
平成２５年度　協働型事業一覧表 【全市】

No. 事業名称 団体名 行政所管課 事業概要 事業形態 予算額

1 シニアリポーター運営事業
特定非営利活動法人　かわ
さき創造プロジェクト

総合企画局 自治政策部

市内で行われているシニア関係の様々な活動、イベントなどをシニアリポー
ターが取材し、民間ポータルサイト内の「シニアリポーターによるおすすめイ
ベント＆取材リポート」で発信することにより、シニア世代が地域で活動する
きっかけづくりを行う。

委託 \621,000

2
平成２５年度かわさき自治推進フォーラ
ム

特定非営利活動法人　ぐら
す・かわさき

総合企画局 自治政策部
川崎市自治基本条例の理念の市民への浸透などを目的に開催する「か
わさき自治推進フォーラム」について、フォーラムの企画運営を行
う。

委託 \1,300,000

3 多摩川カヌー教室
特定非営利活動法人 とどろ
き水辺

市民・こども局  市民ス
ポーツ室

カヌー技術の習得とともに、多摩川の自然を身近に感じ、多摩川と親
しく関わっていく機会として実施する。

委託 \800,000

4 コミュニティビジネス振興事業
特定非営利活動法人　ぐら
す・かわさき

経済労働局 産業政策部 企
画課

市民のコミュニティビジネスに対する関心を高め、　コミュニティビ
ジネスへの就業支援・事業者への支援等を通じ、コミュニティビジネ
スの振興を図る。相談窓口の運営、情報発信、支援セミナーの開催.

委託 \1,510,000

5
川崎市地球温暖化対策推進基本計画推進
事業

特定非営利活動法人　アク
ト川崎

環境局 地球環境推進室
かわさき地球温暖化対策推進協議会やCC川崎エコ会議などの運営、川
崎市地球温暖化防止活動推進員の活動支援等に関する業務等について
委託する。

委託 \12,522,000

6 シニアパワーアップ推進事業
特定非営利活動法人　かわ
さき創造プロジェクト

健康福祉局 長寿社会部 高
齢者在宅サービス課

高齢者が、ますます元気で、それぞれの能力や経験などを活かし、健
康づくりや地域社会への積極的な参加を通じて、「生涯現役」を実現
できるよう自己啓発講演会、傾聴講座、パソコン教室の３事業を展開
する。

委託 \1,819,000

7
食生活改善推進員　地区組織活動助成事
業

川崎市食生活改善推進員連
絡協議会

健康福祉局 健康安全部 健
康増進課

市民等を対象に、食生活の改善を中心とした健康づくりのための普及
啓発活動を行う。

事業協力
共催

補助・助成
\150,000

8 川崎市運動普及推進員交流会
川崎市運動普及推進員連絡
協議会

健康福祉局 健康安全部 健
康増進課

運動普及推進員は、運動を通じて地域住民の健康づくりを進めるボラ
ンティアである。交流会を通して、市民への活動周知を行うと共に、
推進員同士の交流や情報交換を行うことで、活動意欲の向上や活動の
活性化を図ることを目的としている。

共催 \120,000

9 ＮＰＯ住宅相談コーナー

ＮＰＯ かわさき住環境ネット
ワーク
ＮＰＯ かわさきマンション管
理組合ネットワーク

まちづくり局 市街地開発部
住宅整備課

住まいに関する様々な情報提供や相談に対応するため、市は北部に
「ＮＰＯ住宅相談コーナー」を設置し、住まい・まちづくりに関連す
る複数のＮＰＯ法人が、第３者の立場で、市民に対して住まいに関す
る様々な情報提供や相談に無料で対応する。

事業協力 \0

10 神奈川県あんしん賃貸支援事業
ＮＰＯかながわ外国人すま
いサポートセンター他１３
団体

まちづくり局 市街地開発部
住宅整備課

県、市、社会福祉法人、ＮＰＯ、宅地建物取引業者等が連携し、高齢
者、障害者、外国人等の住宅確保に配慮を要する市民に提供できる民
間賃貸住宅の登録・情報発信や居住に関するサポートを行う。

委託
事業協力

\1,300,000
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11 川崎市居住支援制度
公益財団法人川崎市国際交
流協会他１９団体

まちづくり局 市街地開発部
住宅整備課

高齢者等が民間賃貸住宅を借りる際に、家賃の支払能力等があるにもかかわら
ず、保証人をみつけることが困難な場合に、市の指定する保証会社を利用し、
あわせて、市の施策により居住を支援し、入居機会の確保と安定した居住継続
を支援する制度である。

事業協力 \0

12
多摩川エコミュージアムプラン推進事業
（かわさき多摩川博の開催）

特定非営利活動法人　多摩
川エコミュージアム

建設緑政局 緑政部 多摩川
施策推進課

より多くの市民へ多摩川の魅力を知ってもらうため、年間を通して市
民参加型イベンを開催し、情報発信を行う。

委託
共催

\3,025,050

13
多摩川エコミュージアムプラン推進事業
（二ヶ領せせらぎ館管理運営等業務委
託）

特定非営利活動法人　多摩
川エコミュージアム

建設緑政局 緑政部 多摩川
施策推進課

多摩川エコミュージアムプラン推進に係る事業の企画・実施及び二ヶ
領せせらぎ館の管理運営とプラン推進に必要な業務を行う。

委託
事業協力

\4,021,500

14
大師河原水防センター管理・運営等業務
委託

大師河原水防センター運営
委員会

建設緑政局 緑政部 多摩川
施策推進課

多摩川エコミュージアムプランや防災活動に係る活動の企画・実施そ
の他水防センターの管理運営を行う。

委託
事業協力

\2,794,000

15 保全管理計画 地域のボランティア団体 建設緑政局 緑政部 緑政課
特別緑地保全地区及び緑の保全地域について、将来に向けて良好な自
然環境を維持していくために、地域住民などとの協働により管理計画
を策定し、それに基づいた管理実践を行うもの。

事業協力 \8,516,000

16 生田緑地マネジメント会議 生田緑地マネジメント会議
建設緑政局　緑政部
生田緑地整備事務所

生田緑地ビジョンに示す「協働のプラットフォーム」として、市民団
体、町内会等の地域団体、大学、行政及び指定管理者など、多様な主
体が相互に連携・調整しながら管理運営に参加し、生田緑地の価値と
魅力の向上を目指す。

共催 \1,500,000

17 シニアパワー事業 未定
川崎区役所 まちづくり推進
部 企画課

シニア世代の人が地域活動を始めるきっかけになるように、市民団体
の活動紹介、地域の魅力の紹介などを行う。

委託 \355,000

18
メルマガ「インターコムかわさきく」配
信事業

かわさきくコミュニケー
ション・ボランティア

川崎区役所 まちづくり推進
部 企画課

外国人市民に対して、市政だより等に掲載する行政情報、特別に区民
に広報する情報又は、外国人市民向けの地域情報を「英語」「スペイ
ン語」「ポルトガル語」「中国語」「タガログ語」「やさしい日本
語」に翻訳し、電子メールで配信する。

委託 \990,000

19
平成25年度いきいきかわさき区提案事業
「銀杏並木を活かした野外演奏会」

川崎砂子会協同組合
川崎区役所 まちづくり推進
部 企画課

市役所庁舎でオープンカフェを併設した野外演奏会を開催し、市役所
通りの銀杏並木の美しさと併せ、川崎駅周辺のイメージアップを図る
ことを目的とする。

委託 \502,500

20
平成25年度いきいきかわさき区提案事業
「チョットの工夫で元気にすごす出前講
座」

川崎市栄養士会
川崎区役所 まちづくり推進
部 企画課

高齢化が進んでいる中、要介護者も増加しており、健康維持のための
食事の重要性についての講座を開催するとともに、豆腐等を使った簡
単な料理の試食や噛む力を体験し、食生活の改善につながる取り組み
を行う。

委託 \363,000
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21
平成25年度いきいきかわさき区提案事業
「子どもも大人も集まれ！川崎区カロー
リング大会実施事業」

川中島総合型スポーツクラ
ブ

川崎区役所 まちづくり推進
部 企画課

地域において、子どもが遊ぶ場所や機会が少なくなってきている。また、子ど
もや高齢者などの幅広い年齢層が交流できる場が少なくなっている。そのた
め、誰でも気軽に参加できるカローリングを活用し、幅広い世代間の交流を深
めることを目的とする。

