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「川崎市総合計画」第２期実施計画・平成30年度事務事業評価結果について

（建設緑政局） 

１ 趣旨                                        

「川崎市総合計画」第２期実施計画における、建設緑政局の平成３０年度事務事業評価結果を取り

まとめました。

２ 「川崎市総合計画」第２期実施計画・平成３０年度事務事業評価結果（概要）       

「川崎市総合計画」第２期実施計画に基づく施策に位置付けられた事務事業について、建設緑政局が

所管する事務事業は 66 事業あり、そのうち目標を上回ったものは３事業、目標をほぼ達成したものは

59事業、目標を下回ったものは４事業ありました（表１）。 

表１ 施策に位置付けられた事務事業の達成状況区分別 事業数と構成比（建設緑政局） 

達成状況区分 内     容 事業数 構成比(%) 

1 
目標を大きく上回って

達成

・目標に明記した期日よりも相当早く達成し、そのことにより 

コスト面や市民サービスに大きく貢献した。 

・目標に明記した内容よりも相当高い水準であった。 

・目標に明記した数値を大きく上回った。

－ －

2 目標を上回って達成

・目標に明記した期日よりも早めに達成し、そのことによりコス

ト面や市民サービスに貢献した。 

・目標に明記した期日どおり達成し、明記した内容よりも高い 

水準であった。 

・目標に明記した数値を上回った。

3 4.5 

3 目標をほぼ達成

・目標に明記した期日、内容どおりに達成した。 

・途中で多少の遅れはあったものの、最終期限には間に合う形

で、目標に明記した内容どおりに達成した。 

・目標に明記した数値とほぼ同じであった。 

・おおむね適正に処理し業務遂行に支障がなかった。

59 89.4 

4 目標を下回った

・目標に明記した内容は達成したが、期日が遅れた。 

・目標に明記した期日どおりであったが、明記した内容に満たな

い水準であった。 

・目標に明記した数値を下回った。 

・所定の期日に間に合わないなど、業務を適正に処理できなかっ

た。 

4 6.1 

5 目標を大きく下回った

・目標に明記した期日よりも遅れ、明記した内容に満たない水準

であった。 

・目標に明記した数値を大きく下回った。 

－ －

合  計 66 100.0 
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予算額 決算額
（見込）

1 10101060
公園防災機能向上事
業

その他

広域避難場所や幹線道路沿いなどの
公園において、ソーラー照明灯や避
難誘導標識などの防災関連施設を整
備し、防災機能の向上を図ります。

●身近な公園の防災機能向上の取組の推進
については、「基本計画」と「実施計画」を一本
化した計画とする調整を実施
●帰宅困難者対策の取組の推進については、
スケジュール調整により、池上新田公園におけ
る工事施工を優先して実施するために、平間
公園の工事施工を令和元年度に変更

71,956 75,565 4

2 10101130 水防業務 その他

水防警報等の発令に伴い、河川パト
ロール等の水防活動を実施するとと
もに、洪水ハザードマップの改定や周
知により、防災力の向上を図ります。

●河川共同点検の実施（点検箇所：7箇所）
●洪水ハザードマップの説明会の実施（10回）

0 0 3

3 10103070
耐震対策等橋りょう整
備事業

施設の
管理・運
営

重要な橋については、目標とする耐
震性能を引き上げるとともに、比較的
小規模な橋についても防災上の視点
で重要性が高いものは耐震化を実施
し、公共構造物の安全性、信頼性をさ
らに向上させていきます。

