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市 民 ・ こ ど も 局 

（平成２６年４月１６日） 



（平成26年4月1日現在）

№ 　　役　　　　　職 氏　　　名

1 市民・こども局長 加藤　順一

2 市民生活部長 三橋　秀行

3 庶務課長 和田　敏一

4 庶務課担当課長（事業推進調整担当） 阿部　克義

5 市民活動推進課長 飯塚　　豊

6 地域安全推進課長 佐藤　好子

7 地域安全推進課担当課長［交通安全］（神奈川県から出向） 露木　克臣

8 地域安全推進課担当課長［地域安全］（神奈川県から出向） 鈴木　泰夫

9 区政推進部長 向坂　光浩

10 区調整課長 森田　雅之

11 区調整課担当課長〔区役所環境整備〕 五十嵐　薫

12 戸籍住民サービス課長 小川　　清

13 人権・男女共同参画室長 石川　正嗣

14 人権・男女共同参画室担当課長〔人権・同和・平和〕 長澤　文人

15 人権・男女共同参画室担当課長〔外国人市民施策〕 町田　昭一

16 人権・男女共同参画室担当課長〔子どもの権利〕 大田　祈子

17 人権・男女共同参画室担当課長〔男女平等推進〕 八木　一志

18 人権・男女共同参画室担当部長・平和館長 長沼　和栄

19 平和館担当課長 松井　卓賀子

20 シティセールス・広報室長 鈴木　賢二

21 シティセールス・広報室担当課長〔管理・市政広報〕 井上　　強

22 シティセールス・広報室担当課長〔企画・シティセールス推進〕 櫻井　雅幸

23 市民スポーツ室長 荻原　圭一

24 市民スポーツ室担当課長〔スポーツ推進〕 北村　　修

25 市民スポーツ室担当課長〔スポーツのまちづくり〕 青井　　満

26 市民スポーツ室担当課長〔競技スポーツ〕 高津原洋一郎

27 市民文化室長 竹花　　満

28 市民文化室担当課長〔庶務・企画〕 大坪　浩行

29 市民文化室担当課長〔文化活動支援〕 中山　健一

30 市民文化室担当課長〔音楽のまち推進〕 三瓶　清美

31 市民文化室担当部長〔映像のまち推進〕 中村　　茂

32 市民文化室担当課長〔映像のまち推進〕 浅沼　　誠

33 市民文化室担当部長〔渉外・調整〕 諸橋　　豊

34 市民ミュージアム館長 土谷　憲司

35 市民ミュージアム副館長 大野　秀人

36 市民ミュージアム担当課長〔企画広報〕 馬場　良幸

37 市民ミュージアム担当課長〔教育普及〕 柿崎　祐一

38 市民文化室担当部長・岡本太郎美術館副館長事務取扱 髙田　智幸

39 岡本太郎美術館担当課長 仲野　泰生

40 スポーツ・文化複合施設整備推進室長（兼務） 三橋　秀行

41 スポーツ・文化複合施設整備推進室担当課長 柳瀬　一路

市　民　・こども局　管　理　職　一　覧
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資料１



市民・こども局長 市民生活部長 庶務課長 和田　敏一 ２６１０１

　スポーツ・文化複合施設整備 担当課長（事業推進調整担当） 阿部　克義 ２６１０２

市民活動推進課長 飯塚　   豊 ２６２０１

地域安全推進課長 佐藤　好子 ２６２４１

担当課長［交通安全］（神奈川県から出向） 露木  克臣 ２６３０１

担当課長［地域安全］（神奈川県から出向） 鈴木　泰夫 ２６３０２

区政推進部長 区調整課長 森田　雅之 ２７８０１

　　向坂　光浩　　２７８００ 担当課長〔区役所環境整備〕 五十嵐　薫 ２７８０２

戸籍住民サービス課長 小川　　清 ２６４０１

人権・男女共同参画室長　　 担当課長〔人権・同和・平和〕 長澤　文人 ２７２０１

　　石川　正嗣　　２７２００ 担当課長〔外国人市民施策〕 町田　昭一 ２７２０２

担当課長〔男女平等推進〕 八木　一志 ２７２０３

担当課長〔子どもの権利〕 大田　祈子 ２７２０５

担当部長 平和館長

平和館長事務取扱 平和館担当課長 松井　卓賀子 433-0171

　　長沼　和栄　　433-0171

シティセールス・広報室長 担当課長[管理・市政広報] 井上　　強 ２７３０２

　　鈴木　賢二　  ２７３００ 担当課長〔企画・シティセールス推進〕 櫻井　雅幸 ２７３０１

　　

