
２　重点的・戦略的に取り組む施策の展開

　共に支え合う「地域福祉社会」を実現するために、高齢者の多様な居住環境の整備や
誰もが自立した地域生活を送るための支援などの施策に取り組みます。

市民が主体の健康づくり
○効果的な介護予防のしくみづくり　1,580
・介護予防いきいき大作戦推進事業の実施　など

○生涯を通じた健康自己管理への支援　3,249
・特定健診、がん検診等の実施

○市民主体の健康づくりへの支援　38
・保健指導など健康づくり･生活習慣病予防の推進

○「食」からはじまる健康づくり　6

シニア能力の発揮による支え合い
○いきいきシニアライフの促進　3

高齢者の多様な居住環境整備
○特別養護老人ホームの整備　1,149
・22年度開所予定 １カ所 100床
　　川崎区殿町地区
・23年度開所予定 ２カ所 204床

○介護老人保健施設の整備　240
・22年度開所予定 １カ所 150床
　　中原区今井西町地区

○地域密着型サービスの推進　1,204
・小規模特別養護老人ホームなど
　22年度開所予定　３カ所 86床
　　中原区上平間地区他２カ所
　23年度開所予定　１カ所 29床

　「総合的な子ども支援」を推進するために、保育環境の整備や教育改革の推進などの施策に
取り組みます。

保育環境の整備
○多様な保育の充実　18,712
・保育緊急５か年計画の推進（受入枠拡大）
・認可保育所の整備、認可外保育施設の援護

総合的な子育て支援施策の推進
○地域子育て支援体制の確立　219
・地域子育て支援センター事業やふれあい子育てサポート
　事業など

○児童健全育成事業の推進　3,486
・こども文化センター及びわくわくプラザの運営・整備　など

○妊婦健康診査費の助成　1,426
○私立幼稚園園児保育料等補助の拡充　1,992

教育改革の推進
○共生・共育の推進　13
○授業力向上の支援　2
○小・中連携教育の推進　12
○特別支援教育の推進　94
・特別支援教育サポーターの増員、
　通級指導教室の新設

○少人数指導等推進事業　113
○児童生徒指導・相談業務　189
・学校巡回カウンセラー、
　スクールソーシャルワーカー、
　インターネット問題相談員の配置　など

○適応指導教室の運営　327
・ゆうゆう広場の整備
　開所：中原区１カ所、改築：幸区１カ所

○新学習指導要領への対応　818
・外国語指導助手（ＡＬＴ）の配置　など

地域に開かれた学校づくり
○学校施設有効活用の推進　112
・小学校･中学校等の校庭、体育館、プール、
　特別教室、学校図書館の有効活用
・学校施設の地域管理

○学校運営協議会制度の推進、
　　　学校支援センターの運営　31
・地域に開かれた学校づくりの実践

○区における教育体制推進事業　2

子どもの総合的な相談・支援機能の整備
○児童に関する
　　総合的な相談・支援体制の確立　1,494
・児童相談所・一時保護所、要保護児童施設の整備　など教育環境の整備

○小学校･中学校等の整備　10,220
・百合丘小学校改築事業、田島養護学校大規模改修事業
・中高一貫教育校の整備
・学校トイレの快適化　など

○学校適正配置推進事業　1,407
・適正配置の推進、
　統合校の施設整備　など

○義務教育施設
　　　防災関連対策の推進　317
・窓アルミサッシ化
・消防設備等改修　など

信頼される市立病院の運営と
　　　　地域保健医療環境の充実
○井田病院の再編整備　3,143

拠点的な福祉施設の計画的な再編整備
○総合リハビリテーションセンターの
　　　　　　　　　　　　　　　再編整備　1,025
○福祉センターの再編整備　35

誰もが自立した地域生活を送るための支援
○在宅サービスの充実　2,377
○日中活動の場の整備と充実　1,221
○地域生活移行型施設への転換と
　　　　　　　　　　居住支援の充実　11,699
○就労の促進　129

