
◎は新規事業、○は拡充事業、

事業費が斜体のものは再掲

単位：千円

21年度 20年度 増　減

暮らしの安全を守る

＜身近な安全の確保＞

交通安全対策の推進 [市民・こども局] 113,796 87,448 26,348

・ 交通安全市民総ぐるみ運動の推進　など

路上喫煙防止対策の推進 [市民・こども局] 27,748 31,706 △ 3,958

・ 重点区域における広報啓発活動　など

地域の防犯対策の推進 [市民・こども局] 424,814 401,609 23,205

・ 防犯灯設置費・維持管理費の補助
・ 地域防犯活動の支援及び防犯診断の実施

消費者の自立の支援 [経済労働局] 71,687 67,082 4,605

・ 消費者自立支援推進事業
・ 消費者啓発育成事業

○ 消費生活相談情報提供事業

[建設局] 213,750 53,880 159,870

バリアフリー計画策定事業 [まちづくり局] 5,400 10,000 △ 4,600

民営鉄道駅舎エレベーター等設置事業 [まちづくり局] 133,328 116,662 16,666

民営ノンステップバス導入促進事業 [まちづくり局] 14,373 13,244 1,129

小学校児童安全対策事業 [教育委員会] 5,827 5,132 695

児童生徒安全情報配信事業 [教育委員会] 8,190 8,190 -                

   消費者トラブルの未然防止を目的に啓発活動を拡充する。

バリアフリー重点整備地区における
　　　　　　　　　　　　交通安全施設整備の推進

   消費相談の電話受付時間を一部延長し、相談者の利便性
の向上を図る。

事　業　名　（概　要）

＜　安　全　で　快　適　に　暮　ら　す　ま　ち　づ　く　り　＞

　市民の日々の生活は、個人の生命や財産などの安全が保障されることを基礎として成り立っていま
す。近年こうした安全が脅かされるような出来事が増加していることから、市民の身近な暮らしの安全を
確保するとともに、防災体制を強化し、災害に強いまちづくりを推進します。
　また、都市の成熟化や少子高齢化によって、市民の価値観や地域を取り巻く環境に変化が生じてお
り、より快適で暮らしやすい地域環境の創造をめざし、市民協働による地域課題の解決や、日常生活
での利便性向上に向けた取組により、市民がいつまでも地域に住み続けたいと思えるような環境づくり
を進めていきます。

午後４時まで（週５日）→午後７時まで（うち週１日）

３　平 成 ２１ 年 度 予 算 の 主 な 事 業
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単位：千円