市民スポーツ室長 担当課長〔スポーツ推進〕 北村　　修 ２７４０１

　スポーツ・文化複合施設整備 担当課長〔スポーツのまちづくり〕 青井　　満 ２７４０２

　推進室担当部長兼務 担当課長〔競技スポーツ〕 高津原洋一郎 ２７４５１

　　荻原　圭一　　２７４００

市民文化室長 担当課長〔庶務・企画〕 大坪　浩行 ２７７０１

　スポーツ・文化複合施設整 担当課長〔文化活動支援〕 中山　健一 ２７７０２

　備推進室担当部長兼務 担当課長〔音楽のまち推進〕 三瓶　清美 ２７７０３

　　竹花　　満　　２７７００ 担当課長〔映像のまち推進〕 浅沼　　誠 ２７７０４

担当部長〔映像のまち推進〕

    中村　　茂　  ２７７２０

岡本太郎美術館副館長

担当部長〔渉外・調整〕 担当課長 仲野　泰生 900-9898

　　諸橋　　豊　　２７７７１

市民ミュージアム館長 市民ミュージアム副館長 大野　秀人 754-4500

    土谷　憲司  　754-4500 担当課長〔企画広報〕 馬場　良幸 754-4500

担当課長〔教育普及〕 柿崎　祐一 754-4500

担当部長

岡本太郎美術館副館長事務取扱

担当課長 柳瀬　一路 ２６１０３スポーツ・文化複合施設整備推進室

【市民・こども局】

　加藤　順一　　２６０００

　推進室長兼務

　　三橋　秀行　　２６１００

　　髙田　智幸　　900-9898
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【市民・こども局機構一覧】

２６３０１

２６３０２

２６３０３

２７７０５

担当課長（子どもの権利）　　大田　祈子　　２７２０５

担当課長（男女平等推進）　　八木　一志　　２７２０３

資料２



市民・こども局　1

　 　　(1)　局の人事、予算及び決算
　 　　(2)　局内の連絡調整及び事務改善

　　(3)　局事業の調査及び企画（こども本部の所管
　 に属するものを除く。）

    (4)　川崎市民プラザ
　 　　(5)　局内他の課の主管に属しないこと
　

　 　　(1)　地域振興に係る施策の企画及び調整
　 　　(2)　地域住民組織の振興
　 　　(3)　美化運動
　 　　(4)　川崎市全町内会連合会との連絡調整
　 　　(5)　市民活動の支援に係る施策の推進
　 　　(6)　特定非営利活動法人の設立の認証等
　 　　(7)　寄附金控除の対象となる特定非営利活動
　  法人の認定等

　　(8)　公共施設利用予約システム
　　(9)  公益財団法人川崎市市民自治財団及び公益財団

　　　 法人かわさき市民活動センター
       

 

　　(1)　防犯対策の総括
　　(2)  犯罪被害者等支援相談 地域安全係
　　(3)  路上喫煙防止対策
　　(4)　自衛官及び自衛官候補生の募集
　　(5)　交通安全対策の企画及び調整
　　(6)  違法駐車等の防止
　　(7)  交通事故の相談
　　(8)  交通安全の普及啓発
　　(9)  各種交通安全運動
　　(10) 交通安全関係行政機関及び団体との連絡調整
　　(11) 交通安全対策会議

　　(1)　区の予算及び決算
　　(2)　区政に係る施策の調査研究、企画及び推進 区民サービス係
　　(3)　区の事務事業及び区に関連する各局事務

事業の調整
　　(4)  行政サービスコーナーの総括
　　(5)  区行政改革の推進に係る調整

市　民　・　こ　ど　も　局 局長　　　　℡2250(26000)

市民生活部 部長　　　  ℡2251(26100)

庶　務　課

ふれあいネット・
            ℡3821(26242)

市民活動支援
            ℡2296(26231)

課長　　　  ℡2255(26101)
庶務係　　  ℡2256(26111)
調査・安全衛生
            ℡3635(26113)