委託 \200,000

22
平成25年度いきいきかわさき区提案事業
「かわさき区ウキウキウォーキング実施
事業」

ＮＰＯかわさき歴史ガイド
協会

川崎区役所 まちづくり推進
部 企画課

平成２３年度区民会議の提言で作成した「かわさき区ウキウキウオーキング」
を活用し、区の魅力である歴史・文化をガイドしながら、高齢者が安全・安心
に外出できるきっかけづくりとなるウオーキングイベントを開催する。

委託 \210,000

23
平成25年度いきいきかわさき区提案事業
「麦わら細工を使った歴史・文化の継
承」

麦人の会
川崎区役所 まちづくり推進
部 企画課

江戸時代から東海道として栄えた川崎宿について、東海道の歴史・文
化を学ぶとともに、「麦わら細工」の講師養成講習を行うことで、歴
史の語り手、伝統文化の継承者を育てることを目的とする。

委託 \246,800

24
平成２５年度いきいきかわさき区提案事
業「健康長寿を推進する～高齢になって
もいきいき暮らすために～」

余暇を利用する・ひまつぶ
しの会

川崎区役所 まちづくり推進
部 企画課

少子高齢化の中、多くの高齢者が介護に頼らずに地域で絆を深め、生
き生きと過ごせるよう、高齢者のための体操を行うとともに、介護予
防についての講演会を開催する。

委託 \161,800

25
平成２５年度いきいきかわさき区提案事
業「かわさきの祭り！大集合～伝承と創
造のコラボレーションＬＩＶＥ」

川崎区文化協会
川崎区役所 まちづくり推進
部 企画課

歴史と新しい文化が共存し、多数の外国人市民が住む川崎区の歴史的
な祭りや、新しい祭りを一同に紹介する舞台を開催し、幅広い世代や
外国人市民の交流を図る。

委託 \599,000

26
平成２５年度いきいきかわさき区提案事
業「建て替え予定市民施設の映像アーカ
イブ化事業」

特定非営利活動法人かわさ
きＭＯＶＥＡＲＴ応援隊

川崎区役所 まちづくり推進
部 企画課

1960年代に建設された川崎区内の市民施設の取り壊し、建て替え前
に、歴史・文化的価値を評価するとともに、歴史的資料として映像化
（DVD）する。

委託 \450,000

27
平成２５年度いきいきかわさき区提案事
業「故郷想い出づくり（区の花ひまわ
り・ビオラ、区の木長十郎梨を育てて）

さくらもと地域教育会議
川崎区役所 まちづくり推進
部 企画課

さくら小学校の花壇を利用し、区の花・区の木のひまわり、ビオラ、
長十郎梨の植樹祭を開催し、地域団体と児童との交流促進、地域連携
を深めるとともに、区のイメージアップを図る。

委託 \245,000

28
平成25年度いきいきかわさき区提案事業
「海風の森　森の楽園」

海風の森をＭＡＺＵつくる
会

川崎区役所 まちづくり推進
部 企画課

日頃から様々な植物や生物に触れる機会が少ない区内の子どもたちとその保護
者に、浮島町公園での活動を通じて臨海部の豊かな自然や多様な生態への理解
を深めるとともに、植物等の自然の素材によるクラフト等の体験を通じて環境
への意識を高めることを目的とする。

委託 \300,000

29
　平成２５年度小田地区まちづくり推進
事業

小田まちづくりクラブ
川崎区役所 まちづくり推進
部 地域振興課

小田地区における地域課題について、企業や関係団体等と連携して住
民主体による課題解決を図る目的で、イベントや各種調査の実施、定
例的な協議などを行う。

委託 \655,000

30
平成２５年度川崎西部地区まちづくり推
進事業

川崎西部まちづくりクラブ
川崎区役所 まちづくり推進
部 地域振興課

川崎西部地区における地域課題について、企業や関係団体等と連携し
て住民主体による課題解決を図る目的で、イベントや各種調査の実
施、定例的な協議などを行う。

委託 \795,000
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31
平成２５年度渡田地区まちづくり推進事
業

渡田まちづくりクラブ
川崎区役所 まちづくり推進
部 地域振興課

渡田地区における地域課題について、企業や関係団体等と連携して住
民主体による課題解決を図る目的で、イベントや各種調査の実施、定
例的な協議などを行う。

委託 \827,000

32 市民館保育活動
保育ボランティアグループ
ポピンズ

川崎区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課（教育文
化会館）

市民館事業等で子育て中の市民の学習活動を支援するため保育を登録
グループ・個人と市民館（市民自主学級・市民自主企画事業において
は３者）協働で行っている。

事業協力 \123,000

33
市民自主学級「父親の子育て参加に関す
る自主短期学級」

かわいく
川崎区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課（教育文
化会館）

父親の子育て参加の具体的な方法を学び、地域の施設等の活用の仕方
を知る。また、同じ地域に住む子育て世代の父親・家族が知り合い、
つながる場をつくる。

委託 \75,000

34
市民自主企画事業　「関東大震災から学
ぶ多民族共生への道」

かわさきマウル
川崎区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課（教育文
化会館）

川崎区における多民族共生の歴史を正しく理解するために、歴史的事
実を収集し分析することで、多民族・多文化共生のまちづくりをめざ
す。

委託 \50,000

35
市民自主学級「勇気づけでスマイル子育
て」

こっこママ
川崎区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課（教育文
化会館）

子育て世代を対象に、子どもへの関わり方や、参加する母親自身の自
己肯定感について参加者が主体的に学ぶ場をつくり、母親が元気に前
向きに子育てできるようにする。また、地域における母親同士のネッ
トワークをつくる。

委託
　\75,000
（別途保育
10,000円）

36
市民自主学級事業フリースペース「リ
フォーム工房」

リフォーム工房みどりの風
川崎区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課（教育文
化会館）

身近な物を大切にし、再利用の楽しさを体験しながら仲間づくりをす
る。活用の成果を区内の福祉施設等で発表し、地域での活動につなげ
ていく。

委託 \40,000

37
市民自主企画事業「ふれあいスクール
Blue Sky＋」

チームあおぞら
川崎区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課（教育文
化会館）

一般市民の中に当り前に障がいのある人がいるという空間を作り、障
がいへの理解を深めるとともに、子どもからお年寄りまでの市民の心
が、より豊かになることを目指す。

委託 \150,000

38
市民自主企画事業「アゼリア合奏団inシ
ニア」

アゼリア合奏団inシニア
川崎区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課（教育文
化会館）

シニア世代が経験のある手持ちの楽器を持ち寄って集まり、合奏の楽
しさを体験しながら仲間づくりをする。活動の成果を発表するととも
に、ニーズに応えながら演奏機会を設け、活動の場を地域に広げてい
く。

委託 \120,000

39 川崎区ＰＴＡ活動研修 川崎区ＰＴＡ協議会
川崎区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

子どもの健やかな成長を支えるＰＴＡ活動について、これからのＰＴ
Ａ活動のあり方や可能性を考えた研修などを行い、より円滑な活動を
めざす。

共催 \70,000

40
表現・舞台支援事業「つくろうよコン
サートvol.11」

つくコン１１実行委員会
川崎区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課（教育文
化会館）

吹奏楽の経験はあるが、現在は演奏の機会がない方、多忙で練習時間
が取れない方などが集まって、即席の吹奏楽団を結成して1回限りの
コンサートを開催する。

委託 \210,000
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41
市民自主学級「はじめてみよう絵本の読
み聞かせ」

おはなしのはな
川崎区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

図書館や小学校で実際に読み聞かせをする際の基本や公共の場で読み
聞かせを行う際の良い本の選び方を講義と実践で学ぶ。

委託 \75,000

42
市民自主学級「子どもの科学実験教室
３」

ふしぎ探検隊
川崎区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課　大師地
区担当

子どもの理科離れが取り上げられている昨今、学校教育とは違う身近
な場所で科学実験を行う。川崎にある最先端技術を持つ企業にも協力
を得ることで次世代を担う地域の子どもに川崎の技術力を知ってもら
う。

委託 \45,000

43
市民自主企画事業「プラザ大師　市民自
主企画事業」

プラザ大師 市民自主企画事
業 実行委員会

川崎区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課　大師地
区担当

地域における生涯学習や文化・芸術の振興を図るために市民の企画や
運営で様々な事業を行う（「プラザ大師まつり」「子どものたまり
場」「七夕イヴ・コンサート」「とくべつおはなし会」「麦わら細工
講座」）など

