
＜予 算 額＞

  １０，８２２，７０９千円  （対前年度比：＋１１．２％）

＜主な事業＞ 

  区役所等庁舎や設備の計画的・効率的な整備の推進 ２，３０３，２８７千円    

 ○幸区役所新庁舎建築工事を引き続き実施します。

（26 年度完成予定） 

○区役所の長寿命化を図るため、宮前区役所空調設備の

改修工事に着手します。（新規）

○区役所等の庁舎や設備の計画的・効率的な改修・補修 

を実施します。         

  区役所等窓口サービス機能再編に向けた取組 ２７８，６０５千円   

 ○宮前連絡所機能再編の取組として、その跡地を活用した障害者通所施設（拠点型）整備に

おける地域交流スペースの設置（26 年度設置予定）に向けた取組等を進めます。

  防犯対策の推進（拡充） ６３７，８９６千円    

 ○身近な安全の確保を図るため、地球環境に配慮したＬＥＤ防犯灯の設置促進を行います。

  ・防犯灯設置補助 3,000 灯→5,000 灯

  個人番号制度導入に向けた取組（新規） １１２，２１６千円    

○個人番号制度導入に向け、住民票の記載事項に個人番号を追加するため、既存住民基本台帳シ

ステムを改修します。 

  市内道路施設の維持管理・大規模補修 ５２４，６０８千円    

 ○市内７区の道路に対して適切な維持管理を計画的に実施することにより、道路交通の安全を

確保し、市民の快適な生活環境を維持します。

  ・武蔵溝ノ口駅前広場エレベータ改修工事の実施

  ・トンネル及び道路擁壁等の修繕工事の実施

  公園緑地・街路樹の維持管理 ６９９，６１４千円    

○市内の主要な公園及び主要路線の街路樹等に対して適切な維持管理を実施し、安全で快適な生

活環境を維持します。

・公園内トイレ清掃の充実や主要公園等の樹木剪定等

・大きく育った街路樹の専門的な健全度調査の実施等

７ 区 共 通 予 算 

幸区役所新庁舎 

区政総務費・戸籍住民基本台帳費では、区役所庁舎建築工事、道路施設等の大規

模補修、区役所の各区域にまたがる事業に関する予算を計上しています。ここでは、

それらの主な内容についてご紹介します。 

問い合わせ先：市民・こども局庶務課 200-2255 内）26101 

問い合わせ先：建設緑政局庶務課 200-2785 内）38201

※表内の図は完成予定のイメージです。 
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＜予 算 額＞        問い合わせ先：総務課 201-3121 内)61110 