経理係　  　℡2241(26121)
事業推進調整担当

市民活動推進課

地域安全推進課
課長　　  　℡2354(26301)
交通安全係  ℡2266(26311)

　℡2267(26312)

課長　　  　℡3716(26201)
ＮＰＯ法人係
            ℡3795(26241)
地域活動支援係

　℡2284(26321)
　℡2285(26322)
　℡2305(26323)

区政推進部 部長　　　  ℡2871(27800)

区調整課
課長　　  　℡2258(27801)
区調整係  　℡2357(27811)

　℡2358(27812)

　℡2309(27821)
　℡2490(27822)

　℡3707(27802)
　℡2023(27831)

区役所環境整備

  　℡2246(26102)

市民・こども局機能図
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市民・こども局　2

課長　      ℡2734(26401)
管理

　　(1)　戸籍事務、住民基本台帳事務、電子署名に
　　　 係る公的個人認証事務、印鑑登録事務等の
　　　 総括及び改善
　　(2)　住居表示
　　(3)　町界町名の改正

　　　 　　(1)　人権に係る施策の総合調整
　　　 　　(2)　子どもの権利に係る施策の総合調整　
　　　 　　(3)　外国人市民施策の総合調整
　　　 　　(4)　外国人市民代表者会議　

  　(5)　平和施策の総合調整　
  　(6)　男女共同参画社会の形成の促進に係る
　　 　施策の調査研究、企画及び総合調整 子どもの権利
　　(7)　男女共同参画センター
　　(8)  男女共同参画センター運営委員会
　　(9)　同和対策事業の推進 男女平等推進
　　(10)　平和館との連絡調整

館長　　　 　 ℡433-0171
担当課長　　  ℡433-0171

　　(1)　館の使用許可
　　(2)　館の維持管理
　　(3)　平和事業の推進
　　(4)　平和館運営委員会

 　　 　　(1)　シティセールスに関わる企画及び調整
 　　 　　(2)　都市イメージ向上に係る情報発信等
 　　 　　(3)　広報活動
 　　 　　(4)　広報に係る企画及び調整
 　　 　　(5)　広報広聴行政に係る関係行政機関等との

連絡調整
 　　 　　(6)　情報プラザ
 　　 　　(7)　かわさき市民放送株式会社

放送・映像  ℡2282(27341)
　　　　　  ℡3605(27342)
情報プラザ  ℡2121(27351)

戸籍住民サービス課

　℡2735(26411)

　℡2281(27323)
　　　  ℡2288(27322)

市政広報    ℡2287(27321)　
　　　  ℡3724(27381)

　℡2759(26412)

　℡2736(26421)
　℡2737(26422)

戸籍・住民記録係
          　℡2342(26431)

  　℡3759(26441)

住居表示係

人権・男女共同参画室

          　℡2260(26432)
          　℡2259(26433)

平　和　館 〔Ⅱ類〕

室長　　  　℡2368(27200)

　　　　　  ℡2315(27201)
人権・同和・平和

　℡2369(27202)
外国人市民施策

　℡2688(27261)
　　　　　  ℡2316(27211)

　℡2689(27205)

　℡2359(27241)

　℡2344(27251)

　℡2269(27203)
　℡2300(27221)

室長　　  　℡2252(27300)
管理・市政広報
　　　　　  ℡2286(27302)

　℡2297(27311)
　℡3717(27301)

企画・シティセールス推進

管理・広報誌

　　　　　  ℡2477(27363)
　　　　　  ℡2283(27362)

  ℡3606(27361)

シティセールス・広報室

　℡2473(27312)

システム調整・事務改善    
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市民・こども局　3

 　  (1)　スポーツの推進
 　　(2)　スポーツ及びレクリエーションの調査及び

企画 　
 　　(3)　スポーツ推進審議会
     (4)　スポーツ推進委員の総括
 　　(5)　スポーツ関係団体及びレクリエーション

     (6)　とどろきアリーナ、体育館、スポーツ

     (7)　Jリーグクラブとの連携
     (8)　アメリカンフットボール関係団体との連携
     (9)　公益財団法人川崎市スポーツ協会

 　　 　　(1)　文化行政の企画及び総合調整
　　 　　 (2)　市民文化の普及及び向上その他文化芸術の 文化活動支援

振興
　　 (3)　市民行事の推進及び調整
 　　(4)　文化関係団体との連絡調整
　　 (5)　文化芸術振興会議
　　 (6)　川崎シンフォニーホール
 　　(7)　アートセンター
 　　(8)　藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム
 　　(9)　大山街道ふるさと館の総括
 　　(10) 東海道かわさき宿交流館の総括
 　　(11) 市民ミュージアム及び岡本太郎美術館との

