
予算額 決算額
（見込）

1 10401010
地域包括ケアシステ
ム推進事業

その他

誰もが、住み慣れた地域等で、安心し
て暮らし続けることができるしくみであ
る、地域包括ケアシステムの構築を
推進します。

●地域包括ケアシステムの理解促進に向けた
パンフレットの配布、ポータルサイトの更新(理
解度目標32％のところ実績9.2％)
●各区における住民ワークショップの開催、地
区カルテ共通フェイスシートの作成、地域包括
ケアシステム連絡協議会(2回)の開催
●具体的な連携に向けた地ケア連絡協議会
ワーキンググループの開催（7回）
●包括的相談支援体制の充実に向けた多機関
連携モデルの作成

121,776 81,812 4 P2

2 10401020 介護予防事業 その他

高齢者の自立支援の取組を推進する
とともに、要支援・要介護認定者等の
重症化を防ぐため、効果的な介護予
防の取組を進めます。

●川崎市独自基準による基準緩和サービスの
実施(9事業所)
●各区役所における地域の実態に応じた一般
介護予防事業の実施
●いこい元気広場事業の実施(2,318回)

2,710,951 2,280,436 3 P4

3 10401030
認知症高齢者対策事
業

参加・協
働の場

認知症に関する普及啓発やSOSネッ
トワークの充実を図り、認知症高齢者
等の地域による見守り機能の充実を
図ります。

●認知症対応力向上に向けた認知症介護指導
者養成研修（目標2人のところ実績0人）、認知
症サポート医養成研修（目標3人のところ実績
16人）、フォローアップ研修（目標30人のところ
実績24人）、かかりつけ医研修（目標50人のと
ころ実績10人）、病院医療従事者の認知症対応
力向上研修（目標150人のところ実績35人）実
施
●認知症訪問支援チームによる早期診断・早
期対応に向けた取組
●軽度認知障害（ＭＣＩ）スクリーニング検査モ
デル事業の実施
●認知症サポーターの養成（目標8,000人のと
ころ実績2,724人）
●認知症コールセンターの運営、二次元コード
を用いたネームプリントを用いた「徘徊高齢者
等SOSネットワーク事業」を実施

96,437 73,669 4 P6

4 10401040
在宅医療連携推進事
業

参加・協
働の場

医師、看護師、介護支援専門員など
多職種が連携し、医療･介護サービス
を包括的に提供する環境づくりに取り
組みます。

●在宅チーム医療を担う地域リーダー研修の
実施（157名)
●在宅療養推進協議会（3回）における入退院
調整モデルの運用等、予防的アプローチ等に
関する検討
●地域リハビリテーション支援拠点事業の運用
開始

21,873 17,974 3 P8

5 10401050
福祉センター再編整
備事業

その他

高齢者や障害者の在宅生活の支援を
推進するため、地域リハビリテーショ
ンセンターや、特別養護老人ホーム、
障害者入所施設等を含む福祉セン
ター跡地活用施設を整備します。

●総合リハビリテーション推進センター、南部リ
ハビリテーションセンター等の開設
●更生相談所、発達相談支援センター、川崎
市南部就労援助センターの原状回復工事等の
実施・完了

38,915 36,742 3 P10

6 10401060
地域見守りネットワー
ク事業

その他

ひとり暮らし高齢者等の異変を早期に
発見し、支援ができるよう、地域に密
着した事業者とのネットワークを構築
します。

●ホームページ、チラシ等による周知、新たな
事業者と協定締結(2事業者)
●人命救助につながった協力事業者に対する
市長表彰の実施(4件）

2,049 1,909 3 P12
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7 10401070
災害救助その他援護
事業

その他

災害時に高齢者や障害者等の安全
確保や円滑な避難を支援する災害時
要援護者避難支援制度の運用など災
害時援護体制の整備を図ります。

●ダイレクトメールの発送や各種冊子への掲載
による災害時要援護者避難支援制度の広報･
周知
●福祉施設（約60施設）に対し、備蓄物資と非
常用ポータブル電源を配布
●健康福祉局訓練及び従事者研修の実施によ
る保健医療調整本部の連携体制・調整機能の
検証
●災害時高齢者・障害者施設情報共有システ
ムを活用した、二次避難所情報伝達訓練を実
施（86施設参加）
●市内病院・透析クリニックなどへのMCA無線
の配備(80か所)
●災害見舞金の適正な支給(48世帯)

69,804 7,642,381 3 P14

8 10401080
民生委員児童委員活
動育成等事業

補助・助
成金

地域の身近な相談相手であり、見守
り役でもある、民生委員児童委員を、
条例及び国の参酌基準に基づき適正
に配置し、育成･支援することを通じ
て、地域福祉の推進を図ります。

●民生委員児童委員の適正配置の実施(充足
率目標97.2%のところ実績83.1%)
●民生委員児童委員協議会に対する運営補助
等による民生委員児童委員の育成･支援
●民生委員児童委員活動の環境整備に向けた
取組検討会の開催(7回)、作業グループの開催
(4回)