委託 \320,000

44
市民自主企画事業「みんなでかこうクレ
パスアート！」

はぴねすあーと
川崎区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課　大師地
区担当

プラザ大師の１Fガラスに、ガラスに描いて消せるクレパスを使って
テーマを決めてアート体験をする事業を行う。皆でひとつの作品を仕
上げることで地域の多世代間の交流の場とする。自分たちの作品を消
すことも体験し、アートへの理解も深める。

委託 \40,000

45
市民自主学級「実践シニアライフ～何で
もやってみよう～」

アクティブシニア倶楽部
川崎区役所　まちづくり推
進部　生涯学習支援課　大
師地区担当

仕事を離れ時間に余裕のあるシニアがコミュニケーションを図りなが
ら地域のことや人に喜んでもらえることを学び、これからそれを生か
していく講座を企画・運営する

委託 \75,000

46 市民自主学級「hughugたじま幼児学級」 hughug（ハグハグ）
川崎区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課　田島地
区担当

子育てをする母親のための学習（布絵本の作成、手遊び歌、離乳食や
幼児食の実習）を通じて、仲間作りを図ると共に、学習で得た知識を
自身やさらに地域の子育てに還元する。

委託 \90,000

47
市民自主企画事業「プラザ田島市民自主
企画事業」

プラザ田島市民自主企画事
業実行委員会

川崎区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課　田島地
区担当

地域の特性に応じた生涯学習、文化・芸術振興や交流を推進するため
の事業である。

委託 \426,000

48 地域の縁側活動推進事業
地域の縁側活動団体　平成
25年4月1日現在13団体

川崎区役所 保健福祉セン
ター 地域保健福祉課

①近隣住民同士が支え合えるための様々な交流会（話をする、相談する、モノ
づくりをする、歌を歌う等）の実施　②縁側活動など地域福祉計画の周知また
は活動の担い手の発掘や参加を促進するための効果的な広報、公聴活動　③そ
の他（既存活動は除く）を縁側活動団体と共同し実施する。

事業協力 \884,000

49
さいわい親子エコスクール事業（幸区提
案型協働推進事業）

ＣＣさいわい
幸区役所 まちづくり推進部
企画課

若い親子世代の環境問題に対する意識向上のため、エコな料理教室
や、エコ暮らし未来館等の見学ツアー、エコクラフトづくり、先進技
術を有する区内企業の見学を行い、親子でともに考える学習の場を提
供する。

委託 \445,600

50
加瀬山を知り自然を学ぶ体験学習事業
（幸区提案型協働推進事業）

さいわい加瀬山の会
幸区役所 まちづくり推進部
地域振興課

幸区において貴重な自然の残る加瀬山を拠点として、市民・行政の協
働により、加瀬山の自然、歴史学習や植栽イベント等を実施し、加瀬
山の魅力の再発見と多世代交流による地域コミュニティの活性化を目
指す。

委託 \138,800
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51 公共花壇花植え事業
さいわい花クラブ実行委員
会、下平間小学校、塚越中
学校、川崎信用金庫

幸区役所 まちづくり推進部
地域振興課

環境教育の実践や緑化活動の推進、世代を越えた交流を図ることを目
的として、小・中学校と区民（さいわい花クラブ実行委員）、企業、
行政が連携し、ＪＲ南武線鹿島田駅近くにある公共花壇で花植えを行
う。

共催 \582,000

52
誰もが楽しく練習。より豊かに対人関係
を学べる事業２（幸区提案型協働推進事
業）

子育て・育児者支援グルー
プ　わたぼうし

幸区役所 まちづくり推進部
生涯学習支援課

地域で活動をしている中でコミュニケーションに不安を感じている人を対象
に、安心してコミュニケーションスキルを学ぶ場を作り、日常の暮らしの中で
の対人関係に活用できる場を提供することで、地域でのコミュニケーション作
りのきっかけとしてもらう。

委託 \277,750

53 幸区こども学習サポート事業
特定非営利活動法人教育活
動総合サポートセンター

幸区役所 まちづくり推進部
生涯学習支援課

「地域における子ども支援施策」推進の一環として、地域で学習支援
ボランティアを養成し、外国につながる子どもへの基礎的な学力支援
を行う。

委託 \528,000

54 幸区多文化共生推進事業
幸区多文化共生推進実行委
員会

幸区役所 まちづくり推進部
生涯学習支援課

幸区で暮らしている人々が互いの違いを認め合いながら、ともに生き
る豊かな地域づくりをめざして、「多文化フェスタ」や「国際理解基
礎講座」等の事業を実施する。

委託 \594,000

55 ＰＴＡ活動研修 幸区ＰＴＡ協議会
幸区役所 まちづくり推進部
生涯学習支援課

子どもの健やかな成長を支えるＰＴＡ活動について、これからのＰＴ
Ａ活動のあり方や可能性を考えた研修などを行い、より円滑な活動を
めざす。

共催 \80,000

56 市民館保育活動 キャンディ・幸保育学習会
幸区役所 まちづくり推進部
生涯学習支援課

市民館主催事業等で、子育て中の市民の学習活動を支援するための保
育を登録グループ・個人と市民館（市民自主学級・企画事業において
は三者）で実施する。

事業協力 \170,000

57
市民自主学級「おひさまクラブ２０１
３」

おひさまクラブ
幸区役所 まちづくり推進部
生涯学習支援課

同年齢の子どもを持つ親たちが子どもの成長を考え、「子どもを育て
る」ことについて仲間とともに学び、また子どもも同年齢の子や親以
外の大人と関わりの中で、多くのことを学び・体験する機会をもつ。

委託 \190,000

58
市民自主学級「さいわいパパの地域活動
講座Ⅲ」

さいわいパパ友くらぶ
幸区役所 まちづくり推進部
生涯学習支援課

子育て中の父親同士の交流を図りながら、男性の地域活動への参画に
向けた学習を行う。

委託 \45,000

59
市民自主学級「終活のライフプランニン
グ」

未定(館提案で今後団体を組
織するため)

幸区役所 まちづくり推進部
生涯学習支援課

自分らしい人生のエンディングを考えるための情報を提供する。 委託 \190,000

60
市民自主企画事業「さいわい音楽キャラ
バン」

未定(公募の委員で結成)
幸区役所 まちづくり推進部
生涯学習支援課

地域の人材を活用しながら、身近な場所で音楽を体験する機会を提供
する

委託 \190,000
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61
市民自主企画事業「幸せさがし☆プロ
ジェクト」

未定(公募の委員で結成)
幸区役所 まちづくり推進部
生涯学習支援課

傷ついたり悩んだりしている人たちが心豊かに生きるためのヒントを
得て、再出発できるきっかけを作る。

委託 \190,000

62
幸区地域資源を活かしたまちづくり事業
「郷土の歴史と文化を活かしたまちづく
り事業」

日吉郷土史会
幸区役所 まちづくり推進部
生涯学習支援課日吉地区担
当

地域の歴史・文化を活かしたまちづくりを推進するため、地域の歴史
を再発見する学習会を実施する。

委託 \281,121

63
幸区地域資源を活かしたまちづくり事業
「日吉のタカラモノを次世代につなげる
地域ネットワーク推進事業」

日吉の「わッ」実行委員会
幸区役所 まちづくり推進部
生涯学習支援課日吉地区担
当

団体がネットワークをつくり、地域資源を活かしたイベントや情報提
供を行うとともに世代間の交流を図る。

委託 \258,070

64
市民自主学級「日吉ぶっくぶっくクラ
ブ」

日吉ぶっくぶっく部
幸区役所 まちづくり推進部
生涯学習支援課日吉地区担
当

工作・ゲーム・科学遊び・料理など様々な活動を通じ、子どもたちに
本の楽しさや新しい世界を提供する。

委託 \75,000

65
市民自主企画事業「日吉ふれあい国際交
流サロン」

日吉国際交流サロン
幸区役所 まちづくり推進部
生涯学習支援課日吉地区担
当

地域に在住する外国人の市民生活を支援するため、料理づくりや日常
生活など身近なテーマを通じたワークショップによる交流と情報提
供、相談等を行い、多文化共生社会のまちづくりを支援する。

委託 \54,000

66
パパと子どもの簡単料理教室（幸区提案
型協働推進事業）

幸区食生活改善推進員連絡
協議会

幸区役所 保健福祉センター
地域保健福祉課

幸区内子ども文化センター（６か所）で、３歳から未就学児とその父
親を対象に簡単で美味しく、健康づくりに役立つ料理教室を開催す
る。

委託 \305,120

67
みゆきでプレパ～出張・夢見ヶ崎プレー
パーク～（幸区提案型協働推進事業）

夢見ヶ崎プレーパークをつ
くる会

幸区役所 こども支援室

現在、日吉地区で月１回・１箇所のみ開催している「夢見ヶ崎プレーパーク」
を御幸地区で開催することにより、多くの子どもたちがのびのびと遊べる機会
や場所を提供するとともに、子どもの遊び環境を整えることの大切さ、豊かに
することの大切さをより多くの人に知ってもらう。

