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（令和3年4月1日現在）

№ 　　役　　　　　職 氏　　　名

1 市民文化局長 中村　　茂

2 市民文化局担当部長 和田　敏一

3 市民生活部長 山根　隆之

4 庶務課長 髙橋　輝雄

5 企画課長 北村　憲司

6 企画課担当課長〔施設調整〕 吉田　吉徳

7 地域安全推進課長 上野　　進

8 地域安全推進課担当課長〔交通安全〕（神奈川県から出向） 𠮷田　孝史

9 地域安全推進課担当課長〔地域安全〕（神奈川県から出向） 米林　和広

10 戸籍住民サービス課長 渡辺　陽一

11 戸籍住民サービス課担当課長〔マイナンバーカードセンター〕 山根　達矢

12 多文化共生推進課長 長沼　芳之

13 多文化共生推進課担当課長〔施策調整〕 菅原　和彦

14 コミュニティ推進部長 阿部　克義

15 協働・連携推進課長 早川　雄大

16 市民活動推進課長 須山　宏昭

17 区政推進課長 井川　秀雄

18 区政推進課担当課長〔区役所環境整備〕 雛元　裕美子

19 区政推進課担当課長〔川崎駅北口行政サービス施設担当〕 豊村　和弘

20 人権・男女共同参画室長 井上　　純

21 人権・男女共同参画室担当課長〔人権・同和・平和〕 鈴木　英幸

22 人権・男女共同参画室担当課長〔人権尊重のまちづくり〕 大西　哲史

23 人権・男女共同参画室担当課長〔男女共同参画〕 佐藤　紀子

24 人権・男女共同参画室担当部長・平和館長 小川　　清

25 平和館担当課長 新沼　真琴

26 市民スポーツ室長 渡辺　貴彦

27 市民スポーツ室担当課長〔企画調整〕 中根　　節

28 市民スポーツ室担当課長〔スポーツのまちづくり〕 鈴木　裕次

29 市民スポーツ室担当課長〔スポーツ事業推進〕 片倉　哲史

30 担当理事・ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進室長 原　　　隆

31 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進室担当課長〔ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進〕 成沢　重幸

32 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進室担当課長〔エンゲージメント〕 井上　　強

33 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進室担当課長〔事前キャンプ〕 鴻巣　玲子

34 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進室担当課長〔事前キャンプ〕 仲藤　勝彦

35 市民文化振興室長 山﨑　　浩

36 市民文化振興室担当部長〔市民ミュージアム調整〕 白井　豊一

37 市民文化振興室担当課長〔企画調整〕 藤堂　泰助

38 市民文化振興室担当課長〔音楽のまち推進〕 松山　和俊

39 市民文化振興室担当課長〔文化施設・映像のまち推進〕 田中　智子

40 市民文化振興室担当課長〔市民ミュージアム調整〕 平井　　孝

41 市民文化振興室担当課長〔収蔵品修復調整〕 磯﨑　　茂

42 市民文化振興室担当課長（併）〔収蔵品修復調整〕 阿波　賢一郎

43 市民文化振興室担当部長・岡本太郎美術館副館長事務取扱 古内　　久

　　　　　　　　　　市民文化局　管理職一覧
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市民文化局長 担当部長

　　和田　敏一　　２６２００

市民生活部長 庶務課長 髙橋　輝雄 ２６１０１

企画課長 北村　憲司 ２６１０２

担当課長〔施設調整〕 吉田　吉徳 ２６１０５

地域安全推進課長 上野　進 ２６３０１

担当課長〔交通安全〕（神奈川県から出向） 𠮷田　孝史 ２６３０２

担当課長〔地域安全〕（神奈川県から出向） 米林　和広 ２６３０３

戸籍住民サービス課長 渡辺　陽一 ２６４０１

担当課長〔マイナンバーカードセンター〕 山根　達矢 ６４７５０

多文化共生推進課長 長沼　芳之 ２６８０１

担当課長〔施策調整〕 菅原　和彦 ２６８０２

コミュニティ推進部長 協働・連携推進課長 早川　雄大 ２６５０１

　　阿部　克義　　２６５００ 市民活動推進課長 須山　宏昭 ２６２０１

区政推進課長 井川　秀雄 ２７８０１

担当課長〔区役所環境整備〕 雛元　裕美子 ２７８０３

担当課長〔川崎駅北口行政サービス施設〕 豊村　和弘 ２７８０２

人権・男女共同参画室長　　 担当課長〔人権・同和・平和〕 鈴木　英幸 ２７２０１

　　井上　純　 　 ２７２００ 担当課長〔人権尊重のまちづくり〕 大西　哲史 ２７２０２

担当課長〔男女共同参画〕 佐藤　紀子 ２７２０３

担当部長 平和館長

平和館長事務取扱 平和館担当課長 新沼　真琴 433-0171

　　小川　清   　　433-0171

市民スポーツ室長 担当課長〔企画調整〕 中根　節 ２７４０１

　　渡辺　貴彦　　２７４００ 担当課長〔スポーツのまちづくり〕 鈴木　裕次 ２７４０２

担当課長〔スポーツ事業推進〕 片倉　哲史 ２７４０３

担当理事 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進室長 担当課長〔ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進〕 成沢　重幸 ２７５０１