157,038 153,710 4 P16

9 10401090
自殺対策・メンタルヘ
ルス普及啓発事業

その他

ひとりでも多くの生命を守るため、地
域の多様な主体と協働した、安心して
暮らせるまちづくりにより、自殺に追い
込まれない社会の実現に向けた取組
を進めます。

●ゲートキーパー養成･メンタルヘルスに関す
る知識普及のための市民向け講座の実施(目
標6回のところ実績3回)
●街頭での普及啓発の代替の取組として、相
談先を載せたチラシ等の配布による普及啓発
の実施（3,000個）
●民間事業者へのオンラインによるゲートキー
パー講座の実施(目標13回のところ実績12回)
●社会福祉協議会や協会けんぽ等と連携し、
講話の実施（3回）
●自殺未遂者支援に関する連携会議、医療保
健福祉従事者向け研修の開催

22,858 20,252 4 P18

10 10401100 権利擁護事業 その他

高齢者、障害者を含め誰もが、虐待
や消費者被害等の権利侵害を受ける
ことなく、安心して生活できるよう、社
会生活における相談支援の提供等
の、権利擁護の取組を推進します。

●成年後見制度の法人後見や社会福祉法に
定める日常生活自立支援事業を行う「あんしん
センター(本庁１か所、区７区分)｣の運営支援の
実施
●市民向け・関係機関向け研修会等の開催(6
回)
●中核機関である成年後見支援センターの開
設
●障害者差別解消法に基づき、市職員の服務
規律である「対応要領」の周知、及び研修等の
実施、障害者差別解消支援地域協議会の運営

259,344 228,726 3 P20

11 10401110
社会福祉法人指導監
査等業務

その他

社会福祉法及び関連する法令・通知
に基づく法人への指導監査を実施し、
運営状況等を調査の上、必要な助
言・指導を行うことにより、適正な法人
運営と社会福祉事業の健全な経営の
確保を図ります。

●監査対象となる社会福祉法人への実地指導
監査の実施（目標14件のところ実績7件）
●市内事業所における第三者評価の受審（75
件）
●市内の社会福祉法人に対する経営改善支援
の実施（研修2回）

6,585 5,078 4 P22

12 10401130 障害者相談支援事業 その他
障害者相談支援センター等の運営を
通じて、障害者の地域生活を支える
ため、相談支援を実施します。

●障害者相談支援センターの運営委託(28か
所→令和3年10月から26か所に再編)
●障害者相談支援センターの体制強化に向け
ては、庁内外関係者で構成する懇談会等で検
証を実施。その結果を踏まえて検討を重ね、令
和３年１０月から地区担当制導入によるワンス
トップの相談対応、人口・障害者数が多い区へ
の増設（川崎区、中原区各１か所）及び基幹相
談支援センターは地域相談支援センターと重複
する業務整理を実施
●川﨑市地域自立支援協議会の開催(5回)
●相談支援従事者研修の実施(19回)

1,033,531 941,459 3 P24
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13 10401200
日本赤十字社に関す
る業務

その他
日本赤十字社神奈川県支部川崎市
地区として、社員増強運動を推進し、
赤十字の各種活動を実施します。

●町内会・自治会、民生委員児童委員等と連
携した広報活動の実施
●小災害見舞金や交通事故等死亡者の遺族
に対する弔慰金の贈呈(48件)
●幼児安全法講習会の実施（中止）

0 0 4 P26

14 10402010
福祉人材確保対策事
業

その他

人材の呼び込み、就労支援、定着支
援、キャリアアップ支援の４つの柱で、
介護人材確保と定着の支援に取り組
みます。

●パンフレットやイベント等による普及啓発の
実施
●介護の仕事に就くための就職相談会(25人)、
外国人介護人材雇用セミナー（7人）の実施
●メンタルヘルス相談窓口による就労支援の
実施(81人)
●総合研修センターによる人材育成研修等の
実施(76回)
●「介護人材マッチング・定着支援事業」の実
施（就職者数85人）
●介護ロボット導入支援説明会（92事業所）、メ
ンタルケア相談（54人）の実施

409,852 347,885 3 P28

15 10402020
介護サービスの基盤
整備事業

補助・助
成金

多様な手法により、特別養護老人
ホーム等の整備や地域密着型サービ
スの充実などの、地域居住の実現に
向けた介護サービス基盤の整備を進
めます。

●特別養護老人ホームの整備(累計4,902床)
●認知症高齢者グループホームの整備(1か所)
●(看護)小規模多機能型居宅介護事業所の整
備(目標7か所のところ実績2か所)
●定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
の整備(目標3か所のところ実績2か所)
●介護サービスの質を確保するための監査指
導の実施

3,533,516 1,435,891 4 P30

16 10402030
ひとり暮らし支援サー
ビス事業

その他
ひとり暮らし高齢者が住み慣れた地
域で安心して暮らし続けられるよう、
支援に取り組みます。

●緊急通報システムの利用促進(1,669人利用)
●福祉電話相談事業の委託実施
●ひとり暮らし等高齢者実態調査の実施
(51,263人調査)

80,196 75,016 3 P32

17 10402040 介護保険事業 その他

介護を要する状態になっても、利用者
自身の選択に基づく介護サービスの
利用により、できる限り自宅で自立し
た日常生活が営めるように、必要な介
護サービスを総合的かつ一体的に提
供します。

●要介護・要支援認定者に対する必要な保健
医療サービス及び福祉サービスの提供
●国民健康保険料･後期高齢者医療保険料と
の一体的な取組による保険料収納対策の実施
(現年度収納率目標99.00％のところ実績
99.55％)
●「第８期介護保険事業計画」に基づく取組の
実施

