
単位：千円

21年度 20年度 増　減

川崎を支える産業を振興する

＜産業の競争力強化と活力ある産業集積の形成＞

○ 新川崎・創造のもり第３期計画推進事業           [総合企画局] 17,000 8,000 9,000

[経済労働局] 3,918,811 5,581 3,913,230
◎ 新川崎A地区市有地分譲事業

[水道局] 1,339,793 426,342 913,451

・ 工業用水道施設の耐震化
・ 事業再構築に伴う施設の整備

＜ものづくり産業の高度化・複合化＞

[経済労働局] 11,049 15,554 △ 4,505
・ 川崎PR製品開発事業
・ 新技術・新製品開発等支援事業　など

産学公ネットワークの構築と活用促進 [経済労働局] 21,000 26,000 △ 5,000

・ 産学共同研究開発プロジェクト助成事業

＜まちづくりと連動した商業の振興＞

魅力ある商業拠点の形成 [経済労働局] 19,174 20,705 △ 1,531

・ 拠点形成促進事業
・ 川崎駅周辺市街地活性化等推進事業

コミュニティの核としての地域商業の振興 [経済労働局] 39,761 30,786 8,975

◎ 商業ビジョン重点推進事業

・ 生活コア商業活性化支援事業　
・ 商店街空き店舗総合活用事業

戦略的な産業活動拠点の形成に向けた
                    新川崎Ａ地区への企業誘致

ものづくり技術を核とした
                  産業の複合化・融合化支援

   商業ビジョンに基づく重点事業( エリアプロデュース事業、地
域課題解決型コミュニティビジネス支援事業、魅力あふれる個
店創出事業）を推進する。

   給水能力の見直しにより、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。

＜　活　力　に　あ　ふ　れ　躍　動　す　る　ま　ち　づ　く　り　＞

事　業　名　（概　要）

　環境と産業が調和した持続可能な社会をめざし、首都圏における川崎の地理的優位性や我が国を
代表する先端技術産業の集積、数多くの研究開発機関の立地などを活かして、活力ある産業の創出
や臨海部の再生、さらには環境や福祉をはじめとした新産業の創造・育成など、国際競争力の強化と
国際社会への貢献に向けた取組を推進します。
　また、都市拠点や基幹的な交通網などについては、首都圏における川崎の位置付けや役割を認識
しながら、市民の行動範囲の広域化や近隣都市との機能分担を踏まえ、市域を越えて広域的な調和
を重視するとともに、地域生活圏における相互の適切な連携をめざした、広域調和・地域連携型のま
ちづくりを基本に、民間活力との連携を図りながら総合的・効果的な整備を進めていきます。

工業用水の安定供給
（工業用水道事業会計）

　 研究開発型の高度な技術力を有する製造業や研究開発機
関を誘致する。
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単位：千円

