
事務事業・施策対応表
基本政策 施策コード 施策名 所属 事務事業名 所属

基本政策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

防災対策管理運営事業 総務企画局危機管理室
地域防災推進事業 総務企画局危機管理室
防災施設整備事業 総務企画局危機管理室
臨海部・津波防災対策事業 総務企画局危機管理室
帰宅困難者対策推進事業 総務企画局危機管理室
公園防災機能向上事業 建設緑政局緑政部みどりの保全整備課
本庁舎等建替事業 総務企画局本庁舎等建替準備室
危機管理対策事業 総務企画局危機管理室
放射線安全推進事業 環境局環境対策部環境管理課
高層住宅の震災対策推進事業 まちづくり局総務部まちづくり調整課
港湾施設改修（防災・減災）事業 港湾局港湾経営部整備計画課
海岸保全施設維持整備事業 港湾局港湾経営部整備計画課
防災都市づくり基本計画推進事業 まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課
防災市街地整備促進事業 まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課
防災まちづくり支援促進事業 まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課
狭あい道路対策事業 まちづくり局指導部建築審査課
特定建築物耐震対策事業 まちづくり局指導部建築管理課
木造建築物耐震対策事業 まちづくり局指導部建築管理課
民間マンション耐震対策事業 まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課
公共建築物の耐震化事業 まちづくり局施設整備部施設保全担当
宅地防災対策事業 まちづくり局指導部宅地企画指導課
急傾斜地崩壊対策事業 まちづくり局指導部宅地企画指導課
耐震対策等橋りょう整備事業 建設緑政局道路河川整備部道路施設課
消防署所の適正配置に係る事業 消防局総務部企画担当
消防署所改築事業 消防局総務部施設装備課
消防指令体制整備事業 消防局警防部指令課
消防艇管理事業 消防局総務部施設装備課
ヘリコプター整備事業 消防局警防部航空隊
消防団関係事業 消防局総務部庶務課
警防活動事業 消防局警防部警防課
耐震性貯水槽建設事業 消防局警防部警防課
火災予防事業 消防局予防部予防課
消防広報事業 消防局予防部予防課
火災等の調査事務 消防局予防部予防課
査察活動事業 消防局予防部査察課
危険物施設等規制事業 消防局予防部危険物課
消防音楽隊等活動事業 消防局総務部人事課
消防車両等管理業務 消防局総務部施設装備課
救急車両管理業務 消防局総務部施設装備課
庁舎等整備事業 消防局総務部施設装備課
警防資機材等管理業務 消防局総務部施設装備課
救助活動事業 消防局警防部警防課
活動計画・出場計画に関する業務 消防局警防部警防課
特殊災害対策業務 消防局警防部警防課
消防・救急無線デジタル化事業 消防局警防部指令課
航空関係業務 消防局警防部航空隊
火災予防設備に関する業務 消防局予防部予防課
河川計画業務 建設緑政局総務部企画課
五反田川放水路整備事業 建設緑政局道路河川整備部河川課
河川改修事業 建設緑政局道路河川整備部河川課

防犯対策事業 市民文化局市民生活部地域安全推進課
路上喫煙防止対策事業 市民文化局市民生活部地域安全推進課
客引き行為等防止対策事業 市民文化局市民生活部地域安全推進課
消費生活相談情報提供事業 経済労働局産業政策部消費者行政センター
消費者啓発育成事業 経済労働局産業政策部消費者行政センター
消費者自立支援推進事業 経済労働局産業政策部消費者行政センター
交通安全推進事業 市民文化局市民生活部地域安全推進課
安全施設整備事業 建設緑政局道路河川整備部道路施設課
放置自転車対策事業 建設緑政局自転車対策室
踏切道改善推進調査事業 建設緑政局総務部企画課
ユニバーサルデザイン推進事業 まちづくり局総務部企画課
バリアフリー重点整備地区交通安全施設整備事業 建設緑政局道路河川整備部道路施設課
ユニバーサルデザインタクシー導入促進事業 まちづくり局交通政策室
南武線駅アクセス向上等整備事業 まちづくり局交通政策室
鉄道駅ホームドア等整備事業 まちづくり局交通政策室
福祉のまちづくり普及事業 まちづくり局総務部企画課
計画的な道路施設補修事業 建設緑政局道路河川整備部道路施設課
道路・橋りょう等の維持補修事業 建設緑政局道路河川整備部道路施設課
河川・水路維持補修事業 建設緑政局道路河川整備部河川課
道水路不法占拠対策事業 建設緑政局道路管理部路政課
道水路台帳整備事業 建設緑政局道路管理部管理課
道路舗装事業 建設緑政局道路河川整備部道路施設課
屋外広告物管理事業 建設緑政局道路管理部路政課
私道舗装助成事業 建設緑政局道路河川整備部道路施設課
占用業務管理 建設緑政局道路管理部路政課
測量助成事業 建設緑政局道路管理部管理課
地籍調査事業 建設緑政局道路管理部管理課
公共工事の適正化推進事業 建設緑政局総務部技術監理課
河川・水路財産管理業務 建設緑政局道路河川整備部河川課

主要施設の更新・耐震化事業 上下水道局水道部水道計画課
送・配水管の更新・耐震化事業 上下水道局水道部水道計画課
給水管の更新事業 上下水道局水道部水道管理課
水道水質の管理業務 上下水道局水管理センター水道水質課
工業用水道施設の整備事業 上下水道局水道部水道計画課
水道・工業用水道事業の危機管理対策 上下水道局総務部庶務課
水道・工業用水道事業における環境施策の推進 上下水道局調整担当
水道・工業用水道事業における経営基盤の充実・強化 上下水道局経営管理部経営企画課
下水道施設・管きょの地震対策事業 上下水道局下水道部下水道計画課
浸水対策事業 上下水道局下水道部下水道計画課
高度処理事業 上下水道局下水道部下水道計画課
合流式下水道の改善事業 上下水道局下水道部下水道計画課
下水道施設・管きょの老朽化対策及び未普及解消事業 上下水道局下水道部下水道計画課
下水道水質管理・事業場指導業務 上下水道局下水道部下水道水質課
下水道事業の危機管理対策 上下水道局総務部庶務課
下水道事業における環境施策の推進 上下水道局調整担当
下水道事業における経営基盤の充実・強化 上下水道局経営管理部経営企画課

