
＜予 算 額＞        問い合わせ先：総務課 556-6602 内）62110

  １，０５９，７１７千円  （対前年度比：+４５．０％）

＜主な事業＞ 

  安全・安心まちづくりの推進 ９，３１７千円    

 ○地域防災力の強化に向け、実践的な防災訓練を継続実施するなど

防災体制の充実や防災に関する意識啓発を推進します。

・専門家の助言等による避難所開設・運営訓練の充実

・幸区災害対策協議会を通じた自主防災組織等の連携強化

・新庁舎免震化など区役所等の災害対策拠点機能の向上

 ○スケアードストレート方式の交通安全教室を開催するなど、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。

 ○地域と連携しながら、防犯や防火などの啓発活動を実施し、安全・

安心なまちづくりを推進します。

  地域福祉・健康づくりの推進 ６，５５０千円    

 ○見守り体制の構築及び関係機関の連携強化等を図ることにより、

地域包括ケアシステムの構築を目指します。（新規）

○健康づくり、介護及び福祉に関する講座等の開催を通じて、健康

増進や福祉活動に関する区民の主体的な取組を推進します。

 ○保健福祉センターだよりや食品衛生、感染症予防等のリーフレッ

  ト発行を通じて、区民の保健福祉に対する理解を深めます。

  総合的な子ども支援の推進 １２，３７７千円    

 ○地域全体で子育てを支援し連携することにより、安心して子育て

できる地域づくりを推進します。

・ネットワーク会議やイベント等の開催、情報誌の発行など 

○地域ニーズに即した待機児童ゼロ対策と「新たな公立保育所」の 

機能を活用した保育の質の向上を推進します。 

 ○要保護児童の早期支援や思春期児童・生徒の健全育成など、子ど

もたちの健やかな成長のための環境づくりを推進します。 

  環境まちづくりの推進 ７，０３３千円    

 ○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の取組を推進します。

 ○こども向けイベントの開催や環境啓発パネルの活用など、多様な

年齢に即した意識啓発活動を推進します。

 ○新庁舎での区の木「ハナミズキ」、区の花「ヤマブキ」の植樹等を

通じて、地域に対する愛着心の醸成を図ります。

幸 区 

川崎認定保育園 
ガイドブック 

打ち水体験イベント 

自主防災組織による 

防災訓練 

ふれすこサポーター 

養成講座 
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案内サイン 

（設置イメージ） 

  地域資源を活用した取組 １５，７７８千円    

 ○御幸公園の歴史的背景を踏まえ梅林を復活させ、10 年後の市制

100 周年に向けて、市民協働による公園づくりを行い、地域へ

の愛着と地域交流の拠点としての魅力向上を図ります。（新規）

○案内サインの新設及び更新を通じて、主要駅・道路から区役所・

 市民館等への経路案内を充実し、日常及び災害時において、来訪

者を関係施設へ円滑に誘導する体制を強化します。（新規）

 ○「新川崎・創造のもり」や「ミューザ川崎シンフォニーホール」

など地域の特性を活かし企業や団体等と連携しながら、イベント

等を開催することで、区民の文化活動を推進します。

 ○ガイドマップやデータブックによる統計情報等の積極的な提供

を通じて、区民の地域及び区政に対する理解を深めます。

  地域コミュニティ活性化の推進 １１，４７５千円    

 ○新川崎エリアの課題調査や町内会等活動紹介チラシの作成などを

通じて、地域のコミュニティ機能の向上を推進します。

○自主防災組織や町内会・自治会等の地域活動の活性化に向けて

講座を開催するなど、新たな地域人材の育成を推進します。

 ○新たに新庁舎に市民活動コーナーを設置し、市民活動の支援及び

市民の交流拠点としての運用を開始します。

  区役所サービス向上への取組 ３，３２６千円    

 ○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。

○窓口ナビゲーションシステムの新規導入や転入世帯への事前手

続説明の継続実施などを通じて、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 ２６３，８４４千円    

 ○区が適切かつ速やかに課題解決に対応できるよう、区の機能強化に向けた取組を推進します。

  ・区役所施設等の管理運営のための予算権限の移譲（新規）

  ・区の新たな課題に即応するための取組

  道路の維持補修 ６４９，２５５千円    

 ○幸区内の道路等の維持補修、清掃等を行います。 

  公園緑地の維持管理 ３８，６５５千円    

○幸区内の公園緑地の樹木の剪定、施設補修等を行います。

地域交流拠点の御幸公園 

町内会・自治会 

活動紹介チラシ 

さいわい広報特別号
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＜予 算 額＞        問い合わせ先：総務課 744-3122 内)63110 

