
単位：千円

21年度 20年度 増　減

子育てを地域社会全体で支える

＜安心して子育てできる環境づくり＞

地域子育て支援体制の確立 [市民・こども局] 194,450 163,734 30,716

○ 地域子育て支援センターの拡充
27カ所→37カ所

・ ふれあい子育てサポ－ト事業　３カ所
・ 産後家庭支援ヘルパー派遣事業への助成　など

多様な保育の充実 [市民・こども局] 14,033,865 12,639,871 1,393,994

・ 認可保育所の整備
○ 民間保育所整備事業

中原区内保育所（木月祇園町地内）

中原区内保育所（宮内２丁目地内）

小規模認可保育所

○ 民間認定こども園整備事業

　定員120人（保育所分）　21年度完成予定
○ 公立保育所民営化整備事業

・ 民間保育所の運営
○ 民間認可保育所の拡充

57カ所→72カ所

○ 民間認可保育所延長保育事業の拡充
49カ所→61カ所

○ 民間認可保育所一時保育事業の拡充
19カ所→24カ所

保育緊急５か年計画の推進
   保育受入枠の拡充（単年度）　1,023人

   定員100人　21年度完成予定

   定員120人　21年度完成予定

   定員30人 ３ヵ所　21年度完成予定

＜　人　を　育　て　心　を　育　む　ま　ち　づ　く　り　＞

事　業　名　（概　要）

　地域で人を育て、人が地域を育てるという新たな価値観により、子どもから大人に至るまでの、教わ
る、教える、育ち、育てるといった取組を、地域と行政との協働と相互信頼に基づきながら総合的に展
開することにより、未来を担う子どもたちがたくましく生きる力を身につけ、すこやかに成長する姿を市
民が実感できるような地域社会をつくります。
　また、市民が生涯を通じていきいきと学び、活動することを支援し、多様な市民の経験や能力が地域
の中で活かされるような環境づくりを進めるとともに、人権が尊重され、誰もが共に生きていける社会の
構築を進めていきます。

　 地域子育て支援センターの拡充や産後家庭支援ヘルパー派
遣事業への助成等により、地域子育て支援体制の確立を図る。

中原区内認定こども園（新城地区）

   日進町地内、京町３丁目地内、戸手本町２丁目地内、
元住吉駅周辺、武蔵中原駅周辺、二子５丁目地内、新
川崎駅周辺、武蔵小杉駅周辺、新丸子駅周辺（計画外）
の開設
   公立保育所民営化（南平間、宮前平、白鳥）
   小規模認可保育所の開設

　 保育需要が増大・多様化する中で、効率的で効果的
な運営ができるよう、建替による新設や指定管理者制度
の手法を導入して、民営化を推進する。
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単位：千円