委託 \309,850

68
おでかけ“ぽかぽか”～お外でもっと遊
ぼうよ!出張青空子育て広場～

夢見ヶ崎プレーパークをつ
くる会

幸区役所 こども支援室

乳幼児の野外遊びを豊かにしていく活動を通じて、心配や不安の多い
乳幼児期の子育てを支援していく。区内の公園（３箇所）で全３８回
「出張青空ひろば」を開催するほか、スタッフの勉強会、まとめの会
等を実施する。

委託 \642,860

69 楽しく子育て＠ふるいちば
地域子育て支援センターふ
るいちばボランティア交流
会

幸区役所 こども支援室
子育て世代の人たちが、親子で楽しめるイベントを通し、家族の絆を
深める。また、地域のボランティアと触れ合うことで、地域社会に支
えられた子育てを感じとってもらう。

委託 \172,400

70
土曜日の父親参加促進・子育て支援事業
（パパっとサタデー広場）「自主運営
型」

子ねっと幸・グループふわ
ふわ

幸区役所 こども支援室
ふれあい遊びや、親子の居場所作りを通し父親の育児参加支援・子育
て家庭への支援を行う。

委託 \355,160
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71
『環境まちづくり読本防災編‐災害時に
役に立つ防災エコグッズ、使える自然エ
ネルギー‐』冊子作成事業

ＣＣなかはら・地球にいい
ことプロジェクト

中原区役所　まちづくり推
進部　企画課

災害時に身近で役に立つ防災グッズ、使える自然エネルギーにどんなものがあ
るかを環境の観点から調査、検討・評価し、その結果を冊子にまとめ、区民に
広く周知することで防災体制を向上させる。

委託 \337,250

72 まちの課題解決プロジェクト
NPO法人小杉駅周辺エリアマ
ネジメント

中原区役所 まちづくり推進
部 地域振興課

武蔵小杉再開発地区の環境、安心・安全、教育など身近な課題を洗い出し、自
ら解決する意志を持つ人々を対象に、解決方法を議論・発表し実践に繋げるこ
とを目的とする。

委託 \546,000

73
中原区市民提案型事業　中原区・子ども
乙女文楽伝承プロジェクト

公益財団法人　現代人形劇
センター

中原区役所 まちづくり推進
部 地域振興課

川崎で伝わる伝統人形芝居「乙女文楽」の伝承（学校公演、体験ワークショッ
プ、地域イベントでの発表）を通じた、地域における青少年育成の場づくり、
新しい地域コミュニティの形成を目指す。

委託 \499,880

74
地域課題対応事業「なかはらミュージカ
ル」

なかはらミュージカル実行
委員会

中原区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

市民参加型のオリジナルミュージカルを公演する。 委託 \944,575

75 ＰＴＡ活動研修会 中原区ＰＴＡ協議会
中原区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

各ＰＴＡの専門委員会の委員長・副委員長を対象に、ＰＴＡ運営が円
滑に進められるよう研修会を開催する。

共催 \75,000

76 市民館保育活動
にじの会、どんぐりの会、
ぽかぽかの会

中原区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

小さな子どもがいるために学習できないという親子を対象に、保育を
実施する。

事業協力 \159,000

77
市民自主学級「なかはらを探求しよう
Ⅲ」

なかはら探究会
中原区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

中原区の歴史の基礎となる資料・神社・社寺・仏像・石造物について
の「基本」を学ぶ。

委託 \150,000

78
市民自主学級「ノーマライゼーションの
世界を作ろう！」

ひまわり～ノーマワールド
の会～

中原区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

障がい者や高齢者もみんながお互いにかかわり、お互いを認め、尊重
しながら支えあう「自立と共生の地域社会づくり」を目指す。

委託 \75,000

79 市民自主学級「NEXTパパ塾」 NEXTパパ塾２０１３
中原区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

子育てしやすい街づくりに向けて、地域のパパネットワークをつく
り、パパならではの地域活動を考える。

委託 \75,000

80
市民自主学級「学齢期の発達障がいを考
える」思春期編

ママン・エ・モア
中原区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

発達障がいを持つ子どもが向かえる思春期を捉えて学び考えながら、
自立した青年期・成人期に向けての学習のスキルアップを図る。孤立
してしまいがちな保護者同士の繋がる場をつくる。

委託 \75,000
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81
中原区市民提案型事業「子ども大好き
私も大好き　この街　大好き」

レインボーリング
中原区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

乳幼児を持つ親を対象に約１２回の連続講座を開催し、子どもの心身の発達や
親の関わり方を学ぶことにより、受講者が共感し合い、気持ちにゆとりを持て
る場や地域で助け合って子育てをしていく絆を作る場と中原区で安心して子育
てをしていくのに必要な情報の提供をする。

委託 \324,650

82
市民自主企画事業「親子で楽しむ０歳か
らのコンサート」

武蔵小杉ファミリーウイン
ドオーケストラ

中原区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

観客が音楽を一方的に聴く一般的な演奏会ではなく、入場年齢制限無
しで幅広い世代が一緒に歌ったり、リズムを奏でる、観客参加型のコ
ンサート

委託 \155,000

83
市民自主学級「読み聞かせボランティア
入門講座」

中原区・子どもと本を考え
る会

中原区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

子どもたちの健全な成長のために読書環境を充実させることを目的と
し、読み聞かせについての基礎知識や技術を学び、実践に役立てる

委託 \150,000

84 識字学習活動
午前：ことばの木、夜間：
はらっぱ

中原区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

ボランティア研修を受講した市民により、外国人等に日本語学習支援
を行う。

事業協力 \520,000

85
表現・舞台活動支援事業「なかはらアク
トストリート」

なかはらアクトストリート
実行委員会

中原区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

中原市民館全館を会場として、中原区で活動している約20団体が観客
参加型のコンサート・パフォーマンス・ワークショップを開催する。
（音楽・オペラ・ダンス・アートなど）

委託 \50,000

86
市民自主学級「知っているようで知らな
い気候変動」

かわさき気候変動円卓会議
中原区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

　学級を通じて、気候変動問題に関心のある地域の方々に集まっても
らい、気候変動問題の解決に向けて「地域で何ができるか」を考え、
将来の行動へと繋げていく。

委託 \75,000

87
課題別連携事業「なかはらママカフェｉ
ｎこすぎ」

区内子育てボランティア
「にじの会」、社会福祉法
人育桜福祉会喫茶室いくお
う中原

中原区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

　乳幼児を抱えた親子が、お茶を飲みながらゆったりと親子で向いあい、仲間
づくりをはかれる居場所を作る。

事業協力 \0

88
市民自主企画事業「スポーツの安全・安
心を学ぶ」

なかはらスポーツ安全・安
心を考える会

中原区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

スポーツの重大事故を防ぐ方法から、「スポーツの安全・安心」について学
び、一人一人がかけがえのない存在であることに気づき、安全・安心なスポー
ツが実践される地域社会を推進する。

委託 \95,000

89
フロンターレで毎日元気いっぱい！！推
進事業

川崎フロンターレ中原アシ
ストクラブ

中原区役所 こども支援室

　中原区内の子供たちの生活習慣の向上のため、地元のサッカークラブ「川崎
フロンターレ」のマスコット　ふろん太たちの人形を使った生活リズム劇を制
作し、公営保育園の園庭開放日を利用して実施する。また、区役所で開催する
子ども未来フェスタでも披露し、多くの人に啓発を行う。

委託 \550,000

90 地域のこぼれ話を拾う（二子地域編）
特定非営利活動法人市民文
化パートナーシップかわさ
き

高津区役所　まちづくり推
進部　企画課

地域には様々な歴史資源や言い伝えがあるが、中にはその由来や背景
を知る人が少なくなってきているものもある。地域の歴史の足跡を、
地域の古老などから聞き取り、記録として残し、後世に伝えていくこ
とを目的とし実施する。

委託 \200,000
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91 高津ものまちづくり会 高津ものまちづくり会
高津区役所　まちづくり推
進部　企画課