97,824,559 96,087,855 2 P34

18 10402050
かわさき健幸福寿プロ
ジェクト

その他

要介護度等の改善･維持を図った介
護サービス事業所及びサービス利用
者に、インセンティブを付与すること
で、安心して介護サービスを利用でき
るしくみづくりをめざします。

●要介護度の改善・維持の推進に向けたプロ
ジェクトの実施(目標300事業所及び270人参加
のところ実績227事業所及び268人参加)
●参加事業所･参加者に対するオンライン表彰
式(インセンティブ付与)の開催

33,390 24,507 4 P36

19 10403010 高齢者外出支援事業
補助・助
成金

高齢者の外出を支援することにより、
高齢者の社会参加を促進します。

●高齢者特別乗車証明書の交付(239,238人）
●高齢者外出支援乗車事業のあり方検討に関
する報告書に基づく、ＩＣＴ導入に向けた準備
●道路交通法上の手続きに係る福祉有償運送
事業者に対する支援の実施

3,428,695 2,691,438 3 P38

20 10403020 高齢者就労支援事業
補助・助
成金

希望する高齢者の就業の機会を確保
することにより、生きがいづくりと社会
参加を促進します。

● 高齢者の就業の場の確保に向けたシル
バー人材センターの運営支援の実施（登録者
数目標6,000人のところ実績6,038人・受注件数
目標8,350件のところ実績5,289件・就業実人員
目標2,550人のところ1,781人）

135,371 131,252 4 P40

21 10403030 生涯現役対策事業 その他
高齢者が地域社会でいきいきとした
生活を送ることができるよう、生きが
いづくりを支援します。

●講演会(2回)、シニア向け講座(7回)、情報誌
の発行(4回)
●敬老祝品の贈呈及び市長敬老訪問（挨拶状
及びお菓子の贈呈）の実施
●全国健康福祉祭(ねんりんピック)岐阜大会へ
の選手派遣(中止)及び神奈川大会開催に向け
た準備

176,359 163,892 4 P42
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22 10403040
いこいの家・いきいき
センターの運営

施設の
管理・運
営

高齢者が地域活動に積極的に参加す
る場を提供するとともに、介護予防の
拠点として高齢者の健康増進を図る
ため、いこいの家及びいきいきセン
ターを適切に運営します。

●指定管理者によるいこいの家及びいきいき
センター(55館)の運営(利用者数目標867,000人
のところ実績461,117人)
●いきいきセンター併設老人デイサービスセン
ター跡地を地域交流スペースとして整備
●施設の老朽化対策に係る補修工事（4か所）
及び長寿命化予防保全工事（5か所）の実施
●多世代交流をはじめとした地域交流のため
の連携事業の実施(49館)

930,925 884,596 4 P44

23 10403060 老人クラブ育成事業
補助・助
成金

老人クラブ活動の健全な発展のた
め、補助金の交付等により支援しま
す。

●単位老人クラブ及び友愛活動に対する助成
の実施(老人クラブ数目標462クラブのところ実
績443クラブ、会員目標23,950人のところ実績
20,782人)

74,848 68,986 4 P46

24 10403070 老人福祉普及事業 その他
高齢者福祉の普及啓発を目的とした
イベントの実施や手帳等を発行しま
す。

●かわさき福寿手帳の発行（目標25,000部のと
ころ実績18,369部)
●老人福祉大会・老人クラブ大会の代替とし
て、功労者及び優良老人クラブへの表彰授与
（郵送）

27,414 24,857 4 P48

25 10404010
障害福祉サービスの
基盤整備事業

その他

障害者の地域における生活の場や、
日中活動の場を確保するため、障害
者入所施設、通所事業所等の整備を
進めます。

●生活介護事業所の整備（累計79か所）
●高齢者・障害児者福祉施設再編整備基本計
画・第１次実施計画に基づく取組の推進

610,033 344,740 3 P50

26 10404020
障害者日常生活支援
事業

その他
障害者の地域生活を支えるため、障
害福祉サービスを提供します。

●グループホームの利用者数(1,544人)
●精神障害者の地域移行に向けた関係支援機
関を対象とする協議会の実施(6回)

9,938,526 10,070,589 3 P52

27 10404030 障害児施設事業 その他

障害児及び医療的ケア児等の地域生
活や施設における日常生活を支える
支援・サービス提供を行い、児童本人
やその家族が地域で生活しやすい環
境づくりを推進します。

●障害児の地域生活等を支えるための障害
(児)福祉サービス費や医療費等の給付
●川崎市医療的ケア児連絡調整会議の開催
(２回）、医療的ケア児者の実態調査の継続実
施（R２から開始）
●指定障害児相談支援事業所の拡充（目標累
計56箇所のところ実績53箇所）

7,787,292 7,706,275 4 P54

28 10404040
障害者福祉用具等支
給・貸与事業

その他

障害者等の身体機能を補完または代
替している補装具の購入･修理のため
の費用の支給や、障害者等の社会参
加を促進するための日常生活用具の
給付を行います。

●法令や国通知に基づく補装具の給付
●障害者等の社会参加を促進するための日常
生活用具の給付（28,426件）

632,167 612,781 3 P56

29 10404060
地域療育センターの
運営

その他

障害児及びその疑いのある児童の相
談に対応する療育の専門機関を運営
し、専門職による診断・評価等に基づ
く支援を行うことで、障害児等及びそ
の家族が地域で生活しやすい環境づ
くりを推進します。