21年度 20年度 増　減事　業　名　（概　要）

民間認可保育所休日保育事業　　５カ所
・ 認可外保育施設の援護等

○ 家庭保育福祉員の受入枠の拡大
43人/月→53人/月

○ かわさき保育室事業
整備費補助金　３カ所
援護費　２カ所→５カ所

○ 商店街活用型保育施設事業
整備費補助金　１カ所
援護費　１カ所→３カ所

◎ 企業内保育施設運営事業　１カ所

◎ マンション内保育施設運営事業　２カ所

○ 公立保育所の調理業務民間委託化
25カ所→29カ所

児童手当の支給 [市民・こども局] 8,982,783 8,645,279 337,504

小児医療費の助成 [市民・こども局] 2,784,688 2,590,122 194,566

小児特定疾患医療費等の助成 [市民・こども局] 478,441 452,422 26,019

○ 特定不妊治療費の助成 [市民・こども局] 93,769 69,373 24,396

○ 妊婦健康診査費の助成 [市民・こども局] 1,632,670 366,557 1,266,113

○ 母子訪問指導事業の推進 [市民・こども局] 37,174 28,226 8,948

○ 私立幼稚園園児保育料等補助事業 [市民・こども局] 1,834,657 1,584,050 250,607

＜子どもがすこやかに育つ環境づくり＞

児童健全育成事業の推進 [市民・こども局] 3,372,852 3,388,369 △ 15,517

・

・ 子育て支援・わくわくプラザ事業の実施（114カ所）

こども文化センターの運営（58カ所）及びわくわくプラザ事業の
実施（114カ所）

   母体及び胎児の健康を確保し、安全かつ安心して出産を迎え
るために重要な妊婦健康診査について、健診費用の公費負担の
充実を図る。　（助成回数　５回→14回）

　乳児家庭全戸訪問により母子の健康と育児状況を確認するとと
もに、地域の子育て情報等を提供し、孤立化・児童虐待の未然防
止を図る。

　 不妊専門相談センターを設置し、不妊に悩む夫婦への支援体
制の充実を図る。

　 従業員専用の保育施設を設置・運営する民間事業者
に対して運営費を一部助成することにより設置を促進し、
多様な保育環境の充実を図る。

　 居住者専用の保育施設を設置・運営するマンション管
理組合等に対して運営費を一部助成することにより設置
を促進し、多様な保育環境の充実を図る。

　小学校修了前の児童を養育する者に支給する。

   私立幼稚園に就園する園児の保護者を対象に、世帯の所得状
況に応じて経済的負担を軽減し、幼児教育の充実と振興を図る。
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単位：千円

21年度 20年度 増　減事　業　名　（概　要）

・ 多摩区内民間児童館（すかいきっず）運営費の助成
○ こども文化センター及びわくわくプラザ室の整備

青少年健全育成活動の推進 [市民・こども局] 16,306 15,299 1,007

＜子育てを支援する体制づくり＞

児童に関する総合的な相談・支援体制の確立 [市民・こども局] 1,268,178 187,521 1,080,657

○ 児童ファミリーグループホーム制度の拡充

○ 児童相談所・一時保護所の再編整備

○ 一時保護所運営体制の充実
○ 児童養護施設の整備に向けた取組の推進

発達障害者支援センター事業 [市民・こども局] 73,865 73,082 783

地域療育センターの整備 [市民・こども局] 138,135 225,299 △ 87,164

・ 仮称西部地域療育センターの整備
◎ 南部地域療育センターの基本構想策定

児童虐待の防止 [市民・こども局] 50,870 49,583 1,287

ひとり親家庭等の自立支援 [市民・こども局] 10,521 15,301 △ 4,780

子どもが生きる力を身につける

＜子どものすこやかな成長の保障＞

不登校対策(フレンドシップかわさき）推進事業 [教育委員会] 7,085 7,067 18

教育活動サポート事業 [教育委員会] 11,195 11,456 △ 261

   市民と行政の連携により、青少年の健やかな成長にふさわしい
環境づくりを推進する。

   発達相談支援センターを運営し、乳幼児期から成人期までの一
貫した発達障害児・者の専門的支援システムを構築する。

   急増する児童虐待の相談等に対応するため、関係機関と連携
し、児童虐待の早期発見・早期対応・発生予防など、子どもの健
やかな成長と、子育て支援の充実を図る。

 　要保護児童が、安全で落ち着いた環境において生活し、自
立に向けた成長が図られるよう地域小規模児童養護施設の設
置等制度の充実を図る。

 　仮称新中央児童相談所の整備を進めるとともに、仮称北部
児童相談所の整備に向けた基本・実施設計を行う。

   こども文化センターの床等を改修するとともに、玉川・菅生こ
ども文化センターの改築に向けた設計等を行う。また、稲田小
学校ほか５カ所のわくわくプラザ室を整備する。

   「わかる授業、個に応じた指導」の実現のため、「教育活動サ
ポーター」を配置し、子どもの学力向上に向けた学習支援や教育
相談を実施する。

   母子家庭の母に対する就業・自立支援機能の推進を図る。

   不登校の予防・解決を図るため、小・中学校連携により小学校
の児童を支援する「心のかけはし相談員」及び保護者・教職員を
支援する「生徒指導推進協力員」を配置する。
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単位：千円