高津区内の準工業地域では、工場跡地でのミニ戸建建設が進む等、住工混在状況が近年複雑
化しており、京浜地域のものづくり基盤を担ってきた同地域の町工場は操業環境の確保に不
安を抱いている。本事業では、地域の新住民との相互理解を深めるとともにものづくり資源
の魅力や可能性を地域内外に発信することにより、町工場と住民が共存できるまちづくりの
基盤構築を目的とする。

委託 \1,450,000

92 高津市民館ＰＴＡ活動研修 高津区ＰＴＡ協議会
高津区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

子どもの健やかな成長を支えるPTA活動について、これからのPTA活動
のあり方や可能性を考えた研修などを行い、より円滑な活動を目指
す。

共催 \76,000

93
識字学習活動（たかつにほんごきょうし
つ）

三本木の会（夜）あいうえ
おの会（昼）

高津区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

外国人市民等と共に学ぶ相互学習を通して、日本語ボランティアと協
働で行い、地域の中から多文化共生社会を目指す。

事業協力 \543,000

94
市民自主企画事業「多文化読み聞かせ隊
による音楽とお話企画」

ＴＨＥ アートプロジェクト
多文化読み聞かせ隊

高津区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

子育て中の親や地域の子どもたち、外国につながりを持つ親子が英語を用いた
演劇の舞台に参加したり、鑑賞することで、互いの交流を図り、小学校に取り
入れられている英語を身近に感じて異文化に対する視点を養う。そして、高津
区内における多文化共生社会の推進を目指す。

委託 \125,000

95
市民自主学級「みんなで楽しむハッピー
子育て」

あんだんて
高津区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

2～3歳児の体・心について学びながら、情報交換・仲間づくりをする
場を提供することで、参加者が高津区で安心して子育てできるように
なる一助とする。

委託 \190,000

96
市民自主学級「よりよく生きるための終
活」

終活講座企画実行委員会
高津区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

高齢者が充実した高齢期を計画的に過ごせるよう、エンディングノー
ト、終末期医療、尊厳死、リビングウイル、相続、遺言、葬儀などを
具体的に学び、関連する高齢者向け施設見学なども行う。

委託 \75,000

97 市民館保育事業 保育ボランティアたけのこ
高津区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課橘地区担
当

子育て中の人の学習参加支援のために、保育ボランティアグループと
の協力により、学級講座に保育を併設する。

事業協力 \40,000

98
市民自主学級「発達障がいについて考え
る」

トゥインクル・スター
高津区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課橘地区担
当

発達障がいについて学び、相互理解を深めながら、子どもの成長をみ
つめ、地域の中で育ちあえるようにするためにどう対処したらよいの
かを考えるとともに、孤立しがちな親同士の仲間づくりやネットワー
ク化を考える。

委託 \85,000

99
市民自主学級「もう一度仕事を始めたい
女性のための講座」

もう一度仕事を始めたい女
性のための講座企画・運営
委員会

高津区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課橘地区担
当

出産や育児等、何らかの事情で家庭に入った女性が、再び自分らしく
社会の中で動き出せるよう、女性の再就職の現状や復職に向けた動き
出し方等を学び、自分の生き方にあった仕事の仕方や活躍の方法を考
える。

委託 \95,000

100
高津区地域課題対応事業「プラザ橘みん
なで楽しむ音楽事業」

プラザ橘みんなで楽しむ音
楽事業実行委員会

高津区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課橘地区担
当

「音楽のまち・かわさき」の推進を図り、音楽を通したコミュニティ
形成を進めるため、地域住民が地域の身近な場で多様なジャンルの音
楽に触れる場を定期的に提供する。

委託 \270,000
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101
市民自主企画事業「プラザ橘開館記念事
業」

プラザ橘開館記念事業実行
委員会

高津区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課橘地区担
当

平成５年に開館し、２０周年を迎えるプラザ橘の開館記念事業を、利
用団体及び地域との連携で開催する。

委託 \100,000

102
市民自主企画事業「こども体験クラブ２
０１３」

こども体験クラブＯＢの会
高津区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課橘地区担
当

１共同体験を通じた仲間づくり。料理やキャンプ、工作など
２地域の青年スタッフや他の学年との異世代交流

委託 \100,000

103
市民自主企画授業「子育て支援フリース
ペース事業」

ドロップス
高津区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課橘地区担
当

毎月の親子のフリースペースの運営 委託 \20,000

104 高津ふれあい囲碁つながりプロジェクト
特定非営利活動法人　ふれ
あい囲碁ネットワーク神奈
川

高津区役所 こども支援室
保育所等支援担当

モデル保育園（３園）において、ふれあい囲碁交流会を開催し、園児、保護者
及び地域住民などがコミュニケーションを図ることにより、区民の世代間交流
を促進し、地域で子どもたちを育てる意識を高め、もって地域コミュニティの
活性化を推進する。

委託 \1,177,225

105
子育て情報紙「あったかつうしん」発行
事業

NPO法人子育て支えあいネッ
トワーク満

高津区役所 こども支援室
高津区内及び周辺に関する子育てに有用な情報を、子育て中の親の視点を通し
て作成、発行する。
１回：２，５００部　　年間：１０回　　配布先：区内約１００か所

委託 \1,000,000

106 宮前歴史ガイドウォーキングイベント 宮前区歴史文化調査委員会
宮前区役所 まちづくり推進
部 地域振興課

地域資源を知ることにより、地域への愛着を深めてもらうことを目的
として作成した「宮前歴史ガイド」を活用して、ウォーキングイベン
トを開催する。

委託 \110,805

107 ＰＴＡ活動研修 宮前区ＰＴＡ協議会
宮前区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

子どもの健やかな成長を支えるＰＴＡ活動について、これからのＰＴ
Ａ活動のあり方や可能性を考えた研修などを行い、より円滑な活動を
めざす。

共催 \60,000

108
市民自主学級「学びと実践のシニア講
座」

学びと実践のシニア講座企
画委員会

宮前区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

区内の介護問題や一人暮らし、認知症高齢者の現状を知る。在宅介護
を地域で支えるための準備について実情を知る。今後の活動を考え
る。

委託 \75,000

109
市民自主学級「学びと出会いのネット
ワーク」

宮前まなびの会
宮前区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

川崎市や宮前区の選挙制度や憲法、子どもの様子、リニア新幹線計
画、これらの報道の見方など、また、宮前区の史跡も巡る

委託 \95,000

110 市民自主学級「宮前親子学級２０１３」
親子学級企画委員会おひさ
ま２０１３

宮前区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

親は親同士で、家庭での子どもとの関わり等について学び、子は別室
保育で子ども同士の関わりを学ぶ。

委託 \190,000
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111
市民自主学級「犬と猫と人間のよりよい
暮らし」

犬と猫と人間のよりよい暮
らし企画委員会

宮前区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

家族の一員という意識が浸透している一方、捨てられる犬猫が後を絶たない現
状について考えていく。
日本の犬猫たちの置かれている現状や小さな命を守るために必要な知識や情報
を共有して、地域のあり方について考えていく。

委託 \75,000

112
市民自主企画事業「つくってみよう！夢
の家～建築家になろう～」

夢の家プロジェクト
宮前区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

小学生を対象とした、住まい設計のワークショップ。建築家になって
「夢の家」の設計図を作成しプロ仕様の材料で模型を作成し発表す
る。

委託 \43,000

113
市民自主企画事業「地域と学校を繋ぐ学
習支援活動」

風の泉
宮前区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

「掛け算九九暗唱プログラム」を宮前区内の他の小学校へ普及するこ
とと、すでに実施した学校が、プログラムを継続し定着していくこと
ができるような仕組みをつくる。

委託 \70,000

114
市民自主企画事業「みやまえ子育てフェ
スタ２０１３」

みやまえ子育てフェスタ２
０１３企画委員会

宮前区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

区内の子育てグループ・子育て支援グループや機関が一堂に会し子育
て中の保護者・関係者の交流の場を創出する。

委託 \127,000

115
市民自主企画事業「みやまえ文化魂２０
１３」

文化魂２０１３
宮前区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

学校の垣根を越えて中高生の楽器演奏や合唱、ダンス、美術作品の展
示など文化系の発表の場を中学生、高校生が企画、運営する。

委託 \200,000

116 識字学習活動（宮前日本語学級）
宮前日本語ボランティアの
会（昼）コスモスの会
（夜）

宮前区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

外国人市民等が日本での生活が円滑に営めるように、基礎的な日本語
を身につけるための学習を支援する。学習者と支援者（ボランティ
ア）が学びあう関係作りを通して、多文化共生社会を目指す。