政策1-1 災害から生命を守る

1-1-1
災害・危機事象に備える対策の推
進

総務企画局
危機管理室

1-1-2
地域の主体的な防災まちづくりの
推進

まちづくり局
市街地整備部防災まちづくり推進課

1-1-3
まち全体の総合的な耐震化の推
進

まちづくり局
指導部建築管理課

1-1-4 消防力の総合的な強化
消防局
総務部企画担当

1-1-5
安全・安心な暮らしを守る河川整
備

建設緑政局
道路河川整備部河川課

1-2-1 防犯対策の推進
市民文化局
市民生活部地域安全推進課

1-3-2
下水道による良好な循環機能の
形成

1-2-4
地域の生活基盤となる道路等の
維持・管理

建設緑政局
道路河川整備部道路施設課

1-3-1 安定給水の確保と安全性の向上
上下水道局
水道部水道計画課

1-2-2 交通安全対策の推進
市民文化局
市民生活部地域安全推進課

1-2-3
ユニバーサルデザインのまちづく
りの推進

まちづくり局
総務部企画課

上下水道局
下水道部下水道計画課

政策1-2 安全に暮らせるまちをつくる

政策1-3 水の安定した供給・循環を支える
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基本政策 施策コード 施策名 所属 事務事業名 所属

地域包括ケアシステム推進事業 健康福祉局地域包括ケア推進室
介護予防事業 健康福祉局地域包括ケア推進室
認知症高齢者対策事業 健康福祉局地域包括ケア推進室
在宅医療連携推進事業 健康福祉局地域包括ケア推進室
福祉センター再編整備事業 健康福祉局総務部施設課
地域見守りネットワーク事業 健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課
災害救助その他援護事業 健康福祉局地域福祉部地域福祉課
民生委員児童委員活動育成等事業 健康福祉局地域福祉部地域福祉課
自殺対策・メンタルヘルス普及啓発事業 健康福祉局障害保健福祉部精神保健福祉センター

権利擁護事業 健康福祉局地域包括ケア推進室
社会福祉法人指導監査等業務 健康福祉局総務部企画課
地域包括支援センターの運営 健康福祉局地域包括ケア推進室
障害者相談支援事業 健康福祉局障害保健福祉部障害計画課
社会福祉協議会の育成 健康福祉局地域福祉部地域福祉課
戦没者遺族等援護 健康福祉局地域福祉部地域福祉課
社会福祉審議会の運営 健康福祉局地域福祉部地域福祉課
更生保護事業 健康福祉局地域福祉部地域福祉課
地域福祉施設の運営 健康福祉局地域福祉部地域福祉課
地域福祉計画推進事業 健康福祉局地域福祉部地域福祉課
日本赤十字社に関する業務 健康福祉局地域福祉部地域福祉課
福祉人材確保対策事業 健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
介護サービスの基盤整備事業 健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
ひとり暮らし支援サービス事業 健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課
介護保険事業 健康福祉局長寿社会部介護保険課
かわさき健幸福寿プロジェクト 健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
高齢者住宅対策事業 健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課
高齢者生活支援サービス事業 健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課
高齢者音楽療法推進事業 健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
高齢者緊急一時入所事業 健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
高齢者保健福祉計画推進事業 健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
在宅福祉・医療サービスの推進事業 健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
川崎市老人福祉施設事業協会の運営 健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
民間老人福祉施設入所者処遇改善及び施設振興 健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
養護・軽費老人ホームの運営 健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
老人保護措置 健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
高齢者外出支援事業 健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課
高齢者就労支援事業 健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課
生涯現役対策事業 健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課
いこいの家・いきいきセンターの運営 健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課
外国人高齢者支援事業 健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課
老人クラブ育成事業 健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課
老人福祉普及事業 健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課
障害福祉サービスの基盤整備事業 健康福祉局障害保健福祉部障害計画課
障害者日常生活支援事業 健康福祉局障害保健福祉部障害計画課
障害児施設事業 健康福祉局障害保健福祉部障害計画課
障害者福祉用具等支給・貸与事業 健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課
発達障害児・者支援体制整備事業 健康福祉局障害保健福祉部障害計画課
地域療育センターの運営 健康福祉局障害保健福祉部障害計画課
障害児タイムケア事業 健康福祉局障害保健福祉部障害計画課
専門職員確保対策事業 健康福祉局障害保健福祉部障害計画課
ノーマライゼーションプラン推進事業 健康福祉局障害保健福祉部障害計画課
障害者支援制度実施事業 健康福祉局障害保健福祉部障害計画課
井田地区福祉施設再編整備事業 健康福祉局総務部施設計画・整備担当
施設障害福祉サービス事業 健康福祉局障害保健福祉部障害計画課
精神科救急医療対策事業 健康福祉局障害保健福祉部精神保健福祉センター

難病患者相談研修支援事業 健康福祉局地域包括ケア推進室
難病患者等居宅生活支援事業 健康福祉局地域包括ケア推進室
障害者就労支援事業 健康福祉局障害保健福祉部障害者雇用・就労推進課

障害者社会参加促進事業 健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課
障害者の移動手段の確保対策事業 健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課
社会的ひきこもり対策事業 健康福祉局障害保健福祉部精神保健福祉センター

コミュニケーション支援事業 健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課
障害者手当等支給事業 健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課
精神保健事業 健康福祉局障害保健福祉部精神保健課
心神喪失者等医療観察制度への対応事業 健康福祉局障害保健福祉部精神保健課
心身障害者福祉事業基金事業 健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課
障害者団体育成等事業 健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課
地域活動支援センター事業 健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課
精神保健福祉センターに関する業務 健康福祉局障害保健福祉部精神保健福祉センター

精神保健福祉対策事業 健康福祉局障害保健福祉部精神保健課
日常生活用具等給付事業 健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課
障害者更生相談所運営事業 健康福祉局障害保健福祉部障害者更生相談所
住宅政策推進事業 まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課
高齢者等に適した住宅供給推進事業 まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課
住宅・マンション良質化支援推進事業 まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課
住情報提供推進事業 まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課
民間賃貸住宅等居住支援推進事業 まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課
既存ストック活用推進事業 まちづくり局総務部企画課
市営住宅等ストック活用事業 まちづくり局住宅政策部市営住宅建替推進課
市営住宅等管理事業 まちづくり局住宅政策部市営住宅管理課
市営住宅等再生事業 まちづくり局住宅政策部市営住宅管理課
がん検診等事業 健康福祉局保健所健康増進課
生活習慣病対策事業 健康福祉局保健所健康増進課
健康づくり事業 健康福祉局保健所健康増進課
食育推進事業 健康福祉局保健所健康増進課
国民健康保険特定健康診査等事業 健康福祉局地域福祉部保険年金課
保健所管理運営事業 健康福祉局健康安全部健康増進課
後期高齢者健診事業 健康福祉局地域福祉部長寿医療課
公害健康被害補償事業 健康福祉局保健所環境保健課
公害健康被害予防事業 健康福祉局保健所環境保健課
公害保健福祉事業 健康福祉局保健所環境保健課
川崎・横浜公害保健センターの運営 健康福祉局保健所環境保健課
健康調査事業 健康福祉局保健所環境保健課