●地域療育センターの運営(４か所)による専門
的かつ総合的な療育支援の実施
●保育所･学校等の地域関係機関への技術的
な助言及び情報提供の実施
●指定管理者制度の適正な運用及び事業者に
対する助言・指導による適切な支援の提供
●平成28年度に起きた短期入所児童死亡事故
の検証に係る有識者会議の開催（11回）
●子ども発達・相談センター開設（２か所）

1,531,341 1,519,730 3 P58

30 10404100
障害者支援制度実施
事業

その他

障害福祉サービス事業所等が適正な
サービスの提供及び事業所を運営し
ていくため、事業所の指定や指導・監
査を実施します。

●共同生活援助事業所の新規指定(目標100床
のところ実績83床)
●障害福祉サービス全体における事業所の実
地指導･監査の実施(目標100件のところ実績12
件)
●全事業所へ消毒用エタノール、マスクやガウ
ン等衛生用品の配布、オンライン研修の実施
や人員不足に備えた体制整備

213,128 220,477 4 P60
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31 10404110
井田地区福祉施設再
編整備事業

その他

障害者の地域生活の支援や、施設の
老朽化等に対応するため、｢リハビリ
テーション福祉･医療センター｣の再編
整備を進めます。

●リハビリテーション福祉センター体育館の大
規模修繕及びプール・多目的更衣室等の新築
工事の実施・完成

545,618 518,381 3 P62

32 10404120
施設障害福祉サービ
ス事業

その他

障害者の日中活動の場を提供する通
所施設及び居住の場である入所施設
に対して自立支援給付費等を支給
し、施設の活動を支援します。

●日中活動系サービスを適切に利用できるよ
う、障害福祉サービスを提供する事業者への給
付(目標6,928人のところ実績6,307人)
●利用者の処遇改善や事業所の安定運営を
図るため、障害福祉サービスを提供する事業
所に対する市独自支援の実施

15,855,352 16,505,170 4 P64

33 10405010 障害者就労支援事業 その他

一般企業への就労を希望する方への
就労支援や、企業への雇用支援、障
害福祉サービス事業所等の工賃向上
に取り組むことで、障害者の就労を推
進します。

●市内就労移行支援事業所及び就労援助セン
ターを中心とした就労支援の実施(一般就労移
行者数311人
●障害者雇用促進ネットワーク会議の開催(6
回)
●市内障害者支援団体等との協同による自主
製品販売会の代替として、自主製品の売上向
上に向けたカタログ作成及び周知

249,497 224,781 3 P66

34 10405020
障害者社会参加促進
事業

その他

障害者の自立と社会参加を促進する
ため、障害者週間記念事業や障害者
スポーツの普及･啓発に向け、活動の
場の充実や情報の提供等に取り組み
ます。

●障害者社会参加推進協議会の実施（2回)
●障害者週間記念のつどいの開催（1回）
●障害者作品展の開催（1回）
●障害者の自立と社会参加を促進する生活訓
練等事業の実施（2,030人)

98,318 75,047 3 P68

35 10405030
障害者の移動手段の
確保対策事業

補助・助
成金

バス乗車券･重度障害者福祉タクシー
利用券交付事業等を実施し、外出時
の移動手段を確保します。

●バス乗車券(ふれあいフリーパス)の交付
（19,094人）
●重度障害者福祉タクシー利用券の交付
（12,714人）
●全身性障害など、移動困難な方等に対する
福祉キャブ(リフト･ストレッチャー付き福祉車両)
の運行（5,054件）

1,281,694 1,176,066 3 P70

36 10405040
社会的ひきこもり対策
事業

その他
研修会等を開催し、社会的ひきこもり
の問題への効果的な対策や、支援体
制の強化を図ります。

●社会的ひきこもりやひきこもり状態の方への
支援の実施(相談支援延2,034件、相談以外の
支援延440件)
●ひきこもりに関する市民向け講演会(76人)
●ひきこもりに関する研修会の開催(95人)
●ひきこもり地域支援センターの開設

57,814 57,813 3 P72

37 10405110
地域活動支援セン
ター事業

補助・助
成金

「地域活動支援センター」の活動を支
援し、障害者の日中活動の場を確保
します。

●地域活動支援センターの月の平均延べ利用
者数（目標700人のところ実績505人)

1,087,085 1,048,135 4 P74

38 10407010 がん検診等事業 その他
健康増進法や国の指針等に基づき、
がん検診等を適切に実施します。

●国の指針等に基づくがん検診等の継続実施
●コールセンター及び台帳システムの活用によ
る未受診者･精密検査未受診者への受診勧奨
の実施
●包括協定の締結企業等と連携した普及啓発
の実施

2,233,950 2,170,648 3 P76

39 10407020 生活習慣病対策事業 その他

生活習慣病に対する正しい知識の普
及と生活習慣の改善を支援し、市民
の健康づくりと生活の質の向上を図り
ます。

●地域関係団体や職域保健関係機関等との連
携による｢かわさき健康チャレンジ｣の実施
●各種健康保険組合や労働安全衛生協会等と
連携したオンライン講習会の開催(2回)
●生活習慣改善に関する市民向け啓発の実施
●生活習慣病重症化予防事業の実施(40代の
国保被保険者の糖尿病治療者割合3.4％)

