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中事業名 番号
通し
番号

事業名 事業概要
平 成 29 年 度
予 算 額

1 1 高津区音楽のまち推進事業
区内の多様な音楽資源を活用し、個性と魅力があふれ、愛着が持てるまちづくりを推進することを目的とし、区民や地
域の多様な主体との協働により様々な音楽イベントを開催する。 4,790

2 2 高津区子どもフェア事業
子ども達が、地域で自然とふれあいながら遊べる機会を持てない中、場を提供し、自然とのふれあいや非日常的な経
験を通じての親子関係や友人との新たな結びつきを図ることを目的とする。運営委員会に委託して多摩川河川敷を中
心にイベントを実施する。

600

3 3 「たちばな農のあるまちづくり」推進事業
橘地区における農地や緑地、歴史的資産などの地域資源を活用した地域活性化を総合的に推進するため平成２０年
度に「たちばな農のあるまちづくり」推進方針を策定。区民のふるさと意識の醸成を図り、地域や区全体の魅力アップと
ともに地域活性化につなげる。

1,400

4 4 高津区総合ガイドマップ作成事業
高津区への転入者と既住区民の希望者を対象に高津区の地図や公共施設の一覧、バス路線図、緊急時の連絡先、区
役所の電話番号案内など区の基礎的な情報が入った総合ガイドマップを作成、配布することにより区民に日常生活上
役立つ情報を提供する。経費節減のため裏表紙に広告掲載を行う。

915

5 5 高津区区政情報発信事業
区政情報を広く区民に周知するため、市政だよりなどの紙媒体だけでなく、インターネット等多角的な広報媒体を活用し
て効果的な情報発信を行う。また、高津区の地域情報や歴史情報等のコンテンツをはじめ、区役所業務案内等の情報
をトータルに提供する大型端末で区民や来訪者に対して、区の魅力を発信する。

670

6 6
二ヶ領用水久地円筒分水修景施設管理
運営事業

川崎市初の国登録有形文化財である円筒分水周辺の修景施設を区の観光資源、区民憩いの場として良好な状態に保
つことを目的に、地元ボランティアに道具等を提供して、区民と協働で管理する。植栽の剪定等については業者に委託
する。

506

7 7 高津区文化振興事業
高津区内の歴史的・文化的資源を中心に、地域の魅力を再発見する機会を提供することにより、区民のふるさと意識を
喚起する。さらに区民自ら発信することを通して、地域文化の振興と伝承に、区民がより主体的に取り組むための契機
とする。

247

8 8 大山街道周辺整備活性化事業
高津大山街道及びその周辺に残っている歴史的・文化的な資源を保全・活用するため、行政計画として策定した「高津
大山街道マスタープラン」を推進し、魅力的な空間創造と、計画的・総合的な地域活性化のための取組みを推進する。 2,100

9 9 高津区地域資源ネットワーク事業
区内の地域資源を活かした魅力的なまちづくりを推進するため、平成２３年度策定の「高津区公共サイン整備指針」に
基づき、高津のさんぽみちのサイン整備及びガイドマップの制作を行う。また、広告収入を活用した維持管理手法の社
会実験を推進しながら、区内の既存サインの改善を進める。

3,038

10 10 高津区ふるさとアーカイブ事業

高津区の風景や生活を記録した貴重な写真等の資料が失われつつあるなか、高津のまちに関する資料の包括的な収
集・整理・蓄積・保存・活用のあり方を「高津区ふるさとアーカイブ基本構想」として体系化し、その仕組みづくりをするこ
とにより、高津区全体の社会的資産としてそれらの資料の活用を図り、ふるさと意識や地域アイデンティティの醸成、地
域ブランディングを進める。

2,364

16,630

1 11 高津区地域連携スポーツ事業
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
ティの活性化や世代間交流を図るとともに、地域におけるスポーツ参加機会の拡充を図る。 736

2 12 親子運動会開催事業
明るく住みよい豊かなまちづくりを目指し、運動会を通じて青少年の健全育成、親子のふれあいと健康増進並びに近隣
相互の親睦を深め合うことを目的する。実行委員会に委託して、高津地区及び橘地区で１０月第３日曜日に実施する。 1,600

3 13 地域コミュニティ施策推進事業
町内会・自治会への加入者が減少する中、町会加入促進や組織内での人材育成のみならず、新住民や町会未加入世
帯を主なターゲットとして、自分の住む地域について知るイベントを実施するとともに町会活動を紹介する広報物を作成
し、地域コミュニティへの参加者や担い手を増やす。

1,000

4 14 橘ふるさと祭り子どもイベント開催事業
地域の活性化とふるさと意識の醸成を図ることを目的に「橘ふるさとまつり」の一環として実施。実行委員会に委託して
移動動物園や工作コーナーなどを開催。 1,320

5 15 高津区まちづくり推進事業
区内の市民活動団体をはじめとしたまちづくり活動に関わる人々に対し、活動に必要な知識等の勉強会、活動場所の
提供、活動に必要となる情報発信等を行うことで区内の市民活動・まちづくり活動を活性化させるとともに、活動に参加
する区民の輪を広げ協働によるまちづくりを推進する。

