
４ 重点的・戦略的に取り組む施策の展開

共に支え合う「地域福祉社会」を実現するために、高齢者の多様な居住環境の
整備や誰もが自立した地域生活を送るための支援などの施策に取り組みます。

シニア能力の発揮による支え合い
○高齢者の生きがいづくり 15
○健康づくり・介護予防の推進 1,914
○いきいきシニアライフの促進 2

誰もが自立した地域生活を送るための支援
○自立に向けた基盤づくり 293
・生活保護・自立支援対策方針に基づく施策の推進

○認知症に関する相談支援体制の整備 35
○在宅サービスの充実 3,763
○日中活動の場の整備と充実 11,389
・障害者が地域でいきいきと暮らせる環境の整備

○地域生活移行型施設への転換と

居住支援の充実 5,316
・施設支援から地域生活支援への転換

○障害者の就労支援 137

「総合的な子ども支援」を推進するために、保育環境の整備や総合的な学校教育の推進などの
施策に取り組みます。

保育環境の整備
○多様な保育の充実 28,223
・「第２期川崎市保育基本計画」の着実な推進

・認可保育所の整備・運営、認可外保育施設の支援 など

地域における子ども・子育て支援施策の推進
○次世代育成支援対策の推進 7,097
・幼児教育の振興、小児医療費の助成 など

○地域子育て支援の推進 418
・地域子育て支援センター事業 など

○区における総合的な子ども支援の推進 74

総合的な学校教育の推進
○確かな学力の育成 439
・小中連携教育の推進
・少人数指導等非常勤講師の配置
・外国語指導助手（ＡＬＴ）の配置
・理科支援員の配置 など
○豊かな心とすこやかな身体の育成 150
・子どもの音楽活動の推進
・防災教育・安全対策の推進 など
○学校の教育力の向上 647
・授業力向上の支援
・情報化教育の推進 など

○いじめ・不登校等への総合的な対応 302
・児童生徒指導・相談業務の充実
・共生・共育の推進
・児童支援コーディネーターの専任化
・スクールカウンセラー、

スクールソーシャルワーカーの配置 など

○特別支援教育の推進 499
・特別支援教育サポーターの配置
・通級指導教室の整備
・医療的ケアが必要な児童生徒に対する支援 など

地域に開かれた学校づくり
○夢教育２１推進事業 165

○学校運営協議会制度推進事業 18
・地域に開かれた学校づくりの実施

○区の教育体制推進事業 10

○学校施設有効活用の推進 110
・小学校･中学校等の校庭、体育館、特別教室、

プール、学校図書館の有効活用
・学校施設有効活用の推進のための施設整備 など

子どもの総合的な相談・支援機能の強化
○高度専門的な相談支援の充実 1,860
・地域療育センターの整備・運営 など

○要保護児童支援施策の推進 1,138
・要保護児童施設の整備、里親制度の推進 など

○児童虐待防止に向けた強化 78
・児童虐待対策の推進 など

教育環境の整備
○小学校の新設 47

○小学校･中学校等の整備 10,209
・中高一貫教育校新設事業
・田島養護学校再編整備事業
・既存学校施設再生整備事業 など

○児童生徒の増加に対応した教育環境の整備 9,478
・子母口小学校・東橘中学校合築整備事業 など

拠点的な福祉施設の計画的な再編整備
○総合リハビリテーションセンターの整備 128
・仮称障害者リハビリテーションセンターの基本計画の策定

○福祉センターの再編整備 767

高齢者の多様な居住環境整備
○特別養護老人ホームの整備 2,119
・25年度開所予定 ３カ所 362床
・26年度開所予定 ２カ所 200床

○介護老人保健施設の整備 240
・25年度開所予定 １カ所 126床

○その他の多様な居住環境の整備 2,896
・小規模特別養護老人ホーム

25年度開所予定 ２カ所 58床
・小規模多機能型居宅介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 など

