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1 高津区放置自転車対策事業

市内でも最も放置自転車が多い溝ノ口駅北口周辺や区内における鉄道駅を中心に放
置自転車をなくし、安心・安全で住みやすい環境整備を推進する。放置自転車の撤去
に併せ、自転車放置を防止するための現場措置及び広報・啓発活動を実施する。 455

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
進する。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す
るとともに、区内各地において広報・啓発活動及びキャンペーンを行う。 806

3 交通安全の普及啓発事業

高津区において、全人身交通事故のうち、自転車交通事故の占める割合が高いこと
から、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ぐ。また、中学生以上を対象として、スケアードスト
レイトを実施し、交通安全を未然に防ぐことを目的とする。

1,250

4 高津区防災まちづくり推進事業

大規模災害時における、区本部体制の強化、避難所運営体制の強化を狙い、各種資
器材の導入や、かまどベンチの設置などを行う。　また、防災への意識づけ強化のた
め啓発事業の継続実施するとともに、対象の属性や立場などを考慮した、きめ細やか
な防災関連情報の発信を行う。

4,399

6,910

1 たかつ区健康福祉まつり事業

高齢社会を迎え、高齢者の健康維持や障害者の自立・社会参加を地域ぐるみで考え
る必要があることから、子ども、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することを目的とし、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物を実施する。

1,098

2 高津区地域包括支援ネットワーク推進事業

高齢化の進展、単身高齢者・高齢者のみの世帯の増加により、高齢者が住み慣れた
地域で安心して暮らし続けるために、介護、医療等の関係機関ネットワーク及び地域
社会全体で高齢者を見守る体制づくりを進める。新たに地域の見守り活動等の立上
げの支援を行う。

653

3 高津公園体操推進事業

超高齢社会を見据え、「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」の予防を推進するとともに、地域コミュニティーの活性
化を推進する。フォロー研修等を開催し、定例実施するための支援を行う。 368

2,119

1 子育て支援事業

育児の基礎知識習得や子どもの成長・発達など子育てに関する課題の学習及び父親
の育児参加を促進させ、子育てに対する不安や悩みなどの軽減を図るとともに子育て
当事者の育児力向上を目指す。子育て支援講座や親育ち支援事業、プレパパ・プレ
ママ講座などを実施する。

645

2 子育てネットワーク推進事業

地域で支え合いながら子育てできる環境向上のため、地域の関係機関や団体等が連
携し、区内の子ども・子育て支援のネットワークの強化を図り、子育てしやすいまちづく
りを推進する。子ども・子育てネットワーク会議や幼・保・小連絡会議、講演会などを実
施する。

708

3 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する。「ホッとこそだて・たかつ」「あったかつうし
ん」等の紙面の充実やアクセシビリティに配慮した見やすいページ作り等、ホームペー
ジの管理運営を行う。

2,486

4 高津区こども・子育てフェスタ事業

実行委員会に委託し、子育てグループや子育て支援機関等の活動紹介展示、イベン
ト、子育て情報の提供等を行うことにより、子どもの育ちを地域で支えるネットワークづ
くりを推進する。 500

5 子育てグループ等活動促進事業

地域で孤立することなく、安心して子育てできる仕組みとして、地域で子育てを支えて
いる子育てグループや子育てサロン等の活動支援を行い、地域の育児力向上を図
る。子育てグループ交流会、子育てグループ等支援冊子の作成等を行う。 1,064

6 保育所等地域子育て支援事業

待機児童対策の強化に伴い、民間保育所が増加している。そうした中、新たな公立
（公営)保育所の役割として、地域の子育て支援の強化・充実、民間保育所等への支
援のための事業を実施する。あそんでランチ、あそびの広場、公民保育所の交流・人
材育成等を行う。

1,299

7 高津区待機児童対策推進事業

従前、紙媒体や市ホームページ上で提供してきた保育園に関する情報の充実を図り、
個々のニーズにより適合した保育園の選択が可能となるよう、新たに映像を用いた保
育園案内（紹介）ＤＶＤを作成し、情報提供の充実を図る。 1,573

8,275

1 花と緑のたかつ推進事業

区内に潤いのある空間を創出するため、区内各所のコンテナ・花壇の維持管理を区
民ボランティアで構成された団体に委託するとともに、モデル地区町会等への水仙
（区の花）の球根を配布するなど区民主体による花と緑のまちづくりを推進する。 1,481

2 高津区環境まちづくり普及啓発事業

「エコシティたかつ」推進方針に基づき、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う。さらに、区役所庁舎等のＬ
ＥＤ化を推進し、省エネルギー化を図る。 2,905

3 高津区民祭周辺環境対策事業

高津区民祭から発生するごみの減量及び適正排出による資源の再利用を推進し、環
境意識の向上を図る。実施にあたっては、地域関係団体との調整・連携を図り、区民
祭参加者の安全を配慮しつつ、環境啓発も含めた対策を推進する。 1,920

4 「エコシティたかつ」推進事業

持続可能な地域社会の形成の実現を目指し、地球温暖化対策や生物多様性保全を
基本目標とした「エコシティたかつ」推進方針に基づき、当該指針に沿ったプロジェクト
を市民団体や区内企業、学校等と一緒になって適切な役割分担のもとに推進してい
く。