  １，０４７，８４８千円  （対前年度比：＋３６．０％）

＜主な事業＞ 

  安全・安心まちづくりの推進 ８，５０４千円    

○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。 

 ○重要な交通結節点である武蔵小杉駅の帰宅困難者対策を推進す

るため、新たに「エリア防災計画」策定に向けた取組を官民協

議会等の開催を通じて推進します。（拡充）

 ○還付金詐欺対策や地域における防犯活動の支援強化等、地域防

犯力の向上・活性化に向けた取組を推進します。

○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 ２，２０７千円    

 ○中原区地域福祉計画に基づき、地域福祉の普及啓発等により、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 １４，１４９千円    

 ○区内には、開設して間もない保育所が多く、保育の質の維持・

向上が課題となっており、保育所間の連携強化及び保育士等の

人材育成に向けた取組を推進します。（新規） 

○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

ます。

○関係機関・団体で構成するネットワークを通じて、地域におけ

る子ども・子育て支援の取組を進めます。

  環境まちづくりの推進 ２，８６７千円    

 ○「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 

「ミミ」と「ケロ」 

「ロジーちゃん」 区内小学校における環境学習 

区内小学校等における交通安全教室 
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コスギフェスタ 

  地域資源を活用した取組 １２，４３０千円    

 ○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、地域や世代間の交流機会を

創出し、地域の活性化を図ります。

・富士通レッドウェーブによるバスケットボール教室の開催を予定

 ○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 ２０，７１４千円    

 ○武蔵小杉駅周辺地区の再開発に合わせ、住みやすく魅力あるまち

づくりを進めるため、市民・事業者・学識経験者を交えて持続可

能なコミュニティ形成に向けた検討を行います。 

○地域メディアで構成する「なかはらメディアネットワーク」を活

用し、中原区の魅力を発信します。 

○商店街を地域コミュニティの場として活用し、各種講座の実施等、

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 ３，５４４千円    

 ○武蔵小杉駅周辺地区の再開発等をはじめとした人口増への対応の一つとして、区役所の各窓口

における混雑緩和や待合環境の改善に向けた取組を推進します。（新規）

 ○「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等を実施します。

  区の機能強化に向けた取組 ２３９，１７８千円    

 ○区が適切かつ速やかに課題解決に対応できるよう、区の機能強化に向けた取組を推進します。

  ・区役所施設等の管理運営のための予算権限の移譲（新規）

  ・区の新たな課題に即応するための取組

  道路の維持補修 ４１１，６７４千円    

 ○中原区内の道路等の維持補修、清掃等を行います。 

  公園緑地の維持管理 ２９３，８９８千円    

○中原区内の公園緑地の樹木の剪定、施設補修等を行います。
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スタントマンが交通事故を再現する

交通安全教室(スケアードストレート方式) 

医療と介護の連携シンポジウム

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

  ８５３，７９７千円  （対前年度比：＋６７．２％）

＜主な事業＞ 

  安全・安心まちづくりの推進 ６，９１０千円    

 ○交通事故を未然に防ぐことを目的に、新入学児童を対

象とした交通事故防止キャンペーンや中学生以上を対

象としたスタントマンが交通事故を再現する交通安全

教室（スケアードストレート方式）などを実施します。

○官民の防災ネットワークを生かした災害対策を推進す 

るため、高津区防災ネットワーク会議を継続的に開催 

します。また、避難所運営体制の強化を図るため、避 

難所用炊き出しステーションの導入や街区公園へのか   

まどベンチの設置などを行います。           

  地域福祉・健康づくりの推進 ２，１１９千円    

○高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるために、介護、

医療等の関係機関ネットワーク及び地域社会全体で高

齢者を見守る体制づくりを進めます。また、地域の見守

り活動等の立上げの支援を行います。

 ○「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 ８，２７５千円    

 ○子育てを地域全体で支えるため、子育てグループ・子育 

てサロン等の活動支援として、グループ交流会の充実を 

図ります。また、新たに活動内容の情報提供を行う広報 

媒体を作成するなどにより、安心して子育てできる環境 

づくりを進めます。（拡充） 

○民間保育所との連携を強化し、子育て家庭への支援の充 

実を図ります。また、新たに保育の質の確保・向上に向 

け、専門研修を充実させるなど、保育人材の育成に取り 

組みます。（拡充） 

○個々の保育ニーズに、より適合した保育園の選択が可

能となるよう、保育園紹介映像を作成・活用し、情報

提供の充実を図るなど、きめ細かな対応を進めます。

（新規）

    高 津 区 

親子の遊びの場「あつまれキッズ」 
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二子の渡し体験イベント