●比較的規模の大きい主要な橋りょうについて
は、塩浜陸橋の耐震対策を実施
●一般橋りょうについては、伊勢橋ほか8橋の
耐震対策を実施

219,170 207,222 3

4 10105010 河川計画事業 その他

「水防災意識社会再構築ビジョン」に
基づく取組の進行管理や市内河川の
治水対策や関連計画の検討関係機
関との協議調整を行います。

●河川整備、洪水ハザードマップの改定等
●庁内関係局で課題を共有して検討を推進
●河川に関する啓発イベントの実施や県によ
る河川整備計画の策定及び公表

4,608 3,781 3

5 10105020
五反田川放水路整備
事業

その他
五反田川の洪水全量を地下トンネル
で直接多摩川へ放流する放水路の整
備を進めます。

●分流部の施設整備工事は、予定どおり進捗
●放流部の樋門・堤外水路築造工事は、平成
29年度に地層状況に合わせた仮設工法に変
更し、工事完成期日を変更したが、計画どお
り、令和元年度に暫定運用を開始予定

1,600,838 1,080,487 3

6 10105030 河川改修事業 その他
３年に１回程度（時間雨量50mm）の
降雨に対応した河川改修を進め、治
水安全度の向上を図ります。

●平瀬川支川の整備工事を実施（右岸56ｍ）
●三沢川における用地買収に向けた調整の実
施

71,701 224,992 3

7 10105040 河川施設更新事業 その他

治水安全度の確保のため、護岸の緊
急対策工事を実施するほか、老朽化
した河川施設の更新を計画的に進め
ます。

●平瀬川護岸改修の緊急対策区間において、
右岸90ｍの工事が完成

445,501 120,054 3

8 10202020 安全施設整備事業
施設の
管理・運
営

交通事故の抑止を目的とした歩道設
置や交差点改良、カーブミラー、区画
線などを整備し、歩行者等の安全を
確保します。

●歩道設置（延長677ｍ）
●交差点改良（20箇所）
●道路標識、防護柵、カーブミラー、区画線な
どの道路安全施設の整備の実施

610,996 532,528 3

9 10202030 放置自転車対策事業
施設の
管理・運
営

歩行者の安全な通行を確保するた
め、放置自転車の削減に向けた駐輪
場整備や適正な自転車利用の誘導
など総合的な対策を推進します。

●宿河原駅について、４月１日から放置禁止区
域に指定
●京急高架下駐輪場の整備が完了
●新川通り駐輪場の整備に着手

1,559,629 1,282,521 3

10 10202040
踏切道改善推進調査
事業

その他
踏切事故の危険性を低下させるた
め、踏切の安全対策を進めます。

●小田急小田原線向ヶ丘遊園４号踏切、６号
踏切、読売ランド前４号踏切において、注意喚
起となる看板設置に向けて調整中
※令和元年度中の設置予定

0 0 3

11 10204010
計画的な道路施設補
修事業

施設の
管理・運
営

誰もが安全・安心に道路施設を利用
できるよう、定期的な点検や予防保全
の考え方による計画的な維持管理を
適切に進め、施設の機能確保を図り
ます。

●平成３１年３月に「道路維持修繕計画」の改
定を実施
●道路擁壁1箇所と歩道橋6箇所の修繕を実施
●塩浜陸橋及び生田根岸跨線橋の工事を引き
続き実施するとともに、入札不調により次年度
繰越した高石橋を除く３橋の修繕を実施

4,122,189 3,490,816 3

12 10204030
河川・水路維持補修
事業

施設の
管理・運
営

治水安全度の確保のため、河川・水
路施設の適切な維持管理を行うとと
もに、施設の長寿命化を図ります。

●河川・水路施設の適切な維持管理を実施
●河川維持管理計画（機械・電気通信編）等の
策定に向けた検討を実施

410,926 662,903 3

13 10204040
道水路不法占拠対策
事業

その他

道路敷、水路敷及び河川敷を不法に
占有されている箇所の実態を把握す
るとともに、個別案件ごとの処理方針
に基づいた行政指導等により、不法
占拠の解消を図ります。

●道路パトロール等を実施し、不法占拠防止
に努めるとともに、不法占拠者に対して、継続
的な除却指導を実施
●各区役所道路公園センターと連携して不法
占拠解消を推進（不法占拠解消の件数：目標
80件のところ実績66件）

