
施策体系

基本政策(4) 基本施策(1５) 施策（55) 重点施策 事業（2０３) 所管課
幼児・学校教育 子どもたちの健やかな成長の保障 いのちの教育・こころの教育の充実 1-③ いのち、こころの教育の推進 指導課

1-④ 人権尊重教育の推進 人権担当
子どもの権利学習の推進（再掲）
薬物乱用防止教育 指導課

正しい性に関する教育

いじめ・不登校等への対応 いじめ・不登校の対策 指導課
適応指導の充実 センター
体罰・セクハラの根絶体制の強化 指導課・教職員課

生涯にわたって健やかに生き抜く教育の実現 1-⑤ 子どもたちの体力の向上 指導課・健康教育課
部活動の充実 指導課
子どものけが・病気に関する対応強化 健康教育課

子どもたちの食育推進

学校給食の充実

多様な教育機会・支援体制の整備 2-⑨ 特別支援教育の推進 指導課
義務教育への経済的支援の拡充 学事課
保護者のための教育相談機能の充実 センター
海外帰国・外国人子女の就学支援 指導課・センター
学校と家庭の連携・相談の促進（再掲）

「川崎版確かな学力」を伸ばす教育の
実践（知力・実践力）

「川崎版確かな学力」の定義とカリキュラムの検討
1-① 「川崎版確かな学力」の定義とカリキュラム指針の検討 指導課・センター

1-② 「川崎版確かな学力」定着度評価手法の検討・開発
「川崎版確かな学力」の向上のための環境づくり 1-⑧ 小学校１年生における35人以下学級等の推進 指導課・教職員課

1-⑨ 少人数制指導などきめ細かな学習指導の推進

二学期制の導入検討 指導課
基礎的な力づくり 1-⑥ 読み・書き・計算等、基礎・基本の徹底 指導課

1-⑦ 自ら学ぶ意欲、自ら考える力の育成

実践力づくり 思考力・発想力向上を向上させる学習指導の充実

判断力・課題解決力向上のための授業・学習機会の提供

コミュニケーション能力の向上

情報化、グローバル化、環境共生などの社会変革に応じた授
業展開

情報モラル・リテラシー教育の推進

多文化共生教育の推進 人権担当

小学校での英語活動の推進 指導課

のぞましい勤労観・職業観の育成

川崎市らしさを生かした授業・教育機会の提供 読書のまち・かわさき関連事業 指導課・生涯学習推進課
音楽のまち・かわさき関連事業 指導課・総合企画局
21世紀子どもサイエンス事業の推進 文化財課
子どもの権利学習の推進（再掲） 人権担当

地域に根ざした特色ある学校づくり 創意工夫を発揮できる、地域に開かれた学校づくり 2-① 学校の裁量権の拡大 教職員課・指導課・センター
2-⑦ 学校評価システムの確立 指導課
2-④・6-④ 学校の情報公開の推進 指導課・センター
2-⑧・6-⑤ 拡大教育委員会の設置（再掲） 企画課

