
記 者 発 表 資 料

平 成 ２ ６ 年 ２ 月 １ ０ 日 

平成２６年度の主な組織改正について

Ⅰ 平成２６年度組織改正の考え方 

平成２６年度の組織改正は、厳しさを増す財政状況のなか、当面の人口増加とや

がて到来する人口減少を見据えながら新たな行政需要に対応するため、簡素で効率

的かつ責任を明確にした執行体制を確立します。 

１ 「最幸のまち かわさき」の実現に向けて 

平成２６年４月の組織改正については、「持続可能な最幸のまち かわさき」の

実現に向けて、「力強い産業都市」と「安心して暮らせるふるさとづくり」による

「成長と成熟の調和」を目指し、「川崎を一歩先へ、もっと先へ」と進めるための

第一歩として実施します。 

特に、本市の喫緊の課題である「待機児童の解消」と「中学校完全給食の実施」

に向けて迅速な対応を図るため、平成２６年１月に前倒しして組織改正を実施した

ところですが、平成２６年４月においては、「安心いきいき社会」の実現を目指し

「地域包括ケアシステムの構築」や「障害者雇用の促進」、「多様な主体の連携・協

働による地域課題解決のしくみづくり」のほか、市内インターネット環境の整備を

はじめとする「ＩＣＴの推進」などへの対応を図るため、柔軟で機動的な執行体制

を整備します。 

２ 社会経済環境の変化を踏まえた執行体制の確立 

社会経済環境が変化し行政需要が一段と多様化・高度化するなか、子ども・子育

て支援新制度や社会保障・税の一体改革に係る番号制度、地方分権改革の進展など、

国における新たなしくみの導入や制度変更等に適切に取り組むとともに、地域課題

の解決や市民ニーズに迅速かつ的確に対応するための組織整備を行います。 
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Ⅱ 主な組織整備

１ 生命を守り生き生きと暮らすことができるまちづくり

① さらなる少子高齢化の進展を見据え、住み慣れた地域でいつまでも元気に暮ら

せる川崎の実現に向けて、予防医療や介護予防の充実、地域の医療資源との連

携の強化、安心して介護サービスを利用できるしくみづくりなどに総合的に取

り組んでいく必要があることから、これらの取組を一体的・連続的に推進する

体制として、健康福祉局に地域包括ケア推進室を設置します。(改正図１) 

② 障害者の法定雇用率の引き上げ（平成２５年度から）や精神障害者の雇用義務

化（平成３０年度から）など、障害者雇用・就労推進に対する社会的な要請を

踏まえ、障害者、就労支援施設、企業等に対する総合的な施策を推進していく

ため、健康福祉局に障害者雇用・就労推進課を設置します。(改正図２) 

③ 増大する市民の福祉ニーズに的確に対応できるよう、社会福祉施設等の整備や

老朽化対策を効率的・効果的に行うため、健康福祉局に施設計画・整備担当を

設置します。(改正図３) 

④ 本庁舎及び第２庁舎が抱える耐震上の問題や設備・機能面等における諸課題に

対する抜本的対策として、本庁舎等の建て替えに向けた基本計画の策定等の取

組を推進するため、総務局に本庁舎等建替準備室を設置します。(改正図４) 
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⑤ 麻生区北西部方面において人口が増加しているなか、市内の消防体制の均一化

及び災害対応力の強化を図るため、麻生消防署栗木出張所を設置します。 

(改正図５) 

２ 子どもを安心して育てることのできるふるさとづくり

① 特別支援学校・重複障害特別支援学級の児童生徒の増加への対応や、軽度障害

生徒の社会的自立促進、通常の学級に在籍する支援を必要とする児童生徒への

支援体制の整備等、支援教育に関する様々な課題に対して的確に対応していく

ため、教育委員会事務局指導課に支援教育企画・調整担当、支援学校担当、小

中高等学校支援教育担当を設置します。(改正図６)

② 県費負担教職員の給与等の負担や定数の決定、また、市立小中学校における学

級編成基準の決定等に関する権限の県からの移譲に向けた準備を着実に推進す

るため、教育委員会事務局に県費教職員移管準備担当を設置します。(改正図７)

