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平成２０年度「麻生区協働推進事業」概要

１　安全で快適に暮らすまちづくり事業

事業名 事業目的 事業内容 実施主体 新・継 当初予算額 所管課

麻生区安全・安心まちづくり
犯罪を防止し、区民・各種団体相互の連携強化
を進め、安全で安心して生活できるまちを推進
する。

安全で安心して生活できるまちを推進するた
めの広報・啓発活動を実施する。

麻生区安全・安心まちづく
り協議会

継続 990,000 地域振興課

あさおガイドマップ増刷改訂事業 区民に麻生区の最新の情報を提供する。
あさおガイドマップを最新の情報に改訂すると
ともに、人口増を考慮し増刷する。また区ＨＰ
のデータも併せて更新する。

地域振興課 継続 961,000 地域振興課

２　幸せな暮らしを共に支えるまちづくり事業費

事業名 事業目的 事業内容 実施主体 新・継 当初予算額 所管課

あさお福祉まつり
区内で地域福祉活動に携わるボランティアなど
の活動を区民に周知し、体験学習などによっ
て、福祉についての理解を深める。

福祉団体、福祉関係者、区が中心となり、福
祉をテーマとしたあさお福祉まつりを開催す
る。

麻生区社会福祉協議会 継続 2,900,000 地域保健福祉課

ウォーキングマップ活用健康づくり推進事業
歩行習慣のない区民を対象に生活習慣病の予
防及び介護予防を図る。

歩行習慣のない区民に、身近な地域でウオー
キングができるよう体験ウオーク等を実施し支
援する。

地域保健福祉課 新規 1,918,000 地域保健福祉課

家族みんなで朝ご飯ぱくぱく野菜推進事業
若い母親を対象に、健康な生活を営むため食
環境の改善を図る。

若い母親を対象に、食生活改善推進員と協働
で、健康な生活を営むための講習会を実施す
る。

地域保健福祉課 継続 898,000 地域保健福祉課

小地域のつながりネット支援事業 麻生区型地域福祉コミュニティの推進を図る。
地域の保健福祉の現状と課題を地元住民及
び関係者間で共有し、福祉ネットワークづくり
の仕組みを支援する。