久本小学校でのスポーツイベント

学校ビオトープを活用した環境学習

久本小学校でのスポーツイベント

  環境まちづくりの推進 １１，８０６千円    

 ○「エコシティたかつ」推進方針に基づき、地球温暖化適

応策としての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。

○環境に配慮した取組を推進するため、新たに庁舎内の照 

明のＬＥＤ化と遮光・断熱シートの設置を行います。 

（拡充） 

○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 ２３，１７６千円    

 ○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

ムや二子の渡し体験イベント等を開催します。

 ○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。

 ○区内ものづくり資源の魅力や「住工共生のまちづくり」に

向けた取組みを地域内外に発信するため、「高津ものまちづ

くりパンフレット」の作成などを行い、工場と地域住民と

の交流を促進します。

  地域コミュニティ活性化の推進 ４，６４３千円    

 ○親子のふれあいと近隣相互の親睦を深め合うことを目的

に、高津地区及び橘地区で親子運動会を開催します。

○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

充実を図ります。               

  区の機能強化に向けた取組  ３４９，９３６千円    

 ○区が適切かつ速やかに課題解決に対応できるよう、区の機能強化に向けた取組を推進します。

  ・区役所施設等の管理運営のための予算権限の移譲（新規）

  ・区の新たな課題に即応するための取組

  道路の維持補修 ３７０，８６４千円    

 ○高津区内の道路等の維持補修、清掃等を行います。 

  公園緑地の維持管理 ３２，０３９千円    

○高津区内の公園緑地の樹木の剪定、施設補修等を行います。
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＜予 算 額＞        問い合わせ先：総務課 856-3122 内)65110 

  ７９６，３００千円  （対前年度比：＋４７．３％）

＜主な事業＞ 

  安全・安心まちづくりの推進 １０，９５３千円    

 ○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、避難所における災害用簡易エアマットの備蓄を進めます。

 ○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。

また、中学生を対象とした交通安全教室（スケアードストレート方式）を実施し、交通安全意

識の高揚を図ります。 

 ○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た

交通環境の整備の検討に加え、今後のまちづくりに関する課題

や課題解決に必要な施策を把握し、住みやすい・暮らしやすい

まちづくりに向けた検討を関係局と連携して進めます。（拡充）

  地域福祉・健康づくりの推進 ３５９千円   

 ○区民が健康で生き生きと生活していくため、身近な健康づくりに関する情報を提供する健康づ

くり情報誌を発行します。

  総合的な子ども支援の推進 １０，２７７千円    

○「こどもサポート南野川」などで、課題を持つ子どもたちの居場所づくりと、育児の孤立化の

防止や不安の解消に向けた子育て支援など、０歳から 18 歳までの包括的な子ども・子育て支

援を行います。また、これらを推進するための老朽化した施設の環境改善を図ります。

○ホームページや情報誌、ソーシャルメディアなど様々な広報媒体

を活用して、子育てに必要な情報を区民に分かりやすく発信し、

子育て世代が抱える育児不安などの解消を図ります。

○子育てを地域全体で支えるために、民生委員・児童委員や地域ボ

ランティアなどの関係者が連携して、子どもと保護者へのきめ細

かい支援体制を構築します。また、児童虐待など様々な子どもの

問題解決に向けて、関係機関・団体によるネットワーク強化を図

ります。

  環境まちづくりの推進 ３，９５２千円    

 ○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。

 ○区役所庁舎の照明のＬＥＤ化により、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

スケアードストレート方式 

「こどもサポート南野川」 
親子で楽しむ音楽会 

地域で管理されている花壇 
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  地域資源を活用した取組 ９，０２６千円  

 〇歴史的遺産や農などの地域資源を活用したイベントの開催・情報発信を行い、地域への愛着や

関心を高めるとともに、多様な人材の地域への参画を促します。

 ○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 ２４，６０５千円    

 ○より多くの区民がスポーツに親しめる環境を作るため、鷲ヶ峰けやき公園多目的広場の利用環

境の改善に向けた取組や、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を推進するため、「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。