連絡調整
 　　(12) 公益財団法人川崎市文化財団

　　　 　　(1)　市民ミュージアムの利用許可
　　　 　　(2)　市民ミュージアムの維持管理

　　(3)　市民ミュージアムの市税外収入
　　　 　　(4)　考古、歴史、民俗、美術、映像等に係る

資料及び作品の収集、展示、調査研究等
　　(5)　市民ミュージアム協議会

 

　　　 　　(1)　館の維持管理
　　　 　　(2)　館の市税外収入
　　　 　　(3)　美術作品及び資料の収集、展示、
　　　 　　 調査研究等

　　(4)　岡本太郎美術館協議会

　　(1)　スポーツ・文化複合施設の整備

 市民ミュージアム 〔Ⅰ類〕

映像のまち推進

　℡3865(27705)
　℡3866(27771)

市民スポーツ室
室長　　  　℡3034(27400)

市民文化室
室長　　  　℡2254(27700)

スポーツのまちづくり
関係団体との連絡調整 ℡3723(27402)

センター及び武道館の総括及び管理運営の調整  ℡2245(27441)

スポーツ推進
℡3311(27401)

　℡2416(27751)

音楽のまち推進
　℡2306(27703)

ホームタウンスポーツ
 ℡2257(27431)

生涯スポーツ
℡3312(27411)

地域スポーツ
℡3322(27421)

　℡3713(27722)

副館長　　　  ℡754-4500

スポーツ・文化複合施設整備推進室
　
室長      　℡2251(26100)　

　℡2030(27731)
　℡3725(27741)

渉外・調整

　℡2415(27720)
　℡2416(27704)

Ｊリーグ支援

　　　  ℡3757(26103)
　℡3758(26141)

岡本太郎美術館 〔Ⅱ類〕
館長　　　　  ℡900-9898
副館長　　　  ℡900-9898

　℡2433(27761)

館長　　　　  ℡754-4500

　℡2444(27723)

庶務・企画  ℡2279(27701)
　　　　　  ℡2029(27711)

　℡2122(27702)
　℡2280(27721)

競技スポーツ
℡3245(27451)
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◎新規事業　　○拡充事業　  

組織名・主要事務事業名 主要事務事業の主な内容 事業概要 予算額

１　局の庶務 局の庶務、人事、予算・決算及び議会
関係事務

市民活動推進課

町内会・自治会会館建設資金
融資事業費

　町内会・自治会が会館の建設等を行う
際、必要な資金の融資を市指定の金融
機関に取り次ぐとともに、その融資に係
る利子を全額補助することにより、会館
整備の促進を図る。

6,346

４　地域振興事業
住民組織関係事業費 　町内会･自治会の組織状況を把握し、

自主的活動を支援する（認可地縁団体
事務、住民組織調査、自治功労者表
彰、永年勤続功労者表彰、広報物の作
成・配布）。また、地域福祉の向上と市
民自治の発展のため、市内町内会・自
治会の連合体である川崎市全町内会連
合会に対し必要な支援を行う。

20,429

美化運動推進事業費 　市民の美化意識の高揚を図るため、
全市的な美化運動（多摩川美化活動、
市内統一美化活動）を実施するととも
に、地域の美化活動の実施主体となる
各区美化運動実施支部に対し、必要な
支援を行う。

1,534

２　市民活動支援事業
市民活動保険事業費 　市民が安心してボランティア活動に参

加できる体制を支援するため、市民活
動に対する保険制度を実施する。

8,404

３　市民施設運営事業 ○公共施設利用予約システム
事業費

　インターネット（パソコン、携帯電話）や
電話、各施設に設置された利用者端末
により、公共施設の利用申込みが可能
な公共施設利用予約システムの業務全
般について、外部委託によりシステムの
運用を行うとともに、顕在化した課題へ
の対応を図る。

