
平成２６年度　協働型事業一覧表

No. 事業名称 団体名 行政所管課 事業概要

事業形態
(委託、事業協

力、共催、補助・
助成)

予算額

1 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

2 デートＤＶ予防啓発プログラム事業
特定非営利活動法人　エン
パワメントかながわ

市民・こども局 人権・男女
共同参画室

「川崎市ＤＶ被害者支援基本計画」基本目標Ⅳ施策目標１０に基づ
き、若年層に対して男女の人権を尊重し、ＤＶに対する正しい理解を
図るための教育を行うことを目的として開催している。

委託 \160,000

3
男女共同参画協働事業【公募】（川崎市
男女共同参画センター）

川崎の男女共同社会をすす
める会／特定非営利活動法
人　かながわ女性会議川崎
他４団体（平成２６年度実
績）

市民・こども局 人権・男女
共同参画室

男女共同参画に関する地域内の課題解決のために、提案企画を採択し
た団体に講座・イベントの企画運営を委託する。平成２６年度におい
ては、６団体の企画を採択し、内５団体が市民団体及びＮＰＯ法人と
なっている。
※男女共同参画推進事業費の学習研修事業内の１事業であるため、予
算額は学習研修事業予算の総額で記載しています。

委託 \2,730,000

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を
行う。

委託 \2,010,000

5 川崎市地球温暖化対策協働推進事業
特定非営利活動法人　アク
ト川崎

環境局 地球環境推進室
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 \10,823,000

6
環境総合研究所における環境科学教室実
施業務委託

特定非営利活動法人　鶴見
川流域ネットワーキング

環境局 環境総合研究所事業
推進課

研究所の調査・研究成果や科学的な知見及び立地条件を活かした体験
型学習を子どもや市民を対象に実施しており、身近な環境に関心を持
ち、環境問題についての理解や認識を深め、より良い環境のために配
慮した行動ができる人材を育成すること、さらに実験や環境調査をと
おして理科の楽しさや面白さを伝えることを目的に実施する。

委託 \2,352,000

7 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 \1,835,000

8
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

9 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 \122,800
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10 ＮＰＯ住宅相談コーナー

特定非営利活動法人　かわ
さき住環境ネットワーク
特定非営利活動法人　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、市は高津区内
に北部住情報拠点を設置し、住まい・まちづくりに関連する複数のＮ
ＰＯ法人が、第三者の立場で、市民に対して住まいに関する様々な情
報提供や相談を無料で行う。

事業協力 \0

11 神奈川県あんしん賃貸支援事業
特定非営利活動法人　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可能な民
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

12 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、家賃等の支払能力があるにも
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

13
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
民参加型イベントを開催し、情報発信を行う。

委託
共催

\3,795,000

14
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

\4,472,000

15
大師河原水防センター管理・運営等業務
委託

特定非営利活動法人　多摩
川干潟ネットワーク

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

\2,906,000

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 \1,523,000

17
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

18
平成２６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 \530,000
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19
平成２６年度いきいきかわさき区提案事
業「区内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

区内にある歴史・文化的な施設を、映像化（ＤＶＤ）し、歴史的資料
として後世に残す。

委託 \613,440

20
平成２６年度いきいきかわさき区提案事
業「子どもも大人もみんな集まれ！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 \400,000

21
平成２６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 \216,836

22
平成２６年度いきいきかわさき区提案事
業「ゴミ拾いでつながろう」

特定非営利活動法人　グ
リーンバード

川崎区役所 まちづくり推進
部 企画課

幅広い世代間に呼びかけて川崎駅周辺を中心にゴミ拾いを行い、世代
間の交流や区のイメージアップを図る。

委託 \395,000

23
平成２６年度いきいきかわさき区提案事
業「多文化共存のど自慢＆お国自慢地域
演芸大会」

オデイサ・コミュニティ・
ジャパン

川崎区役所 まちづくり推進
部 企画課

多くの外国人が居住する川崎区において、ダンスや歌などを通じて、
世代間・多文化交流を行う。

委託 \644,000

24
平成２６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 \633,000

25
平成２６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 \974,000

26
平成２６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 \796,840

27 市民館保育活動

保育ボランティアグループ
ポピンズ
教育文化会館保育ボラン
ティア

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）

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の保育
を、市民館と（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 \110,000

28
市民自主企画事業「お父さんのための子
育て講座『かわいく』」

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）

参加者間の交流に重点を置き、子育て世代の父親・家族同士のつなが
りづくりや、交流促進を図る。また、参加を通じて、区内の公的な子
育て関連施設を知り、父親の子育て参加の具体的な方法を学ぶための
講座・イベントを開催する。

委託 \50,000
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29
市民自主学級「多文化共生の街・川崎区
の戦後史“再発見”」

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）

戦後の川崎の復興を担った様々な人々、特に国境などの境界を越えて
川崎に暮らした人々に焦点を当てて、多文化・多民族共生の歴史と共
生することで生まれる豊かさを学び、尊重していくことを共有する。

委託 \75,000

30
市民自主学級「地域の中で発達障がいの
子に寄り添う子育て」

パステル・アンジュ
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）

同じ悩みをもつ親同士が情報交換、意見交換しながら発達障がいにつ
いて知識を深める。また、保護者ができることは何かを模索し、今後
の子育てに活かしていくための連続講座を開催する。