21年度 20年度 増　減事　業　名　（概　要）

＜中小企業の経営環境の整備＞

中小企業の育成 [経済労働局] 395,468 406,033 △ 10,565

・ ワンデイ・コンサルティング事業　
・ 産業振興会館管理運営事業　など

中小企業の経営安定 [経済労働局] 17,901,448 15,671,307 2,230,141

・ 間接融資事業の拡充
○ 経営安定資金

○ 創業支援資金

○ 福祉関連産業育成資金

◎ 事業再生支援資金

○ 川崎市信用保証協会等強化育成事業

販路拡大・開拓の支援 [経済労働局] 19,739 21,115 △ 1,376

・ 川崎工業ブランド推進事業
・ Webかわさき製品見本市事業　など

＜都市農業の振興＞

農業経営の基盤づくり [経済労働局] 47,369 37,209 10,160

・ 農業技術支援事業
・ 環境保全型農業推進事業

地産地消の推進 [経済労働局] 34,424 36,905 △ 2,481

・
・ 地産地消推進事業
・

農業の担い手の育成 [経済労働局] 12,304 12,550 △ 246

・ 女性農業担い手支援事業
・ 援農ボランティア育成事業　など

農業生産基盤の整備 [経済労働局] 21,326 24,669 △ 3,343

・ 大丸用水堰改修事業

・ 岡上地区農道整備事業　など

新たな産業をつくり育てる

＜新事業創出のしくみづくり＞

ベンチャー支援・創業支援 [経済労働局] 9,241 10,745 △ 1,504

・ 起業化総合支援事業

   中小企業の育成を目的に、開業、新製品開発、新分野開
拓等に必要な資金を融資する。

   高い技術力・開発力を有し事業再生の見込のある市内中
小企業に対し、事業再生を支援する融資制度を創設する。

   事業再生支援資金の創設に伴う保証料補助等を拡充する。

直売団体育成支援事業

   国の緊急保証制度と連動し、経営安定資金の拡充を継続
することで、市内中小企業の円滑な資金調達を支援する。

かわさきそだち販売促進事業　など

   農業用水を安定供給し、農地の浸水被害を防ぐため国、東
京都、神奈川県、稲城市と連携し、大丸用水堰の改修を行う。

   かわさき基準（ＫＩＳ）の理念に基づく福祉製品の開発に必
要な資金について、新たに融資対象とする。
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単位：千円

21年度 20年度 増　減事　業　名　（概　要）

インキュベーション機能の充実 [経済労働局] 6,928 5,176 1,752

・ かわさき新産業創造センター管理運営事業

＜市民生活を支援する新たな産業の育成＞

福祉・生活文化事業の振興 [経済労働局] 59,721 51,770 7,951

○ かわさき福祉産業振興ビジョン推進事業

・ 生活・文化産業育成事業

環境調和型産業の振興 [経済労働局] 73,965 38,645 35,320

○ 国際環境産業推進事業　

コミュニティビジネスの振興 [経済労働局] 2,425 2,574 △ 149

・ コミュニティビジネス振興事業

○ コンテンツ産業の振興 [経済労働局] 10,000 8,000          2,000

＜新エネルギー産業の育成＞

新エネルギー分野の事業創出・育成 [経済労働局] 1,600 3,858 △ 2,258

・ 新エネルギー産業振興事業

＜科学技術を活かした研究開発基盤の強化＞

○ 新川崎・創造のもり第３期計画推進事業 [総合企画局] 17,000 8,000 9,000

先端科学技術の振興 [経済労働局] 64,991 50,106 14,885

○ 知的財産戦略推進事業

・ ライフサイエンス等推進事業　など

就業を支援し、勤労者福祉を推進する

＜人材を活かすしくみづくり＞

産業人材の育成と活用 [経済労働局] 4,804 5,057 △ 253

・
・ 産業人材育成事業

　 川崎国際環境技術展を通じた国内外への環境技術の情報
発信、ビジネスマッチングを展開する。

   コンテンツ産業振興ビジョンを策定するとともに、対外的に情報
発信をするためフォーラムを開催する。また、ビジネス交流を目的
としたモデル事業を実施する。

   知的財産の意義や課題等の問題提起をアジア各都市に向け
て発信するアジア知的財産フォーラムを香港で開催する。

   慶大・早大・東工大・東大による４大学コンソーシアムと連携し
て、ナノ・マイクロ理工学分野の産学連携活動を支援するとともに、
先端科学技術分野の研究開発拠点としての第３期事業用地の本
格的利用等を検討する。