21年度 20年度 増　減事　業　名　（概　要）

「読書のまち・かわさき」事業 [教育委員会] 24,623 17,807 6,816

・ 「読書のまち・かわさき」推進会議の運営
・ 学校図書館ボランティアの育成　など
○ 学校図書館コーディネーター　14人→21人

子どもの音楽活動推進事業 [教育委員会] 24,423 24,980 △ 557

・ 子どもの音楽の祭典

・ 子どものためのオーケストラ鑑賞
・ 地域に開かれた子どもの音楽活動

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 -                

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

児童生徒交通安全対策事業 [教育委員会] 18,867 17,834 1,033

○ 自動体外式除細動器整備事業 [教育委員会] 4,998 5,744 △ 746

○ 特別支援教育サポート事業 [教育委員会] 48,352 34,536 13,816

○ 通級指導教室事業 [教育委員会] 22,093 17,764 4,329

教育相談機能の充実 [教育委員会] 149,989 132,309 17,680

・ スクールカウンセラーの中学校全校配置
○ 学校巡回カウンセラーの増員　４人→７人

◎ スクールソーシャルワーカー配置事業 [教育委員会] 9,846 -                9,846

　 社会福祉等の専門的な見地から、問題を抱える児童・生徒を支
援するためのスクールソーシャルワーカーを４人配置する。

   電子メールにより児童生徒の安全に関わる情報を配信する。

   地域ぐるみで学校安全対策に取り組むため、スクールガード・
リーダーを増員し、安全で安心な学校づくりを推進する。

   通学路上の危険箇所における交通安全指導を行うとともに、防
犯上の安全性を高めるため、地域交通安全員を配置する。

   小学校全校に自動体外式除細動器（AED）を配置する。

   小学校・高等学校の巡回相談を充実し、児童・生徒及びそ
の保護者・教職員へのカウンセリング等の支援を行う。

   市内の中・高校生により結成される吹奏楽団「ヤングかわさき
ジョイフルバンド」による演奏等を行う。

   児童の登下校時等の安全対策を図るため、防犯ブザーを配付
するとともに保護者等による校内パトロールを実施する。

   通常の学級に在籍する特別な指導を必要としている児童生徒
を対象に、教育活動の一部を通級で行う通級指導教室を設置す
る。　新設工事２教室　（22年度開設）

   小・中学校に在籍する学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害
（ＡＤＨＤ）等を含む特別な教育的ニーズのある児童生徒に対し
て、適切な教育的支援を行うため、特別支援教育サポーターを配
置する。　60人→84人
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単位：千円

21年度 20年度 増　減事　業　名　（概　要）

◎ 共生・共育推進事業 [教育委員会] 14,386 -                14,386

・
・

・

○ 外国語指導助手配置事業の推進 [教育委員会] 188,520 110,433 78,087

   外国語指導助手等の配置　30人→47人

少人数指導等推進事業 [教育委員会] 111,176 125,307 △ 14,131

小学校等給食調理業務の委託化 [教育委員会] 909,714 804,877 104,837

   民間事業者への委託による効率的な給食の提供　
新規３校　計33校

○ ゆうゆう広場（適応指導教室）の新設 [教育委員会] 48,200 46,011 2,189

◎ 新学習指導要領実施に伴う環境整備 [教育委員会] 44,257 -                44,257

○ 理科支援員等配置事業 [教育委員会] 45,300 15,323 29,977

◎ 豊かな体験活動推進事業 [教育委員会] 10,500 -                10,500

＜教育環境の整備＞

小学校・中学校の整備 [教育委員会] 7,011,446 6,313,561 697,885

・ 東生田小の改築工事（外構工事） 21年度完成予定
・ 柿生中の改築工事 21年度完成予定
・ 宮内小の改築工事（着工） 22年度完成予定
・ 東高津小の改築工事（着工） 22年度完成予定
・ 新城小の大規模改修工事（外構工事等） 21年度完成予定
・ 田島中の大規模改修工事 22年度完成予定
・ 大師中の大規模改修工事（着工） 22年度完成予定
・ 西中原中の大規模改修工事（着工） 22年度完成予定
◎ 百合丘小の改築工事実施設計
・ 上作延小の改築工事実施設計
◎ 旭町小の大規模改修実施設計
◎ 大師小の大規模改修実施設計
◎ 川中島小の大規模改修実施設計
◎ 東菅小の大規模改修実施設計