委託
\75,000

（別途保育
10,000円）

31
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。施設見学や講座を通して、ものづくりによる地域貢献について学
ぶ。

委託 \60,000

32
市民自主学級「育ちあいスクール・レイ
ンボースカイ」

育ち会（あい）
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）

さまざまな立場の参加者が英会話や理科実験を通して、お互いに理解
し合うとともに、環境に関する興味関心を高め豊かに育ちあう。

委託 \150,000

33
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 \130,000

34
市民自主企画事業「親子で遊ぼう！ムー
ブメント体験」

ひだまりの会
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）

障がいをもつ子どもたちがムーブメント療法を体験することで、自己
肯定感を育みながら発達を促していく手法があることを知る。また集
団行動が苦手な子どもたちが周囲を気にせず安心して参加できる場
と、参加親子が交流し悩みを共有することで孤立感を和らげて地域に
おける仲間作りのきっかけを図る。

委託 \75,000

35 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（教育文
化会館）

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

36
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・コンサート」「とくべつおはなし会」「大師を知ろう講
座」など）。

委託 \308,000

37
市民自主企画事業「みんなでかこうクレ
ヨンアート！」

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１Fガラス面に、描いて消せるクレヨンでテーマを決めて
アート体験する事業を行う。皆でひとつの作品を仕上げることから地
域の多世代間の交流の場とし、自分たちの作品を消す体験により環境
美化についても考える。

委託 \40,000

38
市民自主学級「実践シニアライフＮｏ２
～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

仕事を離れた地域のシニア世代がコミュニケーションを図り仲間作り
をしながら地域や人に喜んでもらえることを学び、その経験を活かす
ことを考える講座を企画・運営する。

委託 \75,000
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39 市民自主学級「身近なエコを学ぼう」
「身近なエコを学ぼう」
企画運営委員会

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

身近なテーマによる環境問題の学習機会を提供し、自主的に環境問題
に取り組むきっかけとする。

委託 \75,000

40
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 \378,000

41 地域の縁側活動推進事業
地域の縁側活動団体　平成
２６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 \960,000

42 川崎フロンターレ交通安全啓発活動
株式会社　川崎フロンター
レ

幸区役所 危機管理担当
地域に親しまれている川崎フロンターレのブランド力を活用し、交通
ルールの普及啓発を行うことで、区民の交通安全思想の醸成を図り、
地域における安全・安心なまちづくりを推進する。

委託 \500,000

43 机上防災訓練講座事業 机上防災訓練研究会 幸区役所 危機管理担当
災害時における「自助」「共助」の重要性を認識することで、防災力
の高い地域コミュニティーの形成及び地域防災力の向上を図ることを
目的とし、４回の机上防災訓練を実施する。

委託 \265,200

44
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

若い世代の親子を対象に、干潟で多摩川の自然に触れるとともに、生
き物を観察して自然の循環を体験する「干潟の生き物観察会」や、農
家での野菜のもぎ取り体験と、旬な野菜を使ってエコな調理方法を学
ぶ「エコ料理教室」、加瀬山の植生などについて学びながら、落ち葉
や木の実を使ったクラフト作りを体験する「自然体験とエコクラフト
づくり」など、環境問題について身近な体験を通して考える環境学習
の機会を提供する。

委託 \455,800

45
廃食油を活用した資源循環プロジェクト
事業（幸区提案型協働推進事業）

かわさきかえるプロジェク
ト

幸区役所 まちづくり推進部
企画課

使用済みてんぷら油の回収により、台所からの資源循環による低炭素
社会の構築を推進していく。
「バイオディーゼル燃料で走るエコバスのツアー」による石けん製造
プラントの見学や、「エコキャンドルの作り方・石けんの使用法講
座」の実施により、回収した廃食油の再利用方法を楽しみながら学ん
でもらうことで、地球環境問題に対する関心を深め、意識啓発を図る
ことを目的とする。

委託 \261,420

46 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 \589,320

47 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 \720,000
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48 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 \757,000

49 コミュニティカフェ事業 だれでもカフェｉｎ幸
幸区役所 まちづくり推進部
生涯学習支援課

地域の居場所づくりを通して緩やかなつながりと情報交換の場を設け
るために、コミュニティカフェ実験講座を実施する。

委託 \1,127,000

50 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

51 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

52
市民自主学級「おひさまクラブ２０１
４」

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

53
市民自主学級「さいわいイクメンクラブ
２０１４」

さいわいイクメンくらぶ
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

54
市民自主学級「さいわいの町を見て、歩
いて、紹介しよう」

未定（公募による企画運営
委員会）

幸区役所 まちづくり推進部
生涯学習支援課

区内のおすすめスポットなどの身近な情報を探索し、その魅力を伝え
るための技術（写真の効果的な取り方や紹介文の書き方など）を学
ぶ。

委託 \75,000

55
市民自主企画事業「ちょっと気になる…
ワタシの終活予報」

終活予報は晴れのちハレル
ヤ

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 \60,000

56
市民自主企画事業「夏休み自由研究大作
戦」

「夏休み自由研究大作戦」
企画運営委員会

幸区役所 まちづくり推進部
生涯学習支援課

夏休みの「自由研究」をテーマに、地域の大人とともに体験型でそれ
ぞれの個性を尊重しながら「学ぶ」場を提供することにより、地域の
大人と子どもの世代間交流を図る。

委託 \117,000

57
市民自主企画事業「幸せさがし☆プロ
ジェクト」

チームSSP
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 \100,000
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58 市民自主企画事業［まちの先生」 まちの先生運営委員会
幸区役所 まちづくり推進部
生涯学習支援課

