
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［目標：5回］）
●都市復興に向けた事前の取組として啓発活
動を実施

362 33 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
時等の火災による延焼被害の低減を
推進します。

●住民に対する広報紙の配布等による周知啓
発活動の実施（実施回数：2回［目標：2回］）
●不燃化推進条例に基づく建築物の耐火性能
強化及び老朽建築物の除却に対する補助件数
は63件［目標：117件］）となったものの、制度利
用外ケースを含め、老朽建物124棟が除却され
ており、また、建替困難物件に対する共同化の
取組への補助による不燃化を推進
●専門家の派遣による共同化等の検討支援
（実施回数：2回［目標：2回］）
●防災空地の整備に向けた取組の実施

77,479 77,299 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
●取組地区におけるワークショップやまち歩き
等の実施
●町会等との調整による次年度取組地区の決
定
●モデル地区及び完了地区において安否確認
訓練等の地域主体の取組へのフォローアップ
の実施

15,000 14,102 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。

●特定建築物の耐震診断・耐震改修の促進
（耐震診断：12件［目標：3件］、耐震設計：4件
［目標：1件］、耐震改修：4件［目標：1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［目標：5回］）

197,465 62,350 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・耐震改修促進に係る
取組実績については、耐震診断士派遣件数：
142件［目標：250件］、助成件数：28件［目標：50
件］となったものの、新たに診断済み所有者等
に対する相談対応を行う専門家派遣を実施す
るなど、建替え等も含め耐震化を促進
●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：9回［目標：5回］）

81,842 42,311 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・耐震改修促進に係る
取組実績については、予備診断：4棟［目標：5
棟］、耐震診断：0戸［目標：150戸］、耐震設計：
68戸［目標：50戸］、耐震改修：0戸［目標50戸］
となったものの、専門家派遣や、次年度改修実
施に向けた調整、他事業における改修実施な
ど、マンションの耐震診断・改修を推進
●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
習会等実施回数：5回［目標：2回］）

9,338 2,924 3 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。

●大規模盛土造成地の経過観察手法につい
て、新技術である衛星を活用した変動観測の
実用化に向けた取組の推進
●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［目標：2
回］）
●宅地防災工事に対する一部助成の実施（助
成件数：2件［目標：6件］）

19,595 13,343 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
●バリアフリーマップについて、溝口駅周辺地
区の情報更新、市有施設情報の追加・更新、
かわさきパラムーブメント実践店マップとの統合
を実施

3,345 2,827 3 P16
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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：34台［目標：30台］）
●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

0 0 3 P18

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稲田堤駅について予定通り工事を推進
●ＪＲ津田山駅について、橋上駅舎等の事業完
了
●ＪＲ中野島駅について、橋上駅舎化に向けて
構造等の検討を実施
●ＪＲ久地駅について、橋上駅舎化に向けて構
造等の検討を実施

42,053 677,015 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完了（京浜東北線川崎
駅（計２番線）、南武線武蔵小杉駅（計２番線）、
小田急小田原線登戸駅上り線（計２番線））（補
助対象駅の累計整備番線数：20番線［目標：20
番線］）

99,587 99,587 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。

●住宅及び住環境に関する政策の重要事項に
ついて、調査・審議する住宅政策審議会の開
催（審議会2回、専門部会3回［目標：審議会3
回］）
●次年度の「川崎市の住宅事情」の発行に向
けた、本市の住宅の現状・動向等の分析
●「すまい・いかすプロジェクト」を開始し、既存
住宅の活用に関するセミナー等を実施
●断熱化など高齢期に適した住宅改修等に関
する周知啓発の実施

5,315 3,197 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

高齢者向け住宅の安定供給や質の
確保等を行うことで、高齢者等の居住
の安定を図ります。

●「高齢者居住安定確保計画」に基づく取組の
推進・進行管理
●サービス付き高齢者向け住宅の指導監督・
供給促進（累計登録数：1,944戸[目標：2,628
戸]）
●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モデル事業の
推進

88,323 84,906 4 P26

14 10406030
住宅・マンション良質
化支援推進事業

補助・助
成金

分譲マンションの適正管理やリフォー
ム等の実施に関する周知・啓発、分
譲マンション共用部のバリアフリー化
への支援等を実施することで良質な
ストックの形成を促進します。

●マンション段差解消工事費用の助成（15件
[目標：16件]）
●住宅やマンションのリフォーム等について冊
子や講習会等を通じた周知、啓発の実施
●管理組合登録・支援制度の登録マンション
（608件[目標：425件]）に対してマンション便りの
発行や管理組合交流会を実施
●高経年団地を含めた分譲マンションの管理
適正化に向けた支援の検討