  ９９２，５０２千円  （対前年度比：△４．２％）

＜主な事業＞ 

  安全・安心まちづくりの推進 １０，６３８千円    

○地域防災力の向上のため、災害時に避難所となる小・中 

学校での避難所開設・運営訓練や備品の整備のほか、新 

たに、外国人市民も参加しやすい訓練を実施するととも 

に、区本部体制の強化を図り、災害に強いまちづくりを 

推進します。（拡充） 

○自転車関係事故を減少させるため、利用者の交通ルール

の遵守とマナーの向上を目的に、「川崎区交通安全子ども

自転車大会」やスタントマンが交通事故を再現する交通

安全教室を開催するとともに、地域ぐるみで交通安全意

識の向上にむけた啓発活動を行います。

  地域福祉・健康づくりの推進 ３，５５５千円    

○地域で支え合い、人のつながりを深めることを目的に、幅広い世代が立ち寄れる場である「地

域の縁側づくり」をより一層推進するため、活動を紹介する冊子の作成や各活動団体の協働に

よる普及啓発イベントを開催します。（拡充）

○保健、福祉、医療などの区民が必要とする身近な情報を、ホームページや広報掲示板、市バス

を活用し幅広く発信します。（新規）

  総合的な子ども支援の推進 ８，８１３千円    

 ○不登校や引きこもりなど思春期における様々な課題や悩 

みを抱えている子どもに対し、居場所の提供や自立と社 

会参加への相談・支援を行うとともに、保護者会や支援 

充実などを目的とした事例検討会を開催します。

○公立保育所などを活用し、離乳食講座や絵本の読み聞か

せを実施するとともに、緑のカーテンづくりなど緑化に

関する取り組みを行い、地域住民との交流・連携を図り

ながら子育て世代への支援を行います。（新規）

  環境まちづくりの推進 ３，３６８千円    

 ○区の花「ひまわり」「ビオラ」、区の木「銀杏」「長十郎梨」の周知・浸透を図

るとともに、区のイメージアップ、地域緑化の推進、環境意識の向上につなが

る植栽キャンペーンなどの取組を行います。

 ○環境問題に関する意識の向上を図るため、地球環境問題啓発ポスターコンクー

ルなどを開催します。

    川 崎 区 

中学校での避難所開設訓練 

離乳食講座 
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  地域資源を活用した取組 ２０，３２８千円    

 ○地域団体などとの協働により、東海道川崎宿の歴史・文

化資源を活かした各種イベントを開催し、地域の回遊

性・集客性の向上につなげるとともに、新たに東海道沿

いに浮世絵のフラッグを設置するなど、川崎区のイメー

ジアップを図り、まちの賑わいを創出します。（拡充）

 ○気軽に音楽を楽しんでもらう機会を設け、区のイメージ

アップを図るとともに「音楽のまち・かわさき」を推進

します。

  地域コミュニティ活性化の推進 ９，０３１千円    

 ○地域の課題解決に向けた取組を行っている「川崎区まちづくりクラブ」への支援を通して、地

域住民の合意形成のためのワークショップ、先進事例の調査研究など、区民による自発的な地

域活動を推進します。 

 ◯町内会・自治会が地域住民へ情報の発信等に活用している掲示板の補修整備を促進し、地域コ

ミュニティの活性化を図ります。

 ○シニア世代が今まで培ってきた知識や経験を活かすとともに、様々な世代の交流を図ることを

目的に、誰もが参加できるコンサートを開催します。（新規） 

  区役所サービス向上への取組 １，２４７千円    

 ○便利で快適な区役所サービスを提供するため、窓口環境の整備や職員研修などに取り組みます。

  区の機能強化に向けた取組（新規）  ５，０００千円    

 ○市民にとって身近である区役所が新たな課題に適切かつ速やかに対応するための予算を新設し、

区の機能強化に向けた取組を推進します。

  その他地域課題への対応 ４，８７６千円    

 ○区民会議等で審議されたテーマや、区内における地域課題につい

て、市民活動団体などから企画提案を募集し、課題の解決に向け

た事業を実施します。

 ○区民会議で審議を行った様々なテーマの地域の課題解決に向けた

提言について、取組を推進します。

  道路の維持補修 ７２９，２４７千円     

◯老朽化の進行に伴う道路等の補修、清掃等を行うことにより、市民が道路等を安全で快適に利

用できるよう道路維持を行います。

  公園緑地の維持管理 １４１，６２２千円    

◯公園緑地を市民が快適に利用できるよう、樹木の剪定、トイレ清掃、施設補修等を行うととも

に、遊具等の点検を行い、安全・安心な空間の確保を推進します。

市役所庁舎内でのコンサート

カローリングで世代間交流
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＜予 算 額＞        問い合わせ先：総務課 556-6602 内）62110