事業協力 \400,000

117
市民自主企画事業「おしゃべりサロンす
がお」

おしゃべりサロンすがお企
画委員会

宮前区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課 菅生地
区担当

地域で孤立しがちな中高年の方たちの交流サロンを開催し、コミュニ
ケーションの場を設けることにより、地域における新たな人間関係づ
くり（絆づくり）の構築をめざす。

委託 \25,000

118
市民自主企画事業「ミルク＆カフェすが
お」

ミルク＆カフェすがお運営
委員会

宮前区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課 菅生地
区担当

毎週土曜日に子育てフリースペースを開催するほか、年３回程度、親
子で楽しく参加できる公開講座を開催することにより、子育て期の親
たちの交流を図る。

委託 \45,000

119
市民自主企画事業「２０１３健康づくり
広場」

地域健康づくり活動推進事
業運営委員会

宮前区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課 菅生地
区担当

“屋根のある公園体操”の場を提供することにより、地域の仲間で支え合いな
がら、中高年の健康維持や介護予防をすすめるほか、向丘地区で自主的に活動
している公園体操のグループとも連携を図りながら、“地域に根ざした健康づ
くり”の輪を広げていくことをめざす。

委託 \60,000

120
市民自主企画事業「すがお学びのサロ
ン」

すがお学びのサロン運営委
員会

宮前区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課 菅生地
区担当

地域の市民が持っている技能や知識を同じ地域に住む方々と共有する機会を設けることによ
り、地域に根差した生涯学習の場を形成し、多様な学習参加への意欲を高める。また、地域
の市民同士の学習を通じた交流を活性化させることにより、地域特有の様々な気づきや学習
課題の深化・発展をめざす。

委託 \90,000
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121
市民自主企画事業「第２７回菅生分館ま
つり」

菅生分館まつり２０１３実
行委員会

宮前区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課 菅生地
区担当

菅生分館を利用する団体・グループの学習成果発表の機会をつくると
ともに、地域住民同士が交流する場を設け、地域コミュニティーづく
りに貢献することをめざす。

委託 \50,000

122 市民自主学級「子育てほっとクラス」
パパ＆ママの子育て応援講
座実行委員会

宮前区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課 菅生地
区担当

近年、核家族が増え、子育てに不安を持つ親が多いという現状を踏ま
え、平日子育てに関わる時間が少ない父親や共働きの父親・母親をは
じめ、交流の場を求める親たちが地域の中で共にふれあい、学び、つ
ながる機会を設ける。

委託 \75,000

123 市民自主学級「男子厨房に入ろう＋１」
男子厨房に入ろう実行委員
会

宮前区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課 菅生地
区担当

料理初心者であるシニア世代の男性を対象に、ゆっくりじっくり料理
の基本を学ぶ入門講座を開催することにより、生活技術を身につける
とともに、地域における男性たちの仲間づくりを図る場を提供する。

委託 \75,000

124
地域コミュニティー活性化による子育て
支援公園カフェ事業

多摩区でプレーパークを
やっちゃおう会

多摩区役所 まちづくり推進
部 企画課

　公園での遊び場にカフェを設け、通りがかりの人も取り込み、様々なしかけ
によって様々な世代の人と人とを繋ぐことにより、安心感、生き甲斐、仲間、
“いざ”という時持ちつ持たれつお互い様の関係（協助、公助）を遊び場の中
で構築し、子育て支援につなげる。

委託 \694,800

125
私のエコ、みんなのエコ～地域のエネル
ギー資源循環を学んでみよう～

かわさきかえるプロジェク
ト

多摩区役所 まちづくり推進
部 企画課

使用済みてんぷら油を原料としたバイオディーゼル燃料で走るエコバスに乗っ
て、川崎市内の自然エネルギー施設や環境資源を見学し、地域での環境まちづ
くりの取組を学ぶ。
また、資源循環を身近なものとして普及啓発するため、人々がエコでつながる
フォーラムや交流会を開催する。

委託 \700,000

126 花・音楽等による協働まちづくり
読売ランド前駅周辺まちづ
くりプロジェクト

多摩区役所 まちづくり推進
部 企画課

まちづくりプロジェクトを複合的に行うことで、西生田地域の総合的な地域ブランドづくり
を行う。１　花まちづくり「花ランド」プロジェクト
　「フラワーバスケットワークショップ」の開催、読売ランド前駅街路灯に「花フラッグ」
の掲揚２　「駅前まちおこしコンサート」の開催による「音楽のまちかわさき」の推進駅前
広場にて、地元ミュージシャン等によるコンサートその他、大学・商店街・地域住民・地域
ＮＰＯ等によるシンポジウムを開催し、３年間の活動の総括や今後の地域連携に向けての課
題整理を行う。

委託 \692,600

127 ＰＴＡ活動研修 多摩区ＰＴＡ協議会
多摩区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

ＰＴＡ活動のあり方等についての学習機会を提供し、各学区の特色を
生かしたＰＴＡ活動を支援するための研修

共催 \72,000

128 市民館保育活動 多摩保育グループ
多摩区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

保育つきの学級・講座を実施することで、小さい子を持つ親の学習を
支援する。

共催 \138,600

129 市民自主学級「たま親子学級」 Ｍｏｍｓ’ｐａｒｔｙ
多摩区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

子育ての悩みを解決し、楽しい子育てをめざすとともに、親子の交流
を深め仲間づくりを促進する。

委託 \189,900
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130
市民自主学級「私を生かしてつながる街
に　TAKEからGIVEへ」

たマザーもも倶楽部
多摩区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

地域から、家族から、友人から差しのべられたたくさんの“TAKE”へ
感謝し、少しずつ誰かのために私にだからできる事“GIVE ”を見つ
けて地域の人たちとつながることを目的に実施する。

委託 \75,000

131
市民自主学級「多摩の伝承・伝統文化の
学習と探訪　Part２」

多摩の伝承・伝統文化を考
える会

多摩区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

多摩区を中心とした古くからの祭事・史蹟・その他の風物などについ
ての理解を深め、参加者の交流を重ねながら、区民の伝承・伝統文化
を大切にしていく意識を育み、後世に伝えていくことのできる人材の
育成を図る。

委託 \75,000

132 市民自主学級「ココラク」 チームかなえのき
多摩区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

未就学児を抱えている世代は地域との交流、同世代の子を持つ親との
交流も限られている。子育て世代が孤立感をなくすための親同士の交
流を深める講座を企画する。

委託 \75,000

133
市民自主企画事業「人と心をつなぐコ
ミュニティガーデン Part３」

多摩×２（タマツー）
多摩区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

花と緑にふれあうコミュニティガーデン活動を通じて、区民の地域参
加の機会を作り、その交流と仲間づくりを進める。

委託 \86,000

134
市民自主企画事業「あなたも市民館事業
運営の担い手に」

あなたも市民館事業の担い
手に企画運営委員会

多摩区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

市民館で実施する講座やイベント・ホールでお手伝いいただけるボラ
ンティアスタッフを養成する。

委託 \90,000

135 識字学習活動
多摩にほんごの会、グルー
プ「たま語」

多摩区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

外国人市民に必要な日本語の学習をする機会を日本語ボランティアに
より提供し、交流を通して互いの文化の理解を深める。

共催 \504,000

136
多摩市民館市民自主企画事業
「映画『隣る人』から人と人のつながり
を見つめる」

となるひと
多摩区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

児童養護施設の日常を撮影したドキュメンタリー映画を観た後に子育
てについての講演会を実施し、個々の子育てや人とのつながりについ
て話し合う。

委託 \95,000

137
食欲の秋in　よみうりランド　～里いも
掘りと芋煮会～

株式会社　よみうりラン
ド、セレサ川崎農業協同組
合、菅町会青少年部

多摩区役所 保健福祉セン
ター地域保健福祉課

「第2期食育推進計画」を推進することを目的として、食育体験・地産地消体験
である里いも掘り等を企画・実施する。さらに、関係機関・関係部署との連携
を深めることを目的として、区内の生産農家、よみうりランド、農協、町会、
地域ボランティア等と実施する。

共催 \72,000

138
麻生区地域課題解決型提案事業「てんぷ
ら油エコバスで楽しく体験・環境まちづ
くり」

かわさきかえるプロジェク
ト

麻生区役所 まちづくり推進
部 企画課

区役所などの公共施設、個人宅２９か所で月１回廃食油を回収。エコ
バスによるエコ施設見学ツアーの実施。石けんセミナーの実施。
フォーラムの開催。ニュースレターの発行。