9,841 7,016 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

住宅のリフォームや分譲マンションの
管理適正化に向けた取組及び高齢期
の住み替え等について市民等からの
相談対応を行うことで、住まいに関し
て市民等が抱える様々な悩みの解決
を図ります。

●高齢者の住み替え等相談窓口の運営（相談
件数：458件[目標：100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：659件[目標：700
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：101人[目標：100人]）

16,271 16,002 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。

●福祉等の既存制度に基づく支援がない方
へ、同行支援（3件［目標：12件］）や円滑に契約
手続き等が進むように不動産事業者や福祉部
局等との事前調整支援の実施（13件）（同行支
援3件と事前調整支援13件で合計16件の同行
等支援を実施）
●市の協定保証会社による家賃債務保証を行
う居住支援制度を活用した入居支援の実施（97
件）

6,852 7,859 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。

●過年度の実証実験イベントの目的等を踏ま
えた定期的な社会実験イベントを、川崎駅東口
駅前広場において11月から開催
●まちの賑わい創出等を目的にリノベーション
事業に対する補助事業を実施（1件）

23,000 13,989 3 P34
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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。

●市営住宅の計画的な整備・適正な管理を実
施するともに、将来の建替え事業量の平準化
に向けた建替え・長寿命化の組合せの検討、
整備管理の効率化に向けた集約再編の検討
の実施
●計画的な市営住宅の建替え及び改善等の推
進（完了13棟［目標：9棟］）
●用地の活用について、次年度以降の活用に
向け調整の実施

4,105,115 3,694,687 3 P36

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（37世帯）
●市営住宅等の使用料の適正管理（使用料収
入：現年99.53%［目標99.41%］・過年8.68%［目標
14.86%］・全体92.90%）
●市営住宅の不適正使用の是正（59件）

5,478,110 5,240,511 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実施（188区画［目標84区
画］）
●特定公共賃貸住宅の一部を用途変更し、市
営住宅として募集（入居率:81%［目標53%］）

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」を改定し、空家の
利活用等に向けたデータベースの更
新を行ったうえ、地域のまちづくりに
資する空家利活用の支援に取組みま
す。

●「第2期川崎市空家等対策計画」の策定
●空家に係る関係部署からの情報の管理及び
空家データベースの更新
●空家所有者と空家の利活用希望者とのマッ
チング制度の試行実施（空家所有者登録：3
件、利活用希望者：5件、マッチング：0件）

4,666 3,112 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。

●臨海部へのアクセス向上に向けた公共交通
機能の強化等の具体的な施策の検討・調整

1,925 0 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。

●大宮町A-2街区における民間開発事業の誘
導及び民間活力導入の取組を推進
●川崎駅東口地区の事業化に向けたまちづく
り勉強会の実施
●北口通路の広告及びネーミングライツの実
施、川崎駅東口地区における広告塔の増設

65,403 23,850 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。

●「京急川崎駅周辺地区まちづくり整備方針」
に基づく京急川崎駅西口地区の戦略的な整備
誘導の考え方を踏まえ、住民説明会や都市計
画手続き等に向けた取組を推進
●北口地区第２街区の建築工事の推進

177,737 56,960 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。

●小杉駅北口地区の関係者等との協議・調整
●総合自治会館跡地等活用事業の推進

83,387 11,911 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、下りホーム新設工事の推進
及び新規改札口設計の完了
●安全性・利便性向上に向け、ＪＲ南武線武蔵
小杉駅のホームドア設置について、令和４年３
月に整備完了

105,585 88,044 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。

●駅周辺まちづくり方針の基本的考え方の取り
まとめ
●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
●MaaSアプリを活用した移動創出やオープン
スペース活用による賑わい創出に係る実証等
の実施

7,430 6,367 3 P54
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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F地区地区計画に基づく取組の実現
に向けた協議・調整を実施
●民間開発の誘導を実施
●鹿島田駅前管理地を適切な管理及び公共空
間の管理運営手法の検討

1,939 1,353 3 P56

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。

●国が公表した「まちづくりの方向性」などを踏
まえ、再開発の施設計画や機能を検証し、都市
計画手続きの再開に向けた取組を実施

3,029 2,337 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。

●集団移転エリア既着手地区について着実に
事業を推進（宅地使用開始面積率：７９％［目
標：７７％］）
●登戸２号線及び登栄会商店街の良好な市街
地と沿道の魅力ある街並みを形成するため、ま
ちづくり勉強会を開催するなどの取組を推進
●登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区まちづくりビジョ
ンを策定するとともに、登戸駅及び向ヶ丘遊園
駅の駅前の賑わいと魅力の創出に向け、建物
共同化等を実現するため、関係権利者、民間
事業者等との協議調整

