
平成２３年度 多摩区地域課題対応事業一覧表

平成２３年度多摩区地域課題対応事業予算額 ６７，８６０千円

Ⅰ 安全・安心まちづくり事業費  ２，９５８千円           （◎は新規事業、○は拡充事業） 

１ 多摩区安全・安心

まちづくり推進事

業 

1,798千円 

【地域振興課】 

安全・安心なまちづくりを推進するため、区民、地域、警察、行政が連携し、防犯、

防火、交通安全、放置自転車対策等の活動に取り組む推進体制を整備し、ホームページ

を活用した地域安全情報の発信、パトロール支援、路面表示や立て看板による環境改善、

防犯出前教室等を実施する。 

1,798千円（事業実施委託料） 

２ 市民防災活動支援

事業 

823 千円 

【地域振興課】 

地域防災活動の中心的役割を担う自主防災組織の育成及び区民の防災意識の向上を図

るため、防災指導者養成セミナー、日赤救急法基礎講座、防災フェアの開催並びに防災

活動物品の提供を行う。 

823 千円（事業実施委託料） 

３

◎

まちなか交通安全

教室 

337 千円 

【地域振興課】 

幼稚園・保育園児童や小学生を対象とした交通安全教室に加えて、街中を会場に中学・

高等学校の生徒・保護者のほか、町内会・自治会、老人会、商店会等、多くの地域住民

が参加できる効果的な交通安全教室を開催し、地域ぐるみの交通安全活動の普及を目的

とする。 

337 千円（事業実施委託料） 

Ⅱ 地域福祉・健康づくり事業費  ８７０千円             （◎は新規事業、○は拡充事業） 

１ パサージュ・たま

事業 

116 千円 

【地域保健福祉課】

多摩区内の障害団体及び生活支援や就労支援を行っている障害者施設や作業所等の活

動紹介、普及啓発活動、作品の展示、作業実演、相談等を通じて障害福祉に対する理解

を広く区民に深めてもらうとともに、障害者が地域社会とのつながりを持つことを目的

として、月１回程度、区役所総合庁舎アトリウムを利用して開催する。 

116 千円（消耗品87千円 郵送料他29千円） 

２ 健康づくり推進事

業 

366 千円 

【地域保健福祉課】

多摩区の特色を活かした場所、もの等により幅広い世代が交流し、食に対して、また

健康づくりに対しての普及啓発を目的とする。 

①体験イベント１～２回実施 

②区民向けの講演会１回実施 

366 千円（講師、ボランティア謝礼50千円 消耗品他268千円 郵送料他48千円） 

３

◎

精神保健普及啓発

事業 

93千円 

【保健福祉サービス課】

心の病に関する知識や対応方法、地域が抱えている問題点について講演会などを開催

し、普及・啓発に努める。また、多摩区の精神保健に携わる支援者のネットワーク構築、

支援者に対しての勉強会などを実施し、より充実した支援を提供することができる地域

を目指す。 

93千円（事業実施委託料） 

４ 体育指導委員スキ

ルアップ事業 

295 千円 

【地域振興課】 

 体育指導委員が各担当区域（８地区①菅②中野島③登戸④宿河原・堰⑤長尾⑥生田東

⑦生田北⑧生田南）で健康づくりの推進役として活躍できるよう、引き続き、指導技術

のスキルアップを図る。

295千円（事業実施委託料） 



Ⅲ 総合的こども支援事業費  １２，５２６千円            （◎は新規事業、○は拡充事業） 

１

○

多摩区こども総合

支援連携会議事業

1,229千円 

【こども支援室】

区における子ども・子育てに係る市民団体・グループと行政等の区内こども関連施策実

施機関とのネットワークを形成し、協力・協働による連携の強化を図り、「多摩区こども

支援基本方針」に基づいてネットワークを活かした活動を具体化し、地域で子育てを支援