地域保健福祉課 新規 1,268,000 地域保健福祉課

３　人を育て心を育むまちづくり事業費

事業名 事業目的 事業内容 実施主体 新・継 当初予算額 所管課

麻生区子育て支援･企画事業 区内で子育て中の区民の支援を図る。
子育て支援割引パスポート事業等子育てを支
援する様々な取り組みを実施する。

こども支援室 継続 2,324,000 こども支援室

こども関連大学連携事業
区内の大学と連携し、区内で子育て中の区民
の支援を図る。

区内の大学と連携し、マタニティーコンサート
や小学校への出前コンサート等こどもや子育
てに関する事業を展開する。

こども支援室 継続 691,000 こども支援室

親子ハーモニーランド　ｉｎ　あさお
子育て中の区民から子育てに関する情報提供
の要望が高いことから、情報提供等により育児
不安の緩和等を図る。

子育てに関する事業の企画、運営、情報提供
を、保健所・市民館が連携し、市民と協働で実
施する。

親子ハーモニーランドｉｎあ
さお企画委員会

継続 252,000
保健福祉サービス

課

４　環境を守り自然と調和したまちづくり事業費

事業名 事業目的 事業内容 実施主体 新・継 当初予算額 所管課

麻生区自然エネルギー活用促進事業 地球温暖化防止活動の一つとして行う。
太陽光発電設備を活用した自然エネルギーの
啓発活動を実施する。

麻生区自然エネルギー活
用促進事業実行委員会

継続 722,000 地域振興課



体験農業　－親子で米づくり－
子どもたちに麻生の農業や都市と農業の共生
について考える機会を提供する。

子どもたちを対象に、麻生区内の田んぼでの
米作り（体験農業）を行う。

体験農業実行委員会 継続 1,000,000 地域振興課

あさお花いっぱい推進事業
麻生の美化活動の活性化と緑化推進の浸透を
図る。

各町会自治会等で実施している美化活動紹
介パンフレットの作成と配布、区民対象のフラ
ワー講習会を開催する。

川崎市美化運動実施麻生
支部

新規 950,000 地域振興課

麻生里地・里山保全推進事業 麻生区に残る里地・里山の保全を推進する。
麻生区に残る里地・里山の魅力（みどりの環
境と文化）を未来に繋ぐため里地里山フォーラ
ムの開催等を実施する

里山フォーラムｉｎ麻生世
話人会

継続 898,000 生涯学習支援課

５　個性と魅力が輝くまちづくり事業費

事業名 事業目的 事業内容 実施主体 新・継 当初予算額 所管課

麻生音楽祭
区内の音楽団体、小・中・高校などの音楽グ
ループの相互の交流と芸術文化の向上を図
る。

区内の音楽団体、小・中・高校などの音楽グ
ループが出演する音楽祭を開催する。

麻生音楽祭実行委員会 継続 3,270,000 地域振興課

あさおランチタイムコンサート 音楽のまちづくりを推進する。
区役所ロビー等で、ランチタイムコンサートを
開催するとともに、音楽愛好家のネットワーク
づくりに取り組む。

