
予算額 決算額
（見込）

1 10201040
消費生活相談情報提
供事業

公聴及
び相談・
苦情申し
立ての
聴取等

消費生活に関する相談や苦情に対し
て、消費生活相談員が専門的な知見
に基づく情報提供等の適切かつ迅速
な処理を行い、消費者被害の救済及
び未然防止を図ります。

●「消費生活相談の年度内完了率」
（目標：９９％）は、実績「９９％」
●「消費生活相談員等のレベルアップに向けた
研修会の実施」（目標：５回）は、実績「５回」
●消費生活相談窓口の体制の強化を図るため
継続して土曜日電話相談を実施
（１日平均相談件数：１４件）
●消費者行政推進計画については、消費者行
政推進委員会での審議等を行った他、パブリッ
クコメントを実施し計画を改定

62,723 62,124 3 P1

2 10201050 消費者啓発育成事業 その他

消費者被害の未然防止等のための
消費者の自立支援及び消費者市民
社会の形成に向けた消費者教育の効
果的な推進を図ります。

●「街頭キャンペーンの実施」
（目標：２５件）は、実績「２５件」
●出前講座を実施（９９回）。また、地域の見守
りの推進やその担い手等を養成する講座を実
施（１４回）
●情報誌の発行（年６回）、HPや毎月のメール
マガジンの発信等による情報発信を実施
●小中学生を対象とした親子向け講座や暮ら
しの基礎知識をテーマとした講座等を実施（７
回）
●消費生活展は、台風のため中止となりました
が、消費者市民に関する動画を作成し、トレイ
ンチャンネル等で放映

24,646 23,269 3 P3

3 30304010
農環境保全・活用事
業

その他
良好な農環境を保全するとともに、都
市農業を振興し、多面的な農地の活
用を図ります。

●「里地里山・農業ボランティア育成講習の開
催数」（目標：４５回）は、実績「４８回」
●「都市農業に関するイベント等の実施数」（目
標：５２回）は、実績「５８回」
●「生産緑地地区の新規指定面積」
（目標：１２，０００㎡）は、実績
「１３，６９０㎡」
●「防災農地新規登録数」（目標：８箇所）は、
実績「１８箇所」。面積としては、２haの登録

13,079 9,712 3 P5

4 30304020 農業体験提供事業 その他

市民が「農」にふれる場づくりを推進
するため、川崎市市民農園を運営す
るとともに、農業者が開設する市民
ファーミング農園や農作業の指導を
行う体験型農園について制度の普
及・啓発を行います。

●「地域交流農園」（目標２園）は、
実績「３園」
●「市民ファーミング農園」（目標：２園）は、実
績「３園」
●「体験型農園の園数」（目標：１１件）は、実績
「１１園」
●川崎市市民農園の管理運営（４農園）
●福祉交流農園においては、収穫イベント（２
回　参加者計１７７人）を実施

4,932 4,848 3 P7

5 30304030
市民・「農」交流機会
推進事業

イベント
等

「農」にふれあいたいとする市民ニー
ズに応えるとともに、市民の都市農業
への理解促進を目的に、各種「農」イ
ベントや「花と緑の市民フェア」の開催
などにより、市民が「農」を知る機会を
提供します。

●「かわさき地産地消推進協議会の開催」（目
標：３回）は、実績「１回」
●「農産物直売会の開催回数」
（目標：９回）は、実績「１６回」
●「料理教室等の参加者数」
（目標：１１５人）は、実績「４４人」
●「花と緑の市民フェアでの参加・出店者数」
（目標値：２８区画）は、実績「５８店」
●「花と緑の市民フェアの来場者数」
（目標：５０，０００人）は、実績「５０，０００人」

2,816 2,816 3 P9

6 40101010 海外販路開拓事業 その他
海外の販路開拓を希望する市内企業
に対し、海外におけるビジネス展開を
促進します。

●「海外販路開拓に向けた展示会・商談機会で
の支援企業数」（目標：２０社）は、実績「４０
社」。マッチング件数は、３４３件
●海外支援コーディネーターにより市内企業の
相談等を実施し、企業活動を支援（４２５件）
●海外ビジネスや外国人材受入れに関するセ
ミナーを開催（３回）
●令和元年度新規事業「中小企業海外展開支
援事業補助金」により２８社の企業を支援

41,088 35,721 2 P11
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7 40101020
国際環境産業推進事
業

参加・協
働の場

市内企業の新たな環境関連ビジネス
の創出や国際的なビジネスマッチン
グの場を提供するとともに、環境関連
の多様な主体によるネットワーク組織
であるグリーンイノベーションクラス
ターを通じて、海外展開等を支援しま
す。