人間都市かわさき

支え合いによる地域福祉社会づくり

総合的な子ども支援

※文中の金額の単位は、百万円です。
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〈主な取組〉

　市民の安全・安心な地域社会を確保するために、市民の関心が高い分野である防災や防犯などの施策に取り
組みます。

危機管理・防災対策、建築物耐震化の推進
○総合的危機管理体制の整備　137
 （うち新型インフルエンザ対策　127）
○災害時情報体制の整備　193
・総合防災情報システムの運用

○地域防災力の向上　133
・災害予防対策事業、総合防災訓練、防災拠点整備事業

○港の保安対策　337
・港湾保安の国際的水準維持を目的とするテロ等防止対策の
  実施

○総合的な耐震対策の推進　3,114
・特定建築物耐震対策事業
・木造住宅耐震改修助成事業
・木造住宅耐震診断士派遣事業
・宅地防災工事助成事業
・公共建築物耐震化推進事業
・市営住宅等耐震化事業
・マンション耐震診断･改修助成事業

○町内会・自治会会館耐震対策の推進　27
・町内会・自治会会館耐震診断士派遣事業
・町内会・自治会会館耐震設計・改修補助事業

○五反田川放水路の整備　775
・放流部立坑築造工事及びトンネル部築造工事

　安全・安心な都市基盤の整備と
　　　　　　　　　　　　　　　　　適切な維持管理
○バリアフリーの推進　51
・重点整備地区内における交通安全施設の整備等
　　川崎駅、新百合ヶ丘駅周辺地区　など
・バリアフリー推進構想の策定

○あんしん歩行エリアの整備　108
・事故率抑止を目標とした安全対策
・歩行者に配慮した歩道の整備　など
　　川崎区鋼管通地区ほか７地区

○道路、河川、港湾施設等の
　　　　　　　　　適切な維持管理　7,163
・道路維持補修、安全施設維持、河川維持補修事業
・川崎港海底トンネル本体の改修工事　など

○橋りょうの整備と耐震対策　1,002
○上水道・工業用水道・
　　　　　下水道施設の地震対策　6,400
・循環式地下貯水槽の設置(２基)
・下水道施設の耐震化
・水道施設の耐震化
・工業用水道施設の耐震化

○水道事業の再構築に伴う施設整備　2,908

総合的自転車対策の推進
○総合的な
　　放置自転車対策の推進　2,602
・川崎駅東口地区の放置自転車対策の推進
・自転車等駐車場の整備
・自転車等放置禁止区域の指定
　　津田山駅、産業道路駅周辺

○自転車利用環境の整備　11
・新たな料金体系の検討
・「自転車等の駐車対策に関する総合計画」の策定

地域防犯・安全対策の推進
○地域の防犯対策の推進　445
・防犯灯のＬＥＤ化及びＬＥＤ防犯灯設置

　補助の拡充
・地域防犯活動の支援及び防犯診断の実施

○路上喫煙防止対策の推進　33
・広報啓発活動の実施

この資料は、14ページ以降の「３ 平成22年度予算の主な事業」の中から「重点戦略プラン」の分類に沿って主な取組内
容を抽出したものであり、「重点戦略プラン」に位置付けられていない経常的な経費等も含まれています。また、一部再
掲している事業があります。

救急体制の強化と
　　救急医療体制の整備
○救急医療体制づくりの推進　1,157
・休日急患診療所の運営、救急医療対策
・川崎ＤＭＡＴを中心とした災害時医療救護対策事業　など

○周産期医療対策の推進　124
・総合周産期母子医療センターの運営
・産科医師分娩手当補助

○救急救命士の養成と高度な救急体制の整備　145
○救急車の適正利用の推進　1
・救急医療情報センターによるタクシー・民間
　救急車の紹介の継続実施

消防署所の整備と消防力の強化
○消防・救急無線のデジタル化　37
○消防署所の整備　512
・臨港消防署の改築

安心快適都市かわさき

安全・安心な地域生活環境の整備

　平成22年度予算では、市民生活の安定を確保するために必要な行政サービスを着実に推進する
とともに、「川崎の再生」から「新たな飛躍」に向け、「人間都市かわさき」、「安心快適都市
かわさき」、「元気都市かわさき」、「安定持続都市かわさき」、「オンリーワン都市かわさ
き」という５つのキーワードのもと、川崎のまちづくりを推進するため、基本構想における７つ
の基本政策に基づいて展開する施策のうち、次に掲げる施策に特に重点的・戦略的に取り組んで
いきます。