 ○地域への関心を高め、コミュニティの活性化を図るために、ガイドマップや地域で行われてい

る伝統行事・イベントを掲載した情報誌の発行など、効率的・効果的な情報発信を町内会等と

も連携しながら行います。

〇市民活動の活性化を図るため、市民活動拠点の運営支援や情報発信を推進します。

〇地域コミュニティの核である公園について、管理等に関する講習会を開催し、地域住民の関心・ 

愛着を醸成するとともに、地域主体の維持管理を推進します。

○地域住民が主体となり、身近な公園等を活用した子どものため

の「冒険遊び場」活動を支援することで、自由な外遊びを通し

た次世代育成の場づくりや、世代間交流による地域コミュニテ

ィの活性化を目指します。

  区役所サービス向上への取組 ４，８６７千円    

 ○庁舎内の環境整備等による窓口サービス向上や、屋外広場等のノンスリップタイルへの張り替

えによるバリアフリー化を促進することにより、来庁者の安心・快適な利用環境を確保します。

  区の機能強化に向けた取組 ２９８，８５５千円    

 ○区が適切かつ速やかに課題解決に対応できるよう、区の機能強化に向けた取組を推進します。

  ・区役所施設等の管理運営のための予算権限の移譲（新規）

  ・区の新たな課題に即応するための取組

  道路の維持補修 ３４１，２１６千円    

 ○宮前区内の道路等の維持補修、清掃等を行います。 

  公園緑地の維持管理 ４０，４００千円    

○宮前区内の公園緑地の樹木の剪定、施設補修等を行います。

「冒険遊び場」でロープ遊び
をする子どもたち 

区内の歴史資源を巡るまち歩き 
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＜予 算 額＞        問い合わせ先：総務課 935-3122 内）66110 

  １，０２５，２９１千円  （対前年度比：＋４５．３％）

＜主な事業＞ 

  安全・安心まちづくりの推進 ５，１５３千円    

○スタントマンが交通事故を再現するスケアードストレート方式

の交通安全教室を実施し、交通事故の悲惨さを強く認識してもら

うことで交通安全意識の向上を図ります。また、小学生を対象に

交通安全標語を募集するなどして若年層への交通事故抑止を推進

します。

○啓発イベントや小学校での動物愛護教室の開催等を通して動物へ 

の理解を深めると共に、命を大切にする心を育み、人と動物との 

調和のとれた共生社会の実現を図ります。（新規） 

  地域福祉・健康づくりの推進                         ２，９２０千円   

○区民や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ます。また、認

知症になっても自分らしく暮らすことができる地域づくりを推進

するための講座を、対象者を拡充して開催します。（拡充）

○幅広い世代の交流を図り、「健康づくり」や「食育」に関する普

及啓発を行います。

総合的な子ども支援の推進 １２，６４０千円    

 ○区内の子ども・子育てに係わる関係機関・市民活動団体等と行政

機関のネットワークを形成し、地域全体で子育て支援に取り組む

地域づくりを推進します。

 ○公立保育所が培ってきたノウハウと人材を活用して、地域の公園

を活用した青空保育や、保育所等の職員に向けての研修・会議、

食事付き保育体験の実施等により、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。

 ○発達についての不安等を抱えている親子に対し、集団遊びや個別

相談等を通して専門職が多方面から係わることで、育児不安等の

軽減、子どもの発達を促す支援を行います。 

多 摩 区  

公立保育所での保育体験 
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  環境まちづくりの推進 ７１７千円    

○市民活動団体等との協働により、「たまエコフェスタ」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 ２５，２５７千円    

○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。

○協定締結 10 周年を迎える区内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。

 ◯通算 50 回となる「たまアトリウムコンサート」や「たま音楽祭」

等を開催して区の魅力を発信し、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。

 ○「多摩区スポーツフェスタ」を開催して、スポーツに親しむ機会の

提供と、優れたスポーツ選手との交流を通して、健康で元気なまち

づくりを推進します。

  地域コミュニティ活性化の推進                       １３，８８１千円    

 ○地域人材の募集、市民活動に係る研修や相談等を実施し、区内の市民活動の活性化と協働事業

の取組により市民の自治力が十分に発揮できる社会の構築を目指します。

 ○区民と協働することにより、まちづくりに係る地域課題の解決への取組や、区内の様々な活動

団体への支援を行います。

  区の機能強化に向けた取組 ３３３，３０６千円    

 ○区が適切かつ速やかに課題解決に対応できるよう、区の機能強化に向けた取組を推進します。

  ・区役所施設等の管理運営のための予算権限の移譲（新規）

  ・区の新たな課題に即応するための取組

  道路の維持補修                              ４１９，４１２千円    

 ○多摩区内の道路等の維持補修、清掃等を行います。 

  公園緑地の維持管理                           １５５，３４８千円   

○多摩区内の公園緑地の樹木の剪定、施設補修等を行います。

たまアトリウムコンサート 

多摩区スポーツフェスタ 
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＜予 算 額＞        問い合わせ先：総務課 965-5106 内）67110 

