
単位　千円　
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平成２３年度
予　算　額

1 高津区放置自転車対策事業

区内における鉄道駅を中心に放置自転車をなくし、安心で住みやすい環境整備を推進しま
す。放置自転車区域内の放置自転車を週４日、午前２回、午後１回づつ撤去、整理誘導員
により駐輪場への誘導を行なうとともに普及広報活動も行います。

764

2
高津安全・安心まちづくり支援事
業

多発する犯罪を未然に抑止し、区民主体により、安全で安心な高津区を築くことを推進しま
す。区民の組織する防犯パトロール隊にベスト腕章等を貸与し防犯活動を支援します。 755

3 交通安全の普及啓発事業

区内において新入学児童交通事故防止キャンペーンを実施し、交通安全意識を高めること
により新入学児童の事故を未然に防ぎます。入学式に参加する親子に対して啓発物の配
布を行ないます。

396

4 地域防災力向上事業
区内における自主防災組織及び避難所運営会議の活性化を図り、地域の防災力を向上さ
せます。防災の出前講座を開催し、防災の専門家を地区に派遣します。 735

5
障害者・高齢者等災害時要援護
者支援のための防災対策事業

養護学校・地域団体・行政の協働による防災訓練や講座を通じて災害時における要援護
者に対する支援など地域防災のあり方を探るとともに、障害への理解促進、地域コミュニ
ティーの活性化の推進を図ります。

679

3,329

6 たかつ区健康福祉まつり

こども、高齢者、心身に障害のある方が多くの区民と交流を深め、地域福祉を共に考える
場とします。実行委員会に委託して福祉施設の自主製品の販売、健康相談等各種催しも
のを実施します。

1,097

7
高津区保健福祉センターだより
発行事業

保健福祉センターで実施している健康に関する事業や健康生活に役立つアドバイスなどの
情報を発信し、区民の健康づくりを推進します。 816

8 高津公園体操推進事業

「公園体操」を通じて要介護の大きな原因である「生活習慣病」「高齢による衰弱」「骨折転
倒」を予防するとともに、地域コミュニティーの活性化を推進します。普及啓発のため講演
会などを実施するとともに、ＤＶＤ等を作成し川崎市職員生協等で販売します。

1,011

9 高津区医療機関マップ発行事業
区内医療施設の情報を求める要望が多いことから、紙媒体による医療機関マップを作成
し、区民の利便性の向上を図ります。 1,197

4,121

10 高津区子ども・子育て支援事業
子育て中の親子等が交流、学習する機会や場を提供するとともに、相互支援関係を構築
し、子どもが健やかに育ち、子育てしやすいまちづくりを推進します。 1,395

11
高津区子ども・子育て地域等連
携事業

区における子ども・子育て支援の充実を目的とし、地域の関係機関・団体が連携し、区内
の子ども・子育て支援のネットワークの推進を図ります。ネットワーク会議の開催や講演会
などを実施します。

431

12
高津区子ども・子育て情報発信
事業

子育て中の親の立場に立った、より身近な子育て情報を区民と協働で発信・提供して、子
育てしやすいまちづくりを推進します。「ホッとこそだて・たかつ」「あったかつうしん」を発行
します。

2,817

13
高津区こども・子育てフェスタ事
業

子育てグループ、子育て支援機関等の活動紹介展示、イベント、子育て情報の提供を行な
うことにより、子どもの育ちを地域で支えるネットワークづくりを推進します。 200

4,843

14 花と緑のたかつ推進事業
区内各所のコンテナ・花壇の維持管理、水仙（区の花）の球根を配布するなど、市民主体
による花と緑のまちづくりを推進します。 1,936

15
高津区環境まちづくり普及啓発
事業

「エコシティたかつ」推進方針基づき、具体的なプロジェクトのうち環境まちづくりに関する普
及啓発事業を、高津区役所が市民と協働して行ないます。 2,057

16
高津区民祭大山街道美化推進
事業

市内最大規模のイベントである高津区民祭から発生する大量のゴミの減量及び適正排出
を推進するとともに、大山街道の美化推進意識向上を図ります。実行委員会を立ち上げ、
当日は市内大学の学生ボランティアを募集して作業するとともに普及啓発活動も行ないま
す。