●「川崎国際環境技術展でのビジネスマッチン
グ数」（目標：６００件）は、
実績「５６２件」
●「川崎国際環境技術展の来場者数」
（目標：１０，０００人）は、
実績「１６，９００人」
●グリーンイノベーションクラスターのプロジェク
トの年間件数（目標：５件）は、実績「５件」

41,228 39,440 3 P13

8 40102010 商店街課題対応事業
補助・助
成金

商店街の課題解決や更なる機能向上
を支援し、商業課題への対応を図りま
す。

●「街路灯LED化実施数」（目標：９０件）は、実
績「９５件」
●「創業予定者向けセミナーの講義回数」（目
標：１２回）は、実績「１２回」
●「商店街による安全安心事業への支援件数」
（目標：４５件）は、実績「４４件」
●「商店街による施設撤去事業への支援件数」
（目標：２６件）は、実績「３７件」

20,996 13,428 3 P15

9 40102030 地域連携事業
補助・助
成金

商店街が行うイベント等の支援を行い
ます。また、公衆浴場組合連合会に
対する経営安定化等の支援を行いま
す。

●「イベント事業等への支援件数」
（目標：２５件）は、実績「１９件」
●公衆浴場に対する経営安定等補助の実施
（３５施設）
●大田区や京急電鉄と連携した、銭湯と京急
川崎駅又は京急蒲田駅を巡るスタンプラリーの
実施

40,010 37,397 3 P17

10 40102040 まちづくり連動事業
施設の
管理・運
営

大規模小売店舗立地法について法の
適正な運用を図ります。また、川崎駅
周辺の魅力あるまちづくりを進める活
動等や、商業者が主体となって開催
するイベントを支援し、まちの魅力を
PRします。

●「フェスティバルなかわさき総来場者数」（目
標：１，５２０，０００人）は、実績「９６８，７０２
人」。１６イベントのうち３イベントが荒天のため
中止
●かわさきTMOと連携した川崎駅周辺の活性
化に向けた回遊性創出事業（（仮称）かわさき
宿手形）を企画し、実施に向けた検討・調整

214,903 214,432 3 P19

11 40102050 商業力強化事業
補助・助
成金

商業ネットワークの構築や魅力ある
個店の創出支援、専門家派遣による
課題解決等により、地域価値を高め
る商業地域の形成を推進し、商業の
活性化を図ります。

●「商店街出張キャラバン隊事業による商店街
訪問回数」（目標：５０件）は、実績「２０３件」
●「エリアプロデュース事業による支援件数」
（目標：５件）は、実績「１件」
●「魅力あふれる個店の創出事業による支援
件数」（目標：２件）は、実績「２件」
●商店街等へ専門家を派遣（６回）し、商店街
の課題解決を支援
●Buyかわさきフェスティバルの実施
（２回）
●消費増税の影響を緩和するとともに市内消
費を下支えするため、低所得者・子育て世帯向
けにプレミアム付商品券を発行

1,906,477 1,053,283 3 P21

12 40102060
卸売市場の管理運営
事業

施設の
管理・運
営

南北市場のそれぞれの特性を活かし
た活性化や市場運営の効率化、経営
の健全化を通じて、これからの社会に
ふさわしい持続可能な卸売市場の構
築を目指します。

●「北部市場　関連棟店舗稼働率」（目標：９
２％以上）は、実績「９６％」
●「インターネットを活用した会議の開催数」（目
標：１２回以上）は、実績「２３回」

577,899 492,516 3 P23

13 40102070
卸売市場施設整備事
業

施設の
管理・運
営

老朽化した施設の補修・改修や市場
機能強化に向けた取組を推進するこ
とで、市場機能の維持・向上を図りま
す。

●機能更新に向けた検討については、卸売市
場機能検討委員会等を３回開催したほか、延
べ３０回以上の民間事業者とのヒアリングを実
施
●老朽化施設の補修・改修等については、北
部市場管理棟エアハンドリングユニット更新工
事や北部市場青果棟屋上駐車場凍結対策工
事等を実施

559,609 360,255 3 P25
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14 40103010
知的財産戦略推進事
業

その他

大企業等が保有する特許やノウハウ
等の知的財産を活用し、中小企業の
新事業展開を促進するためのビジネ
スマッチングを行うとともに、ライセン
ス契約後の製品化、販路開拓までの
一貫した支援を行います。

●「知的財産交流会開催回数」
（目標：６件）は、実績「１０件」
●「コーディネーター派遣回数」
（目標：２８０件）は、実績「２８０件」
●「知的財産スクール開催回数」
（目標：６件）は、実績「６件」
●「知的財産シンポジウム来場者数」
（目標：８５人）は、実績「８１人」
●「知的財産交流会参加者数」
（目標：１２０人）は、実績「３２９人」
●「知的財産スクール参加者数」
（目標：１２０人）は、実績「１３７人」