21年度 20年度 増　減事　業　名　（概　要）

○学校安全対策推進事業 [教育委員会] 25,128 23,528 1,600

○ [交通局] 1,093,803 996,933 96,870

＜救急体制の強化＞

救急医療体制づくりの推進 [健康福祉局] 1,135,018 1,136,503 △ 1,485

・ 救急医療対策事業
・ 休日急患診療所等運営事業
・ 救急医療情報システム事業
・ 災害時医療救護対策事業

○ 川崎ＤＭＡＴ編成事業

周産期医療対策事業 [健康福祉局] 240,507 30,633 209,874

・ 新生児集中治療管理室補助

◎ 総合周産期母子医療センターの整備

◎ [病院局] 322,122 -                322,122

救急需要対策と高度な救急体制の整備 [消防局] 176,938 146,094 30,844

・ 救急救命士養成事業

・ メディカルコントロール活動事業

・ 救急車両等購入事業
・ コールセンター事務委託事業

＜良好な生活衛生環境の確保＞

○新型インフルエンザ対策の推進 [健康福祉局] 41,533 16,073 25,460

予防接種事業の推進 [健康福祉局] 954,985 903,831 51,154

 　感染の恐れがある疾病の発生及びまん延の予防を図る。

○麻しん（はしか）対策の推進 [健康福祉局] 559,116 443,250 115,866

　平成22年度から24年度までの間に13歳及び18歳の定期予防接
種対象年齢となる者に対し、早期に２回目接種の機会を設け、感
染予防を図る。

ノンステップバスの市バスへの導入

   川崎ＤＭＡＴ(災害医療派遣チーム）指定病院に対する医
療用資器材等の整備を行い、災害時医療体制の強化を図
る。   指定病院　１病院→２病院

　 総合周産期母子医療センター整備事業に対し補助を行い、
周産期医療体制を整備する。

　 新型インフルエンザの発生に対応するため、国内発生後に設
置する発熱外来の運営用資器材の配備を推進する。

川崎病院新生児集中治療管理室（ＮＩＣＵ）
の運営（病院事業会計）

   救命率向上のため、全救急隊に常時救命士が乗車できる体
制を整備する。　　　養成人数　５人 （21年度末　131人）

   高度救命処置範囲拡大（気管挿管・薬剤投与）に対応した
救急隊員の研修、教育等を実施し、救命率の向上を図る。

　 新生児集中治療管理室（ＮＩＣＵ）の運営に対し補助を行
い、救命医療体制の確保を図る。

（自動車運送事業会計）

   救急車の適正利用を促進するため、救急医療情報センター
により、タクシー・民間救急車の紹介業務を行う。
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単位：千円

21年度 20年度 増　減事　業　名　（概　要）

食品衛生など安全な生活の確保 [健康福祉局] 4,500 -                4,500

◎ 衛生研究所再編整備事業

災害や危機に備える

＜危機事象への的確な対応＞

総合的危機管理体制の整備 [総務局] 8,097 13,065 △ 4,968

港の保安対策 [港湾局] 316,434 322,292 △ 5,858

生物化学テロへの備え [消防局] 651 672 △ 21

　生物化学テロ対策用品を整備する。

＜防災対策の推進＞

災害時情報体制の整備 [総務局] 315,785 546,420 △ 230,635

・ 総合防災情報システム整備事業

・ 防災行政無線設備整備事業

地域防災力の向上 [総務局] 335,721 187,142 148,579

○ 災害予防対策事業

○ 総合防災訓練事業

・ 防災拠点整備事業

[健康福祉局] 3,652 10,212 △ 6,560

耐震対策等橋りょう整備事業 [建設局] 836,200 1,320,200 △ 484,000

総合的な耐震対策の推進 [まちづくり局] 1,105,166 1,297,608 △ 192,442

○消防署所の適正配置 [消防局] 23,459 73,176        △ 49,717

消防署所等の整備 [消防局] 538,969 468,058 70,911

　 発災時のり災者に対する支援活動を円滑かつ迅速に実施
するため、分散備蓄を推進する。

地域でのきめ細やかな支え合いの促進
（災害時における緊急対応）

　 複雑多様化する健康危機事象から市民を守るため、衛生研
究所の施設機能の充実・強化を図り、科学的・技術的拠点であ
る仮称健康安全研究センターとして再編整備を推進する。

　 防災行政無線の役割を見直し、総合防災情報システムとの
一体的な整備を行う。

　 総合防災情報システムの運用を開始するとともに、災害対策
本部室を改修し、大型映像装置を設置する。

   地震被害想定調査の結果を受け、減災に向けた地震防災
戦略を策定するとともに、発災時における迅速な初動対応や、
行政機能の保持を目的とした業務継続計画を策定する。

　 国民保護に関する講演等による市民啓発の推進と、研修・演習
による市・区及び関係機関の危機管理能力の向上を図る。

   八都県市合同防災訓練の幹事都市として、その中央会場と
なる東扇島基幹的広域防災拠点において訓練を実施する。
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単位：千円