国民健康保険事業 健康福祉局地域福祉部保険年金課
国民健康保険料等収納業務 健康福祉局地域福祉部収納管理課
後期高齢者医療事業 健康福祉局地域福祉部長寿医療課
障害者等医療費支給事業 健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課
成人ぜん息患者医療費助成事業 健康福祉局保健所環境保健課
特定疾患対策事業 健康福祉局地域包括ケア推進室
原爆被爆者対策事業 健康福祉局保健所健康増進課
国民年金の運営業務 健康福祉局地域福祉部保険年金課

1-5-1
確かな安心を支える医療保険制
度等の運営

健康福祉局
地域福祉部保険年金課

1-4-2 高齢者福祉サービスの充実
健康福祉局
長寿社会部高齢者事業推進課

1-4-3
高齢者が生きがいを持てる地域
づくり

健康福祉局
長寿社会部高齢者在宅サービス課

1-4-6
誰もが暮らしやすい住宅・居住環
境の整備

まちづくり局
住宅政策部住宅整備推進課

1-4-7
生き生きと暮らすための健康づく
り

健康福祉局
保健所健康増進課

1-4-4 障害福祉サービスの充実
健康福祉局
障害保健福祉部障害計画課

1-4-5
障害者の自立支援と社会参加の
促進

健康福祉局
障害保健福祉部障害福祉課

1-4-1 総合的なケアの推進
健康福祉局
地域包括ケア推進室

政策1-4 誰もが安心して暮らせる地域のつながり・しくみをつくる

政策1-5 確かな暮らしを支える
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基本政策 施策コード 施策名 所属 事務事業名 所属

生活保護自立支援対策事業 健康福祉局生活保護・自立支援室
生活保護業務 健康福祉局生活保護・自立支援室
生活困窮者自立支援事業 健康福祉局生活保護・自立支援室
中国残留邦人生活支援事業 健康福祉局地域福祉部地域福祉課
民間保護施設措置者処遇改善及び施設振興 健康福祉局生活保護・自立支援室
明るい町づくり対策 健康福祉局生活保護・自立支援室
福祉資金貸付事業 健康福祉局生活保護・自立支援室
臨時福祉給付金支給事業 健康福祉局総務部臨時福祉給付金担当
行旅病人・同死亡人取扱及び法外扶助 健康福祉局生活保護・自立支援室

地域医療対策事業 健康福祉局保健医療政策室
災害時医療救護対策事業 健康福祉局保健医療政策室
救急医療体制確保対策事業 健康福祉局保健医療政策室
医務・薬務事業 健康福祉局保健所医事・薬事課
看護師確保対策事業 健康福祉局保健医療政策室
救急活動事業 消防局警防部救急課
救急隊整備事業 消防局警防部救急課
救急救命士養成事業 消防局警防部救急課
看護短期大学の管理運営 市立看護短期大学事務局総務学生課
血液対策事業 健康福祉局保健所医事・薬事課
ナーシングセンター運営補助事業 健康福祉局保健医療政策室
地域医療関係施設整備 健康福祉局総務部施設計画・整備担当
川崎病院の運営 川崎病院事務局庶務課
井田病院の運営 井田病院事務局庶務課
多摩病院の運営管理 病院局経営企画室
良質な医療の提供を担う人材の確保・育成 病院局総務部庶務課
経営健全化の推進 病院局経営企画室
井田病院改築工事の推進 病院局経営企画室
予防接種事業 健康福祉局保健所感染症対策課
感染源対策事業 健康福祉局保健所感染症対策課
食品安全推進事業 健康福祉局保健所食品安全課
公衆衛生等に関する試験検査等業務 健康福祉局健康安全研究所
動物愛護管理事業 健康福祉局健康安全部生活衛生課
環境衛生事業 健康福祉局保健所生活衛生課
葬祭場管理運営事業 健康福祉局健康安全部生活衛生課
健康危機管理対策事業 保健所感染症対策課

基本政策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

地域における子育て支援の推進 こども未来局総務部企画課
小児医療費助成事業 こども未来局こども支援部こども家庭課
児童手当支給事業 こども未来局こども支援部こども家庭課
児童福祉施設等の指導・監査 こども未来局総務部監査担当
待機児童対策事業 こども未来局子育て推進部事業調整・待機児童対策担当

認可保育所整備事業 こども未来局子育て推進部保育所整備課
民間保育所運営事業 こども未来局子育て推進部保育課
公立保育所運営事業 こども未来局子育て推進部運営管理課
認可外保育施設支援事業 こども未来局子育て推進部保育課
幼児教育推進事業 こども未来局子育て推進部幼児教育担当
保育士確保対策事業 こども未来局子育て推進部事業調整・待機児童対策担当

保育料対策事業 こども未来局子育て推進部保育課
妊婦・乳幼児健康診査事業 こども未来局こども支援部こども保健福祉課
母子保健指導・相談事業 こども未来局こども支援部こども保健福祉課
青少年活動推進事業 こども未来局青少年支援室
こども文化センター運営事業 こども未来局青少年支援室
わくわくプラザ事業 こども未来局青少年支援室
青少年教育施設の管理運営事業 こども未来局青少年支援室
青少年啓発活動事業 こども未来局青少年支援室
児童虐待防止対策事業 こども未来局児童家庭支援・虐待対策室
児童相談所運営事業 こども未来局児童家庭支援・虐待対策室
里親制度推進事業 こども未来局こども支援部こども保健福祉課
児童養護施設等運営事業 こども未来局こども支援部こども保健福祉課
ひとり親家庭の生活支援事業 こども未来局こども支援部こども家庭課
女性保護事業 こども未来局児童家庭支援・虐待対策室
子ども・若者支援推進事業 こども未来局青少年支援室
小児ぜん息患者医療費支給事業 こども未来局こども支援部こども家庭課
小児慢性特定疾病医療等給付事業 こども未来局こども支援部こども保健福祉課
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 こども未来局こども支援部こども家庭課
災害遺児等援護事業 こども未来局こども支援部こども家庭課

