
平成 27 年度 幸区地域課題対応事業一覧 

区民と協働して区の特性や独自性を活かした、活力あるまちづくりに取組みます。 

予算額は、７４，４１７千円。（◎新規事業、○拡充事業） 

１ 安全・安心まちづくり事業費 ９，３１７千円 

⑴

地域防災活動の推進事

業 

幸区災害対策協議会を通じた自主防災組織等のより一層の連携を進

め、地域防災力の強化を図ります。 

（危機管理担当）  １，１８９千円 

⑵

安全・安心まちづくり普

及啓発事業 

地域と連携しながら、防犯や防火などの啓発活動を実施し、安全・安

心なまちづくりを推進する。 

（危機管理担当） ４３１千円 

⑶

交通安全の普及啓発事

業 

スケアードストレート方式の交通安全教室を開催するなど、区民の交通

安全に関する意識高揚にむけた取組を推進する。 

（危機管理担当）  １，４９９千円 

⑷

さいわい動物愛護推進

事業 

動物愛護教室やキャンペーン等を通して、動物の愛護と適正な飼養管

理について区民の理解と関心を深めるとともに、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。 

（衛生課）  ７０千円 

⑸
幸区災害対策推進事業 

地域防災力の強化に向け、実践的な防災訓練を継続するなど、防災体

制の充実や防災に関する意識啓発を推進する。 

・専門家の助言等による避難所開設・運営訓練の充実 など 

（危機管理担当）  ６，１２８千円 

２ 地域福祉・健康づくり事業費 ６，５５０千円 

⑴
保健福祉情報発信事業 

保健福祉センター等のサービス内容などを記載した情報誌「保健福祉

センターだより」を発行し、区民の保健福祉に関する理解と関心を深め

る。 

（地域保健福祉課）  ３，０００千円 

⑵
健康長寿推進事業 

健康づくりに関する講座等を、地域特性に合わせ展開し、地域におけ

る住民主体の健康づくり活動を推進する。 

（地域保健福祉課） １，１０８千円 

⑶
ふれあい・すこやか事業

「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、地域の高齢者が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」の養成等を行う。 

（高齢・障害課）  ９９０千円 



⑷

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、小学校高学年を対象とした食品衛

生に関するポスターを募集し、区役所に展示する。 

（衛生課）  ２３千円 

⑸

区民のための感染症予

防事業 
リーフレットを発行し、感染症予防に関する知識の普及啓発を図る。

（衛生課）  ２００千円 

⑹
◎ご近所支え愛事業 

見守り体制の構築及び関係機関の連携強化等を図ることにより、地域

包括ケアシステムの構築を目指す。 

（高齢・障害課）  １，２２９千円 

３ 総合的子ども支援事業費 １２，３７７千円 

⑴

総合的な子ども支援ネ

ットワーク事業 

地域全体で子育てを支援することにより、安心して子育てできる地域

づくりを推進する。 

・ネットワーク会議やイベントの開催、ガイドブックの作成など 

（こども支援室） ３，１８８千円 

⑵
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

る地域を目指して、子育て支援講座の実施や情報誌の作成・配布など、

地域全体での子育て支援体制を整備・推進する。 

（こども支援室）  ５，７９６千円 

⑶
保育所活用事業 

「新たな公立保育所」の機能を活用し、絵本読み語り事業の実施など、

保育の質の向上を推進する。 

（こども支援室） １，８０６千円 

⑷

幸区こども学習サポー

ト事業 

外国につながる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。 

（生涯学習支援課）  ７２０千円 

⑸

児童虐待防止・こども相

談支援事業 

要保護児童の早期支援や思春期児童・生徒の健全育成など、子どもた

ちの健やかな成長のための環境づくりを推進する。 

（児童家庭課）  ８６７千円 



４ 環境まちづくり事業費 ７，０３３千円 

⑴
花と緑のさいわい事業 

緑あふれる地域づくりに向け、区内の緑化環境の向上と区民の緑化に

関する意識高揚に向けた取組を推進する。 

・緑化活動団体の支援やボランティアの養成 

・公共花壇等の花植活動及び維持管理 

（地域振興課）  ３，３８０千円 

⑵

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として、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。 

