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局
医 務 監

総

務

部
庶

務

課

庶務係、調査係、経理係
(1) 局の人事、予算及び決算
(2) 局の市税外収入
(3) 局内の連絡調整及び事務改善
(4) 局事業の調査、統計及び資料収集
(5) 局所属職員の労務管理及び安全衛生管理
(6) 公衆衛生及び社会福祉事業従事職員の人材
育成並びに社会福祉事業従事者の研修
(7) 保健、医療及び福祉に係る災害対策（他
の所管に属するものを除く。）
(8) 局内他の課の主管に属しないこと
企

画

課

(1)
(2)
(3)

局主要事業の企画、調整及び進行管理
局事業の広報
社会福祉法人（局の所管に属するものに限
る。）の認可及び指導監査
(4) 局指定管理者選定評価委員会
(5) 福祉サービス第三者評価事業推進委員会
保健福祉システム課
(1)
(2)

局の情報化施策の推進
福祉総合情報システム

施

設

(1)
(2)

局の所管に属する施設の整備
健康福祉関係施設整備事業者選定委員会

課

生活保護・自立支援室
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

生活保護法の施行
行旅病人及び行旅死亡人取扱法の施行
福祉事務所との連絡調整
生活資金貸付金
生活保護法等に係る施行事務監査
ホームレスの自立支援対策
生活困窮者の支援対策
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１

局長
局長

℡2410(32000)

医務監
局長

℡2492(32200)

部長
部長

℡2611(32100)

課長
℡2615(32101)
庶務係
℡2616(32111)
調査係
℡2617(32121)
経理係
℡2618(32131)
労務・人材育成担当課長
℡2621(32141)
労務・人材育成
℡2424(32142)
災害対策担当課長
℡0434(32151)
災害対策
℡0784(32153)

課長
℡2622(32201)
事業・法人調整担当課長
℡0462(32202)
企画・事業調整
℡2623(32211)
事業・法人調整
℡2630(32213)

課長
℡3527(32224)
情報化施策推進
℡3655(32222)
福祉総合情報システム
℡3162(32226)
福祉総合情報システム
℡3572(32223)
課長
℡0463(34101)
施設計画・整備
℡0466(34102)

室長
℡0263(33300)
保護指導担当課長
℡2644(33301)
企画・管理 ℡2643(33311)
保護指導
℡2643(33311)
医療・介護指導
℡2645(33331)
調整・指導 ℡0314(33755)
適正実施担当課長
℡0268(33741)
適正実施
℡0273(32314)
監査指導
℡2649(32312)
自立支援担当課長
℡3496(33302)
自立支援
℡3497(33361)
生活困窮者支援
℡0278(33753)
ホームレス支援
℡2698(33231)

健康福祉局

２

健康福祉局

地域包括ケア推進室
(1)
(2)
(3)

地域包括ケアシステムの推進
生活支援体制整備事業
一般介護予防事業（多様な実施主体による
要支援者等に対する支援等の推進に係るもの
に限る。）
(4) 地域看護等の指導及び調整
(5) 介護予防・生活支援サービス事業（指定事
業者に係るものを除く。）
(6) 認知症施策
(7) 高齢者の権利擁護
(8) 地域リハビリテーションの推進
(9) 難病等の対策（他の所管に属するものを除
く。）
(10) 医療と介護の連携
(11) 地域包括支援センター
(12) 障害者相談支援センター
(13) 地域社会福祉
(14) 地域福祉計画の推進
(15) 社会福祉法人川崎市社会福祉協議会との連
絡調整
(16) 民生委員法の施行
(17) 民間社会福祉事業の振興及び育成
(18) 災害救助その他援護事業
(19) 戦没者遺族、旧軍人等の援護
(20) 日本赤十字社
(21) 社会福祉審議会
(22) 民生委員推薦会
(23) 災害弔慰金等支給審査委員会
(24) 総合福祉センター

室長
℡3416(32910)
ケアシステム担当課長
℡0474(32902)
企画調整
℡0479(32544)
地域福祉担当課長
℡2625(33201)
振興
℡2626(33211)
援護
℡2926(33241)
地域保健担当課長
℡2484(32901)
地区支援
℡0482(32545)
認知症・権利擁護
℡2470(32543)
専門支援担当課長
℡3899(32903)
医療・介護連携
℡3801(32547)
地域包括支援
℡2681(32522)
地域リハビリテーション
℡3945(32546)

