
〈主な取組〉

２　重点的・戦略的に取り組む施策の展開

「誰もがいきいきと心豊かに暮らせる持続可能な市民都市かわさき」をめざして、
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、課題の重要性や
手法・発想の戦略性、取組の重点性などから、総合計画全体の着実な推進を先導し
ていくような施策を着実に進めてまいります。
　また、計画策定後の環境の変化にも適切に対応してまいります。

安全・安心な地域生活環境の整備

　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8百万円
○災害時情報体制の整備316百万円
・総合防災情報システムの運用等

○地域防災力の向上336百万円
・災害予防対策事業　・防災拠点整備事業
・八都県市合同防災訓練

○港の保安対策316百万円
・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1,105百万円
・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

○五反田川放水路の整備1,346百万円
・放流立坑築造工事及びトンネル工事着手

　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219百万円
・重点整備地区内における交通安全施設の整備等
　 川崎駅、武蔵小杉駅、溝口駅、新百合ヶ丘駅周辺地区など

○あんしん歩行エリアの整備138百万円
・歩行者に配慮した歩道の整備等
　 観音地区、新百合ヶ丘駅周辺地区など

○道路、河川、港湾施設等の
　　　　　　　　適切な維持管理5,755百万円
・道路維持補修、安全施設維持、河川維持補修事業
・臨港道路東扇島水江町線の整備など

○橋りょうの整備と耐震対策1,205百万円
○上水道・工業用水道・
　　　　　下水道施設の地震対策7,176百万円
・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

○水道事業の給水能力の見直し1,557百万円

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2,839百万円
・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

○自転車利用環境の整備11百万円
・新たな料金体系の検討など

地域防犯・安全対策の推進
○地域の防犯対策の推進425百万円
・地域防犯活動の支援及び防犯診断の実施など

○路上喫煙防止対策の推進28百万円
・歩行者の安全確保を図るための路上喫煙防止対策の推進

この資料は、15ページ以降の「３ 平成21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。

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1,135百万円
・川崎ＤＭＡＴによる医療救護活動を中心とし
　た災害時医療の推進など

○周産期医療対策の推進241百万円
・総合周産期母子医療センターの整備

○川崎病院新生児集中治療管理室
　　　　　　　(NICU)の運営322百万円
○救急救命士の養成など175百万円
○救急車の適正利用の推進2百万円
・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1百万円
○消防署所の整備562百万円
・幸消防署、臨港消防署改築事業
・中原消防団中原分団宮内班器具置場移転改築

　＜平成21年度予算における環境の変化への対応例＞
　○緊急経済対策の実施　８ページ参照
　○周産期救急医療体制の確立へ向けた川崎病院における新生児集中治療管理室の運営322百万円
　○私立幼稚園園児保育料等補助の拡充1,835百万円
　○小学校高学年における外国語活動の実施に向けた外国語指導助手の拡充189百万円   など
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〈主な取組〉

〈主な取組〉

支え合いによる地域福祉社会づくり

　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1,546百万円
○健康自己管理への支援3,214百万円
・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41百万円
・保健指導など健康づくり･生活習慣病予防の推進

○食育の推進6百万円

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5百万円

高齢者の多様な居住環境整備
○介護サービスの基盤整備1,212百万円
・特別養護老人ホーム等運営費貸付金制度の充実

○特別養護老人ホームの整備1,649百万円
・21年度開所予定 1カ所 120床（麻生区王禅寺地区）
・22年度開所予定 4カ所 329床

○介護老人保健施設の整備248百万円
・21年度開所予定 1カ所 150床（宮前区水沢地区）
・22年度開所予定 1カ所 120床

○地域密着型サービスの推進257百万円
・小規模多機能型居宅介護9カ所など

総合的な子ども支援

　「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14,034百万円
・保育緊急５か年計画の推進
・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194百万円
・地域子育て支援センター事業など