人間都市かわさき

支え合いによる地域福祉社会づくり

介護 予防いきいき大作戦
マスコットキャラクター

「長寿郎」

総合的な子ども支援

※文中の金額の単位は、百万円です。
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〈主な取組〉

市民の安全・安心な地域社会を確保するために、
防災や防犯などの施策に取り組みます。

危機管理・防災対策、建築物耐震化の推進

○災害時初動体制の強化 60
・危機事象発生時の災害対策本部強化

○災害時情報体制の整備 447
○地域防災力の向上 702
・災害予防対策事業
・総合防災訓練事業
・防災拠点整備事業
・区災害対策本部の機能強化

○港の保安対策 469
○総合的な耐震対策の推進 631
・特定建築物等耐震対策事業
・木造住宅耐震改修助成・診断士派遣事業
・宅地防災工事助成事業
・公共建築物耐震化推進事業
・市営住宅等耐震化事業
・マンション耐震診断･改修助成事業
・本庁舎及び第２庁舎の耐震対策に向けた調査・検討 など

○町内会・自治会会館耐震対策事業 21
・耐震設計・改修への補助

○治水・雨水対策の推進 5,476
・五反田川放水路の整備・河川改修事業
・準用河川改修事業(矢上川の改修工事)
・普通河川改修事業（渋川の整備工事）
・雨水管きょ施設整備事業

安全・安心な都市基盤の整備と
適切な維持管理

○バリアフリーの推進 31
・重点整備地区内における

点字ブロック等交通安全施設の整備 など
（元住吉駅周辺地区、高津・二子新地駅周辺地区）

○南武線駅アクセスの向上 778
○あんしん歩行エリアの整備 10
・登戸駅周辺地区ほか６地区

○道路、河川、港湾施設等の

適切な維持管理 7,698
・道路維持補修、河川維持補修、通学路等の安全対策
・港湾機能施設の維持・整備 など

○公共建築物の長寿命化の推進 566

○橋りょうの整備と耐震対策 585

○橋りょうの長寿命化 321

○上水道・工業用水道・

下水道施設の地震対策 7,620
・上下水道施設の耐震化

総合的自転車対策の推進
○総合的な放置自転車対策の推進 1,583
・川崎駅東口周辺地区の総合自転車対策実施計画の推進
・仮称溝口駅南口地下駐輪場の整備 など
○自転車利用環境の整備 30
・民間自転車等駐車場整備費補助金制度の導入

地域防犯・安全対策の推進
○地域の防犯対策の推進 571
・ＬＥＤ防犯灯の設置促進 など

この資料は、34ページ以降の「５ 平成25年度予算の主な事業」の中から「重点戦略プラン」の分類に沿って主な取組内容

を抽出したものであり、「重点戦略プラン」に位置付けられていない経常的な経費等も含まれています。また、一部再掲

している事業があります。

救急体制の強化と救急医療体制の整備
○救命率向上のための

高度な救急体制の整備 218

○救急車の適正利用の推進 1
○救急医療体制づくりの推進 1,239
・休日急患診療所等運営事業
・救急医療体制確保事業
・災害時医療救護対策事業 など

○周産期医療対策の推進 136
・周産期医療ネットワークの推進
・総合周産期母子医療センターの運営 など

信頼される市立病院の運営と
地域保健医療環境の充実

○井田病院の再編整備 3,475
○地域医療の推進 20

消防署所の整備と消防力の強化
○消防指令システムの更新 154
○消防救急無線のデジタル化 400
○消防署所の適正配置 269
・柿生出張所の改築事業
○災害対応力の向上 20
・緊急消防援助隊活動拠点整備事業
・救助用資器材購入事業

安心快適都市かわさき

安全・安心な地域生活環境の整備

本市では、市民生活の安全安心を確保した上で、川崎の将来を見据え「新たな飛躍」につなが
る施策を着実に進めるため、「人間都市かわさき」、「安心快適都市かわさき」、「元気都市か
わさき」、「安定持続都市かわさき」、「オンリーワン都市かわさき」という５つのキーワード
のもと、川崎のまちづくりを推進してまいります。平成25年度予算では、基本構想における７つ
の基本政策に基づいて展開する施策のうち、次に掲げる施策を特に重点的・戦略的に取り組んで
いきます。