  ７３０，６８２千円  （対前年度比：△２．０％）

＜主な事業＞ 

  安全・安心まちづくりの推進 １１，４７５千円    

 〇地域防災力の強化に向け、防災専門家の活用拡大を図るなど、防

災体制の充実や防災に関する意識啓発を推進します。（拡充）

・専門家の助言等による避難所開設・運営訓練の充実

・区役所及び日吉合同庁舎の災害対策拠点機能の向上

・災害対策ネットワーク協議会等による連携 など

 〇交通事故の防止に向け、新たにイベントを開催するなど、区民の

交通安全に関する意識高揚に向けた取組を推進します。（拡充）

・新川崎交通広場オープン時イベントの新規開催 

・スケアードストレート方式の交通安全教室の開催 など

 〇地域と連携しながら、防犯や防火、動物愛護などの啓発活動を

実施し、安全・安心な地域づくりを推進します。

  地域福祉・健康づくりの推進 ５，５１４千円    

 〇区民が主体的に健康づくりに取り組むための環境づくりや自助・

共助による地域の支え合いを推進します。

  ・健康づくりに関する学習会やイベント等の開催

  ・「ふれすこサポーター養成講座」の開催 など

 〇保健福祉に関する情報誌「保健福祉センターだより」を定期的

に発行し、区民の保健福祉に対する関心と理解を深めます。

  総合的な子ども支援の推進 １２，３７４千円    

 〇地域全体で子育てを支援し、安心して子育てできる地域づくり

を推進します。

・幸区こども総合支援ネットワーク会議等による連携

・「おこさまっぷさいわい」等の情報誌の発行

・イベントや講演会等の開催 など 

〇「新たな公立保育所」の機能を活用し、保育の質の向上及び地 

域に即した待機児童ゼロ対策を推進します。（拡充） 

・絵本読み語り事業の実施 

・認可外保育園ガイドブックの作成 など 

 ○要保護児童の早期支援や思春期の健全育成など、児童・生徒の

健やかな成長のための環境づくりを推進します。

幸 区 

中学生による図上訓練 
（ＤＩＧ） 

保育園での絵本 
読み語り事業 

ふれすこサポーター 
養成講座 

おこさまっぷさいわい 

スケアードストレート 

方式の交通安全教室 
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  環境まちづくりの推進 ７，６４１千円    

 ○緑あふれる地域づくりに向け、区内の緑化環境の向上と区民の

緑化に関する意識高揚に向けた取組を推進します。

・緑化活動団体の支援やボランティアの養成 

・公共花壇等の花植活動及び維持管理 など 

 〇こども向けイベントの開催やリユース食器の利用促進などを通

じて、区民の環境に関する意識高揚に向けた取組を推進します。

  地域資源を活用した取組 ７，１５６千円    

 ○最先端研究開発機関が集積する区の特性を活用し、企業等と連携

したイベントなど、子どもが科学技術に親しむ機会を提供します。

○区民の音楽への親しみや音楽グループ等の発表機会の提供を目的

に、ミューザ川崎シンフォニーホール等でコンサートを開催し

「音楽のまち・かわさき」を推進します。

  地域コミュニティ活性化の推進 １５，１９１千円    

 〇既存施設と障害者就労支援制度を活用し、幸市民館に「区民の

交流拠点」「障害者の雇用」「軽食の提供」などの多目的な喫茶

スペースを設置する取組を推進します。（新規）

 〇夢見ヶ崎公園における環境・歴史等の魅力づくりや区民の憩い

の空間づくりを推進します。

・花壇の整備、古墳出土品の展示・活用

・利用者ニーズ調査の実施 など

  区役所サービス向上への取組 ３，９２３千円    

 ○区政情報等を広く区民へ周知する「さいわい広報特別号」を発

  行するとともに、区民会議の提言に基づいた取組を推進します。

○転入世帯への行政手続きの事前説明などを通じて、区役所窓口

の利便性の向上、満足度の高いサービスの提供を推進します。

  区の機能強化に向けた取組（新規） ５，０００千円    

 ○市民にとって身近である区役所が新たな課題に適切かつ速やかに対応するための予算を新設し、

区の機能強化に向けた取組を推進します。

  道路の維持補修 ５８１，４９５千円    

 ○老朽化の進行に伴う道路等の補修、清掃等を行うことにより、市民が道路等を安全で快適に利

用できるよう道路維持を行います。

  公園緑地の維持管理 ３８，２５５千円    

 ○公園緑地を市民が快適に利用できるよう、樹木の剪定、トイレ清掃、施設補修等を行うととも

に、遊具等の点検を行い、安全・安心な空間の確保を推進します。

さいわい街かど 

コンサート 

夢見ヶ崎公園での 
花植活動 

さいわい広報特別号 

打ち水体験イベント 
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＜予 算 額＞        問い合わせ先：総務課 744-3122 内)63110 