○児童健全育成事業の推進3,373百万円
・こども文化センターの運営及びわくわく
　プラザ事業の実施など

○妊婦健康診査費の充実1,633百万円
○私立幼稚園園児保育料等
　　　　　　補助の拡充1,835百万円

教育改革の推進
○特別支援教育の推進事業70百万円
・特別支援教育サポーターの拡充、通級指導教室の拡充

○「読書のまち・かわさき」の推進25百万円
・学校図書館コーディネーターの拡充など

○児童生徒指導・相談業務167百万円
・学校巡回カウンセラーの拡充、スクールソーシャル
　ワーカーの配置など

○少人数指導等推進事業111百万円
○適応指導教室新設事業48百万円
・ゆうゆう広場の整備（中原区1カ所）

○学校の安全対策の推進63百万円
○外国語指導助手(ALT等)の拡充189百万円

地域に開かれた学校づくり
○学校施設有効活用の推進93百万円
・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

○ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ推進事業13百万円
・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3百万円

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1,268百万円
・児童相談所の整備など

教育環境の整備
○小学校･中学校の整備10,377百万円
・東高津小学校校舎改築事業、西中原中学校
　大規模改修事業など
・既存教室の冷房化
・学校トイレの快適化

○学校適正配置推進事業763百万円
・学校統合事業など

○義務教育施設防災関連
　　　対策の推進372百万円
・窓アルミサッシ化事業など

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2,632百万円

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585百万円
○福祉センターの再編整備7百万円

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2,036百万円
○日中活動の場の整備と充実983百万円
○地域生活移行型施設への転換と
　　　　　　居住支援の充実10,734百万円
・施設支援から地域生活支援への転換

○就労の促進56百万円
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〈主な取組〉

〈主な取組〉

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529百万円
・エコタウン構想・ゼロエミッション工業団地
・「低CO2川崎ブランド」の創設など

○環境技術による国際貢献
　　　　　　　　　　の推進156百万円
・環境総合研究所基本計画の策定
・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
・環境技術情報の収集･発信など

○多様な主体の協働によるCO2削減
　　　　　　の取組の推進968百万円
・メガソーラーの推進
・電気自動車の導入促進
・レジ袋削減に向けた市民･事業者との連携
・太陽光発電設備設置補助など

環境配慮・循環型の地域社会づくり

　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。

憩いとうるおいの環境づくり

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5百万円
○富士見周辺地区整備の推進76百万円
・富士見周辺地区整備実施計画の策定など

○等々力緑地の整備153百万円
・等々力緑地再編整備基本構想･基本計画の策定
・ふるさとの森整備や川崎フロンターレ支援のための
　競技場補修など

○生田緑地の整備1,972百万円
・生田緑地周遊散策路整備など
・生田緑地プラン(素案)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3百万円

緑地保全施策の推進
○緑地の保全2,311百万円
・恒久的緑地の保全

○保全緑地の管理37百万円
・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10百万円
・農業公園拠点施設による情報発信及びグリー
　ンツーリズムの実践

○農ある風景の保全5百万円
・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2,174百万円
○街路樹等の維持管理317百万円
○地域緑化の推進3百万円
・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10百万円
・溝口駅周辺地区の計画的かつ重点的な緑化整備の推進

○リフレッシュパーク整備事業の推進63百万円
・御幸公園の整備

臨海部における緑の環境整備
○臨海部緑の環境整備5百万円
・緑と港のネットワーク形成を図るための緑の
　インフラ環境の整備と事業所の緑化誘導･促進
　に向けた調査･検討

○魅力ある港湾緑地に
　　　　　　　向けた取組242百万円

生田緑地

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22百万円
・「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267百万円
・ミックスペーパーモデル収集の実施
・廃蛍光管のモデル回収の実施

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1,387百万円
○ﾐｯｸｽﾍﾟｰﾊﾟｰ･その他ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
　　　　　資源化処理施設の整備176百万円
○仮称ﾘｻｲｸﾙﾊﾟｰｸあさおの整備2,167百万円
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〈主な取組〉

〈主な取組〉

　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。

川崎の活力を生み出す産業イノベーション

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43百万円
・アジア諸国の企業や起業家の誘致
・環境技術移転の促進支援など

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2百万円
○国際的視点に基づく
　　環境産業施策の推進47百万円
・川崎国際環境技術展の開催
・ビジネスマッチングの支援など

○かわさき基準(KIS)に基づく
　　　　福祉産業の振興56百万円
・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13百万円

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
○臨海部の戦略的ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの展開15百万円
・土地利用誘導ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに基づく戦略的ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの推進
・臨海部の魅力の効果的なPRによる地域ブランドの確立