公募の区民による区民対象の学びあいを促進し、生涯学習の発展に資
する。

委託 \160,000

59 識字学習活動 識字ボランティア
幸区役所 まちづくり推進部
生涯学習支援課

地域のボランティアが、外国人市民等が日本での生活を円滑に営める
ように、基礎的な日本語の学習を支援する。

事業協力 \430,000

60 障がい者社会参加学習活動
障がい者社会参加学習活動
ボランティア

幸区役所 まちづくり推進部
生涯学習支援課

地域のボランティアが障がいのある人へ、地域での体験活動や交流等
の学習機会を提供することで社会参加促進を図り、共に生きる地域社
会を目指す。

事業協力 \65,000

61
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 \276,407

62
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 \258,168

63
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 \281,920

64
みゆきでプレパ！２０１４～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、日吉出張所管内で月１回・１箇所のみ開催している「夢見ヶ崎
プレーパーク」を区役所管内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と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 \446,220

65
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）で延べ４６
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 \804,950

66 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

67
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 \473,500
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68
「親と子が共に育つわくわく子育て講座
さいわい」（幸区提案型協働推進事業）

特定非営利活動法人　ひさ
し総合教育研究所

幸区役所 こども支援室
家庭での教育力やコミュニケーション力の向上を図るとともに、子育
て中の親同士が交流することにより、子育てに係る不安の解消と地域
コミュニティの醸成を図る。

委託 \290,020

69
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（学校レクチャーデモ
ンストレーション、地域芸能交流ワークショップ、地域での発表）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 \497,780

70 まちづくり推進実践活動事業
中原区まちづくり推進委員
会

中原区役所 まちづくり推進
部 地域振興課

中原区民及び市民活動の目線から、地域課題について調査・検討し、
実践することにより、地域の課題や問題点の解決を図る。また、中原
区内で活動を行う市民活動団体に対し、中間支援組織としての支援を
行う。

委託 \2,000,000

71 中原区役所コンサート開催事業
公益財団法人　東京交響楽
団

中原区役所 まちづくり推進
部 地域振興課

ランチタイムにクラシック等の本格的な音楽を気軽に楽しんでもら
い、親しまれる区役所を目指すとともに中原区内における「音楽のま
ちづくり」を推進する。

委託 \1,926,000

72 歴史と緑を活用したまちの魅力発信事業 なかはら散策ガイドの会
中原区役所 まちづくり推進
部 地域振興課

中原区協働推進事業で作成した「なかはら歴史と緑の散策マップ」に
掲載されている散策コース及びマップに基づいて設置した散策案内板
を活用し、区民をはじめ区を訪れる方に中原区の魅力を伝えることを
目的に、まち歩き及び講座を開催する。

委託 \393,000

73 歴史シンポジウム事業
特定非営利活動法人　日本
伝統文化福祉振興協会

中原区役所 まちづくり推進
部 地域振興課

中原街道を始めとする区内の歴史についての講演会等を開催し、地域
の歴史を学ぶ機会を創出することで区民の郷土意識の醸成を図る。

委託 \1,150,000

74 ＩｎＵｎｉｔｙ開催事業
中原区音楽ライブ実行委員
会

中原区役所 まちづくり推進
部 地域振興課

区内のアマチュアバンドやダンスユニットに、日頃の成果を大舞台で
発表する場を提供するとともに、音楽を通じて区内の幅広い地域・年
齢間の交流を図ることを目的として、区民の手作りによる音楽ライブ
を開催し、区における「音楽のまち・かわさき」を推進する。

委託 \1,909,000

75 区役所庁舎内飾花事業 中原区文化協会
中原区役所 まちづくり推進
部 地域振興課

中原区役所庁舎内に年間を通じて生け花を展示することで、来庁者が
区役所に親しみやすさを感じられる雰囲気作りを行う。

委託 \300,000

76 中原区民交流センター運営事業
中原区まちづくり推進委員
会

中原区役所 まちづくり推進
部 地域振興課

中原区を拠点とする市民活動団体の活動を活性化するため、中原区役
所５階に設置されている「区民交流センター（なかはらっぱ）」の円
滑かつ効果的な運営を行う。

委託 \368,000

77 中原市民活動の集い開催事業
中原市民活動の集い実行委
員会

中原区役所 まちづくり推進
部 地域振興課

区民交流センター登録団体の日頃の活動の発表の場として、また、団
体間や区民との交流のため、「なかはら市民活動の集い（なかはらっ
ぱ祭り）」を開催する。

委託 \639,000
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78 区民の手で花いっぱい中原事業 花クラブ実行委員会
中原区役所 まちづくり推進
部 地域振興課