  ７７０，３６８千円  （対前年度比：＋３．４％）

＜主な事業＞ 

  安全・安心まちづくりの推進 ７，４０２千円    

○武蔵小杉駅を含む区内７駅周辺の災害時の帰宅困難者対策 

等の基礎調査を実施し、必要な各種対策を推進していきま 

す。 

○区内の団体、企業や医療関係者等で構成される中原区防災 

連携協議会の取組を推進し、区の防災力向上を推進します。 

〇自転車と共生するまちづくり委員会と協力し、自転車利用 

のマナー啓発活動等を通じて放置自転車問題の対策に向け 

た取組を推進します。 

  地域福祉・健康づくりの推進 ２，９１４千円    

○中原区地域福祉計画に基づき、地域福祉の普及啓発と活性化のためのワークショップの開催等

により、支え合える地域づくりを推進します。 

  総合的な子ども支援の推進 １５，２９５千円    

 ○新たに区内小学校と連携しながらこども文化センターを活用 

して、昔遊びに接する機会を創出するなど、就学後の児童の 

健全育成を図ります。（拡充） 

 〇区内各所（現在７地区 16 か所）で開催する、子育てサロンへ

の支援を通じて、地域における子育て支援の実践を推進・拡

大していきます。 

 〇子育て期の親子の健康増進と仲間づくりを目的に作成した、

なかはら親子体操“ミミケロ体操”を広く区民に啓発し普及

を図ります。

  環境まちづくりの推進 ２，８８５千円    

○「中原区民環境行動指針」で示された活動の普及啓発を行うと 

ともに、地域、市民活動団体、企業及び行政が連携して、地球 

温暖化防止に繋がる区民の環境意識の向上に資する取組を推進 

します。 

中 原 区 

区子育てイメージキャラクター 

「ミミ」と「ケロ」 

なかはらエコ推進大使 

「ロジーちゃん」 

区民が参加する図上訓練（ＤＩＧ） 
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  地域資源を活用した取組 １２，６２２千円    