137,020

特定非営利活動法人事務事
業費

　川崎市内にのみ事務所を置く特定非
営利活動法人の設立認証等の事務を
行う。また、法人化を目指す市民の支援
を行う。

380

特定非営利活動法人認定・指
定事務事業費

　川崎市内にのみ事務所を置く特定非
営利活動法人の認定事務を行うととも
に、個人市民税の寄附金控除の対象と
なる特定非営利活動法人を条例で指定
する事務を行う。
　また、特定非営利活動法人への寄附
促進に関する事務を行う。

1,606

331,833

平成26年度　市民・こども局事業概要

（単位　千円）

２　川崎市民プラザ事業 　市民の健康の増進及び文化の振興を
図るとともに、市民相互の交流の機会を
提供する川崎市民プラザを、指定管理
者により管理運営する。

〇川崎市民プラザ施設整備事
業費

川崎市民プラザ管理運営費

【市民生活部】

１　特定非営利活動法人
事務事業

庶務課
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　　　４　地域振興事業

区の予算・決算 　区の予算及び決算の調整・総括

地域安全推進課

【区政推進部】

区調整課

１　区政事業

区役所等管理運営費 　区役所・保健所・道路公園センター・
市民館等庁舎の管理運営を実施する。

2,144,147

○区役所施設整備費 2,303,287

３　交通安全対策事業 交通安全市民総ぐるみ運動事
業費

　市民の交通安全意識の高揚を図り、
交通事故の無い安全で住みよい社会の
実現を市民総ぐるみとなってめざす。

8,059

2,851

　交通ルール遵守と交通マナー向上に
むけた、広報・啓発活動等を実施する。

　町内会・自治会等が設置する防犯灯
の設置費を助成し、町内会・自治会等
の負担軽減を図る。
　また、高い防犯効果と環境負荷軽減の
両立を図るため、ＬＥＤ防犯灯の新設、
更新に対する補助金を交付する。

171,500

　町内会・自治会等が設置する防犯灯
の電気料及び補修費を助成し、維持管
理の負担軽減を図る。

441,511

２　路上喫煙防止対策事
業

路上喫煙防止対策事業費 　路上喫煙の防止に関する条例に基づ
き、広報・啓発活動を実施する。

34,587

〇防犯灯設置費補助金

町内会・自治会会館耐震対策
事業費 　町内会･自治会会館の耐震化を進める

ため、旧耐震基準（昭和56年5月31日以
前建築）の木造会館で耐震診断の結
果、補強が必要と判定された会館を対
象に、設計、工事費用に対し一定の範
囲内で補助金を交付する耐震設計・改
修補助事業を実施する。

6,918

１　地域振興事業
防犯対策事業費 21,411

防犯灯電気料・補修費補助金

交通安全推進事業費 46,314

交通事故相談所運営費 　交通事故相談員が、交通事故の当事
者や家族の相談に応じ、指導助言や関
係機関への紹介を行っている。

　川崎市安全・安心まちづくり推進協議
会を中心として、地域の状況に即した防
犯関係施策を推進するため、犯罪発生
情報や防犯活動用物品の提供などの支
援を行う。
　安全・安心まちづくり対策員による住
宅の防犯診断や青色防犯パトロールを
実施し、犯罪発生を抑止するとともに、
犯罪被害者等からの相談に応じ、情報
提供などの支援を行う。

　区役所等庁舎施設の改修・補修や設
備の更新等を長寿命化に配慮しなが
ら、計画的・効率的に実施する。また、
幸区役所新庁舎の整備工事を推進す
る。
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　　　１　区政事業

戸籍住民サービス課

【人権・男女共同参画室】

住居表示維持管理事業費 　住居表示実施地区における建築物の
新築等の届出に基づき、住居番号の付
定を行う。また、住居表示実施時に取り
付けた街区表示板等の取替え、補修等
の維持管理を行う。
 住居表示台帳システムの管理を行う。

10,657

12,856

子どもの権利施策推進事業費 　川崎市子どもの権利に関する条例に
基づき、子どもの権利保障を推進するた
め、川崎市子どもの権利委員会の運営
や、川崎市子どもの権利に関する行動
計画の進行管理、子どもの権利に関す
る広報・啓発などを行う。