※文中の金額の単位は、百万円です。
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地球温暖化対策と
　　　　　地球環境配慮施策の推進
 ～ｶｰﾎﾞﾝ・ﾁｬﾚﾝｼﾞ川崎ｴｺ戦略（CCかわさき）～
○川崎の特徴・強みを活かした
　　　　　　　　　　　環境対策の推進　771
・メガソーラー（大規模太陽光発電所）の整備推進
・「低ＣＯ２川崎パイロットブランド」の実施
・先端産業創出支援の推進　など

○環境技術による
　　　　　　国際貢献の推進　153
・国連環境計画（ＵＮＥＰ）連携協調事業
・川崎国際環境技術展の開催
・環境総合研究所設備等設計　など

○多様な主体の協働による
　　ＣＯ２削減の取組の推進　1,613
・住宅太陽光発電設備設置補助
・電気自動車の普及促進
・地球温暖化防止活動推進センターの指定
・条例に基づく計画書制度の実施　など

　環境に配慮した持続型社会の実現に向け、川崎の持つ特徴や個性を活かしながら市民との協働による施策
に取り組みます。

魅力ある公園緑地の整備
○大規模公園緑地の整備と周辺の
　　　　　　まちづくり等に関する総合調整　8
○富士見周辺地区整備の推進　361
・富士見周辺地区整備実施計画に基づく取組 など

○等々力緑地・周辺地区整備の推進　341
・等々力緑地再編整備実施計画の策定
・四季園整備や川崎フロンターレ支援のための競技場補修　など

○生田緑地・周辺地区整備の推進　3,013
・生田緑地周遊散策路整備　など
・生田緑地ビジョンの策定及び生田緑地の効果的･効率的な
　管理運営体制の構築に向けた検討　など

○都市計画公園・緑地の見直し　2

緑地保全施策の推進
○緑地の保全　2,143
・恒久的な緑地の保全

○保全緑地の管理　37
・保全施策の図られた緑地における樹林等の保全育成
・市民との協働による保全緑地の管理

○都市農地の保全と活用　688
・遊休農地の解消と地域特産物の創出に向けた
　ハーブの栽培促進

○農ある風景の保全　6
・農ある風景の保全と多摩・三浦丘陵広域連携の実施

　緑豊かな環境の創出に向け、市民・事業者との協働により緑の保全・
創出・育成に取り組みます。

協働による身近な緑環境整備
○公園緑地の維持管理　2,157
○街路樹等の維持管理　326
○地域緑化の推進　11
・新たな緑化施策の実施に向けた調査･検討

○緑化推進重点地区の整備及び推進　12
・２地区の計画策定
・溝口駅周辺地区の計画的かつ重点的な緑化整備の推進

臨海部における緑の環境整備
○臨海部緑の環境整備　11
・臨海部における効果的な緑化の促進に向けた検討
・街路樹等の環境改善整備

○魅力ある港湾緑地に向けた取組　191
・臨海部緑地の維持管理

ごみ減量化と分別・リサイクルの推進
○生ごみ等のリサイクルの推進　20
・「かわさき生ごみリサイクルプラン」に基づく
　具体的施策の実施

○分別収集の拡充　561
・ミックスペーパー分別収集の全市拡大
・その他プラスチック製容器包装モデル収集の実施

廃棄物処理・リサイクル施設の整備
○廃棄物処理施設の基幹的整備　1,751
○ミックスペーパー・その他プラスチック
　　　　　　　資源化処理施設の整備　1,433
○仮称リサイクルパークあさおの整備　6,038

元気都市かわさき

環境配慮・循環型の地域社会づくり

憩いとうるおいの環境づくり

※文中の金額の単位は、百万円です。
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　川崎の産業活力を高めるために、競争力強化に向けた産業イノベーションを促進す
るとともに、立地・活動環境を向上させることによって企業立地を誘導する戦略的な
取組を進め、さらに今後大きな市場拡大が見込まれる新産業分野の創業促進、育成に
取り組みます。