394

17
「エコシティたかつ」推進事業（局
区連携事業）

「エコシティたかつ」推進方針に沿ったプロジェクトを市民団体や区内企業、学校等多様な
主体と協働し、適切な役割分担のもとに推進していきます。平成２３年度からは中期的なプ
ロジェクトを実施します。

5,581

9,968

18 高津区音楽のまち推進事業

区内の多様な音楽資源を活用し、個性と魅力があふれ、愛着が持てるまちづくりを推進す
ることを目的とし、区民や地域の多様な主体との協働により様々な音楽イベントを開催しま
す。

5,106

19 高津区子どもフェア

子どもたちが、地域で自然とふれあいながら遊べる機会を持てないなか、場を提供し、自然
とのふれあいや非日常的な経験を通じて、親子関係や友人との新たな結びつきを図りま
す。実行委員会に委託して多摩川河川敷を中心にイベントを実施します。 600

20
「たちばな農のあるまちづくり」推
進事業

橘地区における地域資源を活用した地域活性化を総合的に推進するため、平成２０年度
に「たちばな農のあるまちづくり」推進方針を策定しました。区民のふるさと意識の醸成を図
り、地域や区全体の魅力アップとともに地域活性化につなげます。 2,000

21 高津区まちづくり推進事業

区内の市民活動団体をはじめとしたまちづくり活動に関わる人々に対し、活動に必要な知
識等の勉強会、活動場所の提供、活動に必要となる情報発信等を行なうことで区内の市
民活動・まちづくり活動を活性化させるとともに、参加と協働によるまちづくりを推進します。 5,130

22
高津区総合ガイドマップ作成事
業

高津区への転入者と既住区民の希望者を対象に、高津区の地図や公共施設の一覧、バ
ス路線図、緊急時の連絡先、区役所の電話番号案内など区の基礎的な情報が入った総合
ガイドマップを作成、配布することにより、区民に日常生活上役立つ情報を提供します。裏
表紙に広告掲載を行なうことで、財源確保にも努めます。

1,150

環境まちづ
くり事業

小　　　　　　　　　　計

平成２３年度高津区地域課題対応事業一覧表
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業

地域福祉・
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23 高津区区政情報発信事業
区政情報を広く区民に周知するため、インターネット等多角的な広報媒体を活用して効果
的な情報発信を行ないます。 1,664

24
二ヶ領用水久地円筒分水修景施
設管理運営事業

川崎市初の国登録有形文化財である円筒分水周辺の修景施設を区の観光資源、区民憩
いの場として良好な状態に保つことを目的に、地元ボランティアに道具等を提供し区と協働
で管理します。

708

25
高津区地域課題対応事業外部
評価事業

高津区地域課題対応事業の執行にあたり、外部評価委員による評価を行なうことで、さら
に区民のニーズを反映させていくとともに、市民協働、職員の意識改革などを推進し、事業
の透明性の向上を図ります。

1,214

26 高津区文化振興事業

高津区内の文化資源の活用により、地域の魅力を向上させるとともに、区民のふるさと意
識を醸成し、文化都市高津の創造を目指します。平成２３年度は岡本太郎生誕100年記念
として写真展や講演会を実施します。

350

27 高津区多文化共生推進事業

区内において、市民が違いを認め、理解しあい、共に生きる社会づくりに向け、様々な外国
文化との出会いや発見に繫がる交流機会を提供し、地域の特性や市民交流が豊かに息
づく多文化共生社会の実現を目指します。平成２３年度は多文化フェスタ、多文化共生コン
サートを実施します。

300

28
大山街道周辺整備活性化事業
（局区連携事業）

高津大山街道とその周辺の歴史的・文化的な資源を保全活用するため「高津大山街道マ
スタープラン」を推進し、魅力的な空間創造と、計画的、総合的な地域活性化のための取
組を推進します。

