
平成２６年度 多摩区地域課題対応事業 実施結果 

事 業 名 【担当課】 事  業  概  要 実 績 と 取 組 の 成 果 事 業 費 

1-1 多摩区安全・安心まちづくり

推進事業 

【危機管理担当】

 安全で安心なまちづくりを推進するため、区民・地域、警察、消防、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、路面標示や巻き付け式電柱幕

による広報・啓発のほか、防犯セミナーを実施する。 

 ■事業対象：区民 

 ■事業形態：全部委託 

 ■実施主体：多摩区安全・安心まちづくり推進協議会 

 ■開始時期：平成 17年度 

○町内会・自治会、老人クラブ、PTA 等の見守り活動の促進のため、パトロール用ベ

スト、のぼり旗の貸与を行い、地域一体となった安全安心のための取組につなげた。

○春、夏、秋、年末の各交通安全運動期間において、地域、警察、行政が連携して交

通安全及び自転車放置防止の啓発キャンペーンを実施し、区民の交通ルールの遵守

やマナー違反を防止する取組を進めることで、交通安全意識の高揚と交通事故防止

につなげた。  

○身近な犯罪から身を守るため多摩防犯セミナーを開催。（3/6、参加者 70 人）

○交通安全意識の定着を図るため交通安全教室を開催。（幼稚園、保育園、小学校で延

べ 83 回、参加者 8,376 人）     

予算額：1,340,000 円 

決算額：1,285,674 円 

1-2 市民防災活動支援事業 

【危機管理担当】

 地域防災活動の中心的役割を担う自主防災組織の育成と、区民等の防災意識の向上を

図るため、防災フェア、防災セミナー、日赤救急法基礎講座を開催する。  

また、各避難所運営会議に避難所運営ゲーム(ＨＵＧ)を使用した訓練を導入し、地域

防災力の向上を図る。 

各種イベントを区民自ら行うことで、災害時に重要な自助・共助の理念が根付くこと

を目的とする。 

 ■事業対象：区民 

 ■事業形態：全部委託 

 ■実施主体：多摩区自主防災組織連絡協議会 

 ■開始時期：平成 18年度 

○災害対応能力の向上を図るため市民救急員養成講座を開催。（11/5～7日、参加者 12

人） 

○防災意識の啓発や向上を図るため防災フェアを開催。（12/5、参加者 400 人） 

○防災に関する知識の向上を図るため防災フェアと同日に開催防災セミナーを開催。

（参加者 80人） 

予算額： 700,000 円 

決算額： 526,619 円 

1-3 自転車利用安全マナーアップ

促進事業 

※区民会議関係 

【危機管理担当】

 スタントマンが自転車対自動車の交通事故等を再現し、受講者の視覚に恐怖感を訴え

ることで事故を疑似体験させる「スケアード・ストレート方式」の交通安全教室や、自

転車の扱いに不慣れな小学生が交通安全標語を作成することで、児童に交通安全の意識

を根付かせ、優秀作品に選定した標語を使用した看板を作成・設置することで、住民の

交通安全意識の高揚を図り、交通事故防止につなげる。 

 ■事業対象：区内小学校生徒、区民 

 ■事業形態：直営 

 ■実施主体：区役所危機管理担当 

 ■開始時期：平成 25年度 

○スタントマンが交通事故や、自転車のマナー違反による恐怖感を受講者の視覚に訴

える交通安全教室を実施。 

・市立生田中学校（7/9、生徒 589 人、地域住民 50 人） 

・県立生田高等学校（10/9、生徒 361 人、地域住民 50 人） 

・市立稲田中学校（10/28、生徒 625 人、地域住民 50人） 

○区内の小学校へ交通安全標語を募集。応募 1,162 件(658 名) 

区長賞の表彰を実施。（12/24） 

○優秀な標語を区のホームページへの掲載や、看板（電柱幕）として作成し効果的な

場所に設置した。 

予算額：  904,000 円 

決算額：1,109,077 円 

流用額： 271,000 円 

1-4 多摩区本部危機管理機能強化

事業（局区連携事業+区独自事

業） 

【危機管理担当】

 災害による区内の被害を軽減するため、多摩区防災連絡会議を通して、関係機関との

取組の強化と情報の共有を図り､区民の防災意識と能力向上のため、若い世代への訓練を

関係機関と連携を図り推進する。 

また、災害時に対応の拠点となる区本部や避難所等において、的確で迅速な災害対応

を行うために､職員向け訓練の実施やマニュアルの整備、必要な備品等を整備し、区全体

の危機管理機能の向上を目指す。 

 ■事業対象：区民 

 ■事業形態：直営 

 ■実施主体：区役所危機管理担当 

 ■開始時期：平成 25年度 

○災害時に区本部で使用する備品、装備品を整備。 

○区役所職員及び組織としての災害対応能力の向上を図る訓練を実施。 

・情報伝達訓練（7/19,27）・参集図上訓練（11月）・徒歩参集訓練（11月～12月） 

・区本部訓練（2/18,25） 

○多摩区防災連絡会議及び医療部会を開催。(3/18、2/18) 

○稲田中学校、枡形中学校、長尾小学校、生田小、稲田小、三田小、南生田中、生田

中、登戸小、中野島中、南菅小の避難所運営会議で、避難所運営訓練を実施。 

○枡形中、中野島中、南生田中、生田中の各避難所運営会議で避難所運営ゲーム(HUG)

を実施。 

○稲田中学校で DIG を実施。 

予算額：3,453,000 円 

決算額：3,225,965 円 

Ⅰ 安全・安心まちづくり事業費     予算額 ６，３９７，０００円   決算額 ６，１４７，３３５円 
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事 業 名 【担当課】 事  業  概  要 実 績 と 取 組 の 成 果 事 業 費 

2-1 パサージュ・たま開催事業 

【地域保健福祉課】

 障害福祉に関する理解と関心を深めるため、年 11回、区役所総合庁舎 1 階アトリウム

で開催。障害に関する活動をしている団体・作業所等が運営を担当し、活動紹介、普及

啓発活動、相談コーナー、作業実演、展示等を行う。 

また、広報については、区ホームページやチラシ等により開催日を周知し、広く参加

を呼び掛けている。 

 ■事業対象：区内障害者施設とその利用者及び区民 

 ■事業形態：直営 

 ■実施主体：区役所地域保健福祉課 

 ■開始時期：平成 20年度 

○障害に関する活動をしている団体・作業所等が、活動紹介、普及啓発活動、相談コ

ーナー、作業実演、展示等を、年 11回、区役所総合庁舎 1階アトリウムで開催。 

同じ地域に住む住民と障害者がお互いに関心を持ち、理解し合うことは、充実した

生活を送る上で重要であるが、障害者施設及び作業所が普及啓発活動を行える場はご

く限られている。「パサージュ・たま」は、区民の多くが利用する区役所総合庁舎のア

トリウムを活用し、障害者自身と多くの人々が直接関わり合える場を提供している。

また、定期的に実施することで、区民に対する周知も図られ、「パサージュ・たま」

を目的に来庁される方もいる。 

予算額： 117,000 円 

決算額： 164,308 円 

流用額：  48,000 円 

2-2 健康づくり推進事業 

【地域保健福祉課】

 多摩区の地域資源を活かした特色ある事業を実施することで、幅広い世代の交流促進

と、健康づくり及び食育に対する普及啓発を行う。 

(1)体験イベントの実施 (2)区民向けの講演会の実施 

(3)普及啓発パンフレット、ガイドブックの作成 

 ■事業対象：区民 

 ■事業形態：直営 

 ■実施主体：区役所地域保健福祉課 

 ■開始時期：平成 20年度 

○健康フェスタ 2014 を実施。健康づくり・介護予防活動を行う市民団体が中心の実行

員会方式で実施し、区民に向けた健康・福祉に関する普及啓発や世代間交流及び団

体同士の交流を図った。（9/27(土)、参加者 2,700人） 

○地産地消体験イベント（里芋掘りと芋煮会）を実施。小学生親子を対象に、町会等

地域関係団体と協働で区内農業生産者やボランティアの協力を得て実施した。食育

や農業体験を通して世代間交流も実施した。（10/25(土)、参加 31組 84 人） 

○食育講演会を実施。同時に食育交流会を行い、区内の食育実践団体や個人の活動報

告や交流を行った。（2/12(木）、参加者 72 人) 