公募区民による花クラブ実行委員会が、武蔵小杉駅周辺等区内８箇所
で年２回の植栽及び管理作業を通じて花による潤いのまちづくりを行
う。
また、年２回、一般参加の親子花植体験を開催し、地域企業提供のリ
サイクル肥料の配布等も併せて行うことで、家庭で環境について考え
るきっかけづくりを創出する。

委託 \1,545,000

79 中原区イメージアップ推進事業 なかはら２０年構想委員会
中原区役所 まちづくり推進
部 地域振興課

川崎市都市計画マスタープラン中原区構想の区民提案の中で、区民が
実践する中原区のイメージアップにつなげる魅力あるまちづくりを推
進する。

委託 \671,000

80 自転車と共生するまちづくり事業
自転車と共生するまちづく
り委員会

中原区役所 まちづくり推進
部 地域振興課

自転車利用者のマナー向上による自転車と共生したまちづくりを目的
に、本市や地域と協働して、地域の実態を踏まえ、自転車利用者の立
場も考慮し、実践活動を行う。

委託 \615,000

81 中原区青少年吹奏楽コンサート
中原区青少年吹奏楽コン
サート実行委員会

中原区役所 まちづくり推進
部 地域振興課

中原区内の中学校・高等学校吹奏楽部によるコンサートを実施し、音
楽を通じた青少年の育成と文化の薫り高いまちづくりを推進する。

委託 \1,910,000

82
商店街と連携した地域のまちづくり推進
事業

中原区商店街連合会
中原区役所 まちづくり推進
部 地域振興課

商店街を地域の情報交換や交流の場として活用し、各種教室・講座
や、地域交流促進イベントを開催することにより地域の活性化に向け
た取組を推進する。

委託 \963,000

83
こすぎの大学～まちの課題解決プロジェ
クト発展版～

特定非営利活動法人　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

平成２５年度に実施した、「まちの課題解決プロジェクト」を発展さ
せ、「こすぎの大学」（地元の魅力発見講座＋課題解決プロジェク
ト）を運営し、地域の担い手を育成するとともに、住民の手による魅
力あるまちづくりを支援する。

委託 \525,400

84 中原区民総ぐるみスポーツ大会開催事業
中原区民総ぐるみスポーツ
大会実施委員会

中原区役所 まちづくり推進
部 地域振興課

区内町内会から推薦された小学生男女及び成年女性によるドッジボー
ル大会及び小学生以下の子供による３種目のスポーツラリーを開催
し、区民の健康増進・体力増強を図り、区民相互の親睦を深め、健康
で明るく住みよいまちづくりを推進する。

委託 \728,000

85
中原区民多摩川ロードレース「マイペー
ス大会」開催事業

中原区民多摩川ロードレー
ス「マイペース大会」実施
委員会

中原区役所 まちづくり推進
部 地域振興課

小学生４年生以上の区内在住者を対象とした、多摩川ハーフマラソン
コースでのマイペース大会を実施し、健康ランニングの普及を図り、
元気のあるまちづくりを推進する。

委託 \460,000

86
スポーツを通した地域活性化推進事業
（ＮＥＣレッドロケッツふれあい教室開
催事業）

中原元気クラブ
中原区役所 まちづくり推進
部 地域振興課

市民１００名を対象に、ＮＥＣレッドロケッツによるふれあいバレー
ボール教室を実施し、元気のあるまちづくりを推進する。

委託 \508,410

9/25



平成２６年度　協働型事業一覧表

No. 事業名称 団体名 行政所管課 事業概要

事業形態
(委託、事業協

力、共催、補助・
助成)

予算額

87
スポーツを通した地域活性化推進事業
（アメフット普及啓発事業）

中原元気クラブ
中原区役所 まちづくり推進
部 地域振興課

総ぐるみスポーツ大会で行われるスポーツラリーの１種目として、富
士通フロンティアーズの協力を得てアメフット普及啓発事業を行い、
元気のあるまちづくりを推進する。

委託 \150,574

88
スポーツを通した地域活性化推進事業
（中原区長杯フラッグフットボール大会
開催事業）

川崎市アメリカンフット
ボール協会

中原区役所 まちづくり推進
部 地域振興課

アメフット普及啓発の一環として、市民を対象としたフラッグフット
ボール大会を開催する。３人制の新規種目を試験的に導入予定。

委託 \168,000

89 親子サッカードリーム教室開催事業
株式会社　川崎フロンター
レ

中原区役所 まちづくり推進
部 地域振興課

区内小学生とその保護者向けに、川崎フロンターレコーチによるサッ
カー教室、選手との交流会、各種アトラクション、スタジアムツアー
等の事業を実施し、区民の地元愛着心を醸成し、元気のあるまちづく
りを推進する。

委託 \2,007,000

90
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 \1,380,780

91 ＰＴＡ活動研修 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 \76,000

92 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 \144,000

93
市民自主学級「なかはらを探求しようⅣ
～まちと歴史の記憶を残そう～」

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

中原のまちの歴史や地域住民のまちの記憶・地域の文化財などを、次
世代に残していくための具体的な手法を学ぶ。

委託 \75,000

94
市民自主学級「シニアのための初めての
朗読」

朗読グループ「清風」
中原区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

姿勢を正して、声を出することにより、脳を活性化し、小説や詩・
エッセー等の朗読を行うことにより、作者の思想や感覚、情感を豊か
に表現することを通して、シニア世代の心を豊かにし、健康維持を図
る。