（整備課）  ７５６千円 

⑶

さいわい・はじめようエ

コ事業 

子ども向けイベントの開催や環境啓発パネルの活用など、多様な年齢

に即した意識啓発活動を推進する。 

（企画課） １，４７３千円 

⑷
区の木・花推進事業 

新庁舎での区の木「ハナミズキ」、区の花「ヤマブキ」の植樹等を通じ

て、地域に対する愛着心の醸成を図る。 

（総務課） １，４２４千円 

５ 地域資源活用事業費 １５，７７８千円 

⑴

さいわいものづくり体験

事業 

最先端研究開発機関が集積する区の特性を活用し、企業等と連携した

イベントの実施など、子どもが科学技術に親しむ機会を提供する。 

（地域振興課）  １，１４４千円 

⑵
音楽のまち推進事業 

区民の音楽への親しみや音楽グループ等の発表機会の提供を目的に、

ミューザ川崎シンフォニーホール等でコンサートを開催し、「音楽のま

ち・かわさき」を推進する。 

（地域振興課） ３，９９４千円 

⑶

地域資源を活かしたまち

づくり事業 

日吉地区で活動する様々な分野の団体がネットワークをつくり、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

歴史的文化財・史跡など地域の魅力を広く区民に周知して、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。 

（生涯学習支援課） ４８６千円 

⑷

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、地域への愛着心や利便性の向上を図る。 

（地域振興課） ９００千円 

⑸

幸区データブック発行事

業 

様々な統計データを、分かりやすく親しみやすく掲載した小冊子を作

成・配布するとともに、ホームページ上に公開し、区民に地域及び区政

に対する理解を深める。 

（総務課）  １５０千円 



⑹
◎案内サイン設置事業 

案内サインの新設及び更新を通じて、主要駅・道路から区役所･市民

館等への経路案内を充実し、日常及び災害時において来訪者を関係施設

へ円滑に誘導する体制を強化する。 

（企画課） ４，５１４千円 

⑺

◎御幸公園の魅力向上事

業 

御幸公園の歴史的背景を踏まえ梅林を復活させ、10 年後の市制 100

周年に向けて、市民協働による公園づくりを行い、地域への愛着と地域

交流の拠点としての魅力向上を図る。 

（整備課）  ４，５９０千円 

６ 地域コミュニティ活性化推進事業費 １１，４７５千円 

⑴
スポーツ推進事業 

グラウンドゴルフ大会の開催や、区内で実施されるスポーツ大会の支

援等を通して、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。

（地域振興課）  ８５５千円 

⑵
市民活動等支援事業 

新庁舎に市民活動コーナーを設置し、市民活動の支援及び市民の交流

拠点としての運用を開始する。 

（地域振興課）  ３，８０６千円 

⑶
地域の魅力発信事業 

夢見ヶ崎公園において、地域団体や小学校と連携した花植えを実施す

るなど、地域のコミュニティ拠点として、区民の憩う空間づくりを推進

する。 

（企画課）  １，３８６千円 

⑷

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。 

（管理課）  ７９３千円 

⑸

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

くりを目指して、多文化フェスタや講座開催等の取組を進める。 

（生涯学習支援課）  ７４９千円 

⑹

○地域コミュニティ推

進事業 

新川崎エリアの課題調査や町内会等活動紹介チラシの作成などを通じ

て、地域のコミュニティ機能の向上を推進する。また、町内会･自治会等

の地域活動の活性化に向けて講座を開催するなど、新たな地域人材の育

成を推進する。 

（地域振興課）  ２，５５８千円 

⑺

コミュニティカフェ推

進事業 

様々な区民が参加し交流するコミュニティカフェを開催し、区民同士

の交流と、地域活動をはじめるきっかけづくりを行う。 

（生涯学習支援課）  ７５６千円 



⑻

◎はじめよう地域活動

プラチナ講座事業 

退職世代を対象に講座を開催し、身近な地域で活動する楽しさや意義

などを感じてもらうことにより、地域活動に積極的に関わる人材を育成

する。 

（生涯学習支援課）  ２８５千円 

⑼
区民祭開催経費 

地域に密着した事業である幸区民祭の開催を補助し、新旧区民の交流

と連帯を深め、地域コミュニティの活性化を進める。 

（総務課）  ２８７千円 

７ 区役所サービス向上事業費 ３，３２６千円 

⑴

区民に身近な区役所づ

くり推進事業 

窓口ナビゲーションシステムの新規導入や転入世帯への事前手続説明

の継続実施などを通じて、区役所窓口の利便性の向上、満足度の高いサ

ービスの提供を推進する。 

（区民課ほか）  １，１５７千円 

⑵
幸区情報発信推進事業 

「さいわい広報特別号」を発行し、区政情報等を広く区民へ周知する

取組を推進する。 

（企画課） ２，１６９千円 

８ 区の新たな課題即応事業費 ５，０００千円 

⑴

区の新たな課題即応事

業 

区が適切かつ速やかに課題解決に対応できるよう、区の機能強化に向

けた取組を推進する。 

（企画課）  ５，０００千円 

９ 地域課題対応その他事業費 ３，５６１千円 

⑴

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。

（企画課）  ２，６４１千円 

⑵
その他経費 

幸区地域課題対応事業の効率的、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 

（総務課 ほか） ９２０千円 


