
単位：千円

1
麻生区安全・安心まちづく
り事業

　「麻生セーフティメール」の運用や区民、地域団体、行政機関等と連携し
た安全パトロールへの支援、安全・安心に関する研修会、交通安全教育（ス
タントマンによる自転車事故の実践）を行う。また、新たに高齢者を対象に
「シルバー・ドライビングスクール」を実施する。

1,597

2
麻生区ガイドマップ増刷改
訂事業

　区内の地図、施設、放置自転車等放置禁止区域や避難所一覧などの防災情
報等を掲載した「麻生区ガイドマップ」を最新の情報に改訂・増刷し、転入
者や区役所窓口で配布する。

898

3 麻生落書き消し事業

　地域の美化と犯罪抑止を目的として、新百合ヶ丘駅、百合ヶ丘駅及び柿生
駅周辺並びに小田急多摩線沿線を中心とした落書き消しを実施する。また、
町内会、自治会など地域の要請による「出前落書き消し」を地域住民と協働
で実施する。

149

4
小学校区危険箇所案内マッ
プ作製事業

　子どもから高齢者まで安全で安心して生活できるまちづくりを推進するこ
とを目的として、日常生活における交通・防犯上の危険個所を表示したマッ
プを小学１年生に配布し、家庭での注意喚起を図る。

280

2,924

1 あさお福祉まつり開催事業

　区内で地域福祉活動をしているボランティアなどの活動を区民にお知らせ
し、体験学習などによって福祉についての理解を深めることを目的として、
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。

2,660

2
ウオ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ことを
目的として、公園を拠点とした定例ウォーキングの拡大やウォーキングマッ
プの広報、改訂版の増刷を行う。また、ボランティアを養成するとともに、
スキルアップ研修会を開催する。

928

3
若いときこそ健康貯金推進
事業

　区内中学校に通う生徒の保護者を対象に、中学生の時期の食教育の大切さ
への理解と家庭での食育の重要性について、外部講師による講演会と調理実
習を実施する。

189

4
高齢者見守りネットワーク
事業

　高齢者が地域から孤立することを防止し、安心して暮らせる地域社会を形
成することを目的として、地域住民、事業者及び区が連携した「安心見守り
ネット」の拡大を図る。また、パンフレット、ステッカーを作成して事業の
周知・広報を行う。

500

4,277

1 子育て支援・企画事業

　こども相談窓口の運営や関係機関とのネットワーク会議の開催、子育てに
関する情報の発信や子育てサークルの支援等を行う。また、新たに未就学児
を対象とした親子で楽しむ人形劇や保育園での絵本読み聞かせ等を実施す
る。

4,245

2 こども関連大学連携事業

　区内の大学と連携し、子どもと大学生の交流を図りながら様々なコンサー
トや鶴見川流域での体験学習、手遊びや体操を行うイベント、日本映画大学
での撮影体験等を行う。また、新たにスポーツセンターで親子遊びの会
（ムーブメント）を開催する。

1,618

3
外国籍等子ども学習支援事
業 ☆

　外国籍及び外国につながる児童・生徒の学習を支援するため、授業中や放
課後等の個別支援、市民館・こども文化センター等での集団支援を行う。 677

6,540

〇地域福祉・健康づくり事業

〇総合的なこども支援事業

小　　　　　計

小　　　　　計

平成２４年度「麻生区地域課題対応事業」一覧表

☆は新規事業

〇安全・安心まちづくり事業

小　　　　　計
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平成２４年度「麻生区地域課題対応事業」一覧表

☆は新規事業

〇環境まちづくり事業 単位：千円

1 あさお花いっぱい推進事業
　区内の美化環境の向上、地域コミュニティの向上を目的として、公共的空
間にある花壇を自主的かつ継続的に管理している団体へ花苗、培養土、プラ
ンターを提供する。