3,863

6 16 高津区多文化共生推進事業
川崎市多文化共生社会推進指針に基づき、高津区に居住する外国人市民を含む区民が、相互理解を深め、地域に住
むよき隣人としての関わりを体感し、多様性がもたらす地域の豊かさへの気づきとなる交流機会を提供する。あわせて
多文化共生に係る啓発事業を実施する。

258

7 17 ものづくりのまち推進事業
区の一つの特徴であるものづくり資源が集積する住工混在地域において、地元工業会等により結成された「高津ものま
ちづくり会」との協働でイベントを開催すること等により住民と工場との相互理解を深めるとともに、区内ものづくり資源
の魅力や可能性を地域内外に発信する。

650

8 18 区民祭開催経費
区民・企業・行政の協働により開催される高津区民祭について、地域活性化や郷土愛・互助精神の醸成に寄与する事
業として、主催者である高津区民祭実行委員会に補助金を支給する。 258

9,685

1 19 子育て支援事業
育児の基礎知識習得や子どもの成長・発達など子育てに関する課題の学習及び男性の育児参加を促進させ、子育て
に対する不安や悩みなどの軽減を図るとともに子育て当事者の育児力向上を目指す。子育て支援講座や親育ち支援
事業、プレパパ・プレママ講座などを実施する。

908

2 20 子育てネットワーク推進事業
地域で支え合いながら子育てできる環境向上のため、地域の関係機関や団体等が連携し、区内の子ども・子育て支援
のネットワークの強化を図り、子育てしやすいまちづくりを推進する。子ども・子育てネットワーク会議や幼・保・小連絡会
議、講演会などを実施する。

1,180

3 21 子育て情報発信事業
子育て中の親の立場に立った、より身近な子育て情報を区民と協働で発信・提供して、子育てしやすいまちづくりを推
進する。「ホッとこそだて・たかつ」「あったかつうしん」等の紙面の充実や「かわさき子育てアプリ」などＳＮＳを活用した子
育て情報の発信を行う。

1,797

4 22 高津区子ども・子育てフェスタ事業費
子育て中の保護者や子育て支援に関心のある区民が、子どもとともに楽しく過ごしながら、関連する情報が得られる中
で、子どもを育てる力の向上を図る。また、地域の子育て支援機関や団体等及び関係行政機関が協働し実施すること
で、地域全体で子育てを支えている意識の向上を図る。

469

5 23 子育てグループ等活動促進事業
地域で孤立することなく、安心して子育てできる仕組みとして、地域で子育てを支えている子育てグループや子育てサ
ロン等の活動支援を行い、地域の育児力向上を図る。 153

7 24 高津区待機児童対策推進事業
保育園利用予定者が、個々のニーズに合った保育園を選定する上で参考となるよう、高津区内の保育園案内映像資
料を作成し、動画投稿サイト（川崎チャンネル）等で公開するとともに、保育所等の位置を示した「高津区子育て施設
マップ」の改訂版を作成し入所案内時に合わせて配布することで、情報提供の充実を図る。

594

8 25 こども未来事業
次代を担う子ども達が、将来に向かって夢と希望を持ち、伸びやかに成長できるよう、様々な地域資源を活用した事業
を行う。もの作り技術の体験や、多様な人との交流、木とのふれあいの機会の提供を通じ、進路や職業の選択肢を広
げ、こころのバリアフリーを推進し、感性豊かな心の発達を促すとともに、森林や環境問題への理解を育む。

451

5,552

1 26 たかつ区健康福祉まつり事業
高齢社会を迎え、高齢者の健康維持や障害者の自立・社会参加を地域ぐるみで考える必要があることから、子ども、高
齢者、心身に障害のある方が多くの区民と交流を深め、地域福祉を共に考える場とすることを目的とし、実行委員会に
委託して福祉施設の自主製品の販売、健康相談等各種催し物を実施する。

1,087

2 27
高津区地域包括支援ネットワーク推進事
業

高齢化の進展、高齢者や子育て世帯等の地域での孤立が問題とされる中、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ
るように、在宅医療の普及啓発のシンポジウムや、高齢者を見守る体制づくりのための講演会・交流会を開催する。ま
た地域の見守り活動等の立上げ支援のため、集合住宅の状況調査、活動への助言者の派遣、他の地域での活動の紹
介を行う。

1,879

3 28 健やか地域推進事業費
超高齢社会を見据え、「高津公園体操」の普及を通して区民の健康づくり・介護予防・閉じこもり予防・見守り活動を推進
し、地域コミュニティの活性化を目指す。また、健康づくり体操グループの交流促進を図る。 325

4 29 高津区こころのバリアフリー推進事業
障害の有無にかかわらず、地域の中で本人が望む生活が継続される社会こそが当たり前であるというノーマライゼー
ションの理念を実現させるため、シンポジウムの開催や地域の催事に障害者が運営補助ボランティアとして参加する機
会を創出することで、区民の障害に関する理解と関心が深まることを目的に事業を実施する。