6,874,284 7,606,572 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。

●駅南北の機能分担などを踏まえた、柿生駅
周辺地区の事業手法などに関する検討
●南口再開発事業の事業化に向けた調整や、
都市計画手続きに向けた計画案に関する調整
などの取組の推進
●バス暫定広場の適切な維持管理の実施

35,535 35,486 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。

●南武線沿線まちづくり方針の策定に向けた
調整
●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
●鹿島田駅周辺地区における都市計画手続き
に向けた権利者調整等の実施

2,790 2,739 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
づく取組の推進
●地域住民との「防災まちづくり懇談会」の実
施（実施回数：36回［目標：4回］）

2,700 2,420 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」川崎区、幸区、中
原区構想については、都市計画審議会を経て
令和３年８月に策定

9,929 10,106 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。

●地域地区（生田浄水場地区等に係る用途地
域・高度地区・防火地域及び準防火地域、生産
緑地地区）、地区計画（生田浄水場地区、大師
橋駅前地区等）について都市計画を決定・変更
●鷺沼駅前地区、生田緑地地区、特別緑地保
全地区等の都市計画手続きを推進
●京急川崎駅西口地区、登戸地区について事
業者等と協議調整を実施

11,453 9,487 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
●向ヶ丘遊園駅前北地区における地盤調査の
実施

10,976 6,000 4 P74
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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（55件［目標：
100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（4回［目標：4回］）

288 102 4 P76

39 40601170 木材利用促進事業 その他

森林が殆どない本市の市民に対し、
身近な場所で木を感じることができる
ような都市の森の構築を目指し、木材
利用に関する技術力・ノウハウの向
上、ビジネスマッチングの機会創出を
図ることで、木材利用の促進を図りま
す。

●ナノビックの木質化を実施
●川崎市木材利用促進フォーラムの運営
●民間施設への木質化補助制度実施（実績5
件）
●木育イベント「優しい木のひろば」実施（参加
人数367人［目標：250人］

22,245 19,640 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。

●京急川崎駅周辺地区内における関係者との
協議・調整
●景観形成協議会の開催支援実施
●川崎景観写真集の周知及び配布による景観
意識の普及啓発実施
●「景観計画」に基づく届出や事前相談等によ
る都市拠点等の景観誘導。

1,385 968 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。

●街並み誘導助成実施（実績0件［目標：3件］）
●景観法に基づく届出前の協議制度（実績4件
［目標：3件］）

1,275 513 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（実績2件［目
標：2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（実績7回［目標：7回］）

2,162 941 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。

●新型コロナウイルス感染症の影響について、
国等の統計調査を用いて的確に把握する必要
があることから、全体見直しの実施時期や交通
の現況等について、調査・検討を実施
●令和５年度に実施予定の第６回東京都市圏
物資流動調査の本体調査に向け、調査内容や
調査手法を検討

19,945 2,765 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、各鉄道事業
者と協議・調整を実施
●本市職員の時差勤務の取組や民間企業等
に対する普及促進を実施
●横浜市高速鉄道３号線の延伸に向け、ルー
ト・駅位置及び新百合ヶ丘駅の接続方法の検
討等について、横浜市及び鉄道事業者等と協
議・調整しながら取組を推進

99,109 51,067 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手続きに向けた
関係者調整、向丘出張所バス停他へのバスベ
イ設置に向けた調整・検討、向丘中学校下バス
停におけるバスベイ整備工事の着手、交差点
改良に向けた検討・調整の実施

13,387 7,077 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
バスネットワーク形成に向けた取組を
進めます。

●「川崎市地域公共交通計画」に基づく地域交
通環境の向上に向けた取組を推進
●社会実験制度の活用等に向けたバス事業者
との協議調整

18,209 12,793 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。

●導入検討中の地域協議会に対する助言等の
支援
●本格運行地区（麻生区高石・多摩区長尾台）
における利用促進に向けた取組の推進
●コミュニティ交通の充実に向けた新たな制度
の創設など、今後の取組のとりまとめを実施
●ICT等新技術を活用したオンデマンド交通の
実証実験の実施

7,785 3,001 3 P94
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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入補助を
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。

●新型コロナウイルス感染症の影響により事
業者の設備投資が困難な状況となり、バスロ
ケーションシステムの設置は２か所［目標：４か
所］となったものの、スマートフォンアプリによる
運行情報と合わせた情報提供の実証実験など
利便性向上に向けた事業者による3件の新た
な取組を実施

960 547 3 P96

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。

●川崎駅東口地区駐車対策推進計画に基づく
取組の推進
●附置義務駐車場の設置に関する協議・指導
等について、関係法令等を踏まえて適正に実
施
●川崎駅周辺地区における荷さばきスペース
の確保に向け関係者との協議等を実施

1,431 1,015 3 P98

6



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。 
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