10,027 10,101 4

14 10204050 道水路台帳整備事業 その他

道水路の効率的な管理や災害復旧
に寄与する道路台帳図のデジタル化
を進めます。また、土地境界査定業
務の効率的な執行と世界測地系によ
る公共座標化に向けた取組を推進し
ます。

●道水路台帳図の全図郭のデジタル図面化の
完了
●デジタル図面のデータ構造やシステムとの
互換性等に関する調査・検証
●土地境界査定業務の課題解決に向けた検
討及び、土地境界査定取扱規則の改正（令和
元年10月1日施行）

391,487 361,348 3

15 10204100 測量助成事業
補助・助
成金

測量助成制度対象団地である自治会
等から申請を受け、公図混乱を解消
し、私道を市道移管するために必要
な測量等の費用を助成することによ
り、市道移管への促進を図るととも
に、地域住民の住環境の向上を目指
します。

●制度未適用の町内会・自治会に対する説明
会の開催及び測量助成制度の適用に向けた
私道を市道に移管するための条件の提示
●測量助成制度に基づく助成金の交付及び市
道移管に向けた町内会・自治会との協議（測量
助成の制度が適用となった工区：目標１件のと
ころ実績０件）

13,223 645 4

16 30301010
緑の基本計画推進事
業

その他

緑あふれる都市環境の向上をめざ
し、「みどりの基本計画」に基づく施策
の進行管理など、緑に関する総合的
な取組を進めます。

●進行管理については、取組の実施状況等に
ついて関係部署から収集して取りまとめ、環境
審議会と公園部会へ報告
●リーディング事業の着実な推進に向けた市
民活動団体等への普及啓発

1,502 1,458 3

平成30年度の主な事務事業評価結果一覧（建設緑政局所管）

番
号

事務事業
コード

事務事業名
サービス
分類

事務事業の概要
（簡潔に記載）

主な取組の実績

事業費
（千円） 事業の

達成度
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予算額 決算額
（見込）

番
号

事務事業
コード

事務事業名
サービス
分類

事務事業の概要
（簡潔に記載）

主な取組の実績

事業費
（千円） 事業の

達成度

17 30301020 都市緑化推進事業
参加・協
働の場

花や緑に囲まれたまちを目指し、地
域緑化推進地区への花苗等の提供
や緑のボランティアなどへの活動支
援、緑化推進重点地区計画の見直
し、重点地区内の道路等の再整備な
どを通じて都市緑化を推進します。

●地域緑化推進地区の新規認定に向けて、新
規公募等を実施（地域緑化推進地区新規認定
数：目標２箇所のところ実績０箇所）
●川崎市公園緑地協会を通じ、緑のボランティ
アの活動を支援
●新百合丘緑化推進重点地区計画の改定
●かわさき臨海のもりづくり区域（東扇島地区）
の沿道環境整備を実施

230,147 101,294 4

18 30301030
市民100万本植樹運
動事業

参加・協
働の場

地球温暖化防止の観点から、市民一
人ひとりの緑化への取組の普及啓発
活動として、市民からの要望で公共
的な場所に植えるため、苗木の提供
を行います。また、毎年10月の都市
緑化月間中に、植樹祭を開催し、住
民、学生、事業者も参加し、植樹を行
います。

●累計植樹本数が約7万本増加
●植樹祭を川崎区殿町第２公園で開催し、505
本の苗木を植樹

5,767 3,286 2

19 30301040
パークマネジメント推
進事業

施設の
管理・運
営

指定管理者制度を含めた更なる民間
活力の導入や、地域住民が主体とな
る身近な公園緑地のしくみづくりなど
管理運営方法の検討を進めます。

●条例改正により、公募設置管理制度を制定
●オープンスペース等の有効活用について
は、王禅寺ふるさと公園及び大師公園にて民
間と連携した新規イベントを開催し、公園を有
効活用した賑わいを創出
●公園利用のしくみづくり（ボール遊び）のガイ
ドラインの関係者への周知、活用の促進