部長
部長

長 寿 社 会 部

２

℡2608(32400)

高 齢 者 事 業 推 進 課

課長
℡2647(32401)
課長
計画推進係
計画
℡2666(32421)
介護基盤係 ℡2454(32422)
計画推進係、介護基盤係、事業者指定係
事業者指導係
事業者指導担当課長
(1) 高齢者施策における保健及び福祉の計画推進
℡3802(32423)
(2) 老人福祉法の施行
事業者指定係
(3) 介護保険法に規定する施設及び事業者
℡2469(32650)
(4) 社会福祉施設（他の所管に属するものを除 事業者指導係
く。）、介護老人保健施設等の指導監査
℡2910(32432)
(5) 特別養護老人ホーム（夢見ヶ崎、すみよし、
こだなか、ひらまの里、陽だまりの園、多摩川の里、しゅくがわら）、養
護老人ホーム恵楽園、井田デイサービスセンター、久末デイサービスセンター
及び高齢社会福祉総合センター
高齢者在宅サービス課

課長
℡2650(32501)
いきがい係 ℡2651(32511)
在宅福祉係 ℡2911(32520)
ねんりんピック
℡0073(32513)

いきがい係、在宅福祉係
(1) 高齢者のいきがい施策
(2) 高齢者の在宅福祉
(3) 福祉有償運送運営協議会
(4) 老人福祉センター、老人福祉・地域交流センター及び老人いこいの家
(5) 公益財団法人川崎市シルバー人材センター
介 護 保 険 課
管理係、認定係、保険料係、給付係
(1) 介護保険法の施行（他の所管に属するもの
を除く。）
(2) 介護認定審査会及び介護保険運営協議会
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課長
課長
管理係
管理係
認定係
保険料係
保険料係
給付係
保険料係

℡2641(32601)
℡2678(32611)
℡2455(32621)
℡2691(32631)
℡0447(32442)

健康福祉局

３

健康福祉局

障害保健福祉部

部長

３

℡2612(33600)

障 害 計 画 課

課長
℡2663(33601)
計画推進係 ℡2654(33821)
計画推進係、給付係
障害児福祉
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
℡3796(33613)
支援するための法律の施行（他の所管に属す 地域支援
るものを除く。）
℡0871(33614)
(2) 児童福祉法の施行（障害児関係に限る。） 給付係
℡2675(33611)
(3) 発達障害者支援法の施行
事業者指導担当課長
(4)推進
障害者施策における保健及び福祉の計画推進
℡1978(33609)
(5) 社会福祉施設（他の所管に属するものを除 事業者指定
く。）の指導監査
℡2927(33612)
(6) 障害者施策審議会及び障害支援区分認定審 事業者指導
査会
℡3631(33610)
(7) 北部リハビリテーションセンター及び中部リ
ハビリテーションセンター
(8) 柿生学園、くさぶえの家、ふじみ園、かじがや障害者デイサービスセン
ター、れいんぼう川崎、陽光ホーム、御幸日中活動センター、井田重度障
害者等生活施設、社会復帰訓練所、わーくす（大師、高津）、中央療育セ
ンター及び地域療育センター
障 害 福 祉 課

課長
℡2656(33801)
課長
障害福祉係
℡2653(33811)
社会参加支援係
℡2676(33812)

障害福祉係、社会参加支援係
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律の施行（地域生活支援事
業（他の所管に属するものを除く。）及び補
装具に係るものに限る。）
(2) 身体障害者福祉法の施行
(3) 知的障害者福祉法の施行
(4) 在宅重度重複障害者等手当等の支給
(5) 療育手帳制度
(6) 心身障害者扶養共済制度
(7) 障害者の在宅福祉
(8) 障害者及び障害児の社会参加促進
(9) 心身障害者福祉事業基金運営委員会
(10) 障害者更生相談所との連絡調整
(11) 三田福祉ホーム、身体障害者福祉会館、聴覚障害者情報文化センター及
び視覚障害者情報文化センター
(12) 公益財団法人川崎市身体障害者協会
精 神 保 健 課

