
平成 25 年度 幸区地域課題対応事業一覧 
 

「地域課題を自ら発見し解決できる市民協働拠点」を目指し、８つの柱立てのもと、区民と協働

して区の特性や独自性を活かし、活力あるまちづくりに取組みます。予算額は、１４６，６１１千

円。（◎新規事業、○拡充事業） 
 
１ 安全・安心まちづくり事業費 ４，９２５千円 

地域防災活動の推進事

業 

区民の防災意識の高揚と知識の普及を図ることを目的に防災フェアを

開催し、災害に備え安全で安心なまちづくりを推進する。 ⑴ 

（危機管理担当）  ６５０千円 

安全・安心まちづくり普

及啓発事業 

区民が、安全で安心して暮らせるまちづくりを目指すため、「自分たち

の町は、自分たちで守る。」の精神を住民一人ひとりが持つよう意識の高

揚を呼びかけるため、街頭キャンペーンや町内会・自治会に対しての防

犯教室、町内会と連携した防犯パトロール等の普及啓発事業を実施する。
⑵ 

（危機管理担当） ４１１千円 

交通安全の普及啓発事

業 

幸区は神奈川県内における自転車事故多発地域に指定されており、自

転車事故を減らし安全で住み良い幸区の実現を目指すためにも、交通安

全意識の高揚をはかり、交通事故を防止するための啓発活動を地域ぐる

みで実施していく。 
⑶ 

（危機管理担当）  ９２８千円 

さいわい動物愛護推進

事業 

動物の愛護と適正な飼養管理について区民との理解と関心を深め、動

物愛護思想の普及啓発を行うことにより、人と動物の共生を図る。 ⑷ 

（衛生課）  １６０千円 

◎幸区災害対策推進事

業 

日吉地区の公立保育園等に無線機を配置して子どもの安全・安心を確

保するとともに、日吉合同庁舎を情報拠点と位置付けるほか、区内大学・

研究機関と連携して学生等と協力することで避難所運営体制等の充実を

図る。また、区役所に必要な資機材を配備し、区の災害対策力を強化す

る。 

⑸ 

（危機管理担当）  ２，７７６千円 

 

 

２ 地域福祉・健康づくり事業費 ５，７７１千円 

保健福祉情報発信事業 

保健福祉センターの保健・福祉サービス等の内容を記載した情報誌「保

健福祉センターだより」を年間３回作成し、区内の全世帯と区内公共施

設等で配布することにより、区民の保健福祉に関する関心と理解を深め

る。 
⑴ 

（地域保健福祉課）  ３，２８２千円 



○健康長寿推進事業 

高齢者が地域とのつながりを持ち、健康の維持増進を行うため、今後

急速に高齢化が進むことが予想される日吉地区において身近な地域で健

康づくり活動を、地域特性に合わせ展開する。また、地域における住民

主体の健康づくり活動や、健康のための環境づくりを住民と共に考えて

いく。 

⑵ 

（地域保健福祉課） １，２９０千円 

ふれあい・すこやか事業 

高齢者が「ふれあいながらすこやかに暮らせる地域づくり」を推進す

るために、地域に長年居住し、地域事情に精通し、地域で活躍されてい

る老人クラブ等の協力を得ながら、地域の身近な福祉活動の担い手とな

って活動する「ふれすこサポーター」の養成を行う。 
⑶ 

（高齢者支援課）  ９５０千円 

さいわい食品衛生啓発

事業 

区民への食品衛生の啓発を目的に、食中毒に関する基本的な知識や食

品の正しい取扱い方法を、講習会等で説明するとともに、リーフレット

の配布を行う。また、小学校高学年を対象に食品衛生に関するポスター

を募集し、ポスター展として区役所内に展示する。 
⑷ 

（衛生課）  １８千円 

◎区民のための感染症

予防事業 

保育園等において手洗い講習会を実施して感染症予防の普及啓発を行

うとともに、講習会でハンドブックを配布することにより、講習会実施

効果の持続や、家族への知識の普及を図る。 ⑸ 

（衛生課）  ２３１千円 

 