キャリア在り方生き方教育推進事業 総務部教育改革推進担当
学力調査・授業改善研究事業 教育委員会事務局川崎市総合教育センター
きめ細やかな指導推進事業 教育委員会事務局川崎市総合教育センター
英語教育推進事業 教育委員会事務局川崎市総合教育センタ－
理科教育推進事業 教育委員会事務局川崎市総合教育センタ－
小中連携教育推進事業 教育委員会事務局総務部教育改革推進担当
読書のまち・かわさき推進事業 教育委員会事務局学校教育部指導課
子どもの音楽活動推進事業 教育委員会事務局学校教育部指導課
人権尊重教育推進事業 教育委員会事務局総務部人権・共生教育担当
多文化共生教育推進事業 教育委員会事務局総務部人権・共生教育担当
子どもの体力向上推進事業 教育委員会事務局学校教育部健康教育課
健康教育推進事業 教育委員会事務局学校教育部健康教育課
中学校給食推進事業 教育委員会事務局中学校給食推進室
学校給食運営事業 教育委員会事務局学校教育部健康教育課
教育の情報化推進事業 教育委員会事務局川崎市総合教育センタ－
魅力ある高校教育の推進事業 教育委員会事務局総務部教育改革推進担当
中高一貫教育推進事業 教育委員会事務局総務部教育改革推進担当
道徳教育推進事業 教育委員会事務局川崎市総合教育センター
学校教育活動支援事業 教育委員会事務局川崎市総合教育センター
学校給食会補助事業 教育委員会事務局学校教育部健康教育課
児童支援コーディネーター専任化事業 教育委員会事務局学校教育部指導課
特別支援教育推進事業 教育委員会事務局学校教育部指導課
共生・共育推進事業 教育委員会事務局総務部教育改革推進担当
児童生徒指導・相談事業 教育委員会事務局川崎市総合教育センタ－
適応指導教室事業 教育委員会事務局川崎市総合教育センタ－
海外帰国・外国人児童生徒相談事業 教育委員会事務局川崎市総合教育センタ－
就学援助・就学事務 教育委員会事務局総務部学事課
奨学金認定・支給事務 教育委員会事務局総務部学事課
学校安全推進事業 教育委員会事務局学校教育部健康教育課
学校施設長期保全計画推進事業 教育委員会事務局教育環境整備推進室
学校施設環境改善事業 教育委員会事務局教育環境整備推進室
学校施設維持管理事業 教育委員会事務局教育環境整備推進室
児童生徒増加対策事業 教育委員会事務局総務部企画課

2-2-2
一人ひとりの教育的ニーズへの対
応

教育委員会事務局
学校教育部指導課

2-2-3 安全で快適な教育環境の整備
教育委員会事務局
教育環境整備推進室

2-1-4
子どもが安心して暮らせる支援体
制づくり

こども未来局
児童家庭支援・虐待対策室

2-2-1
「生きる力」を伸ばし、人間として
の在り方生き方の軸をつくる教育
の推進

教育委員会事務局
学校教育部指導課

質の高い保育・幼児教育の推進
こども未来局
子育て推進部事業調整・待機児童対
策担当

2-1-2

2-1-3 子どものすこやかな成長の促進
こども未来局
青少年支援室

1-6-3 健康で快適な生活と環境の確保
健康福祉局
保健所感染症対策課

2-1-1
子育てを社会全体で支える取組
の推進

こども未来局
総務部企画課

1-6-2 信頼される市立病院の運営
病院局
経営企画室

1-5-2 自立生活に向けた取組の推進
健康福祉局
生活保護・自立支援室

1-6-1 医療供給体制の充実・強化
健康福祉局
保健医療政策室

政策2-1 安心して子育てできる環境をつくる

政策2-2 未来を担う人材を育成する

政策1-6 市民の健康を守る
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基本政策 施策コード 施策名 所属 事務事業名 所属

地域等による学校運営への参加促進事業 教育委員会事務局総務部教育改革推進担当
区における教育支援推進事業 教育委員会事務局総務部教育改革推進担当
地域に開かれた特色ある学校づくり推進事業 教育委員会事務局学校教育部指導課
教職員研修事業 教育委員会事務局川崎市総合教育センタ－
県費教職員移管業務 教育委員会事務局職員部県費教職員移管準備担当

教職員の選考・任免業務 教育委員会事務局職員部教職員課
学校の管理運営支援事業 教育委員会事務局総務部学事課
教職員の人事・定数配置業務 教育委員会事務局職員部教職員課
教育研究団体補助事業 教育委員会事務局学校教育部指導課

家庭教育支援事業 教育委員会事務局生涯学習部生涯学習推進課
地域における教育活動の推進事業 教育委員会事務局生涯学習部生涯学習推進課
地域の寺子屋事業 教育委員会事務局生涯学習部生涯学習推進課
社会教育振興事業 教育委員会事務局生涯学習部生涯学習推進課
図書館運営事業 教育委員会事務局生涯学習部生涯学習推進課
生涯学習施設の環境整備事業 教育委員会事務局生涯学習部生涯学習推進課
社会教育関係団体等への支援・連携事業 教育委員会事務局生涯学習部生涯学習推進課

基本政策3　市民生活を豊かにする環境づくり

地球温暖化対策事業 環境局地球環境推進室
環境エネルギー推進事業 環境局地球環境推進室
次世代自動車普及促進事業 環境局地球環境推進室
グリーンイノベーション・国際環境施策推進事業 環境局地球環境推進室
環境教育推進事業 環境局総務部環境調整課
環境パートナーシップかわさき事業 環境局総務部環境調整課
環境功労者表彰事業 環境局総務部庶務課
エコオフィス推進事業 環境局地球環境推進室
環境影響評価・環境調査事業 環境局環境評価室
環境総合研究所環境教育推進事業 環境局環境総合研究所事業推進課
国際環境技術連携事業 環境局環境総合研究所事業推進課
都市環境研究事業 環境局環境総合研究所都市環境課
産学公民連携事業 環境局環境総合研究所都市環境課
国際連携・研究推進事業 環境局環境総合研究所事業推進課

大気汚染防止対策事業 環境局環境対策部大気環境課
有害大気汚染物質対策事業 環境局環境対策部大気環境課
環境大気常時監視事業 環境局環境総合研究所地域環境・公害監視課
自動車排出ガス対策事業 環境局環境対策部大気環境課
水質汚濁防止対策事業 環境局環境対策部水質環境課
土壌汚染対策事業 環境局環境対策部水質環境課
大気環境調査研究事業 環境局環境総合研究所地域環境・公害監視課
地盤沈下・地下水保全事業 環境局環境対策部水質環境課
水環境調査研究事業 環境局環境総合研究所地域環境・公害監視課
生物学的調査研究事業 環境局環境総合研究所環境リスク調査課
化学物質適正管理推進事業 環境局環境対策部環境管理課
ＰＲＴＲ推進事業 環境局環境対策部環境管理課
ダイオキシン類対策事業 環境局環境対策部大気環境課
環境リスク評価研究事業 環境局環境総合研究所環境リスク調査課
環境化学物質研究事業 環境局環境総合研究所環境リスク調査課
騒音振動対策事業 環境局環境対策部大気環境課
交通騒音・振動対策事業 環境局環境対策部大気環境課
悪臭防止対策事業 環境局環境対策部大気環境課
公害企画調整事務 環境局環境対策部環境管理課
公害防止資金融資事業 環境局環境対策部環境管理課
環境情報システム運営事業 環境局環境対策部環境管理課
減量リサイクル推進事業 環境局生活環境部減量推進課
事業系ごみ減量化推進事業 環境局生活環境部減量推進課
資源物・ごみ収集事業 環境局生活環境部収集計画課
資源物・ごみ処理事業 環境局施設部処理計画課
廃棄物処理施設基幹的整備事業 環境局施設部施設整備課
廃棄物処理施設建設事業 環境局施設部施設建設課
廃棄物企画調整事業 環境局生活環境部廃棄物政策担当
余熱利用市民施設・橘ＲＣＣ運営事業 環境局生活環境部減量推進課
し尿・浄化槽収集事業 環境局生活環境部収集計画課
産業廃棄物指導・許可等事業 環境局生活環境部廃棄物指導課
廃棄物処理施設等整備事業 環境局施設部施設整備課
廃棄物中継輸送等事業 環境局施設部処理計画課
海面埋立事業 環境局施設部処理計画課
し尿処理事業 環境局施設部処理計画課
建設リサイクル法業務 まちづくり局指導部建築指導課
建設リサイクル事業 建設緑政局総務部技術監理課
建設発生土処理事業 建設緑政局総務部技術監理課