  ８４３，０７２千円  （対前年度比：＋３４．１％）

＜主な事業＞ 

  安全・安心まちづくりの推進 ６，０２８千円    

 ○災害に対する自助や共助を促進するため、避難

所運営会議（自主防災組織）により、宿泊を伴

う避難所開設・運営訓練を実施します。生活用

水等の不足に備えプールの水を利用できる浄水

装置を段階的に導入し、避難所設備の充実を図

ります。

○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、安全・安心に

関する研修会、スケアードストレートによる交

通安全教育、シルバードライビングスクール、

「麻生区メール配信システム」の運用等を行い

ます。

  総合的な子ども支援の推進                         ８，６８７千円    

 ○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：親子やマタニティのためのコンサート

・日本映画大学：映画づくり体験

・和光大学：鶴見川での自然体験学習

・明治大学黒川農場：先端農業体験

・田園調布学園大学：遊びや造形をテーマとした親子

向け事業

・玉川大学：科学の体験学習

○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の実施、子育てガイ

ドブック・おでかけマップ等による情報発信を行

います。また、子育てに役立つ講座や、親子で楽

しむイベントの開催、公・民保育園の交流事業や、

子育てサークルにボランティア等を派遣する子育

て人材バンク事業を行います。

 〇区内の子育て支援団体、大学等と行政が一堂に会

し、子育て世代を対象にしたフェスタを開催し、

地域全体で子育てを支えるまちづくりを推進し

ます。（新規）

    麻 生 区 

地域住民が参加する避難所開設訓練 

和光大学と連携した鶴見川の 

自然体験学習事業 

子育て関連施設を案内する「おでかけマップ」 
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  環境まちづくりの推進 ８，６６０千円    

 ○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

緑地等の環境資源を活用するため、地域活性化や地域交流を推

進します。また、黒川地域では、黒川地域連携協議会において、

昨年度策定した基本計画をもとに、３つの専門部会における

様々な取組を試行しながら、実施計画を策定します。（拡充）

 ○区民一人一人が取り組める身近なエコ活動を啓発し、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 ２０，６４２千円    

 ○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の広報を充実し、官民が一体となって、「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」をはじめとした区内の様々

な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。また、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。

  地域コミュニティ活性化の推進 １５，２１８千円    

 ○市民組織が運営する「麻生市民交流館やまゆり」を市民活動

支援拠点として位置づけ、市民活動の一層の推進を図ります。

○地域の担い手である町内会・自治会が行う事業を支援し、地 

域住民のつながりや地域の課題解決力の強化を図ります。 

○地域人材を発掘・育成し、市民活動・地域活動につなげる仕

組みを整備し、新たに各分野で活躍している地域の人材を、

区民の地域活動参画へのコーディネーターとして育成します。

（拡充）

  区の機能強化に向けた取組 ２２７，９９９千円    

 ○区が適切かつ速やかに課題解決に対応できるよう、区の機能強化に向けた取組を推進します。

  ・区役所施設等の管理運営のための予算権限の移譲（新規）

  ・区の新たな課題に即応するための取組

道路の維持補修 ４１７，４６８千円

 ○麻生区内の道路等の維持補修、清掃等を行います。 

公園緑地の維持管理 ７８，６６３千円

○麻生区内の公園緑地の樹木の剪定、施設補修等を行います。

市民活動の拠点となる「やまゆり」 

kirara@アートしんゆり 

明治大学黒川農場の収穫祭 
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＜予 算 額＞        問い合わせ先：財務課 200-3104 内)45403 