地域教育資源の活用 2-③・6-④ 地域人材等の活用 指導課・生涯学習推進課・スポーツ課

商店街や企業との連携による就労体験（インターンシップ）
活動の推進（再掲）

指導課・生涯学習推進課

地域のボランティア体験活動の推進（再掲）

ボランティア等の外部人材の確保 教職員課・指導課

地域の文化財を活用した学習機会の提供 指導課・文化財課
地域住民との連携による学校内・通学路の防犯力の強化 指導課・生涯学習推進課

子ども・保護者・地域住民の学校経営への参加促進 2-⑤・6-② 学校教育推進会議の活動促進（再掲） 指導課
2-⑥・6-③ 地域運営学校の設立

中学校区地域教育会議との連携 生涯学習推進課
子どもの成長に見合った、学校間の連絡、連携体制の整備

異校種間の交流の促進 指導課・高校担当

小中一貫校・中高一貫教育の検討

一貫した幼児教育プログラムの作成 幼教センター
幼児教育機会の充実 私立幼稚園の発展充実 学事課

幼保一元化の検討（再掲）
幼児教育に関する相談機能の充実 幼教センター
民間保育所の推進（再掲） 健康福祉局
公立保育所サービス向上（再掲）

市民のニーズに合った聾・養護学校づくり 特別支援教育検討の地域センターとしての体制整備 指導課

ボランティアとの連携

聾・養護学校・重度重複学級の適正配置の推進

地域に根ざした市立高等学校づくり 市内高等学校間連携の推進 高校担当
定時制過程の再編成検討
家庭・地域社会との連携
小中学校との連携の促進 高校担当・指導課
教育内容の市民への提供 高校担当・生涯学習推進課

教職員の力量形成と自己成長 教職員の人事管理制度の再構築 管理職登用制度の見直し 教職員課

3-② 教職員の採用方法の改善

3-① 管理職・教職員の人事評価制度の見直し 教職員課・勤労課

実践的な学校・教職員の支援体制づくり 3-⑤ 総合教育センターの機能強化 センター

教職員に対する専門家等の相談支援

教職員相互の相談・支援体制づくり

指導力不足教員等に対する研修

外部専門家・研究機関との連携

教職員の成長のための研修プログラムの再編
3-③

ライフステージに沿った一貫性のある教職員研修プログラム
への再編

センター・教職員課

3-④ 「川崎版確かな学力」に関する研修内容の検討 指導課・センター

教職員の自己研修活動の充実 教職員課・指導課・センター

教育におけるＩＴ活用研修の充実 センター

3-⑥ 各学校・各教職員の優れた教育実践の普及

e-learningによる研修システムの提供
教職員の企業体験研修 教職員課

学校施設の整備と充実（学校施設） 安全で快適な学校施設の整備 4-② 校舎の耐震性の確保 計画課
学校の防犯システムの整備 管理課
通学路の安全整備 健康教育課
環境に配慮した学校施設整備 管理課

教室の快適化

地域コミュニティの拠点としての学校の整備 4-④・5-③ 学校施設の有効活用の推進（再掲） 生涯学習推進課・管理課・指導課
4-⑤ 他の公共施設等との合築・複合化の推進

学校施設管理の地域住民等への委託推進 計画課・生涯学習推進課
効果的な指導を支援する施設設備の整備 ＩＴを活用した学習環境の整備 指導課

少人数制教育に適したスペース・設備の整備 計画課・管理課
計画的な学校施設の整備 4-① 計画的な学校施設の整備 計画課

4-③ 学校の適正規模・適正配置 企画課・計画課
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施策体系