震災を踏まえた防災対策事業につきましては、８ページの

「災害に強いまちづくりに向けた取組」を参照ください。

健康安全研究所の機能強化
○健康安全研究所の機能強化と

調査研究の推進 357
・感染症情報発信機能の強化 など

※文中の金額の単位は、百万円です。
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環境に配慮した持続型社会の実現に向け、川崎の持つ特徴や

個性を活かしながら市民との協働による施策に取り組みます。

魅力ある公園緑地の整備
○大規模公園緑地の

効果的・効率的な管理運営の推進 4

○富士見周辺地区の整備 2,919
・スポーツ・文化複合施設の整備
・競輪場の再整備
・長方形競技場の整備 など

○等々力緑地の整備 1,026
・等々力緑地施設整備
・等々力陸上競技場第１期整備 など

○生田緑地・周辺地区の整備、管理運営等 2,380
・生田緑地ビジョンに基づく事業の推進

・都市計画区域内の用地取得と生田緑地西口園路整備
・生田緑地及び緑地内博物館施設の管理運営 など

緑豊かな環境の創出に向け、市民・事業者との協
働により緑の保全・創出・育成に取り組みます。

元気都市かわさき

環境配慮・循環型の地域社会づくり

憩いとうるおいの環境づくり

緑地保全施策の推進
○緑地の保全 1,038
・恒久的緑地の保全

○保全緑地の管理 104
・保全施策の図られた緑地における

樹林等の保全育成
・市民との協働による保全緑地の管理

○黒川地区農業公園の整備 10
・農業公園拠点施設による情報発信及び

グリーン・ツーリズムの実践

○農ある風景の保全 7
・農ある風景の保全と多摩・三浦丘陵広域連携の実施

多様な主体との協働による緑の環境整備
○公園緑地の維持管理 1,854

○街路樹等の維持管理 333

○市民との協働による緑化の推進 327

○地域緑化の推進 3
・地域緑化推進地区認定制度の普及促進

○緑化推進重点地区の整備及び推進 22
・宮前平・鷺沼駅周辺地区、登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区
・新川崎・鹿島田駅周辺地区における地区計画の策定

○大小公園の整備 271
・公園防災機能の向上（御幸公園、中原平和公園）
・小田公園 など

○臨海部緑の環境整備 3

○魅力ある港湾緑地の形成に向けた取組 185

ごみ減量化と分別・リサイクルの推進
～資源循環型廃棄物処理の促進～

○市民・事業者の排出抑制・

リサイクル活動支援 276
・「かわさき生ごみリサイクルプラン」に基づく

具体的施策の実施
（家庭用生ごみ処理機等購入費助成など）

・平成25年９月を目途に普通ごみの収集回数を現行の
週３回から週２回に変更することに伴う普通ごみ
排出曜日の普及広報及び集積所環境の整備

○資源物の分別収集の推進 1,241
・ミックスペーパー分別収集を全市で継続実施
・空き瓶分別収集を全市で継続実施
・平成25年９月を目途にプラスチック製容器包装の

分別収集を北部４区で開始することにより全市展開

○廃棄物処理施設の整備 2,003
・廃棄物処理施設の基幹的施設整備
・橘処理センターの整備
・仮称リサイクルパークあさおの整備

地球温暖化対策と
地球環境配慮施策の推進

～ｶｰﾎﾞﾝ・ﾁｬﾚﾝｼﾞ川崎ｴｺ戦略（ＣＣかわさき）～

○環境技術を活かした国際貢献 128
・国際環境施策の推進

・環境総合研究所における計画的・科学的環境施策の推進 など

○地域における地球温暖化対策や
環境配慮の取組の推進 3,568

・川崎メカニズム認証制度の実施

・大規模太陽光発電所・かわさきエコ暮らし未来館を

活用した普及啓発の実施 など

○環境分野におけるエネルギー対策の推進 538
・再生可能エネルギー設備等の設置補助
・市建築物における環境配慮標準の策定とモデル事業実施
・新エネルギー産業の創出の推進 など