委託 \75,000

95 市民自主学級「NEXTパパ塾２０１４」 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 \81,000

96
市民自主学級「学齢期の発達障がいを考
える」～青年期にむけて～

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

発達障がいの子どもたちが、自立した青年期・成人期を迎えるために
必要なことについて学ぶ。保護者同士の情報交換・思い・悩みを共有
することで、繋がる場をつくる。

委託 \75,000
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97
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 \408,704

98
市民自主企画事業「親と子の絵本で知る
障がいと病気」

かわさき医療情報ネット
ワーク

中原区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

絵本の読み聞かせを通して子どもの内から様々な障がいや病気を知る
ことで、誤った知識や偏見をなくす。もし家族や自分が病気になって
も安心して暮らせる社会はどのようなものかを考えることで、ノーマ
ライゼーションの実現を目指す。

委託 \80,000

99
市民自主学級「小学校図書ボランティ
ア・読み聞かせの為の本の選び方講座」

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、子どもに本を読み聞かせることの大切さについて考え、実践練
習、討論することによって知識や技術を高め、実際の読み聞かせの現
場で役立たせる。

委託 \150,000

100 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 \510,000

101
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 \80,000

102
市民自主学級「なかはらから都市防災を
考える～首都直下型地震に備える」

等々力緑地公園を愛する会
中原区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

高層マンションの建設により人口が増加している中原区で、首都直下
型地震が起こった際にどのような被害が想定されるのかを学び、また
実際の避難所や防災施設を見学するなど、受講者の防災に対する意識
や防災力を高める機会とする。

委託 \150,000

103
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

104
市民自主企画事業「なかはら発！地元再
発見」

シニアの「ちから」ネット
ワーク・中原

中原区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

市内の事業所・工場等を訪問し、川崎市の「力」及び現在の状況を観
察すると共に「中原の今昔」及び「二ヶ領用水」に関する公開講座を
開催して知識を深め、二ヶ領用水路の清掃体験を通して、住み良いま
ちづくりに対する意識を高める機会とする。

委託 \70,000

105
地域課題対応事業「ようこそ建築の世界
へ～中高生のための建築講座」

未来創造ＰＪ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

中高生が自分の将来と共に地域の将来を考える場を設けることを目的
として、「建築・街」という切り口から「見て」「感じて」「学ぶ」
体験型連続講座を開催する。

委託 \1,000,000

106
中原区における認知症対策に関する取組
の映像化事業

特定非営利活動法人　かわ
さきＭＯＶＥＡＲＴ応援隊

中原区役所 保健福祉セン
ター 地域保健福祉課

中原区における認知症に関する取組を映像化し、認知症に対する正し
い知識の普及及び認知症高齢者を地域で支える機運の醸成を図る。

委託 \498,960
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107
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に対し歯のみがき方について啓発するため、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

108
地域のこぼれ話を拾う（梶が谷駅周辺地
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 \248,500

109 ものづくりのまち推進事業 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 \1,000,000

110
チャレンジ2014「スポーツしよう！表現
しよう」事業

特定非営利活動法人　チャ
レンジドサポートプロジェ
クト

高津区役所 まちづくり推進
部 地域振興課/保健福祉セ
ンター 高齢・障害課

障がい者を中心としたスポーツ活動や文化活動等の実施 委託 \990,000

111
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

112
市民自主企画事業「のんびりママの交流
広場」

チームのんびりママ
高津区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

子どもと一緒に様々な人とつながるためのフリースペース。子育てに
関する知識やママがリフレッシュできるイベントをあわせて実施す
る。

委託 \80,000

113
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

出産するまで赤ちゃんを抱いたことがないという母親が半数近い時代
において、孤立して子育てせざるを得ない母親を支援するセミナーを
開催する。

委託 \190,000

114
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

高齢社会の実情を把握し、尊厳と責任のある晩年を全うできるよう、
エンディングノートを活用できるように学ぶ。

委託 \75,000

115 市民自主学級「古文書入門講座」 高津古文書研究会
高津区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

高津区由来の古文書に親しむための入門講座。古文書を通して、高津
の生きた歴史にふれ、さらに仲間作りのきっかけを作る。

委託 \75,000
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116 高津ふれあい広場 日ふれの会
高津区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

知的障がい者の余暇活動の充実を通して、社会参加及び市民との交流
促進を図り豊かな共生社会の実現をめざす。

委託 \75,000

117 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
協働し、学級講座に保育を併設する。

事業協力 \40,000

118 市民自主学級「わたしらしい子育て」 クレヨン
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

子どもとの関係がうまくいかないと感じながらも、対処法がわからな
いまま不安や悩みを抱えている保護者は地域に多く存在する。そうし
た不安や閉塞感を解消するとともに、お互いを尊重しながら子どもと
の絆を育んでいけるよう、必要な知識や心構え等を実践的に学ぶ。

委託 \87,000

119
市民自主学級「社会や仕事とつながる種
のまき方」

社会や仕事とつながる種の
まき方企画委員会

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、個性や能力を活
かして再び社会の中で動き出せるよう、再就職や起業、地域活動等、
さまざまな活躍の場があることを学び、自らの可能性を探りながら、
ワークライフバランスや自分の生き方にあった活躍の方法を考える。