麻生ランチタイムコンサー
ト実行委員会

継続 1,530,000 地域振興課

えいぶるコンサートinあさお
障害者やコンサート形態にバリアを感じる人に
対しても音楽の街あさおを推進する。

障害者やコンサート形態にバリアを感じる人に
対し、音楽に親しむ機会を提供する。

えいぶるコンサート実行委
員会

継続 600,000 地域振興課

あさお観光資源の魅力紹介事業
観光ガイドブックを活かし、麻生区の魅力を紹
介し充実を図る。

観光ボランティアを活用し、観光案内の企画立
案やホームページの作成を行なう。

麻生観光協会 新規 1,272,000 地域振興課

あさおスポーツフェスティバル
区民が自主的に行うスポーツ活動を支援し、区
民の健康と体力の向上、活力と躍動のあるまち
づくりを推進する。

区民を対象にした運動会、ソフトボール、ゲー
トボール大会等を実施する。

あさおスポーツフェスティ
バル実行委員会

継続 800,000 地域振興課

KAWASAKIしんゆり映画祭野外上映会 芸術文化のまち麻生を推進する。
麻生区に定着している「しんゆり映画祭」にお
いて、野外上映会を開催する。

KAWASAKIしんゆり映画祭
実行委員会

継続 900,000 地域振興課

麻生区中学校合同音楽会
－かなでよう あさおの響き－

学校・地域間の交流を図り、「音楽のまち あさ
お」を推進する。

区内市立中学校８校による合同音楽会を開催
する。

「かなでよう　あさおの響
き」実行委員会

継続 600,000 地域振興課

ふるさとあさお再発見事業
「ふるさとあさお」が感じられる区づくりを推進す
る。

麻生区に伝わる伝統行事を再現する事業を実
施する。

麻生区文化協会 継続 300,000 地域振興課

区政・地域情報提供事業
区政や地域情報を区民に提供し、区のイメージ
アップを図る。

区に関する統計データを基に分かりやすい統
計情報誌を作成する。また麻生区ＨＰの更新、
職員研修を実施する。

総務課
企画課

継続 1,250,000
総務課
企画課

麻生区広報発信事業
タウン紙の紙面を買取り、行政情報を広く区民
に発信する。

紙媒体による行政広報力を強化するため、タ
ウン紙を活用して、行政情報を発信する。

企画課 継続 3,185,000 企画課

イメージアップ推進事業
区民、地域団体等の発意、要望に即応した事業
を行ない、地域の発展や交流推進を目的とす
る。

区のイメージアップを目的とした事業企画を町
内会等の団体から募集し、選定委員会の審査
を経て事業委託する。

地域振興課 新規 3,000,000 地域振興課

地域資源を活用したまちづくり推進事業
地域の特色である「農」、川崎フロンターレ、マイ
コンシティ等の地域資源を活用し、魅力あるまち
づくりを進める。

協議会を開催し、各団体から地域資源を活用
した連携事業企画を提案してもらい、事業実
施を委託する。

企画課
地域振興課

新規 1,092,000
企画課

地域振興課



６　参加と協働による市民自治のまちづくり事業

事業名 事業目的 事業内容 実施主体 新・継 当初予算額 所管課

麻生区まちづくり推進事業
地域の課題について区民が主体となり行政と協
働で取り組み、住みよいまちづくりを推進する。

市民が主体となって、地域参加を支援する講
座、まちづくり学校、落書き消し隊など様々な
事業を企画、実施する。

麻生まちづくり市民の会 継続 5,100,000 地域振興課

麻生区市民活動支援施設市民活動支援事業
当施設の市民活動に関する業務を担い、また
区民の社会貢献活動を支援する。必要機器を
整備し活動の場を提供する。

当施設の市民活動に必要な機器等を整備し
活動の場を提供する。

あさお市民活動サポートセ
ンター

継続 1,485,000 地域振興課

外国人市民地域活動参加推進事業
多様な外国人市民が地域のまちづくりに参加す
るための手法を検討し、実践活動に取り組む。

外国人市民が地域デビューするためのバリア
フリー化の推進と多文化共生のまちづくり事業
の改変をする。

区内で活動する市民活動
団体等

新規 999,000 地域振興課

麻生区町会自治会加入促進パンフレット制作
事業

地域コミュニティの活性化を図るため町会自治
会への加入促進対策をする。

既存の加入促進パンフレット等の改訂と各町
会自治会のエリアデータを一覧に整備する。

麻生区町会連合会 新規 2,322,000 地域振興課

区役所窓口等サービス充実改善事業
親しまれる区役所を目指し、繁忙期の窓口を円
滑に進めるため、窓口案内サービスの充実を図

窓口繁忙期に来庁者へ申請書等の案内業務
委託を行う。

区民課 継続 1,248,000 区民課

あいさつが交し合える地域づくり事業
区民会議からの提案を受けて、地域主体の「心
が響きあう地域づくり」を推進する。

モデル地区の選定、実態調査などを行い、「地
域づくりの手引き」を作成する。

企画課 新規 2,993,000
企画課

地域振興課

７　その他経費

事業名 事業目的 事業内容 実施主体 新・継 当初予算額 所管課

緊急対応事業

区内の緊急課題、区民要望、地域特性など
に即応した事業を実施する。

区内の緊急課題、区民要望、地域特性など
に即応した事業を実施する。 区役所各課 継続 5,936,000 区役所各課

事務費等共通経費 協働推進事業実施に関する共通事務費 協働推進事業実施に関する共通事務費 企画課、地域振興課 継続 1,346,000
企画課

地域振興課

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計 55,000,000



平成２１年度「麻生区協働推進事業」計画（案）

１　安全で快適に暮らすまちづくり事業

№ 事業名 種別 概要 実施主体
21年度
予算額

所管課

1 麻生区安全・安心まちづくり 継続
安全で安心して生活できるまちを推進するための広報・啓発活動
を実施する。

麻生区安全・安心まちづくり協議会 990,000 地域振興課

2 あさおガイドマップ増刷改訂事業 継続
あさおガイドマップを最新の情報に改訂するとともに、人口増を考
慮し増刷する。

地域振興課 961,000 地域振興課

3 落書き消し事業 新規
町内・地区の要請による「出前落書き消し」を実施し、落書き消しの
ノウハウを伝えるとともに、地域安全マップを作成する。

区内で活動する市民活動団体 370,000 地域振興課

　　　小　　計 2,321,000

２　幸せな暮らしを共に支えるまちづくり事業

№ 事業名 種別 概要 実施主体
21年度
予算額

所管課

1 あさお福祉まつり 継続
福祉団体、福祉関係者、区が中心となり、福祉をテーマとしたあさ
お福祉まつりを開催する。

麻生区社会福祉協議会 2,900,000 地域保健福祉課

2 ウォーキングマップ活用健康づくり推進事業 継続
身近な地域でウオーキングができるよう今まで作成したウォーキン
グマップのコースをＰＲし、定例ウオーキングを拡大する。