詳しくは、14ページの「カーボン・チャレンジ川崎
エコ戦略（ＣＣかわさき）2013」を参照ください。

○スマートシティ戦略の推進 357
・スマートシティ構想の策定

・モデル事業等の推進
・各施策分野におけるスマート関連の取組 など

※文中の金額の単位は、百万円です。
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川崎の産業活力を高めるために、競争力強化に向
けた産業イノベーションを促進するとともに、立
地・活動環境を向上させるほか、先端産業創出支援
制度を継続するなど企業立地を誘導する戦略的な取
組を進め、さらに今後大きな市場拡大が見込まれる
新産業分野の創業促進、育成に取り組みます。

国際的視点に基づく産業振興
○経済の国際化への対応 72
・産業の国際化の支援
・アジア起業家村構想の推進

○上水道・工業用水道・下水道事業の国際展開 29
・上下水道事業のノウハウ等を活用した国際展開

○国際的視点に基づく環境産業施策の推進 47
・川崎国際環境技術展の開催

環境・福祉・健康・医療分野

における産業の振興
○環境分野における産業の振興 34

○ウェルフェアイノベーションの推進 49

○生活向上に向けた新たな産業の振興 3
・環境・ライフサイエンスなどのみらい産業の創造支援

○ナノ・マイクロテクノロジーを核とした
先端研究開発の推進 106

・新川崎・創造のもり第３期計画の推進

・新川崎・創造のもりにおける産学共同研究の推進

○オープンイノベーションの推進 38
・先端科学分野における市内産業の振興支援

首都圏全体における拠点機能や基盤形成の動きを踏まえながら、本市の地理的優位性を活かした
「広域調和・地域連携型まちづくり」を推進します。

臨海部における国際戦略拠点の形成と戦略的な土地利用の促進
○国際戦略拠点形成の推進 1,160 

○国際戦略拠点地区中核施設等の整備 5 

○国際戦略拠点地区の交通アクセスの改善 37 

○羽田連絡道路の整備促進 3

○港湾物流機能の強化 1,952
・京浜港広域連携の推進

・千鳥町の再整備 など

都市拠点の整備
○川崎駅周辺地区の整備 767
・北口自由通路の整備推進
・東西自由通路案内板設置 など

○新川崎･鹿島田駅周辺地区の整備 3,672
・鹿島田駅西地区再開発事業
・鹿島田跨線歩道橋整備 など

○小杉駅周辺地区の整備 3,279
・小杉駅周辺地区再開発事業等の推進

○宮前平･鷺沼駅周辺地区の整備 2
○登戸･向ヶ丘遊園駅周辺地区の整備 3,909

安定持続都市かわさき

川崎の活力を生み出す産業イノベーション

社会経済状況の変化を機敏に捉え、的確に対応しながら、中小企業支援や商業・農業の振興を中心と
した産業振興及び雇用の確保に取り組みます。

産業振興及び雇用の確保

広域交通体系の整備

と交通ネットワークの形成
○幹線道路網の整備 7,045

○都市計画道路網のあり方検討調査 3

○京急大師線連続立体交差の推進 3,827
・東門前駅から小島新田駅間の整備

○ＪＲ南武線連続立体交差の推進 10
・尻手駅から武蔵小杉駅間の概略検討

○川崎縦貫道路の整備 61
○総合都市交通計画の推進 16
○川崎縦貫鉄道の推進に向けた取組 2

活力ある商業の促進
○商業力の強化 14

○地域特性に応じた商業の振興 97
・商店街街路灯のＬＥＤ化の推進 など

○商業ネットワーク事業 20

都市農業の振興
○地産地消の推進 37
・セレサモスへの地場産農産物の出荷促進 など

中小企業の経営安定
○中小企業支援 32,337
○ものづくり技術の高度化 12
○技能奨励事業 65

雇用の創出と若年者の就業支援
○産業人材の育成と活用 1
・福祉産業等の振興を担う人材の育成

○就業の支援 369

○臨海部の戦略的な土地利用誘導 9