委託 \966,648

139
麻生区地域課題解決型提案事業「麻生区
里山ボランティア」

麻生区里ボラの会（旧：麻
生区里山ボランティアの
会）※麻生の緑を守る会か
ら継承

麻生区役所 まちづくり推進
部 企画課

月１回、公募ボランティアや協力団体などと緑地保全作業を実施。研
修会、学習会の開催。講演会の開催。

委託 \350,000
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140 麻生区地域コミュニティ活動支援事業
特定非営利活動法人　あさ
お市民活動サポートセン
ター

麻生区役所 まちづくり推進
部 地域振興課

麻生区における市民活動団体等の地域の新たなコミュニティづくりに
つながる活動を支援することを目的に、資金助成事業を行う。

委託 \885,000

141 麻生落書き消し事業 あさお落書き消し隊
麻生区役所 まちづくり推進
部 地域振興課

駅周辺などの落書き消しを実施し、区民に落書き消しのノウハウを伝
え、区内の美化と安全で安心なまちづくりを推進する。

委託 \148,500

142 ヤマユリ植栽普及促進事業 麻生ヤマユリ植栽普及会
麻生区役所 まちづくり推進
部 地域振興課

地域の環境美化及び地域コミュニティを推進するために、地域の愛護
会等と連携し、消えつつあるヤマユリの植栽活動の促進や支援を行
い、植栽のノウハウの蓄積、普及を推進する。

委託 \363,000

143
麻生区市民活動支援施設活用事業（局区
連携）

特定非営利活動法人あさお
市民活動サポートセンター

麻生区役所 まちづくり推進
部 地域振興課

麻生区市民活動支援施設「麻生市民交流館やまゆり」を区における多目的な市
民活動支援の拠点として整備し、市民が主体的に設立した運営団体が地域の実
情や利用実態に即した柔軟な運営を行うことにより、市民活動の一層の促進を
図る。

補助・助成 \8,072,000

144 麻生区市民活動支援施設利用促進事業
特定非営利活動法人　あさ
お市民活動サポートセン
ター

麻生区役所 まちづくり推進
部 地域振興課

麻生区民が地域に対してより愛着を持つことによって積極的に地域活動へ参加
することを促進するために、各世代向けの講座や交流イベント、人材育成講座
等を行う。

委託 \882,000

145 あさお芸術のまちコンサート推進事業
あさお芸術のまちコンサー
ト推進委員会

麻生区役所 まちづくり推進
部 地域振興課

平成１２年度より始まった「あさおランチタイムコンサート」が会場を区役所ロビーから区
内ホールへ移し名称を改め実施している。区民が気軽に音楽を楽しむことができる機会を設
けることで、区のイメージアップを図るとともに、音楽家・音楽愛好家のネットワークづく
りを促進する。

委託 \2,270,000

146
麻生区地域解決型提案事業(音楽劇｢星の
街の花嫁｣アルテリオ講演に関する事業)

あさおアートグループ
麻生区役所 まちづくり推進
部 地域振興課

芸術・文化の活動が活発な麻生区において、地域住民が質の高い芸術
の舞台から自ら参加するとともに、地域住民や世代間の交流を促進す
る。

委託 \946,000

147 ＰＴＡ活動研修 麻生区ＰＴＡ協議会
麻生区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

子どもの健やかな成長を支えるＰＴＡ活動研修について、これからの
ＰＴＡ活動のあり方や可能性を考えた研修などを行い、より円滑な活
動をめざす。

共催 \60,000

148 市民館保育活動
保育ボランティアグループ
「ジャンケンポン」

麻生区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

市民館主催事業等で子育て中の市民の学習を支援するために、保育ボ
ランティアグループと市民協働で保育を実施する。

事業協力 \165,000

149
市民自主学級「コミュニケーション・カ
フェ」

チーム　コミュニケーショ
ン・カフェ

麻生区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

心が通じ合うコミュニケーションの素晴らしさ、楽しさ、大切さを体
験し、そのために必要な要素やスキルを習得してもらう。

委託 \138,000
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150
市民自主学級「ラクにいこうよ！人間関
係」

ＴｅＡｍココロ
麻生区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

コミュニケーションにおける問題解決を図るためのツールとして心理
学の一分野である交流分析を学び、その考え方を身につける。

委託 \75,000

151
市民自主学級「のびのび育つ子どもとの
『対話力UP』セミナ―」

あさお共育プロジェクト
麻生区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

思春期の子どもがいる保護者にワークや交流を通して「子どもが伸び
る聴き方・ほめ方・叱り方」「自信を育むかけたい言葉」「子どもの
自立を促す任せ方」等を学ぶ。

委託 \75,000

152
市民自主企画事業「イベント・スタッフ
入門講座」

「イベント・スタッフ入門
講座」企画委員会

麻生区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

舞台の裏方や司会の仕事を学び、イベント等の作り手を育成する。地
域や市民館で行われるイベントやお祭りの主体的な担い手を育てるこ
とで、イベントを盛り上げていく。

委託 \75,000

153
市民自主企画事業「地域発！守ろう身近
な水環境」

グループ「せっけんの家」
麻生区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

日常の生活の排水から流す川や海の環境保全に目を向ける。
地域でせっけんを使うエコライフを提唱し実践をめざす。

委託 \97,000

154
麻生区地域課題解決型提案事業「多文化
が息づくまちあさお推進事業」

あさおにほんごすいようク
ラス

麻生区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

外国人市民を対象とした学習会の開催。学習者と支援者によるイベン
ト、野外活動。日本語テキストの資料となる写真集作り。

委託 \250,705

155
市民自主企画事業「親子で音楽を楽しも
う」

音楽で遊ぼう研究会
麻生区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

コンサートと音楽のワークショップの２部形式で行うプログラムを提
供する。音楽を通じて地域の住民との交流を持ち、仲間づくりのきっ
かけ作りとする。

委託 \65,000

156
市民自主企画事業「ママスクラップ～癒
しと元気のための「写真セラピー」

ママスクラップ実行委員会
麻生区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課岡上地区
担当

フォトセラピーを学びながら自己を見つめ直し、家族や地域、何気な
い日々の生活の中に喜びを多く発見し母親同士で共有したい。 委託 \75,000

157
市民自主企画事業「岡上リアルファイス
ブック」

岡上リアルファイスブック
実行委員会

麻生区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課岡上地区
担当

飛び地岡上について地元の方からの学びや地域巡りを通して、地域に
愛着を持ち、交流する手段を考える。

委託 \43,000

158
市民自主企画事業「岡上を掘り起こそ
う！

地場産料理体験実行委員会
麻生区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課岡上地区
担当

地域の伝統や文化などを実際にまちめぐりや料理体験などを通して再
発見し、地域の良さを学んでいく。 委託 \47,000

159
市民自主学級「　おかあさんのための思
春期講座　」

岡上子育て応援団
麻生区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課岡上地区
担当

思春期の子どもとの関わり方を学ぶ中で、母親同士の共感の輪を広げ
精神的に助け合える仲間づくりをおこなう

委託 \75,000
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160 市民自主学級「岡上・さとやま探検隊」 アイディアスケッチ
麻生区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課岡上地区
担当

子どもたちが、身の回りに広がる自然豊かな「里山」環境と、より創
造的に共生してゆく方法を。アートやデザインに関わるひとたちと共
に一緒に探し、共有していく。

委託 \75,000

161
麻生区地域課題対応事業「郷土岡上の歴
史・文化継承事業」

郷土岡上の歴史・文化継承
委員会

麻生区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課岡上地区
担当

岡上に残る史・資料等を整理し、記録（資料集）を作成することで、
岡上の歴史を後世に伝えるとともに、作業を通じて地域間交流・世代
間交流を図り、地区の魅力発信に寄与する