  １７０，４５７，９１４千円  （対前年度比：△１．６％）

＜主な事業＞ 

  浸水対策の推進 下水道施設 ２，６７８，６５５千円    

○丸子地区などにおける浸水対策を推進します。

○浸水対策や合流改善対策など多様な機能を備えた大師河原貯留

管の整備を推進します。

○全市域の浸水シミュレーションにより、浸水リスクの高い地区を

抽出するとともに、効果的な対策の実現に向けた検討を進めます。

○光ファイバー水位計を活用した管内水位データの把握による、施

設の効果的な運転管理等に向けた試行実験を進めます。

  上下水道施設の地震対策の推進 水道施設 ６，８６８，２１２千円    

   工業用水道施設   ６４３，６４０千円    

    下水道施設 ２，６１２，６７８千円    

○基幹施設である鷺沼配水池の耐震補強や末吉配水池の更新を進めるとともに、地震発生時の管

路被害を抑制するため、市内の老朽化した管路の更新工事を耐震管で実施します。【水道】

○応急給水拠点の利便性を高め、より迅速な応急給水の実現を図るため、供給ルートの耐震化が

完了した小中学校等の水飲み場と配水池・配水塔を活用し、開設作業が不要な応急給水拠点の

整備を計画的に進めます。【水道】

○基幹施設である長沢浄水場第２沈でん池の耐震補強等を計画的に進めるとともに、地震発生時

の管路被害を抑制するため、市内の老朽化した管路の更新工事を耐震管で実施します。

【工業用水道】

○老朽管が多く地盤の液状化による被害が想定されている川崎駅以南の地域の重要な管きょの

耐震化や、その他の地域（川崎駅以北）の重要な管きょの耐震診断を推進します。【下水道】 

○加瀬水処理センターなどにおける耐震化工事を推進します。【下水道】 

○津波浸水対策として、入江崎水処理センターや渡田ポンプ場などにおいて、防水扉の設置等の

津波対策を推進します。【下水道】

上 下 水 道 局 

大師河原貯留管の整備 

鷺沼配水池 耐震補強 開設不要な応急給水拠点の設置 
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  上下水道施設の再整備・再構築の推進 水道施設 ４，７７９，８５２千円    

   工業用水道施設 ２，４２３，２０８千円    

    下水道施設 ３，４３３，９４１千円    

○水道事業の再構築計画に基づき、浄水場の

統廃合による施設能力の増強と耐震化を目

的とした長沢浄水場第２期工事を引き続き

進めるとともに、災害時の飲み水の確保を

図るため、生田配水池の貯水容量を増強し

て更新を進めます。【水道】 

○工業用水道事業の再構築計画に基づき、基

幹施設である平間配水所の更新を進めます。

更新にあたっては、長沢・生田の各浄水場

に調整機能を分散し、コンパクト化を図り

ます。【工業用水道】 

○老朽管が多い入江崎処理区において、布設替えや更生工法による老朽管の再整備を推進します。

【下水道】

○渡田ポンプ場雨水施設の再構築及び、市内各所の水処理センター・ポンプ場における機械、電

気設備の計画的な長寿命化や更新を推進します。【下水道】

○こどもたちや市民が上下水道事業に対する理解と関心を深め、充実した展示施設を備えた広報

施設を長沢浄水場に整備するため、29 年４月からの供用開始に向けて実施設計を進めます。 

【水道・工業用水道】

上下水道施設の維持修繕 水道施設 ３，１３９，８３２千円

   工業用水道施設   １４４，２７７千円    

    下水道施設 １，４４９，４６５千円   

○上下水道施設の維持管理・修繕工事について計画的・効率的に実施します。

 ・老朽給水管の更新工事【水道】

 ・送水管、配水管及び給水管の漏水修理工事等【水道・工業用水道】

 ・下水管きょ、ポンプ場、水処理センターなどの各施設における、老朽施設の補修工事等

【下水道】

下水道施設の高度処理化 下水道施設 ４，３４１，０１３千円

 ○入江崎水処理センター西系再構築事業

（2/2 系列施設、沈砂池管理棟）を推進

します。 

○等々力水処理センターの高度処理施設

（流量調整池）の整備を推進します。 

入江崎水処理センター西系再構築 

※表内の図は完成予定のイメージです。 

長沢浄水場整備工事完成予想図 
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＜予 算 額＞        問い合わせ先：経理課 200-3203 内)47301 

  １０，９０５，８１４千円  （対前年度比：△２９．１％）

＜主な事業＞ 

  輸送安全性の向上 ２９，０００千円    

 ○運輸安全マネジメントに基づき、安全管理体制を適切に運営します。

○車内人身事故や自転車接触事故などの事故発生形態に応じて、車両後面への注意表示の整備、

車内事故防止リーフレットの配布、自転車駐輪場への注意看板の設置などにより、事故の未然

防止に取り組みます。 

○全運転手を対象にした添乗観察を実施し、その結果に基づく改善指導を行い、事故の未然防止

に取り組みます。 

○運転手、整備職員等を対象とした職員研修を効果的かつ計画的に実施することにより、輸送安

全に係る意識や技術の向上を図ります。

○運転技能及びお客様サービスのさらなる向上に向けて、運転技能コンクールを開催します。 

  バス運行情報の提供 ２６，３７１千円    

 ○お客様の利便性向上に向けて、携帯電話やパソコンから市バス運行情報を提供する市バスナビ

サービスを実施します。

○停留所等における市バス運行情報の提供の充実に取り組みます。（拡充）

・タブレット型停留所運行情報表示器の

増設による整備推進

（25 箇所→30 箇所（５箇所増））

交 通 局 

車内事故防止リーフレット 

スマートフォン版 ＱＲコード 

自転車駐輪場に 

設置する注意看板 
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  バス停留所施設の維持・整備 ３９，７５３千円    