○区内に拠点をおく、かわさきスポーツパートナー等と協力し 

て、地域や多世代間の交流機会を創出し、地域の活性化を図 

ります。 

26 年度は、４回目となる川崎フロンターレによる親子サッカ 

ードリーム教室のほか、新たにＮＥＣレッドロケッツによる 

バレーボール教室を開催する予定です。 

〇区内中学生や高校生による中原区青少年吹奏楽コンサートや、 

区内で活動するアマチュアバンド等によるＩｎ Ｕｎｉｔｙ 

などの区民参加型イベントを通じて地域の活性化を図ります。 

  地域コミュニティ活性化の推進 ２１，９４１千円    

 ○武蔵小杉駅周辺地区の再開発の進展等を見据えながら、地

域の特性を活かしたまちづくりを進めるための方策を学識

経験者・市民・事業者を交えて検討するとともに、なかは

らメディアネットワークを活用し、中原区が持つ魅力を発

信していきます。（拡充） 

○「学び」を核にした新たな地域コミュニティの創造により 

異世代間交流の促進等を図り、地域の教育力を高め、参加 

と協働によるまちづくりを推進します。（新規） 

○地域コミュニティの場である商店街において、料理教室や物産展等の事業を実施することによ 

り、地域の活性化に向けた取組を推進します。 

〇音楽・芸術の振興及び地域の活性化を目指して、オリジナルミュージカル「なかはらミュージ 

カル」を区民の力によって作り上げ、上演します。 

  区役所サービス向上への取組 ２，３８７千円    

○「区役所サービス向上指針」に基づき、区役所を訪れる区民に対し、より質の高い区役所サー 

ビスを提供するため、職員研修の実施、窓口環境の改善を進めます。 

  区の機能強化に向けた取組（新規） ５，０００千円    

 ○市民にとって身近である区役所が新たな課題に適切かつ速やかに対応するための予算を新設し、

区の機能強化に向けた取組を推進します。 

  道路の維持補修 ４１３，０６７千円    

 ○老朽化の進行に伴う道路等の補修、清掃等を行うことにより、市民が道路等を安全で快適に利

用できるよう道路維持を行います。

  公園緑地の維持管理 ２５２，３５５千円    

○公園緑地を市民が快適に利用できるよう、樹木の剪定、トイレ清掃、施設補修等を行うととも

に、遊具等の点検を行い、安全・安心な空間の確保を推進します。 

再開発の進む武蔵小杉駅周辺 

区内小学生が参加する親子サッカー 

ドリーム教室（等々力陸上競技場）
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地域での防災活動

＜予 算 額＞        問い合わせ先：総務課 861-3120  内）64110 

  ５１０，７９２千円  （対前年度比：＋３．０％）

＜主な事業＞ 

  安全・安心まちづくりの推進 ７，９６０千円    

〇避難所用炊き出し用資機材の導入や街区公園へのかまど

ベンチの設置等を行うとともに、区民向けの各種防災啓

発事業を推進します。

 〇区民主体で安全・安心なまちづくりを進めていくため、 

区民が組織する防犯パトロール隊の活動支援と区内各所 

での広報・啓発活動を実施します。 

  地域福祉・健康づくりの推進 １，７４８千円    

 ○高齢者が住み慣れた地域で暮らせるよう地域包括支援

ネットワークを構築するため、医療と介護の連携強化

を推進します。（新規）

 〇「高津公園体操」を通じて要介護の大きな原因である

「生活習慣病」「高齢による衰弱」「骨折・転倒」の予

防を推進するとともに、地域コミュニティの活性化を

推進します。

  総合的な子ども支援の推進 ４，７４３千円    

 ○子育て中の親等が交流、学習する機会や場の提供に

より、相互支援関係を構築し、子どもが健やかに育ち、

子育てしやすいまちづくりを目指します。

 〇地域の関係機関・団体が連携し、区内の子ども・子育

  て支援のネットワークの推進を図るため、ネットワー

ク会議や講演会などを実施します。

 〇子育てグループ等の活動紹介展示、イベント、子育て

  情報の提供を行うため、「高津区こども・子育てフェス

  タ」を開催します。                   公立保育園での「あそんでランチ」 

    高 津 区 
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スノーヴァ溝の口での親子そり体験

  環境まちづくりの推進 １０，６９５千円    

 ○「エコシティたかつ」推進方針に基づき、学校ビオトー 

プを活用した雨水循環・利活用の取組の推進や、区内緑 

地における保水力向上や生物多様性保全に向けた活動を 

実施します。 

 〇区内各所に設置しているコンテナ・花壇の維持管理など 

区民主体による花と緑のまちづくりを推進します。                       

  地域資源を活用した取組 ２７，０４４千円    

 ○高津大山街道周辺の歴史的・文化的な資源を保全・活用するため、

  魅力的な空間創造と地域活性化のためのフォーラムやイベントを

開催します。

 ○橘地区における地域資源を活用し、地域活性化を推進するため、

ファーマーズマーケットや農業体験イベント等を実施します。

 〇高津のまちの記憶を伝える古写真などの地域資料を収集し、ＷＥＢ

サイト「高津区ふるさとアーカイブ」で公開し、資料の活用を促進

します。

 〇高津区の地域・歴史情報、区役所業務案内などの情報をトータル

  に提供する大型端末を活用し、区民や来訪者に対して、区の魅力

  を発信します。（新規）

 〇区内の住工混在地域における住民と工場との相互理解を深めると

ともに、区内ものづくり資源の魅力や可能性を地域内外に発信します。（新規）

 地域コミュニティ活性化の推進 ４，９５８千円    

 〇地域で活動するスポーツ関係団体の連携によるイベントや

教室を開催することにより、スポーツを通じた地域コミュ

ニティの活性化や地域におけるスポーツ参加機会の拡充を

図ります。

  区の機能強化に向けた取組（新規）  ５，０００千円    

 〇市民にとって身近である区役所が新たな課題に適切かつ速やかに対応するための予算を新設し、

区の機能強化に向けた取組を推進します。 

  道路の維持補修 ３７０，１０７千円    

 〇老朽化の進行に伴う道路等の補修、清掃等を行うことにより、市民が道路等を安全で快適に利

用できるよう道路維持を行います。

  公園緑地の維持管理 ３１，０３９千円    

〇公園緑地を市民が快適に利用できるよう、樹木の剪定、トイレ清掃、施設補修等を行うととも

に、遊具等の点検を行い、安全・安心な空間の確保を推進します。
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＜予 算 額＞        問い合わせ先：総務課 856-3122 内)65110 