9,000 8,995 3 P27

15 40103020
ものづくり中小企業経
営支援事業

補助・助
成金

市内中小企業等が抱える経営課題の
解決に向け、補助金の交付、情報発
信、販路拡大、技術開発等の支援を
行うことで、経営力・技術力強化、生
産性向上などにより、市内中小企業
の活性化を図ります。

●「児童・学生等に向けたものづくりの魅力の
発信回数」（目標：１０回）は、
実績「１０回」
●「研究開発、経営安定、販路拡大等への支
援の件数」（目標：１７件）は、実績「２９件」
●「川崎ものづくりブランドの認定数」
（目標：１０件）は、実績「１２件」
●補助金については、新技術新製品開発５件、
産学連携２件、販路開拓支援１７件、経営改善
事業５件の交付決定
●「テクニカルショーヨコハマ２０２０」に市内３８
企業・団体が参加
●先端技術見本市（テクノトランスファー）を県と
共同開催し、６，３００名が来場
●製造業とICT産業の連携促進のため、セミ
ナー等を４回開催
●先端設備導入計画を９１件認定

60,537 60,874 3 P29

16 40103070
川崎市産業振興財団
運営支援事業

補助・助
成金

中小企業の経営力・技術力の高度化
や新技術創出を促進するため、国や
県、地域の産業支援機関等と連携を
図り、多面的な支援を展開します。

●「窓口での相談件数」（目標：１２０件）
は、実績「１６３件」
●「無料コンサルティング派遣件数」
（目標：２３０件）は、実績「３０２件」
●「経営課題解決セミナー開催数」
（目標：３０回）は、実績「１８回」
●コーディネート支援・出張キャラバン隊につい
ては、２５４回実施

987,282 966,517 3 P31

17 40103080
中小企業融資制度事
業

その他

市信用保証協会や取扱金融機関との
連携による間接融資制度の実施、及
び市信用保証協会の事業推進によ
り、中小企業者等の資金調達円滑化
を図ります。

●「川崎市中小企業融資制度融資実績」（目
標：３２，５８７百万円）は、
実績「３５，９２７百万円」
●「保証料補助実績」（目標：５４８百万円）は、
実績「６４７百万円」
●「代位弁済補助実績」
（目標：５０百万円）は、実績「５６百万円」

20,637,924 20,697,278 3 P33

18 40103100
先端産業等立地促進
事業

補助・助
成金

先端技術を持つ企業の事業化を支援
することにより、先端産業の創出と集
積を促進します。

●「先端産業創出支援助成金交付件数」（目
標：１件）は、実績「１件」

136,324 136,324 3 P35

19 40103110 対内投資促進事業
補助・助
成金

外資系企業の本市への対内投資促
進等を図ります。

●「対内投資連絡会議の実施回数」
（目標：１２回）は、実績「１２回」

0 0 3 P37
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20 40103120
内陸部操業環境保全
対策事業

イベント
等

中小製造業の操業環境と住民の住環
境の調和を図りながら、工業集積の
維持・発展を進めます。

●「地域とのイベント活動回数」
（目標：４件）は、実績「４件」
●「地域とのイベント参加延べ人数」
（目標：４，６００人）は、実績「４，７００人」
●市内移転候補地情報の提供（２件）
●がんばるものづくり企業操業環境整備助成
金の申請件数　操業環境改善支援
（３件）、立地促進支援（３件）
●工業用地等相談対応（２０件）

137,121 97,917 3 P39

21 40103240 生産性向上推進事業 その他

庁内関係局や市内関係団体との連携
の下、市内事業者の課題やニーズを
踏まえた、働き方改革・生産性革命の
推進に向けた支援を実施します。

●「先端設備等導入計画」の認定件数
（目標：１００件）は、実績「９１件」
●「生産性向上促進事業支援補助金交付件
数」（目標：２７件）は、実績「３４件」
●「中小企業人材育成・確保支援補助金交付
件数」（目標：３０件）は、実績「２９件」
●「コーディネーター、専門家等による伴走支
援」（目標：２７０件）は、実績「４５２件」
●「モデル事業の実施」（４件）

63,132 58,495 3 P41

22 40104010
担い手・後継者育成
事業

その他

今後の本市農業を担う農業者の育
成・確保を目的として、農業者団体の
活動支援を通じてネットワークづくりを
図るとともに講習会等の開催や認定
農業者の経営改善に向けた支援を実
施します。