地域保健福祉課 1,918,000 地域保健福祉課

3 小地域のつながりネット支援事業 継続
福祉のまちづくりをより推進し、地域コミュニティ構築に寄与する事
業を実施する。

地域保健福祉課 1,416,000 地域保健福祉課

　　　小　　計 6,234,000

３　人を育て心を育むまちづくり事業

№ 事業名 種別 概要 実施主体
21年度
予算額

所管課

1 麻生区子育て支援･企画事業 継続
学童期に遊び、学ぶためのマップ作成など、子育て情報の発信や
サークル支援を行う。

こども支援室 4,733,000 こども支援室

2 こども関連大学連携事業 継続
区内の大学と連携し、マタニティーコンサートや小学校への出前コ
ンサート他こどもや子育てに関する事業を展開する。

こども支援室 1,555,000 こども支援室

　　　小　　計 6,288,000



４　環境を守り自然と調和したまちづくり事業

№ 事業名 種別 概要 実施主体
21年度
予算額

所管課

1 麻生区自然エネルギー活用促進事業 継続
太陽光発電設備を活用した自然エネルギーの啓発活動を実施す
る。

麻生区自然エネルギー活用促進事業実行委員会 582,000 地域振興課

2 体験農業　－親子で米づくり－ 継続
子どもたちを対象に、麻生区内の田んぼでの米作り（体験農業）を
行う。

体験農業実行委員会 1,000,000 地域振興課

3 あさお花いっぱい推進事業 継続 区内で継続的に美化活動を行っている団体を支援する。 地域振興課 600,000 地域振興課

4 麻生里地・里山保全推進事業 継続
麻生区に残る里地・里山の魅力（みどりの環境と文化）を未来に繋
ぐため里地里山フォーラムの開催等を実施する

里山フォーラムｉn麻生世話人会 905,000 生涯学習支援課

5 ヤマユリ植栽普及事業 新規
現在活動を行っている団体と連携を取り、さらに植栽地の拡大、支
援を行う。講演会も。

区内で活動する市民活動団体 390,000 地域振興課

6 エコのまち麻生調査事業 新規 麻生区の環境をテーマに調査活動を行う。 企画課 1,330,000 企画課

　　　小　　計 4,807,000

５　個性と魅力が輝くまちづくり事業

№ 事業名 種別 概要 実施主体
21年度
予算額

所管課

1 麻生音楽祭２００９ 継続
区内の音楽団体、小・中・高校などの音楽グループが出演する音
楽祭を開催する。

麻生音楽祭実行委員会 3,025,000 地域振興課

2 えいぶるコンサートinあさお 継続
障害者やコンサート形態にバリアを感じる人に対し、音楽に親しむ
機会を提供する。

えいぶるコンサート実行委員会 662,000 地域振興課

3 あさお観光資源の魅力紹介事業 継続 観光協会に委託をし、写真コンクールを実施する。 麻生観光協会 400,000 地域振興課

4 あさおスポーツフェスティバル 継続
区民を対象にした運動会、ソフトボール、ゲートボール大会等を実
施する。

あさおスポーツフェスティバル実行委員会 800,000 地域振興課

5 KAWASAKIしんゆり映画祭野外上映会 継続
麻生区に定着している「しんゆり映画祭」において、野外上映会を
開催する。

特定非営利活動法人KAWASAKIアーツ 900,000 地域振興課

6
麻生区中学校合同音楽会
－かなでよう あさおの響き－

継続 区内市立中学校８校による合同音楽会を開催する。 「かなでよう あさおの響き」実行委員会 600,000 地域振興課

7 ふるさとあさお再発見事業 継続 麻生区に伝わる伝統行事を再現する事業を実施する。 麻生区文化協会 300,000 地域振興課