  ５４０，６４７千円  （対前年度比：＋８．１％）

＜主な事業＞ 

  安全・安心まちづくりの推進 １２，５２９千円    

 ○地域防災力向上のため、宮前区地域防災連絡会議の開催、帰宅困難者対策としての案内標識の

整備、避難所備蓄品の充実に取り組みます。また、区災害対策本部の機能強化に向けた整備を

行います。

 ○様々な分野の団体が加盟する「宮前区安全安心

まちづくり推進協議会」を軸として、地域の防

犯パトロールや、あいさつ運動の推進などによ

り、安全で安心して暮らせるまちを目指します。 

 ○坂道が多く拠点機能が分散している宮前区の課

題解決に向けて、関係局と連携して交通環境の

整備に向けた検討を進め、区としての一体感や

拠点性の創出を図ります。

  総合的な子ども支援の推進 ９，５８１千円    

○「こどもサポート南野川」などで、子どもたちの居場所づくりや、生活・学習支援、相談など

を行い、０歳から 18 歳まで切れ目のない子ども・子育て支援を行います。

○ホームページや情報誌など様々な媒体を活用して、

区民に分かりやすく子育てに必要な情報発信を行い、

子育て世代が抱える育児不安などの軽減を図ります。

 ○子育てを地域全体で支えるため、民生委員児童委員

や地域ボランティアなど関係者が連携し、子どもと

保護者のきめ細かい支援体制を構築します。また、

虐待問題など様々な子どもの問題解決に向け、関係

機関・団体のネットワーク強化を図ります。

  環境まちづくりの推進 ５，８７２千円    

 ○区内の緑化活動団体等へ花苗を提供し、公有地や公園の花

壇の自主管理を支援することで、地域や団体の活性化や

区内の緑化を促進します。

 ○区役所の窓ガラスへの遮熱フィルム

施工などにより、庁舎の省エネルギー

化を推進し、来庁者等へ啓発すること

で省エネ意識の向上を図ります。

   宮 前 区 

地域の避難所開設訓練 

子育て支援拠点でのイベント 

地域により管理された花壇 
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  地域資源を活用した取組 １２，７３６千円    

 ○魅力ある地域資源を効果的な情報発信に繋げるため、公共サイン整備の考え方をまとめ、設置

ルールを策定します。（新規）

 ○区内で活動する和太鼓団体の演奏や、地域に伝わる民

俗芸能の舞台等によるイベントを開催し、地域や文

化・伝統への関心を高める機会をつくります。

 ○地産地消や農産物活用によるコミュニティづくりを図

るため、区内産の農産物を素材とした料理コンテスト

の開催や、応募のあったレシピの広報などを行います。

  地域コミュニティ活性化の推進 ５６，０５５千円    

 ○より多くの区民がスポーツに親しめる環境を作るため、菅生ケ丘にある

未利用の公益用地を活用した施設整備や、西長沢公園多目的広場の補修

整備を実施します。

 ○区民主体のまちづくりに向けて、「宮前区まちづくり協議会」との協働により、市民活動団体の

育成や活性化、地域の課題解決に向けた取組を進めます。

 ○区民による情報発信グループ「みやまえ情報ラボ」を通じた広報紙「ぐるっとみやまえ」の発

行や、町内会・自治会あての回覧物の効率的な配送など、効果的な情報発信を行います。

 ○身近な公園等を活用し、地域住民が主体となった「冒険遊び場」活動を支援することで、次世

代育成の場づくり、地域コミュニティの活性化を目指します。

 ○地域への愛着を育み、地域コミュニティの

活性化を目的に作成された「みやまえカル

タ」の学校等での活用と、地域に広げてい

くための広報を行います。

  区役所サービス向上への取組 ４，５０８千円    

 ○来庁者が安心して利用できる庁舎整備の一環として、屋外広場等のタイルをノンスリップタイ

ルに張り替えることで、バリアフリー化を促進します。

 ○区役所ロビー等の環境整備、庁舎の美観維持や、印刷物等の的確な整理・情報伝達を行い、サ

ービスの向上を図ります。

  区の機能強化に向けた取組（新規） ５，０００千円    

 ○市民にとって身近である区役所が新たな課題に適切かつ速やかに対応するための予算を新設し、

区の機能強化に向けた取組を推進します。

  道路の維持補修 ３３６，０４２千円    

 ○老朽化の進行に伴う道路等の補修、清掃等を行うことにより、市民が道路等を安全で快適に利

用できるよう道路維持を行います。

  公園緑地の維持管理 ４０，４００千円    

 ○公園緑地を市民が快適に利用できるよう、樹木の剪定、トイレ清掃、施設補修等を行うととも

に、遊具等の点検を行い、安全・安心な空間の確保を推進します。

地域イベントで活用される「みやまえカルタ」 

迫力ある響き「太鼓ミーティング」 
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二ヶ領用水 宿河原線         岡本太郎美術館          生田緑地ばら苑 