 ○停留所上屋及び停留所標識の点検・清掃を計画的に実施するとともに、破損箇所を迅速に修繕

し、安全で清潔なバス停留所施設の提供を行います。 

 ○お客様への快適なバス待ち空間の提供に向けて、バス停留所施設を計画的に整備します。 

  ・停留所上屋 ８基 

  ・照明付停留所標識 20 基 

  ・停留所ベンチ 50 脚 

  営業所の管理委託 １，６０１，０６０千円    

 ○運行の効率化とお客様の利便性を確保するため、営業所の管理委託を引き続き実施します。

・上平間営業所及び菅生営業所

・営業所管理委託に係る評価委員会等の運営

  営業所の建替整備 ２７，９５５千円    

 ○老朽化が著しく、適正な耐震補強ができない施設である上平間

営業所について、建替整備を実施します。

・上平間営業所の建て替えに向けた基本設計等

  バス車両の購入 ５９，１１５千円    

 ○バリアフリー及び環境に配慮しながら、バス車両を計

画的に更新します。

  ・ハイブリッドノンステップバス １両

  ・ノンステップバス １両

停留所上屋 照明付停留所標識 

停留所ベンチ 

築 50 年の上平間営業所 

ノンステップバスなどを含めた 

バリアフリー対応車両導入率 100％ 
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＜予 算 額＞     問い合わせ先：経営企画室 200-3855 内）70520

  ３９，０３９，８９３千円  （対前年度比：△１８．７％）

＜主な事業＞ 

  医療の質及び患者サービスの向上 １４，６７２，６００千円    

 ○「地域医療の確保・充実」と「医療の質の向上」を基本的な視点としつつ、高齢社会にあって

も市民が安心して住みなれた地域で暮らすことができるよう、安定的な医療提供体制を確保す

るとともに、今後の医療需要を踏まえた「機能分担と連携」、「医療機能の充実・強化」をさら

に推進します。

 ・救急医療体制の継続的な確保【川崎病院】 

   救急搬送患者（特に三次救急患者）の受入れや、小児救急医療・周産期医療等を継続的か

つ安定的に提供するため、引き続き優秀な医師の確保に努め、市の基幹病院として「高度急

性期」の役割を着実に担う体制を確保するとともに、今後の高齢化の進展に伴う救急等医療

需要の増加に対応するため、必要な病院機能について検討を行います。 

 ・地域医療連携のさらなる推進【川崎病院・井田病院】 

   地域の医療機関との役割分担と連携により、

市立病院の本来の役割である二次・三次医療

機関として高度・専門的な医療を提供するた

め、地域医療連携を推進し、「地域医療支援

病院」の承認取得に向けた取組を進めます。 

  川崎病院スマート化の推進 １９，８３３千円    

 ○川崎病院では、施設の経年劣化による病院機能の低下を回避するため、大規模修繕や設備更新

など、中長期を見据えた施設・設備の保全計画を取りまとめます。

また、環境配慮型のエネルギー対策やエネルギーセキュリティの向上、さらにはＩＣＴ（情報

通信技術）の積極的な活用により、経営コストの縮減とともに、効率的かつ効果的な設備更新

について検討を進めます。

施設の長寿命化
エネルギー

セキュリティの向上

環境配慮型の

エネルギー対策
ＩＣＴの活用

スマート化

病 院 局 

川崎病院スマート化のイメージ図 

川崎病院
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  井田病院再編整備事業の推進 ８１４，０１７千円    