○中学校 4校で食に関するアンケートを実施し、結果を踏まえて食育講演会を行った。

また、食育ガイドブックを作成し、区内全中学校の 1年生に配布した。 

○健康づくり推進事業への参加促進及びセルフケアの啓発を目的としたパンフレット

を作成し、10,000 部配布した。 

予算額：2,042,000 円 

決算額：1,974,362 円 

2-3 精神保健普及啓発事業 

【高齢・障害課】

 多摩区の精神保健福祉に関する課題の解決に向けて、地域が抱える問題をテーマにし

た講演会を開催するなどして、精神保健福祉の普及啓発を進めていく。 

また、支援者に対して学習会等を実施し、支援技術の底上げを図る。 

さらに、多摩区の精神保健福祉に携わる関係機関のネットワークの一層の構築にも取

り組む。 

 ■事業対象：区内の精神障害者とその支援者 

 ■事業形態：全部委託 

 ■実施主体：多摩区精神保健福祉連絡協会議 

 ■開始時期：平成 20年度 

「家族支援」をテーマに、精神保健福祉連絡会議（年 4回）において講演会を企画し、

昨年度実施した「川崎市多摩区における家族支援に関するアンケート調査」の結果報

告と当事者・家族による地域生活体験談を交えたシンポジウム形式の講演会を開催し

た。（2月、参加者 83人）

広報活動として、1 月に講演会の開催告知を自治会の全戸回覧により実施し、当事

者、家族、地域住民の方々と「誰もが地域でありのままに生活できるよう」今後のネ

ットワーク作りについて、考えを深める機会となり、より多くの区民に対して、精神

保健福祉の普及啓発を行うことができた。 

予算額： 173,000 円 

決算額： 137,863 円 

2-4 スポーツ推進委員スキルアッ

プ事業 

【地域振興課】

スポーツ推進委員が各担当区域（7 地区①菅②中野島③登戸④宿河原・堰・長尾⑤生

田東⑥生田北⑦生田南）で健康づくりの推進役として活躍できるよう、指導技術のスキ

ルアップを行うとともに習得した技術の地域還元を図る。 

 ■事業対象：スポーツ推進委員（旧名称：体育指導委員） 

 ■事業形態：全部委託 

 ■実施主体：学校法人聖マリアンナ医科大学 

 ■開始時期：平成 19年度 

 スポーツ推進委員が専門的知識・技術を身に付けるため、実技を含めた研修を行い、

地域に貢献するための体力・健康づくりに対する理解、技術の向上を図ることができ

た。 

また、スポーツ推進委員会の各実施事業において、参加者へ研修で習得したストレ

ッチを指導する取組を行うとともに、川崎市多摩スポーツセンターで 9月に実施した

区民体力テストのつどいにおいて、ストレッチを参加者に指導するコーナーを設ける

など、知識・技術を区民に還元することができた。 

予算額： 292,000 円 

決算額： 162,000 円 

2-5 地域福祉ネットワークづくり

事業 

【地域保健福祉課】 

地域福祉に関する機関や組織が集まり、互いの活動を知り顔つなぎを行うことで、今

後の活発な地域福祉活動を行っていくための基盤づくりを目指す。 

■事業対象：区内の福祉関連団体 

■事業形態：全部委託 

■実施主体：区役所地域保健福祉課 

■開始時期：平成 24年度 

○多摩区役所管轄地区及び生田出張所管轄地区の 2地区において、ボランティア育成

に関するワークショップを実施。（参加者 56人、39 人） 

学識経験者による地域包括ケアシステムに関する講義を受け、各団体が抱える課題

や悩みをテーマとして提示し、解決するためのアイデアを出し合った。挙がった意見

は各団体が持ち帰り、今後の活動に活かした。団体の意見として、「参加者と話を深め

る中で活動方針の方向性に確信が持てた」等、前向きな声が多かった。 

予算額： 927,000 円 

決算額： 878,298 円 

Ⅱ 地域福祉・健康づくり事業費     予算額 ３，５５１，０００円   決算額 ３，３１６，８３１円 
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事 業 名 【担当課】 事  業  概  要 実 績 と 取 組 の 成 果 事 業 費 

3-1 多摩区こども総合支援連

携会議事業 

【こども支援室】

 地域の子育て支援団体や関係機関等と「多摩区こども総合支援連携会議」

を開催し、区内の子育てに係る実態調査の分析から課題の共有や取組の方向

性について検討等を行い、地域全体での合意形成の上策定した「たまっ子プ

ラン」に基づき、地域と行政が役割分担をしながら課題解決に向けた取組を

推進し、安心して子育てができる地域づくりを推進する。 

 ■事業対象：区内の子育て支援関係機関・団体・グループ 

 ■事業形態：一部委託 

 ■実施主体：区役所こども支援室 

 ■開始時期：平成 17年度 

○連携会議 3回、庁内関係部署による検討会議 2回、地域会議を 3地区で実施。 

○区内の子育て支援事業の取組みの広報・アピール。 

○区内の子育て支援事業の進行管理。 

地域の子育て支援活動団体や関係機関・行政が、区の子育ての課題を共有し、「多摩区こども支援基本

方針」に基づき、地域と行政が役割分担をしながら、地域全体で課題解決に向けた子育て支援に取組む

地域づくりの推進につながった。 

予算額：1,691,000 円 

決算額：1,575,789 円 

3-2 多摩区幼・保・小連携事

業 

【こども支援室】

 子どもの育ちや一人ひとり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・保育所等・小学校が連携を図り、連絡会の開催や保育実習研修

等の実施により支援体制づくりを進める。 

また、区内の幼稚園・保育所等・小学校の教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、情報共有や交流を行いながら

相互協力・連携を進める。 

 ■事業対象：区内の幼稚園・保育園・小学校 

 ■事業形態：直営 

 ■実施主体：区役所こども支援室 

 ■開始時期：平成 18年度 

○日常交流の推進。(園児、児童対象) 

○授業参観、行事参観、懇談会の実施。(職員) 

○実務担当者連絡会議開催（年 2回）、園長・校長連絡会議開催（年 1回）、代表者連絡会（年 1回） 

○保育実習研修の実施(夏期休業中他) 