○川崎殿町･大師河原地域の拠点整備26百万円
・中核研究施設誘致計画及び施設整備計画の策定など

○浜川崎駅周辺地域の拠点整備1百万円
○羽田連絡道路の整備促進33百万円
○羽田空港再拡張事業貸付金1,216百万円

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6,764百万円
・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15百万円
・尻手駅から武蔵小杉駅間の基礎調査･検討

○幹線道路網の整備7,087百万円
○川崎縦貫道路の整備561百万円
・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12百万円
○川崎縦貫高速鉄道線の調査設計37百万円

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46百万円
・知的財産戦略推進プログラムの実施など

○科学技術を活かした研究開発機能の強化2百万円
○新川崎･創造のもり第3期計画推進事業17百万円
・４大学コンソーシアムと連携したナノ・マイクロ理工学分野
　の研究・産学連携活動の支援
・第３期事業用地の本格的利用等の検討

○産学共同研究開発プロジェクト助成21百万円

都市拠点の整備
○川崎駅周辺地区の整備3,137百万円
・北口自由通路等の施設設計
・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
　17,329百万円
・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8,451百万円
・小杉駅周辺地区再開発等事業
・エリアマネジメント推進事業
・横須賀線武蔵小杉駅の設置など

○溝口駅南口広場の整備635百万円
○宮前平･鷺沼駅周辺地区の整備2百万円
○登戸･向ヶ丘遊園駅周辺地区の整備
　1,957百万円
○新百合ヶ丘駅周辺地区の整備28百万円

　　　　○港湾物流拠点の推進2百万円
　　　　○京浜港広域連携の推進20百万円
　　　　・京浜三港の国際競争力の強化

　　　　○千鳥町の再整備3百万円
　　　　○港湾施設維持管理補修計画
　　　　　　　　　　　の検討20百万円

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18百万円
・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29百万円
・創業の段階に応じた支援の実施
・コンテンツフォーラム開催、モデル事業展開など

○戦略的な産業活動拠点の形成3,919百万円
・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2百万円
　（債務負担行為予算額5,000百万円）
○地域商業の振興40百万円
・エリアプロデュース事業等の推進

○都市農業の振興115百万円
○工業用水道事業の給水能力の見直し991百万円

-13-



〈主な取組〉

〈主な取組〉

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74百万円
・「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7百万円
・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2百万円
・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

○ﾐｭｰｻﾞ川崎ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙの運営820百万円
○川崎ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ開館５周年
　　　　　　　　　　記念事業14百万円

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172百万円
○しんゆり･芸術のまちの推進47百万円
・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
　事業52百万円
○青少年科学館の整備91百万円
○「映像のまち･かわさき」の推進15百万円
・映像関連等の関係者による「映像のまち･かわさ
　き」推進フォーラムを核とした情報発信等
・新たな都市の魅力創造、地域経済活性化等の取組
　の推進
・映像コンテンツビジネスネットワーク化の推進

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267百万円
・二子橋周辺エリア及び等々力･丸子橋地区周辺
　エリアやマラソンコース等の整備
・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２００９の開催
・渡し場復活イベント等の実施
・鮎の市民参加型調査等の実施
・多摩川環境学習テキストの活用調査

市民自治と区役所機能の拡充

区行政改革の総合的な推進
○区民会議の運営41百万円
○仮称道路公園事務所･

　　仮称都市基盤整備事務所の整備129百万円
○協働推進事業387百万円

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56百万円
・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149百万円
・産業観光及び観光振興プランに基づく観光振興
　施策の推進

ホームタウンスポーツの振興
○Jﾘｰｸﾞｸﾗﾌﾞ連携魅力づくり事業25百万円
・川崎フロンターレと連携した魅力づくりの推進

○ｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙを活用した
　　　　　まちづくりの推進事業15百万円
・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

○ｽｰﾊﾟｰ陸上競技大会の開催46百万円

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1百万円
・地域の各団体等が連携した都市型のコミュニティ
　づくりの推進

○地域振興事業28百万円
○商店街との連携による
                地域活性化の推進3百万円

協働のまちづくりの推進
○市民活動の支援197百万円
○大学連携推進事業1百万円
・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21百万円
○住民投票制度の運営8百万円

　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。

　○区の課題解決に向けた取組674百万円
　○区役所、支所･出張所等の窓口サービス
　　　　　機能の充実と機能再編41百万円
　○区役所等庁舎整備事業96百万円
　○区役所のトイレ快適化30百万円

-14-