8 区政・地域情報提供事業 継続
区に関する統計データをまとめた統計情報誌を増刷する。また麻
生区ＨＰの更新、職員研修を実施する。

総務課・企画課 2,567,000 総務課・企画課

9 イメージアップ推進事業 継続 新百合ヶ丘駅周辺で行うイルミネーションに参画する。 企画課・地域振興課 1,120,000 企画課・地域振興課

10 地域資源を活用したまちづくり事業 継続
各団体から地域資源を活用した連携事業企画を提案してもらい、
実施を委託する。

企画課 900,000 企画課

11 あさおコンサートネットワーク推進事業 新規 区内等の音楽家、音楽愛好家が主体的にコンサートを開催する。 あさおランチタイムコンサート実行委員会 2,193,000 地域振興課

　　　小　　計 13,467,000



６　参加と協働による市民自治のまちづくり事業

№ 事業名 種別 概要 実施主体
21年度
予算額

所管課

1 麻生区まちづくり推進事業 継続
市民が主体となって、地域参加を支援するための調査、検討を行
う。

麻生まちづくり市民の会 4,410,000 地域振興課

2 麻生区市民活動支援施設市民活動支援事業 継続
当施設の市民活動に必要な機器等を整備し活動の場を提供す
る。

地域振興課 1,488,000 地域振興課

3 外国人市民地域活動参加推進事業 継続
外国籍及び外国につながる児童・生徒たちの学習を支援する。ま
た外国人の医療に関する相談に乗り、必要な情報を相談者の母
国語で提供する。

区内で活動する市民活動団体 1,301,000 地域振興課

4 区役所窓口等サービス充実改善事業 継続
窓口繁忙期に臨時職員を雇用し、来庁者へ申請書等の案内業務
を行う。また、資産税課窓口の一部ローカウンター化を図る。

区民課 786,000 区民課

5 あいさつが交し合える地域づくり事業 継続
地域の主体的な取組による地域づくりを推進するためモデル地区
を選定し、実態調査を行い、手引きを作成する。

企画課 2,240,000 企画課

6 麻生区地域コミュニティ活動支援費 新規
「麻生市民交流館やまゆり」において、市民活動支援全般に関わ
る業務を行う。また、コミュニティ作りに取り組む団体支援を行う。

区内で活動する市民活動団体 932,000 地域振興課

7 まちづくり学校事業 新規 「（仮称）地区まちづくり育成条例」を視野に入れ、人材育成を行う。 区内で活動する市民活動団体 300,000 地域振興課

8 町会広報促進・ＩＴ活用事業 新規 広報紙作成講習会や町会・自治会のHPを開設する。 地域振興課 1,074,000 地域振興課

9 町内会事業提案制度 新規
地域を活性化するための事業提案に対し、町内会等に経費負担を
行う。

地域振興課 1,000,000 地域振興課

10 麻生区地域功労賞 新規
地域のためにひたむきに取り組む個人又は団体を麻生区として表
彰する。

地域振興課 116,000 地域振興課

　　　小　　計 13,647,000

７　その他経費

№ 事業名 種別 概要 実施主体
21年度
予算額

所管課

1 緊急対応事業 継続 ー 区役所各課 7,198,000 区役所各課

2 事務費等共通経費 継続 協働推進事業実施に関する共通事務費 企画課・地域振興課 1,038,000 企画課・地域振興課

　　　小　　計 8,236,000

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計 55,000,000
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