課長
℡2430(33901)
精神障害福祉係
℡3608(33911)
医療施策
℡2683(33912)

精神障害福祉係
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
の施行
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行
（地域生活支援事業（精神障害者に係るものに限る。）及び自立支援医療
（国民年金・福祉医療課の所管に属するものを除く。）に係るものに限る。）
(3) 精神保健福祉審議会
(4) 精神障害者の在宅福祉
(5) 精神障害者の社会参加促進
(6) 精神保健福祉センター及びこころの相談所との連絡調整
(7) 心神喪失者等医療観察法
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健康福祉局

４

健康福祉局

障害者雇用・就労推進課
(1)
(2)
(3)
(4)

障害者の就労の支援
わーくす大島の管理運営の調整
身体障害者更生資金の貸付
身体障害者更生資金貸付審査会
わーくす
〔第３類〕
大 島

(1)
(2)
(3)

４

課長
℡2682(33701)
施策推進
℡2457(33712)
雇用・就労支援
℡2456(33711)

電話番号は、P116に掲載

所の維持管理
利用者の就労支援作業及び生活支援
利用者の就労への移行の支援

総合リハビリテーションセンター設置準備担当
(1)

総合リハビリテーションセンターの設置の
準備

精 神 保 健 福 祉 セ ン タ ー 〔第２類〕

担当課長
総合調整
調査研究

℡0078(33622)
℡0079(33623)
℡3197(33651)

電話番号は、P116に掲載

総務係、企画調整係、診療相談係
（1） センターの維持管理
(2) 精神保健福祉に関する相談及び指導助言
(3) 精神保健福祉に関する調査研究、研修及び情報の提供
(4) 自立支援医療（国民年金・福祉医療課の所管に属するものを除く。）及
び精神障害者保健福祉手帳制度
(5) 心神喪失者等医療観察法に係る業務の総括
（6） 地域移行支援及び地域定着支援
(7) 関係機関への技術援助及び技術講習の提供
(8) 社会的ひきこもりの相談及び自立支援
(9) 自殺対策
(10) 精神科救急業務
(11) 精神医療審査会
こ こ ろ の 相 談 所
(1)
(2)

〔第２類〕

電話番号は、P116に掲載

所の維持管理
精神保健福祉に関する相談及び診療

障 害 者 更 生 相 談 所 〔第２類〕

電話番号は、P116に掲載

判定審査係
(1) 所の維持管理
(2) 知的障害者及び身体障害者の相談、指導助言、治療及び訓練
(3) 巡回更生相談の企画及び実施
(4) 知的障害者及び身体障害者に関する調査研究、研修及び情報の提供
(5) 医学的、心理学的及び職能的判定並びに指導
(6) 補装具の処方及び適合判定
(7) 関係機関への技術援助及び技術講習の提供
井 田 障 害 者 セ ン タ ー 〔第２類〕
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

電話番号は、P116に掲載

センターの維持管理
知的障害者及び身体障害者の相談、指導助言、治療及び訓練
精神保健福祉に関する相談及び指導助言
巡回更生相談の企画及び実施
知的障害者、身体障害者及び精神保健福祉に関する調査研究、研修及び
情報の提供
(6) 医学的、心理学的及び職能的判定並びに指導
(7) 補装具の処方及び適合判定
(8) 心神喪失者等医療観察法に基づく対象者の処遇
(9) 関係機関への技術援助及び技術講習の提供
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５
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百 合 丘 障 害 者 セ ン タ ー 〔第２類〕

５

電話番号は、P116に掲載

相談判定係
(1) 知的障害者及び身体障害者の相談、指導助言、治療及び訓練
(2) 精神保健福祉に関する相談及び指導助言
(3) 巡回更生相談の企画及び実施
(4) 知的障害者、身体障害者及び精神保健福祉に関する調査研究、研修及び
情報の提供
(5) 医学的、心理学的及び職能的判定並びに指導
(6) 補装具の処方及び適合判定
(7) 心神喪失者等医療観察法に基づく対象者の処遇
(8) 関係機関への技術援助及び技術講習の提供