緑の基本計画推進事業 建設緑政局緑政部みどりの企画管理課
都市緑化推進事業 建設緑政局緑政部みどりの協働推進課
市民100万本植樹運動事業 建設緑政局緑政部みどりの協働推進課
パークマネジメント推進事業 建設緑政局緑政部みどりの企画管理課
生物多様性推進事業 環境局総務部環境調整課
身近な公園緑地等の管理運営事業 建設緑政局緑政部みどりの協働推進課
緑のボランティアセンター事業 建設緑政局緑政部みどりの協働推進課
緑化協議による緑のまちづくりの推進事業 建設緑政局緑政部みどりの協働推進課
富士見公園整備事業 建設緑政局緑政部みどりの保全整備課
等々力緑地再編整備事業 建設緑政局等々力緑地再編整備室
生田緑地整備事業 建設緑政局緑政部みどりの保全整備課
魅力的な公園整備事業 建設緑政局緑政部みどりの保全整備課
市営霊園の整備 建設緑政局緑政部霊園事務所
公園施設長寿命化事業 建設緑政局緑政部みどりの保全整備課
河川環境整備事業 建設緑政局道路河川整備部河川課
長期未整備公園緑地の見直し事業 建設緑政局緑政部みどりの保全整備課
夢見ヶ崎動物公園にぎわい創出事業 建設緑政局緑政部夢見ヶ崎動物公園
菅生緑地整備事業 建設緑政局緑政部みどりの保全整備課
等々力緑地維持管理事業 建設緑政局緑政部みどりの保全整備課
生田緑地維持管理事業 建設緑政局緑政部みどりの保全整備課
公園緑地維持管理事業 建設緑政局緑政部みどりの保全整備課
公園緑地の適正管理 建設緑政局緑政部みどりの企画管理課
街路樹適正管理事業 建設緑政局緑政部みどりの保全整備課
緑地保全事業 建設緑政局緑政部みどりの保全整備課
里山再生事業 建設緑政局緑政部みどりの協働推進課
多摩・三浦丘陵広域連携事業 建設緑政局緑政部みどりの協働推進課
保全緑地管理事業 建設緑政局緑政部みどりの保全整備課
保全管理計画策定事業 建設緑政局緑政部みどりの協働推進課

3-3-3 多摩丘陵の保全
建設緑政局
緑政部みどりの企画管理課

3-3-1
協働の取組による緑の創出と育
成

建設緑政局
緑政部みどりの協働推進課

3-3-2 魅力ある公園緑地等の整備
建設緑政局
緑政部みどりの保全整備課

3-2-1 地域環境対策の推進
環境局
環境対策部環境管理課

3-2-2
持続可能な循環型のまちをめざし
た取組の推進

環境局
生活環境部廃棄物政策担当

政策3-3 緑と水の豊かな環境をつくりだす

2-3-2 自ら学び、活動するための支援
教育委員会事務局
生涯学習部生涯学習推進課

3-1-1
地球環境の保全に向けた取組の
推進

環境局
地球環境推進室

2-2-4 学校の教育力の向上
教育委員会事務局
総務部教育改革推進担当

2-3-1 家庭・地域の教育力の向上
教育委員会事務局
生涯学習部生涯学習推進課

政策3-1 環境に配慮したしくみをつくる

政策2-3 生涯を通じて学び成長する

政策3-2 地域環境を守る
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基本政策 施策コード 施策名 所属 事務事業名 所属

農環境保全・活用事業 経済労働局都市農業振興センター農地課
農業体験提供事業 経済労働局都市農業振興センター農業振興課
市民・「農」交流機会推進事業 経済労働局都市農業振興センター農業振興課
都市農業価値発信事業 経済労働局都市農業振興センター農業振興課
多摩川プラン推進事業 建設緑政局緑政部多摩川施策推進課
多摩川市民協働推進事業 建設緑政局緑政部多摩川施策推進課
多摩川緑地維持管理事業 建設緑政局緑政部多摩川施策推進課

基本政策4　活力と魅力あふれる力強い都市づくり

海外販路開拓事業 経済労働局国際経済推進室
国際環境産業推進事業 経済労働局国際経済推進室
上下水道分野における国際展開推進事業 上下水道局経営管理部経営企画課
アジア起業家誘致交流促進事業 経済労働局国際経済推進室
商店街課題対応事業 経済労働局産業振興部商業振興課
商業ネットワーク事業 経済労働局産業振興部商業振興課
地域連携事業 経済労働局産業振興部商業振興課
まちづくり連動事業 経済労働局産業振興部商業振興課
商業力強化事業 経済労働局産業振興部商業振興課
卸売市場の管理運営事業 経済労働局中央卸売市場北部市場管理課
卸売市場施設整備事業 経済労働局中央卸売市場北部市場管理課
計量検査事業 経済労働局産業振興部工業振興課
計量管理推進指導事業 経済労働局産業振興部工業振興課
商業バリューアップ事業 経済労働局産業振興部商業振興課
卸売市場関係事業者に関する許可・指導監督業務 経済労働局中央卸売市場北部市場業務課
知的財産戦略の推進 経済労働局産業政策部企画課
ものづくり中小企業経営革新等支援事業 経済労働局産業振興部工業振興課
ものづくり中小企業販路開拓支援事業 経済労働局産業振興部工業振興課
かわさきブランド推進事業 経済労働局産業振興部工業振興課
テクノトランスファー事業 経済労働局産業振興部工業振興課
事業承継・事業継続支援事業 経済労働局産業振興部工業振興課
川崎市産業振興財団運営費等補助事業 経済労働局産業振興部工業振興課
間接融資事業 経済労働局産業振興部金融課
信用保証等促進支援事業 経済労働局産業振興部金融課
先端産業等立地促進事業 経済労働局産業振興部工業振興課
対内投資促進事業 経済労働局国際経済推進室
内陸部操業環境保全対策事業 経済労働局産業振興部工業振興課
産業振興協議会等推進事業 経済労働局産業政策部企画課
商工業従業員永年勤続者表彰事業 経済労働局産業振興部工業振興課
建設業振興事業 経済労働局産業振興部工業振興課
経済団体等助成・支援事業 経済労働局産業振興部工業振興課
マイコンシティ地区活性化推進事業 経済労働局産業振興部工業振興課
水江町地区活性化推進事業 経済労働局産業振興部工業振興課
新川崎Ａ地区活性化推進事業 経済労働局産業振興部工業振興課
金融対策指導事業 経済労働局産業振興部金融課
中小企業の経営相談・金融相談事業 経済労働局産業振興部金融課
中小企業の経営相談・金融相談事業(溝口事務所) 経済労働局産業振興部中小企業溝口事務所
産業デザイン振興育成事業 経済労働局次世代産業推進室
担い手・後継者育成事業 経済労働局都市農業振興センター農業振興課
農業経営支援・研究事業 経済労働局都市農業振興センター農業技術支援センター