３ 市民生活を豊かにする都市基盤と環境づくり

① 災害に強い宅地整備の推進や環境に配慮した建築物の普及促進、また、建築確

認業務の一元化による効率化、人材育成や技術力の向上・継承などを図るため、

まちづくり局指導部内を再編し、建築管理課、宅地企画指導課、宅地審査課を

設置します。(改正図８) 

② 緑の施策の更なる推進に向け、市民ニーズを踏まえた公園緑地行政の展開や緑

の保全・育成に向けた協働のしくみづくり、人材育成や技術の継承などを図る

ため、建設緑政局緑政部内を再編し、みどりの企画管理課、みどりの協働推進

課、みどりの保全整備課を設置します。(改正図９) 

①協働・育成

③推進・管理 ②保全・整備

【緑の基本計画の基本理念】

多様な緑が市民をつなぐ地球環境都市かわさきへ

憩いとうるおい 魅力発信 地域コミュニティ

創出 保全 整備 維持 連
携
・協
働緑の基本計画/パークマネジメント/

法令・制度等の適切な運用による管理

【業務相関イメージ】

緑政部再編の考え方
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４ 活気と魅力あふれる力強い都市づくり

① 昨今のＩＣＴの進展等に幅広く対応するとともに、社会保障・税の一体改革に

おける番号制度の円滑な導入のほか、市内の Wi-Fi 環境の整備など本市の主体

的な取組を戦略的に推進するため、総務局にＩＣＴ推進課を設置します。 

(改正図１０) 

５ 誰もが生きがいを持てる市民自治の地域づくり

① 市民を主役とした地域における多様な主体との連携・協働による地域課題の解

決に向けたしくみづくりや、国・県からの権限移譲をはじめとする地方分権な

ど市民自治を推進するため、総合企画局に自治推進部を設置します。 

(改正図１１) 

② 自助・共助による市民が主役のまちづくりに向け、町内会・自治会や市民活動

団体をはじめとする地域活動の支援やＮＰＯ法人の認証や支援を推進するため、

市民・こども局に市民活動推進課を設置します。(改正図１１) 

【市民が主役のまちづくりに向けた取組イメージ】 

６ 効率的で効果的な執行体制の整備に向けて

① 政策調整機能の強化や市政情報等の効果的な発信等を一体的に推進するため、

総務局に政策統括担当及び政策情報担当を設置します。(改正図１２) 

市民が主役のまちづくり 

多様な主体の連携・協働に 

よるまちづくり 

等に向けた企画・統括・総合調整

地縁団体支援の充実強化 

NPO法人の相談支援、 

認証・認定、市民活動の支援 

など、主に制度の運用

市民と市民、市民と事業者など多様な主体の連携・協働による地域課題の解決

に向けた具体的な取組へ 

【総合企画局の役割】 【市民・こども局の役割】 

【各局・区役所の役割】 
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(参考)平成２５年度中に実施した主な組織整備 

【平成２５年１０月１日付け】 

① 平成２７年４月に開始予定の子ども・子育て支援新制度の円滑な導入に向けて、

サービス利用の認定基準等を定める条例の制定や給付のためのシステム構築な

どを進めるため、市民・こども局こども本部に子ども・子育て支援新制度準備

担当を設置しました。(改正図１３) 

【平成２６年１月１日付け】 

① 認可保育所の効果的な整備や認可外保育事業のさらなる充実など、待機児童解

消に向けた取組を推進するため、平成２５年１２月１日に設置した待機児童ゼ

ロ対策準備担当を改組し、新たに、市民・こども局こども本部に待機児童ゼロ

対策室を設置しました。(改正図１４) 

② 成長期にある子どもたちの食育の充実を図り、安全・安心で温かい中学校完全

給食の早期の全校実施に向けた取組を推進するため、平成２５年１２月１日に

設置した中学校給食推進担当を改組し、新たに、教育委員会事務局に中学校給

食推進室を設置しました。(改正図１５) 
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平成２６年度の主な組織改正図