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進室長 担当課長〔エンゲージメント〕 井上　強 ２７５０３

事務取扱 担当課長〔事前キャンプ〕 鴻巣　玲子 ２７５０２

　　原　　　隆　　２７５００ 担当課長〔事前キャンプ〕 仲藤　勝彦 ２７５１１

市民文化振興室長 担当課長〔企画調整〕 藤堂　泰助 ２７７０１

　　山﨑　浩　　　 ２７７００ 担当課長〔音楽のまち推進〕 松山　和俊 ２７７０３

担当課長〔文化施設・映像のまち推進〕 田中　智子 ２７７０４

担当部長〔市民ミュー 担当課長〔市民ミュージアム調整〕 平井　孝 ２７７０２

ジアム調整〕 担当課長〔収蔵品修復調整〕 磯﨑　茂 754-4510

    白井　豊一　  ２７８００ 担当課長（併）〔収蔵品修復調整〕 阿波　賢一郎 754-4510

担当部長 岡本太郎美術館副館長

岡本太郎美術館副館長事務取扱

　　古内　久　　900-9898

　中村　茂　　２６０００

　　山根　隆之　　２６１００

【市民文化局機構一覧】
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　　市民文化局　１

機　能　図

課長 ℡2255(26101)
庶務係 ℡2256(26111)

　庶務係、経理係 ℡3600(26112)
　　(1)　局の人事、予算及び決算 調査 ℡3635(26113)
　　(2)　局内の連絡調整及び事務改善 経理係 ℡2241(26121)
　　(3)　局内他の課の主管に属しないこと ℡2247(26122)

課長 ℡2246(26102)
企画調整 ℡2264(26131)

　　(1)  局主要事業の企画、調整及び進行管理 企画調整・ふれあいネット
　　(2)　局の所管に属する施設（区政推進課の所管 ℡2296(26141)
      に属するものを除く。） の整備 施設調整 ℡3865(26105)
　　(3)　公共施設利用予約システム ℡3866(26171)
　　(4)　局指定管理者選定評価委員会
　　(5)　川崎市民プラザ

課長 ℡2354(26301)
交通安全係 ℡2719(26302)

交通安全係 ℡2266(26311)
　　(1)　防犯対策の総括 ℡2267(26312)
　　(2)　犯罪被害者等支援相談 地域安全 ℡2512(26303)
　　(3)  路上喫煙防止対策 ℡2284(26321)
　　(4)　客引き行為等防止対策 ℡2285(26322)
　　(5)　自衛官及び自衛官候補生の募集 ℡2305(26323)
　　(6)　交通安全対策の企画及び調整 安全対策推進
　　(7)　違法駐車等の防止 ℡3839(26325)
　　(8)　交通事故の相談
　　(9)　交通安全の普及啓発
　　(10) 各種交通安全運動
　　(11) 交通安全関係行政機関及び団体との連絡調整
　　(12) 交通安全対策会議

市 民 文 化 局

市 民 生 活 部

局長 ℡2250(26000)

部長 ℡2251(26100)

庶 務 課

企 画 課

地域安全推進課
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　　市民文化局　２ 　　市民文化局　２

課長 ℡2734(26401)
管理 ℡2735(26411)

戸籍・住民記録係 ℡2759(26412)
　　(1)  戸籍事務、住民基本台帳事務、社会保障・ 住居表示 ℡2736(26421)
       税番号制度に係る通知カード及び個人番号 ℡2737(26422)
　　　 カードに関する事務、電子署名に係る公的個 戸籍・住民記録係
　　 　人認証事務、印鑑登録事務等の総括及び改善 ℡2342(26431)
　　(2)　住居表示 ℡2259(26433)
　　(3)  町界町名の改正 ℡2260(26432)

システム開発・事務改善
℡0166(26434)

マイナンバーカードセンター

℡861-3281(64750)

課長 ℡2240(26801)
交流推進 ℡3680(26811)

　　(1)　多文化共生施策の推進及び総合調整 外国人市民施策
　　(2)　国内友好都市との交流 ℡2846(26812)
　　(3)　多文化共生社会推進協議会 施策調整 ℡0094(26802)
　　(4)　外国人市民代表者会議 ℡0095(26821)
　　(5)　国際交流センター
　　(6)　公益財団法人川崎市国際交流協会