農業生産基盤維持・管理事業 経済労働局都市農業振興センター農地課
援農ボランティア育成・活用事業 経済労働局都市農業振興センター農業技術支援センター

多様な連携推進事業 経済労働局都市農業振興センター農業振興課

起業化総合支援事業 経済労働局次世代産業推進室
新産業創造支援事業 経済労働局次世代産業推進室
ウェルフェアイノベーション推進事業 経済労働局次世代産業推進室
かわさき基準推進事業 経済労働局次世代産業推進室
コミュニティビジネス振興事業 経済労働局産業政策部企画課
環境調和型まちづくり(エコタウン)推進事業 経済労働局国際経済推進室
コンテンツ産業振興事業 経済労働局次世代産業推進室
新エネルギー産業創出事業 経済労働局国際経済推進室
環境調和型産業振興事業 経済労働局国際経済推進室
福祉サービス高度化事業 経済労働局次世代産業推進室
福祉製品創出支援事業 経済労働局次世代産業推進室
新川崎・創造のもり推進事業 経済労働局次世代産業推進室
ナノ医療イノベーション推進事業 臨海部国際戦略本部国際戦略推進部
医工連携等推進事業 経済労働局次世代産業推進室
科学技術基盤の強化・連携 経済労働局産業政策部企画課
コンベンション等整備推進事業 経済労働局産業政策部企画課
先端科学技術啓発推進事業 経済労働局産業政策部企画課
ナノ医療イノベーションセンター用地等管理事業 臨海部国際戦略本部国際戦略推進部
スマートシティ推進事業 環境局地球環境推進室
水素戦略推進事業 臨海部国際戦略本部臨海部事業推進部
地域情報化推進事業 総務企画局情報管理部ＩＣＴ推進課
行政情報化推進事業 総務企画局情報管理部ＩＣＴ推進課
電子申請推進事業 総務企画局情報管理部システム管理課
公共施設利用予約システム事業 市民文化局市民生活部企画課
情報統括監理推進事業 総務企画局情報管理部ＩＣＴ推進課
情報環境整備事業 総務企画局情報管理部システム管理課

雇用労働対策・就業支援事業 経済労働局労働雇用部
地域ものづくり等支援事業 経済労働局産業振興部工業振興課
かわさきマイスター制度事業 経済労働局労働雇用部
技能奨励事業 経済労働局労働雇用部
生活文化会館の管理運営事業 経済労働局労働雇用部
産業人材育成事業 経済労働局労働雇用部
勤労者福祉共済 経済労働局労働雇用部
勤労者福祉対策事業 経済労働局労働雇用部
労働会館の管理運営事業 経済労働局労働雇用部
労働資料の調査及び刊行業務 経済労働局労働雇用部
住宅相談事業 経済労働局労働雇用部

国際戦略拠点地区整備推進事業 臨海部国際戦略本部国際戦略推進部
サポートエリア整備推進事業 臨海部国際戦略本部拠点整備推進部
臨海部へのアクセス向上推進事業 まちづくり局交通政策室
臨海部交通ネットワーク整備事業 臨海部国際戦略本部拠点整備推進部
羽田連絡道路整備事業 建設緑政局広域道路整備室
臨海部活性化推進事業 臨海部国際戦略本部臨海部事業推進部
川崎臨海部スマートコンビナートの推進事業 経済労働局国際経済推進室
多摩川リバーサイド地区整備推進事業 まちづくり局総務部企画課

4-4-1
臨海部の戦略的な産業集積と基
盤整備

臨海部国際戦略本部
国際戦略推進部

4-3-1 人材を活かすしくみづくり
経済労働局
労働雇用部

4-3-2 働きやすい環境づくり
経済労働局
労働雇用部

4-2-4 スマートシティの推進
環境局
地球環境推進室

4-2-5
ＩＣＴ（情報通信技術）の活用による
市民利便性の向上

総務企画局
情報管理部ＩＣＴ推進課

4-2-2
地域を支える産業の育成・市内事
業者等の新分野への進出支援

経済労働局
次世代産業推進室

4-2-3
科学技術を活かした研究開発基
盤の強化

経済労働局
産業政策部企画課

4-1-4
都市農業の強みを活かした農業
経営の強化

経済労働局
都市農業振興センター農業振興課

4-2-1
ベンチャー支援、起業・創業の促
進

経済労働局
次世代産業推進室

4-1-2
魅力と活力のある商業地域の形
成

経済労働局
産業振興部商業振興課

4-1-3
中小企業の競争力強化と活力あ
る産業集積の形成

経済労働局
産業振興部工業振興課

3-3-5
多摩川の魅力を活かす総合的な
取組の推進

建設緑政局
緑政部多摩川施策推進課

4-1-1
アジアを中心とした海外での事業
展開支援の強化

経済労働局
国際経済推進室

3-3-4
農地の保全・活用と「農」とのふれ
あいの推進

経済労働局
農業振興センター農地課

政策4-3 生き生きと働き続けられる環境をつくる

政策4-4 臨海部を活性化する

政策4-1 川崎の発展を支える産業の振興

政策4-2 新たな産業の創出と革新的な技術による生活利便性の向上
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基本政策 施策コード 施策名 所属 事務事業名 所属