＜予 算 額＞        問い合わせ先：総務課 935-3122 内）66110 

  ７０５，６６２千円  （対前年度比：＋５．５％）

＜主な事業＞ 

  安全・安心まちづくりの推進 ６，３９７千円    

○災害時に重要な拠点となる区本部において、的確で迅速な対応を

行うために必要な備品等を整備します。また、「避難所運営会議」

への活動支援等を行い地域の防災力を強化します。

○安全で安心なまちづくりを推進するため、区民・地域・関係機関

が連携し、防犯・防火・交通安全・放置自転車対策等に取り組む

体制を整備します。また、世代に合わせた交通安全教室を開催し、

交通安全意識の高揚を図ります。

  地域福祉・健康づくりの推進                         ３，５５１千円   

○保健福祉活動を行う団体を対象に地域福祉についての知識と意識

 の向上を図り、地域での支え合いを進めると共に区民や保健福祉

団体間の交流を深めます。

○幅広い世代の交流を図り、「健康づくり」や「食育」に対する普

及啓発を行います。                     

  総合的な子ども支援の推進 １３，０２７千円    

 ○公立保育所が培ってきたノウハウと人材を活用して地域の子ども・

子育て支援を推進し、区全体の保育の質の向上を図ります。

 ○未就園児がいる家庭を対象に、子育てについての学習や交流の機

会を提供し、子育て力を強化します。

 ○子育て家庭のニーズに応じた情報提供を行い、新たに子育て支援

施設利用促進のための広報等を強化し育児不安の軽減を図ります。

（拡充）

多 摩 区  
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日本民家園         かわさき宙と緑の科学館          枡形城址 

                MEGASTAR－Ⅲ FUSION 

  環境まちづくりの推進 ７１７千円    

○市民活動団体等と協働により、「緑のカーテン大作戦」等のエコロジーライフ事業に取り組

みます。

  地域資源を活用した取組 ２９，４４１千円    

○区内の豊富な地域資源を活用し、区民や観光団体と連携して区の

魅力を発信し、地域の活性化に取り組みます。

○登戸土地区画整理事業や生田緑地の整備の進展に伴い、これまで

の賑わいを引継ぎ、更に発展させることで、魅力あるまちづくり

を推進します。（新規）

○区内３大学との連携により、各大学の知的資源や人材を活用し地

域課題の解決に向けた取組を行います。

 ◯「たま音楽祭」「生田緑地★星空コンサート」等を開催して多摩区

の魅力を発信し、音楽による地域交流の促進と文化活動の活性化に

取り組みます。

  地域コミュニティ活性化の推進                        １６，７０４千円   

 ○地域のコミュニティの拠点として公園を一層活用するため、公園 

管理運営協議会等と協働し、新たに公園への情報掲示板の設置等 

を行います。（拡充） 

  区の機能強化に向けた取組（新規）                      ５，０００千円   

 ○市民にとって身近である区役所が新たな課題に適切かつ速やかに対応するための予算を新設し、

区の機能強化に向けた取組を推進します。 

  道路の維持補修                               ４２４，９９１千円   

 ○老朽化の進行に伴う道路等の補修、清掃等を行うことにより、市民が道路等を安全で快適に利

用できるよう道路維持を行います。 

  公園緑地の維持管理                            １４６，８５８千円  

○公園緑地を市民が快適に利用できるよう、樹木の剪定、トイレ清掃、施設補修等を行うととも

に、遊具等の点検を行い、安全・安心な空間の確保を推進します。 
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＜予 算 額＞        問い合わせ先：総務課 965-5106 内）67110 

