
予算額 決算額
（見込）

1 10102010
防災都市づくり基本計
画推進事業

その他

災害に強いまちづくりに向け、防災施
策間の連携を強化するとともに、自
助・共助（互助）の促進や都市計画手
法等を活用した減災対策を推進しま
す。また、市職員が被災状況に応じて
柔軟な復興対策が可能となるよう、発
災前の復興準備を行います。

●各種施策の進捗・取組状況の庁内情報共有
を実施
●防災意識の向上と防災まちづくり啓発活動
の実施（実施回数：5回）
●外部講師を招聘し、都市復興に関する市民
向け講演会の実施（参加人数：87人）
●BCP改訂を踏まえた都市復興プロセス等の
影響について検討

376 101 3 P2

2 10102020
防災市街地整備促進
事業

補助・助
成金

朽木造住宅等が密集した市街地の
防災上の改善に取り組み、地震発生
時等の 災による延焼被害の低減を
推進します。

●宅建協会等と連携した不動産企業に対する
補助制度の周知及び住宅金融支援機構と連携
した周知啓発活動の実施
●不燃化推進条例に基づく老朽建築物の除却
及び建築物の耐火性能強化に対する補助の実
施（補助件数：77件）
●防災空地の創出（整備数：1件）

76,932 78,359 3 P4

3 10102030
防災まちづくり支援促
進事業

参加・協
働の場

火災延焼リスクの高い地区において、
自助・共助（互助）を中心とした防災ま
ちづくりを推進し、地域特性に応じた
課題を解決し、災害に強いまちづくり
を実現します。

●防災まちづくり計画の作成（作成地区数：3地
区）
●取組地区におけるワークショップやまち歩き
等の実施（実施地区数：9地区）
●町会等との調整による次年度取組地区の決
定（決定地区数：3地区）
●モデル地区において防災カフェや安否確認
訓練等の地域主体の取組へのフォローアップ
の実施（実施地区数：2地区）

15,000 14,018 3 P6

4 10103010
特定建築物耐震対策
事業

補助・助
成金

耐震化の重要性の意識啓発を行い、
耐震改修等の費用の一部を助成する
ことで、特定建築物の耐震化を促進し
ます。

●「耐震改修促進計画」に基づく災害に強いま
ちづくりの推進
●計画改定に向けた調査・検討
●特定建築物の耐震診断・耐震改修の促進
（耐震診断：12件、耐震設計：2件、耐震改修：4
件）
●特定建築物の耐震化の意識啓発や知識の
普及、助成制度の周知（防災イベント等実施回
数：7回）

170,911 119,591 3 P8

5 10103020
木造建築物耐震対策
事業

補助・助
成金

耐震化の重要性の意識啓発を行い、
耐震診断士の派遣や耐震改修等の
費用の一部を助成することで、木造住
宅の耐震化を促進します。

●木造住宅の耐震診断・耐震改修の促進
（耐震診断士派遣件数：168件、助成件数：39
件）
●木造住宅の耐震化の意識啓発や知識の普
及、助成制度の周知（防災イベント等実施回
数：7回）

77,871 55,749 3 P10

6 10103030
民間マンション耐震対
策事業

補助・助
成金

耐震化の重要性の意識啓発を行い、
予備診断の実施や耐震改修等の費
用の一部を助成することで、マンショ
ンの耐震化を促進します。

●マンションの耐震診断・耐震改修の促進
（予備診断：1棟、耐震診断：62戸）
●マンション管理組合に向けた耐震化に関する
意識啓発や知識の普及、助成制度の周知（講
習会実施回数：2回）

27,311 2,594 4 P12

7 10103050 宅地防災対策事業
補助・助
成金

大規模盛土造成地における調査及び
必要に応じた対策の検討、擁壁の改
修等の宅地防災工事への助成を行う
ことにより、宅地の耐震化を推進しま
す。

●ハザードマップを活用した防災対策等に関す
る啓発活動の実施（実施回数：2回）
●ハザードマップの更新（多摩区）
●宅地防災工事に対する一部助成の実施（助
成件数：1件）