6,007

１　人権関連経費
人権関連経費 　人権を尊重し共に生きる社会をめざ

し、川崎市人権施策推進基本計画に基
づく人権施策を総合的・計画的に推進
する。また、新たな人権問題について
は、広報・啓発などに取組む。

18,848

市民カード関係事業費 　住民票の写し等、各種証明書等の自
動交付機能を備えた行政サービス端末
を利用する際に必要となる「かわさき市
民カード」の交付及び普及促進を行う。

31,193

２　住居表示調査等事業
住居表示実施事業費

　住居表示実施に向け、住民の代表者
からなる住居表示検討委員会におい
て、新町界・新町名等の検討を行う。併
せて、実施に係る地元調整や機運醸成
を図り、合意形成された地区の住居表
示を実施する。

○個人番号制度事業費
　個人番号制度導入に向け、住民票の
記載事項に個人番号を追加するため、
既存住民基本台帳システムの改修を行
う。

112,216

住民基本台帳ネットワークシス
テム管理運営費

　住民負担の軽減とサービスの向上を
図り、行政機関に対し必要な情報を提
供する「住民基本台帳ネットワークシス
テム」の管理運営を行う。

50,966

　戸籍事務、住民基本台帳事務及び印
鑑登録事務をオンラインでコンピュータ
処理し、市内どこの区役所・支所・出張
所でも戸籍（全部・個人）事項証明書、
住民票の写し及び印鑑登録証明書など
の証明書の即時交付を行う。

158,582

２　区役所等窓口サービス
機能再編事業

276,620

1,985
区役所サービス向上推進事業
費

区役所転出入窓口の土曜日開
設事業費

　毎月第２・第４土曜日及び春の混雑期
の土曜日に、区役所の転出入窓口を開
設し、平日の窓口混雑の緩和を図るとと
もに窓口サービスの向上を図る。

1,254

１　区役所戸籍事業
戸籍住民基本台帳事務費

機能再編推進事業費
　平成２１年３月策定の「区役所と支所・
出張所等の窓口サービス機能再編実施
方針」に基づき、連絡所等の機能再編
に向けた取組を進める。

　便利で快適なサービスを提供するた
め、「区役所サービス向上指針」に基づ
き、区役所サービス向上に取り組む。
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　　　１　人権関連経費

平和館

【シティセールス・広報室】

インターネット広報事業費 　市からの各種情報、緊急情報、市の計
画・事業や魅力などについて、速報性を
生かしたタイムリーな情報を提供する。

32,077

204,137

広報出版物発行経費 　広報誌「ひろば」「市勢要覧」を発行
し、市の魅力や政策を発信する。

6,490

市民便利帳発行経費 　「市民便利帳」を発行し、市民生活に
必要な情報を発信する。

6,069

展示企画事業費 　戦争、飢餓、貧困、人権、地球環境問
題などをテーマに掲げ、平和に関する
資料、情報を提供する。

4,404

◎市制９０周年記念事業費
　市制９０周年および関連事業の市内外
への周知とともに、この機会を活かし本
市の魅力を発信する。

6,590

37,805

　平和館運営事業 平和館管理運営費 　市民の平和に対する理解を深めること
等を目的として設置された平和館の適
切な維持管理及び運営を行う。

130,219

平和推進事業費 　核兵器廃絶平和都市宣言を踏まえ、
平和都市川崎のイメージ定着を図るとと
もに、人権・環境問題等を含めた平和に
対する市民の理解を深める。

2,577

平和啓発事業費 　核兵器廃絶平和都市宣言の精神を生
かし、市民が親しみやすい平和コン
サートや講演会を開催することにより、
平和の大切さや人権意識の普及啓発を
図る。

1,589

２　男女共同参画推進事
業

男女平等推進事業費 　男女平等推進行動計画（かわさき☆か
がやきプラン）に基づく事業の効果的な
取組を行う。さらに、市､市民､事業者と
のネットワークの運営による男女共同参
画社会の実現に向けた施策の推進を図
る。

11,568

外国人市民施策事業費 　外国人市民代表者会議を運営する。
また、多文化共生社会推進指針の周知
を図るとともに、指針に基づく施策の検
証・評価を行い、施策の総合的推進を
図る。

