
　　市民文化局　１ 　　市民文化局　１

部長 ℡0805(27500)
課長 ℡0160(27501)

　　(1)  かわさきパラムーブメントに係る施策の企 ℡0809(27513)
 　　　画及び総合調整 ℡0529(27514)

課長 ℡2255(26101)
庶務係 ℡2256(26111)

　庶務係、経理係 ℡3600(26112)
　　(1)　局の人事、予算及び決算 調査 ℡3635(26113)
　　(2)　局内の連絡調整及び事務改善 経理係 ℡2241(26121)
　　(3)　局内他の課の主管に属しないこと ℡2247(26122)

課長 ℡2246(26102)
企画調整 ℡2264(26131)

　　(1)  局主要事業の企画、調整及び進行管理 企画調整・ふれあいネット
　　(2)　局の所管に属する施設（区役所等庁舎を除 ℡2296(26141)
       く。） の整備 施設調整 ℡3865(26105)
　　(3)　公共施設利用予約システム ℡3866(26171)
　　(4)　局民間活用事業者選定評価委員会
　　(5)　川崎市民プラザ

課長 ℡2354(26301)
交通安全係 ℡2719(26302)

交通安全係 ℡2266(26311)
　　(1)　防犯対策の総括 ℡2267(26312)
　　(2)　犯罪被害者等支援 地域安全 ℡2512(26303)
　　(3)  路上喫煙防止対策 ℡2284(26321)
　　(4)　客引き行為等防止対策 ℡2285(26322)
　　(5)　自衛官及び自衛官候補生の募集 ℡2305(26323)
　　(6)　交通安全対策の企画及び調整 安全対策推進
　　(7)　違法駐車等の防止 ℡3839(26325)
　　(8)　交通事故の相談
　　(9)　交通安全の普及啓発
　　(10) 各種交通安全運動
　　(11) 交通安全関係行政機関及び団体との連絡調整
　　(12) 交通安全対策会議

市 民 文 化 局

市 民 生 活 部

局長 ℡2250(26000)

部長 ℡2251(26100)

庶 務 課

企 画 課

地域安全推進課

パラムーブメント推進担当
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　　市民文化局　２ 　　市民文化局　２

課長 ℡2734(26401)
管理 ℡2735(26411)

戸籍・住民記録係 ℡2759(26412)
　　(1)  戸籍事務、住民基本台帳事務、社会保障・ 住居表示 ℡2736(26421)
       税番号制度に係る通知カード及び個人番号 ℡2737(26422)
　　　 カードに関する事務、電子署名に係る公的個 戸籍・住民記録係
　　 　人認証事務、印鑑登録事務等の総括及び改善 ℡2342(26431)
　　(2)　住居表示 ℡2259(26433)
　　(3)  町界町名の改正 ℡2260(26432)

システム管理・運用改善
℡0166(26434)

マイナンバーカードセンター

℡861-3281(64750)

課長 ℡2240(26801)
交流推進 ℡3680(26811)

　　(1)　多文化共生施策の推進及び総合調整 外国人市民施策
　　(2)　国内友好都市との交流 ℡2846(26812)
　　(3)　多文化共生社会推進協議会 施策調整 ℡0094(26802)
　　(4)　外国人市民代表者会議 ℡0095(26821)
　　(5)　国際交流センター
　　(6)　公益財団法人川崎市国際交流協会

課長 ℡2017(26501)
協働・連携 ℡0387(26521)

　　(1)　市民自治の推進 コミュニティ施策
　　(2)　参加に係る企画及び調整 ℡1986(26542)
　　(3)　協働に係る企画及び調整 市民自治 ℡2168(26511)
　　(4)　多様な主体の連携に係る企画及び調整 参加・連携 ℡0392(26531)

課長 ℡3716(26201)
ＮＰＯ法人係

ＮＰＯ法人係、地域活動支援係 ℡3795(26241)
　　(1)　地域振興に係る施策の企画及び調整 地域活動支援係
　　(2)　地域住民組織の振興 ℡2479(26221)
　　(3)　美化運動 市民活動・相談
　　(4)　川崎市全町内会連合会との連絡調整 ℡2349(26232)
　　(5)　市民活動の支援に係る施策の推進
　　(6)　特定非営利活動法人の設立の認証等
　　(7)　寄附金控除の対象となる特定非営利活動法人の認定等
　　(8)　指定特定非営利活動法人審査会
　　(9)　公益財団法人川崎市市民自治財団及び公益財団法人かわさき市民活動セ
　　 　ンター
　　(10) 区における相談実施の総括

部長 ℡0202(26500)

市民活動推進課

戸籍住民サービス課

協働･連携推進課

多文化共生推進課

コミュニティ推進部
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　　市民文化局　３ 　　市民文化局　３

課長 ℡2258(27801)
区調整係 ℡2357(27811)