課長 ℡2017(26501)
協働・連携 ℡0387(26521)

　　(1)　市民自治の推進 コミュニティ施策
　　(2)　参加に係る企画及び調整 ℡1986(26542)
　　(3)　協働に係る企画及び調整 市民自治 ℡2168(26511)
　　(4)　多様な主体の連携に係る企画及び調整 参加・連携 ℡0392(26531)

課長 ℡3716(26201)
ＮＰＯ法人係

ＮＰＯ法人係、地域活動支援係 ℡3795(26241)
　　(1)　地域振興に係る施策の企画及び調整 地域活動支援係
　　(2)　地域住民組織の振興 ℡2479(26221)
　　(3)　美化運動 市民活動・相談
　　(4)　川崎市全町内会連合会との連絡調整 ℡2349(26232)
　　(5)　市民活動の支援に係る施策の推進
　　(6)　特定非営利活動法人の設立の認証等
　　(7)　寄附金控除の対象となる特定非営利活動法人の認定等
　　(8)　指定特定非営利活動法人審査会
　　(9)　公益財団法人川崎市市民自治財団及び公益財団法人かわさき市民活動
　　　 センター
　　(10) 区における相談実施の総括

部長 ℡0202(26500)

市民活動推進課

戸籍住民サービス課

協働･連携推進課

多文化共生推進課

コミュニティ推進部
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　　市民文化局　３ 　　市民文化局　３

課長 ℡2258(27801)
区調整係 ℡2357(27811)

区調整係、区民サービス係 ℡2358(27812)
　　(1)　区役所改革の推進に係る調整 区民サービス係
　　(2)　区政に係る施策の調査研究、企画及び推進 ℡2309(27821)
　　(3)　区の事務事業及び区に関連する各局事務事 地域づくり ℡2459(27840)
　　　 業の調整 機能再編 ℡2855(27830)
　　(4)　区役所、支所等の庁舎の整備 区役所環境整備
　　(5)　行政サービスコーナーの総括 ℡3757(27803)
　　(6)　川崎駅北口行政サービス施設の管理運営の ℡2023(27851)
　　　 調整 ℡2490(27852)

川崎駅北口行政サービス施設

℡2458(27802)

 　 室長室長     ℡2368(27200)
人権・同和・平和

         ℡2315(27201)
　　(1)　人権に係る施策の総合調整          ℡2316(27211)
　　(2)　同和対策事業の推進          ℡2688(27261)
　　(3)　平和施策の総合調整 人権尊重のまちづくり
　　(4)　不当な差別のない人権尊重のまちづくりの          ℡2369(27202)
　　 　推進          ℡2359(27241)
　　(5)　男女共同参画社会の形成の促進に係る施策          ℡0098(27242)
　　 　の調査研究、企画及び総合調整 男女共同参画
　　(6)　人権尊重のまちづくり推進協議会          ℡2269(27203)
　　(7)　差別防止対策等審査会          ℡2300(27221)
　　(8)　男女平等推進審議会  ℡2300(27222)
　　(9)　平和館との連絡調整
　　(10) 男女共同参画センター

 

　　(1)　館の使用許可
　　(2)　館の維持管理
　　(3)　平和事業の推進
　　(4)　平和館運営委員会

室長 ℡3034(27400)
企画調整 ℡3311(27401)

℡3312(27411)
 　 (1)　スポーツの推進 ℡3312(27412)
　　(2)　スポーツ及びレクリエーションの調査及び 地域スポーツ
　　　 企画 ℡3322(27421)
　　(3)　スポーツ推進審議会 スポーツのまちづくり
 　 (4)　スポーツ推進委員の総括 ℡3723(27402)
　　(5)　スポーツ関係団体及びレクリエーション関 ホームタウンスポーツ
　　　 係団体との連絡調整 ℡2257(27431)
　　(6)　とどろきアリーナ、スポーツセンター、 Ｊリーグ支援
　　　 武道館及びスポーツ・文化総合センターの ℡2245(27441)
　　　 総括及び管理運営の調整 スポーツ事業推進
　  (7)　Ｊリーグクラブとの連携 ℡3544(27403)
 　 (8)　アメリカンフットボール関係団体との連携 競技スポーツ
 　 (9)　公益財団法人川崎市スポーツ協会 ℡3245(27451)

℡3245(27452)
障害者スポーツ

℡3547(27461)

〔第２類〕

人 権 ・ 男 女 共 同 参 画 室

市民スポーツ室

平 和 館

区 政 推 進 課
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　　市民文化局　４ 　　市民文化局　４

室長 ℡0805(27500)
オリンピック・パラリンピック推進

　　　　 ℡2347(27501)
 　 (1)　オリンピック競技大会及びパラリンピック ℡0809(27513)
　　　　競技大会に係る施策の企画及び総合調整 ℡0809(27515)