・土地利用誘導ガイドラインに基づく戦略的マネジメントの推進
・川崎臨海部のブランド確立に向けた企業誘致等の

ＰＲ活動の実施

○浮島地区土地利用の推進 14
・暫定土地利用の実施
・土地利用の推進に向けた調査・検討など

経済・雇用対策につきましては、19ページを参照ください。

都市拠点・ネットワークの整備と川崎臨海部の再生

※文中の金額の単位は、百万円です。
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川崎が持つ特徴や長所、地域資源などを有効に活か
しながら、市民がいつまでも愛着と誇りが持てるまち
づくりと、本市のイメージアップを図る施策に総合的
に取り組みます。音楽のまち・かわさきの推進

○音楽のまちづくり推進事業 112
・民間活力を活用して「音楽のまちづくり」を推進

・モントルー・ジャズ・フェスティバル・ジャパン・

イン・かわさきの開催 など

○国際音楽文化交流事業 5
・姉妹･友好都市等との音楽等による文化交流事業を実施

○地域とふれあう音楽振興事業 2
・身近に音楽を楽しめる環境をつくり音楽文化の裾野を拡大

○高齢者による音楽イベント事業 2

○ミューザ川崎
シンフォニーホールの運営 1,190

・リニューアルオープン式典及びコンサート等の開催

多摩川プランに基づく重点施策の推進
○多摩川プランの推進 265
・マラソンコース及び旧日本ハムグラウンドの整備
・多摩川サイクリングコースの維持管理
・サイン整備工事
・二ヶ領せせらぎ館ほかの管理運営
・かわさき多摩川博２０１３の開催
・渡し場復活イベント等の実施
・多摩川緑地維持管理水準の向上
・多摩川環境学習の推進 など

区役所機能の強化
○区民会議の運営 38
○区役所、支所･出張所等の窓口サービス機能

再編の推進 36
○区役所等庁舎の計画的・効率的な
整備 1,438

・幸区役所庁舎整備の実施

・区役所等庁舎の長寿命化の推進 など

シティセールスの推進と観光振興
○シティセールス推進事業 40
・市民や事業者との連携による都市の魅力づくり
・積極的な魅力情報発信によるイメージアップの推進

○アートのまちづくり事業 30
・地域主体の芸術祭「川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカ

しんゆり）」の開催支援
・芸術のまち・かわさき人材育成支援事業の実施

○藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム事業の推進 91
・指定管理者による効率的・効果的な管理運営

・新たな魅力発信拠点としてのミュージアム事業の実施

○東海道を活用したまちづくりの推進 47
・東海道かわさき宿交流館開館に向けた管理運営準備、広報

等の実施
・指定管理者による管理運営

○観光の振興 73
・市民祭りの開催、産業観光の推進
・外国人観光客誘致施策の推進 など

ホームタウンスポーツの振興
○ホームタウンスポーツ推進事業 5
・かわさきスポーツパートナーなどと連携した

スポーツによる川崎のアピール・魅力づくりの推進

○Ｊリーグクラブ連携魅力づくり事業 26
・川崎フロンターレと連携した魅力づくりの推進

○アメリカンフットボールを活用した
まちづくりの推進事業 10

・アメリカンフットボールを活用した地域活性化
や青少年の健全育成などの推進

○市民スポーツ活動の推進事業 4
・国際トランポリンジャパンオープンの開催

地域コミュニティ施策の推進
○地域振興事業 28
・地域住民組織の活性化等の支援

協働のまちづくりの推進
○市民活動の支援 133
○大学連携の推進 1

自治基本条例の基本理念に基づき市民自治の拡充を推進するとともに、参加と協働によるまちづく
りや地域の課題解決のための中心的役割を果たす区役所の機能を高める取組を進めます。