16,419

広報紙等発行経費

１　シティセールス推進事
業 シティセールス推進事業費 　地域資源の掘り起こしや魅力づくりに

取り組むとともに、様々なメディア等を活
用して川崎の魅力を市内外へ積極的に
情報発信し、都市イメージの向上を図
る。

　市の主要施策や催しなど、市政全般
に関する情報を市民に届けるため、毎
月2回（1日・21日）市政だよりを発行す
る。また、市政だより点字版、録音版を
発行する。

３　映像・放送・情報事業

２　広報事業
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　　　３　映像・放送・情報事業

【市民スポーツ室】

【市民文化室】

5,695

市民文化大使事業費 　文化芸術・スポーツの分野で活躍して
いる方を「市民文化大使」として任命し、
都市間の交流を深めるとともに、川崎市
をＰＲし、イメージアップを図る。

２　音楽文化振興事業
国際音楽文化交流事業費 　本市の姉妹・友好都市との音楽による

文化交流を目的とし、コンサートなどを
開催する。

多摩川を活用したスポーツ大
会の開催事業費

　多摩川の河川敷を活用し、多くの市民
が参加できる「多摩川ランフェスタｉｎ川
崎」として「川崎国際多摩川マラソン」及
び「多摩川リバーサイド駅伝」を開催す
るとともに全国に向けて発信し、市民の
健康増進とスポーツ交流の一助とする。
また、「多摩川カヌー教室」を開催し、市
民の多摩川とのふれあいの機会とする。

21,880

３　大規模スポーツ大会等
事業

　かわさきトップアスリートである中田大
輔選手の協力を得て、トランポリンの国
際大会である「国際トランポリンジャパン
オープン」を開催し、トランポリンを通じ
たスポーツのまちづくりを推進していく。

４　スポーツ施設事業
運営管理費

　幼児から高齢者まで誰もがいつでもス
ポーツを楽しめ、市民のスポーツ活動の
拠点として、またスポーツ活動を通じた
人々のふれあいや地域活動の活性化を
図る地域コミュニティの核として、各区役
所と連携しながら市民に対し多様なス
ポーツ活動の場を提供する。
　また、施設の管理運営については指
定管理制度により効果的・効率的な管
理運営を図る。

842,654

施設整備事業費

コミュニティＦＭ広報経費
　かわさきＦＭを活用し、コミュニティＦＭ
放送の特徴を生かして、行政の新しい
取り組みや動きをきめ細かく情報発信す
る。

　川崎のイメージアップに向けて市民ク
ラブ「川崎フロンターレ」と連携して、市
民のまちへの愛着と誇り、連帯感を育む
ため、地域の魅力づくりを行う。

50,234

アメリカンフットボールを活用し
たまちづくり推進事業費

　川崎富士見球技場のメインスタンド竣
工を機に、アメリカンフットボールを川崎
の魅力として育て続けるとともに、アメリ
カンフットボールを活用した活力あるま
ちづくりを推進する。

9,219

映像・放送広報経費 　テレビ・ラジオなど、視聴覚広報媒体を
活用し、市政情報を提供するとともに、
市の魅力を発信する。

74,517

１　市民文化大使事業

トランポリン大会事業費 3,016

多摩スポーツセンター事業費

2,496

25,000
Ｊリーグクラブ連携魅力づくり事
業費

ホームタウンスポーツ推進事業
費

本市を活動の拠点（ホームタウン）として
いるトップチームを「かわさきスポーツ
パートナー」に認定し広報・PRを行うとと
もに、パートナーと連携した事業を通じ、
本市のスポーツとシティセールスの推進
を図る。

4,236

２　多摩川を活用したス
ポーツ大会の開催事業

１　ホームタウンスポーツ推
進事業
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川崎シンフォニーホール管理
運営事業費

10　東海道かわさき宿交流
館運営管理事業

　東海道かわさき宿交流館運
営管理事業費

　指定管理者による東海道かわさき宿交
流館の効果的・効率的な管理運営を行
い、地域活動・地域交流の拠点、魅力
発信拠点として事業を推進する。（管理
運営・川崎区役所）

48,201

８　川崎シンフォニーホー
ル事業

川崎シンフォニーホール整備
事業費 開館10周年を迎え、記念事業を中心に

「音楽のまち・かわさき」の中核施設とし
て良質な音楽を提供するとともに、市民
の晴れの舞台として音楽活動の場を提
供する。また、フランチャイズオーケスト
ラ東京交響楽団や世界 高峰の海外
オーケストラの公演を実施し、「音楽のま
ち・かわさき」をより一層進める。