℡1722(27521)
エンゲージメント

℡0160(27503)
℡0529(27514)
℡0529(27516)
℡0806(27512)
℡0806(27519)

事前キャンプ
℡0528(27502)
℡0564(27511)
℡2020(27517)

室長 ℡2254(27700)
企画調整　　　　 ℡2122(27701)
文化芸術支援

 　 (1)　文化行政の企画及び総合調整          ℡2280(27711)
　　(2)　市民文化の普及及び向上その他文化芸術の 文化政策         ℡2029(27713)
　　　 振興 文化芸術まちづくり推進
　　(3)　市民行事の推進及び調整          ℡3170(27751)
 　 (4)　文化関係団体との連絡調整 音楽のまち推進
　　(5)　文化芸術振興会議          ℡2306(27703)
　　(6)　川崎シンフォニーホール          ℡2030(27731)
　  (7)　アートセンター          ℡3725(27733)
    (8)  藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム 文化施設・映像のまち推進
 　 (9)  市民ミュージアム          ℡2416(27704)
　　(10) 大山街道ふるさと館の総括 映像のまち推進
 　 (11) 東海道かわさき宿交流館の総括          ℡2433(27741)
 　 (12) 岡本太郎美術館との連絡調整 文化施設 ℡3713(27721)
 　 (13) 公益財団法人川崎市文化財団 市民ミュージアム調整

         ℡0097(27800)
℡2294(27702)
℡2294(27725)
℡0918(27723)

収蔵品修復調整
　℡754-4510

 　 (1)　館の維持管理
　　(2)　館の市税外収入
　　(3)　美術作品及び資料の収集、展示、調査研究等

岡本太郎美術館 〔第２類〕

市民文化振興室

 オリンピック・パラリンピック推進室
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◎新規事業　　○拡充事業　  

組織名・主要事務事業名 主要事務事業の主な内容 事業概要 予算額

【市民生活部】

庶務課

1　局の庶務 局の庶務、人事、予算・決算及び議会
関係事務

企画課

１　市民施設事業 公共施設利用予約システム事業費
　公共施設利用予約システム運用
　経費
〇公共施設利用予約システム整備
　事業費
　公共施設利用予約システム外部
　委託推進事業費

　パソコンやスマートフォン、各施設に設
置された利用者端末などから市内のス
ポーツ施設や市民館、会館施設等の利
用予約・空き状況の確認ができるふれあ
いネットの管理・運用を行う。

245,186

川崎市民プラザ事業費 　川崎市民プラザを指定管理者により管
理運営し、市民の健康増進と文化振興を
図るとともに、市民相互の交流の機会を
提供する。

577,577

地域安全推進課

１　防犯対策事業 ○防犯対策事業費
　
　川崎市安全・安心まちづくり推進協議会
を中心として、地域の状況に即した防犯
関係施策を推進するため、犯罪発生情報
や防犯活動用物品の提供などの支援を
行うとともに、安全・安心まちづくり対策員
による住宅の防犯診断や青色防犯パト
ロールを実施し、犯罪発生を抑止する。
　また、特殊詐欺被害の未然防止を図る
ため、高齢者に対して迷惑電話防止機器
の無償貸与を行う。

9,688

防犯カメラ設置補助金
　
　町内会・自治会等が設置する防犯カメ
ラの設置に係る経費を補助し、犯罪の未
然防止や抑止を図り、通行の安全を確保
することで安全・安心な市民生活を支援
する。

13,000

防犯灯ＬＥＤ化ＥＳＣＯ事業費 　高い防犯効果と環境負荷軽減の両立
に向けたＬＥＤ型防犯灯の設置の促進を
図ることを目的に、町内会・自治会等が管
理している防犯灯のうち、公共性などの
要件を満たす防犯灯について、市がＬＥ
Ｄ化工事を実施（平成２８年度実施）の
上、市に管理を移管（平成２９年４月１日
から移管）し、その後１０年間の維持管理
を行うとともに、地域からの要望に基づ
き、新たに防犯灯を設置する。

396,061

令和３年度　市民文化局事業概要

（単位　千円）

資料４
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かわさき安全・安心ネットワーク事業
費

　行政、警察、学校等が入手した地域の
犯罪情報・不審者目撃情報を関係機関
で共有するとともに、スマートフォンアプリ
により市民に向けた情報の配信を行い、
地域の犯罪の未然防止や抑止を図る。

1,364

２　地域の安全対策事業 路上喫煙防止対策事業費 　路上喫煙の防止に関する条例に基づ
き、広報・啓発活動を実施する。

23,466

客引き行為等対策事業費 　川崎駅東口等の繁華街の客引き行為
等について、夜間巡回活動や広報啓発
活動を実施し、市民等が公共の場所を安
心して安全に利用できる環境の確保を行
う。