   かわさき発の福祉製品の創出を目指し、製品開発から普及・
促進に至るまでの一連の支援制度を創設する。

企業等退職者人材活用支援事業
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単位：千円

21年度 20年度 増　減事　業　名　（概　要）

就業の支援 [経済労働局] 28,483 15,805 12,678

・ 若年者就業支援事業

○ 求職活動支援事業

○ 就業マッチング事業

・ 雇用労働対策事業

＜勤労者施策の推進＞

勤労者の福祉の充実 [経済労働局] 360,477 354,688 5,789

・ 労働会館の管理運営事業
・ 勤労者福祉対策事業　など

川崎臨海部の機能を高める

＜臨海部の産業再生＞

国連環境計画（ＵＮＥＰ）連携協調事業 [環境局] 29,514 29,349 165

臨海部の再生に向けた産学公民連携の推進 [経済労働局] 6,640 11,692 △ 5,052

・ 臨海部産学公民連携推進事業
・ 川崎臨海部アメニティ推進事業

アジア起業家村構想の推進 [経済労働局] 42,902 48,356 △ 5,454

○ アジア起業家誘致交流促進事業

＜臨海部の都市再生＞

[総合企画局] 18,000 5,000 13,000

◎

◎

・

◎ [総合企画局] 7,000 -                7,000

浮島地区暫定土地利用推進事業 [総合企画局・港湾局] 17,218 50,359 △ 33,141

   アジア起業家村新規拠点基本計画を策定する。

　 就職や就職活動に関する悩み、不安について、専門相談員
による「若年者のキャリアカウンセリング」を実施する。

   求職活動に向けた基礎的な知識、マナーや、早期安定雇用
を実現するためのスキル、ノウハウなどを提供するセミナーを開
催する。

   無料職業紹介事業や求職者と企業をマッチングする企業合
同就職説明会「かわさきジョブフェスタ」を2回開催する。

臨海部土地利用誘導事業

臨海部土地利用誘導事業

　 臨海部の活性化を図るため、先導する拠点づくりに向けた土
地利用誘導を行う。

　 浮島１期埋立地の利用可能な用地について、暫定利用を推進
する。

   臨海部の魅力や先進的な取組等を効果的にＰＲすることにより、
地域ブランドを確立する。

殿町３丁目地区先行土地利用エリア整備事業

   殿町３丁目地区（神奈川口）先行土地利用エリアの整備推進
を図る。

　 臨海部の活性化を図るため、臨海部立地企業情報の把握と
一元的な管理、分析等を行う。

臨海部動向把握・情報管理事業

臨海部ＰＲ情報発信事業
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単位：千円

21年度 20年度 増　減事　業　名　（概　要）

都市再生総合整備事業 [まちづくり局] 17,000 10,000 7,000

○ 塩浜周辺地区

・ 南渡田周辺地区

臨海部交通アクセス円滑化調査事業 [まちづくり局] 1,000 1,000 -                

＜羽田空港再拡張・国際化に対応した基盤づくり＞

羽田空港再拡張事業貸付金 [総合企画局] 1,216,000 1,857,000 △ 641,000

羽田空港再拡張・国際化関連事業 [まちづくり局] 33,430 35,238 △ 1,808

都市再生総合整備事業 [まちづくり局] 17,000 10,000 7,000

＜広域連携による港湾物流拠点の形成＞

港湾物流拠点の推進 [港湾局] 21,998 1,873 20,125

・ 東扇島総合物流拠点の形成
◎ 京浜港広域連携の推進

千鳥町の再整備 [港湾局] 2,514 3,098 △ 584

・ 千鳥町施設配置計画に基づく再整備の推進

港湾機能施設の維持・整備 [港湾局] 445,064 876,485 △ 431,421

・ 港湾施設維持管理補修計画の検討
・ 港湾改修事業　　など

臨港道路の維持・管理 [港湾局] 830,860 665,533 165,327

◎ 臨港道路東扇島水江町線の整備

･ 川崎港海底トンネル改修　など