5,000 0 3

20 30302010 富士見公園整備事業 その他
都心における総合公園である「富士
見公園」の機能回復を図り、施設の
再編整備を進めます。

●「富士見公園再編整備基本計画」策定に向
けた検討については、計画策定に必要な整備
の方向性や整備条件の整理を実施
●更なる民間活力導入に向けた取組の推進に
ついては、再編整備に向けて、指定管理業務と
の連携を視野に入れた新たな民間活力導入方
針の検討

90,893 66,494 3

21 30302020
等々力緑地再編整備
事業

その他

「等々力緑地再編整備実施計画」に
基づき、緑地内の緑と水、安全・安心
の場、動線の再整備、緑地へのアク
セス改善など、緑地全体の再整備
や、陸上競技場や硬式野球場をはじ
めとした主要施設の整備を進めま
す。

●等々力陸上競技場第２期整備に向けた設計
与条件の整理
●硬式野球場の令和2年度完成に向けた整備
推進
●硬式野球場取付道路となる中央園路整備に
向けた土壌調査
●民間活力導入に向けたマーケットサウンディ
ングを実施し、結果を公表
●東京２０２０オリンピック・パラリンピック事前
キャンプに向けたトラック改修

3,654,216 3,424,424 3

22 30302030 生田緑地整備事業 その他
本市最大の緑の拠点である生田緑地
を、自然環境を活かした総合公園とし
て整備を進めます。

●東生田2丁目地区の基本方針の策定につい
ては、「生田緑地整備の考え方」の中に東生田
2丁目地区の基本方針を策定
●適正な植生管理に向け、初山周遊散策路地
区の管理方針の策定と北口地区の植生等の
調査を実施
●更なる民間活力導入に向けた検討について
は、生田緑地民間活力検討委員会を設置し、
飲食機能の充実などの現状の課題を関係課で
共有し、課題解決に向けた取組の方向性を整
理

178,361 257,409 3

23 30302040
魅力的な公園整備事
業

その他
老朽化の進んだ公園の再整備やバリ
アフリー化などの取組により、魅力的
な公園の整備を進めます。

●公園の再整備等による特色ある公園づくり
については、稲田公園の実施設計を実施
●バリアフリー整備については、鷺沼公園と上
麻生隠れ谷公園のトイレのバリアフリー化整備
を実施
●身近な公園の整備については、地域と調整
を行い「（仮称）神明町公園」の実施設計を実施
●防犯機能を有する施設管理用カメラの設置
については、小田公園に施設管理用カメラを設
置

79,782 77,395 3

24 30302050 市営霊園の整備
施設の
管理・運
営

市営霊園において、安定した墓所供
給や適切な管理運営を進めます。

●新規墓所の整備については、早野聖地公園
で壁面型墓所の整備を実施（整備数：104箇
所）
●無縁改葬の実施等に伴う墓所再募集の実施
（再募集数：目標48箇所のところ実績70箇所）

854,629 664,991 2

25 30302060
公園施設長寿命化事
業

施設の
管理・運
営

市民が安全かつ快適に公園緑地を利
用できるよう、長寿命化計画に基づく
計画的な遊具更新と遊具点検を実施
し、公園施設の適切な維持管理を行
います。

●長寿命化計画に基づく遊具など公園施設の
設計・整備については、若草第１公園ほか13公
園の遊具更新、及び長寿命化計画に基づく、
職員による日常点検及び専門業者による遊具
及び建築物の定期点検の実施

293,840 111,040 3

26 30302070 河川環境整備事業 その他

河川・水路について、環境に配慮した
都市景観の形成や賑わいとうるおい
のあるまちづくりの一環として、親水
空間の整備を進めます。

●渋川環境整備の実施（右岸110ｍ） 115,001 81,892 3

27 30302090
夢見ヶ崎動物公園に
ぎわい創出事業

施設の
管理・運
営

適切な飼育管理を行うとともに、多様
な主体との連携により、動物とのふれ
あいや環境学習の場、さらには人々
の交流を生む場として親しまれる動
物公園を目指し、公園や地域の賑わ
い創出に向けた取組を進めます。