国際的視点に基づく産業振興
○アジア起業家村構想の推進　41
・アジア諸国の企業や起業家の誘致
・上海浦東新区との循環経済協力事業の実施

環境・福祉・健康・医療分野
　　　　　　　　　における産業の振興
○環境調和型産業の振興　2
○国際的視点に基づく
　　環境産業施策の推進　46
・川崎国際環境技術展の開催
・環境技術の海外への移転支援　など

○かわさき基準（ＫＩＳ)に基づく
　　　　　　福祉産業の振興　52
・かわさき発福祉製品の開発支援など

○ライフサイエンス等の推進　12

都市拠点・ネットワークの整備と川崎臨海部の再生

　首都圏全体における拠点機能や基盤形成の動きを踏まえながら、本市の地理的優位性を活かし
た「広域調和・地域連携型まちづくり」を推進します。

臨海部における戦略的な土地利用の促進と
神奈川口構想の推進
○臨海部の戦略的な土地利用誘導　15
・土地利用誘導ガイドラインに基づく
　戦略的マネジメントの推進
・川崎臨海部の地域ブランドの確立に向けた
　企業誘致等ＰＲ活動の実施

○川崎殿町･大師河原地域の拠点整備　123
・産業道路駅前のバスターミナル整備促進

○殿町３丁目地区中核施設の整備　2,350
・中核施設用地の取得（1.3ha）
・中核施設整備に向けた民間活力導入の推進

○羽田連絡道路の整備促進　17
○羽田空港再拡張事業貸付金　1,243
○浜川崎駅周辺地域の拠点整備　1

広域交通体系の整備と交通ネットワークの形成
○京急大師線連続立体交差の推進　2,681
・東門前駅から小島新田駅間の整備

○ＪＲ南武線連続立体交差の推進　15
・尻手駅から武蔵小杉駅間の基礎調査･検討

○ＪＲ南武線駅アクセスの向上　18
○幹線道路網の整備　6,025
○川崎縦貫道路の整備　575
・首都高速道路事業出資金等

○都市計画道路網のあり方検討調査　3
○総合都市交通体系調査　25
○川崎縦貫鉄道の推進　15

科学技術を活かした新産業分野の創出・振興
○知的財産戦略の推進　29
・知的財産戦略推進プログラムの実施
・研究者・技術者の交流の場の提供

○科学技術を活かした研究開発機能の強化　2
○新川崎･創造のもり第３期計画推進事業　80
・ナノ・マイクロ工学分野の産学連携活動の支援
・第３期事業用地の基本計画等の策定、
　ライフライン整備

○産学共同研究開発プロジェクト助成　20

都市拠点の整備
○川崎駅周辺地区の整備　4,660
・北口自由通路の都市計画決定等に向けた検討
・東口駅前広場の再編整備　など

○新川崎･鹿島田駅周辺地区の整備　1,731
・新川崎地区の基盤整備
・鹿島田駅西地区再開発事業

○小杉駅周辺地区の整備　4,940
・小杉駅周辺地区再開発等事業
・ＪＲ横須賀線武蔵小杉駅連絡通路等の設置
・エリアマネジメント推進事業　など

　○港湾物流拠点の強化　23
　・物流高度化にふさわしい企業の誘致

　・東扇島総合物流拠点の形成

　○京浜港広域連携の推進　20
　○千鳥町の再整備　26
　○港湾施設維持管理計画の策定　15

川崎の特徴を活かした産業の活性化
○産業競争力の強化と立地活動環境の向上　17
・国際環境特別区構想によるエココンビナートの推進

○起業・創業の環境整備　27
・起業・創業に関する各種支援の実施
・コンテンツ産業振興ビジョン実現に向けた事業の実施

○戦略的な産業活動拠点の形成　491
・新川崎Ａ地区への企業誘致の推進

○先端産業創出支援の推進　154
○地域商業の振興　37
・商業振興ビジョンに基づく施策の推進

○都市農業の振興　127
○工業用水道事業の再構築　1,042

○溝口駅南口広場の整備　597
○宮前平･鷺沼駅周辺地区の整備　3
○登戸･向ヶ丘遊園駅周辺地区の整備　2,477
○新百合ヶ丘駅周辺地区の整備　245

川崎の活力を生み出す産業イノベーション

※文中の金額の単位は、百万円です。
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安定持続都市かわさき