委託 \200,000

162
麻生区地域課題解決型提案事業「おしゃ
べり広場『ひなたぼっこ』」

ワーカーズ・コレクティブ
こもれび

麻生区役所 保健福祉セン
ター 地域保健福祉課

地域の特定高齢者を対象に、月１回以上談話、健康体操指導等により
介護予防の普及・啓発を図る、おしゃべり広場「ひなたぼっこ」を実
施。

委託 \254,105

163 おはなし会
おはなしのはな・おはなし
トトリ・セロの会

教育委員会 生涯学習部 川
崎図書館

乳児・幼児・小学生を対象に、絵本の読み聞かせ、紙芝居、パネルシ
アターその他、おはなし会を実施。

事業協力 \0

164 区誌研究会 川崎区誌研究会
教育委員会 生涯学習部 川
崎図書館

川崎区の歴史研究、古文書を楽しむ会の実施 事業協力，共催 \0

165 おはなし会
おおきな木、絵本の会あい
あい、だるまさんの会

教育委員会 生涯学習部 川
崎図書館大師分館

幼児、小学生を対象に、絵本や紙芝居などの読み聞かせを行う。 共催 \0

166 おはなし会 ひよこの会
教育委員会 生涯学習部 川
崎図書館田島分館

乳児から小学生を対象に、絵本の読み聞かせ、紙芝居、パネルシア
ターなどのおはなし会を実施。

共催 \0

167 おはなし会

幸えほんの会、語りの会「ストー
リーテリング幸」、国際子育てクラ
ブ「トントン」、朗読グループ「レ
ザミ」

教育委員会 生涯学習部 幸
図書館

乳幼児から大人までを対象に、絵本の読みきかせ、素話、手あそびな
どの実演や外国語の絵本の紹介などを行う。

事業協力 \0

168 ローカルコレクション幸 青空文庫
教育委員会 生涯学習部 幸
図書館

「青空文庫」と協働して、データ入力ボランティアを育成し、「さい
わい文学散歩」（郷土資料）のデジタル化を行う。

事業協力 \0

169 おはなし会
「幸えほんの会」・「語り
の会日吉」

教育委員会 生涯学習部 幸
図書館日吉分館

幼児・小学生・成人を対象に、絵本や紙芝居の読み聞かせ、ストー
リーテリング(素話)、人形劇、ペープサートなどでおはなし会を実施

事業協力 \0
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170 気軽に聴ける朗読会
朗読グループ「やまぶきの
会」

教育委員会 生涯学習部 幸
図書館日吉分館

成人の方を対象とした朗読を聴く小規模の会。 事業協力 \0

171 大人のための朗読会 朗読グループ「レザミ」
教育委員会 生涯学習部 幸
図書館日吉分館

成人の方を対象とした朗読を聴く会。 事業協力 \0

172 日吉ぶっくぶっくクラブ 日吉ぶっくぶっく部
教育委員会 生涯学習部 幸
図書館日吉分館

工作・ゲーム・科学遊び・料理など様々な活動を通じ、子どもたちに
本の楽しさを伝える。（幸市民館日吉分館市民自主学級に協力）

事業協力 \0

173 おはなし会

ジェリービーンズ、おはな
しくまさん、童話の世界、
おはなしの小箱、メリーポ
ピンズ

教育委員会 生涯学習部 中
原図書館

乳児・幼児・小学生を対象に、絵本の読み聞かせ、素話、紙芝居、人
形劇等おはなし会を実施

事業協力 \0

174 一般向けおはなし会
ブックサークルおはなしも
り

教育委員会 生涯学習部 中
原図書館

大人の方に向けた、詩や絵本の朗読・絵本の読み聞かせ。 事業協力 \0

175 おはなし会
高津図書館読み聞かせグ
ループ　めんどり　ゆりか
ご

教育委員会 生涯学習部 高
津図書館

乳児・幼児・小学生・大人を対象に、絵本の読み聞かせ、素話、紙芝
居、人形劇その他　おはなし会を実施

事業協力 \0

176 おはなし会 どんぐり
教育委員会 生涯学習部 高
津図書館橘分館

幼児・児童対象　絵本の読み聞かせ 共催 \0

177 おはなし会
ボランティアグループ　ひ
よこ、ハイジの会

教育委員会 生涯学習部 宮
前図書館

乳児・幼児・小学生を対象に、絵本の読み聞かせ、素話、紙芝居、人
形劇その他、子ども向けのおはなし会を実施

事業協力 \0

178 おはなし会

多摩区ストーリーテリング
おはなし万華鏡、読書ボラ
ンティアすみれ、たまちゃ
ん、読み聞かせボランティ
アＭＥＮＤＯＲＩ

教育委員会 生涯学習部 多
摩図書館

乳幼児から小学生を対象に、絵本の読み聞かせ、ストーリーテリン
グ、紙芝居などによるおはなし会を実施。

共催 \0

179 ふるさとなんでも相談 稲田郷土史会
教育委員会 生涯学習部 多
摩図書館

多摩区や川崎市を中心とした歴史についての相談会 共催 \0
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180
夏休みワークショップ「絵本の読みきか
せ」にチャレンジ！！

たまく絵本の会
教育委員会 生涯学習部 多
摩図書館

小学５年生～高校生を対象に読み聞かせの基礎を学び、実際のおはな
し会を体験できる講座を実施。

共催 \0

181 多摩区郷土史入門講座 稲田郷土史会
教育委員会 生涯学習部 多
摩図書館

市民を対象に、多摩区の郷土史を分り易く解説する講座 共催 \0

182 大人のためのおはなし会
多摩区ストーリーテリング
おはなし万華鏡

教育委員会 生涯学習部 多
摩図書館

大人向けのストーリーテリングによるおはなし会を開催。幅広い年齢
層が本の楽しむ機会をつくる。

事業協力 \0

183 麻生図書館おはなし会 おはなしひろば
ボランティアグループおは
なしたまてばこ

教育委員会 生涯学習部 麻
生図書館

２歳児と３歳児以上にわけて毎週水曜日（第５を除く）に読み聞か
せ、素話等を行う。

事業協力 \0

184 学習講座『子どもと本の講座』
ボランティアグループおは
なしたまてばこ

教育委員会 生涯学習部 麻
生図書館

地域の方々に絵本の世界、絵本の魅力とその楽しみを知る機会を提供
することで、絵本・児童書のみならず、読書や図書館への関心も促進
し、『読書のまち・かわさき』推進のための一助とする。

事業協力 \0

185 大人のためのお話の会
ボランティアグループおは
なしたまてばこ

教育委員会 生涯学習部 麻
生図書館

昔話や民話などをこどもを入れず、大人の方に楽しんでいただくおは
なし会

事業協力 \0

186 ようこそおはなしの世界へ
リトルインディアン文庫、
アルカンシェル文庫

教育委員会 生涯学習部 麻
生図書館

英語とフランス語の読み聞かせと、手遊びや歌など 共催 \0

187 音楽と絵本のハーモニー 昭和音楽大学
教育委員会 生涯学習部 麻
生図書館

昭和音大生による絵本の読み聞かせと音楽の演奏会 共催 \0

188 おはなし会 柿生おはなしひろば
教育委員会 生涯学習部 麻
生図書館柿生分館

幼児・小学生を対象に絵本や紙芝居の読み聞かせ、素ばなし、手遊び
などでおはなし会を実施。

事業協力 \0

189 おりがみひろば 麻生おりづるの会
教育委員会 生涯学習部 麻
生図書館柿生分館

子どもから大人まで参加できるおりがみ教室の開催 事業協力 \0
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190
２１世紀子どもサイエンス事業「ワクワ
クドキドキ玉手箱」

かわさきアトム工房 教育委員会 青少年科学館
学校・わくわくプラザ・子ども文化センター・子ども会等で科学的実
体験ができる実験講座を開く。

委託 \900,000

191 川崎市自然環境調査
特定非営利活動法人　かわ
さき自然調査団

教育委員会 青少年科学館
生田緑地を中心に市域の生物の生息状況を調査し、この調査で得られ
た生物標本は青少年科学館に納める。

委託 \847,000

192 床上公開・園内ガイド等
日本民家園ボランティア団
体「炉端の会」

教育委員会 日本民家園
床上公開（囲炉裏に火を入れ、古民家の床上を公開）・園内ガイド
（団体ガイド、英語ガイド、定時ガイド、フリーガイド)、畑・庭の
整備、年中行事飾り付け等を通じ、来園者サービスをする。

事業協力 \0

193 生田緑地サマーミュージアム
生田緑地サマーミュージア
ム実行委員会

教育委員会 青少年科学館
生田緑地の魅力をアピールするため、関連機関・地域団体を含む実行
委員会を立ち上げ、コンサート、各種体験イベントなどを実施する。

委託 \800,000

194 体験講座等に関する業務委託 民具製作技術保存会 教育委員会 日本民家園
体験講座（わら細工、竹細工、機織り）等の準備及び実技指導。民家
園で使用する民具の製作。雪囲い等の年中行事の展示。

委託 \622,000

195 民具製作実演 民具製作技術保存会 教育委員会 日本民家園 民具製作（わら細工・竹細工・機織り）風景を来園者の前で実演。 共催 \0
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