(改正図１)

改正前 改正後

健康福祉局 健康福祉局

総務部 総務部

長寿社会部 地域包括ケア推進室

担当課長 担当課長〔ケアシステム〕
【兼務先：医療政策推進室担当課長〔地域ケア〕】

（地域ケア推進担当） 担当課長〔保健・予防〕
廃止

担当課長（兼）〔医療・看護〕
【兼務元：医療政策推進室担当課長〔医療・介護連携〕】

長寿社会部

(改正図2)

改正前 改正後

健康福祉局 健康福祉局

生活保護・自立支援室 生活保護・自立支援室

障害保健福祉部 障害保健福祉部

障害計画課 障害計画課

障害福祉課 障害福祉課

精神保健課 精神保健課

障害者雇用・就労推進課

(改正図3)

改正前 改正後

健康福祉局 健康福祉局

総務部 総務部

企画課 企画課

担当課長

（施設計画・整備担当）

長寿社会部 長寿社会部

高齢者事業推進課 高齢者事業推進課

障害保健福祉部 障害保健福祉部

障害計画課 障害計画課
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平成２６年度の主な組織改正図

(改正図4)

改正前 改正後

総務局 総務局

総務部 総務部

庁舎管理課 庁舎管理課

本庁舎等建替準備室

担当課長〔建替準備〕
【事務取扱元：本庁舎等建替準備室長】

担当課長（兼）〔庁舎管理〕
【兼務元：総務部庁舎管理課長】

担当課長（兼）〔防災・危機管理〕
【兼務元：危機管理室担当課長①〔企画調整〕】

担当課長（兼）〔施策調整〕

担当課長（兼）〔施策調整〕
【兼務元：まちづくり局総務部企画課長】

担当課長（併）〔議場調整〕
【併任元：議会局庶務課長】

(改正図5)

改正前 改正後

消防局 消防局

多摩消防署 多摩消防署

麻生消防署 麻生消防署

警防第１課・第2課 警防係 警防第１課・第2課 警防係

王禅寺出張所 王禅寺出張所

栗木出張所

(改正図6)

改正前 改正後

教育委員会事務局 教育委員会事務局

職員部 職員部

学校教育部 学校教育部

指導課 指導課

担当課長（特別支援教育調整担当） 担当課長（支援教育企画・調整）

廃止

担当課長（支援学校）

担当課長（小中高等学校支援教育）

【事務取扱先：本庁舎等建替準備室担当課長①〔建替準備〕】

【兼務元：総合企画局都市経営部企画調整課担当課長〔企画調整〕】
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平成２６年度の主な組織改正図

(改正図7)

改正前 改正後

教育委員会事務局 教育委員会事務局

教育環境整備推進室 教育環境整備推進室

職員部 職員部

勤労課 勤労課

担当課長〔人事・服務〕

担当課長⑥（兼）〔人事・服務〕

担当課長③（併）〔人事・服務〕

担当課長〔給与・厚生〕

担当課長②（兼）〔給与・厚生〕
【兼務元：勤労課長、勤労課担当課長〔制度・調整〕】

担当課長③（併）〔給与・厚生〕

（県費教職員移管準備担当）

(改正図8)

改正前 改正後

まちづくり局 まちづくり局

施設整備部 施設整備部

指導部 指導部

建築情報課 建築管理課

開発審査課 宅地企画指導課

建築監察課 宅地審査課

廃止

(改正図9)

改正前 改正後

建設緑政局 建設緑政局

計画部 計画部

企画課 企画課

担当課長(緑政企画担当) 担当課長(兼)〔緑政計画〕
【兼務元：緑政部みどりの企画管理課長】

緑政部 廃止 緑政部

緑政課 みどりの企画管理課

公園管理課 みどりの協働推進課

公園緑地課 みどりの保全整備課

担当課長（兼）〔総合調整・ﾊﾟｰｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ〕
【兼務元：計画部企画課担当課長（緑政企画担当）①】

