
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、発災時における公園の役割と機
能の「川崎市地域防災計画」への位置付け、及
び身近な公園の防災機能のあり方について、
庁内調整を踏まえた整理を実施。
●帰宅困難者対策については、平間公園の整
備の実施及び橘公園の用地取得及び整備を
令和2年度に変更。

37,200 24,413 4 P2

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。

●水防警報発令時に、防災関係機関に水防情
報等を伝達するとともに、河川パトロールを実
施
●洪水ハザードマップについて、区民祭等での
周知を図るとともに、ホームページ上の画質を
鮮明なものに更新

0 0 3 P4

3 10103070
耐震対策等橋りょう整
備事業

施設の
管理・運
営

主要な橋については、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、平成橋などの耐震
対策を実施（22橋）

290,350 275,372 3 P6

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。

●進行管理については、河川整備、洪水ハ
ザードマップの周知、関係機関との協議調整等
を実施

7,068 1,798 3 P8

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、令和
元年東日本台風の影響等により工事完成期日
を変更したが、令和2年6月の暫定運用に影響
がないよう調整等を実施

1,644,516 1,634,736 3 P10

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、左岸31ｍ実施
●三沢川改修事業における用地買収に向けた
スケジュール調整の実施

60,028 68,224 3 P12

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、
左岸90ｍの工事が完成
●上河原堰堤の更新に向けた事業主体及び費
用負担割合を決定

406,126 308,042 3 P14

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。

●歩行者と車両の分離等のための歩道を設置
（延長976ｍ）
●カラー舗装などの交差点改良の実施（30箇
所）
●道路標識、防護柵、区画線などの道路安全
施設の整備を実施

524,364 473,703 3 P16

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。

●新川通り（東京側）の駐輪場整備が完成
●宮崎台駅周辺自転車等駐車場第6施設の整
備に着手
●放置禁止区域等における撤去活動及び主要
駅をはじめ市内24駅周辺で駐輪場への誘導を
実施

1,513,248 1,380,792 3 P18

10 10202040
踏切道改善推進調査
事業

その他
歩行者等が踏切を安心・安全に通行
できるように安全性向上に向けた調
査や対策の検討を進めます。

●鉄道事業者と「地方踏切道改良計画」の策定
に向けた協議調整を実施
●安全啓発活動や看板の設置のほか、踏切と
連動する信号システム導入の可能性について
関係機関と検討を実施

0 0 3 P20

令和元年度の主な事務事業の評価結果一覧（建設緑政局）
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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。

●末長トンネル（上・下）、幸４号線道路擁壁、
歩道橋10箇所の修繕を実施
●塩浜陸橋及び生田根岸跨線橋などの修繕を
実施（11橋）

5,262,895 4,236,511 3 P22

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。

●河川施設の健全度調査を実施
●河川維持管理計画（機械・電気通信編）等の
策定について、令和元年東日本台風を踏まえ
た内容とするため、計画策定を令和2年度に変
更

426,883 369,233 4 P24

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。

●関係部署と連携して不法占拠解消を推進（不
法占拠解消の件数：46件）
●新たな手法による指導として、道路整備の計
画や安全性の確保を考慮し、優先度の考え方
を取り入れて指導を行う対応方法を策定

17,233 6,897 4 P26

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。

●デジタル化した道水路台帳図の管理・閲覧シ
ステムの構築
●改正土地境界確定等取扱規則及び同事務
取扱要領の施行

350,892 316,422 3 P28

15 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、「緑の基本計画」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、各取組の実施状況等
を取りまとめ、環境審議会「緑と公園部会」へ報
告

703 631 3 P30

16 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：２箇所）
●川崎市公園緑地協会を通じ、緑のボランティ
アへの技術的支援を実施
●かわさき臨海のもりづくり区域の沿道環境整
備（東扇島地区）を実施
●新百合丘地区重点地区計画の周知及び川
崎駅周辺緑化推進重点地区計画改定に向け
た検証を実施

224,224 146,784 3 P32

17 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。

●植樹本数が103万本となり、累計100万本を
達成
●植樹祭を中原平和公園で植樹祭を開催し、
405本の苗木を植樹

5,767 4,487 2 P34

18 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。

●サウンディング型市場調査を実施し、民間活
力導入の進め方を取りまとめるなど民間活力
導入に向けた取組を実施
●民間事業者との連携による公園整備に向け
た調整を実施
●身近な公園緑地の管理運営における公園利
用のしくみの活用に向けてホームページでガイ
ドラインを周知したほか、ボール遊び等ができ
る環境づくりを実施

3,000 1,122 3 P36

19 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」について
は、民活の取組を推進するため、企業サウン
ディングの手法を変更したことから、策定を令
和２年度に変更
●更なる民間活力導入に向けた取組の推進に
ついては、公開企業サウンディングにより、企
業の意向調査を実施

126,696 31,298 4 P38

20 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期整備の民設の可能
性を含めた整備内容の検討の取組を実施
●硬式野球場の令和2年10月の供用開始に向
けた整備を推進
●中央園路等、その他施設の整備に向けた調
査検討、近隣町会との協議の実施
●民間活力導入に向け、取組方針を策定し、
「等々力緑地再編整備実施計画」の改定に向
けた取組を推進
●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等の実施