する仕組みづくりを行う。 

1,229千円（事業実施委託料897千円 印刷製本他289千円 郵送料37千円 会場使

用料6千円） 

２

○

多摩区幼・保・小

連携事業 

223 千円 

【こども支援室】

 発達の連続性をふまえた子どもの育ちや一人一人の子どもの成長を一体的に支援する

ために、区内の幼稚園・保育園・小学校が連携を図り、情報交換や保育体験等を実施し支

援体制づくりを推進する。 

 連携会議や交流事業を通し、私立幼稚園、公私立保育園及び公立小学校の職員が相互に

理解を深め、幼児・児童に関する諸課題等について話し合い、交流や連携を図りながら、

相互協力・連携を進める。 

223 千円（チラシ印刷他162千円 郵送料54千円 会場使用料7千円） 

３ こども・子育て普

及啓発事業 

293 千円 

【こども支援室】

 地域子育て支援施策として、社会が一丸となって子育てを支援していく地域づくりを目

的に学習会や催し等を実施する。 

 子育て支援者を対象とした各種研修や地域全体に向けての子育てへの理解を深めても

らう普及啓発、親を対象とした子どもに関する講座や子育て不安及びストレスの軽減を図

る催し等を地域子育て支援者や団体とともに企画・実施する他、22 年度からの取組みと

して、多摩区こども総合支援連携会議等で出された地域課題をテーマにした課題対応型事

業等も実施する。 

293 千円（講師謝礼 237 千円 色上質紙他 27 千円  郵送料他 11 千円 会場使用料 18

千円） 

４ 親と子の集いの場

づくり事業 

549 千円 

【こども支援室】

家庭で保育している親子を主な対象に、楽しく集い、遊ぶ場の提供やこどもが安全に遊

べる環境整備を地域の子育て支援者等と協働で実施する。育児不安やストレスの軽減及び

親同士の交流を図るとともに、育児情報の提供を行い、地域の子育て支援環境の充実の一

助とする。 

 （１）多摩区「ママとあそぼうパパもね」事業   

     子育て広場・サロン    年間４０回開催（４地域ごとに開催） 

     （ミニコンサート等各地域１回） 

 （２）多摩区子育て安全マット・玩具貸し出し事業  

     年間を通し、区役所及び地域施設（公立保育園、こども文化センター等）で保

管及び貸し出し。 

549 千円（スタッフ謝礼105千円 絵本、安全マット他284千円 保険料160千円） 

５

○

多摩区「親と子の

育児園」事業 

1,635千円 

【こども支援室】

0歳から3歳までの家庭で保育をしている親子を主な支援対象として、育児や父親参加

等子育てについての学習や相談、交流の機会を提供し、子育て力を養うとともに、地域の

資源活用及び支援ネットワークへつなげる機会とする。 

 ・年間 18回のプログラム。年齢別に3クラス、合計60組を公募 

・地域への交流の場の拡大及び子育て支援ネットワーク活用のための情報提供 

1,635千円（事業実施委託料） 

６ 親育て・子育て支

援者養成事業

997千円 

【こども支援室】

子育てについての学習、実習の場を提供し、併せて育児経験の世代間交流による現状の

理解と実践力を養い、地域で支援活動に係る人材の育成と、地域での子育て支援や見守り

の活動を支援する。

・講座 18回（講座 15回、実習・見学 3回）
・修了者との交流会 2回（実践継続支援）

997千円（事業実施委託料977千円 会場使用料20千円） 



７ 多摩区子育て支援

パスポート事業 

725 千円 

【こども支援室】

 区商店街連合会との協働により、区内の妊娠中から 18歳までの子どもがいる家庭の経
済的負担の軽減と、声かけ・見守りによる地域でのコミュニケーションを高め、子育てを