○幼稚園保育園同士の保育参観の実施。 

○ちらし「生活リズムをつくりましょう」の作成、配布。 

平成 23年度(70 施設)から参加対象を区内の全ての幼稚園・保育所等・小学校(小規模保育園、私立小

学校を含む 85施設)とし事業を実施し、地域における連携のさらなる充実を図ることができた。 

また、保育実習研修について小学校教諭のみならず幼稚園教諭、保育士が互いの保育現場を見合う機

会を設置したことで、就学前の子どもや教育・保育内容の理解等について、関心・必要性の高さを確認

するとともに、さらなる連携の在り方についても考えを深める機会となった。 

予算額： 298,000 円 

決算額： 242,318 円 

3-3 公立保育所の地域支援推

進事業 

      【こども支援室】

 多摩区公立保育所の人材やノウハウを活かし、就学前児童とその保護者を

対象に、子どもの健やかな成長促進及び育児に関する悩みや不安を解消する

ための事業を展開し、さらなる民間保育所等との交流・連携・支援機能の強

化を図り、適切な人材育成事業のもと、区内保育所等の保育の質の向上を早

急に図る。 

(1)地域の子育て支援事業 

・保育体験・発達相談支援コーディネーターを中心とした子どもの発達に関 

する相談・プール開放、水遊びの提供 

(2)区内保育所等職員への人材育成事業 

・研修等(職員の保育見学及び交流研修、区内保育所等職員のスキルアップ研 

修)・園児と職員の保育交流 

 ■事業対象：区内の子育て中の親子、認可保育所と認可外保育施設の保育士・園児 

 ■事業形態：直営 

 ■実施主体：区役所こども支援室 

 ■開始時期：平成 23年度 

○「親子でランチ」（食事付き保育体験）の実施。（年 60 回各回 2組、参加者 244 人） 

○保育連続講座（栄養士・保育士・看護師）の実施。（計 3回、延べ参加者 87人） 

○外部講師を招いた人材育成研修の実施。（年 5回、参加者 478 人） 

○内部講師を招いた人材育成研修の実施。（年 4回、参加者 75人） 

○「おいでよ！たまっ子」～あおぞら保育～の実施。（全 4回、参加者 293 人） 

○「川崎献立 作って 食べよう！」の実施。（全 2回、参加者 24人） 

事業計画に基づき、引き続き区内公営立保育所全センターブランチ園 3園で食事提供付き保育体験を

実施した。子育て支援のキーワードとなる父親の育児参加促進への取組を各園で企画し、園の持ち味を

活かした講座を実施。特に、調理のデモンストレーション付き講座は人気があり、食への意識や高いニ

ーズが伺えた。今年度も重点を置いた人材育成においては、現在の保育行政の動向や緊急性のある保育

課題や保育所におけるニーズに対応し、研修の回数を有償の外部講師による研修(5 回)と無償の内部講

師による研修(4 回)の計 9回を実施。 

予算額： 962,000 円 

決算額： 873,222 円 

流用額：  10,000 円 

3-4 こども・子育て講演会等

事業 

【こども支援室】

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実施する他、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事業等を実施する。 

 ■事業対象：区内の親子・子どもに関わる機関 

 ■事業形態：直営 

 ■実施主体：区役所こども支援室 

 ■開始時期：平成 20年度 

○「発達障害の正しい理解と支援のために～子どもたちのためにできること～」（10/30、参加者 70人） 

○「家族が輝く～コミュニケーションのコツ～第 1回“きく”コツ」（2/24、参加者 13人） 

○「家族が輝く～コミュニケーションのコツ～第 2回“伝える”コツ」（3/2、参加者 12 人） 

発達障害や子育て不安や虐待等、意識調査でニーズの高いテーマを設定し講演会を開催した。

発達障害に関しては、専門的な視点から事例を挙げて、より具体的な支援の在り方を学ぶことができ 

た。また、保護者の視点からわが子の子育てを振り返り、日常生活の中で「一人で抱え込まない子育て」

の実践に向けて、家族とのコミュニケーションのとり方についてグループワークを中心に行った。参加

者からは「分かりやすかった」「具体的に理解でき、コミュニケーションの在り方について見直すきっか

けになった」と好評であり、参加者自らが前向きに意識を変えることができた講座となった。 

予算額： 209,000 円 

決算額： 175,634 円 

Ⅲ 総合的こども支援事業費     予算額 １３，０２７，０００円   決算額 １２，３４８，９０２円 
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3-5 親と子の集いの場づくり

事業 

【こども支援室】

 家庭で保育している就学前の親子を主な対象に、親の育児不安やストレス

の軽減及び親同士の交流・仲間作り・子育てネットワーク作りを目的とし、

不特定多数の未就学児親子が気軽に参加し集う場の提供や子育て情報の提供

など、子どもが安全に遊べる環境整備を行い、地域の子育て支援環境の充実

を図る。 

(1)多摩区「ママとあそぼうパパもね」事業  

(2)多摩区子育て安全マット・玩具貸し出し事業  

 ■事業対象：区内における乳幼児と保護者 

 ■事業形態：直営 

 ■実施主体：区役所こども支援室 

 ■開始時期：平成 19年度 

〇親子のふれあい、子どもに関わる身近な相談・情報を提供。また、歌や手遊び、体操、お誕生会等の 

催しを実施。区内 4地区にて毎月 1回(8・9月除く） 

・登戸地区(すかいきっず)・生田地区(生田道院)・中野島地区(中野島こども文化センター) 

・菅地区(菅こども文化センター） 

9月「たまたま子育てまつり｣に参加。（参加者 810 人） 

3 月「親子ミニコンサート」を開催。（参加者 300人） 

○「ママとあそぼうパパもね情報」「子育てワンポイント」等の区の子育て情報提供を区ホームページ 

で随時発信 

〇公立保育園 5 園の地域支援担当者会議を開催。（年 12回） 

〇主催・共催者の連絡会を開催。（年 2 回） 

〇安全マット・玩具貸出しを行い、地域子育て支援事業への環境を整備すると共に定期的に点検を実施 

年間の参加者数は約 2100 名。地区により参加利用の増減が見られるが、毎回新規利用登録リストを更

新し、市政だより等で広報した結果、新規利用が増えた。 

予算額： 605,000 円 

決算額： 447,519 円 

3-6 こども子育ての学級事業 

【こども支援室】

 自我が芽生え、子どもの発達やしつけ等子育ての不安やストレスが増える

概ね 2 歳～3 歳までの家庭で保育している親を対象に、育児や父親参加等子

育ての学習、相談、交流の機会を提供し、子育て力を養えるよう支援する。 

 ■事業対象：区内の子ども(概ね 2歳～3 歳)と保護者 

 ■事業形態：全部委託 

 ■実施主体：NPO 法人ままとんきっず 

 ■開始時期：平成 18年度 

〇概ね２～３歳児の親子を対象とし、新たな公立保育所の地域子育て支援事業と合わせて実施。 

・土渕保育園（土曜日）22組 ・生田保育園（土曜日）24組 

・長尾こども文化センター（平日）20組 

6 回は各会場にて実施し、6回は合同にて市民館等で実施。保育園の園庭開放など地域資源を継続して

活用するきっかけとなった。また、開催前後に地域の子育て支援団体や行政で話し合いを持ち、地域の

機関と連携強化を図った。 

予算額：1,719,000 円 

決算額：1,703,026 円 

3-7 子育て支援者養成事業 

【こども支援室】

少子化・核家族化、人間関係の希薄化等が進む中で、子育てに不安や孤立

感をもつ保護者が増えている。虐待の未然防止の一環として、安心して子育

てを楽しめる環境づくりのため、地域ぐるみで子ども・子育てを見守り、支

援する体制の整備が必要となっている。 

地域の様々な子育て支援活動に携わる支援者の養成を目的として、公募で

子育て支援に関心のある人に講座を開催し、学習機会の提供や、区内の子育

て支援活動の紹介及び体験実習、情報提供等を行う。 

 ■事業対象：区民 

 ■事業形態：全部委託 

 ■実施主体：NPO 法人ままとんきっず 

 ■開始時期：平成 20年度 

○講義の実施。（15 回） 

○実習の実施。（8回、参加者計 18人） 

アンケート結果については、受講内容に対し概ね好評であった。今後の活動につながった人は 14人で

活動率 78％となっている。講座終了後も情報提供や相談にあたる。 

予算額： 982,000 円 

決算額： 979,076 円 

3-8 多摩区子育て支援パスポ

ート事業 

【こども支援室】

 区内の妊娠中から 18歳未満の子どもがいる家庭への支援として、多摩区商

店街連合会と協働で、経済的負担の軽減や、声かけ・見守りによる地域コミ

ュニケーションの向上による、子育て支援を行う。 

対象家庭に対し、希望に応じて子育て支援パスポートカードを交付し、協

賛店でカードを提示することで各店独自の特典等のサービスを受けられる。

その仕組みを推進するための、カード発行、手続き案内、協賛店の取りまと

め、普及のための PR活動を行う。 

 ■事業対象：妊婦及び 0歳から 18歳までの子どもを持つ家庭 

 ■事業形態：全部委託 

 ■実施主体：多摩区商店街連合会 

 ■開始時期：平成 19年度 

○パスポートの発行の推進。（2,492 枚発行） 

○商店街連合会との子育てイベントの共催、事業の協力。 

○パンフレットのリニューアル。 

パスポートの発行やホームページでの広報などを継続的に実施し、たまたま子育てまつりにおいて、

商店街連合会と協力して広報アピール事業やパスポートの発行を行った。 

また、今年度は新たに商店街連合会とプロジェクトチームを立ち上げ、協賛店へのアンケート調査を

実施するなど、事業目的推進のための検討を行った。 

予算額： 614,000 円 

決算額： 613,920 円 
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3-9 多摩区こども・子育て 