●「女性農業者団体の活動に対する支援」（目
標：１８回）は、実績「１７回」
●「ファーマーズクラブの開催」
（目標：２回）は、実績「２回」
●「ファーマーズクラブの参加者の満足度」（目
標：８８％）は、実績「１００％」
●「認定農業者等の意欲ある農業者に対する
講習会」（目標２回）は、実績「１回」
●「認定農業者等の意欲ある農業者に対する
講習会の参加者数」（目標：４４人）は、実績「１
１人」
●「農業担い手経営高度化支援事業の検討・
実施」（目標：３件）は、実績「５件」

8,933 7,420 3 P43

23 40104020
農業経営支援・研究
事業

施設の
管理・運
営

施設整備や農業機械等の導入などに
より生産性を向上させ、経営の合理
化に取り組む農業者を支援します。ま
た、農業技術支援センターにおいて、
農業経営向上に資する農業技術の研
究・普及に取り組みます。

●「生産者向け講習会の実施回数」
（目標：１４５回）は、実績「１３６回」
●「生産者向け講習会の参加者人数」
（目標：２，１００人）は、実績「２，１９２人」
●「経験の浅い農業者を主な対象とした講習会
の実施回数」（目標：１０回）は、実績「２７回」
●「経験の浅い農業者を主な対象とした講習会
の参加者人数」（目標：４６０人）は、実績「７００
人」
●「土壌分析検体数」（目標：８００件）は、実績
「８８５件」
●「施設整備、機械等の導入に対する助成件
数」（目標：４件）は、実績「２件」

87,454 102,369 3 P45

24 40104030
農業生産基盤維持・
管理事業

その他
安定した農業生産基盤を維持するた
め、農業振興地域等における農業用
施設の維持・管理を行います。

●「農業用水利施設等の重大故障件数」（目
標：０件）は、実績「０件」

17,278 14,687 3 P47

25 40104040
援農ボランティア育
成・活用事業

参加・協
働の場

都市農地を保全し、農業の担い手の
高齢化や減少に対応するため、市民
ボランティアの活用を推進します。

●「援農ボランティア数」（目標：１１２人）は、実
績「１１８人」
●講座修了後の援農ボランティアについては、
援農に関する助言・指導及び技術力向上のた
めのフォロー研修を１４回実施

53 39 3 P49
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26 40104050 多様な連携推進事業 その他
多様な主体との共創による新たな農
業価値の創造を図ります。

●「農作業の効率化、市内農業の課題解決等
に向けたモデル事業の実施件数」
（目標：３件）は、実績「４件」
●都市農業活性化フォーラムの開催
●早野地区活性化懇談会の開催
●早野野菜マーケット（直売）を３回開催

9,772 7,868 3 P51

27 40201010 起業化総合支援事業
イベント
等

産業競争力強化法に基づく国の認定
を受けた川崎市創業支援事業計画に
基づき、市内創業支援機関14団体等
との連携のもと、創業しやすい環境作
りを行うとともに、有望なベンチャー企
業等に対して個別・集中の支援を行う
など、市内での起業を促進します。

●「起業家オーディション等の開催回数」（目
標：８回）は、実績「４回」
●「研究開発型ベンチャー企業への集中的支
援の実施件数」（目標：５件）は、
実績「１０件」
●「川崎市創業支援事業計画による年間起業
件数」（目標：９０件）は、
実績「１６０件」

70,047 67,549 3 P53

28 40201020 新産業創造支援事業
施設の
管理・運
営

かわさき新産業創造センターを拠点と
したベンチャー企業等に対する事業
スペース提供や専門家による成長支
援等を実施します。

●「市内企業の基盤技術高度化支援に係る講
座・実習等の実施回数」
（目標：２０回）は、実績「３１回」
●「かわさき新産業創造センター入居者に対す
る経営相談等の支援件数」
（目標：５５０件）は、実績「５８８件」
●「子どもたちのものづくりへの興味・関心等を
醸成するイベントの来場者数」
（目標：１，５００人）は、実績「１，４００人」
●「かわさき新産業創造センターの入居率」（目
標：７０％）は、実績「７４％」
●かわさき新産業創造センターの施設修繕等
の実施（クリーンルーム設備補修など）

7,973 11,656 3 P55

29 40202010
ウェルフェアイノベー
ション推進事業

参加・協
働の場

産業と福祉の融合で新たな活力と社
会的 価値を創造するウェルフェアイノ
ベーション により、福祉課題解決に対
応する新たな製品・サービスの創出、
活用の支援を行うとともに、将来を先
取りする社会モデルとなる新たなライ
フスタイル・ワークスタイルの創造・発
信を進めます。

●「ウェルフェアイノベーションフォーラムの開
催件数」（目標：１件）は、実績「０件」
新型コロナウイルス感染症防止のため中止
●「ウェルフェアイノベーションフォーラムでのプ
ロジェクト稼働件数」（目標：２５件）は、実績「２
６件」