３ 総合的子ども支援事業費 １１，３０４千円 

総合的な子ども支援ネ

ットワーク事業 

こども支援に係る関係機関、行政によるネットワークを構築し、相互

連絡調整機能の強化を図る。また、虐待予防や要保護、要支援、特定妊

婦の早期発見等に地域で取り組むため、関係機関の連携を図る。 ⑴ 

（こども支援室） ３，８６８千円 

○おこさまっぷさいわ

い発行事業 

子育て中の世帯が孤立することなく、安心して子育てができるよう、

幸区内を中心とした地域の子育て情報を掲載した冊子(公募委員をはじ

めとして市民参加の編集委員が中心に編集)「おこさまっぷさいわい」

を、地図の活用など内容を改訂し、作成する。 
⑵ 

（こども支援室）  １，３８２千円 

○こども・子育て支援事

業 

子育て家庭の育児不安を解消し、安心して子どもを育てることができ

る社会をめざして、地域全体での子育てを推進する。看護短期大学と連

携した思春期支援や、父親の更なる子育てへの参加を促す父親支援事業

を新たに実施する。 
⑶ 

（こども支援室）  ４，２８９千円 



さいわい夢保育事業 

「地域の子ども・子育て支援機能の強化」及び「民間保育所への支援

と適切な指導・助言の実施に向けた人材育成」を目的として、幸区内保

育所で一律に実施する事業と、保育所からの提案に基づく事業を実施す

る。 
⑷ 

（こども支援室） １，２３７千円 

幸区こども学習サポー

ト事業 

外国籍の子どもへの基礎的な学力の支援として、学習支援ボランティ

アを養成するとともに学習支援の場を提供して、地域での教育力の向上

と、市民の主体的な活動を促進する。 ⑸ 

（生涯学習支援課）  ５２８千円 

 

４ 環境まちづくり事業費 ６，３２５千円 

○花と緑のさいわい事

業 

小・中学校やボランティアグループ「さいわい花クラブ実行委員会」

との協働による公共花壇への花植えや維持管理、区内で緑化活動を行う

団体の活動支援のための幸区緑化活動団体支援事業の実施等、区民が行

う緑化活動を支援することにより、区民の緑化意識の高揚と花と緑の潤

いある明るいまちづくりの推進を目指す。 

⑴ 

（地域振興課）  ３，４６７千円 

花と緑のさいわい事業

（公共空間の緑化） 

道路敷などの市有地を活用した緑豊かな環境づくりに取り組む。さい

わい歩道橋脇の花壇に、季節に即した草花を植え、区民に潤いと安らぎ

を与える。 ⑵ 

（整備課）  ７３５千円 

さいわい・はじめようエ

コ事業 

区民会議の提言を踏まえ、地球温暖化、リサイクル等、地球環境に配

慮した行動をできることから始めようと呼び掛け、区内でのエコの取り

組みを進める。区内公共施設での緑のカーテンや打ち水イベント等を通

して、区民の環境意識の高揚を図る。 
⑶ 

（企画課） １，２０７千円 

◎区の木・花推進事業 

幸区誕生 40 周年を記念して平成 24 年度に決定した、区の木・花を広

く区民に周知し活用することにより、地域への愛着心の醸成と、区の木・

花を通した区民のコミュニティの構築を図る。 ⑷ 

（総務課） ９１６千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 地域資源活用事業費 ７，３１９千円 

○さいわいものづくり

体験事業 

科学技術関係機関やものづくり関連施設が集積した幸区の特色を活か

し、新川崎地区の企業・施設など、区内の施設を活用して、科学技術体

験教室を開催することにより、青少年がものづくりの基礎となる科学技

術を体験的に学ぶとともに地域と施設との結びつきを図るきっかけとす

る。また、親子で参加する体験型のものづくり体験教室を開催し、親子

のふれあいの機会を提供することにより、ものづくりへの夢を育む取り

組みを推進する。 

⑴ 

（地域振興課）  １，５４５千円 

音楽のまち推進事業 

区役所等の公共施設を会場として、気軽に良質な音楽を楽しめる定期

コンサートである「夢こんさぁと」、若者を中心とした演奏者に演奏発表

の機会を提供する「さいわい街かどコンサート」、区内の音楽サークルが

演奏を通じて団体間及び区民との交流やネットワークの構築を目指す

「さいわい区民音楽祭」を開催し、区民が身近な場所で音楽に親しめる

環境をつくり、「音楽のまち・かわさき」を推進する。 

⑵ 

（地域振興課） ３，４７７千円 

○地域資源を活かした

まちづくり事業 

日吉地区を中心に自然・環境・歴史・文化・子育て等の様々な分野で

活動している地域の団体がネットワークをつくり、関係行政機関や地域

の施設等と連携を図り、地域固有の資源を活用した身近なまちづくりに

取り組む。また、日吉地区の地域の歴史的文化財・史跡などの魅力を広

く地元市民や郷土愛好家・研究者などに知ってもらうために、文化・歴

史の保存・継承・活用を基本としたまちづくりを推進する。さらに、夢

見ヶ崎公園の整備が一定程度完成することから、その完成に併せて、商

店等と連携し、夢見ヶ崎公園の魅力を伝える商品づくりを行う。 

⑶ 

（生涯学習支援課ほか） １，０７３千円 

さいわいガイドマップ

発行事業 

幸区の地理や公共施設の一覧など、区民生活に必要な基礎的な情報を

提供するため、幸区への転入者を主な配布対象者とする「さいわいガイ

ドマップ」を改訂・増刷し、利便性や区への愛着心の向上を図る。 ⑷ 

（地域振興課） ９９８千円 

○幸区データブック発

行事業 

幸区の基礎データを体系的に集計、分析した「幸区データブック」概

要版を、親しみやすい内容に改訂して作成し、広く区民に区内の統計デ

ータの情報提供をする。 ⑸ 

（総務課）  ２２６千円 

 