保健医療政策室
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

保

健

保健医療政策に係る施策及び事業の調整
医療関係団体との連絡調整
地域医療施策の計画推進
地域医療審議会
救急医療対策
災害時医療対策
看護師充足対策
公益財団法人川崎市看護師養成確保事業団

所長
担当部長

所
(1)

室長
℡0184(34610)
担当部長
℡3573(34605)
災害医療担当課長
℡0031(34606)
政策調整担当課長
℡3987(34614)
政策調整
℡2442(34616)
地域医療担当課長
℡2420(34601)
地域医療
℡2428(34621)
救急医療
℡2426(34611)
災害医療
℡0562(34617)
看護師確保対策
℡0217(34623)
℡2419(32700)
℡2962(32900)

健康危機及び災害時の保健医療活動に係る企画及び調整

健 康 増 進 課
疾病予防係、健康づくり係
(1) 地域保健施策の推進
(2) 健康づくり施策の推進
(3) 健康増進法に基づく健康増進事業
(4) 一般介護予防事業（地域包括ケア推進室の
所管に属するものを除く。）
(5) 歯科保健の企画、推進及び調整
(6) 健康増進法に基づく栄養改善及び調査
(7) 食育の推進
(8) 食育推進会議
(9) 食品表示の総括（栄養成分の量及び熱量に
関する表示関係に限る。）
(10) 原爆被害者の保健
(11) 神奈川県公衆衛生協会
(12) 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく
特定健康診査及び特定保健指導
(13) 国民健康保険法に基づく保健事業（医療保
険課の所管に属するものを除く。）
(14) 後期高齢者の健康診査
(15) 保健所運営協議会
(16) 保健所支所との連絡調整
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課長
℡2429(32701)
保健・予防担当課長
℡3989(34618)
事業企画
℡2427(32721)
疾病予防係
℡2431(32722)
健診
℡3426(33471)
健康づくり係
℡2411(32712)
歯科保健施策担当課長
℡0215(32751)
歯科保健・南部担当課長
℡201-3157(61819)
歯科保健・南部担当
℡201-3181(61822)
歯科保健・北部担当課長
℡935-5395(66701)
歯科保健・北部担当
℡935-5396(66702)

健康福祉局

６

健康福祉局
環 境 保 健 課

課長
認定給付係
保健福祉係
健康管理

６

℡2486(32801)
℡2436(32841)
℡2435(32831)
℡2174(32851)

認定給付係、保健福祉係
(1) 公害健康被害補償事業
(2) 公害保健福祉事業
(3) 公害に係る健康被害の予防
(4) 公害に係る健康調査
(5) 公害に係る健康管理及び保健指導
(6) 公害健康被害認定審査会及び公害健康被害補償診療報酬等審査会
(7) 成人ぜん息患者医療費助成
(8) 成人ぜん息患者医療費助成認定審査会
(9) 公益財団法人川崎・横浜公害保健センター
医事・薬事課
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

医務
薬務
血液対策協議会
血液対策センター
医療安全相談センター運営協議会
精度管理専門委員会

生 活 衛 生 課

課長
℡2425(34603)
医事
℡2463(34631)
薬事
℡2461(32943)
薬物・血液対策
℡2460(32942)

課長
℡2443(32911)
環境衛生
℡2448(32912)
水道衛生･動物愛護
℡2447(32913)
℡0457(32919)
施設調整

(1) 環境衛生の普及啓発
(2) 環境衛生関係営業の監視、指導、許可等
(3) 建築物における衛生的環境の確保
(4) 健康リビング推進事業及び家庭用品の安全
対策
(5) 市民葬儀及び葬祭場（まちづくり局総務部まちづくり調整課の所管に属
するものを除く。）
(6) 専用水道、簡易専用水道、小規模水道等
(7) 狂犬病予防及び動物の愛護
(8) 動物愛護センターとの連絡調整
感染症対策課
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

感染症の発生の予防及びまん延の防止
感染症に係る知識の普及啓発
感染症に係る医療の提供
予防接種
感染症診査協議会（結核に係るものを除
く。）、感染症対策協議会及び予防接種運営
委員会

食 品 安 全 課
(1)
(2)
(3)