7,530 5,519 3 P78

40 10407030 健康づくり事業
参加・協
働の場

市民が主体的に健康づくりに取り組
めるよう、｢かわさき健康づくり21｣に基
づく取組を推進します。

●市民の健康づくりの取組に対してインセンテ
イブを提供する｢かわさき健康チャレンジ｣の実
施
●「お口の健康フェア」の開催
●若い世代の口腔保健の向上と健康づくりの
動機づけを目的とした｢歯っぴーファミリー健診｣
の実施(受診率17.8％)

129,833 114,556 3 P80
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41 10407040 食育推進事業
参加・協
働の場

市民が健全な食生活を実践できるよ
う、「食育推進計画」に基づき食育の
取組を推進します。

●各区役所における食生活改善推進員養成教
室の実施(養成開始時からの総養成数4,325人)
●食育月間（6月）及び食生活改善普及運動（9
月）の食育の日（各19日）に合わせて実施して
いた街頭啓発キャンペーンの代替として、区役
所内や公立図書館等で普及啓発の実施

4,361 2,980 3 P82

42 10407050
国民健康保険特定健
康診査等事業

その他
被保険者の生活習慣病を予防するた
め、｢特定健康診査等実施計画｣等に
基づく取組を推進します。

●若年層等への重点的な受診勧奨や特定保
健指導の利用勧奨等の実施率向上に向けた取
組の実施（国保被保険者の特定健康診査実施
率目標32.5％のところ実績26.8%（令和4年8月時
点）、特定保健指導実施率目標10.5％のところ
実績3.4%（令和4年8月時点）)
●「第2期川崎市国民健康保険データ
ヘルス計画改定版～中間評価と今後の方向性
～」に基づく、新たな受診勧奨手法の導入
●コールセンターの運用による被保険者等から
の問合せ対応
●生活習慣病重症化予防事業の実施

739,945 638,009 4 P84

43 10407070 後期高齢者健診事業 その他

後期高齢者医療制度に加入している
75歳以上の市民を対象として、メタボ
リックシンドロームに着目した健康診
査を実施します。

●後期高齢者健康診査の実施(受診率目標
32％のところ実績27.38%)
●糖尿病性腎症重症化予防事業の実施

533,308 453,056 4 P86

44 10407090
公害健康被害予防事
業

その他

気管支ぜん息を主とするアレルギー
疾患患者（児）、及びアレルギー素因
保有児童とその保護者等に対する健
康回復・増進、予防知識・自己管理の
普及等のための保健指導や正しい予
防知識の普及等の取組を進めます。

●ぜん息児健康回復教室の開催(参加者数目
標140人のところ実績45人)
●ぜん息児キャンプの開催（参加者数目標30
人のところ中止）
●アレルギー相談、健康相談の実施(参加者数
目標100人のところ実績100人)
●リハビリテーション事業の実施（参加者数目
標200人のところ実績164人)

54,597 35,537 4 P88

45 10407110
川崎・横浜公害保健
センターの運営

補助・助
成金

公害健康被害被認定者の健康回復
や市民の大気汚染等に係る健康被害
予防事業の推進を図るため、「川崎・
横浜公害保健センター」の運営支援
を行います。

●医学的検査・保健福祉事業・健康被害予防
事業の実施(参加者数目標1,450人のところ実
績1,202人)
●呼吸器疾患に係る予防事業の委託実施

27,873 25,501 4 P90

46 10501010 国民健康保険事業 その他
国民健康保険事業を安定的に運営し
ます。

●国民健康保険事業の安定的な運営
●特定健康診査等の実施やレセプト点検等に
よる医療費適正化の推進(財政効果額545百万
円)
●被保険者資格の適用適正化の推進
●新型コロナウイルス感染症の影響により保険
料の納付が困難になった方に対する減免や軽
減等の実施

118,263,146 120,929,305 3 P92

47 10501020
国民健康保険料等収
納業務

その他
国民健康保険料の滞納整理を強化
し、収入を確保するとともに、収入未
済額の縮減を推進します。

●民間委託業者による訪問員と連携した口座
勧奨架電を開始するなどの新たな取組の実施
(現年度分収入率95.09%、滞納繰越分収入率
41.00％)
●給与などの継続債権の差押強化や全市横断
的な捜索の実施による効果的な収納業務の推
進

219,591 188,677 3 P94

48 10501030 後期高齢者医療事業 その他
75歳以上の高齢者等に対し、広域連
合による独立した医療制度等を実施
します。

●後期高齢者医療事業の安定的な運営
●訪問徴収の導入や75歳年齢到達の新規加
入者に対する口座振替勧奨など、実施計画に
基づく収納対策の実施(現年度分収入率
99.62％、滞納繰越分収入率51.02％)

27,399,676 26,417,521 3 P96
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49 10501040
障害者等医療費支給
事業

補助・助
成金

医療費の一部を助成し、重度障害者
の保健の向上及び福祉の増進を推進
します。

●重度障害者医療費助成制度の実施(受給者
数19,580人)
●持続可能で安定的な事業運営に向けた重度
障害者医療費助成制度のあり方の検討
●障害児(者)の歯科治療や保健指導など、障
害者・高齢者等歯科診療事業の実施

