
経済労働局　１  経済労働局　１

課長 ℡2320(28101)
庶務係 ℡2321(28111)

　庶務係、経理係 ℡2322(28131)
　　(1)　局の人事、予算及び決算 経理係 ℡2323(28121)
　　(2)　局内の連絡調整及び事務改善 ℡2340(28141)
　　(3)　局事業の統計及び資料収集
　　(4)　局内他の課の主管に属しないこと
　　(5)　局民間活用事業者選定評価委員会

課長 ℡2360(28201)
企画調整 ℡2332(28211)

　　(1)　局主要事業の企画、調整及び進行管理 産業政策 ℡2337(28221)
　　(2)　地域経済に関する情報の収集及び分析
　　(3)　産業振興協議会
　　(4)　公益財団法人川崎市産業振興財団

室長 ℡2261(54800)
企画係 ℡2262(54828)
啓発係 ℡3864(54829)

 企画係、啓発係、相談係 相談係 ℡2263(54830)

   (3)　消費生活及び物価の情報収集、情報提供及び意識の啓発

　　(1)　所の維持管理
　　(2)　所の市税外収入
　　(3)　計量意識の啓発
　　(4)　計量管理
　　(5)　計量関係団体との連絡調整
　　(6)　量目検査及び指導
　　(7)　計量器の検査及び取締り
　  (8)　計量器に係る異議申立て及び再検査

   (5)　消費者行政推進委員会
   (6)　消費者団体の育成
   (7)　生活関連物資等の緊急対策
   (8)　計量検査所との連絡調整

       〔３類〕 電話番号は、P116に掲載

庶 務 課

企 画 課

   (1)　消費者行政に係る施策の企画、調査及び
  　　調整
   (2)　消費生活に係る事業者の指導

   (4)　消費生活に係る相談及び消費者訴訟の援助

経　済　労　働　局 局長 ℡2310(28000)

産 業 政 策 部 部長 ℡2311(28100)

消費者行政センター

計 量 検 査 所
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経済労働局　２ 経済労働局　２

課長課長　　　℡2325(28601)
産業振興 ℡2326(28611)

　  (1)　課の市税外収入 ℡3126(28612)
　  (2)　産業振興施策の推進（観光・地域活力推進 経営革新 ℡3722(28632)
       部及びイノベーション推進部の所管に属する ℡2324(28621)
 　　  ものを除く。) 立地調整 ℡2333(28331)
　  (3)　商工業関係団体等との連絡調整（観光・地 ℡3936(28332)
   　  域活力推進部の所管に属するものを除く。） 担当課長 ℡2314(28301)
　  (4)　中小企業等の経営革新 国際経済 ℡2363(28402)
　  (5)　中小企業等の経営の相談及び調査研究（観 ℡2336(28321)
       光・地域活力推進部の所管に属するものを除 担当課長 ℡3712(28303)
　　 　く。） 事業承継 ℡3896(28343)
　  (6)  企業誘致
　  (7)  産業立地の指導及び誘導
　  (8)  海外との産業交流の促進
　  (9)  国際経済及び貿易の振興
 　 (10) 産業振興会館

課長 ℡544-1845
融資制度 ℡544-1847
指導係 ℡544-1846

 指導係
　　 (1)　中小企業等の金融制度の企画及び金融対策
　　 (2)　中小企業等の金融の相談、調査及び指導
　　   (3)　川崎市信用保証協会
　   (4)　中小企業溝口事務所との連絡調整

　　(1)　中小企業の経営相談及び金融相談
　　(2)　中小企業の経営改善のための調査研究

　　(1)　観光施策の推進 担当課長 ℡2503(28702)
　　(2)　商業振興施策の推進 観光推進 ℡2327(28721)
　　(3)　商業関係団体との連絡調整 ℡3714(28733)
　　(4)　大規模小売店舗の立地 ℡0509(28723)
　　(5)　中小企業等の経営相談及び調査研究（経営 ℡2331(28717)
 　　　支援部の所管に属するものを除く。） 担当課長 ℡0508(28703)
　　(6)　川崎じもと応援券 地域活性化 ℡2329(28722)
　　(7)　観光振興計画推進委員会 ℡2352(28731)
　　(8)　大規模小売店舗立地審議会 ℡2308(28732)
　　(9)  コンベンションホール 担当課長 ℡2353(28701)
　　(10) 川崎アゼリア株式会社 商業・サービス業振興

℡2356(28713)
℡2328(28711)
℡2330(28712)

担当課長 ℡0146(28714)
地域消費活性化

℡0153(28716)
℡2361(28715)

部長部長　　  ℡2235(28400)観光・地域活力推進部

経 営 支 援 部 部長部長　　  ℡2312(28600)

経 営 支 援 課

金 融 課

　　 〔２類〕 電話番号は、P116に掲載中小企業溝口事務所
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経済労働局　３ 経済労働局　３