17,994 9,671 3 P14

8 10203010
ユニバーサルデザイ
ン推進事業

その他

「バリアフリー基本構想・推進構想」の
進捗管理とともに、ユニバーサルデザ
イン社会の実現に向け、誰もが利用し
やすいまちづくりを推進します。

●ユニバーサルデザインの理解促進に向け、
パラムーブメント推進事業と連携した取組の実
施
●「誰もが分かりやすい公共サイン整備に関す
るガイドライン」に基づき、ユニバーサルデザイ
ン社会の実現に向けた取組の実施
●バリアフリー基本構想・推進構想の進捗を管
理とともに、令和元年度に武蔵小杉駅周辺地
区及び新百合ヶ丘駅周辺地区バリアフリーマッ
プ改定実施（令和2年度公表）

5,500 5,420 3 P16

9 10203030
ユニバーサルデザイ
ンタクシー導入促進事
業

補助・助
成金

ユニバーサルデザインタクシーの導
入を促進し、高齢者や障害者など誰
もが利用しやすい移動手段の確保を
図ります。

●ユニバーサルデザインタクシー導入の促進
（導入台数：47台）
●新たな再開発事業等の進捗状況等を踏まえ
た、ユニバーサルデザインタクシー対応乗り場
の整備に係る検討・調整

9,000 7,600 3 P18

令和元年度の主な事務事業の評価結果一覧（まちづくり局）
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10 10203040
南武線駅アクセス向
上等整備事業

その他

鉄道による地域分断の改善や踏切を
横断する駅利用者の安全性・利便性
を高めるなど、駅へのアクセスの向上
を図ります。

●ＪＲ稲田堤駅について、引き続き工事を推進
●ＪＲ津田山駅について、令和元年６月に北口
の供用を開始するとともに、令和２年６月頃の
南口の供用及び南北自由通路の開通につい
て、鉄道事業者等との調整を実施
●ＪＲ中野島駅について、橋上駅舎化に向けた
調査設計を実施
●ＪＲ久地駅について、橋上駅舎化に向けた調
査設計を実施
●ＪＲ中野島駅の臨時改札口について、令和元
年6月に整備を完了

1,444,828 787,157 3 P20

11 10203050
鉄道駅ホームドア等
整備事業

補助・助
成金

高齢者や障害者をはじめとする駅利
用者のホームからの転落や、ホーム
上の列車接触事故を防止するため、
ホームドア等の整備の促進により、安
全で安心な公共交通環境の整備を推
進します。

●ホームドア等の整備推進（京急本線京急川
崎駅）
●南武線武蔵小杉駅において、早期に設置し
ていくための鉄道事業者との協議を重ね、令和
２年度に整備着手、令和４年３月に設置完了を
予定し進めていくことの方向性を確認

57,500 30,697 3 P22

12 10406010 住宅政策推進事業 その他
「住宅基本計画」に基づき、住宅の質
の向上や市場の誘導等を行うための
施策立案や調査等を実施します。

●子育て世帯の市内定住促進に資するモデル
事業の実施
●市民参加型のエコリノベワークショップの開
催

8,094 242,071 3 P24

13 10406020
高齢者等に適した住
宅供給推進事業

補助・助
成金

川崎らしい都市型の地域包括ケアを
支える子育て世帯や高齢者等の多様
なニーズに対応した住宅の供給推進
に取り組みます。

●サービス付き高齢者向け住宅の供給促進
（累計登録の増加数：21戸）
●子育て等あんしんマンションの認定：１件）
●福祉機能等を複合的に備えたサービス付き
高齢者向け住宅の誘導に向けた事業者公募の
実施
●子育て等あんしんマンション認定制度とマン
ション管理組合登録制度を統合・再編し、「マン
ション管理組合登録・支援制度」を創設

107,014 97,934 3 P26

14 10406030
住宅・マンション良質
化支援推進事業

補助・助
成金

民間住宅・マンションのバリアフリー
化、長寿命化、適切な維持管理等に
対する支援等の取組を推進すること
で、誰もが安全で快適に暮らせる、良
質な住宅の形成を図ります。

●マンション段差解消工事費用の助成（17件）
●住宅やマンションのリフォームに関する講習
会等を通じた周知、啓発の実施
●神奈川県弁護士会川崎支部と連携した、住
まいに関する専門的な相談窓口の実施体制の
構築・実施
●高経年団地の再生に向けた課題の把握