900

2
麻生里地・里山保全推進事
業

　麻生区に残る里地・里山の自然や文化等を継承するとともに、新しい魅力
を引き出し、未来へつなぐことを目的として、里山フォーラムや田んぼに親
しむイベント、風景写真展を開催する。また、里山ボランティアの育成や里
地里山めぐり等を行う。

1,180

3 ヤマユリ植栽普及促進事業
　地域の環境美化及び地域コミュニティを推進するために、地域の愛護会等
と連携してヤマユリ植栽地の観察管理活動及び新たな植栽地への植栽活動や
栽培講習会の開催を行う。

363

4 エコのまち麻生推進事業

　区民一人一人が取り組める身近なエコ活動を啓発し、区民や市民活動団体
等との協働による「エコのまち麻生」を推進するため、緑のカーテン大作戦
や地球温暖化対策について区民に普及啓発するためのイベント等を行う。ま
た、新たに環境関連団体間の交流事業を行う。

1,702

4,145

1 麻生音楽祭開催事業

　麻生区を中心に音楽活動をしている音楽団体、小学校・中学校・高等学校
などの音楽グループが日ごろの活動の成果を披露し、相互の交流を図るとと
もに、芸術文化の向上を図るため、麻生音楽祭を開催する。また、舞台運営
ボランティアの育成を行う。

4,000

2
あさお観光資源の魅力紹介
事業

　麻生区観光写真コンクールを開催し、入賞作品の展示を行う。また、最優
秀賞・優秀賞に選ばれた作品を題材とした絵葉書を作成し、区内の観光資源
の更なる魅力発信を行う。

2,248

3
ＫＡＷＡＳＡＫＩしんゆり
映画祭野外上映会開催事業

　麻生区に定着している「KAWASAKIしんゆり映画祭」の一環として、小学校
の校庭で野外上映会や屋台村、ステージイベントを開催する。 900

4 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ため、麻生区に伝わ
る伝統行事「七草粥」を再現する。また、区内に根付いた伝統伝承文化を広
く区民に紹介するため、平成２３年度に記録した映像のDVDを制作する。

1,310

5 イメージアップ推進事業
　区内の文化芸術やスポーツ資源の魅力をアピールするため「kirara@アート
しんゆり」や「オリーブ祭り」に参画し、芸術を通じたまちづくりを推進す
る。また、スポーツ・文化活動等の全国大会出場に伴う懸垂幕を掲出する。

1,600

6
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」や教育機関、企業等が持つ資源を活用し、各種団
体と協働して魅力ある地域づくりに取り組むことを目的として、法人・団体
等から地域資源を活用した事業の提案を受けて委託することで、区のイメー
ジアップを図る。

1,200

7
あさお芸術のまちコンサー
ト事業

 音楽を通して地域のつながりを強め、区内に音楽があふれる「音楽のまちあ
さお」「しんゆり・芸術のまち」を推進するため、区内居住・区内を中心に
活動する音楽家、音楽愛好家によるコンサートを開催する。また、音楽家・
音楽愛好家の交流やネットワークづくりを図る。

2,770

8
しんゆり・芸術のまち推進
事業（局区連携事業）

　新百合ヶ丘駅周辺に集積する芸術関連施設や団体等の地域資源と連携し、
地域の魅力の情報発信やイベント等の開催を行う。また、特定非営利活動法
人しんゆり・芸術のまちづくりの運営支援や新たに「しんゆり・芸術のまち
づくり」フォーラム運営事業を行う。

5,588

9
スポーツのまち麻生推進事
業

　「川崎フロンターレ麻生グラウンド」をはじめとした区内の様々なスポー
ツ資源を活用した連携事業を実施するほか、区民が自主的に行うスポーツ大
会を支援する。また、新たにスポーツ情報ホームページの作成や区制３０周
年記念スポーツイベントの開催を行う。

2,025

10 区制３０周年記念事業

　平成２４年に区制３０周年を迎えることから、区民の区に対する誇りや愛
着を高めることを目的として、区民主体の実行委員会を中心に、区制３０周
年記念式典やイベントの開催、記念誌や記念DVDの制作、平成２３年度に制定
した区の花・木の広報を行う。