廃止

【併任元：総務局人事部労務課長、職員厚生課長、
人材育成センター健康支援課長】

【兼務元：教職員課長、教職員課担当課長④〔教職員人事
・服務監察〕①〔教員採用〕】

【併任元：総務局人事部人事課長、
人材育成センター担当課長（評価担当）①〔人事評価〕、
行財政改革室担当課長①〔行財政運営〕】
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平成２６年度の主な組織改正図

(改正図10)

改正前 改正後

総務局 総務局

総務部 総務部

情報管理部 情報管理部

システム企画課 ＩＣＴ推進課

担当課長（兼）〔システム評価制度〕 担当課長
【兼務元：行財政改革室担当課長〔行財政改革〕】 〔社会保障・税番号制度、Wi-Fi環境整備〕

廃止 担当課長⑤（兼）
〔社会保障・税番号制度〕

担当課長（兼）〔システム評価制度〕
【兼務元：行財政改革室担当課長〔行財政改革〕】

(改正図11)

改正前 改正後

総合企画局 総合企画局

都市経営部 都市経営部

自治政策部 自治推進部

担当課長〔市民自治〕 担当課長〔市民自治・協働・連携〕

担当課長〔地方分権〕 担当課長〔地方分権〕

市民・こども局 廃止 市民・こども局

市民生活部 市民生活部

市民協働推進課 市民活動推進課

廃止

(改正図12)

改正前 改正後

総務局 総務局

秘書部 秘書部

市民情報室 担当部長(政策統括担当)

担当課長（政策担当） 担当課長（報道担当）

担当課長（報道担当） 担当部長(政策情報担当)

担当課長（市民の声担当） 担当課長（政策担当）

廃止 担当課長（市民の声担当）

【兼務元：財政局税務部税制課長】 
【兼務元：市民・こども局区政推進部区調整課長】 
【兼務元：市民・こども局区政推進部 戸籍住民
サービス課長】 
【兼務元：市民・こども局こども本部子育て施策部 
こども企画課長】 
【兼務元：健康福祉局総務部企画課長】
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（参考）平成２５年度の主な組織改正図

(改正図13)

改正前 改正後

こども本部 こども本部

子育て施策部 子育て施策部

こども企画課 H26.4に廃止 こども企画課

子育て支援課 担当課長〔企画調整〕

（子ども・子育て支援新制度準備担当）

担当課長〔次世代育成支援〕

H25.10に廃止

(改正図14)

改正前 改正後

こども本部 こども本部

保育事業推進部 保育事業推進部

担当部長（保育所整備推進担当） 担当部長（保育所整備推進担当）

待機児童ゼロ対策室

担当課長

（待機児童ゼロ対策準備担当） 担当課長〔企画・調整〕

H25.12に新設、H26.1に廃止 担当課長（兼）②〔保育緊急対策〕

担当課長（兼）〔保育所整備〕

担当課長（兼）〔子育て・幼児教育〕

担当課長（兼）〔子ども・子育て支援新制度〕

担当課長（兼）⑨〔区待機児童ゼロ対策〕

(改正図15)

改正前 改正後

教育委員会事務局 教育委員会事務局

職員部 職員部

学校教育部 学校教育部

健康教育課 健康教育課

担当課長〔調査・企画〕 担当課長〔調査・企画〕

担当課長（中学校給食推進担当）
中学校給食推進室

H25.12に新設、H26.1に廃止

担当課長〔計画・事業推進〕

担当課長〔食育推進〕

担当課長（兼）〔調整〕
【兼務元：学校教育部健康教育課担当課長〔企画・調査〕】

【兼務元：各区役所保健福祉センター児童家庭課長】
【兼務元：川崎区役所健康福祉ステーション担当課長
〔児童家庭・高齢・障害・介護保険〕】

【兼務元：保育事業推進部保育課長】
【兼務元：保育事業推進部保育課担当課長】

【兼務元：子育て施策部こども企画課担当課長〔子育て推進〕】

【兼務元：保育事業推進部担当課長（保育所整備推進担当）
〔民間活用推進〕】

【兼務元：子育て施策部担当課長（子ども・子育て支援新制度）
〔企画調整〕①】
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