8,851,401 8,710,466 3 P98

50 10501050
成人ぜん息患者医療
費助成事業

補助・助
成金

成人の気管支ぜん息に係る医療費の
一部を助成することにより、健康の回
復と福祉の増進を図ります。

●令和３年度末の受給者8,611人に対し、医療
費支給件数110,239件、助成額は約242,165千
円（見込）であり、ぜん息患者の健康の回復と
福祉の増進に資するよう支援を実施
●アレルギー疾患対策に係る国や県の動向調
査や情報収集を行い、庁内関係課と共有し、制
度のあり方について検討
●「アレルギー疾患対策基本法」及び「基本的
な指針」、「県アレルギー疾患対策推進計画」に
則った制度として整合性を図ることが求められ
ていることから、今後の制度のあり方や本市の
アレルギー疾患対策の方向性について、引き
続き検討

234,159 260,423 3 P100

51 10501060 指定難病対策事業
イベント
等

難病患者やその家族の居宅生活を支
援する取組を推進することで、保健福
祉の向上を図ります。

●難病に関する市民･関係専門職向け講演会
の開催(2回)
●骨髄バンクドナー登録会の開催(9回)
●指定難病医療費助成制度の実施(受給者数
9,653人)

2,217,563 2,289,213 3 P102

52 10502010
生活保護自立支援対
策事業

その他

生活保護受給者への就労支援や生
活保護受給世帯の小中学生への学
習支援等により、自立に向けた取組
を推進します。

●自立支援相談員事業、総合就職サポート事
業、介護資格取得就労支援事業、若者就労自
立支援事業等の各種就労支援事業の実施
●生活保護受給世帯の子どもに対する学習支
援事業の実施（高校等進学率100％）

377,551 370,082 3 P104

53 10502020 生活保護業務 その他

経済的に困難な状況にある人に健康
で文化的な最低限度の生活を保障す
るため、生活保護業務を適正に実施
します。

●福祉事務所との連携による自立支援の実施
(就労支援等により生活保護廃止となった世帯
665世帯)
●転居を必要とする被保護者に対する転居支
援の実施(転居実績363人)
●年金受給に向けた支援の実施(効果額
292,850千円)
●市医師会・薬剤師会と連携した後発医薬品
使用促進の取組(使用率91.2％)

58,470,080 56,485,230 3 P106

54 10502030
生活困窮者自立支援
事業

その他
生活保護に至る前に、生活困窮者が
社会的経済的に自立できるよう、就
労･生活の支援を行います。

●生活自立･仕事相談センター(だいJOBセン
ター)の運営による相談支援･就労支援等の実
施(新規相談申込者数1,416人・就職率52％)
●「住居確保給付金」の支給

1,025,442 584,631 3 P108

55 10502060 明るい町づくり対策 その他

ホームレス自立支援施設を運営する
とともに、関係機関、市民団体等と連
携してホームレスの自立支援を推進
します。

●ホームレスを対象とした巡回相談の実施（訪
問延べ人数5,112人）
●生活困窮者・ホームレス自立支援センターの
運営によるホームレス等の自立支援の実施
●住まいの確保を優先し、訪問による重点的な
相談支援を行う「ホームレス訪問型自立支援住
宅事業」の本格実施
●自立支援センター退所者を対象にアフターケ
ア事業の実施

421,635 385,457 3 P110

56 10601010 地域医療対策事業 その他

地域医療審議会において地域医療に
関する重要事項を調査審議するととも
に、将来において不足する病床機能
の確保及び医療機関相互の機能分
担と連携を図るなど、地域医療の充
実に取り組みます。

●地域医療審議会の開催(２回)
●地域医療構想調整会議の開催(３回)

5,886 3,307 3 P112
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予算額 決算額
（見込）

参考資料
掲載頁

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

57 10601020
災害時医療救護対策
事業

その他
災害発生時に、迅速かつ適切な医療
救護活動を行えるよう、災害時の医
療体制の整備に取り組みます。

●新型コロナウイルス感染症の感染拡大への
医療対応として「川崎市医療調整本部」を設置
し、常時のニーズとリソースの把握及び入院搬
送調整等を実施
●川崎ＤＭＡＴ隊員養成研修（開催回数1回）

39,123 34,816 3 P114

58 10601030
救急医療体制確保対
策事業

補助・助
成金

救急医療ニーズに対応した小児救急
や周産期救急等の救急医療体制を確
保するとともに、安定した運営を支援
します。

●小児急病センター、総合(地域)周産期母子医
療センター、救命救急センター、休日急患診療
所等に対する運営支援の実施
●年末年始等急患歯科診療事業に対する運営
支援の実施(受診者数391人)
●救急医療情報システム｢かわさきのお医者さ
ん｣の運営(アクセス件数169,375件)
●救急医療情報センターの運営(オペレーター
受信件数53,948件)