26,904 23,432 3 P57

30 40202020
かわさき基準推進事
業

表彰・顕
彰・認定

人間の自立を支援する革新的(イノヘ
゛ ーティブ)な製品を認証し、認証製品
を活用 することで、人の生活全般を
豊かにしていく、かわさき基準の取組
を推進します。

●「かわさき基準認証製品数」
（目標：１５件）は、実績「２３件」
かわさき基準認証製品には、４９製品の応募が
あり、介護福祉現場でのモニター評価及びかわ
さき基準の８つの理念に合致するか適正に審
査した結果、２３製品を認証

10,741 10,456 3 P59

31 40202030
ソーシャルビジネス振
興事業

その他

コミュニティビジネス（以下CB）やソー
シャルビジネス（以下SB）の起業・創
業、就業を促進するとともに、CB／
SB事業者や団体の経営の安定化、
認知度向上や交流・連携の促進を図
ります。

●「起業・創業セミナーの参加者数」
（目標：４６人）は、実績「１７人」
　セミナー終了後も参加者に対して助言や他の
支援機関の紹介などアフターフォローを実施
●「コミュニティビジネス、ソーシャルビジネスの
年間起業件数」（目標：５件）は、
実績「５件」

0 0 4 P61
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32 40202040
環境調和型まちづくり
(エコタウン)推進事業

参加・協
働の場

川崎エコタウン構想の更なる推進を
図るため、エコタウン立地企業等の資
源循環の取組を支援します。また、川
崎エコタウンの取組を国内外に情報
発信し、視察の受入を行うとともに、
視察受入拠点としての川崎エコタウン
会館の管理を行います。

●「ゼロエミ団地見学ツアーの参加者」（目標：
６０人）は、実績「６４人」
●国内外から多くの視察（３３１人）を受入れ、
エコタウン立地企業の情報発信を行い、又ホー
ムページによりエコタウンの情報を発信
●エコタウン会館の運営委託や修繕、会館の
管理を適正に実施
●環境省の採択を受け、エコタウン補助金を活
用し、脱炭素地域づくりの実現可能性調査を実
施

33,739 23,269 3 P63

33 40202050
クリエイティブ産業活
用促進事業

イベント
等

様々な産業においてクリエイターやデ
ザイナーの活用を促すことにより、市
内事業者の情報発信力の強化や既
存製品の改良、新製品開発等へとつ
なげます。

●デザイン活用等に関する「セミナー開催回
数」（目標：２回）は、実績「４回」
●デザイン活用等に関する「セミナー参加人
数」（目標：４０人）は、実績「６８人」
●事業者の課題解決に向けた個別支援とし
て、Ｋ－ＮＩＣにおいて専門家相談会を実施
（１８日）

1,770 1,631 3 P65

34 40203010
新川崎・創造のもり推
進事業

その他

「新川崎・創造のもり」を拠点として、４
大学コンソーシアムと連携し、産学連
携による研究開発を促進します。ま
た、「産学交流・研究開発施設
（AIRBIC）」を整備し、平成31年１月に
運営を開始しました。

●「Ｋ２セミナー等の開催回数」
（目標：８回）は、実績「５回」
●「Ｋ２セミナー等の参加人数」
（目標：２７０人）は、実績「１１４人」
●「ナノ・マイクロ技術支援講座の開催回数」
（目標：１２回）は、実績「１２回」
●「ナノ・マイクロ技術支援講座の参加人数」
（目標：２５０人）は、実績「２１７人」
●「ナノ・マイクロ機器利用促進補助金利用件
数」（目標：２件）は、実績「２件」
●K2タウンキャンパスの管理・運営について、
管理団体及び慶應義塾大学との連携により実
施
●新川崎地区ネットワーク協議会の開催（開催
回数：役員会及び協議会を各２回）
●「産学交流・研究開発施設」の竣工及び運営
の開始（運営開始：平成3１年1月）
●指定管理者等との連携によるオープンイノ
ベーションの実施

73,085 70,549 3 P67

35 40203050
川崎市コンベンション
ホール管理運営事業

施設の
管理・運
営

オープンイノベーションの交流拠点と
して小杉町二丁目地区において整備
される、川崎市コンベンションホール
の管理運営を行います。

●「川崎コンベンションホールの稼働率」（目標：
５５％）は、実績「４２％」
●指定管理者が民間のノウハウを活用し、総
合的なコンサルティングや必要なサービスを提
供
●催事の際のパンフレットを配架とともに、近隣
企業やポスティング、企業や団体等へＤＭ送付
●直前割引制度の広報チラシについて、川崎
市コンベンションホール感謝祭での配布、市内
ＮＰＯ団体へ送付