情報収集・発信事業 

【こども支援室】

地域子育て情報ブックや子育て応援冊子等の作成及び配布、地域子育て情

報を掲載したホームページの運営、掲示板やちらしコーナーでの情報提供な

どを通じて、親の育児不安の軽減及び地域子育て支援体制へ繋げる機会とす

るなど、子育て家庭のニーズに応じた多様な情報提供を行う。 

 ■事業対象：区内の妊婦～子どもを持つ家庭 

 ■事業形態：一部委託 

 ■実施主体：区役所こども支援室 

 ■開始時期：平成 17年度 

〇子育て情報ブックの発行。（5,000 部） 

〇ホームページの更新等。《子育て WEB更新年 21回(他詳細訂正年 20回)》 

〇ちらしコーナーでの情報提供や広報支援。（年間随時） 

子育て情報ブックについては、区役所・行政サービスコーナー、子育て関連施設等で配布した。 

地域子育て支援活動・事業の広報及び交流支援については、親の育児不安の軽減へ向け、アドバイス

や地域の支援体制・施設を紹介する「子育て応援冊子」、地域子育て支援センターの案内ちらしを作成し、

区内の子育て関連施設で配架閲覧や希望者への配布を行った。 

予算額：1,665,000 円 

決算額：1,578,607 円 

3-10 多摩区こどもの外遊び 

事業 

※区民会議関係 

【こども支援室】

 生活環境や家族のあり方等の変化に伴い、子どもを取り巻く環境も大きく

変化していることから、公園や広場等、周辺にある自然環境の中で子どもの

想像力と社会性を培う「こどもの外遊び」を推進する。地域理解のための広

報等を行うとともに、子育て支援関係団体や地域団体主催等による外遊び活

動の支援及び推進を行う。 

 ■事業対象：区内の子どもと保護者 

 ■事業形態：全部委託 

 ■実施主体：多摩区こどもの外遊び委員会 

 ■開始時期：平成 20年度 

○外遊び事業(委員会主催及び事業協力)の実施。（3回、参加者計約 450 人） 

○外遊びの啓発リーフレットの作成、催しにおける PR 活動。 

○外遊び普及講座(6日間)の実施。（参加者 17人）   

地域主体での外遊び推進を目的に、外遊びの啓発 PR活動として外遊びの普及と人材の発掘を目的とし

た講座(ワークショップと実習)を企画・実施した。より仲間作りや話合いが深まるよう 3日間から 6 日

間に拡充した。受講中から地域の外遊び活動にボランティアで参加するなど積極的な姿勢が見られた。

外遊びが子どもの成長にもたらす効果を謳ったリーフレットの配布の他、新たにまつりなどのイベント

でブースを出した(2 回)。地域外遊び活動への支援として、各地域や公園を拠点としたコミュニティづ

くり推進事業等にスタッフ派遣や物品貸出、広報支援等を行った。 

また、前年度受講生等による地域での外遊び活動が新たに立ち上がった。 

予算額： 720,000 円 

決算額： 719,829 円 

3-11 幼児の発達支援事業 

【児童家庭課】

 幼児に精神及び社会性の発達に遅れがある場合、育ちにくさや育てにくさ

があり虐待のリスクが高く、虐待予防の観点からも支援が必要である。 

また、早い時期から周囲の理解が得られ、療育等の必要な支援や環境の調

整が行われることが大切である。そのため、1 歳 6 か月児健康診査及び 3 歳

児健康診査後のフォローとして、グループダイナミクスを活用した事業（「プ

ーさんキッズ」、「たま遊びの会」）と 3歳児健康診査個別相談事業を実施する。 

 ■事業対象：児童の養育に困難さや心配を抱えている親子 

 ■事業形態：直営 

 ■実施主体：区役所保児童家庭課 

 ■開始時期：平成 17年度 

○1歳 6か月児健康診査後のフォロー教室「プーさんキッズ」の開催。（年 12回） 

○3歳児健康診査後のフォロー教室「たま遊びの会」の開催。（年 12回） 

○3歳児健康診査併設の心理相談員による個別相談の実施。（年 36回実） 

心理相談員・言語聴覚士・保育士・体育指導員・保健師が連携して多方面から関わり、集団遊びの体

験や親同士の交流、個別相談を実施したことで、育児不安の軽減が図れた。また、親が子どもの発達を

理解し、その子に合った対応ができるように支援することができた。      

3 歳児は個人差が顕著に現れる時期である。発達の遅れが疑われた場合、心理相談員による個別相談

を実施したことにより、保護者が児の成長をどのように受け止めているかを十分把握し、慎重に療育を

促すことができた。

発達の偏りから育てにくさやコミュニケーションの取りにくさがある場合、虐待のリスクが高い。こ

の事業を実施し、支援することで虐待予防に繋げることができた。 

予算額：1,718,000 円 

決算額：1,654,480 円 

3-12 地域子育て交流支援事

業 

【児童家庭課】

核家族化・少子化、近隣関係の希薄さ等子育て世代を取り巻く環境の変化

により、孤立化、育児力の低下、育児不安や育児負担感をもつ親が増加して

いる。保健師が地域の方々と、子育て中の親子が気軽に集まれる場である「地

域サロン」等を開催し、集団遊びやグループワークを通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。 

 ■事業対象：区内の子育て中の親子 

 ■事業形態：直営 

 ■実施主体：区役所児童家庭課 

 ■開始時期：平成 15年度 

○地域サロン(4 か所）の開催。（43回） 

○育児支援グループ(3か所)の開催。（26回） 

○各種健診・産後相談・予防接種（計 144 回）、育児相談(12 回)に保育士及びボランティアを配置。 

地域サロンや育児支援グループでは、保育士やボランティアと交流することで、参加者が子育てに必

要な地域情報を得ることができ、地域とのつながりを持つことができた。また、子育てを楽しいと感じ

る経験を重ねることで、育児不安や育児負担感の軽減を図ることができた。 

保育士やボランティアを配置することで、各種健診・相談において子どもの安全の確保と相談の充実

が図られた。母子保健事業の目的である乳幼児及び保護者の健康の保持増進に寄与することができた。 

予算額：1,375,000 円 

決算額：1,316,482 円 

3-13 たまたま子育てまつり 

開催事業 

【生涯学習支援課】

 安心して子育てができる地域の環境づくりを進めるために、子育て支援団

体、関係機関、行政等の協働により「子育てまつり」を開催する。親子で参

加し楽しめる企画の実施、子育てサークルの活動紹介や子育て広場などの情

報の発信、講演会等により、保護者に役立つ知識・技術を普及し、多彩に区

民が交流できる場、体験・学びの場を総合的に提供する。 

 ■事業対象：子育て中の親子及び子育てに関心のある市民 

 ■事業形態：一部委託 

 ■実施主体：たまたま子育てまつり実行委員会 

 ■開始時期：平成 15年度 

○たまたま子育てまつりの開催。（9/21(日)、参加者約 4,000 人） 

○たまたま子育て講演会の開催。（10/5(日)、参加者 36 人） 

○リーフレット「多摩区子育て」の発行。（6,000 部） 

区内在住・在学の若者からシニアまで、地域の幅広い層の実行委員やボランティアにより企画運営を

行い、充実した内容となり、来場者を含め世代を超えた多くの区民が交流を深めることができた。ステ

ージイベントや工作、交通ルールの普及啓発など、親子がともに参加して学び楽しめる有意義な企画の

ほか、多摩区の子育て情報を掲載したリーフレットの作成・配布、講演会等を開催した。また、地域の

子育て世代に必要な情報や学びの機会を多様な手法で提供し、子育て支援に取り組んだ。オープニング

から来場者が多く区民が期待を寄せる事業であり、企画参加者からも次年度以降の継続希望と高い満足

度を得ている。 

予算額： 469,000 円 

決算額： 469,000 円 
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事 業 名 【担当課】 事  業  概  要 実 績 と 取 組 の 成 果 事 業 費 