地域社会が一体となって支援する。具体的には、パスポートカードを協賛店に提示し、店

独自のサービスを受けると同時に商店街の活性化を図る。

725千円（事業実施委託料） 

８

○

多摩区こども総合

支援に係る情報収

集・発信事業

1,911千円 

【こども支援室】

 子育て家庭のニーズに応じて多様な情報提供を行い、育児不安の軽減及び地域子育て支

援体制へつなげる機会とするとともに、区内の子育て情報の積極的な収集・発信を行って

いくことで地域活動・交流支援やコミュニティの活性化を目指す。 

・多摩区子育て情報ブックの作成（母子手帳交付者、転入者、関係機関、希望者に配布）

・ホームページの更新 

多摩区子育てカレンダー（催しイベント情報） 

多摩区子育てＷＥＢ（子育て全般に関する制度紹介等） 

地域子育て支援情報ちらし作成 

1,911千円（事業実施委託料755千円 冊子作成他1,143千円 色上質紙他13千円）

９ 

○ 

多摩区こどもの外

遊び事業 

※区民会議関係 

979 千円 

【こども支援室】

生活環境や家族のあり方、ライフスタイルの変化に伴い、子どもを取り巻く環境も変化

していることから、運動場や公園等の広場、周辺にある自然環境の中で子どもの創造力を

培う「こどもの外遊び」を推進し、子どもの知育や子育てを楽しむ場を地域でつくること

を目的とする。  

979 千円（事業実施委託料） 

10

○

幼児の発達支援事

業 

1,665千円 

【保健福祉サービス課】

「言葉が遅い」「多動」など養育に困難さ、心配のある親子を対象に子どもへの対応方

法の体験や、親同士の交流により育児不安の軽減と発達支援を行う。 

・１歳半から２歳児対象「プーさんキッズ」月１回（年１２回） 

・３歳児対象「たま遊びの会」月１回（年１２回） 

1,665千円（保育士・心理職他謝礼1,618千円 事務用品他26千円 保険料21千円）

11 生きがいと楽しさ

を持てる子育て交

流支援事業 

1,433千円 

【保健福祉サービス課】

地域住民と共に、子育て中の親子が気軽に集まれる場を開催し、集団遊びやグループワ

ークをとおして子育ての楽しさを体験する。また、子育て中の親子の交流や地域住民との

交流を推進する。さらに、各種乳幼児健康診査・相談、予防接種で保育士、ボランティア

を配置し、親子共に安心、安全に受診及び相談のできる環境を整備する。 

・育児支援グループ及び育児相談  健康診断時や予防接種時の母子を対象 

・地域サロン 月１回管内４ケ所で実施 

1,433千円（保育士・ボランティア等謝礼1,384千円 紙芝居他49千円） 

12 たまたま子育てま

つり

567千円 

【生涯学習支援課】

区内で子育てをする親が孤立することなく、地域の中で安心して子育てができるような

地域環境を創るため、子育て支援団体、市民グループ、関係行政機関が協働して、情報ひ

ろばや親子遊び、子育て相談、子育てに関する講習会などを行うとともに、子育てに関す

る情報交換と様々な交流の場を総合的に提供する。 

負担金支出先：たまたま子育てまつり実行委員会 

567 千円（負担金） 

13

◎

学校教育ボランテ

ィアによる学校サ

ポート事業 

320 千円 

【こども支援室】

日本女子大学と協働し、大学のもつ知的資源や人材を利用した、学生ボランティア派遣

による学校サポートシステムを活用することで、多摩区内の公立小中学校の教育環境向上

を支援する。 

320 千円（事業実施委託料） 



Ⅳ 環境まちづくり事業費  ４８４千円                （◎は新規事業、○は拡充事業） 

１

○

カーボン・チャレ

ンジ川崎エコ戦略

関連事業 

255 千円 

【企画課】 

CC かわさき関連事業を、市民活動団体などとの協働により「緑のカーテン大作戦」
「多摩区役所打ち水プロジェクト」及び「イベントでのリユース食器を活用した取り組

み」を実施する。

１「緑のカーテン大作戦」 市民活動団体と協働し、区役所などにゴーヤを植え、緑

のカーテンの環境を構築する。

２「多摩区役所打ち水プロジェクト」（７月～８月ごろ） 地元商店街と連携して行い、

区民の環境への意識向上を図るとともに地域コミュニティの活性化につなげる。

３「イベントでのリユース食器を活用した取り組み」 生田緑地サマーミュージアム

（７月～８月頃）において、リユース食器を使用したイベントを実施し、使い捨て

食器の「ごみ」の削減と循環型社会づくりの大切さを広く区民に PRする。

255千円（事業実施委託料） 

２ 水辺の愛護活動事

業 

229千円 

【地域振興課】 

憩える緑豊かな水辺づくりの観点から市内河川の６割を超える水郷という地域特性を

守り育み、区民の環境愛護活動を推進するため、町内会や商店街、子ども会、市民団体、

学校等の参加を得て河川沿いの清掃活動を協働で実施する。 

229 千円（美化清掃用品購入） 