13,176 11,568 4 P69

36 40301010
雇用労働対策・就業
支援事業

その他

雇用のミスマッチ、若年無業者、女性
再就職等の課題に対応するため、雇
用情勢等に合わせて、求職者のニー
ズに応じた就業支援を行います。

●「「コネクションズかわさき」が行う職場体験事
業の実施数」（目標：７０回）は、
実績「４８回」
●「「キャリサポートかわさき」における就職決
定者数」（目標：４８７人）は、
実績「５０２人」
●「コネクションズかわさき」については、進路
決定（１５２人）
●常設の相談窓口２カ所、街頭労働相談会を
市内６回実施
●女性向け就業支援については、再就職支援
セミナーを実施（２回）

61,677 59,522 3 P71
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37 40301040 技能奨励事業
補助・助
成金

技術・技能職者への市民の理解を深
め、技能を尊重する気風を醸成しま
す。また、極めて優れた現役の技術・
技能職者を「かわさきマイスター」に認
定し、技能の振興や継承、後継者育
成の活動を行います。

●「技能職体験を実施する中学校数」
（目標：５校）は、実績「５校」
●「マーケティング支援における研修会等の開
催」（目標：１回）は、実績「２回」
●「マイスターによるイベント出展、学校派遣、
講習会等の開催」（目標：１００件）は、
実績「１０２件」
●「技能フェスティバル参加人数」
（目標：２，８００人）は、実績「３，８００人」
●「かわさきマイスター認定者」
（目標：５人）は、実績「４人」

14,063 11,925 3 P73

38 40301050
生活文化会館の管理
運営事業

施設の
管理・運
営

市内技能職の拠点施設である「生活
文化会館（てくのかわさき）」におい
て、技能に対する市民理解の向上や
技能職相互の交流を通じ、技能の振
興及び技能水準の向上を目指しま
す。

●「生活文化会館の稼働率」
（目標：６３％）は、実績「６２．５％」

48,163 47,988 3 P75

39 40302010 勤労者福祉共済事業 その他
市内中小企業で働く従業員の福利厚
生を充実させ、併せて中小企業の振
興に寄与します。

●「勤労者福祉共済の新規加入者数」
（目標：４１０人）は、実績「２７７人」
　会員数拡大に向け、市内金融機関との連携
等による加入を推進するとともに、中小企業者
等の団体へ周知する等加入促進を実施

98,200 91,483 4 P77

40 40302020 勤労者福祉対策事業 その他

市内企業で働く勤労者がより豊かで
充実した生活が送れるよう勤労者福
祉施策を実施し、勤労者福祉の向上
を図ります。

●「勤労者福祉セミナーの開催数」
（目標：１回）は、実績「２回」
●「勤労者生活資金の貸付件数」
（目標：２０件）は、実績「６件」
●「勤労者団体文化体育活動等奨励事業の実
施件数」（目標：１８団体）は、
実績「１５団体」
●「ワークライフバランスの取組を行っている事
業所の割合」（目標：７３％）は、
実績「７４％」

114,660 114,016 3 P79

41 40302030
労働会館の管理運営
事業

施設の
管理・運
営

労働組合その他諸団体の健全な発達
と市民の勤労意欲向上に資するた
め、「いこい」、「語らい」、「学びあう」
ための場を提供するとともに、情報の
収集・提供、学習・研修などを実施し
ます。

●「労働会館の稼働率」（目標：５８％）は、実績
「４９．２％」
●指定管理者制度による効果的な運営・管理
等を行い、近隣住民や学校と連携したイベント
の実施やインターネット等による広報を実施
●施設の長寿命化に向けて、エレベーターの
改修等を実施
●再編整備に向けた基本計画策定作業に取り
組み、特定天井対策の検討にあたっての施設
の詳細調査等を実施

160,885 179,209 3 P81

42 40902010 観光振興事業 その他

観光協会、商工会議所、企業、近隣
自治体等との連携体制の構築による
旅行商品の造成や広報など、オール
川崎による集客事業を実施します。

●「主要観光施設の年間観光客数」
（目標：１，７４８万人）は、
実績「１，５６０万人」
●「宿泊施設の年間宿泊客数」
（目標：１９３万人）は、実績「２１７万人」
●「宿泊施設の年間宿泊客数【外国人】」（目
標：２２万人）は、実績「２８万人」
●新・かわさき観光振興プランに基づく施策を
推進
●工場夜景等、様々な観光資源の魅力を発信
●「かわさき きたテラス」における多言語による
観光案内
●民泊事業の現地確認など適正な運営を確保
●インフルエンサーの招請など誘客促進の取
組を実施
●１１月２日から４日まで「かわさき市民祭り」を
開催

103,582 99,812 3 P83
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43 40902020 産業観光推進事業 その他