10,268 7,922 3 P28

15 10406040 住情報提供推進事業

公聴及
び相談・
苦情申し
立ての
聴取等

総合的な住宅相談窓口の運営や、地
域の担い手と住まいに関する取組を
連携して進めます。

●高齢者の住み替え等相談窓口の運営（相談
件数：492件）
●住宅のリフォームや、マンション管理に関す
る相談窓口の運営（相談件数：706件）
●住宅の質の向上、各種制度等に関する講習
会の実施（参加者数：172人）

16,626 15,425 3 P30

16 10406050
民間賃貸住宅等居住
支援推進事業

公聴及
び相談・
苦情申し
立ての
聴取等

高齢者、障害者、低所得者、外国人
等の居住の安定に向け、多様な主体
との連携により入居支援や入居後の
生活支援等の取組を推進します。

●現状課題となっている福祉等の既存制度に
基づく支援がない方への直接的な支援に繋が
る契約手続き等の同行支援制度を構築・実施
（9件）
●居住支援制度による入居支援の実施（135
件）

8,055 6,092 3 P32

17 10406060
既存ストック活用推進
事業

その他

空き地や空き部屋などの遊休不動産
を潜在的な地域資源（既存ストック）と
捉え、これらの活用支援による、新た
な魅力の創出や身近な地域交流の場
づくりを進めます。

●公共空間の有効活用に関するリノベーション
スクールを開催し、その内容による実証実験を
実施
●インバウンドビジネス等推進モデル事業とし
て要綱作成の上、公募を実施し、年度内に竣
工(７件)

48,394 42,993 3 P34

18 10406070
市営住宅等ストック活
用事業

施設の
管理・運
営

「市営住宅等ストック総合活用計画」
に基づき、建替えや改善の実施、地
域包括ケアシステムの構築に向けた
市営住宅の活用を進めます。

●将来的な集約・再編に向けた詳細な検討の
ため、17団地を対象に基礎的な調査を実施
●計画的な市営住宅の建替え及び改善等の推
進（完了１棟）
●大規模建替えに伴う市営住宅用地の活用の
推進（生活支援施設等の用地創出：１団地）

1,114,499 686,873 4 P36
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19 10406080 市営住宅等管理事業
施設の
管理・運
営

市営住宅等の計画的な維持管理等
の実施や効果的な入居・管理体制の
導入を進めるとともに、的確な滞納対
策を実施することで、住宅困窮世帯等
への適切な市営住宅等の提供を図り
ます。

●住宅に困窮する若年子育て世帯等の入居機
会の拡大に向けた期限付き入居制度の構築・
実施（19世帯）
●市営住宅等の使用料の適正管理（使用料収
入：現年99.44％・過年9.31％・全体91.51％）
●市営住宅の不適正使用の是正（111件）

4,649,001 4,700,057 3 P38

20 10406090 市営住宅等再生事業
施設の
管理・運
営

市営住宅等入居者の高齢化に伴う連
絡人の不在や空き駐車場の増加など
への対策、中堅所得層を入居対象と
している特定公共賃貸住宅に関する
制度の見直しを行うなど、市営住宅等
の適切な運営・活用を図ります。

●政策空家等を活用した見守り活動等への場
の提供による支援
●市営住宅の空き駐車場の有効活用に向けた
コインパーキング等の候補地の拡充（３団地）
●特定公共賃貸住宅の一部を用途変更し、市
営住宅として管理するため市営住宅条例を改
正

0 0 3 P40

21 10406100
空き家利活用推進事
業

その他

「空家等対策計画」に基づき、空き家
の現地調査及び所有者への意向調
査の実施や、地域特性に応じた空き
家活用等の取組を支援します。

●空き家に係る関係部署からの情報の管理及
び空き家データベースの更新
●空家を活用したモデル事業の実施
●空家所有者と空き家の活用を希望する団体
とのマッチングを試行実施

5,389 5,365 3 P42

22 40401030
臨海部へのアクセス
向上推進事業

その他
臨海部への公共交通によるアクセス
向上に向けた取組を進めます。

●公共交通による臨海部へのアクセス向上に
向けた、路線バスの機能強化に関する具体的
な施策の検討・調整

2,838 2,552 3 P44

23 40501010
川崎駅周辺総合整備
事業

その他

川崎駅周辺地区については、本市の
玄関口にふさわしい、多様な賑わい
や交流が生み出す活力と魅力にあふ
れた広域拠点の形成を推進します。

●北口西バス乗り場出入口の整備（R1.12完
成）
●公共空間の有効活用による賑わいの創出等
に向けた取組の推進として、北口通路の広告
及びネーミングライツ、川崎駅東口駅前広場へ
の広告塔の設置などの広告社会実験実施