基本政策(4) 基本施策(1５) 施策（55) 重点施策 事業（2０３) 所管課

家庭・地域におけ
る教育

安心して子育てできる地域づくり（安
心・安全な地域）

保育サービスの充実
民間保育所の推進（再掲） 健康福祉局

公立保育所サービス向上（再掲）

幼保一元化の検討（再掲） 学事課
認可外保育サービスの拡充 健康福祉局
保育・幼児教育に関する情報提供 幼教センター・健康福祉局
保護者ITサービス 健康福祉局

子ども向け医療・保健・福祉サービスの充実 小児医療サービス向上

母子保健サービス向上

親子参加型健康づくり教室の開催

障害児発達支援

地域の安全性の確保 通学路や遊び場等の安全性の向上 まちづくり局
住民等による安全確保ネットワーク形成 市民局

情報提供やITによる安全性確保

家庭教育、子育ての支援（家庭教育） 家庭教育・子育ての支援・危機管理の充実
子育て経済的支援 健康福祉局

幼児教育センター、地域子育て支援センターの充実 幼教センター・健康福祉局

地域子育て支援活動の充実 生涯学習推進課・健康福祉局

親子参加型催事・活動の展開

一人親・共働き家庭等支援 健康福祉局

児童虐待防止体制の強化

家庭教育・子育てに関する相談機能の強化 学校と家庭の連携・相談の促進（再掲） 指導課、センター

相談・情報提供体制の確立 指導課・センター・生涯学習推進課

家庭教育・子育てに関する相談・情報窓口の設置 生涯学習推進課・健康福祉局

家庭教育・子育てに関する庁内連絡会の開催

海外帰国・外国人子女の相談体制の充実 センター

家庭教育・子育てに関する意識啓発・PR 各種催事や定期健診等を利用した親への家庭教育や子ども権
利の重要性の啓発

生涯学習推進課・人権担当

家庭教育・子育てに関する啓発イベントの開催 生涯学習推進課・健康福祉局

企業等に対する子育てしやすい就労環境の確保要請 市民局

子育てネットワークの形成と学習機会の充実 子育てネットワークの設立 生涯学習推進課

定期的なネットワーク連絡会の開催支援

家庭教育・子育てに関する団体、人材、催事、地域情報等の
データベースの作成・共有

子育て講座の開催 生涯学習推進課

保護者間交流の推進 生涯学習推進課・健康福祉局

インターネット等を活用した学習機会や交流の場の提供 生涯学習推進課

子どもが健やかに育つ地域づくり（と
もに学び育つ地域）

居場所・遊び場の確保
子ども文化センターの改善 市民局

わくわくプラザの改善

子ども会議の充実 生涯学習推進課

子ども夢パークの充実

異世代交流の推進

子ども会等各種青少年団体の活動支援 生涯学習推進課･市民局

地域スポーツクラブ・団体の育成・活動支援 スポーツ課

コミュニティスクールの設置支援 指導課

自然・社会体験の場の提供 自然体験・学習・活動の機会の充実 生涯学習推進課

自然体験型博物館の充実 文化財課

商店街や企業との連携による就労体験（インターンシップ）
活動の推進（再掲）

生涯学習推進課・指導課

地域のボランティア体験活動の推進（再掲） 生涯学習推進課・指導課

青少年の健全な育成の推進 青少年施設を拠点とした青少年の居場所づくり 生涯学習推進課

相談体制の充実 指導課・センター

非行早期発見・指導の体制づくり 指導課

社会教育、文化、
スポーツ

市民が自ら学び、いきいきと活動する
地域づくり（社会教育）

市民の自主的な学習を支えるシステムの充実
5-② 生涯学習に関する総合的なホームページの開設・運営 生涯学習推進課・文化財課・スポーツ課

市民館を拠点とした生涯学習の推進 生涯学習推進課

5-① 情報センターとしての図書館の充実（再掲）

5-④ 市民教育の場の充実

社会教育施設の整備

社会教育施設と市民利用施設のネットワーク化（再掲） 生涯学習推進課・市民局

ｅ-ラーニング推進事業 生涯学習推進課

外国人や障害を持つ市民の学習支援

行政区を中心とした市民と行政の協働による生涯学習の推進
行政区生涯学習推進会議の充実

5-⑥・6-① 行政区・中学校区地域教育会議の見直し（再掲）

2-②・5-⑧・6-⑥ 行政区における教育支援体制の整備（再掲）

5-⑨ 地域教育サポーター制度

社会教育団体・市民活動組織・NPOへの支援、連携

地域人材の豊かな経験・能力をいかすしくみの構築 シニア世代の活力を地域で活かすための支援

地域人材バンク制度の構築