オンリーワン都市かわさき

市民自治と区役所機能の拡充

映像のまち・かわさきの推進
○映像のまち・かわさき推進事業 29
・「映像のまち・かわさき」推進フォーラム等と連携し、

豊富な地域資源を活かしたまちづくりの推進
・映像の持つ力を「人材育成・教育」と「地域の活性化」

に活用したまちづくりを推進
・「毎日映画コンクール表彰式」開催の支援

川崎の魅力を育て発信する取組

○地域課題対応事業（区独自事業） 387
・各区が主体となり、区民の参加と協働により地域の抱える

課題解決や地域の特性を活かした事業などを実施

○地域課題対応事業（局区連携事業） 189
・地域からの視点を活かして、区の課題解決を図るため、

区役所が関係局と主体的に調整を行い事業を推進

※文中の金額の単位は、百万円です。
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 今後当面の間は人口増が見込まれる本市ですが、将来の人口減少期への転換を見据え、第３期実行計
画では中長期的なまちづくりの方向性を踏まえた取組を進めます。具体的には、少子高齢化が一層進展
し、大幅な税収増が見込めない中でも、増大する行政需要に的確に対応しつつ、質の高い市民サービス
を提供できる持続可能な市民都市の構築をめざし、次の「４つの『～化』（バケ）」をキーワードに取り
組んでまいります。

主要駅を中心としたコンパクトなまちづくりを進めます 

公共施設の長寿命化の取組を進めます 

環境技術を活かしたまちづくりを進めます

すべての人にやさしいまちづくりを進めます

～中長期的なまちづくりの方向性～

４つの「～化」 

コンパクト化 

長 寿 命 化 

エ  コ  化 

ユニバーサル化 

平成25年度の取組   4,594百万円 
◇武蔵小杉駅周辺の市街地再開発 
 ・市街地再開発事業への補助  
◇新川崎駅周辺の都市基盤施設整備  
・鹿島田跨線歩道橋等の整備  
               など 

平成 25年度の取組   9,062百万円 
・学校施設の効率的マネジメントの推進 
・市営住宅の予防的維持補修の実施 
・大規模施設の予防的維持補修の実施（港湾
振興会館、高津区役所、とどろきアリーナ、
市役所第３庁舎、多摩区役所）  など 

平成 25年度の取組   4,338百万円 
・川崎メカニズム認証制度による温室効果ガ
ス削減量の評価・認証 
・再生可能エネルギー設備等の導入支援 
・川崎国際環境技術展の開催 
・太陽光発電・電気自動車の率先導入 
・スマートシティ戦略の推進  など 

平成 25年度の取組   6,269百万円 
・福祉製品におけるかわさき基準の推進 
・稲田堤駅・津田山駅の橋上駅舎化の推進 
・川崎駅北口自由通路の整備 
・ユニバーサルデザインタクシーの導入促進 
・田島養護学校の再編整備 
・ノンステップバスの導入  など 

 誰もが便利にかつ効率的に公共サービス
を享受できるよう、中長期的に既成市街地に
おける都市機能を再編整備し、主要駅周辺に
効率的に集約するとともに、そのアクセス向
上に向けた取組など、コ 
ンパクトなまちづくりを 
進めます。 

 中長期的かつ持続的なまちづくりを進め
ていくため、「かわさき資産マネジメントプ
ラン」の考え方に基づき、財政負担の軽減と
平準化を推進する観点から、定期的・計画的
な予防保全型の維持補修を進め、施設や設備
の長寿命化を推進します。

 川崎の特徴を活かし、市内企業に蓄積され
た環境配慮型技術をまちづくりの中に取り
入れ、まち全体を「ＣＣかわさきエネルギー
パーク」等としてショーケー
ス化し、市内における普及促
進を図るとともに、環境技術
による国際貢献を推進します。

 これまで拠点駅や重点整備地区を中心に
公共施設等のバリアフリー化を進めてきま 
したが、この考え方を発展させ、高齢者や障

害者をはじめ、「誰もが使いや
すい」という視点でまちづく
りを進めていきます。
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