中小企業等の活力向上
○中小企業融資制度の充実　32,970
・市内中小企業への融資枠の拡充
・信用保証料補助の拡充

○中小企業の経営支援等の充実　26
・コーディネート支援・出張キャラバン隊の経営支援の
　充実
・緊急コンサルティングの充実
・商業集積エリアの課題解決、商業者等による先進的な
　取組等の支援
・中小建設業者への支援の拡充
・ものづくり中小企業への販路開拓支援

　平成20年10月に「川崎市緊急経済対策本部」を設置し、国の経済対策との整合を図り、産業界などとも連
携しながら、市内経済の安定化を図っています。引き続き「緊急経済対策」に取り組みます。

公共事業の早期発注・
　　　　　　　　　　地域配慮
○早期発注等の取組の継続
・公共事業の早期発注
　（上半期の公共工事発注率80％を目指す）
・市内中小企業優先発注の配慮
・公的債務支払の早期化
・入札・契約制度の見直し　など

○工事費の確保　52,579
 　（他の項目での計上分を含む工事請負費の総額は52,863）
・工事費総額及び市内中小企業の受注に配慮した
　補修工事費の確保

市民生活の安全安心のための対策
○消費生活相談窓口の機能強化　94
・消費生活相談体制の充実・強化
・消費者行政活性化基金を活用した相談窓口等の機能強化

○就業支援の充実　34
・就業マッチング事業の強化
・総合相談窓口の開設
　　無料職業紹介と緊急雇用・労働相談窓口を一体とした
　　「総合相談窓口」を開設し、雇用環境の改善を目指す。

○国の経済対策等と連携した取組　4,273
・子育て・介護・高齢者・離職者　など

○地球環境保全基金　（地域グリーン
　　ニューディール基金）を活用した取組
　　～カーボン・チャレンジ川崎エコ戦略
　　　　　　　　　　　　　　（ＣＣかわさき）～　773
・こども文化センターでの地中熱を利用した空調設備の整備
・防犯灯のＬＥＤ化の推進
・特別養護老人ホームの環境対応への支援
・商店街街路灯のＬＥＤ化への支援

　　平成22年度予算による対応　総額　約915億円
　　　○中小企業等の活力向上　　　　　　　　　約330億円
　　　○公共事業の早期発注及び地域配慮　　　　約526億円
　　　○市民生活の安全安心のための対策　　　　約 52億円
　　　　（うち、緊急雇用対策　　　　　　　　約 8億円）
　　　○地球環境保全基金を活用した取組　　　　約  8億円

　　　　～カーボンチャレンジ川崎エコ戦略（ＣＣかわさき）～
※端数処理の関係で、億円単位の各項目の合計と総額は一致しません。

緊急雇用対策
○雇用機会の創出　637
・ふるさと雇用再生事業、緊急雇用創出事業、
　重点分野雇用創出事業による雇用創出　308名

○住宅あっせん等の充実　145
・義務教育終了前の児童と同居している離職者世帯に
　対し、最低家賃の半額の家賃で、市営住宅を提供
・離職を余儀なくされ、住居を喪失又はそのおそれの
　ある人に対する住宅手当等の支援

※地域活性化・きめ細かな臨時交付金
　　　　　　　(国の「緊急経済対策」)の活用
　危険な橋梁の補修、都市部の緑化などきめ細かな事業
を実施し、地域の活性化を図る。(平成21年度補正予算)

緊急経済対策

　社会経済状況の変化を機敏に捉え、的確に対応しながら、中小
企業支援や商業・農業の振興を中心とした産業振興及び雇用の確
保に取り組みます。

産業振興及び雇用の確保

○地域商業の振興　37
・商業振興ビジョンに基づく施策の推進

○都市農業の振興　127
・地産池消の推進

○かわさき基準(ＫＩＳ)に基づく
　　　　　　　　福祉産業の振興　52
・新しい人材育成による、福祉産業振興と雇用の創出

○臨海部の戦略的な土地利用誘導　15
・川崎臨海部の地域ブランドの確立に向けた
　企業誘致等ＰＲ活動の実施と就業の場の確保

※文中の金額の単位は、百万円です。
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川崎の魅力を育て発信する取組