廃棄物埋立護岸の整備 [港湾局] 2,193,727 4,944,289 △ 2,750,562

◎ 海岸保全施設の維持整備 [港湾局] 5,500 -                5,500

　 神奈川口に相応しい中核研究施設誘致及び施設整備計画
のあり方等の検討調査を実施する。

   臨海部の交通ネットワーク基盤を整備するための基礎調査を実
施する。

   京浜三港（川崎港・東京港・横浜港）の連携により、港の国際
競争力強化等を図る。

   本市経済の活性化に寄与することが期待されることから、国の羽
田空港再拡張事業に要する経費の一部について、貸付を行う。

   大規模な高潮災害から市民の生活及び社会経済活動を守るた
め、防潮堤の老朽化対策を行う。

   神奈川口構想の一環である羽田連絡道路の整備促進を図るた
め、調査・検討及び都市計画手続に必要な業務を実施する。

   小田栄西地区のまちづくりに向けた調査を実施する。

   物流の円滑化、混雑の緩和、防災機能の強化及び環境負荷
の軽減に向け、水江町と東扇島を結ぶ新たな道路を整備する。
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単位：千円

21年度 20年度 増　減事　業　名　（概　要）

＜市民に開かれた安全で快適な臨海部の環境再生＞

魅力ある港湾緑地の形成に向けた取組 [港湾局] 241,832 233,336 8,496

◎

◎

・

港の保安対策 [港湾局] 316,434 322,292 △ 5,858

都市の拠点機能を整備する

＜民間活力を活かした魅力ある広域拠点の形成＞

アートセンター事業 [市民・こども局] 171,890 152,919 18,971

川崎駅西口地区公共施設等整備事業 [まちづくり局] 300,198 928,272 △ 628,074

川崎駅北口地区第２街区再開発等事業 [まちづくり局] 2,741 800 1,941

ＪＲ川崎駅北口自由通路等整備事業 [まちづくり局] 165,231 174,426 △ 9,195

川崎駅周辺総合整備事業 [まちづくり局] 2,671,479 898,380 1,773,099

小杉駅周辺地区整備の推進 [まちづくり局] 8,451,497 8,680,066 △ 228,569

・ 小杉駅周辺地区都市再生総合整備事業

・ 小杉駅周辺地区再開発等事業

・ 小杉駅周辺地区エリアマネジメント推進事業

・ 小杉駅周辺交通機能整備事業

新百合ヶ丘駅周辺交通環境調査事業 [まちづくり局] 28,354 18,461 9,893

・ 新百合ヶ丘駅北口改札外エレベーター設置実施設計  など

   22年３月開業予定

   道路等の整備やペデストリアンデッキ整備に向けた概略設計等
を行う。

   共同化事業の事業化に向けた支援方策の検討及び第２街区周
辺の歩行者動線の検討を行う。

   東扇島の利便の一層の向上に向け、川崎マリエン内の市有
地を活用し、コンビニエンスストアの立地を誘導する。

   臨海部におけるレクリエーションの機会を提供するため、川崎
マリエンにビーチバレーコートを整備する。

東扇島利便施設誘致事業

   東西連絡歩道橋のバリアフリー化や東口駅前広場の再編整備
等を推進する。

　 北口自由通路と北口改札を一体的に整備する方針に基づき、
工事着手に向けた詳細な施設設計を行う。

   市街地再開発事業に対し費用の一部を助成するとともに、推
進業務を行う。また、駅前広場等の基盤整備費を負担する。

   地域の課題を共有し、課題解決に向けた対応策を検討する
ため情報交換・意見集約を行う。

   小杉駅周辺地区の景観調整等の業務を行う。

東扇島東公園維持管理事業　など

港湾振興会館利用促進事業

   新百合ヶ丘駅周辺の交通環境の把握、関係機関との協議等を
ふまえ、駅周辺の交通環境の課題について対応策を検討する。

   横須賀線武蔵小杉駅設置費用の負担・助成及び交通広場
等の周辺基盤整備を進める。
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単位：千円