社会教育施設や市民の学習活動におけるネットワーク の構築
4-④・5-③ 学校施設の有効活用の推進（再掲）

社会教育施設と市民利用施設のネットワーク化（再掲）

社会教育に関する団体、人材、催事、地域情報等のデータ
ベースの作成・共有（情報収集・発信）

大学や企業との連携の推進

社会的自立にむけたキャリアアップのための学習システムの
構築

就業意識・社会意識を培うプログラムの開発

5-⑤ リカレント教育システムの充実 生涯学習推進課・高校担当

5-① 情報センターとしての図書館の充実（再掲） 生涯学習推進課

文化・芸術活動の推進 （文化・芸術） 市民文化・芸術活動への支援
文化施設のネットワーク化の推進 文化財課・市民局

文化活動情報提供システムの構築 市民局

各種文化・芸術活動のコーディネーター育成講座の開設

市民文化・芸術コンテストの開催

文化財の保護・活用 文化財の調査・保存 文化財課

橘郡衙推定地の保存・整備

地域の文化財を活用した学習機会の提供

文化財を活用した地域振興

魅力ある博物館づくり 博物館施設の管理・運営

市民参加による博物館活動の推進

地域におけるスポーツ・レクリエー
ション活動の推進（スポーツ）

生涯スポーツの推進
5-⑦ 総合型地域スポーツクラブの育成 スポーツ課

多世代参加型スポーツ・レクリエーション活動の推進

各世代に対応したスポーツプログラムの提供

スポーツ教室など健康・体力保持増進のための事業の推進

競技力の向上 各種競技会の開催・支援 スポーツ課
指導者の育成
スポーツ団体・協会等との連携

一貫した指導体制の整備

スポーツ環境の充実 スポーツ施設の管理・運営

スポーツ施設の整備

スポーツボランティアなどの育成、活動の場の提供

スポーツ情報提供の充実
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施策体系

基本政策(4) 基本施策(1５) 施策（55) 重点施策 事業（2０３) 所管課
文化・スポーツを通じた地域づくり
（まちづくり）

音楽によるまちづくりの推進
各種イベント開催支援 市民局・総合企画局

音楽に関する情報発信支援
ストリートミュージシャンの演奏場所の確保

ミューザ川崎シンフォニーホールを活用した各種コンサート
の誘致

市民局

ホームタウンスポーツによる魅力あるまちづくり トップチーム・トップアスリートとの市民との交流、活動支
援

スポーツ課

市民によるホームタウンスポーツの推進
Ｊリーグクラブ支援など「みるスポーツ」の環境づくり

大規模スポーツイベント等の開催・誘致

ホームクラブの財政支援 市民局

ホームグラウンド周辺を含めた施設環境の充実

共に支え生きる社会の創造 （人権・共
生）

人権教育の推進
人権フォーラムの開催

人権教育市民講座の充実 人権担当・生涯学習推進課

同和対策・人権啓発 市民局

子どもの権利教育の推進 子どもの権利出前講義サービス 人権担当

子ども会議を通じた子どもの意見集約 生涯学習推進課・市民局

子ども人権教室の設置 人権担当・市民局

多文化共生教育の推進 各国言語教育の推進 指導課

異文化体験講座・イベントの開催 生涯学習推進課

地域共生教育の推進 ボランティア活動の支援

地域イベントの開催支援

地域共生の意識啓発

教育行政 教育支援体制の再編（支援体制） 住民参加による教育支援体制の見直し 5-⑥・6-① 行政区・中学校区地域教育会議の見直し（再掲）

2-⑤・6-② 学校教育推進会議の活動促進（再掲） 指導課

専門的な教育支援体制の整備 2-⑧・6-⑤ 拡大教育委員会の設置（再掲） 企画課

大学や研究機関との連携 生涯学習推進課

行政区単位での支援体制の整備 2-②・5-⑧・6-⑥ 行政区における教育支援体制の整備（再掲） 企画課･指導課・生涯学習推進課

行政区教育推進体制への権限委譲の促進 企画課

行政区地域教育会議等との連携

教育行財政の改革（事務改善） 教育委員会の事務事業の改善 教育委員会事務の改善体制の確立 事務改善担当、庶務課、勤労課、学事課

補助委託事業執行の改革

外部団体の改善（生涯学習振興事業団等の改善）

物品管理の徹底

組織の適正化と人件費削減 庶務課
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