4-1 多摩区エコロジーライフ事業 

【企画課】

 地球規模の課題である地球温暖化の問題を解決するためには、地球全体で考え、地域

でできることから対応を進めていくことが必要である。多摩区役所では、区民がエコロ

ジー(自然環境保護、地球温暖化防止)に、家庭(日常の生活・ライフ)で身近に取組める

地球温暖化防止策を紹介するなど、市民活動団体等との協働による地球温暖化緩和策を

推進する。 

(1) 緑のカーテン大作戦の実施。(2)リユース食器普及啓発事業の実施。(3)小学生向け

エコ関連の啓発イベントの実施。(4)地球温暖化対策パネル展の実施。(5)エコの取

組の広報。 

 ■事業対象：区民 

 ■事業形態：一部委託 

 ■実施主体：区役所企画課 

 ■開始時期：平成 21年度 

○夏休み！多摩区エコフェスタの開催。（8/19(火)、参加者約 400 人） 

○地球温暖化防止パネル展の実施。 

○緑のカーテン大作戦の実施。 

○多摩区役所職員「一人一エコ運動」の実施。 

 エコに関連したイベントの開催など、地球温暖化防止に向けた取組を地域住民・団

体と協働で推進し、区民の環境意識の向上を図ることができた。区役所施設における

緑のカーテン大作戦については、市民活動団体との協働により実施し、緑の保全・緑

化ならびにヒートアイランド対策の取組を区民に周知することができた。 

また、区役所職員による「一人一エコ運動」の実施により、区役所全体での CCに関

する取組や意識の向上を推進することができた。 

予算額： 556,000 円 

決算額： 395,236 円 

4-2 水辺の愛護活動事業 

【地域振興課】

 市内はもとより、他都市からも多くの人々が訪れる歴史的な環境資源である二ヶ領用

水を育み、憩える緑豊かな水辺の空間づくりに寄与するとともに、区内の環境愛護活動

を推進するため、町内会・自治会、商店街、子ども会、市民団体、学校、事業者と協働

で、河川敷のごみの回収など清掃・愛護活動を実施する。 

 ■事業対象：区民 

 ■事業形態：直営 

 ■実施主体：区役所地域振興課 

 ■開始時期：平成 20年度 

○清掃活動の実施。 

・二ケ領用水本川 9/28(日) 

・二ケ領用水宿河原線 9/28(日)、参加者約 618 人 

 二ケ領用水宿河原線の清掃活動については、近隣町内会自治会・各種団体と連携し、

市内統一美化活動に合わせて実施した。 

また、平成 23 年度から実施している二ケ領用水本川の清掃活動についても、広範囲

の近隣町内会自治会と連携・調整により市内統一美化活動に合わせて実施し、より良

い水辺の環境を守っていくための愛護活動を推進することができた。二ケ領用水本川

の清掃活動への参加者も年々増加し、二ケ領用水の愛護活動が区民に幅広く定着しつ

つある。 

予算額： 161,000 円 

決算額：  16,000 円 

Ⅳ 環境まちづくり事業費     予算額 ７１７，０００円   決算額 ４１１，２３６円 
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事 業 名 【担当課】 事  業  概  要 実 績 と 取 組 の 成 果 事 業 費 

5-1 観光振興・タウンセールス推

進事業(区独自事業) 

【地域振興課】

 多摩区を豊かな自然や文化財と身近に触れ合える新しい観光エリアとして広報宣伝

し、区のイメージアップを図る。 

 また、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し、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組を進め、

住み良い、賑わいと魅力あるまちづくりを推進する。 

 ■事業対象：区民、近郊都市住民 

 ■事業形態：全部委託 

 ■実施主体：多摩区観光推進協議会 

 ■開始時期：平成 19年度 

○各種観光ポスターの作成 

○地域情報誌(ぱど・タウンニュース等)による区内の魅力・情報発信 

○多摩区観光情報 HPによる情報発信 

○観光ガイドマップ、ガイドブックの整備 

○登戸ペデストリアンデッキバナー事業 

○地域イベント出店(あじさい祭り、民家園通り商店会夏まつり、多摩区民祭、狛江市

民祭り) 

○都市間交流事業(千葉県南房総市、静岡県藤枝市) 