600

11
スポーツ・健康ロード整備
事業（局区連携事業）

　区内のスポーツ資源を活用したまちづくりや区民の健康づくりを推進する
ための環境整備として、スポーツゾーンの玄関口である柿生駅から川崎フロ
ンターレ麻生グラウンドを通り栗平駅までの行程を「スポーツ・健康ロー
ド」として整備する。

100

22,341

〇地域資源活用事業

小　　　　　計

小　　　　　計
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平成２４年度「麻生区地域課題対応事業」一覧表

☆は新規事業

単位：千円

1
麻生区市民活動支援施設利
用促進事業

　市民組織が運営する麻生区市民活動支援施設「麻生市民交流館やまゆり」
において、市民活動支援に関わる業務を行う。また、市民活動支援に必要な
機器等を当施設に設置して活動の場を提供する。

1,448

2
麻生区地域コミュニティ活
動支援事業

　「麻生市民交流館やまゆり」を通じて、市民活動団体から提案事業を募集
して委託することで、市民活動団体が実施する事業を支援するとともに、地
域におけるコミュニティづくりの活性化を図る。

897

3 麻生まちづくり学校事業
　地域主体のまちづくりの推進を目的として、地域の課題解決に向けてまち
づくりを担う人材を育成するための講座を企画、実施する。 300

4 町内会事業提案制度事業
　地域の課題解決のために町内会・自治会が提案した事業を審査し、認定し
た事業を提案した町内会･自治会に委託することで、地域コミュニティの強化
を図る。

1,000

5 麻生区地域功労表彰事業
　地域の発展や交流促進に貢献する活動・取組を実施する個人又は団体を麻
生区として表彰することで、地域活動への関心を高める。 96

6
麻生区市民活動支援施設活
用事業（局区連携事業）

　「麻生市民交流館やまゆり」を区における市民活動支援の拠点として整備
するとともに、市民の主体的な運営参画を実現することにより、市民活動の
一層の推進を図る。

8,279

7 麻生区多文化共生推進事業
　川崎市多文化共生社会推進指針に基づき、外国人市民と地域の人々との異
文化交流会の開催や国際理解を推進する参加体験型ワークショップ、多文化
共生に関する講演会、国際理解基礎講座などを実施する。

573

8
いきいきまちづくり推進事
業　☆

　高齢者、障害者、介護者等がより便利で快適な環境でいきいきとした生活
をおくるため、「かわさき基準（ＫＩＳ）」認証福祉製品等の紹介・ 展示や
イベントなどを通じた交流の促進を図る。

1,000

13,593

1
区役所窓口等サービス充実
改善事業

　窓口サービスの向上と区のイメージアップを目的として、接遇研修の実施
や窓口繁忙期に臨時職員を雇用し、窓口の混雑解消、待ち時間の短縮を図
る。また、区民課カウンター下に手荷物置場を設置するなど各種窓口環境の
整備を行う。

1,259

2 区政・地域情報提供事業
　区に関する統計データをまとめた統計情報誌を改訂・増刷するほか、麻生
区ホームページの更新に関する事業や区役所職員に対する広報研修を実施す
る。また、市政だより区版の特別号を発行する。

4,508

5,767

1 緊急対応事業 年度当初に計画できない、区民からの要望等に緊急に対応する経費 4,194

2 事務費等共通経費 地域課題対応事業の実施に必要な事務費 1,316

3
麻生区地域課題解決型提案
事業　☆

　地域課題の発見と解決を図るため、地域の団体等から地域課題の解決に資
する事業提案を受け、審査により選定された事業を提案団体等に委託するこ
とで、より住みよいまちづくりを推進する。

3,081

8,591

74,668

小　　　　　計

合　　　　　計

〇区役所サービス向上事業

〇地域課題対応事業その他経費

小　　　　　計

小　　　　　計

〇地域コミュニティ活性化推進事業
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