514

3,805

すこやか・支え合
いまちづくり事業

小　　　　　　　　　計

地域資源活用事業

小　　　　　　　　　計

平成29年度高津区地域課題対応事業一覧表

地域コミュニティ
活性化推進事業

小　　　　　　　　　計

総合的な子ども・
子育て支援事業

小　　　　　　　　　計
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平成29年度高津区地域課題対応事業一覧表

1 30 高津区放置自転車対策事業
高津区内で放置自転車が多い溝口駅北口を中心に、区内鉄道駅周辺の放置自転車をなくし、安全で安心できる環境
整備を推進する。また、放置自転車を減らせるよう広報・啓発活動を実施する。 688

2 31 高津安全・安心まちづくり支援事業
区民主体により、安全で安心な高津区を築くことを推進する。区民の組織する防犯パトロール隊にベスト・腕章等を貸与
し、地域の防犯活動を支援するとともに、区内各地において犯罪の抑止、交通事故の減少、路上喫煙・ポイ捨て等のマ
ナー向上を目指し広報・啓発活動やキャンペーン等を行う。

790

3 32 交通安全の普及啓発事業
区内の交通事故件数の減少のため、各種の交通安全啓発活動を実施し、区民の交通安全に係る意識の向上を図る。
また、区内交通（人身）事故の約３割が自転車事故であり、県の自転車交通事故多発地域に指定されていることから、
「自転車交通ルールの確立」に向けた啓発活動を重点的に実施する。

1,560

4 33 高津区防災まちづくり推進事業

大規模災害時における、区本部体制の強化、自主防災組織や避難所運営体制の強化に向け、避難所運営会議に対す
る支援強化を図るとともに、各種資器材の導入等を行う。また、溝口駅周辺地域における帰宅困難者対策の強化に向
け、国の「都市安全確保促進事業」に基づく、エリア防災計画を策定するとともに、区民に対する防災への意識付け強
化に向けた取組を推進する。

11,754

14,792

1 34 花と緑のたかつ推進事業
区内に潤いのある空間を創出するため、区内各所のコンテナ・花壇の維持管理を区民ボランティアで構成された団体に
委託し区民と協働による花と緑のまちづくりを推進する。 1,364

2 35 高津区環境まちづくり普及啓発事業
「エコシティたかつ」推進方針に基づき、具体的なプロジェクトのうち環境まちづくりに関する普及啓発事業を高津区役所
が市民と協働して行う。さらに、区役所庁舎等のＬＥＤ化を推進し、省エネルギー化を図る。 1,780

3 36 高津区民祭周辺環境対策事業
高津区民祭から発生するごみの減量及び適正排出による資源の再利用を推進し、環境意識の向上を図る。実施にあ
たっては、地域関係団体との調整・連携を図り、区民祭参加者の安全を配慮しつつ、環境啓発も含めた対策を推進す
る。

1,920

4 37 「エコシティたかつ」推進事業
持続可能な地域社会の形成の実現を目指し、地球温暖化対策や生物多様性保全を基本目標とした「エコシティたかつ」
推進方針に基づき、当該指針に沿ったプロジェクトを市民団体や区内企業、学校等と一緒になって適切な役割分担のも
とに推進していく。

4,442

5 38 水と緑のネットワークづくり推進事業
市議会への請願を含む地域住民からの要望も踏まえ、二ヶ領用水久地円筒分水からかすみ堤、多摩川へとつながる
水と緑のネットワークの実現、多摩川河川敷広域避難所へのルート確保等についての調査及び検討を行う。 297

9,803

1 39 高津区市民提案型協働事業 地域の課題を解決するための事業を市民から募集・選定し、提案者と区役所との協働で実施する。 3,266

2 40 高津区地域課題対応事業管理運営事業 高津区地域課題対応事業全体の適正かつ円滑な執行を図るため、その管理運営上必要となる事務諸経費。 777

3 41 高津区地域課題対応事業外部評価事業
高津区地域課題対応事業の執行にあたり、より区民のニーズを反映し、市民協働、職員の意識改革などを推進させ、
事業の透明性の向上を図り、より効果的・効率的に事業を執行するため、外部評価委員による評価を実施する。 1,032

5,075

1 42 高津区役所サービス向上事業 「高津区役所サービス向上指針」に基づき、区役所全体に係わる窓口サービスの向上・改善を統括的に実施する。 584

584

1 43 区の新たな課題即応事業
区の機能強化に向けた取組を推進するため、市民にとって身近である区役所が新たな課題に適切かつ速やかに対応
するための経費 5,000

5,000

70,926

小　　　　　　　　　計

安全・安心まちづ
くり事業

小　　　　　　　　　計

環境まちづくり事
業

小　　　　　　　　　計

高　津　区　地　域　課　題　対　応　事　業（　区　独　自　事　業　）合　計

地域課題対応事業
その他経費

小　　　　　　　　　計

区役所サ―ビス向
上事業

小　　　　　　　　　計

区の新たな課題対
応即応事業