　 いじめ・不登校を生まない環境づくりと早期対応に向けた取組
を推進する。

　 自然の中での長期宿泊活動等様々な体験活動を行うことによ
り、豊かな人間性、社会性及び規範意識等を育む。

　指導教材の購入や新学習指導要領の周知促進を図る。

　 不登校児童生徒を対象に学校復帰や社会復帰のための支援
を行う、ゆうゆう広場を中原区に１カ所新設する。
     22年３月完成予定

学級経営力向上のための「学級作りハンドブック」の配付

   小学校に配置する理科支援員を増員し、理科教育の充実、活
性化及び教員の理科指導力の向上を図る。  28校→114校

インターネット問題への対応

豊かな人間関係を育む「かわさき共生・共育プログラム」の開
発・検証

   小学校１年生に対し、少人数学級を実施するとともに、きめ細か
な指導を推進するため非常勤講師を配置する。
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単位：千円

21年度 20年度 増　減事　業　名　（概　要）

◎ 中高一貫教育校の整備 [教育委員会] 12,841 -                12,841

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

・ 消防設備等改修、校舎内外装、窓アルミサッシ化等

小・中学校普通教室への冷房設備の設置 [教育委員会] 3,037,256 865,888 2,171,368
（既存教室冷房化事業）

・ 21年度工事完了予定

   中学校普通教室　設置工事　　　　　　

○ 学校トイレ環境整備事業 [教育委員会] 327,840 240,000 87,840

◎ エコスクール推進事業 [教育委員会] 4,568 -                4,568

◎ 地上デジタル放送対応事業 [教育委員会] 246,672 -                246,672

○ 情報教育の推進 [教育委員会] 98,109 58,000 40,109

・
・
・

学校適正配置推進事業 [教育委員会] 762,887 1,086,946 △ 324,059

・ 統合準備委員会の開催
・ 学校統合事業

＜地域に開かれた特色ある学校づくり＞

◎ 学校支援センター事業 [教育委員会] 2,696 -                2,696

[教育委員会] 12,583 11,102 1,481

普通教室コンピュータ整備　　　　 　　　　　　 380台
校内LAN整備事業             　　　　　　　　     20校
校務用コンピュータの整備  　　　　　　　 　 1,242台

 　様々な知識、経験を有する地域住民等による学校支援のため
の体制整備として、区に学校支援センターを設置する。
　　　　２区（モデル実施）

（コミュニティ・スクール）推進事業

   学校・家庭・地域が一体となって学校運営に取り組むことで、地
域に開かれた信頼される学校づくりを推進する。　　　８校

学校運営協議会制度

　 環境負荷の低減や自然環境との共生に対応した施設づくりを
推進するため、校舎の壁面緑化を行う。

   小・中学校の老朽化しているトイレ設備を改修し、快適な学習環
境の整備を図る。

　 王禅寺中央小学校交流棟改修工事及び増築工事、桜本小
学校・東桜本小学校の統合に伴う教育環境の整備を行う。

　 市立川崎高等学校の改築に伴い、多様化するニーズに対応し
た教育内容の充実を図るため、中高一貫教育及び二部制定時制
課程を有する学校の整備にあたり、基本構想を策定する。

   小・中・特別支援学校の普通教室用及び校務用コンピュータを
順次導入し、情報教育の推進を図る。

　 23年７月の地上デジタル放送への完全移行に伴い、学校施設
においても地上デジタル放送が受信できるよう施設の改修を推進
する。

　 小学校及び聾学校普通教室　PFI手法による整備
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単位：千円