21年度 20年度 増　減事　業　名　（概　要）

＜個性ある利便性の高い地域生活拠点の整備＞

○ 新川崎・創造のもり第３期計画推進事業 [総合企画局] 17,000 8,000 9,000

溝口駅南口広場の整備 [建設局] 635,400 677,010 △ 41,610

鹿島田駅西地区市街地再開発事業 [まちづくり局] 1,280,570 2,391,918 △ 1,111,348

新川崎地区整備事業 [まちづくり局] 16,048,709 5,489,153 10,559,556

登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区の整備 [まちづくり局] 1,957,255 2,212,116 △ 254,861

・ 登戸地区土地区画整理事業
仮換地指定、建築物等移転、道路築造　など

◎ 二ケ領用水小泉橋架替整備事業
現況小泉橋の渡河位置及び幅員の変更の設計、整備　など

・ 向ヶ丘遊園駅連絡通路等整備事業

柿生駅周辺地区再開発等事業 [まちづくり局] 33,535 37,518 △ 3,983

・ 柿生駅東地区バス暫定広場維持管理事業　など

宮前平・鷺沼駅周辺地区まちづくり調査事業 [まちづくり局] 1,500 1,000 500

・ 鷺沼駅周辺地区まちづくり調査

基幹的な交通体系を構築する

＜広域的な交通幹線網の整備＞

川崎縦貫道路の整備 [建設局] 560,500 1,779,500 △ 1,219,000

・ 首都高速道路事業（高速道路機構）出資金　など

羽田空港アクセス改善推進事業 [まちづくり局] 19,080 17,760 1,320

羽田空港再拡張・国際化関連事業 [まちづくり局] 33,430 35,238 △ 1,808

小杉駅周辺地区整備の推進 [まちづくり局] 8,451,497 8,680,066 △ 228,569

東京都市圏総合都市交通体系調査事業 [まちづくり局] 14,213 53,481 △ 39,268

鉄道整備事業基金の積立 [まちづくり局] 418,989 404,467 14,522

   再開発事業に対し費用の一部を助成する。

   道路、公園等の設計・整備及び新川崎地区（操車場跡地）交通
広場、鹿島田跨線歩道橋、下水道の整備などを実施する。

   関係地方公共団体等と協調して京急蒲田駅の鉄道施設改良事
業費の一部を助成する。

   新規の鉄軌道系公共機関建設及び既存鉄道への新駅設置に
係る資金について積立を行う。

   交通実態調査結果の解析、課題の整理・分析等を行う。

　 溝口駅の交通結節機能の強化や利便性向上を図るため、南口
広場の整備を進める。
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単位：千円

21年度 20年度 増　減事　業　名　（概　要）

川崎縦貫高速鉄道線整備事業 [交通局] 261,250 277,605 △ 16,355

（高速鉄道事業会計）

＜市域の交通幹線網の整備＞

連続立体交差事業 [建設局] 6,779,117 4,566,095 2,213,022

・ 京浜急行大師線連続立体交差事業
   東門前駅から小島新田駅間の整備を推進する。

・ ＪＲ南武線連続立体交差事業
   尻手駅から武蔵小杉駅間の基礎調査・検討を行う。

幹線道路の整備 [建設局] 7,068,252 7,371,944 △ 303,692

・ 街路整備事業　   尻手黒川線ほか15路線
・ 国県道改良事業　国道409号ほか８路線
◎ 渋滞対策事業

道路計画調査事業 [建設局] 18,500 20,000 △ 1,500

都市計画道路網のあり方検討調査事業 [まちづくり局] 11,641 4,751 6,890

登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区の整備 [まちづくり局] 1,957,255 2,212,116 △ 254,861

   都市計画道路見直し候補路線（区間）の検討・調整を行う。

   小杉接続計画による鉄道事業許可取得に向け、国等と協議・調
整を行う。

   社会経済環境の変化等に的確に対応した道路整備の基本的な
考え方を検討する。

   市域縦方向の幹線道路である尻手黒川線等の交差点にお
いて、緊急的な渋滞対策を実施する。
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