21年度 20年度 増　減事　業　名　（概　要）

消防活動体制の整備 [消防局] 34,585 49,772 △ 15,187

義務教育施設防災関連対策の推進 [教育委員会] 371,602 530,539 △ 158,937

＜消防力の強化＞

○消防署所の適正配置 [消防局] 23,459 73,176 △ 49,717

消防署所等の整備 [消防局] 538,969 468,058 70,911

・ 幸消防署改築事業

・ 臨港消防署改築事業

消防活動体制の整備 [消防局] 34,585 49,772 △ 15,187

・ 消防・救急無線デジタル化事業

・ 聴覚・言語障害者等緊急通報システム導入事業

・

＜治水・雨水対策の推進＞

河川の整備 [建設局] 1,430,281 238,106 1,192,175

・ 平瀬川支川の改修
○ 五反田川放水路の整備

麻生川整備事業の推進 [建設局] 27,500 28,080 △ 580

河川維持補修の推進 [建設局] 336,491 278,208 58,283

[建設局] 1,154,000 335,000 819,000

身近な住環境を整える

＜良好な都市景観形成の推進＞

緑の景観づくり推進事業 [環境局] 17,535 30,158 △ 12,623

良好な街なみづくりの推進 [まちづくり局] 7,272 7,007 265

・ 都市景観形成推進事業

   旧中原消防署宮内消防出張所跡地の一部に、中原消防団中
原分団宮内班器具置場を移転改築する。

　 適切かつ効率的な河川維持補修を行う。

   放流立坑築造工事及びトンネル工事（シールド工）に着手す
る。

大師河原貯留管の整備
（下水道事業会計）

   合流改善対策、浸水対策などの機能に地震対策等の機能を付
加した多機能な大師河原貯留管の工事を実施する。

　 小型動力ポンプ付積載車　５台更新
消防団車両整備事業

　 通常の119番通報が困難な方が、携帯電話のウェブ機能に
より緊急通報できるシステムの利用促進を図る。

　 消防業務の円滑かつ迅速な運用を行うため、消防通信の基
盤である消防・救急無線のデジタル化を行う。

   庁舎の改築に向け、実施設計等を行う。また、仮設庁舎とし
て旧建設技術センターを活用する。

   庁舎改築工事　22年１月末完成予定
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単位：千円

21年度 20年度 増　減事　業　名　（概　要）

◎ 街なみ誘導助成事業

川崎の北の玄関口周辺再構築事業 [宮前区] 700 1,600 △ 900

＜暮らしやすい住宅・住環境の整備＞

組合土地区画整理事業 [まちづくり局] 5,070 500 4,570

◎ 土地区画整理事業助成金
戸手４丁目北地区

優良建築物等整備事業 [まちづくり局] 62,050 867,085 △ 805,035

アスベスト対策の推進 [まちづくり局] 7,400 7,400 -                

・ 民間建築物の吹付けアスベスト対策事業

総合的な耐震対策の推進 [まちづくり局] 1,105,166 1,297,608 △ 192,442

・ 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
◎ 宅地防災工事助成金

・ 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助成事業
・ マンション耐震改修助成事業

密集住宅市街地整備促進事業 [まちづくり局] 9,657 10,120 △ 463

急傾斜地崩壊対策事業 [まちづくり局] 87,434 77,323 10,111

[まちづくり局] 12,709 14,539 △ 1,830

公的住宅の整備 [まちづくり局] 2,533,248 2,199,891 333,357

・ 公営住宅の建設等　380戸
・ 特定優良賃貸住宅の家賃助成等　2,436戸
・ 高齢者向け優良賃貸住宅の家賃助成　167戸

　 小田２・３丁目及び幸町３丁目地区において、戸建住宅等の不
燃化、区画道路の拡幅促進等に要する費用の一部を助成する。

宅地耐震化推進事業

　 宅地の耐震性の向上を図るため、大規模盛土造成地の大地震
時における崩落の危険性等について変動予測調査を行う。

　 市北部の玄関口である東名川崎IC周辺の環境・景観の向上と
市のイメージアップを図るため、周辺の看板デザインの作成等を
実施する。

　 都市景観形成地区等において、都市景観の形成に寄与す
る取組に対し費用の一部を助成する。

   優良建築物等整備事業の施行者に対し、事業費の一部を助成
する。 ３地区

 　急傾斜地崩壊危険区域内におけるがけ崩れの災害を防止する
ため、神奈川県が実施する防災工事の費用の一部を負担する。

　 宅地の防災対策（耐震化）を促進するため、擁壁等の改修
費用の一部を助成する。

   公共施設を利用する市民の安全と安心のため、「耐震対策
実施計画」等に基づき、公共建築物の耐震化を推進する。
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単位：千円