委託 \92,500

120
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

121 市民自主企画事業「認知症予防事業」
認知症予防事業企画運営委
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

地域から認知症を防ぐことを目的に、認知症の概要や日常生活の中で
取り組める予防法、地域の相談窓口や認知症の方への声のかけ方・サ
ポート法等、多角的かつ実践的に認知症について学び合う。

委託 \95,000

122
市民自主企画事業「こども体験クラブ２
０１４」

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

異なる学校・学年の子どもたちが地域で出会い、中学・高校生や大人
のスタッフとともに、料理やキャンプ、工作など、さまざまな経験を
通じて仲間づくりを進め、自ら考え行動する力を身につける。

委託 \105,000

123
市民自主企画授業「子育て支援フリース
ペース事業」

子育て支援フリースペース
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

若い世代の転出入の多い橘地区において、なれない地域の子育てで親
子が孤立してしまわないよう、子育て中の親子が気軽に交流し、情報
交換できるフリースペース「子育てひろば」「子育てパーク」を、そ
れぞれ月１回、定期的に実施する。

委託 \20,000

124 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

125
子育て情報紙「あったかつうしん」発行
事業

特定非営利活動法人　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

13/25



平成２６年度　協働型事業一覧表

No. 事業名称 団体名 行政所管課 事業概要

事業形態
(委託、事業協

力、共催、補助・
助成)

予算額

126 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

127
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

128
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

129
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

130
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

131 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

132
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

133
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

134
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

135
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
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136
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

137
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

138 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

139
子育て情報紙「あったかつうしん」発行
事業

特定非営利活動法人　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

140 地域情報発信事業 みやまえ情報ラボ
宮前区役所 まちづくり推進
部 企画課

区民が区民の目線で区の魅力等を発信し地域への関心を促すことで地
域コミュニティの醸成へつなげていくため、転入者向け情報紙「ぐ
るっとみやまえ」の改訂版発行に向けた取材・執筆を委託。

委託 \299,440

141 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
に、「宮前歴史ガイド」を活用したウォーキングイベントの開催と、
地域別等の散策ルートガイドとして「宮前区歴史ガイドまちあるき」
マップを新たに作成する。

委託 \730,000

142
花とみどりのあふれる住みよいまちづく
り事業

宮前区まちづくり協議会
花壇育成団体(別紙のとお
り)

宮前区役所 まちづくり推進
部 地域振興課

住環境や街並みり景観等の向上による宮前区のイメージアップと、区
民の地域への愛着心を深めることを目的に、活動団体に、花苗の提供
するとともに、活動団体の交流促進や情報共有、技術向上を図る機会
を提供し、公有地等への花壇の作成・維持・管理する活動団体の活性
化等を図る。

委託 \1,652,000

143 響け!みやまえ太鼓ミーティング実施事業
みやまえ太鼓ミーティング
実行委員会

宮前区役所 まちづくり推進
部 地域振興課

和太鼓や民俗芸能等の演奏を通じて、地域の文化・伝統を再認識し、
地域への関心や愛着・誇りを深めるとともに、個性豊かで魅力有るま
ちづくりの創造につなげるイベントを開催する。

委託 \1,882,000

144 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

145 市民自主学級「ご近所国際交流」
宮前ご近所国際交流ネット
ワーク

宮前区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

日常生活における外国人市民との付き合い方を学び、地域での外国人
市民と交流・協働できる人材を養成する。

委託 \95,000
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146
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

宮前区の歴史や現在の状況、課題について学習し、宮前区についての
理解を深めるとともに、話し合い学習を通して学びのつながりづくり
を図る。

委託 \75,000

147 市民自主学級「宮前親子学級２０１４」
親子学級企画委員会おひさ
ま２０１４

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

148
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

149
市民自主学級「シニア世代のライフプラ
ン」

ＦＰ未来への扉
宮前区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

65歳以降のシニアの課題を学びながら、今後のライフプランを考え李
きっかけとする。

委託 \75,000

150
市民自主企画事業「大人の発達障がいの
人の就労と自立を考えよう」

大人の発達障がいを考える
会

宮前区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

成人発達障がい者が就労で直面するつまづきや困難を理解し、その人
たちが必要な支援と何かを考え、地域社会で自立した生活をするには
どうしたらよいかを考える。

委託 \31,000

151
市民自主企画事業「宮前兄妹活用プロ
ジェクト」

かわさきキャラ着ぐるみ隊
宮前区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

宮前区のキャラクター宮前兄妹、カッちゃんを活用し、昨年度の着ぐ
るみ事業で発足したグループの地域での活動を自立に向け支援する。

委託 \60,000

152
市民自主企画事業「みやまえ子育てフェ
スタ２０１４」

みやまえ子育てフェスタ２
０１４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 \129,000

153
市民自主企画事業「みやまえ文化魂２０
１４」

文化魂２０１４
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 \150,000

154 市民自主企画事業「Ｃａｆｅみやまえ」 Ｃａｆｅみやまえ
宮前区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

地域での居場所や交流の場として、市民館２階ロビーを活用して、
「コミュニティカフェ」を開設する。

委託 \60,000

155 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 \403,000
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156
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々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 \23,000