東扇島物流促進事業 港湾局港湾経営部経営企画課
千鳥町再整備事業 港湾局港湾経営部整備計画課
港湾施設整備事業 港湾局港湾経営部整備計画課
ポートセールス事業 港湾局港湾振興部誘致振興課
臨港道路東扇島水江町線整備事業 港湾局港湾経営部整備計画課
川崎港海底トンネル改修事業 港湾局港湾経営部整備計画課
埋立地維持・整備事業 港湾局港湾経営部整備計画課
友好港交流推進事業 港湾局港湾振興部誘致振興課
港湾統計・情報システム運営事業 港湾局港湾振興部誘致振興課
浮島１期地区基盤整備事業 港湾局港湾経営部経営企画課
港湾管理事業 港湾局港湾経営部経営企画課
東扇島小型船舶基地整備計画策定事業 港湾局港湾経営部経営企画課
京浜港広域連携推進事業 港湾局港湾経営部経営企画課
港湾計画策定事業 港湾局港湾経営部経営企画課
港湾施設維持管理事業 港湾局港湾経営部整備計画課
港湾における規制指導事業 港湾局川崎港管理センター港湾管理課
陸上施設等管理運営事業 港湾局川崎港管理センター港営課
海上・係留施設等管理運営事業 港湾局川崎港管理センター港営課
入出港船舶等調整事業 港湾局川崎港管理センター港営課
川崎港海底トンネル維持管理事業 港湾局川崎港管理センター設備課
コンテナターミナル維持・整備事業 港湾局川崎港管理センター設備課
港湾振興事業 港湾局港湾振興部誘致振興課
港湾振興会館管理運営事業 港湾局川崎港管理センター港湾管理課
川崎港緑化推進事業 港湾局港湾経営部経営企画課
川崎港保安対策事業 港湾局川崎港管理センター港営課
川崎港美化推進事業 港湾局川崎港管理センター港営課
浮島２期地区埋立事業 港湾局川崎港管理センター整備課
港湾緑地維持管理事業 港湾局川崎港管理センター港営課

川崎駅周辺総合整備事業 まちづくり局市街地開発部地域整備推進課
京急川崎駅周辺地区整備事業 まちづくり局拠点整備推進室
ＪＲ川崎駅北口自由通路等整備事業 まちづくり局拠点整備推進室川崎担当
小杉駅周辺地区整備事業 まちづくり局拠点整備推進室
新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり推進事業 まちづくり局市街地整備部地域整備推進課
新川崎駅・鹿島田駅周辺地区まちづくり推進事業 まちづくり局市街地整備部地域整備推進課
溝口駅周辺地区まちづくり推進事業 建設緑政局道路河川整備部道路整備課
鷺沼駅周辺まちづくり推進事業 まちづくり局総務部企画課
登戸土地区画整理事業 まちづくり局登戸区画整理事務所
柿生駅周辺地区再開発等事業 まちづくり局市街地整備部地域整備推進課
南武線沿線まちづくり推進事業 まちづくり局市街地整備部地域整備推進課
南武支線沿線まちづくり推進事業 まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課

都市計画マスタープラン等策定・推進事業 まちづくり局計画部都市計画課
地域地区等計画策定・推進事業 まちづくり局計画部都市計画課
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等改定・推進事業 まちづくり局計画部都市計画課
都市施設の計画管理等事業 まちづくり局計画部都市計画課
都市計画地図情報・基礎調査等事業 まちづくり局計画部都市計画課
マンション建替え支援指導業務 まちづくり局市街地整備部地域整備推進課
優良建築物等整備事業 まちづくり局市街地整備部地域整備推進課
庁舎等建築物の長寿命化対策 まちづくり局施設整備部施設保全担当
大規模低未利用地等のまちづくり誘導 まちづくり局総務部企画課
市街地開発事業の推進 まちづくり局市街地開発部地域整備推進課
住居表示調査等事業 市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課
まちづくり対策事業 まちづくり局総務部まちづくり調整課
建築・宅地に関する指導・審査事業 まちづくり局指導部建築管理課
長期優良建築物支援事業 まちづくり局指導部建築指導課
建築物環境配慮推進事業 まちづくり局指導部建築指導課
低炭素建築物支援事業 まちづくり局指導部建築指導課
木材利用促進事業 まちづくり局総務部企画課
都市景観形成推進事業 まちづくり局計画部景観担当
景観形成誘導推進事業 まちづくり局計画部景観担当
街なみ誘導支援事業 まちづくり局計画部景観担当
地区まちづくり推進事業 まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課
誘導的建築行政推進事業 まちづくり局計画部景観担当

総合交通計画調査事業 まちづくり局交通政策室
鉄道計画関連事業 まちづくり局交通政策室
広域幹線道路整備促進事業 建設緑政局広域道路整備室
川崎縦貫道路の整備事業 建設緑政局広域道路整備室
都市計画道路網調査事業 まちづくり局計画部都市計画課
道路計画調査事業 建設緑政局総務部企画課
道路改良事業 建設緑政局道路河川整備部道路整備課
渋滞対策事業 建設緑政局総務部企画課
橋りょう整備事業 建設緑政局道路河川整備部道路整備課
京浜急行大師線連続立体交差事業 建設緑政局道路河川整備部道路整備課
ＪＲ南武線連続立体交差事業 建設緑政局道路河川整備部道路整備課
地域交通支援事業 まちづくり局交通政策室
コミュニティ交通支援事業 まちづくり局交通政策室
交通案内情報の充実 まちづくり局交通政策室
自転車通行環境整備事業 建設緑政局総務部企画課
駐車施設整備推進事業 まちづくり局交通政策室
市バス運輸安全マネジメント推進事業 交通局自動車部安全・サービス課
市バス安全教育推進事業 交通局自動車部安全・サービス課
市バスネットワーク推進事業 交通局自動車部運輸課
市バスお客様サービス推進事業 交通局自動車部安全・サービス課
市バス移動空間快適化事業 交通局自動車部管理課
市バス事業基盤強化事業 交通局企画管理部庶務課
市バス経営力強化事業 交通局企画管理部経営企画課
市バス地域貢献事業 交通局企画管理部経営企画課
市バス経営計画推進事業 交通局企画管理部経営企画課

市民スポーツ推進事業 市民文化局市民スポーツ室
地域スポーツ推進事業 市民文化局市民スポーツ室
競技スポーツ大会開催・支援事業 市民文化局市民スポーツ室
ホームタウンスポーツ推進事業 市民文化局市民スポーツ室
スポーツセンター等管理運営事業 市民文化局市民スポーツ室
スポーツ・文化総合センター整備・運営事業 市民文化局市民生活部企画課
東京オリンピック・パラリンピック推進事業 市民文化局オリンピック・パラリンピック推進室