　  (1)　部の市税外収入 担当課長 ℡2339(28302)
　  (2)　起業及び創業の促進 成長産業 ℡3226(28351)
　  (3)　成長産業の創出及び育成 ℡2513(28352)
　  (4)　新川崎・創造のもり 担当課長 ℡3895(28304)
　  (5)　科学技術振興に係る施策の推進 創業 ℡2334(28341)
　  (6)　環境産業振興施策の推進 ℡0168(28342)
　  (7)　かわさき新産業創造センター ベンチャー産業創出

℡2973(28361)
℡2407(28362)

担当課長 ℡3213(28603)
グリーンイノベーション

℡2335(28631)
℡2313(28641)
℡2867(28642)

　　(1)　労使団体及び関係官公署との連絡調整 担当課長 ℡2298(28801)
　　(2)　労働資料の調査及び刊行 労政 ℡2271(28811)
　　(3)　雇用対策 働き方改革 ℡3212(28861)
　　(4)　勤労者福祉の推進及び啓発 ・生産性向上
　　(5)　中小企業等の働き方改革及び生産性向上 勤労者福祉共済
　　(6)　技術技能の奨励及び振興並びに育成継承 ℡2275(28821)
　　(7)　勤労者福祉共済事業 担当課長 ℡2278(28802)
　　(8)　勤労者福祉共済運営協議会 雇用 ℡2276(28841)
　　(9)　かわさきマイスター選考委員会 技能奨励 ℡2299(28852)
　　(10) 生活文化会館 相談員
　　(11) 労働会館 (労働雇用部)

(中原区役所地域振興課)

　経理係、施設係
　　(1)　競輪事業の企画
　　(2)　競輪開催収支の経理及び決算
　　(3)　競輪事業収入の徴収
　　(4)　競輪場施設の維持管理
　　(5)　神奈川県川崎競馬組合との連絡調整
　　(6)　競馬の指定申請

　　(1)　競輪の開催計画及び執行
　　(2)　競輪の制裁審議
　　(3)　競輪関係団体との連絡調整
　　(4)　場外車券売場
　　(5)　従事員の労務管理

総 務 課

業 務 課

労 働 雇 用 部 部長部長　　  ℡2270(28800)

℡200-2272(28842)

℡744-3156(63214)

公 営 事 業 部 代表　℡233-5501(54826)

部長 ℡0161(28300)イノベーション推進部
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経済労働局　４ 経済労働局　４

　農政係、振興係
　　(1)　課の市税外収入
　　(2)　農業振興計画
　　(3)　農業生産振興
　　(4)　水産
　　(5)　森林
　　(6)　農業関係団体及び畜産関係団体との連絡調整
　　(7)　農業振興計画推進委員会
　　(8)　農業技術支援センターとの連絡調整

　　(8)　農業技術支援センターとの連絡調整

審査係、保全係
　　(1)　課の市税外収入
　　(2)　農業委員会
　　(3)　農業振興地域の整備計画
　　(4)　農業生産基盤の整備及び農業用水の利用調整
　　(5)　生産緑地
　　(6)　農地法
　　(7)　農地の利用調整
　　(8)　農業委員会委員選考委員会

　　(1)　センターの維持管理
　　(2)　センターの市税外収入
　　(3)　農業生産振興（農業振興課振興係の所管に属するものを除く。）
　　(4)　農産物の生産に係る相談、指導、試験研究及び技術的支援
　　(5)　農産物の生産に係る技術の向上を図るための講習会、研究会等の開催
　　(6)　農産物の生産に係る技術に関する情報の収集及び提供
　　(7)　果樹、野菜及び花き（以下「果樹等」という。）の優良な品種の普及
　　　 並びに果樹等の品種の保存
　　(8)　農業に対する理解を深めるための講習会、研修会等の開催
　　(9)　農産物の生産活動を支援するためのボランティアの養成

農 業 振 興 課

農 地 課

　　　　〔２類〕 電話番号は、P116に掲載

 経営支援係、技術支援係

都市農業振興センター 〔１類〕 電話番号は、P116に掲載

農業技術支援センター
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経済労働局　５ 経済労働局　５

　　(1)　市場の経営企画

　庶務係、管理係、施設維持係
　　(1)　市場の施設整備の計画及び実施
　　(2)　市場に係る事業の国庫補助等の協議及び手続
　　(3)　市場の市税外収入
　　(4)　市場に係る施策の企画及び調整
　　(5)　市場の経営改善
　　(6)　市場の維持管理
　　(7)　市場関係団体との連絡調整
　　(8)　市場事業の統計及び調査
　　(9)　中央卸売市場開設運営協議会
　　(10) 市場施設の指定及び使用許可
　　(11) 市場内の整理及び取締り
　　(12) 川崎冷蔵株式会社
　　(13) その他市場内他の課の主管に属しないこと
　　(14) 地方卸売市場南部市場
　　(15) 地方卸売市場南部市場運営審議会

　青果花き係、水産係
　　(1)　市場関係事業者の業務の許可及び承認
　　(2)　市場関係事業者の業務の指導監督
　　(3)　せり人の登録等
　　(4)　出荷者

中央卸売市場北部市場  〔１類〕 電話番号は、P116に掲載

管 理 課

業 務 課
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