157
市民自主企画事業「ミルク＆カフェすが
お」

ミルカフェみまもり隊
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ことにより、密室育児
からの解消を図るとともに、子育て期の親たちの交流を図る。また、
外遊びを通して、仲間づくりをさらに発展させ、父親の育児参加を促
す。

委託 \40,000

158
市民自主企画事業「２０１４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

中高年の健康づくり・介護予防のために、“屋根のある公園体操”の
場を提供し、地域の仲間で支え合いながら、“地域のリーダーによる
地域に根ざす健康づくりの輪”を広げ、継続していくことをめざす。

委託 \55,000

159
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 \69,000

160
市民自主企画事業「第２８回菅生分館ま
つり」

＜２０１４＞菅生分館まつ
り実行委員会

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。

委託 \50,000

161
市民自主学級「ママがイキイキ応援講座
☆」

あらもーど
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

子育て期のママがイキイキと心豊かに過ごせるよう、仲間づくりをし
ながら、子育て期を楽しく過ごす知恵を身につけるとともに、地域に
ふれ、地域とつながる子育ての実践をめざす。

委託 \88,000

162
市民自主学級「男子厨房に入ろう　プラ
ス２」

男子厨房に入ろう　プラス
２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

高齢期や一人暮らしなどに備え、シニア男性が柔軟に家庭生活や地域
生活へ適応していくために料理の基礎を学び、生活力の向上を図る学
習機会を提供する。また、主に地域男性講師を活用するなど、料理を
通じ地域におけるシニア男性の交流の場づくりを行い、自治会活動や
地域活動へ目を向けるきっかけ作りとする。

委託 \75,000

163
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。昨年度同
様、コミュニティカフェ「げったま～」「すいたま～」（年１０
回）・子育て支援広場「のきたま～」（年８回）を開催する。また、
新たに高齢者同士や若い世代との交流のきっかけづくりとなる「えん
たま～」（年８回）を開催する。

委託 \700,000

164
子どものための「てんぷら油をエネル
ギーにかえる」資源循環プログラム

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の回収と石けんやバイオ製造燃料の資源循環をこ
どもたちが学べるプログラムを作成・冊子化し、区内小学校や多摩区
環境イベントなどで周知を図る。また、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。

委託 \694,700
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165 地域課題を学ぶ多世代交流事業
特定非営利活動法人　まめ
な人生

多摩区役所 まちづくり推進
部 企画課

地域社会はざまざまな問題を抱えているが、世代間交流が少なくな
り、お互いが助け合える関係がなくなってきている。高齢化社会の進
行で独り住まいの高齢者が増え、若者の引きこもり問題や育児の悩み
など解決する課題がある。地域住民自らが抱える課題に気づき、お互
いが助け合える関係づくりが進むよう、地域課題を学ぶワークショッ
プ（18回）や交流会（8回）を開催し地域課題解決に向けた取組を行
う。

委託 \700,000

166 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 \133,700

167 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を実施する。

共催 \70,000

168 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 \488,800

169 平和・人権学習 平和・人権学習企画委員会
多摩区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

日本国憲法・教育基本法の理念に基づき、世界の平和・人権の尊重に
関する学習機会を提供し、共に生きる地域社会の創造を目指すことを
目的に実施。震災や原発、防災に関する講座も実施している。

共催 \150,000

170 市民自主学級「たま親子学級」 HAPPY スマイル♪
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 \190,000

171 市民自主学級「ココラク２」 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

子ども同士のトラブルやいじめ、不登校など子ども自身が課題や問題
を抱えていても、親が子どもの心の安全基地として確かに機能し、子
どもが自ら命を手放すことのないように、子どもの心身の発達・スト
レスケア・親子のコミュニケーションについて理解を深める。

委託 \75,000

172 市民自主学級「多摩区の昭和を学ぶ会」 多摩区の昭和を学ぶ会
多摩区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

多摩区の歴史、昭和に焦点を当てて掘り起こし、住むまちについての
理解を深める。新旧住民同士、世代を越えた交流をするとともに、地
域の歴史を学ぶことで、地域への愛着を深める。

委託 \75,000

173 市民自主学級「親子でスポット探検隊」
親子でスポット探検隊実行
委員会

多摩区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

水と緑のまち。ふるさと多摩区の魅力あるスポット巡りや体験を通じ
て、学校・世代を越えた交流を図る。親子でまち歩きして得た情報や
事を夏休みの自由研究のきっかけや素材として活用することで、より
深く多摩区を知る。子育てしやすいふるさと多摩区を伝承する。

委託 \75,000
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174
市民自主企画事業「ビバ・オンナヂカ
ラ」

クローバーの会
多摩区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

命にまつわる緊張と喜び、ときに苦悩の経験を聞きあらゆる女性がお
産を迎える前の大切なカラダに向き合う必要性を感じてもらいカラダ
本来の仕組みを知り快いココロとカラダづくりを学ぶことを目標に実
施する。

委託 \75,000

175
市民自主企画事業「多摩区まるごと生涯
学習情報マップづくり」

生涯学習情報マップづくり
企画委員会

多摩区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

多摩区内の生涯学習に関する施設等の情報収集を行い、その内容をま
とめた成果物を作成する。

委託 \90,000

176
市民自主企画事業「アンサンブルでまち
づくり」

アンサンブルでまちづくり
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

アンサンブル活動による仲間づくり、地域づくりに取り組む。 委託 \106,000

177
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３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、学生ボランティア、地域ボランティア
等と実施する。