148,915 156,956 3 P46

24 40501020
京急川崎駅周辺地区
整備事業

その他

京急川崎駅周辺地区については、羽
田空港との直結などの地理的優位性
を活かし、川崎の玄関口にふさわしい
商業・業務等の集積による賑わいを
民間主導で創出します。

●八丁畷駅前の空地において、地元の意向調
査を目的としたワークショップを実施し、事業実
施に向けた道路法の手続き等に着手
●京急西街区における土地利用方針及び基盤
整備方針策定に向けた検討を実施
●北口地区第２街区の基本設計・実施設計着
手

16,363 397 3 P48

25 40501040
小杉駅周辺地区整備
事業

その他

小杉駅周辺地区については、民間開
発の適切な誘導と支援により、都市
型住宅や商業、業務、公共公益施設
などがコンパクトに集積した、市域の
中心に位置する広域拠点の形成を推
進します。

●日本医科大学地区の取組の推進
●小杉町３丁目東地区の建物上棟

2,362,583 3,163,639 3 P50

26 40501045
小杉駅交通機能強化
等推進事業

その他

武蔵小杉駅の利用者増に伴う駅及び
駅周辺の混雑状況に対して、鉄道事
業者等と連携して安全性・利便性の
向上に向けた交通機能の強化等の取
組を推進します。

●平成３０年７月に鉄道事業者と締結したＪＲ
横須賀線下りホーム新設（２面２線化）及び新
規改札口設置に向けた覚書等に基づき、鉄道
事業者と連携し、整備に必要となる用地を取得
●鉄道事業者による横須賀線ホームにスレッド
ラインと転落防止注意喚起センサーを整備

1,141,627 590,729 3 P52

27 40501050
新百合ヶ丘駅周辺地
区まちづくり推進事業

その他

横浜市営地下鉄３号線延伸など周辺
環境等の変化を見据え、民間活力を
活かした土地利用転換の誘導と交通
結節機能の強化を図るための総合的
な取組を推進します。

●駅周辺のまちづくりの方向性を検討
●新百合ヶ丘エリアマネジメントコンソーシアム
と連携しながらハード・ソフト両面での意見交換
を実施
●民間事業者等と連携したステーションピアノ
設置の実証実験を実施

6,000 4,180 3 P54

28 40502010
新川崎駅・鹿島田駅
周辺地区まちづくり推
進事業

その他

大規模な土地利用転換を契機とし、
商業・都市型住宅・研究開発機能等
の集積を図り、利便性の高い拠点形
成に向けた取組を推進します。

●新川崎地区地区計画に基づく土地利用誘導
の推進
●民間開発の誘導を実施
●鹿島田駅前管理地の適正な維持管理及び
利活用の検討・実施

2,302 2,653 3 P56

3
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29 40502020
溝口駅周辺地区まち
づくり推進事業

その他
地域生活拠点として、歴史的・文化的
資源と民間活力を活かしたまちづくり
を推進します。

●民間開発の誘導を実施 0 0 3 P58

30 40502030
鷺沼駅周辺まちづくり
推進事業

その他

駅を中心に高齢者等の多様なライフ
スタイルに対応した都市機能集積及
び交通結節機能の強化に向けた取組
を推進します。

●「宮前区のミライづくりプロジェクト」の取組に
ついて、オープンハウス型説明会を実施

13,000 6,886 3 P60

31 40502040
登戸土地区画整理事
業

その他

登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区につい
ては、交通結節機能、自然環境、文
化施設等の機能を活かし、魅力と活
力にあふれた市北部の拠点地区の形
成を土地区画整理事業により推進し
ます。

●新たに集団移転に着手(6地区）
●既着手地区についても建物移転等を着実に
推進
●仮移転期間を短縮するため、宅地の早期引
渡しを積極的に実施（宅地使用開始面積率　：
63％）
●登戸２号線のまち並み形成を誘導するため、
用途地域等の都市計画を変更し、まちづくりの
取組を推進
●向ヶ丘遊園駅前の賑わいと魅力の創出に向
け、関係権利者や民間事業者との協議・調整