 ○井田病院の改築工事は、がん等の高度・特殊

な医療の提供や二次救急医療の充実など、医

療機能の強化を基本方針として推進してきま

したが、26 年 12 月に２期建物が竣工し、病

院棟は 27 年４月に全面開院となります。 

 ○引き続き、既存建物の解体工事や立体駐車場

棟の整備等、３期工事を実施します。 

  良質な医療の提供を担う人材の確保・育成 【井田病院】 ２５６，１３２千円    

 ○井田病院の全面開院に伴う救急センター開設に係る体制を整備する

ため、医療技術職員を確保・育成し、救急機能の強化への対応を図

ります。

○全面開院に伴う病床数の増加に対応するため、必要な看護師を確

保・育成し、良質な看護サービスの提供に努めます。

  多摩病院の安定的な運営の推進 ８５１，４３７千円    

 ○指定管理者である学校法人聖マリアンナ医科大

学と連携しながら、北部地域における急性期医

療を担う中核病院として、安定的な運営を推進

します。

 ○地域に不足する小児医療を含めた救急医療を中

心に、高度・特殊・急性期医療、アレルギー医

療等を提供するとともに、災害医療拠点病院と

しての役割を担い、地域医療支援病院として質

の高い医療を提供します。

井田病院再編整備計画スケジュール 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

１期工事
実施

設計

準
備
工
事

２期工事

▲東日本大震災 ２号棟解体１号棟解体

移
転

移
転

３期工事

（予定）

▲一部開院（２９２床） ▲全面開院（３８３床）

３号棟解体

井田病院

多摩病院
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  競輪事業 ２１，０９０，８９８千円    
【所管局：経済労働局】 

○車券売上金収入等による競輪事業の運営及び再整備事業を推進

し、持続可能な事業運営の確立に努めるとともに、施設のイメ

ージアップを図ります。 

・年 12 回 52 日、開催予定 

  卸売市場事業 ４，８０４，３０２千円    
【所管局：経済労働局】 

○市場使用料、施設使用料等により卸売市場の「シャッター改修工事」や「道路舗装工事」等の

整備を行い、施設の長寿命化や老朽化対策等を図ります。 

・北部市場(中央)、南部市場(地方) 

  国民健康保険事業 １５０，９８６，１７１千円    
【所管局：健康福祉局】 

○国民健康保険料等による医療保険の給付等を行います。 

 ・被保険者数（年平均） 328,500 人 

  母子父子寡婦福祉資金貸付事業 ５８３，０７４千円    
【所管局：こども本部】 

 ○貸付金元利収入等による母子寡婦世帯に対する修学資金等の貸付を行います。

 ○新たに父子家庭に対する修学資金等の貸付を行います。（新規）

 後期高齢者医療事業 １３，２１２，５０１千円    
【所管局：健康福祉局】 

 ○75 歳以上の高齢者等を被保険者とする後期高齢者医療制度を、神奈川県後期高齢者医療広域連

合と連携して実施します。

・被保険者数（年平均） 120,117 人

 公害健康被害補償事業 １３８，７５１千円  
【所管局：健康福祉局】 

 ○一般財団法人川崎市公害対策協力財団からの拠出金を主な財源として、大気汚染の影響による

健康被害に係る補償を行うとともに、被害者及びその遺族の生活の安定及び福祉の向上を図る

ことを目的として、必要な事業を行います。

・被認定者数（年平均） 1,407 人

 特 別 会 計 予 算 

 本市の予算は、一般会計のほかに、主に特定の収入をもって特定の事業を行う

場合で、一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に特別会計を設け

ています。 

ここでは、特別会計で実施している事業をご紹介します。

レースの様子 
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  介護保険事業 ８１，３２４，１１８千円  
【所管局：健康福祉局】 

 ○被保険者が負担する介護保険料等により、要支援・要介護状態となり介護が必要な方に対して、

保険医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行います。

・第 1号被保険者数（年平均） 281,399 人

港湾整備事業 ２，８４６，０２３千円
【所管局：港湾局】 

 ○港湾施設使用料や財産収入等を財源として、上屋、港湾共同事務所、コンテナターミナル等の

港湾施設の整備及び管理運営を行います。

・コンテナターミナル改良工事等

  勤労者福祉共済事業 １０６，３１６千円    
【所管局：経済労働局】 

○会員からの共済掛金収入等による給付や、福利厚生事業等を行います。

・加入者数（年平均） 11,311 人

墓地整備事業 ４１２，７５３千円
【所管局：建設緑政局】 

 ○墓地使用料等による墓地（緑ヶ丘霊園・早野聖地公園）の整備・管理を実施します。

  ・壁面型墓所（217 か所）の整備等 

生田緑地ゴルフ場事業 ４７１，０８２千円
【所管局：建設緑政局】 

 ○利用料収入による生田緑地ゴルフ場（多摩区）の整備・管理

を実施します。 

  ・カート道路補修工事、管理用通路改修工事等

公共用地先行取得等事業 ３，８６９，２２６千円
【所管局：総合企画局】 

 ○将来、公園や道路などに供する用地の先行取得、及び取得した土地の維持管理を行い、円滑な

公共事業の実施を図ります。

公債管理 ２１９，６６１，７８７千円
【所管局：財政局】 

 ○川崎市債の発行・償還（元金の償還及び利子の支払い）を行います。

○将来の元金償還に備え、減債基金への積立てを行います。

生田緑地ゴルフ場 

－96－