21年度 20年度 増　減事　業　名　（概　要）

新たな住宅政策の推進のための検討・調査 [まちづくり局] 3,664 5,860 △ 2,196

・ 住宅政策基礎調査事業　など

住宅市場の育成等を重視した住情報提供 [まちづくり局] 10,871 11,238 △ 367

・ 住情報提供事業　など

良質な住宅・マンションストックの形成 [まちづくり局] 7,500 8,800 △ 1,300

・ マンション共用廊下等段差解消改修工事費用助成事業
・ 子育て等あんしんマンション設置費用助成事業
・ 住宅性能表示制度普及推進事業

＜市民の提案や自主的な活動が活きるまちづくりの推進＞

まちづくり対策事業 [まちづくり局] 12,785 12,987 △ 202

・ 建築及び開発行為に関する総合調整事業　など

[まちづくり局] 6,660 7,950 △ 1,290

・ 地区まちづくり推進事業

都市計画マスタープラン策定事業 [まちづくり局] 150 326 △ 176

・
・ まちづくり推進地域別構想の策定推進

快適な地域交通環境をつくる

＜身近な地域交通環境の整備＞

[建設局] 213,750 53,880 159,870

　川崎駅、武蔵小杉駅、溝口駅、新百合ヶ丘駅周辺地区　など

バリアフリー計画策定事業 [まちづくり局] 5,400 10,000 △ 4,600

[まちづくり局] 133,328 116,662 16,666

・ 京急川崎駅２基、尻手駅２基、平間駅２基、稲田堤駅２基
22年３月完成予定

民営ノンステップバス導入促進事業 [まちづくり局] 14,373 13,244 1,129

[まちづくり局] 555,000 500,000 55,000

○駅アクセス向上等計画調査事業 [まちづくり局] 12,000 4,850 7,150

   民営バス事業者に対して補助を行い、ノンステップバスの導入
を促進する。　13両

　　重点整備地区内に点字ブロック等交通安全施設を整備する。

バリアフリー重点整備地区における
　　　　　　　　　　　交通安全施設整備の推進

地域の自主的なまちづくりへの誘導・支援

全体構想及び７区の区別構想の計画的な進行管理・誘導

民営鉄道駅舎エレベーター等設置事業

東京急行東横線元住吉１号踏切等
　　　　　　　　　　　　　関連施設改良推進事業

 　バリアフリー化を推進するためのガイドラインに基づき、地区別
方針の策定に向けた調査を実施する。

　 南武線の片側改札口駅におけるアクセスの改善について、駅
周辺整備等の検討を含め、駅アクセス向上方策策定に必要な調
査を実施する。

   元住吉１号踏切等関連施設改良事業費の一部を負担する。
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単位：千円