　川崎が持つ特徴や長所、地域資源などを有効に活かしながら、市民がい
つまでも愛着と誇りが持てるまちづくりと、本市のイメージアップを図る
施策に総合的に取り組みます。

音楽のまち・かわさきの推進
○音楽のまちづくり推進事業　74
・「音楽のまちづくり」を民間活力を活用して推進

○国際音楽文化交流事業　7
・姉妹･友好都市等との音楽による文化交流事業を実施

○地域とふれあう音楽振興事業　2
・身近に音楽を楽しめる環境をつくり音楽文化の裾野を
　拡大
○ミューザ川崎シンフォニーホールの運営　801

地域の魅力発信・活性化と
　　　　　連携した文化芸術振興
○アートセンター事業　172
○しんゆり･芸術のまちの推進　61
・新百合ヶ丘駅周辺地区を中心とした芸術を
　通した魅力と活力あるまちづくりの推進

○仮称藤子･F･不二雄ミュージアム整備　223
○青少年科学館の改築整備　785
○「映像のまち･かわさき」の推進　15

多摩川プランに基づく重点施策の推進
○多摩川プランの推進　320
・丸子橋・二子橋周辺及び
　マラソンコースの整備　など
・河川敷におけるバーベキュー
　利用等のあり方の検討
・簡易水洗トイレの設置
・サインの整備
・二ヶ領せせらぎ館ほかの管理運営等
・かわさき多摩川博２０１０の開催
・渡し場復活イベント等の実施
・多摩川の魚類に関する市民啓発事業

区行政改革の総合的な推進
○区民会議の運営　36
○協働推進事業　387
○区の課題解決に向けた取組　1,437
○区役所、支所・出張所等の
　　窓口サービス機能再編の推進　23
○区役所快適化リフォーム事業　23
・窓口や待合スペースを中心に
　フロア全体の総合的見直し

・分かりやすく快適な利用環境整備

○区役所等庁舎整備事業　211

シティセールスの推進と観光振興
○シティセールス推進事業　54
・市民や事業者との連携による都市の魅力づくり
・積極的な魅力情報発信によるイメージアップの推進

○観光の振興　148
・産業観光などの観光振興プランに基づく施策の推進

ホームタウンスポーツの振興
○Ｊリーグクラブ連携魅力づくり事業　24
・川崎フロンターレと連携した魅力づくりの推進

○アメリカンフットボールを活用した
　　　　　まちづくりの推進事業　13
・アメリカンフットボールを活用した
　地域活性化や青少年の健全育成などの推進

○スーパー陸上競技大会の開催　42
○全日本社会人トランポリン競技
　　　　　　　選手権大会の開催　4
○日本陸上競技選手権大会
　　　　　　（混成競技）の開催　1
○港湾振興会館を活用した

　　ビーチバレー大会の開催等　39

地域コミュニティ施策の推進
○地域コミュニティ施策の推進　1

○住民組織の活性化　28
○商店街との連携による地域活性化の推進　2

協働のまちづくりの推進
○市民活動の支援　149
○大学連携推進事業　1
・大学と地域の多様な連携の促進

市民自治の拡充
○都市政策研究事業　13
○住民投票制度の運営　2

　自治基本条例の基本理念
に基づき市民自治の拡充を
推進するとともに、参加と
協働によるまちづくりや地
域の課題解決のための中心
的役割を果たす区役所の機
能を高める取組を進めま
す。

オンリーワン都市かわさき

市民自治と区役所機能の拡充

　○区における市民館、
　　スポーツセンター等の管理運営　1,648
　○区における道路、公園の維持管理　6,274
　　・道路公園センターの設置

二ヶ領用水竣工４００年記念事業の推進
○二ヶ領用水総合基本計画の改定に向けた調査　2
○二ヶ領用水（宿河原線）遊歩道の改修　15
○二ヶ領用水を活かしたまちづくり推進事業　16
○各区における
　　　二ヶ領用水竣工４００年記念関連事業　9

※文中の金額の単位は、百万円です。
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