5,000

5 水と緑のネットワークづくり推進事業

市議会への請願を含む地域住民からの要望も踏まえ、二ヶ領用水久地円筒分水から
多摩川へとつながる水と緑のネットワークの実現、多摩川河川敷広域避難所への
ルート確保等についての調査及び検討を行う。 500

11,806
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1 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
開催する。 4,571

2 高津区子どもフェア事業

子ども達が、地域で自然とふれあいながら遊べる機会を持てない中、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の親子関係や友人との新たな結びつきを
図ることを目的とする。運営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
する。

600

3 「たちばな農のあるまちづくり」推進事業

橘地区における農地や緑地、歴史的資産などの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。
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
つなげる。

1,450

4 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、活動に参加する区民の輪を広げ
協働によるまちづくりを推進する。

3,988

5 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
する。経費節減のため裏表紙に広告掲載を行う。

1,015

6 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、市政だよりなどの紙媒体だけでなく、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う。また、高津区の地域
情報や歴史情報等のコンテンツをはじめ、区役所業務案内等の情報をトータルに提供
する大型端末を導入し、区民や来訪者に対して、区の魅力を発信する。

743

7 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
区民と協働で管理。植栽の剪定等については業者に委託。 548

8 高津区文化振興事業

高津区内の歴史的・文化的資源を中心に、地域の魅力を再発見する機会を提供する
ことにより、区民のふるさと意識を喚起する。さらに区民自ら発信することを通して、地
域文化の振興と伝承に、区民がより主体的に取り組むための契機とする。 258

9 高津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、高津区に居住する外国人市民を含む区
民が、相互理解を深め、地域に住むよき隣人としての関わりを体感し、多様性がもた
らず地域の豊かさへの気づきとなる交流機会を提供する。あわせて多文化共生に係
る啓発事業を実施する。

258

10 大山街道周辺整備活性化事業

高津大山街道及びその周辺に残っている歴史的・文化的な資源を保全・活用するた
め、行政計画として策定した「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みを推進する。 2,430

11 高津区地域資源ネットワーク事業

区内の地域資源を活かした魅力的なまちづくりを推進するため、平成２３年度策定の
「高津区公共サイン整備指針」に基づき、高津のさんぽみちのサイン整備及びガイド
マップの制作並びに次年度整備に向けた住民参加ワークショップによる見直し、区内
の既存サインの改善を進める。

4,050

12 高津区ふるさとアーカイブ事業

高津区の風景や生活を記録した貴重な写真等の資料が失われつつあるなか、高津
のまちに関する資料の包括的な収集・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、その仕組みづくりをすることにより、高津区
全体の社会的資産としてそれらの資料の活用を図り、ふるさと意識や地域アイデン
ティティの醸成、地域ブランディングを進める。

2,565

13 ものづくりのまち推進事業

区の一つの特徴であるものづくり資源が集積する住工混在地域において、地元工業
会等により結成された「高津ものまちづくり会」との協働でイベントを開催すること等に
より住民と工場との相互理解を深めるとともに、区内ものづくり資源の魅力や可能性
を地域内外に発信する。

700

23,176

1 高津区地域連携スポーツ事業

地域で活動するスポーツ関係団体の連携によるイベントや教室を開催することによ
り、スポーツを通じた地域コミュニティの活性化や世代間交流を図るとともに、地域に
おけるスポーツ参加機会の拡充を図る。 736

2 親子運動会開催事業

明るく住みよい豊かなまちづくりを目指し、運動会を通じて青少年の健全育成、親子の
ふれあいと健康増進並びに近隣相互の親睦を深め合うことを目的する。実行委員会
に委託して、高津地区及び橘地区で１０月第３日曜日に実施する。 1,600

3 地域コミュニティ施策推進事業

町内会・自治会への加入者が減少する中、町会加入促進や組織内での人材育成の
みならず、外部組織や町会未加入住民との連携など、地域コミュニティ全体の活性化
を推進する。 700

4 橘ふるさと祭り子どもイベント開催事業

地域の活性化とふるさと意識の醸成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。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。

1,320

5 区民祭開催経費

区民祭開催補助金

287

4,643

1 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、区役所全体に係わる窓口サービスの向
上・改善を統括的に実施する。

585

585

地域資源活用
事業

小　　　　　　　　　　計
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基本政策 番号 事業名 事業概要
平成27年度
予　算　額

平成２７年度高津区地域課題対応事業一覧表

1 高津区協働事業提案事業

市民の提案を基に、市民との協働で地域の課題を解決する。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、事業を提案者自らが執行。事業は高津区協働
提案事業・外部評価委員会により選定し、区長が最終決定する。 3,302

2 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、その管理運営上
必要となる事務諸経費。

963

3 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の視点を加えた評価を行うことにより、
より区民のニーズを反映、市民協働、職員の意識改革などを推進させ、事業の透明性
の向上を図る。外部評価委員による評価を実施。 818

5,083

1 区の新たな課題即応事業

区の新たな課題即応事業費

5,000

5,000

67,597高津区地域課題対応事業合計

地域課題対応
事業その他経
費

区の新たな課題
即応事業

小　　　　　　　　　　計