21年度 20年度 増　減事　業　名　（概　要）

コミュニテイ交通支援事業 [まちづくり局] 24,947 15,980 8,967

公共交通移動円滑化設備整備事業 [まちづくり局] 12,218 21,744 △ 9,526

・

○ [交通局] 1,093,803 996,933 96,870

（自動車運送事業会計）

＜地域の生活基盤となる道路整備＞

交通安全施設の維持 [建設局] 288,408 288,322 86

・ 安全施設維持事業

◎ 道路付属物維持管理システム事業

あんしん歩行エリアの整備 [建設局] 138,200 167,380 △ 29,180

・ あんしん歩行エリア内における交通安全対策の実施
観音地区、新百合ヶ丘駅周辺地区　など

自転車通行環境の整備 [建設局] 8,000 8,000 -                

地域の生活基盤となる橋りょうの整備 [建設局] 369,000 1,115,599 △ 746,599

・ 江ヶ崎跨線橋架替工事
・ 橋りょうアセットマネジメント事業　など

耐震対策等橋りょう整備事業 [建設局] 836,200 1,320,200 △ 484,000

橋脚等の耐震補強工事を実施する。

＜バス輸送サービスの充実＞

[交通局] 9,532 9,352 180

（自動車運送事業会計）

・ 安全教育、研修の実施
・

[交通局] 31,479 31,113 366

（自動車運送事業会計）

・ 市バスマップの配布、接遇研修の実施
・ 運行情報提供システム「市バスナビ」の運用　など

　 歩行者と自転車が相互に安全通行できる道路環境を実現する
ため、自転車通行環境の整備を実施する。

お客様サービスの向上

　 民営バス事業者に対して補助を行い、バス運行情報提供シ
ステムの導入を促進する。　145両

民営バス運行情報提供システム導入費用の補助

事故防止対策の強化　など

輸送の安全性の向上

　 交通事故防止のため設置されている道路反射鏡や防護柵
等の道路付属物を常に良好な状態に保つため、適切な維持
補修を行う。

　道路付属物を効率的に一元管理するため、台帳のデータ
ベース化を進める。

   地域の住民協議会等による地域交通の導入に向けた取組に対
し、持続可能な本格運行に向け、運行実験等の支援を行う。

ノンステップバスの市バスへの導入
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単位：千円

21年度 20年度 増　減事　業　名　（概　要）

○ [交通局] 1,093,803 996,933 96,870

（自動車運送事業会計）

・ 44両（うち６両はハイブリッドノンステップバス）

[交通局] 25,676 25,205 471

（自動車運送事業会計）

・ 停留所上屋10カ所、照明付停留所標識20基　など

[交通局] 3,618 3,700 △ 82

（自動車運送事業会計）

・ 停留所ベンチ100脚

＜総合的自転車対策の推進＞

放置自転車対策事業 [建設局] 2,838,988 1,795,764 1,043,224

・ 自転車等駐車場の整備
○ はるひ野駅自転車等駐車場ほか駐輪場の整備

・ 自転車等保管所の整備
新小倉自転車等保管所ほか保管所の整備

○ 川崎駅東口自転車対策の推進

・ 自転車等放置禁止区域の指定
はるひ野駅周辺　など

自転車利用環境の整備 [建設局] 10,950 54,968 △ 44,018

・ 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」の地区設定

安定した供給・循環機能を提供する

＜良質な水の安定供給＞

[水道局] 5,515,555 3,873,697 1,641,858

・ 循環式地下貯水槽の設置 　２基
・ 配水管路等水道施設の耐震化
・ 事業再構築に伴う施設の整備

＜良好な下水道環境の形成＞

[建設局] 2,869,142 1,823,990 1,045,152

[建設局] 1,352,680 1,313,640 39,040

ノンステップバスの市バスへの導入

   本町１丁目地内駐車場施設及び複合施設検討調査　など

バス停留所施設の整備

   管きょ、水処理センター・ポンプ場施設の地震対策を推進する。

下水道施設の維持・修繕事業
（下水道事業会計）

   維持管理・修繕工事を計画的かつ効果的に実施し、安定した
機能確保を図るとともに施設の長寿命化を図る。

下水道施設の地震対策
（下水道事業会計）

   給水能力の見直しにより、浄水場の統廃合等による事業規
模の適正化を図るため、必要な施設整備を実施する。

安定給水の確保
（水道事業会計）

バス停留所ベンチの設置
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単位：千円

21年度 20年度 増　減事　業　名　（概　要）

[建設局] 5,541,651 6,304,133 △ 762,482

[建設局] 1,902,282 1,466,186 436,096

・ 入江崎水処理センター建設事業　など

高度処理の導入
（下水道事業会計）

下水道施設の再整備・再構築
（下水道事業会計）

   管きょ、水処理センター・ポンプ場など老朽化した下水道施設
の更新を計画的に行う。
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