669

３　◎犯罪被害者等支援
事業

犯罪被害者等支援事業費 　犯罪被害者等に必要な支援を行うた
め、有識者会議等における意見等を参考
にしながら、条例化に向けた取組を進め
る。

315

４　交通安全対策事業 交通安全市民総ぐるみ運動事業費 　市民の交通安全意識の高揚を図り、交
通事故の無い安全で住みよい社会の実
現をめざし、市民総ぐるみ運動として広報
啓発活動を実施する。

9,359

交通事故相談所運営費 　交通事故相談員が、交通事故の当事
者や家族の相談に応じ、指導助言や関
係機関への紹介を行う。

1,804

交通安全推進事業費 　交通ルール遵守と交通マナー向上に向
けた、広報・啓発活動等を実施する。

46,168

戸籍住民サービス課

１　区役所戸籍事業 戸籍住民基本台帳事務費 　住民基本台帳事務及び印鑑登録事務
をオンラインでコンピュータ処理し、市内
のどこの区役所・支所・出張所でも住民票
の写し及び印鑑登録証明書等の証明書
の即時交付などを行う。

186,006

戸籍電算化事業費 　戸籍事務をオンラインでコンピュータ処
理し、市内のどこの区役所・支所・出張所
でも戸籍（全部・個人）事項証明書及び戸
籍の附票の写し等の証明書の即時交付
などを行う。

96,947

○個人番号制度事業費 　個人番号制度によるマイナンバーの通
知及びマイナンバーカードの交付、普及
促進を行うとともに、カードの取得に係る
利便性向上等を図るため、マイナンバー
カードセンターの運用を行う。

1,902,700
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◎区民課等窓口デジタル化事業費 　区役所事務サービスシステムの再構築
に伴う業務フローを見直すとともに、各区
役所区民課のフロアレイアウトの変更など
を行う。

104,710

コンビニ交付証明事業費 　市民の利便性の向上を図るため、マイ
ナンバーカードを利用したコンビニエンス
ストアにおける戸籍・住民票等の証明書
の交付及び普及促進を行う。

56,705

２　住居表示整備事業 住居表示実施事業費 　住居表示実施に向けて、住民の代表者
からなる住居表示検討委員会において、
新町界・新町名等の検討を行うとともに、
合意形成された地区の実施に係る地元
調整や機運醸成を図る。

28,298

住居表示維持管理事業費 　住居表示実施地区における建築物の
新築等の届出に基づき、住居番号を付定
するとともに、住居表示実施時に取り付け
た街区表示板等の取替え、補修等の維
持管理を行う。また、 住居表示台帳シス
テムの管理・運用を行う。

8,222

多文化共生推進課

１　市民交流事業 都市間交流事業費 国内の友好関係にある自治体等との交
流事業を推進する。

1,322

２　多文化共生推進事業 国際交流センター管理運営費
　
　市民の国際理解の増進と国際交流の促
進により相互理解を深めること等を目的と
する国際交流センターを、指定管理者に
より管理運営する。

195,441

国際交流基金積立金
　

国際交流を目的とした寄附金を、同基
金に積立てる。

200

国際交流センター施設整備事業費 　施設・設備の経年劣化に伴う所要の施
設整備を実施する。

9,981

外国人市民施策事業費 　「川崎市多文化共生社会推進指針」に
基づく施策の推進や「外国人市民代表者
会議」の運営を行い、窓口の多言語対応
や情報の多言語・やさしい日本語化の推
進など、「多文化共生社会」の実現に向
けた取組を進める。

16,779
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【コミュニティ推進部】

協働・連携推進課

　
１　自治推進事業 自治推進事業費 　区役所や関連施設モニター等の電子

広報を用いてＰＲ映像を流すなど、自治
基本条例の普及・啓発を進める。
　また、パブリックコメント手続や住民投票
に関する調整・広報などを進めるほか、若
者の参加など多様な主体による参加機会
の拡充を進める。

2,856

２　協働・連携推進事業 協働・連携推進事業費 　コミュニティ施策の方向性を示す「これ
からのコミュニティ施策の基本的考え方」
に基づき、「市民創発」による持続可能な
暮らしやすい地域の実現に向けた取組を
実施するとともに、町内会・自治会への負
担軽減の取組として、回覧及び掲示物の
一括配送業務を実施する。
　また、協働・連携ポータルサイト「つな
ぐっどKAWASAKI」の運用、プロボノを活
用した人材マッチング支援などの取組を
進めるとともに、企業・大学・自治体間の
連携窓口として、事業調整などを行う。