4-7-4 市バスの輸送サービスの充実
交通局
企画管理部経営企画課

4-8-1 スポーツのまちづくりの推進
市民文化局
市民スポーツ室

政策4-8 スポーツ・文化芸術を振興する

4-7-2 市域の交通網の整備
建設緑政局
総務部企画課

4-7-3 身近な交通環境の整備
まちづくり局
交通政策室

4-6-2
地域の主体的な街なみ形成の推
進

まちづくり局
計画部景観担当

4-7-1 広域的な交通網の整備
まちづくり局
交通政策室

4-5-2
個性を活かした地域生活拠点等
の整備

まちづくり局
市街地整備部地域整備推進課

4-6-1
安全で安心して快適に暮らせる計
画的なまちづくりの推進

まちづくり局
計画部都市計画課

4-4-3
市民に開かれた安全で快適な臨
海部の環境整備

港湾局
港湾経営部経営企画課

4-5-1 魅力にあふれた広域拠点の形成
まちづくり局
市街地整備部地域整備推進課

4-4-2
広域連携による港湾物流拠点の
形成

港湾局
港湾経営部経営企画課

政策4-5 魅力ある都市拠点を整備する

政策4-6 良好な都市環境の形成を推進する

政策4-7 総合的な交通体系を構築する
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基本政策 施策コード 施策名 所属 事務事業名 所属

市民文化活動支援事業 市民文化局市民文化振興室
文化財保護・活用事業 教育委員会事務局生涯学習部文化財課
東海道かわさき宿交流館管理運営事業 市民文化局市民文化振興室
市民ミュージアム管理運営事業 市民文化局川崎市市民ミュージアム
大山街道ふるさと館管理運営事業 市民文化局市民文化振興室
市民プラザ管理運営事業 市民文化局市民生活部企画課
橘樹官衙遺跡群保存整備・活用事業 教育委員会事務局生涯学習部文化財課
藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム事業 市民文化局市民文化振興室
岡本太郎美術館管理運営事業 市民文化局市民文化振興室
日本民家園管理運営事業 教育委員会事務局生涯学習部文化財課
青少年科学館管理運営事業 教育委員会事務局生涯学習部文化財課
アートセンター管理運営事業 市民文化局市民文化振興室
音楽のまちづくり推進事業 市民文化局市民文化振興室
川崎シンフォニーホール管理運営事業 市民文化局市民文化振興室
映像のまち・かわさき推進事業 市民文化局市民文化振興室

シティプロモーション推進事業 総務企画局シティプロモーション推進室
国際交流推進事業 総務企画局総務部庶務課
国際施策推進事業 総務企画局総務部庶務課
交流推進事業 市民文化局市民生活部（交流推進担当）
国際交流センター管理運営事業 市民文化局市民生活部（交流推進担当）
市民文化大使事業 市民文化局市民文化振興室
観光振興事業 経済労働局産業振興部観光プロモーション推進課

産業観光推進事業 経済労働局産業振興部観光プロモーション推進課

市制記念花火大会事業 経済労働局産業振興部観光プロモーション推進課

競輪場整備 経済労働局公営事業部総務課
競輪開催・運営 経済労働局公営事業部業務課
競馬事業の運営 経済労働局公営事業部総務課

基本政策5　誰もが生きがいを持てる市民自治の地域づくり

多様な主体による協働・連携推進事業 市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

自治推進事業 市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

地域振興事業 市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課
市民活動支援事業 市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課
ＮＰＯ法人活動促進事業 市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課
地方分権改革推進事業 総務企画局都市政策部広域行政・地方分権担当

都市政策研究事業 総務企画局都市政策部企画調整課
広聴等事務 総務企画局都市政策部企画調整課
コンタクトセンター運営事業 総務企画局都市政策部企画調整課
区相談事業 市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課
広報事業 総務企画局シティプロモーション推進室
放送事業 総務企画局シティプロモーション推進室
報道事務 総務企画局シティプロモーション推進室
情報公開推進事務 総務企画局情報管理部行政情報課
公文書館運営事業 総務企画局情報管理部公文書館
区役所改革推進事業 市民文化局市民生活部企画課
区役所サービス向上事業 市民文化局コミュニティ推進部区政推進課
戸籍住民サービス事業 市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課
地域課題対応事業（川崎区） 川崎区役所まちづくり推進部企画課
地域課題対応事業（幸区） 幸区役所まちづくり推進部企画課
地域課題対応事業（中原区） 中原区役所まちづくり推進部企画課
地域課題対応事業（高津区） 高津区役所まちづくり推進部企画課
地域課題対応事業（宮前区） 宮前区役所まちづくり推進部企画課
地域課題対応事業（多摩区） 多摩区役所まちづくり推進部企画課
地域課題対応事業（麻生区） 麻生区役所まちづくり推進部企画課
区民会議運営事業(川崎区) 川崎区役所まちづくり推進部企画課
区民会議運営事業(幸区) 幸区役所まちづくり推進部企画課
区民会議運営事業(中原区) 中原区役所まちづくり推進部企画課
区民会議運営事業(高津区) 高津区役所まちづくり推進部企画課
区民会議運営事業(宮前区) 宮前区役所まちづくり推進部企画課
区民会議運営事業(多摩区) 多摩区役所まちづくり推進部企画課
区民会議運営事業(麻生区) 麻生区役所まちづくり推進部企画課
区民会議運営事業 市民文化局コミュニティ推進部区政推進課

人権関連事業 市民文化局人権・男女共同参画室
同和対策事業 市民文化局人権・男女共同参画室
外国人市民施策推進事業 市民文化局人権・男女共同参画室
子どもの権利施策推進事業 こども未来局青少年支援室
人権オンブズパーソン運営事業 市民オンブズマン事務局 人権オンブズパーソン担当

平和意識普及推進事業 市民文化局人権・男女共同参画室
平和館管理運営事業 市民文化局人権・男女共同参画室平和館
男女平等推進事業 市民文化局人権・男女共同参画室
男女共同参画センター管理運営事業 市民文化局人権・男女共同参画室

5-2-2
男女共同参画社会の形成に向け
た施策の推進

市民文化局
人権・男女共同参画室

5-1-3
共に支え合う地域づくりに向けた
区役所機能の強化

市民文化局
コミュニティ推進部区政推進課

5-2-1
平等と多様性を尊重した人権・平
和施策の推進

市民文化局
人権・男女共同参画室

政策5-2 人権を尊重し共に生きる社会をつくる

5-1-1
市民参加の促進と多様な主体と
の協働・連携のしくみづくり

市民文化局
コミュニティ推進部協働・連携推進課

5-1-2
迅速で的確な広報・広聴と市民に
開かれた情報共有の推進

総務企画局
都市政策部企画調整課

4-9-1
都市イメージの向上とシビックプラ
イドの醸成

総務企画局
シティプロモーション推進室

4-9-2
川崎の特性を活かした観光の振
興

経済労働局
産業振興部観光プロモーション推進
課、業務課

政策5-1 参加と協働により市民自治を推進する

4-8-2 市民の文化芸術活動の振興
市民文化局
市民文化振興室

4-8-3 音楽や映像のまちづくりの推進
市民文化局
市民文化振興室

政策4-9 戦略的なシティプロモーション
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