8,373,544 6,459,790 3 P62

32 40502050
柿生駅周辺地区再開
発等事業

その他

駅を中心に民間活力を活かした再開
発事業を誘導し、商業や都市型住宅
等の都市機能の集積、交通結節機能
の強化に向けたまちづくりを推進しま
す。

●駅北口地区のまちづくりの誘導・南北の連携
強化に向けた検討
●南口市街地再開発事業の推進に向けた都
市計画手続や事業化に向けた協議・調整
●バス暫定広場の適切な維持管理の実施

43,677 41,032 3 P64

33 40502060
南武線沿線まちづくり
推進事業

その他

南武線沿線の土地利用転換の機会
を捉えた戦略的かつ機動的な誘導に
より、地域資源と民間活力を活かした
駅を中心としてまちづくりを推進しま
す。

●西加瀬地区における「土地利用誘導の基本
的な考え方」に基づく、事業化に向けた協議・調
整の実施

3,400 2,915 3 P66

34 40502070
南武支線沿線まちづく
り推進事業

その他

小田栄駅設置を契機に、賑わいの創
出や住環境の改善などによるまちの
魅力向上と鉄道軸の強化などの取組
により、沿線地域の持続的な発展に
向けたまちづくりを推進します。

●「南武支線沿線まちづくり方針」に基づく取組
の推進
●「小田周辺戦略エリア整備プログラム」に基
づく事業計画等の検討
●地域住民との「防災まちづくり懇談会」の実
施（実施回数：6回）

2,000 1,947 3 P68

35 40601010
都市計画マスタープラ
ン等策定・推進事業

その他
「都市計画マスタープラン」等につい
て、社会情勢等の変化へ適切に対応
した改定を行います。

●「都市計画マスタープラン」高津区、宮前区構
想の改定に向けて市民意見を聴取し、改定の
素案についてパブリックコメントを実施
●都市計画マスタープラン」川崎区、幸区、中
原区構想の改定に向けて市民意見を聴取し、
改定の骨子を検討

10,523 9,922 3 P70

36 40601020
地域地区等計画策
定・推進事業

その他
用途地域の指定や地区計画等の都
市計画決定・変更等により、計画的に
まちづくりを推進します。

●登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区について、用途
地域、高度地区、防火地域・準防火地域、地区
計画の変更
●生産緑地地区の変更
●保育所に係る容積率特例制度については、
制度創設及び周知

13,352 11,113 3 P72

37 40601070
優良建築物等整備事
業

補助・助
成金

老朽化した建物の更新や敷地の共同
化の促進により、良好な市街地環境
の形成や地域の活性化、市街地の防
災性及び安全性の向上に向けた取組
を推進します。

●戸手４丁目北地区の事業調整
●優良建築物等整備事業の新規地区・相談地
区の協議・調整

25,847 1,114 3 P74

38 40601150
建築物環境配慮推進
事業

その他

高い省エネ性能を有するなど環境へ
の配慮に関する自主的な取組を促
し、環境負荷の低減を図り、環境配慮
建築物が評価される市場の形成を推
進します。

●建築物環境計画書届出件数（63件）
●説明会等による環境配慮建築物に関する普
及・啓発活動の実施（3回）

1,074 963 3 P76
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39 40601170 木材利用促進事業 その他

地球温暖化の防止、国土の保全、水
源のかん養、森林再生等を目的とし
て、建築物等における国産木材の利
用促進を図ります。

●中原区役所の１階ホールの木質化を実施
●不特定多数が利用する施設の木質化補助
制度を創設、木質化の実施（２件）
●木材利用促進フォーラム会員企業や自治
体、九都県市と連携し１０月に木育イベントを実
施。２４３人にアンケート協力いただくなど、多
数の市民が参加

20,500 15,331 2 P78

40 40602010
都市景観形成推進事
業

その他

景観法に基づく「景観計画特定地区」
の指定や、「都市景観条例」に基づく
「都市景観形成地区」の指定などによ
り、個性と魅力あふれた良好な街なみ
形成を推進します。

●川崎駅西口大宮町地区における景観形成基
準策定
●景観形成協議会の開催支援等を実施
●景観意識向上イベントを開催
●審議会の組織体制について、関係部署と見
直し手法等の方向性を確認