食品衛生の普及啓発
食品衛生関係営業の監視、指導、許可等
食品表示の総括等（健康増進課の所管に属
するものを除く。）
(4) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査
(5) 中央卸売市場食品衛生検査所との連絡調整
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課長
℡2446(32921)
予防接種
℡2440(32924)
感染症
℡2441(32922)
エイズ・結核
℡2439(32923)
感染症危機管理担当課長
℡2432(32931)
新型インフルエンザ等対策
℡2343(32933)
課長
℡0198(32951)
食品安全
℡2445(32915)
食品専門監視
℡2452(32916)
食品表示
℡0221(32918)

健康福祉局

７

健康福祉局

動 物 愛 護 セ ン タ ー 〔第２類〕
業務係
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

７

電話番号は、P116に掲載

センターの維持管理
動物愛護思想の普及啓発
動物の適正飼養の指導及び助言
犬、猫等の動物の引取り、収容管理、譲渡し及び処分
野生鳥獣の捕獲、飼養、販売等の規制
動物に係る公衆衛生上の調査研究
犬の捕獲及び返還
狂犬病の予防
特定動物の飼養又は保管の規制

中 央 卸 売 市 場 食 品 衛 生 検 査 所 〔第２類〕

電話番号は、P116に掲載

理化学検査係、微生物検査係
(1) 所の維持管理
(2) 中央卸売市場における食品衛生の監視指導
(3) 食品等の検査及び試験
(4) 中央卸売市場における食品表示（衛生に関する表示関係に限る。）

医 療 保 険 部

部長
部長

医 療 保 険 課
管理係、資格賦課係、給付係
(1) 国民健康保険の企画、調査、統計及び運営
（他の所管に属するものを除く。）
(2) 後期高齢者医療（他の所管に属するものを
除く。）
(3) 国民健康保険運営協議会
国民年金・福祉医療課
(1) 国民年金の企画、調査、統計及び運営
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律の施行（自立支援医療
（更生医療及び精神通院医療に係るものに限
る。）に係るものに限る。）
(3) 重度障害者医療費助成
(4) 指定難病医療費助成
(5) 指定難病審査会
収 納 管 理 課
収納管理係
(1) 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及
び介護保険料の収納対策の企画及び推進
(2) 国民健康保険における被保険者及び第三者
に係る損害賠償請求等の収納対策の企画及び
推進
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℡3602(33200)

課長
℡2631(33401)
管理係
℡2632(33411)
資格賦課係 ℡2636(33431)
給付係
℡2634(33421)
高齢者医療 ℡2655(33451)
システム
℡3486(33481)
医療費適正化
℡0085(33483)
課長
国民年金
障害者医療
難病医療

℡2694(33403)
℡2639(33441)
℡2696(33813)
℡0415(34211)

課長
℡3574(33501)
収納指導担当課長
℡3575(33511)
収納管理係 ℡3589(33531)
徴収整理
℡3595(33541)
収納指導
℡3588(33521)
債権管理
℡3554(33522)

健康福祉局

８

健康福祉局

健 康 安 全 研 究 所 〔第１類〕
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

務

電話番号は、P116に掲載

所の維持管理
試験検査の企画、調査及び統計
公衆衛生従事者の研修
感染症情報センター
微生物学的試験検査及び調査研究
衛生動物の試験検査及び調査研究
理化学的試験検査及び調査研究
その他公衆衛生上必要な試験検査及び調査研究

看 護 短 期 大 学

事

〔局相当〕

電話番号は、P116に掲載

局
(1)

８

４年制大学設置の準備

総 務 学 生 課
総務係、学生係
(1) 短期大学（施設）の維持管理
(2) 教授会（教授会の下に設置される委員会を含む。）
(3) 短期大学の規程
(4) 研究事務
(5) 学生の入学、退学、卒業及び学籍
(6) 教育課程及び授業
(7) 図書館に係る図書及び資料の管理
(8) 学生の厚生及び保健衛生
(9) 学生の課外活動
(10) 公開講座
(11) その他学生及び学生団体
(12) 他の所管に属しないこと
看護大学設置準備担当
図

書

館

(1)

図書及び資料の管理
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