  ６２８，４７７千円  （対前年度比：＋５．５％）

＜主な事業＞ 

  安全・安心まちづくりの推進 １０，２０１千円    

 ○災害に対する自助や共助を促進するため、避難

所案内表示板を町会・自治会の広報掲示板に設

置し、避難所の一層の周知を図るとともに、避

難所運営会議（自主防災組織）による避難所開

設・運営訓練を実施します。また、設備の充実

を図るため、生活用水等の不足に備えた浄水装

置を段階的に導入します。（拡充）

○交通安全関連団体と連携した街頭啓発活動、安

全パトロール実施組織への支援、「麻生区メー

ル配信システム」の運用、安全・安心に関する

研修会、スケアードストレート方式による交通

安全教育、シルバードライビングスクールなどを実施します。

  総合的な子ども支援の推進                         ７，５７３千円   

 ○区内及び区に隣接する大学と連携し、子ども・子

育て支援事業を行います。昭和音楽大学と親子で

聴けるコンサートやマタニティの方のためのコン

サートなどを行います。日本映画大学とは映画づ

くり体験、和光大学とは鶴見川での自然体験学習、

明治大学黒川農場とは先端農業体験、田園調布学

園大学とはアートをテーマとした親子向け事業な

どを行います。

○区内の関係機関とのネットワーク会議による子育

て関係者や区民向けの研修会や子育て情報誌・お

出かけマップなどによる情報発信を行います。川

崎フロンターレと連携しサッカーを通した公・民

保育園の交流事業や、子育てサークルの支援のた

めに指導者などを派遣する子育て人材バンク事業

を行います。新たに親子向けの麻生区スポット案

内スゴロクや父親向けの子育てリーフレットを作

成します。

    麻 生 区 

夜間避難所開設訓練 

日本映画大学での映画づくり体験 

情報誌「きゅっとハグあさお」 
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  環境まちづくりの推進 ７，７２２千円    

 ○区内の大学・学校、農業事業者等と連携し、区内にある農

業資源（岡上・黒川・早野の農業振興地域、明治大学黒川

農場）や緑地などの環境資源を活用し、地産地消や体験農

業、グリーン・ツーリズムなどの地域活性化や地域交流を

推進します。（新規）

 ○区民一人ひとりが取り組める身近なエコ活動を啓発し、区

民や市民活動団体等との協働による「エコのまち麻生」を

推進するため、緑のカーテン大作戦や地球温暖化対策、自

  然エネルギー活用についてのイベント・講座等を開催します。

  地域資源を活用した取組 ２２，２０４千円    

 ○新百合ヶ丘駅周辺に集積する芸術関連施設や地域の団体な

どの地域資源と連携し、情報発信やイベント開催を行いま

す。また、芸術文化関連イベントについて、官民が一体と

なって広報物を設置し、「芸術・文化のまち麻生」のより一

層の浸透を図ります。

○「川崎フロンターレ麻生グラウンド」など、区内のスポー

ツ資源を活用した連携事業を実施するほか、区民が自主的

に行うスポーツ大会を支援します。スポーツ・健康ロード

の活用や新規総合型スポーツクラブ立ち上げに向けた事業を実施します。（拡充）

  地域コミュニティ活性化の推進 １４，４６２千円    

 ○市民活動支援施設「麻生市民交流館やまゆり」を市民組織が主体

的に運営し、区と協働して市民協働のまちづくりを推進します。

 ○「麻生市民交流館やまゆり」を拠点として、市民活動団体から募

集した提案事業について支援するとともに、地域におけるコミュ

ニティづくりの活性化を図ります。

○地域人材の発掘と育成を行い、市民活動・地域活動につなげる仕組

みを整備します。（新規）

  区の機能強化に向けた取組（新規） ５，０００千円    

○市民にとって身近である区役所が新たな課題に適切かつ速やかに対応するための予算を新設

し、区の機能強化に向けた取組を推進します。

  道路の維持補修  ４２７，４５１千円    

○老朽化の進行に伴う道路等の補修、清掃等を行うことにより、市民が道路等を安全で快適に利

用できるよう道路維持を行います。

  公園緑地の維持管理 ７８，６６３千円    

○公園緑地を市民が快適に利用できるよう、樹木の剪定、トイレ清掃、施設補修等を行うととも

に、遊具等の点検を行い、安全・安心な空間の確保を推進します。

麻生市民交流館やまゆり 

kirara@アートしんゆり 

区内の農のある風景 
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