産業観光ツアー、工場夜景ツアーを
引き続き推進するとともに、全国の工
場夜景都市と連携した取組等を実施
します。また、全国各地への教育旅行
誘致活動を実施します。

●「産業観光ツアーの実施回数」
（目標：６回）は、実績「８回」
●「工場夜景・産業観光ツアーの年間参加者
数」（目標：７，７００人）は、実績「４，８００人」
●産業
●東北地方など、教育旅行誘致活動を実施（４
回）
●バスやクルーズ等の工場夜景ツアーを実施
するとともに、鉄道事業者等と新たな定期ツ
アーを検討
●川崎工場夜景等のガイドを新たに３名養成
●外国人観光客向けモニターツアーの実施及
びSNSによる情報発信の実施

13,700 13,700 3 P85

44 40902030
市制記念花火大会事
業

イベント
等

川崎の市制記念のイベントとして親し
まれている花火大会を開催すること
で、「ふるさと川崎」の意識の高揚を図
り、豊かな市民文化の創造を目指しま
す。

●「有料協賛席チケット販売数」
（目標：５，２５０席）は、実績「５，２３３席」
　企業、団体等へ積極的な協賛依頼を行い、協
賛金は昨年度より８０万円以上の増額
●前回の要改善事項に基づく警備計画を見直
しにより、安全に大会を実施

81,201 81,171 3 P87

45 40902040 競輪場整備事業
施設の
管理・運
営

公園との一体感を感じられる空間づく
りや持続可能な事業運営の確立に向
けた施設づくりをメインコンセプトとし
て、施設整備を行います。

●大規模な施設整備の推進については、東サ
イドスタンド除去とバンク大改修の同時実施の
調査研究
●施設・設備の整備・改修については、老朽化
設備の更新工事及び維持修繕工事を実施

72,302 50,135 3 P８９

46 40902050
競輪等開催・運営事
業

その他

包括的な業務委託の導 により、効
果的・効率的な業務運営を行うこと
で、コスト削減、ファンサービス向上、
市民利用・多目的利用の 層の推進
を図り、競輪
事業の効果的・効率的な実施及び市
民に親しまれる競輪場の確 を目指
します。

●「一般会計への繰出金」
（目標：２．５億円）は、実績「３．１億円」
●包括的な業務委託による事業の効率化や各
種サービス面での充実及び効果的な運営
●ガールズ競輪、競輪女子会、外国人向け観
戦ツアーの開催などによる新規ファンの獲得
●令和２年度特別競輪開催に向けた取組及び
ＧⅢナイターの開催（２回）などによる収益の向
上
●本場開催時の企業・個人協賛レースやミッド
ナイト競輪の開催、枠外開催の誘致などによる
新規顧客の獲得及び収益の向上
●おもしろ自転車や競輪ブースの出展、アマ
チュア愛好家のバンク利用、富士通スタジアム
と連携したサイクルイベントなど、市民に親しま
れる競輪場に向けた取組の推進

18,246,957 16,720,225 3 P91
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予算額
決算額
（見込）