1,029,237 1,127,563 3 P116

59 10601040 医務・薬務事業
許認可
等

医療機関、薬局等の立入検査、監
視、指導等を行うとともに、医療安全
相談センターにおける苦情･相談に適
切に対応します。

●病院及び有床診療所等への立入検査の実
施(目標39回のところ実績39回)
●医療安全相談センターの運営
●医療法等に係る許可事務及び事前相談の実
施
●薬局等に対する監視指導及び苦情･相談対
応の実施
●毒物及び劇物取締法関連施設に対する監視
指導の実施(目標150回のところ実績108回)

14,129 12,916 4 P118

60 10601050 看護師確保対策事業
補助・助
成金

看護職員の充足対策として、市内医
療施設等への確保･定着、潜在看護
職員の再就業支援及び質の高い看
護人材の新規養成を図ります。

●看護師養成施設の運営支援の実施(２施設)
●看護師等修学資金の貸与(40人)
●病院内保育所の運営支援の実施(17施設)
●市立看護大学の開学に向けた学生及び教員
増加に伴う工事の実施

336,117 271,589 3 P120

61 10601090
市立看護短期大学の
管理運営

その他

看護実践能力を有する質の高い看護
師及び地域社会に貢献できる看護師
の育成を進め、医療人材の確保を図
ります。

●Webオープンキャンパスの配信
●一部オンライン授業の実施及び環境整備
●市内の医療機関への看護人材の供給(市内
医療機関への就職率61.6％)
●医療･看護の高度化等に対応するための教
育･研究活動の実施
●４年制大学への移行に向けた取組の推進

243,008 214,608 3 P122

62 10603010 予防接種事業 その他
感染症の発生及びまん延を予防する
ため、予防接種法に基づく予防接種
を実施します。

●予防接種の接種率の維持･向上に向けた各
種広報・個別通知等の実施（第１期麻しん・風し
ん混合ワクチン接種率96.9％、第２期麻しん・風
しん混合ワクチン接種率93.8％）
●新型コロナウイルス感染症の影響により規定
されている時期に予防接種を受けられなかった
方への延長制度の創設・周知の実施

4,473,286 22,538,323 3 P124

63 10603020 感染症対策事業 その他

感染症の発生及びまん延を予防する
ため、新型インフルエンザ等感染症対
策の推進及び市民等への普及啓発を
実施します。

●新型コロナウイルス感染症に関する情報発
信、医療体制の整備、各種相談窓口の設置及
び必要資器材の配備等の実施
●川崎市医師会等と連携した新型コロナウイル
ス感染症自宅療養者へのフォローや対応
●社会福祉施設へのクラスター対応として、訪
問と出前講座の実施（81回）
●感染症の発生動向の迅速な把握及び市民
や関係団体への速やかな情報還元
●各種感染症対策を含めた防災マニュアルの
更新

2,731,826 6,230,288 3 P126

64 10603030 食品安全推進事業
許認可
等

飲食に起因する健康被害の発生防止
を図ります。

●｢食品衛生監視指導計画｣に基づく食品関係
営業施設の監視指導の実施(監視指導実施率
目標100％のところ実績75.1％)
●ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理導
入支援講習会の開催（目標3回のところ実績5
回）
●食品関連事業者等に対する食品表示法の周
知及び適正確保に向けた監視指導の実施

79,417 50,133 4 P128
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予算額 決算額
（見込）

参考資料
掲載頁

番
号

事務事業
コード

事務事業名
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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

65 10603040
公衆衛生等に関する
試験検査等業務

その他

公衆衛生等に関する迅速･適正な試
験検査を行うとともに、調査研究、研
修指導及び公衆衛生情報の収集･解
析･提供を推進します。

●公衆衛生等に関する試験検査の実施（理化
学検査：534件、微生物検査：37,549件（うち新
型コロナウイルス検査:35,813件)
●公衆衛生に関する調査研究の実施(成果の
評価、公表32題)
●医療機関や保健所等と連携した、疑似症
サーベイランスの運用や新型コロナウイルス感
染症への対応

503,129 492,889 3 P130

66 10603050 動物愛護管理事業

公聴及
び相談・
苦情申し
立ての
聴取等

動物の適正飼養とともに、動物愛護
の普及啓発を図り、人と動物が共生
する社会の実現に取り組みます。

●動物愛護フェアを中止し、代替の取組として、
防災訓練等の会場や衛生課窓口でのデジタル
サイネージを利用した適正飼養の啓発
●譲渡会を中止し、代替の取組として、個別の
譲渡相談に対応（譲渡頭数251頭）
●SNSで動物愛護や譲渡情報を発信
●ペットの災害対策として、各区でデジタルサイ
ネージを利用した同行避難の備えの啓発や獣
医師会と連携した初動情報伝達訓練の実施

160,614 156,072 4 P132

67 10603060 環境衛生事業
許認可
等

環境衛生関係施設の監視指導や自
主管理の推進に取り組むとともに、地
域包括ケアシステムを推進するため
に、衛生的な住まい方に関する支援
を実施し、健康で快適な生活環境を
確保します。

●｢環境衛生･水道衛生監視指導計画｣に基づく
監視指導等の実施(監視指導率34.9%)、文書等
による啓発指導（監視指導率換算45%）
●衛生的な住環境の確保に向けた講習会の実
施（目標144回のところ実績102回)
●環境衛生関係施設事業者･管理者の適正な
自主管理のための科学的根拠に基づく指導の
実施（衛生講習会6回、うち書面開催4回）
●啓発冊子概要版の作成・配布
●地域包括ケアシステムポータルサイト等を活
用した市民への普及啓発の実施