区調整係、区民サービス係 ℡2358(27812)
　　(1)　区役所改革の推進に係る調整 区民サービス係
　　(2)　区政に係る施策の調査研究、企画及び推進 ℡2309(27821)
　　(3)　区の事務事業及び区に関連する各局事務事 地域づくり ℡2459(27840)
　　　 業の調整 機能再編 ℡2855(27830)
　　(4)　区役所、支所等の庁舎の整備 区役所環境整備
　　(5)　行政サービスコーナーの総括 ℡3757(27803)
　　(6)　川崎駅北口行政サービス施設の管理運営の ℡2023(27851)
　　　 調整 ℡2490(27852)

川崎駅北口行政サービス施設

℡2458(27802)

 　 室長室長     ℡2368(27200)
人権・同和・平和

         ℡2315(27201)
　　(1)　人権に係る施策の総合調整          ℡2316(27211)
　　(2)　同和対策事業の推進          ℡2688(27261)
　　(3)　平和施策の総合調整 人権尊重のまちづくり
　　(4)　不当な差別のない人権尊重のまちづくりの          ℡2369(27202)
　　 　推進          ℡2359(27241)
　　(5)　男女共同参画社会の形成の促進に係る施策          ℡0098(27242)
　　 　の調査研究、企画及び総合調整          ℡2359(27243)
　　(6)　人権尊重のまちづくり推進協議会 男女共同参画
　　(7)　差別防止対策等審査会          ℡2269(27203)
　　(8)　男女平等推進審議会          ℡2300(27221)
　　(9)　平和館との連絡調整  ℡2300(27222)
　　(10) 男女共同参画センター

 

　　(1)　館の使用許可
　　(2)　館の維持管理
　　(3)　平和事業の推進
　　(4)　平和館運営委員会

人 権 ・ 男 女 共 同 参 画 室

平 和 館 〔第２類〕

区 政 推 進 課
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　　市民文化局　４ 市民文化局　４

室長 ℡3034(27400)
企画調整 ℡3311(27401)

℡3312(27411)
 　 (1)　スポーツの推進 ℡3312(27412)
　　(2)　スポーツ及びレクリエーションの調査及び 地域スポーツ
　　　 企画 ℡3322(27421)
　　(3)　スポーツ推進審議会 スポーツのまちづくり
 　 (4)　スポーツ推進委員の総括 ℡3723(27402)
　　(5)　スポーツ関係団体及びレクリエーション関 ホームタウンスポーツ
　　　 係団体との連絡調整 ℡2257(27431)
　　(6)　とどろきアリーナ、スポーツセンター、 Ｊリーグ支援
　　　 武道館及びスポーツ・文化総合センターの ℡2245(27441)
　　　 総括及び管理運営の調整 スポーツ事業推進
　  (7)　Ｊリーグクラブとの連携 ℡3544(27403)
 　 (8)　アメリカンフットボール関係団体との連携 競技スポーツ
 　 (9)　公益財団法人川崎市スポーツ協会 ℡3245(27451)

℡3245(27452)
障害者スポーツ

℡3547(27461)
若者文化推進

℡2347(27404)
℡1722(27471)

室長 ℡2254(27700)
企画調整　　　　 ℡2122(27701)
文化芸術支援

 　 (1)　文化行政の企画及び総合調整          ℡2280(27711)
　　(2)　市民文化の普及及び向上その他文化芸術の 文化政策         ℡2029(27713)
　　　 振興 音楽のまち推進
　　(3)　市民行事の推進及び調整          ℡2306(27703)
 　 (4)　文化関係団体との連絡調整          ℡2030(27731)
　　(5)　新たな博物館、美術館          ℡3725(27733)
　　(6)　文化芸術振興会議 文化施設・映像のまち推進
　　(7)　川崎シンフォニーホール          ℡2416(27704)
　  (8)　アートセンター 映像のまち推進
    (9)  藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム          ℡2433(27741)
　　(10) 大山街道ふるさと館の総括 文化施設 ℡3713(27721)
 　 (11) 東海道かわさき宿交流館の総括 市民ミュージアム調整
　　(12) 市民ミュージアムとの連絡調整          ℡0097(27800)
 　 (13) 岡本太郎美術館との連絡調整 ℡2294(27702)
 　 (14) 公益財団法人川崎市文化財団 ℡0918(27723)

　　(1)　市民ミュージアムの維持管理
　　(2)　市民ミュージアムの市税外収入
　　(3)　考古、歴史、民俗、美術、映像等に係る資料及び作品の収集、展示、調
       査研究等       

 　 (1)　館の維持管理
　　(2)　館の市税外収入
　　(3)　美術作品及び資料の収集、展示、調査研究等

電話番号は、P116に掲載

電話番号は、P116に掲載岡本太郎美術館 〔第２類〕

市民スポーツ室

市民文化振興室

〔第１類〕市民ミュージアム
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