○観光ボランティアガイドによる各種ツアーの実施。（ガイドツアー6回） 

○観光資源 PRイベントの実施。（9/21（日）、来場者約 850 人） 

 3 つの区内観光団体が統合され、新たに多摩区観光協会が設立された。設立を記念

した観光 PRイベントを多摩市民館大ホールで開催し、区内の多様な地域資源の紹介を

行った。また、観光ガイドブックやガイドマップの発行、ＨＰ「多摩区見どころガイ

ド」の更新等による広報・宣伝活動や、地域イベント・行事への出展、広報支援とい

った取組を実施し、区の内外に多摩区の魅力を発信した。さらに、多摩区の交流都市

である千葉県南房総市や、狛江市等の近隣都市において、それぞれのイベントに出展

しＰＲ活動を行った。 

予算額：6,887,000 円 

決算額：6,717,229 円 

5-2 音楽による区の魅力発信・地

域交流創出事業 

【地域振興課】

 市の重要施策である「音楽のまち・かわさき」を多摩区でも推進することで、区民が

音楽芸術に身近に触れる機会を提供するとともに、多摩区の地域資源を活用して地域へ

の関心や愛着の醸成を図ることができる。また音楽を通じて、区民や音楽家同士の連携

による地域交流の促進や、地域の活性化を推進する。 

(1)「生田緑地★星空コンサート」の開催 (2)「たま音楽祭」の開催 (3)「たまアトリ

ウムコンサート」の開催 

 ■事業対象：区民 

 ■事業形態：全部委託 

 ■実施主体：区役所地域振興課 

 ■開始時期：平成 16年度 

○生田緑地★星空コンサートの開催。（9/15(月祝)、来場者約 1100人） 

○たま音楽祭の開催。（2/7(土)、来場者約 2,900 人） 

○たまアトリウムコンサートの開催。（5月、8月、11月、2月の第 3水曜日開催、来

場者 5月、8月、2 月は約 160 人、11月は会場の変更により 200 人） 

区民に音楽芸術に身近に触れる機会を提供し、区の魅力をアピールすることができ

た。たまアトリウムコンサートは、11 月に 45 回目を迎え、会場を変更し、時間や出

演者数を増やすなど内容を拡大し開催した。たま音楽祭は、実行委員会形式による区

民発意の企画運営を行った。生田緑地★星空コンサートは、生田緑地の指定管理者や

関係施設、企業と連携し、生田緑地の魅力を広く発信するとともに、区民の身近な場

所で良質な音楽と憩いの場を提供した。 

予算額：3,725,000 円 

決算額：3,687,984 円 

5-3 里地里山の保全活動事業 

【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とした

住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。 

ネイチャーゲーム(自然体験プログラム)を中心とする事業を展開し、区民が自然と触

れ合い、学び、感じられる機会を提供することで、多摩区の豊かな自然環境の維持と発

展に貢献する。 

 ■事業対象：区民 

 ■事業形態：全部委託 

 ■実施主体：自然体験のつどい実行委員会 

 ■開始時期：平成 2 年度 

○実行委員会会議の開催。（4回） 

○自然体験のつどいの開催。（9/23(火祝) 生田緑地中央広場および「かわさき宙と緑

の科学館」において開催。来場者約 1,300 人） 

実行委員会を構成する関係団体をはじめ多くの団体の協力により、生田緑地の自然

に関するパネル展示による学習や、自然と触れ合える体験学習であるネイチャーゲー

ムなどを実施した。 

また、「かわさき宙
そ ら

と緑の科学館」と連携し、青少年が自然について、自ら調べ学ぶ

機会を生み出すとともに、身近な自然を大切にする気持ちを育むことができた。 

予算額： 850,000 円 

決算額： 848,922 円 

5-4 多摩川環境啓発展示事業 

【地域振興課】

「水と緑と学びのまち・多摩区」の象徴ともいえる「多摩川」に生息する淡水魚等を

飼育管理し、区民が自然や生物に身近に親しむ機会を提供するとともに、多摩川への愛

着を深め、環境意識を啓発する。 

 ■事業対象：区民 

 ■事業形態：全部委託 

 ■実施主体：区役所地域振興課 

 ■開始時期：平成 2 年度 

○多摩川に生息する淡水魚等を飼育管理し、多摩川を身近に親しむ機会を提供。 

○単なる水槽ではなく、多摩川のことを知り愛着を深めてもらうツールとして展示。

年間を通じて来庁した区民が身近に鑑賞できる場を提供し、庁舎内に憩いの場を創

出することで、多摩川への愛着・関心、郷土への思いを深めてもらうとともに、自然

環境への意識啓発を図ることができた。 

 また、展示物についてもリニューアルを行い、飼育している魚の写真の掲出や、四

季に応じたパネルの変更等を行った。 

予算額：1,162,000 円 

決算額：1,100,520 円 

Ⅴ 地域資源活用事業費     予算額 ２９，４４１，０００円   決算額 ２７，９３１，８４４円 
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5-5 多摩区・3 大学連携事業 

【企画課】

 区内に 3 つの大学(専修大学・明治大学・日本女子大学)が立地するという地域特性を

活かした魅力あるまちづくりを推進するため、大学と地域の交流・連携を図るとともに、

地域の様々な課題の解決に向けて、大学の研究と連携した取組を実施する。 

(1)多摩区役所と区内 3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）」の定例開催 (2)地域課題解決事業（３大学連携事業）の実施 (3)「多摩区 3 大学コ

ンサート」の実施 (4)インターンシップの実施 (5)区民祭での地域貢献 (6)「生田緑地

エントランススポット」の維持管理 

 ■事業対象：専修大学、明治大学、日本女子大学及び区民 

 ■事業形態：一部委託 

 ■実施主体：多摩区・3大学連携協議会 

 ■開始時期：平成 18年度 

○各大学と連携した地域課題解決事業の実施。 

○コンサートや駅伝を活用したイベントの実施。 

地域課題解決事業として、専修大学「川崎市多摩区の農業生産者と消費者の交流促

進に関する事業」、明治大学「まちなかギャラリーによるコミュニティ交流創出事業」

を実施し、3月 23 日に実施した「大学・地域連携事業」報告会にて取組を広く区民へ

周知した。 

また 10月 4 日に開催した多摩区 3大学コンサートでは、約 520 人の来場者数があっ

た。その他、明治大学知的探訪（参加者数 75 人）、駅伝の応援イベント、インターン

シップ(6 人)等、大学と協力した様々な事業を行った。 

予算額：2,778,000 円 

決算額：1,732,584 円 

5-6 多摩区スポーツ推進事業 

【地域振興課】

 地域のスポーツ推進を目的として、誰もが参加でき、気軽にスポーツを楽しむことが

できるスポーツ行事「多摩区スポーツフェスタ」を開催する。 

川崎市多摩スポーツセンター等を会場として、スポーツに親しむ機会の提供と優れた

スポーツ選手との交流を通じて、区民のスポーツに対する関心を向上させ、継続的なス

ポーツへの取組を促し、スポーツを通じた健康で元気なまちづくりに繋げる。 

また、区では稲田地区と生田地区それぞれが個別にスポーツ種目を実施しているが、

区のスポーツ推進事業として実施することにより、地区エリアを越えた区民・世代同士

の交流を図る。 

 ■事業対象：区民 

 ■事業形態：全部委託 

 ■実施主体：多摩区スポーツフェスタ実行委員会 

 ■開始時期：平成 25年度 

○多摩区スポーツフェスタの開催。（3/15(日)、来場者延べ 2,362 人） 

○多摩区スポーツフェスタ実行委員会の開催。《8 回（うち運営部会 1回）》 

川崎市多摩スポーツセンターと周辺小中学校の施設を活用し、スポーツ推進委員会

や総合型地域スポーツクラブなどの地域スポーツ関係団体と連携して、本市や区にゆ

かりのあるプロスポーツチームなどによるスポーツ教室やスポーツ体験を実施した。

開催当日は晴天に恵まれ、22 種目 25 体験教室を実施し、地元明治大学の学生と区民

との交流など、区民が１日スポーツに親しみ楽しむことができる事業を実施すること

ができた。 

予算額：1,620,000 円 

決算額：1,608,272 円 

5-7 観光振興・タウンセールス推

進事業(局区連携事業) 

【地域振興課】

 多摩川や生田緑地等の自然、また「藤子・F・不二雄ミュージアム」や「かわさき宙
そ ら

と

緑の科学館」をはじめとする、個性的な文化・教育施設などの地域資源を活用した地域

活性化を推進するため、大学生や区民との協働により各種取組を行う。 

その他、平成 25年度に実施したアイディアコンテストやワークショップイベント等で

募集した区民アイディアの具現化に向けた取組を行う。 

 ■事業対象：区民 

 ■事業形態：全部委託 

 ■実施主体：区役所課 

 ■開始時期：平成 23年度 

○大学生によるゲーム感覚で区内を周遊するリアル謎解きゲームの実施。（9/21、10/25

～11/24 の 2 回開催、参加者約 1200 組） 

○藤子・F・不二雄ミュージアム周遊マップの作成。 
○多摩区観光協会と連携し、観光資源 PR イベントを実施。（9/21(日)、来場者約 850 人） 

○川崎国際生田緑地ゴルフ場で「みどりの上映会」の実施。（8/3(日)、来場者約 550人） 

○ピクニックタウン多摩区の形成に向けた取組。 

大学生が地域を取材し、若者の視点で地域資源を生かしたまちめぐりに取り組んだ。

また、多摩区観光協会と連携し、観光 PRイベントを多摩市民館大ホールで開催し、

区内の多様な地域資源の紹介を行った。 

また、昨年実施したアイディアコンテストに応募があったアイディアの具現化に取

り組み実施した。 

予算額：9,000,000 円 

決算額：8,996,400 円 

5-8 広報力アップ事業 

【企画課】

 区の様々な情報を広く区民に周知するため、様々な広報媒体を活用し、最新かつ効果

的な情報の発信を行う。 

また、地域に特化した情報を発信することで、コミュニティの活性化を図る。 

 ■事業対象：区民 

 ■事業形態：全部委託 

 ■実施主体：区役所企画課 

 ■開始時期：平成 25年度 

〇多摩区イベントカレンダー「たまりぽうと」の発行。（年 2回、各回 500 部） 

 地域で行われているイベント、伝統行事、市民活動等の情報を収集し、カレンダー

形式で掲載したリーフレットを発行するとともに、多摩区地域ポータイルサイト上に

情報を掲載することにより、幅広く情報発信を行った。 

予算額： 306,000 円 

決算額： 207,360 円 

5-9 登戸・向ヶ丘遊園駅周辺 

地区賑わい継承事業 

（局区連携事業） 

【企画課】

 市制 100 周年や区画整理事業完了を見据え、登戸地区区画整理事業推進中の「今」し

かできない取組として、刻々と移り変わるまちの姿を記録する。景観が大きく変化する

地区は、定点撮影し記録する。過去の写真は必要に応じてデジタルアーカイブを行う。 

 ■事業対象：区民 

 ■事業形態：全部委託 

 ■実施主体：区役所企画課 

 ■開始時期：平成 26年度(新規事業) 

○アーカイブ基本方針の策定に向けた課題や方向性の整理を行う検討会議を開催。 

○アーカイブの対象とする地域・内容、情報収集・発信の方法などを定め基本方針を

作成。 

予算額：3,113,000 円 

決算額：3,032,573 円 
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事 業 名 【担当課】 事  業  概  要 実 績 と 取 組 の 成 果 事 業 費 