2,768 2,828 3 P80

41 40602030 街なみ誘導支援事業 その他

ガイドライン等の景観施策に沿った取
組に寄与する色彩デザインの修景提
案や街なみ誘導助成等の活用によ
る、良好な街なみ形成に向けた誘導・
支援を行います。

●景観形成協議会等と連携しながら、地域の
良好な景観誘導
●色彩デザイン提案の実施（１件）

1,290 1,119 4 P82

42 40602040
地区まちづくり推進事
業

参加・協
働の場

「地区まちづくり育成条例」に基づき、
市民発意の地区まちづくりを行うグ
ループ（団体）に対して、地域特性に
応じた良好な住環境の形成に向けた
まちづくりルールの策定等の支援を
行います。

●地区まちづくりグループ登録等（4件）
●地区まちづくり活動に支援に関する周知啓発
活動の実施（7回）

2,349 1,973 3 P84

43 40701010
総合交通計画調査事
業

その他

「総合都市交通計画」に基づく取組の
進行管理を行うとともに、東京都市圏
総合都市交通体系調査を実施し、広
域的な交通問題の把握と課題の分析
を行います。

●第６回パーソントリップ調査の本体調査結果
の公表、拠点駅における人の対流等に係る付
帯調査の実施

17,389 17,287 3 P86

44 40701020 鉄道計画関連事業 その他
市内の鉄道ネットワークの形成に向
け、鉄道事業者等と連携した取組を
推進します。

●鉄道輸送力増強の促進に向けて、各鉄道事
業者等と協議・調整を実施
●周辺自治体や鉄道事業者、民間企業と連携
したオフピーク通勤の実施（実施期間：34日間）
●横浜市営地下鉄３号線の延伸について、概
略ルート案等に係る説明会及び意見募集など
を実施し、横浜市等との協議・調整を整え、概
略ルート・駅位置を決定

101,824 62,979 3 P88

45 40702010
都市計画道路網調査
事業

その他
将来の都市構造を支える、適切な都
市計画道路網の構築に向けた取組を
進めます。

●野川柿生線の都市計画変更に向けた交通
管理者協議の完了、向丘出張所バス停他への
バスベイ設置に向けた検討・調整や、子の神交
差点改良の実施

11,000 9,031 3 P90

46 40703010 地域交通支援事業
補助・助
成金

地域の特性やニーズを踏まえ、路線
バスサービスの充実に向けた取組を
進めます。

●南部エリアの路線バス利用実態調査及び地
域交通の役割に応じた機能強化の検討を
実施
●地域の特性やニーズを踏まえた効果的・効
率的なバスネットワークの構築に向けた路線バ
スの乗継に関する調査の実施

181,096 50,230 3 P92

47 40703020
コミュニティ交通等支
援事業

補助・助
成金

地域の特性やニーズを踏まえた、多
様な主体との連携によるコミュニティ
交通に関する必要な支援に取り組み
ます。

●本格運行２地区（麻生区高石・多摩区長尾
台）における継続的な取組支援
●導入検討中の地域協議会に対する助言等の
支援
●宮前区白幡台地区において、地域住民の
ニーズを踏まえ、量販店主体による送迎バスの
運行を開始（令和元年10月）

11,589 6,572 3 P94

48 40703030 バス利用等促進事業
補助・助
成金

バスロケーションシステム導 補助を
行うなど、利用しやすい交通環境整備
に向けた取組を進めます。

●バスロケーションシステムについて、当初更
新12基・新設2基を予定していたが、バス事業
者との協議・調整を踏まえ、新設を優先するこ
ととし、更新を全て見送り、7基を新設

960 960 3 P96
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49 40703050
駐車施設整備推進事
業

許認可
等

商業者や物流関係者と連携した無秩
序な路上荷さばきの抑制や、建築物
の用途に応じた駐車施設の台数や車
路出入口等の構造基準等についての
協議及び指導により、交通環境の改
善を図ります。

●駐車実態調査や「駐車場整備計画策定に関
する検討会議」の実施等を通じた「（仮称）駐車
場整備計画」の検討
●駐車場法及び条例等に基づく駐車場設置に
関する協議・指導
●川崎駅周辺の荷さばきスペース確保に向け
た協議調整

3,974 3,875 3 P98

6



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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