Ⅴ 地域資源活用事業費  ２５，２８９千円              （◎は新規事業、○は拡充事業） 

１

○

観光振興・タウン

セールス推進事業

7,471千円

【地域振興課】 

多摩区を豊かな自然や文化財と身近で触れ合える新しい観光エリアとして広報宣伝

し、川崎市のイメージアップを図りながら観光客の誘致に努めるため、多摩区観光推進

協議会と連携・連帯し、多摩区の魅力を市内外に積極的にアピールしながら、集客力の

向上、交流人口の増加につなげる取り組みを進め、住み良い、賑わいと魅力あるまちづ

くりを推進する。

１ 地域資源のＰＲ

・戦略観光ポスター発信業務 

・地域情報誌「多摩人」への掲載業務 

・多摩区観光情報ホームページによる情報発信 

・多摩区観光ガイドマップの発行 

２ 地域観光活性化支援 

３ 多摩区イメージアップ事業 

・区の魅力紹介事業 

・都市間交流事業 

7,471千円（事業実施委託料） 

２

○

「音楽のまち・か

わさき」多摩区事

業 

3,793千円 

【地域振興課】 

市の施策である「音楽のまち・かわさき」を多摩区でも推進するため、区民に音楽芸

術を身近に触れる機会を提供し、併せて多摩区の魅力をアピールすることを目的として

音楽事業を実施し、さらなる地域の文化環境の向上と意識の醸成を目指して実施する。 

・多摩川夕涼みコンサート 

・たまアトリウムコンサート 

・（仮称）たま音楽祭 

3,793千円（事業実施委託料） 

３ 里地里山の保全活

動事業 

1,000千円 

【地域振興課】 

自然の豊かさや大切さを体験してもらうことを目的に区内の青少年をはじめ区民に大

小様々な森と触れ合う機会を提供するため、生田緑地を中心とした身近にある森で事業

を実施する。

1,000千円（事業実施委託料）



４ ミニ水族館の維持

管理 

630千円 

【地域振興課】 

多摩区役所を安らぎと潤いのある環境にし、郷土の多摩川をより身近に感じてもらう

ため、多摩川に生息する魚類を総合庁舎１階アトリウムに設置した水槽で飼育しミニ水

族館として来庁する区民向けに展示する。

630千円（事業実施委託料） 

５ 郷土芸能推進事業

100千円 

【地域振興課】 

 多摩川流域郷土芸能フェスティバルは、かけがえのない貴重な資源である多摩川を多

くの人に親しんでいただき、関心を持ってもらうために多摩川流域に根付き、伝承され

ている郷土芸能を一同に集めたフェスティバルへ参加し、流域の観光・商業の振興を図

る。実行委員会を構成する自治体として山梨県小菅村、丹波山村、東京都府中市、奥多

摩町、狛江市及び川崎市（多摩区）が参画する。 

100 千円（負担金） 

６

○

多摩区・３大学連

携事業 

2,257千円 

【企画課】 

多摩区と区内３大学（専修大学・明治大学・日本女子大学）で構成する「多摩区・３

大学連携協議会」（平成１７年１２月設立）の運営により、大学と地域の交流と連携を図

るとともに、地域の様々な課題の解決に向けた取り組みを大学と連携してモデル的に実

施する。 

2,257千円（事業実施委託料2,050千円 賃借料107千円 備品費100千円） 

７ 生田緑地エントラ

ンススポット管理

運営事業 

168 千円 

【企画課】 

平成１７年度に市道向ヶ丘遊園駅菅生線交差点（小田急線向ヶ丘遊園駅南口）の改良

工事にあわせてベンチ・情報掲示板等を制作・設置し、以降、生田緑地の玄関口として

位置づけている「生田緑地エントランススポット」（多摩区登戸２７０８）について、区

内における大学との協働により維持補修を実施する。 

168 千円（事業実施委託料）  

８

◎

多摩区区制４０周

年記念事業 

632千円 

【企画課】 

平成２４年４月に区政４０周年を迎えることから、そのための事業を実施する。 

632 千円（事業実施委託料615千円 消耗品17千円） 

９

◎

観光振興・タウン

セールス推進事業

（局区連携事業）

9,238千円 

【地域振興課】 

「藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム」の開館を契機に、地域の活性化及び区外からの集

客を推進するため、局区連携事業として地域の団体と連携し観光に係るキャンペーング

ッズの製作、イベント開催等を行う。 

・区民との協働による地域観光活性化支援事業 

・観光人材の育成・発掘 

・観光イメージアップキャンペーン事業 

・「藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム」開館に向けた地域密着型プローモーション事業 

9,238千円（事業実施委託料） 

Ⅵ 地域コミュニティ活性化推進事業費  １５，１３５千円      （◎は新規事業、○は拡充事業）

１ 地域コミュニティ

の活性化促進事業

1,277千円 

【地域振興課】 

町内会・自治会の適正規模を調査するため、アンケート調査を行う。また、地域コミ