6-1 地域コミュニティの活性化促 

進事業 

【地域振興課】

 未加入世帯の増加、役員の後継者難といった、各町内会・自治会の抱える課題を的確

にとらえ、その解決のための支援策について検討、実施することにより、町内会・自治

会活動の振興、地域コミュニティの活性化を図る。多摩区町会連合会や区内大学等と連

携しながら、紙媒体の広報だけでなく、若年世代の利用の多いインターネット等を活用

した区民への情報発信を行う。 

(1)区内大学の学生と連携した、ホームページを利用した町内会・自治会活動の情報発信

(2)町内会・自治会加入促進のための広報物の作成 

 ■事業対象：区民 

 ■事業形態：全部委託 

 ■実施主体：区役所地域振興課 

 ■開始時期：平成 20年度 

○地域コミュニティ活性化促進委員会会議の開催。 

○多摩区の町内会・自治会の活動についてホームページで紹介。 

○町内会・自治会への加入促進のためのポスター掲出・チラシ配布、独自リーフレッ

トの作成・活用。

区内大学ゼミ生等に協力を依頼し、町内会・自治会活動にあまり参加していない若

年世代の視点で、町内会・自治会の活動をホームページで紹介した。（３７件） 

その町内会・自治会の独自の紹介欄を設けたリーフレットを作成して未加入者への

案内に活用した。（２地区） 

加入促進のため、ポスターを町内会・自治会の掲示板、区内公共施設、主要駅など

に掲出するとともに、転入者向けのチラシの配布を行った。 

予算額：1,399,000 円 

決算額：1,385,640 円 

6-2 多摩まちかど祭開催事業 

【地域振興課】

 区内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、心温かい地域コミュニティの形成に

役立てる。地域に根ざしたより身近な場所で舞台公演することにより、区民に文化芸術

の発信、交流、鑑賞の場を提供し、地域コミュニティの形成に役立てる。 

 ■事業対象：区民 

 ■事業形態：全部委託 

 ■実施主体：多摩区まちかど祭実行委員会 

 ■開始時期：平成 3 年度 

○多摩まちかど祭の開催。（10/18(土)に生田緑地内で 18団体(大人 147 人、子ども 209

人)が出演、参加者約 80,000 人） 

区民公募により、大人から子どもまで幅広い層の出演者による舞台公演が実施され

た。伝統芸能やダンス、コーラスなどを披露する場を身近な地域に設定することで、

文化・芸術の場とすることができ、地域コミュニティの形成にも大きく貢献できた。

予算額： 823,000 円 

決算額： 823,000 円 

6-3 まちづくり推進事業 

【地域振興課】 

 区内の市民活動団体のまちづくりに関する活動に対する支援、並びにまちづくりに関

する課題の提起及びその解決のための実践を、区民が主体となって区と協働して行うこ

とで、活動の担い手の発掘・育成に取り組みながら、他の市民活動団体では担えない中

間支援的かつ公益的な役割を果たしていく。 

 ■事業対象：区民 

 ■事業形態：全部委託 

 ■実施主体：多摩区まちづくり協議会 

 ■開始時期：平成 12年度 

○まちの課題を解決するためのプロジェクト活動の実施。 

○まちの課題の抽出とその解決方法に関する意見交換会(たまサロン)の開催。 

○まちづくり活動発表会(まちカツ！）の開催。（2/11(火祝)、活動紹介 26 団体、参加

者 145名） 

○座学研修・視察研修(多摩★まち大学)の開催。（年 4 回、参加者 126 人） 

○市民活動団体の活動紹介と交流の場(多摩★まち Caf )の開催。（年 2回、各回 6団 

体、参加者 126 人） 

○広報紙の発行等、広報の充実に向けた取組の実施。（年 4回発行、各回 2500 部） 

講座プログラム「多摩★まち大学」は年 4 回開催し、うち１回は他都市の先進的な

活動事例を学ぶ視察研修として「立川市」や「国立市」を訪問した。 

その他、具体的な課題解決の取り組みとして、「エコ」と「情報の発信・共有」「世

代間の交流とネットワーク」の３つのテーマでプロジェクト活動を行い、市民活動団

体及び区民の情報交換や交流の場、学習の場の提供を進め、プロジェクト活動におい

ても中間支援的な視点を取り入れた取り組みを進め、一定の成果を残すことができた。

予算額：4,920,000 円 

決算額：4,510,580 円 

6-4 市民活動支援事業 

【地域振興課】

 区民や市民活動団体が自発的、継続的に参加し、第三者や社会の課題解決に貢献する

営利を目的としない活動の、自立と発展を支援するために、印刷や資料づくり等に必要

な備品等を備えた「多摩区民活動・交流センター」を多摩区総合庁舎及び生田出張所に

設置し、登録した団体及び個人に対し、利用開放する。運営にあたっては、利用受付業

務等を区民活動・交流センターの利用団体を主体とする運営委員会と協働で行い、団体

間の交流と相互支援を促進する。 

 ■事業対象：区内で活動する市民活動団体 

 ■事業形態：直営 

 ■実施主体：区役所地域振興課 

 ■開始時期：平成 13年度 

市民による自主的かつ自立的な管理運営を実践するため、利用登録団体からなる「多

摩区民活動・交流センター運営委員会」を設置し、多摩区民活動・交流センターの管

理運営について協議・検討を行うとともに、利用登録団体同士の情報交換・交流を図

り、市民活動の拡大・発展を図るため、団体間の交流を促す事業を実施した。 

平成 26年度末時点利用登録団体 131 団体 

予算額：2,378,000 円 

決算額：2,189,360 円 

Ⅵ 地域コミュニティ活性化推進事業費     予算額 １６，４０２，０００円   決算額 １４，８００，１９４円 
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6-5 多摩区地域人材育成事業 

【生涯学習支援課】

 平成 25年度に策定した「多摩区地域人材育成基本方針」を基に地域人材の育成を進め

るにあたり、平成 26年度は市民への地域課題の認識の浸透や職員の市民協働に関する啓

発を図り、地域の市民活動に参加を希望する人材、市民協働事業に携わる地域の人材の

募集・研修・モデル事業を実施する。 

■事業対象：区民 

■事業形態：一部委託 

■実施主体：区役所生涯学習支援課 

■開始時期：平成 25年度 

○市民活動・生涯学習活動・市民講師等を希望する団体・地域人材の募集。 

○市民活動団体・地域人材等に向けた研修の実施。 

○市民活動入門研修の実施。（1/22（木）、24（土）、参加者 5人） 

○市民活動スキルアップ研修の実施。（2/19（木）、参加者 7人） 

○多摩区役所職員に対する市民協働研修の実施。 

○市民協働研修の実施。（1/26（月）、8（水）、参加者 15人） 

○多摩区地域人材育成に関するモデル事業の実施。 

○多摩市民館デーの開催。（8/2（土）、参加団体数 16） 

○子育て支援者実践活動研修の実施。（12/11（木）、参加者 11 人、3/6（金）親子 13

組参加） 

市民活動に関する入門研修やスキルアップ研修の実施を通して、区の特性を活かし

た市民活動の活性化を図るとともに、市民の自治力が十分に発揮できる人材の活用を

図った。また、実際の多摩区の地域課題を取り上げ、市民活動団体・地域人材・区役

所との協働によりモデル事業を実施し、その実施結果を市民協働の成果として検証し、

活用した。 

予算額：1,845,000 円 

決算額：1,788,334 円 

6-6 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 

【企画課】

第 2期多摩区区民会議(平成 20～21 年度)提言を踏まえて、公園を地域の貴重な資源と

して捉え、情報掲示板を設置し地域情報を発信することで、今まで以上に地域のコミュ

ニティの拠点として活用し、高齢者のいきがいづくりや子育て世代への支援策等を促進

する。 

 ■事業対象：区民 

 ■事業形態：一部委託 

 ■実施主体：区役所企画課 

 ■開始時期：平成 23年度 

○情報掲示板設置選定委員会の開催。（1回） 

○情報掲示板設置に向けた説明会の開催。（1回） 

○情報掲示板設置に向けたワークショップの開催。10/11(土) 