６ 地域コミュニティ活性化推進事業費 １００，３２７千円 

○スポーツ推進事業 

地域スポーツ団体で構成される「幸区スポーツ振興協議会」の運営支

援を行うことや、さまざまなスポーツを行う人の交流を深める場を提供

すること、また区内で開催されるスポーツ大会を支援すること等を通し

て、スポーツによる健康で活力のあるまちづくりを推進する。 
⑴ 

（地域振興課）  １，３３３千円 



市民活動等支援事業 

幸区内で営利を目的としない自主的な社会貢献活動を行っている区民

や団体を支援するため、打合せ、印刷作業、交流等の場や情報提供の機

能を提供する、区役所庁舎内の「市民活動支援コーナー」と、幸区河原

町に設置している市民活動支援拠点「幸市民協働プラザ」の運営を行う。
⑵ 

（地域振興課）  １，３４８千円 

○まちづくり推進事業 

幸区内における様々な課題を把握して、その解決方法について合意形

成を図り、課題解決を実現する場としての「幸区まちづくり推進委員会」

を組織し、区の地域特性を生かした区民協働の実践型組織としての役割

を確立させるとともに、委員会活動を通じて、幸区が個性豊かな魅力あ

るまちとなることを目指す。 

⑶ 

（地域振興課）  ５，７８９千円 

幸区多文化共生推進事

業 

地域の人的資源を活かしながら、異なる文化的、歴史的背景を持つ市

民の人権が守られる感性豊かな地域、国際的な視点を持ったまちづくり

と、外国人市民及び外国文化に対して、既成概念にとらわれず柔軟な姿

勢で理解し、交流する姿勢を育むことによる世界に広く開かれた地域づ

くりをめざした取組を進める。 

⑷ 

（生涯学習支援課）  ５９４千円 

○地域コミュニティ推

進事業 

町内会・自治会活性化に向け、行政からの配布物依頼が負担であると

いう課題を受け、配布物の一括送付を本格実施する。また、転入者向け

の PR チラシを作成して町内会・自治会活動の理解を深め、加入率向上を

目指す。 
⑸ 

（地域振興課）  １，４１７千円 

地域の魅力発信事業（局

区連携） 

区民会議の提言を受け、区の地域資源である夢見ヶ崎動物公園一帯の

魅力を高め、区民が集い、憩いの場として、また、コミュニティ活動を

推進する場として、活用されるよう取り組む。 

※主な内容：アクセス道・園路の整備、樹木の剪定 
⑹ 

（企画課）  ８８，８７６千円 

鹿島田駅周辺総合的環

境整備事業 

町内会・自治会、商店会、小学校、中学校など地域団体で構成する協

議会において、地域環境の課題を検討しながら、鹿島田駅周辺の総合的

な環境整備活動を展開する。 

※主な活動：放置自転車禁止の啓発、道水路美化活動、環境ポスター展
⑺ 

（管理課）  ９７０千円 

 

 

７ 区役所サービス向上事業費 ６，９３６千円 

○区民に身近な区役所

づくり推進事業 

区民に満足度の高いサービスを提供し、区民に身近な区役所づくりを

推進する。便利で快適な区役所サービスが効率的、効果的かつ総合的に

提供できるため、利用者である区民の視点に立った窓口サービスを向上

させる取組を行う。 
⑴ 

（区民課ほか）  １，６３０千円 



○幸区情報発信推進事

業 

区民に満足度の高いサービスを提供し、区民にとって情報を入手しや

すく親しみやすくし、情報発信力の強化と充実を図る。また、区民会議

提言を踏まえた地域の課題解決への取組状況や参加と協働の取組などを

広報特別号として 3回発行する。 
⑵ 

（企画課） ２，５５２千円 

○さいわい区民アンケ

ート事業 

区内在住の 20 歳以上の男女 2,000 人（外国人含む）を対象にアンケー

ト調査を実施し、区政に対する区民の意識を多面的に調査することによ

り、区民の生活意識や行政に対する意識を明らかにし、区政運営及び地

域課題解決の参考とする。また、子育て世代の転入増があることから、

これらの世代を対象にしたアンケートも行い、今後のまちづくりの参考

にしていく。 

⑶ 

（企画課） ２，７５４千円 

 

 

８ 地域課題対応その他事業費 ３，７０４千円 

幸区提案型協働推進事

業 

地域課題の解決に向け、公益性の高い事業を実施できる市民活動団体

等から事業提案を公募し、行政と提案団体との協働により事業を行う。⑴ 

（企画課）  ２，１０３千円 

その他経費 
幸区協働推進事業の効率的、効果的な執行を支えるための管理運営上

必要となる事務に係る経費及び、管理運営のための事業経費 ⑵ 

（総務課 ほか） １，６０１千円 

 