2,489,961 2,217,564 3 P40
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21 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丁目地区については、「生田緑地整
備の考え方」を基に、地元住民等と話し合いを
実施
●北口地区の植生管理計画を策定するととも
に、植生等の調査を行い、管理方針案を作成
●現指定管理者等にヒアリングを実施するとと
もに、庁内会議で課題の検討を行い、民間活
力導入手法の方向性の取りまとめを実施

270,105 145,132 3 P42

22 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。

●特色ある公園づくりに向けた公園の再整備
については、今後の本整備に向けた稲田公園
さかなの家跡地の暫定整備を実施
●バリアフリー化に向けた取組の推進について
は、久末公園と千年第４公園の再整備を実施
●（仮称）神明町公園の整備については、地域
との合意形成を図ったうえで、工事に着手
●防犯機能を有する施設管理用カメラの設置
については、さいわいふるさと公園に施設管理
用カメラを設置

76,015 16,809 3 P44

23 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84箇所の整備を実施
●無縁改葬の実施や合葬型墓所の供給開始
による「墓所の循環利用」の促進に伴う墓所83
箇所の再募集の実施

802,148 776,615 2 P46

24 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、錦ヶ丘北公園のほか36
公園の遊具を更新
●長寿命化計画に基づき、職員による日常点
検及び専門業者による遊具及び橋りょうの定期
点検を実施

293,840 188,296 3 P48

25 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。

●渋川環境整備について、幸橋から稲荷橋の
左岸110ｍにおいて「にぎわいの水辺ゾーン」の
整備を実施
●子の神橋から木月1号橋の両岸90ｍにおい
て「生物の水辺ゾーン」の整備を実施

73,270 37,367 3 P50

26 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。

●施設の再整備及び民間活力導入の検討に
ついては、PFI等による事業参画意向がなかっ
たことから、新たな整備水準・管理運営につい
て考え方を整理
●動物園まつり等の開催に向けた協議・打合
せ、動物に関する研修、その他情報交換等を
目的として、サポーターミーティングを定期的に
開催
●春と秋の「ゆめみ車マルシェ」の開催やもぐも
ぐタイムの公表を実施

48,780 51,314 3 P52

27 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。

●緑地の地権者と交渉を行い、特別緑地保全
地区と緑の保全地域を指定。
●特別緑地保全地区において、買入れ申出に
伴う土地の取得。
●斜面地の安全対策の整備について、菅馬場
特別緑地保全地区等の整備完了。
●企業や教育機関と協働で竹林整備など保全
管理活動を実施。
●市民利用のための施設整備について、久末
イノ木特別緑地保全地区において園路等を計
画。

793,115 298,149 3 P54

28 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

3,045 2,946 3 P56
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29 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。

●サイクリングコースの延伸整備の実施及び
愛称決定（かわさき多摩川ふれあいロード）
●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
●多摩川緑地全域における災害復旧（６０施設
以上）
●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

73,748 92,755 3 P58

30 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
（実施回数38回）
●八王子市・日野市との連携による、上流体験
の実施や流域懇談会との連携による、流域歴
史セミナー、周年記念事業等の実施
●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

17,418 17,084 3 P60

31 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。

●橋梁の下部工（橋脚）が完成するとともに上
部工（桁）の架設に着手し、整備を推進
●多摩川の土砂堆積等に伴い、開通目標が令
和２年度内に遅延が生じたことについて公表
●大規模工事の場を活用した新たな広報を実
施

6,102,196 8,013,788 4 P62

32 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、国が令和2年度からの工事着手に向け、ト
ンネルの詳細設計を実施
●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

583,691 435,468 3 P64

33 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、道
路改良工事や歩道橋架け替え工事の準備工
事を国が実施
●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 10,755 3 P66

34 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進捗管理につ
いては、関係部署と連携し、事業中の都市計画
道路の整備進捗をとりまとめ、フォローアップを
実施
●無電柱化の取組の推進については、今度都
市計画道路事業や道路事業等で整備する路線
の整備計画を国へ提出

7,257 6,019 3 P68

35 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

7,724,399 6,944,211 3 P70

36 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。

●遠藤町、北加瀬の交差点について、工事実
施に向けて交通管理者等と協議調整を実施

15,577 4,172 3 P72

37 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、河川区
域内での工事を進め事業を推進

537,870 544,528 3 P74
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予算額 決算額
（見込）

番
号

事務事業
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事務事業名
サービス
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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

38 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、工事完成に至らなかったが、引き続き工事
完成に向けた取組を推進
●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、協議に時間を要したため
工事着手に至らなかったが、引き続き工事着手
に向けた取組を推進
●2期区間については、都市計画変更に向けた
手続きを推進

350,416 1,315,761 4 P76

39 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。

●事業化に向けた国等関係機関との協議を6
回実施
●オープンハウス型の説明会を2回開催し、地
域住民と意見交換を実施
●矢向から平間までの境界確認を実施

524,129 443,378 3 P78

40 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。

●殿町及び登戸・向ヶ丘遊園地区での整備な
ど、約4kmの自転車通行環境整備を実施
●新川通り（東京側）の自転車通行環境整備が
完成

125,363 132,641 3 P80

41 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」の策定及び
「川崎市シェアサイクル実証実験」の実施

12,919 11,755 3 P82
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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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