●企業ヒアリング（11社）及びサウンディング（8
社）を実施
●サポーターミーティングを4回実施
●ゆめみ“車”マルシェを2回実施
●Facebookを活用し、ゆめみ“車”マルシェの
出店状況や台風被害による通行止め箇所等の
情報発信を実施
●野生動物リハビリテーター養成講習会を4～
7月に行い、22名をリハビリテーターに認定

47,905 48,039 3
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28 30303010 緑地保全事業 その他
緑地保全の推進により、市域の都市
景観の向上、地球温暖化対策、生物
多様性の保全等を図ります。

●特別緑地保全地区の指定など緑地保全施
策の推進を実施（面積：2.0ヘクタール）
●斜面地の安全対策工事に着工（菅馬場谷特
別緑地保全地区　令和元年度完成予定）
●市民利用のための施設整備を実施（黒川海
道特別緑地保全地区）

895,594 732,853 3

29 30303020 里山再生事業
施設の
管理・運
営

緑の基本計画において「緑と農の３大
拠点」として位置付けられている黒
川、岡上、早野地区の樹林地を保全・
再生することで、良好な里山環境を次
世代に継承していきます。

●里山保全の体験イベント等を実施
●岡上地区の小学校において環境教育を実施
●地元団体等と活性化に向けた取組について
意見交換を実施

33,592 33,060 3

30 30305010
多摩川プラン推進事
業

その他

多摩川の環境資源を活かして、憩い
の場、遊びの場となる施設の充実を
進め、多摩川の魅力向上を図りま
す。

●上平間球場、テニスコート、ゲートボール場
の整備
●サイクリングコース延伸に向けた橋梁（布田
地区）の整備
●指定管理者による、多摩川緑地バーベ
キュー広場の適正な管理
●賑わい創出に向けた、「水辺で乾杯in川崎」
等の開催
●丸子橋ＢＢＱ対策として、マナー啓発活動の
推進
●流域自治体や市民との連携による、「多摩川
綱引き大会」の開催
●魅力向上に向けた、「川崎国際多摩川マラソ
ン」等のイベントの開催

126,080 122,173 3

31 30305020
多摩川市民協働推進
事業

参加・協
働の場

市民との協働や流域自治体との連携
により、環境学習や体験活動の取組
を進め、さまざまな機会を通して多摩
川の魅力を発信します。

●市内に３校ある水辺の楽校への活動支援
（37回）
●大田区と連携して、丸子の渡し事業を実施
●流域懇談会との連携による、エクスカーショ
ンツアー・パネルリレー及び合唱コンクール等
の多摩川改修100周年事業の実施
●二ヶ領せせらぎ館や大師河原水防センター
において、情報誌の発行や環境学習の実施に
よる情報発信の推進

17,748 18,814 3

32 40401050
羽田連絡道路整備事
業

その他

羽田空港周辺地域及び京浜臨海部
の連携を強化し、成長戦略拠点の形
成を支えるインフラとして、羽田連絡
道路の整備を推進します。

●主に橋梁の下部（橋脚）工事及び上部（桁）
の工場製作を実施し、整備を推進

4,875,888 7,161,712 3

33 40701030
広域幹線道路整備促
進事業

その他
首都圏全体の都市構造の形成や交
通機能強化を図るため、広域的な幹
線道路網の整備を促進します。

●国道357号（多摩川トンネル区間）について
は、国が工事着手に向けて、道路及びトンネル
設計や関係機関との協議調整を実施
●川崎駅周辺の交通円滑化については、国等
へ対策の検討、実施を求める要望活動を実施
●高速道路の利用促進については、国等へ利
用者の利便性向上策の検討などを求める要望
活動を実施