12,686 9,177 4 P134

68 10603070 葬祭場管理運営事業
施設の
管理・運
営

人口の増加や年齢構成の変化によ
り、年々増加する火葬需要の増加に
対し、利便的かつ安定的な葬祭場運
営を行います。

●葬祭場の運営(火葬受入れ：北部斎苑23件程
度/日、南部斎苑22件程度/日)
●夏場、冬場の友引日の開苑（各斎苑におい
て、夏期(7月～9月)は３回、冬期（12月～2月）
は５回の実施）

757,874 673,221 3 P136
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予算額
決算額
（見込）

1 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。

●新本庁舎超高層棟新築工事の推進

●新本庁舎復元棟新築工事の着手

●第２庁舎解体設計の推進

（当初計画の令和元年度新本庁舎新築工事

着手に至らなかったため、全体事業計画に遅

れが生じ、完成見込みは当初計画と同じ年度

ではあるものの、令和４年度末となっていま

す。）

6,263,976 6,040,238 4 P●●

2 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2,400か所のところ実績1,785

か所）

●かわさきアプリの運用（アプリダウンロード

数：359,707回）

●「イベントアプリ」のサービス提供(民間事業

者等登録数：337団体)

●更なるオープンデータの公開（公開データ

セット数：319件）

●川崎市LINE公式アカウントやAIチャットボッ

トを活用した情報発信

●簡易版電子申請サービスを活用した行政

手続のオンライン化の推進

19,815 18,311 4 P●●

3 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。

●川崎市デジタルトランスフォーメーション

（DX）推進プランの策定

●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

●区役所・支所へのマイナポイント支援窓口

の設置及び健康保険証利用の事前登録作業

の実施（支援件数：66,034件）

●1,000台のテレワーク専用端末を活用した

モバイルワーク・在宅勤務の本格運用開始

●ICT活用・ワークスタイル検討部会における

新本庁舎での機器や回線など環境整備の検

討及び全庁への提示

164,429 143,440 3 P●●

4 40205030 電子申請推進事業 その他

パソコンなどを利用してインターネッ

ト上から24時間申請することが可能

な電子申請システムの安全で安定

的な運用を行い、利便性の高い電子

行政サービスを提供します。

●電子申請システムの安定的な運用及び利

用者の利便性向上に向けた機能改善の実施

（電子申請システムの利用件数：目標

172,000件、実績437,158件）

●次期電子申請システムの導入に向けた検

討

●IDC（インターネットデータセンター）の適切

な運用

326,002 323,989 2 P●●

5 40901010
シティプロモーション

推進事業
その他

本市の多様な魅力をさまざまなメ

ディアやブランドメッセージを効果的

に活用し、市内外や海外に情報発信

するとともに、民間活力を活かした地

域資源の発掘や新たな魅力づくり、

連携等により、川崎の魅力をより高

め、市民のシビックプライドを醸成し

ます。

「シティプロモーション戦略プラン」に基づく下

記の各取組推進の結果、シビックプライド指

標は前年度を上回るも、「愛着」は目標6.5に

対し結果5.5、「誇り」は目標5.5に対し結果4.9

と、いずれも目標を下回った。

●PR事業者の活用、メディアミックスによる魅

力発信

●Twitterや動画等を活用した情報発信

●新型コロナウイルス関連情報発信（動画特

設ページ、子どもたちへのメッセージ等）

●ブランドメッセージポスターの制作及び市

内全域への展開

●都市ブランド推進事業の実施支援

32,505 23,514 4 P●●

6 40901020 国際交流推進事業
イベント

等

海外からの視察受入や国際交流協

会との連携により、行政だけでなく市

民による国際交流を推進します。

●瀋陽市との姉妹都市提携４０周年を記念し

た市長親書の交換、両市の高校生によるオン

ライン青少年交流等を実施

●ウーロンゴン市に対し、川崎ジュニア文化

賞大賞受賞者等によるビデオメッセージを作

製し、送付するなどの交流を実施

37,229 23,532 3 P●●

7 50101060
地方分権改革推進

事業
その他

自主的・自立的な行政運営に向けた

取組を推進するため、国に対して事

務・権限の見直し等に関する提案を

行います。また、県・市間の事務・権

限の見直し等に関する協議を行いま

す。

●他の指定都市等と共同で提案を行うなど、

地方自治体が協調した取組の推進

●「新たな地方分権改革の推進に関する方

針」の改訂

●国等に指定都市市長会や九都県市と連携

し要望活動を実施

724 737 3 P●●

8 50102010 広聴等事務

公聴及

び相談・

苦情申

し立ての

聴取等

車座集会での市長と市民との直接

対話のほか、手紙、FAX、メールなど

の身近な手段により、市政に対する

声を広く収集します。

また、市政に対する市民の意識を調

査するため、市民アンケートを実施

します。

●車座集会の実施（実績：年2回／目標：年8

回）

●市長への手紙による市民の声の収集（実

績：年4,059件／目標：1,200件）

●市民アンケートの実施（実績：年2回／目

標：年2回）

●広聴等業務に係るスキルアップ研修の実

施（効果を感じた受講者の割合　実績：86％

／目標：80％）

8,309 10,868 4 P●●

令和３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３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３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３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。 

 

 