1,233,369

９　藤子・Ｆ・不二雄ミュー
ジアム事業

藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム管
理運営事業費

　指定管理者による藤子・Ｆ・不二雄
ミュージアムの効果的・効率的な管理運
営を行うとともに、本市の新たな魅力発
信拠点として事業を推進する。

106,258

７　映像のまち・かわさき推
進事業

○映像のまち・かわさき推進事
業費

　「映像のまち・かわさき」推進フォーラム
と連携し、映像を核としたまちづくりを推
進する。また、毎日映画コンクール表彰
式の開催支援やオーストリア・ザルツブ
ルク音楽祭のパブリックビューイングの
開催等を通して地域活性化やイメージ
アップを図る。

28,493

ロケ地川崎推進事業費
市所管施設を映像制作のロケ地として
活用し、映画やテレビなどの映像メディ
アを通じて本市の魅力発信を行う。

7,260

５　音楽のまちづくり推進事
業

音楽のまちづくり推進事業費 　「音楽のまち・かわさき」推進協議会と
連携し、市内にある音楽資源を活用し
て、活力ある地域社会の実現や新たな
産業機会の創出など、幅広い効果によ
る音楽のまちづくりを推進する。また、
「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」についてミューザ川
崎シンフォニーホール等で開催する。

102,457

６　アートのまちづくり推進
事業

○芸術のまちイベント事業費
　ゴールデンウィークを中心に開催され
る地域主体の総合芸術祭「川崎・しんゆ
り芸術祭（アルテリッカしんゆり）2014」を
支援する。また、川崎で開催されるＦＡＣ
Ｐ日本会議（アジア文化交流促進会議）
に対して支援し、市民がアジア地域の文
化芸術に接する機会を提供する。

32,000

　高齢者が文化活動に参加する機会を
広げ、更なる市民文化の振興と地域社
会の活性化に繋げるため、公募で集め
た高齢者によるコンサートを開催する。

4,507

４　地域文化のまちづくり推
進事業

ＫＡＷＡＳＡＫＩしんゆり映画祭
事業費

　市民参加による、文化芸術を生かした
まちづくりの一層の推進を図るため、「Ｋ
ＡＷＡＳＡＫＩしんゆり映画祭」を開催す
る。

7,650

３　高齢者による音楽イベ
ント事業

○高齢者による音楽イベント事
業費
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【スポーツ・文化複合施設整備推進室】

市民ミュージアム

岡本太郎美術館

　美術館敷地内の屋外に設置されたパ
ブリックアート「母の塔」（高さ約３０ｍ）
は、設置後１５年を経過し、汚れのため
の変色、ひび割れ、石灰化等の損傷個
所が多くあることから、清掃及び補修を
行う。

20,000

　スポーツ施設事業 スポーツ・文化複合施設整備
事業費 　体育館機能とホール機能を併せ持つ

スポーツ・文化総合センターについて、
民間活力を活用した整備手法（ＰＦＩ）に
より事業を推進する。

11,338

421,203

市民ミュージアム施設整備事
業費

　施設設備の老朽化対策として空調設
備改修の第2期工事を行う。

367,762

　岡本太郎を中心とした近現代美術を
扱う美術館として、各種展覧会、教育普
及、広報等の事業及び施設の維持管理
を行う。

岡本太郎美術館施設整備事
業費

岡本太郎美術館資料デジタル
化事業費

　当美術館が保管する膨大な岡本太郎
関連の映像、写真、スクラップブック等の
資料は、岡本太郎研究に不可欠な貴重
な資料であり、今後の研究に活用するた
め資料のデジタル化を行う。

6,007

　岡本太郎美術館事業 岡本太郎美術館管理運営事
業費

174,997

　市民ミュージアム事業 市民ミュージアム運営管理事
業費 　市民の文化的活動及び生涯学習の拠

点として、学芸業務としては資料・作品
の収集、企画展示、調査研究を行う。
　また、市民活動としてはギャラリーや研
修室の貸し出しやイベントの開催、教育
普及活動としては学校など教育機関と
連携した社会科教育や美術教育、福祉
プログラム等を実施する。
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