17,520

市民活動推進課

１　市民活動推進事業 市民活動支援事業費
　

市民活動中の事故を補償する保険制
度を実施することにより、市民活動の健全
な発展を図る。

5,250

特定非営利活動法人事務事業費
　

ＮＰＯ法人の設立に際しての認証や、税
制上の優遇が受けられる認定及び条例
指定制度を適正に運用するとともに、法
人の基盤強化や寄附の気運の醸成に向
けた広報等に取り組むことでＮＰＯ法人活
動の健全な発展を促進する。

2,628

市民相談事業費
 

市民が安心して生活を送れるよう各区
に相談窓口を設け、問題解決の助言等を
行う。

54,176

住民組織関係事業費
　

町内会・自治会の組織状況を把握し、
自主的活動を支援するとともに、地域コ
ミュニティ力向上に向けた町内会・自治会
への加入をさらに促進する（認可地縁団
体事務、住民組織調査、自治功労者表
彰、永年勤続功労者表彰、広報物の作
成・配布）。また、地域福祉の向上と市民
自治の発展のため、市内町内会・自治会
の連合体である川崎市全町内会連合会
に対し必要な支援を行う。

32,698

町内会・自治会会館整備補助事業
費

　
町内会・自治会が会館の建設等を行う

際、それに要する費用の一部を補助する
ことにより、地域活動の拠点である会館の
整備を促進し、町内会・自治会の活動の
活性化に寄与する。

29,216
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美化運動推進事業費
　

市民の美化意識の高揚を図るため、全
市的な美化運動（多摩川美化活動、市内
統一美化活動）を実施するとともに、地域
の美化活動の実施主体となる各区美化
運動実施支部に対し、必要な支援を行
う。

2,510

区政推進課

１　区政事業 区役所管理運営費 　区役所等庁舎の管理運営を実施する。 24,200

 
区役所施設整備費
　区役所等庁舎整備事業費
　生田出張所庁舎整備事業費
◎宮前区役所庁舎整備事業費
　川崎区・支所機能再編整備事業費
　区役所等特定天井対策事業費
　その他経費

　多摩区役所生田出張所庁舎の建替え
や、高津区役所及び宮前区役所の特定
天井の改修、鷺沼駅周辺再編整備に向
けた検討など、区役所等庁舎の整備を進
める。

900,472

 
区役所改革推進事業費
　コミュニティ形成支援事業費
○区におけるコミュニティ施策
　再構築事業費

 
　 「これからのコミュニティ施策の基本的
考え方」に基づき、区域レベルの拠点とな
る場「ソーシャルデザインセンター」の創
出に向けた検討を区ごとに行い、順次モ
デル実施するとともに、地域レベルの居
場所「まちのひろば」の創出に向けた取
組を引き続き進める。
　また、これまでの区民会議が担ってきた
「区における行政への参加」 の機能につ
いて、「新しい参加の場」のしくみを構築
するため、各区 で試行実施の取組を進
める。

40,113

 
２　区役所等窓口サービス
機能再編事業

 
区役所等窓口サービス機能再編事
業費

　便利で快適なサービスを提供するた
め、「区役所サービス向上指針」に基づ
き、区役所サービス向上に取り組む。
観光案内・魅力発信拠点と、証明発行等
の身近な行政サービスを提供する川崎駅
北口行政サービス施設（かわさき きたテ
ラス）の管理・運営を行う。

23,731

【人権・男女共同参画室】　　　　

１　人権関連経費 人権関連経費 　人権を尊重し、共に生きる社会を目指
し、川崎市人権施策推進基本計画「人権
かわさきイニシアチブ」に基づく人権施策
を総合的に推進する。また、新たな人権
課題については、広報・人権意識の普及
などに取り組む。

18,192

人権尊重施策推進事業費 　全ての市民が不当な差別を受けること
なく、個人として尊重され、生き生きと暮ら
すことができる人権尊重のまちづくりを推
進していくため、「川崎市差別のない人権
尊重のまちづくり条例」に基づいた施策を
実施する。

21,744

平和意識普及推進事業費 　核兵器廃絶平和都市宣言の精神を生
かし、市民が親しみやすい講演会やコン
サートを開催することにより、平和の大切
さや人権意識の普及を図る。

1,234
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２　男女共同参画推進事
業

男女平等推進事業費 　川崎市男女平等推進行動計画（かわさ
き☆かがやきプラン）に基づく事業の効果
的な取組を行う。さらに、市､市民､事業者
とのネットワークの運営による男女共同参
画社会の実現に向けた施策の推進を図
る。

10,145

男女共同参画センター事業費 　川崎市男女共同参画センターを指定管
理者により管理運営し、誰もが対等な構
成員として、あらゆる分野における活動に
参画する男女共同参画社会の形成に向
けて取り組む。