共催 \87,000

178
麻生区地域課題解決型提案事業「使用済
みてんぷら油と菜の花プロジェクト」

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。麻生区古沢での菜の花栽培と
菜種油の搾油。ニュースレターの発行。

委託 \996,964

179
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 \320,000

180 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

181 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

182 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
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183
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

184 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

185 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

186
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

187 ふるさと麻生再発見事業 麻生区文化協会
麻生区役所 まちづくり推進
部 地域振興課

・区民一人ひとりから愛され、親しまれる「ふるさとあさお」が感じ
られる区づくりを推進するため、麻生区に伝わる伝統行事「七草粥」
を再現し、地域の豊かな自然の恵みと文化の香りに触れる機会を提供
する。

委託 \310,000

188 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

189 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

190
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

小学校高学年から中高生の保護者（家族）を対象に、参加型のワーク
ショップや、他の保護者との交流を通して、「対話力UP」の場を提供
する。

委託 \75,000

191
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

192
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

身近な水環境を考え、保全に向けて行動できる仲間の輪を広げる。 委託 \90,000
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193
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 \424,680

194
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

195
市民自主学級「早寝！早起き！朝ごは
ん！」

朝ごはん食べさせ隊
麻生区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

家庭教育に関する知識や考え方を学び、参加者同士で意見交換を行い
ながら、子ども達が学校・家庭・地域の連携により、健やかな成長を
目指す。

委託 \75,000

196
市民自主企画事業「音楽の贈りもの in
あさお」

シャルメ＆エスターテ
麻生区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

親子連れからシニア世代まで幅広く参加し、音楽で交流できる場を二
部形式で実施する。

委託 \85,000

197
市民自主企画事業「おもちゃを作って遊
ぼう」

おもちゃと遊びの会
麻生区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

おもちゃを制作し、制作したおもちゃを使って遊ぶ。おもちゃを通し
て、参加者全員のコミュニケーションを図る。

委託 \85,000

198
市民自主企画事業「ビブリオバトルINあ
さお」

ぶっくおん
麻生区役所 まちづくり推進
部 生涯学習支援課

今注目されているビブリオバトルを通して、参加者のプレゼンテー
ション能力の向上や良書本の発掘、参加者同士のコミュニケーション
の促進を目指す。

委託 \20,000

199
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

200
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

201
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

202
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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203 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

204
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

205
麻生区地域課題解決型提案事業「わたし
たちアンチエイジンgood」

アクアピア　グループ
麻生区役所 保健福祉セン
ター 地域保健福祉課

初期の認知機能低下による軽度の物忘れ、外出機会が減少した方を対
象にした介護予防プログラムを実施する。

委託 \333,010

206
麻生区地域課題解決型提案事業「さとや
まプレーパーク」

麻生プレーパークを創る会 麻生区役所 こども支援室

子どもに自由な発想での遊びを促すことで子どもの育ちを支援すると
ともに、子どもの遊び場づくりを通じて地域のコミュニティづくりを
図ることを目的に、区内の公園でプレーパーク（冒険遊び場）を実施
開催する。

委託 \502,400

207 外国籍等子ども学習支援事業
あさお多文化サポートネッ
トひまわり

麻生区役所 こども支援室 外国籍及び外国につながる児童・生徒たちの学習を地域で支援する。 委託 \542,206

208 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

209 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

川崎区の歴史や民俗に関する研究活動と、古文書を楽しむ会の実施。
展示会を開催し、活動成果を発表している。

事業協力
共催

\0

210 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。 事業協力 \0

211 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

212 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
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213 さいわい郷土史講座 日吉郷土史会
教育委員会 生涯学習部 幸
図書館

地元で活動する郷土史研究会に講師派遣を依頼し、幸地域を中心に郷
土の歴史を学ぶ講座を実施する。

事業協力 \0

214 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

215 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

216 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

217 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

218 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

219 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

220 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

221 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
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222 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

223 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

224
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

225 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

226 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

227 物語でめぐる星の世界 たまく絵本の会
教育委員会 青少年科学館
・教育委員会 生涯学習部
多摩図書館

プラネタリウムの設備を使用したお話会を開催。対象は小学生から大
人まで、プラネタリウムと読み聞かせを楽しんでいただく新しい試み
のイベント。

共催 \0

228 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は小学生対象）に読み
聞かせ、素話等を行う。

事業協力 \0

229 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

230 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

昔話や民話などをストーリーテリングにより、大人の方に楽しんでい
ただくおはなし会

事業協力 \0
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231 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

232 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

233 にじいろコンサート 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

234 冬の親子おはなし会 ゆりのこ座
教育委員会 生涯学習部 麻
生図書館

幼児・小学生を対象に人形劇、パネルシアター、手遊びなどでおはな
し会を実施。

事業協力 \0

235
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

236 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 \810,000

237 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、行事協力等を通じ、来園者サービスをす
る。

事業協力 \0

238 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 \776,000

239 体験講座等 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 \617,000

240 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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