ュニティ活性化を図るための活動内容・制度化について他都市の状況を調査する。その

結果を受けて地域コミュティ活性化に向けた取り組みについて検討する。 

1,277千円（事業実施委託料） 

２ 多摩まちかど祭 

800 千円 

【地域振興課】 

区民相互のふれあいと地域の活性化を目指して、区民一人ひとりが舞台運営の担い手

となれるステージショーを区民祭の会場で開催して、心温かい地域コミュニティの形成

に役立てる。  

800 千円（事業実施委託料） 



３

◎

公園を拠点とした

コミュニティづく

り推進事業 

（局区連携事業）

※区民会議関係 

3,204千円 

【企画課】 

第２期区民会議の提言を受けて、高齢社会への対応や子育て世代への支援策のひとつ

として、「公園を拠点としたコミュニティづくり」に取り組む。 

・公園活用実態・活用例の調査 

・団体間連携・交流の推進のためのワークショップの実施 

・調査結果のホームページ等による情報発信 

3,204千円（事業実施委託料3,000千円 トナー他196千円 郵送料8千円） 

４

○

まちづくり推進事

業 

5,555千円 

【地域振興課】 

区内のまちづくりに関する課題の提起及びその解決のための実践を、区民と協働で行

う。また、活動支援コーナーを活用した団体間の交流事業を区民と協働して行う。

5,555千円（事業実施委託料） 

５

○

市民活動支援事業

4,299千円 

【地域振興課】 

区内の市民活動が自主的・自立的に発展するための「活動・交流の場」として、区役

所内（生田出張所は平成２４年１月供用開始予定）の「区民活動支援コーナー」を登録

した団体及び個人に対し利用開放する。 

4,299千円（事業実施委託料1,546千円 印刷機等リース料647千円 インク他1,000

千円 郵便料 370千円 テーブル他736千円） 

Ⅶ 区役所サービス向上事業費  ３，１２０千円            （◎は新規事業、○は拡充事業） 

１ 窓口サービス改善

推進事業 

1,460千円 

【区民課】 

【保険年金課】 

ＩＳＯ認証取得後、市民の求める質の高いサービスを継続的に維持するための窓口環境

整備費用として実施しており、区民課・保険年金課の窓口環境整備費用として発券機等の

維持管理を行う。また、区役所快適化リフォーム事業による窓口の利便性の向上及び区役

所機能再編事業による区民課関連業務や市税証明コーナー等の変更についての広報を盛

り込んだ「多摩区総合庁舎のご案内」を発行する。 

1,460千円（事業実施委託料947千円 発券機用ロール紙他495千円 翻訳料18千円）

２

○

区役所ホームペー

ジリニューアル事

業 

1,660千円 

【企画課】 

多摩区ホームページは、１７年度にリニューアルを行ったが、前回リニューアル時には

想定していなかった、区民会議の開催、３大学連携協議会の発足、観光推進協議会の発足

などがあり、ページ全体として統一感が欠けてきているため、ホームページの見易さや、

情報の発信の仕方について、改善を検討していく。 

1,660千円（事業実施委託料） 

Ⅷ 地域課題対応その他経費  ７，４７８千円            （◎は新規事業、○は拡充事業）

１ 磨けば光る多摩事

業 

2,229千円 

【企画課】 

多摩区における地域課題の解決や、安全で安心・潤いのある暮らしの実現に向けて、多

摩区民が自主的、主体的に実施する公益性の高い活動提案を募集し、選定されたものを区

の事業として位置づけた上で、提案者に委託する。

2,229千円（審査員謝礼88千円 色上質紙等35千円 郵送料6千円 委託料2,100千円）

２ 緊急対応経費 

4,486千円 

緊急課題や区民要望に対応すべき事業のための予備費  4,486千円（委託料） 

３ 共通事務経費 

 763千円 

地域課題対応事業費の共通事務経費           763千円（事務用品他） 



（歳入） 

Ⅲ―８ 多摩区こども総合支援に係る情報収集・発信事業  印刷物広告料  50,000円（充当先：地域課題対応事業費）

Ⅴ―１ 観光振興・タウンセールス推進事業    印刷物広告料     80,000円（充当先：地域課題対応事業費） 

Ⅵ―５ 市民活動支援事業  市民活動支援コーナー印刷機使用料      288,000円（充当先：地域課題対応事業費） 

【参考】 

※平成２１年度協働推進事業費決算額         43,681,392円 

※平成２０年度協働推進事業費決算額         44,451,522円 

※平成１９年度協働推進事業費決算額         48,341,603円 

※平成１８年度協働推進事業費決算額         43,394,959円 

※平成１７年度魅力ある区づくり推進事業費決算額   45,792,352円 

※平成１６年度魅力ある区づくり推進事業費決算額   47,455,064円 