21年度 20年度 増　減事　業　名　（概　要）

区における教育体制推進事業 [教育委員会] 2,514 2,514 -                

生涯を通じて学び成長する

＜いきいきと学び、活動するための環境づくり＞

教育文化会館・市民館
シニアの社会参加支援事業 [教育委員会] 1,413 1,413          -                

宮前・麻生文化センター施設ESCO事業 [教育委員会] 5,180 128,000 △ 122,820

中原図書館再整備事業 [教育委員会] 38,400 2,700 35,700

◎ 図書館ＩＴ化推進事業 [教育委員会] 45,035 -                45,035

川崎市・那覇市小学生交流事業 [教育委員会] 941 942 △ 1

学校施設有効活用の推進 [教育委員会] 92,501 81,619 10,882

・ 学校施設有効活用事業の実施

・ 学校図書館有効活用事業の実施

○ 学校施設地域管理事業の実施

＜地域のスポーツ・レクリエーション活動の支援＞

ホームタウンスポーツ推進事業 [市民・こども局] 7,270 7,458 △ 188

Ｊリーグクラブ連携魅力づくり事業 [市民・こども局] 24,660 25,800 △ 1,140

アメリカンフットボールを活用した [市民・こども局] 15,000 15,179 △ 179

                   まちづくり推進事業

   学校施設の有効活用を一層推進し、夜間・土日等における
地域主体の管理体制を整備・推進する。

　新規18校　合計32校

   迅速かつ効率的な資料管理・活用を推進するため、　ＩＣタグを
導入する。

　 学校が抱えるさまざまな課題を、地域社会との連携を図りながら
解決するため、区における教育体制を整備する。

　 沖縄県特産の「ゴーヤー」を育てることを通して、川崎市と那覇
市の小学生が交流し、互いの自然、文化、歴史にふれあうことで、
相互理解を深める。

   地域における読書活動を支援するため、地域住民への図書
の貸出しを含めた学校図書室の有効活用を行う。

   市民活動やスポーツ・生涯学習などの拠点として利用できる
よう、校庭、体育館、プール、特別教室の有効活用を行う。

   団塊の世代を中心に、シニア世代が自らのキャリアを地域社会
の中で活かし、地域の原動力として活躍することができるよう、地
域課題などに関する学びを支援する。

   武蔵小杉駅前再開発ビル内に整備予定の図書館施設の実施
設計を行う。　21年度再開発ビル着工予定

　 冷温水発生装置交換工事等を行い、地球温暖化防止及び省
エネルギー化を図るため、ESCO事業を実施する。
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単位：千円

21年度 20年度 増　減事　業　名　（概　要）

スーパー陸上競技大会の開催 [教育委員会] 46,048 39,426 6,622

◎ 仮称全日本社会人

       トランポリン競技選手権大会の開催 [教育委員会] 5,000 -                5,000

多摩川を活用したスポーツ大会等の開催 [教育委員会] 24,503 27,503 △ 3,000

地域人材の多様な能力を活かす

＜シニア世代の豊かな経験を活かすしくみづくり＞

いきいきシニアライフ促進事業 [総合企画局] 5,000 5,000 -                

大学連携の推進 [総合企画局] 869 2,000 △ 1,131

人権を尊重し共に生きる社会をつくる

＜人権・共生施策の推進＞

子どもの権利施策の展開 [市民・こども局] 6,069 7,219 △ 1,150

   子どもの権利委員会の運営 など

外国人市民施策の推進 [市民・こども局] 9,174 9,500 △ 326

   外国人市民代表者会議の運営　など

民間シェルター支援事業 [市民・こども局] 2,000 2,000 -                

＜男女共同参画社会の形成に向けた施策の推進＞

男女平等推進行動計画事業 [市民・こども局] 1,574 772 802

男女共同参画センターの運営 [市民・こども局] 108,644 108,797 △ 153

   大学と地域の多様な連携の促進を図る。

　 スーパー陸上競技大会を等々力陸上競技場で開催するととも
に、市民への陸上競技の普及、振興事業を行う。

　 川崎国際多摩川マラソン（等々力陸上競技場発着）、多摩川リ
バーサイド駅伝及び多摩川カヌー教室を開催する。

　 全国初の社会人トランポリン大会をとどろきアリーナで開催する
とともに、トランポリン競技の普及・推進を目指す。

＜大学などを地域で活かすしくみづくりと
　　　　　　　　　　　　　　若者の社会参加への支援＞

   シニア世代が豊富な経験・知識・能力を発揮し、地域の課題を
自ら解決する地域社会を実現するための取組を進める。

   配偶者等のパートナーからの暴力による人権侵害を受けた女
性の緊急一時保護のための民間シェルターを運営する団体を支
援する。     ２カ所

   男女共同参画を推進する拠点施設として、調査研究・相談・情
報提供・学習研修等事業を実施する。

   川崎市男女平等推進行動計画に基づき、市、市民、事業者が
協働して、総合的かつ計画的に施策を推進する。
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単位：千円

21年度 20年度 増　減事　業　名　（概　要）

＜平和施策の推進＞

平和啓発事業 [市民・こども局] 4,016 3,982 34

平和館の運営 [市民・こども局] 62,703 64,540 △ 1,837

   市民の平和学習や平和交流の場として平和館を運営する。

   核兵器廃絶平和都市宣言の理念に基づき、平和啓発を推進す
る。
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