8,918

29
かすみ堤保全活用事業
（局区連携事業）

「かすみ堤」保全活用に向けて、全市的な意味づけを重視しながら、多角的な検討を進め
ます。 2,000

30
高津区地域資源ネットワーク事
業（局区連携事業）

高津のさんぽみち（散策路）の見直し、溝口駅南口広場整備と連携した総合案内サインの
設置計画、溝口駅周辺の既存サインの改善計画をまとめた「高津区公共サイン整備計画」
を策定します。

4,600

31
高津区ふるさとアーカイブ事業
（局区連携事業）

高津のまちに関する資料（写真･刊行物等）の包括的な収集・整理・蓄積・保存・活用のあり
方を「高津区ふるさとアーカイブ基本構想」として体系化し、基本構想にそって資料収集な
どを行います。

3,000

36,740

32
高津区わくわくフェスティバル事
業

地域で親子がふれあう機会が減少しているなか、「地域の活性化」「こども達のふれあい」
を図ることを目的に、高津区民祭の関連事業として、大型迷路、ゲームコーナー、ヒーロー
ショーなど子ども向けイベントを実施します。

1,600

33 体育・スポーツイベント
スポーツ活動を通じて、地域の交流や親睦を深めることを目的として、高津地区体育指導
委員会に委託し、綱引き大会やゲートボール教室などを実施します。 290

34 高津地区親子運動会
地域の活性化と地域コミュニティの発展を図ることを目的として実行委員会に委託して実施
します。 940

35 橘地区親子運動会
橘地区において運動会を通じた青少年の健全育成、親子のふれあい、健康増進、近隣相
互の親睦を目的として実施します。 660

36 地域コミュニティ施策推進事業

町内会・自治会の管理・運営業務を軽減化し、組織内での人材育成、外部組織の活性化
を推進します。業者に委託し各団体にコンサルタントを派遣して具体的な改善策の提案や
支援を行います。

2,499

37
公園を活用した地域コミュニティ
活性化事業

まちなかにある公園を地域コミュニティを育む公共空間と捉え、こどもの遊び場としてはもち
ろん、健康づくり、スポーツ振興など様々な拠点として活用を進め、公園を拠点とする活動
から新たな社会的ネットワークの形成を目指します。公園ミーティング、公園を活用したモ
デル事業などを実施します。

3,291

38 橘ふるさと祭り子どもイベント
地域の活性化と地域コミュニティの発展を図ることを目的に「橘ふるさとまつり」の一環とし
て実施します。実行委員会に委託して移動動物園や工作コーナーなどを開催します。 1,320

39 区民祭開催事業
高津区民祭の開催のため、区民祭実行委員会に対し補助を行います。

348

10,948

40 高津区役所サービス向上事業

「高津区役所サービス向上指針」に基づき、区役所全体に関わる窓口サービスの向上・改
善を統括的に実施します。平成２３年度は接遇・クレーム対応研修の実施、業務案内パン
フレットの作成をします。

533

533

41 高津区協働事業提案事業
市民から提案事業を募集し、提案の中で優れたものを選定し、提案団体と区が協働で事業
を実施します。事業は高津区協働提案事業選考・外部評価委員会が選定します。 3,283

42
高津区地域課題対応事業管理
運営事業

高津区地域課題対応事業全体の適正かつ円滑な執行を図るため、その運営管理を行い
ます。 1,164

43 緊急課題・要望対応事業
区内の緊急課題及び区民要望について、区長判断により的確に対応します。

5,538

9,985

80,467高津区地域課題対応事業合計

区役所サー
ビス向上事
業

地域コミュニ
ティ活性化
推進事業

地域課題対
応事業その
他経

小　　　　　　　　　　計

小　　　　　　　　　　計

小　　　　　　　　　　計

小　　　　　　　　　　計

地域資源活
用事業
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