534,164 505,716 3

34 40701040
川崎縦貫道路の整備
事業

その他
本市の都市機能の強化などに資する
広域的な道路ネットワークの整備を
進めます。

●各種道路建設促進大会に参加するなど、川
崎縦貫道路の整備に向けた要望活動を実施
●国道409号の街路先行整備については、国
が整備を進め、港町地区の道路改良工事や殿
町地区の電線共同溝工事などを実施
●Ⅱ期計画については、「東京外かく環状道路
（東名高速～湾岸道路間）計画検討協議会」に
おいて国、東京都と意見交換等を実施

13,000 12,950 3

35 40702020 道路計画調査事業 その他

「道路整備プログラム」の適切な進行
管理を行うとともに、各種調査の実
施、計画的な道路整備に向けた調
査・検討を進めます。

●道路整備プログラムに基づく取組の推進に
ついては、道路整備課など関係部署と連携し、
都市計画道路の整備進捗のとりまとめ等を実
施

10,942 9,396 3

36 40702030 道路改良事業 その他

都市計画道路などの幹線道路網の
構築とともに、地域特性を踏まえた道
路拡幅、歩道整備などにより道路交
通環境の改善を進めます。

●都市計画道路等の整備推進のため、用地交
渉・取得、設計、工事を実施

6,202,958 5,772,829 3

37 40702040 渋滞対策事業 その他
早期に効果発現が期待できる交差点
改良など渋滞対策を進めます。

●稲生橋交差点、稗原交差点の渋滞対策が完
了

84,393 104,758 3

38 40702050 橋りょう整備事業 その他
橋りょうの新設・架替により道路ネット
ワークの形成・強化を図ります。

●（仮称）等々力大橋については、東京都と連
携し、河川区域内での工事を進め事業を推進
●末吉橋については、横浜市と連携し、工事請
負業者を決定し工事着手

790,262 285,967 3

39 40702060
京浜急行大師線連続
立体交差事業

その他

渋滞緩和、踏切事故の解消、分断さ
れた地域の一体化による利便性の向
上などに向けて、京浜急行大師線の
連続立体交差化を進めます。

●1期区間（小島新田駅～東門前駅）について
は平成31年3月に産業道路立体交差化が完了
し、鉄道が地下運行を開始
●1期区間（東門前駅～川崎大師駅　鈴木町す
り付け）については、京急と協定締結し、詳細
設計などの取組を推進
●2期区間については、本町踏切の代替案検
討の取組を推進

5,088,966 6,144,931 3

40 40702070
ＪＲ南武線連続立体交
差事業

その他

渋滞緩和、踏切事故の解消、分断さ
れた地域の一体化による利便性の向
上などに向けて、ＪＲ南武線の連続立
体交差化を進めます。

●地元への説明・意見交換として、地域勉強
会、オープンハウス型説明会を実施
●都市計画決定に向けた取組として、概略設
計、環境アセスメント、用地測量に着手

49,925 12,463 3
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41 40703040
自転車通行環境整備
事業

その他

自転車専用通行帯や自転車の通行
位置等を示す路面標示など地域状況
に応じた自転車通行環境整備によ
り、道路を利用するすべての人が安
全・安心で快適に通行できる道路空
間の形成に向けた取組を推進しま
す。

●交通管理者等と調整し、自転車通行環境整
備を実施（自転車通行環境整備箇所数：目標２
箇所のところ実績３箇所）

35,602 24,981 2

42 40703045 自転車活用推進事業 その他
自転車を利用したまちの魅力向上を
目指して、地域の実情に応じた自転
車の活用を推進します。

●「川崎市自転車活用推進計画」の策定に向
け、検討会議を立ち上げ、国の動向や他都市
の策定状況等を確認し、自転車活用施策（案）
を抽出
●「川崎市自転車利用基本方針」に位置付け
た川崎市シェアサイクル実証実験に着手

0 0 3
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