1 10101010
防災対策管理運営
事業

その他

国土強靱化地域計画や地域防災計

画等、各種の計画を推進し、市の災

害対応力の向上を図ります。

●「国土強靱化地域計画」及び「地震防災戦

略」の進捗確認と次期計画に向けた改定方針

の確認

●「地域防災計画（震災対策編、風水害対策

編）」の修正、令和元年東日本台風の検証を

踏まえた「地域防災計画（風水害対策編）」の

修正に向けた検討

●「業務継続計画（自然災害対策編）」の素

案の作成

●救助実施市としてのマニュアル整備、連携

体制の構築

1,086,258 1,431,758 3 P●●

2 10101020 地域防災推進事業
イベント

等

自主防災組織の育成、民間企業と

の連携、防災訓練や研修等による、

自助・共助（互助）・公助の取組・連

携の強化や各主体の防災意識の向

上により、地域防災力の向上を図り

ます。

●補助金等の活用による自主防災組織への

支援の実施

●避難所運営体制の強化（会議開催：

92.0％、訓練：156回）

●市内全戸を対象としたタブロイド版防災広

報誌の作成
●九都県市合同防災訓練を実施したほか、各

区で区総合防災訓練を実施（計11回）

●全局を対象とした市災害対策本部図上訓

練、災害対策本部研修等（4回）及び避難所

運営要員研修（31回）を実施

123,098 99,882 3 P●●

3 10101030 防災施設整備事業
施設の

管理・運

営

防災関連の施設、各種情報通信シ

ステム等を整備し、市の災害対応力

及び地域防災力の向上を図ります。

●同報系防災行政無線屋外受信機の増設

（増設数：5台）
●戸別受信機更新及び施設割込み放送拡充

●デジタル移動系・多重系防災行政無線の

再整備に係る実施設計

●次期防災情報システムの整備に向けた業

務調書の作成

●狭小倉庫対応に向けた新たな備蓄倉庫の

設置（3校分）

552,824 488,904 3 P●●

4 10101040
臨海部・津波防災対

策事業
その他

コンビナート災害対策や津波対策な

どを実施し、臨海部の総合的な防災

力の向上を図ります。

●津波避難施設の拡充（新規で１か所を指定

し、合計で104か所）
●臨海部広域防災訓練等の実施（孤立を想

定し、関係機関と連携した船舶搬送訓練等）

●津波被害軽減研究の推進（実証実験の実

施・避難シミュレーションの作成）

●臨海部防災対策計画の修正（羽田空港の

機能強化に伴う新飛行経路の運用への対応

等）

1,115 917 3 P●●

5 10101050
帰宅困難者対策推

進事業
その他

一斉帰宅の抑制の周知や帰宅困難

者用一時滞在施設の確保等を行

い、災害時における混乱を抑制する

とともに、二次災害を防止します。

●帰宅困難者一時滞在施設の指定による収

容人数の増加（1,000人増）

●主要駅（川崎駅、武蔵小杉駅）における実
動訓練の実施

●帰宅困難者用一時滞在施設（川崎競輪場

ほか計4施設）における開設訓練の実施

●新規施設への備蓄品等の配備

2,904 4,370 3 P●●

6 10101070 本庁舎等建替事業 その他
本庁舎等について災害対策活動の
中枢拠点としての耐震性能を確保す

るため、建替えの取組を進めます。

●再入札に向けた設計・積算・発注条件等の

一部見直し・調整

●旧本庁舎地下解体工事の着手（完成は令

和２年４月予定）

331,557 174,597 4 P●●

7 40205010
地域情報化推進事

業
その他

市民生活の更なる利便性の向上等
を図るため、市内の公衆無線ＬＡＮ

環境の構築を進めるとともに、地域

情報の効果的な発信を図ります。公

共データを市民サービスやビジネス

につなげるため、オープンデータの

公開を進め、その効果的な利活用を

推進します。

●かわさきWi-Fiの利用範囲の拡張（アクセス

ポイント数：目標2,000か所のところ実績1,741
か所）

●「かわさきアプリ」のサービス拡充（アプリダ

ウンロード数：242,826回）

●「イベントアプリ」のサービス提供(民間事業

者等登録数：206団体)

●更なるオープンデータの公開（公開数：226

データセット）

●川崎市LINE公式アカウントの開設

31,964 27,501 4 P●●

8 40205020
行政情報化推進事

業
その他

「情報化推進プラン」に基づく情報化

関連施策の進捗管理を進めるととも

に、マイナンバー制度の効果的・効

率的な運用や、働き方・仕事の進め

方改革に基づいたＩＣＴの活用を図り

ます。

●情報化推進本部会議における情報化関連

計画のスケジュールの確認

●他の自治体等とのマイナンバーによる情報
連携の安定的かつ円滑な運用

●番号法の一部改正を踏まえた本市番号条

例及び同施行規則の改正

●マイナポータルを用いた電子申請（介護や

被災者支援分野の検索に対応）

●モバイル端末やテレビ会議等の利用促進

●本庁舎建替えに向けた新たなICT環境整備

における方向性の検討

22,094 31,273 3 P●●

令和元年度の主な事務事業の評価結果一覧（総務企画局）

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

参考資料

掲載頁

①「政策体系別計画に記載

のある事務事業」及び「施策

を推進する経常的な事務事

業の中でも特に重要なものや

進捗に遅れのあるもの」を掲

載

②市民サービス等の分類を

記載

※分類区分

○施設の管理・運営

○補助・助成金

○イベント等

○表彰・顕彰・認定

○参加・協働の場

○公聴及び相談・苦情申し立

ての聴取等

○許認可等

○出版物等

○その他

③事務事業の概要を記載

④令和元年度に実施した主

な取組の実績を定量的な数

字を含めて記載

⑤令和元年度の予算額及び

決算額（見込）を記載

⑥事務事業の達成度を記載

※達成状況区分

１．目標を大きく上回って達成

２．目標を上回って達成

３．目標をほぼ達成

４．目標を下回った

５．目標を大きく下回った

⑦参考資料における当該事

務事業の評価シートの掲載

ページを記載

主な事務事業の評価結果一覧の見方 

令和元年度の主な事務事業の評価結果一覧は、各局が所管する事務事業のうち、「政策体系

別計画に記載のある事務事業」及び「施策を推進する経常的な事務事業の中でも特に重要な

ものや進捗に遅れのあるもの」を取りまとめ、個別に進捗状況をお示ししたものです。 

一覧の見方は次のとおりです。 
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