124,350

平和館　　　

１　平和館運営事業 平和館管理運営費 　市民の平和に対する理解を深めること
等を目的として設置された平和館の適切
な維持管理及び運営を行う。

40,952

平和推進事業費 　核兵器廃絶平和都市宣言を踏まえ、平
和都市川崎のイメージ定着を図るととも
に、人権・環境問題等を含めた平和に対
する市民の理解を深める。

1,825

展示企画事業費 　戦争、飢餓、貧困、人権、地球環境問
題などをテーマに掲げ、平和に関する資
料、情報を提供する。

2,915

【市民スポーツ室】

１　ホームタウンスポーツ推
進事業

Ｊリーグクラブ連携魅力づくり事業費
　
　川崎のイメージアップに向けて市民クラ
ブ「川崎フロンターレ」と連携して、市民の
まちへの愛着と誇り、連帯感を育むため、
地域の魅力づくりを行う。

23,671

アメリカンフットボールを活用したまち
づくり推進事業費

　
　アメリカンフットボールを川崎の魅力とし
て育て続けるとともに、アメリカンフット
ボールを活用した活力あるまちづくりを推
進する。

8,060

ホームタウンスポーツ推進事業費
　
　本市を活動の拠点（ホームタウン）として
いるトップチームを「かわさきスポーツ
パートナー」に認定し広報・PRを行うととも
に、パートナーと連携した事業を通じ、本
市のスポーツとシティプロモーションの推
進を図る。

3,312

２　多摩川を活用したス
ポーツ大会の開催事業

多摩川を活用したスポーツ大会の開
催事業費

　
　多摩川の河川敷を活用し、多くの市民
が参加できる「多摩川ランフェスタｉｎ川
崎」として「川崎国際多摩川マラソン」及び
「多摩川リバーサイド駅伝」を開催し、市
民の健康増進とスポーツ交流の一助とす
る。また、「多摩川カヌー教室」を開催し、
市民の多摩川とのふれあいの機会とす
る。

19,920
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３　スポーツ施設事業 運営管理費
施設整備事業費
スポーツ・文化総合センター事業費

　乳幼児から高齢者まで誰もがいつでも
スポーツを楽しめ、市民のスポーツ活動
の拠点として、またスポーツ活動を通じた
人々のふれあいや地域活動の活性化を
図る地域コミュニティの核として、各区役
所と連携しながら市民に対し多様なス
ポーツ活動の場を提供する。
　また、施設の管理運営については指定
管理制度により効果的・効率的な管理運
営を図る。

1,045,001

障害者スポーツ普及促進事業費 　市内小学校等における障害者スポーツ
体験講座「やってみるキャラバン」や、ス
ポーツセンター等におけるスポーツ普及
支援事業「障害者スポーツデー」等の実
施により、障害者スポーツの普及と推進を
図る。

19,728

障害者スポーツ振興事業費 　「全国障害者スポーツ大会」に選手団を
派遣するとともに、「川崎市障害者スポー
ツ大会」等各種スポーツ大会や教室を開
催し、障害者スポーツの推進を図る。ま
た、「初級障がい者スポーツ指導員養成
講習会」を開催し、指導員の育成を行う。

15,376

川崎市障害者スポーツ協会運営費
補助金

　
　障害者スポーツ普及啓発イベントの開
催、障害者スポーツ団体に向けて練習や
イベント等の開催場所の確保、広報活動
の強化等の運営に係る経費を補助するこ
とにより、障害者スポーツの普及・発展を
図る。

15,000

障害者スポーツ実施環境整備事業
費

　
　障害理解を促進し、意識啓発により「障
害のあるなしに関わらず誰もがスポーツを
楽しめる環境」を創出することで、障害者
が継続的にスポーツに親しめる機会の増
進を図る。

1,673

【ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進室】 

１　東京オリンピック・パラリ
ンピック推進事業

かわさきパラムーブメント推進事業費
英国事前キャンプ受入事業費
ホストタウン等新型コロナウィルス感
染症対策事業費
○若者文化発信事業費

　
東京2020オリンピック・パラリンピック競技
大会の開催を契機として、誰もが自分らし
く暮らし、自己実現を目指せる地域づくり
のためにかわさきパラムーブメント第２期
推進ビジョンに基づく取組を推進するとと
もに、大会に向けた英国事前キャンプの
受入や機運の醸成、ホストタウンの取組を
推進する。
    さらに、若い世代をはじめ、あらゆる世
代が活躍する持続可能なまちづくりを進
めていく観点から、川崎らしい地域資源
である若者文化の発信のためにイベント
の開催支援や体験会などの開催、施設
整備に向けた取組を推進する。