登戸第 2 公園 参加者 13 人 中野島中央公園 参加者 16 人 

○公園コミュニティ通信の発行。（2回）                   

○年次報告書の作成。 

情報掲示板を設置する 2公園を情報掲示板設置選定委員会により決定した。この決

定を経て、両公園関係者への説明会や公園でのワークショップを開催し、情報掲示板

2 基を設置した。また、年 2回公園コミュニティ通信を作成し、公園管理運営協議会・

愛護会あて配布した。 

その他、本年度の取組を報告書にまとめた。 

予算額：3,900,000 円 

決算額：3,517,680 円 

6-7 公園を拠点としたコミュニテ 

ィづくり推進事業(区独自事 

業) 

【企画課】

現存する多摩区の公園をより有効に利用してもらえるよう、利用者の視点から市民活

動団体と協働で公園の情報を収集し、収集した情報を基に公園マップを作成・冊子化し

た。今後、公園が一層コミュニケーションの場として利活用され、多世代との交流や地

域に融和した子育ての一助となることを目的に、この冊子を配架し区民へ広く情報提供

する。 

 ■事業対象：区民 

 ■事業形態：一部委託 

 ■実施主体：区役所企画課 

 ■開始時期：平成 26年度(新規事業) 

○多摩区公園探検冊子（多摩区公園ＢＯＯＫ） 2,000 部 

市民活動団体と協働して多摩区の公園情報を収集し、利用者の視点で分かりやすい

冊子となるよう構成を工夫した。 

予算額：1,137,000 円 

決算額：  585,600 円 
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事 業 名 【担当課】 事  業  概  要 実 績 と 取 組 の 成 果 事 業 費 

7-1 窓口サービス改善推進事業 

【区民課】

【総務課】

 平成 16年度に区民課においてＩＳＯ認証取得後、市民の求める質の高い窓口サービス

を継続的に維持していく必要があり、そのための窓口環境整備費用としてスタートした。

現在では、区役所全体の窓口環境の改善に向け事業を展開しており、区をあげての窓

口サービスの向上に資する内容となっている。 

 ■事業対象：多摩区総合庁舎来庁市民、区役所職員 

 ■事業形態：一部委託 

 ■実施主体：区役所区民課・総務課 

 ■開始時期：平成 22年度 

○「区役所サービス向上委員会」の活用による、各課がスクラムを組んでの区役所サ

ービス向上の推進。 

○窓口職員の意識の向上を図るための接遇研修の実施。（3回） 

○庁舎内案内表示の見直し。 

○保険年金課番号発券機の改善。 

「多摩区役所サービス向上委員会」主催で接遇研修を実施し、日常の市民対応にそ

の成果を活かすことができた。 

また、保険年金課に分かりやすい番号発券機システムを導入し、窓口の利便性向上

や混雑緩和に貢献することができた。 

その他、組織改正によるフロア変更に伴いエレベータ内庁舎案内表示を修正した。

予算額： 876,000 円 

決算額： 706,774 円 

Ⅶ 区役所サービス向上事業費     予算額 ８７６，０００円   決算額 ７０６，７７４円 
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事 業 名 【担当課】 事  業  概  要 実 績 と 取 組 の 成 果 事 業 費 

8-1 区の新たな課題即応事業 

【区民課】

【総務課】

 年度途中に発生した区内の新たな課題について、区長の権限で適切かつ迅速に対応す

るためことを目的とする。 

 ■事業対象：多摩区総合庁舎来庁市民、区役所職員 

 ■事業形態：委託等 

 ■実施主体：企画課 

 ■開始時期：平成 26年度（新規事業） 

区の緊急性・必要性の高い課題について、事業実施所管課と密な連携及び調整によ

り対応した。 

○地域防災向上事業 

○「多摩区災害対策表示盤」作成事業 

○区役所公用車降雪時対応事業 

○多摩区総合庁舎利用者快適化事業 

○多摩区区民意識アンケート実施事業 

○区の魅力アップ事業 

○稲田堤駅周辺案内サイン設置事業 

○多摩区動物愛護推進事業 

○多摩区地域包括ケアシステム推進事業 

○キッズコーナー修繕事業 

○市民向けサービス向上委託事業 

○生田出張所案内看板撤去事業 

予算額：5,000,000 円 

決算額：3,999,983 円 

Ⅷ 区の新たな課題即応事業費     予算額 ５，０００，０００円   決算額 ３，９９９，９８３円 
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事 業 名 【担当課】 事  業  概  要 実 績 と 取 組 の 成 果 事 業 費 

9-1 磨けば光る多摩事業 

【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、市

民活動団体が自主的、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

を川崎市の事業として位置付けたうえで、提案者に委託する。（委託料 70 万円上限×3団

体） 

区民の自主的・主体的な事業を促進することで、生活者目線での身近な地域課題の解決

を図るとともに、区民の地域への関心を深め、市民自治による魅力あるまちづくりを推進

する。 

 ■事業対象：区民 

 ■事業形態：一部委託 

 ■実施主体：区役所企画課、区内で活動する市民活動団体 

 ■開始時期：平成 18年度 

 以下の 3事業が選定され、事業実施した。 

○子どものための「てんぷら油をエネルギーにかえる」資源循環プログラム(3年目 

事業) 

○地域コミュニティ活性化による子育て支援公園カフェ事業(2年目事業) 

○地域課題を学ぶ多世代交流事業(1 年目事業） 

 地域における課題が多様化し複雑化している中で、市民活動団体のノウハウを効

果的に活用することで、各事業について多くの参加者を集め、好評を得ることがで

きた。 

また、提案事業の審査については、公開プレゼンテーションを実施し、事業終了

後に報告会を実施し評価・検証することで、事業の透明性の確保及び今後の事業を

実施するうえでの改善点などの洗い出しをすることができた。 

さらに、市民活動団体と協働で実施することにより、市民活動の活性化を図り、

区民と行政との協働による仕組みづくりの推進につながった。 

予算額：2,204,000 円 

決算額：2,176,734 円 

9-2 共通事務経費 

【企画課】

 地域課題対応事業費の共通事務経費。  地域課題対応事業で共通に必要となる物品(印刷機インク等)を購入した。 予算額： 928,000 円 

決算額： 808,155 円 

9-3 区民車座集会開催事業 

【企画課】

 市民の声がしっかり伝わる身近な市政の実現のために、市長が直接区民から意見を伺う

ために開催する。 

■事業対象：区民 

 ■事業形態：全部委託 

 ■実施主体：区役所企画課 

 ■開始時期：平成 26年度（新規事業） 

○多摩区区民車座集会を開催 4/25 日（金） 参加者 28人 予算額：       0 円 

決算額：  34,668 円 

流用額： 36,000 円 

Ⅸ 地域課題対応事業その他経費     予算額 ３，１３２，０００円   決算額 ３，０１９，５５７円 

Ⅰ 安全・安心まちづくり事業費      予算額  ６，３９７，０００円     決算額  ６，１４７，３３５円 

Ⅱ 地域福祉・健康づくり事業費      予算額  ３，５５１，０００円     決算額  ３，３１６，８３１円                  

Ⅲ 総合的こども支援事業費        予算額 １３，０２７，０００円     決算額 １２，３４８，９０２円 

Ⅳ 環境まちづくり事業費         予算額    ７１７，０００円     決算額    ４１１，２３６円 

Ⅴ 地域資源活用事業費          予算額 ２９，４４１，０００円     決算額 ２７，９３１，８４４円 

Ⅵ 地域コミュニティ活性化推進事業費   予算額 １６，４０２，０００円     決算額 １４，８００，１９４円 

Ⅶ 区役所サービス向上事業費       予算額    ８７６，０００円     決算額    ７０６，７７４円 

Ⅷ 区の新たな課題即応事業費       予算額  ５，０００，０００円     決算額  ３，９９９，９８３円 

Ⅸ 地域課題対応事業その他経費      予算額  ３，１３２，０００円     決算額  ３，０１９，５５７円 

合   計                予算額 ７８，５４３，０００円     決算額 ７２，６８２，６５６円  
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