386,577

４　障害者スポーツ推進事
業
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【市民文化振興室】

１　〇公益財団法人川崎
市文化財団補助金

公益財団法人川崎市文化財団補助
金

　市民の文化活動の振興を図り、市民生
活の向上と新しい市民文化の創造に寄
与することを目的として昭和60年に設立さ
れた公益財団法人川崎市文化財団及び
財団所管施設の運営経費を補助する。
　令和３年度は「新しい生活様式」を踏ま
えた文化芸術振興の取組を推進する。

427,810

２　市民文化活動支援事
業

川崎市文化賞等贈呈事業費 　文化、芸術、地域社会、市民福祉及び
スポーツ等の各分野において、その向上
及び発展に尽力し、その功績顕著な個人
又は団体に対し、川崎市文化賞等を贈
呈し、文化の向上及び発展に寄与する。

4,999

３　音楽文化振興事業 国際音楽文化交流事業費 　本市の姉妹・友好都市との音楽による
文化交流を目的とし、コンサートなどを開
催する。

1,952

地域とふれあう音楽振興事業費
　
　音楽によるまちづくりの推進のために、
坂本九生誕80周年記念事業等、市内各
地域に出向いて参加者と一体化する心
温まる事業を実施する。

5,544

４　音楽のまちづくり推進事
業

音楽のまちづくり推進事業費 　多様な活動団体等と協働・連携しなが
ら、誰もが身近に音楽を楽しめる環境づく
りを進めることで、まちに音楽があふれ、
市民の豊かな心を育み、活力ある地域社
会づくりを進める。

52,210

５　アートのまちづくり推進
事業

芸術のまちイベント事業費 　ゴールデンウィークを中心に開催される
地域主体の総合芸術祭「川崎・しんゆり
芸術祭（アルテリッカしんゆり）2021」を支
援する。また、人材育成事業としてアート
センターにおける「アート講座」及びラ
ゾーナ川崎プラザソルにおける演劇・ワー
クショップを実施する。

20,800

６　映像のまち・かわさき推
進事業

映像のまち・かわさき推進事業費 　「映像のまち・かわさき」推進フォーラム
を中心に、映像を活用したまちづくりを推
進する。また、市制100周年を見据えた映
像アーカイブ事業等を通して地域活性化
や本市の魅力発信を図る。

11,210

ロケ地川崎推進事業費 　市所管施設等を映像制作のロケ地とし
て活用し、映画やテレビなどの映像メディ
アを通じて本市の魅力発信を行う。

6,549

７　川崎シンフォニーホー
ル事業

川崎シンフォニーホール整備事業費
川崎シンフォニーホール管理運営事
業費

　「音楽のまち・かわさき」のシンボルとし
て良質な音楽を提供するとともに、市民の
晴れの舞台として音楽活動の場を提供す
る。

1,131,157
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８　アートセンター事業 アートセンター維持補修事業費
アートセンター管理運営事業費

　芸術文化を創り、育て、楽しむことがで
きる機会を提供する場として、指定管理
者によるアートセンターの効率的・効果的
な施設運営を行う。

151,637

９　市民ミュージアム事業 市民ミュージアム運営管理事業費
市民ミュージアム施設整備事業費
市民ミュージアム復旧事業費

　指定管理者による市民ミュージアムの管
理運営を行う。
　令和元年東日本台風の影響により、浸
水被害を受けた市民ミュージアムの収蔵
品の修復等を推進する。
　また、新博物館及び新美術館の基本計
画の策定に向けた取組を進める。

891,413

１０　藤子・Ｆ・不二雄ミュー
ジアム事業

藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム管理運
営事業費
藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム維持補
修費
藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム施設整
備費

　指定管理者による藤子・Ｆ・不二雄
ミュージアムの効果的・効率的な管理運
営を行うとともに、令和3年９月に開館１０
周年を迎えるにあたり、１０周年を記念す
る事業を実施するなど、本市の魅力発信
拠点として事業を推進する。

269,283

岡本太郎美術館

１　岡本太郎美術館事業 岡本太郎美術館管理運営事業費 　岡本太郎を中心とした近現代美術を扱
う美術館として、各種展覧会、教育普及、
広報等の事業及び施設の維持管理を行
う。

178,288

岡本太郎美術館施設整備事業費 　開館後21年を経過し、特に雨や湿気等
の生田緑地特有の自然環境により建物・
設備が老朽化しており、作品の保存管
理、市民の施設利用の利便性向上及び
施設の長寿命化を図るために、施設の更
新・補修を行う。

17,916

岡本太郎美術館資料デジタル化事
業費

　当美術館が保管する岡本太郎に関連
する写真、映像、スクラップブック等の膨
大な資料は貴重であるとともに今後の岡
本太郎研究に不可欠なものであるため、
資料のデジタル化を行う。

4,950
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