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【所管理事者の紹介及び事業概要の説明（教育委員会）】 

資料１ 教育委員会並びに教育委員会事務局の管理職及び担当業務  ・・・２ 

資料２ 教育委員会及び教育委員会事務局機能図          ・・・８ 

令 和 元 年 ５ 月 ３ ０ 日 
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(平成３１年４月１日現在）

氏　名 任期 現職

小田嶋　満 H31.4.1
～R4.3.31

岡田　弘 H30.10.1
～R4.9.30 東京聖栄大学教授

小原　良 H28.4.1
～R2.3.31

自営業

中村　香 H28.10.1
～R2.9.30

玉川大学教授

高橋　美里 H30.4.3
～R4.3.31

岩切　貴乃 H31.4.1
～R5.3.31

株式会社東芝 東芝未来科学館長

(平成３１年４月１日現在）

氏　名 電話番号 担　当　業　務

石井　宏之 50001

小松　典子
51000

844-3610

総務部長 亀川　栄 50100

杉本　眞智子 51404

教育環境整備推進室長 水澤　邦紀　 50400

職員部長 石渡　一城 50500

堀川　芳夫 50600

学校教育部長 森　有作 51100

鈴木　徹　 51200

生涯学習部長 前田　明信 51500

総務部担当部長（教育改革推進担当）

職員部担当部長
〔教職員人事・服務監察〕

健康給食推進室長

教育委員

教育委員

教育委員会事務局の管理職及び担当業務

補　　職　　名

教育次長

担当理事〔学校支援総合調整〕・
総合教育センター所長事務取扱

教育委員会

補　　職　　名

教育長

教育委員（教育長職務代理者）

教育委員

教育委員

資料１
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氏　名 電話番号 担　当　業　務補　　職　　名

庶務課長 榎本　英彦 50101
議会との連絡、予算決算の総括、職員の任免・定
数配置等

庶務課担当課長
〔法制・委員会〕

瀬川　裕 50102 教育委員会会議、条例・規則・規程等の立案審査、教育
関係の争訟、学校事故等の賠償、情報公開等

企画課長 田中　一平 50201
教育施策の企画・立案・総合調整、広報広聴、調
査及び基幹統計、学校の適正規模・適正配置等

学事課長 藤田　智也 50701
就学事務、就学の奨励、奨学金、学校運営費の管
理等

総務部担当課長
（人権・共生教育担当）

大野　恵美 50301
キャリア在り方生き方教育の推進
かわさき共生＊共育プログラムの推進等

総務部担当課長
〔共生・共育〕

添野　雅美 50314
いじめの未然防止・登校支援対策等の推進
キャリア在り方生き方教育の推進等

総務部担当課長
〔区教育・調整〕

遠藤　英麿 51406 区における総合的な教育施策の推進

総務部担当課長
〔働き方・仕事の進め方改革〕

末木　琢郎 51409 働き方・仕事の進め方改革

教育環境整備推進室担当課長
〔施設マネジメント〕

新田　憲 50403
学校施設等の財産管理、施設整備保守管理、教
育環境快適化事業、学校施設の営修繕・保全等

教育環境整備推進室担当課長
〔計画推進〕

古俣　和明 50404
国庫支出金・市債等財源対策、学校施設の新築、
学校施設長期保全計画等

教育環境整備推進室担当課長
〔施設整備調整〕

松井　雅樹 50402 学校施設の増築・再生整備、調整

教職員企画課長 久保　愼太郎 51702
教職員人事施策の調整、調査及び企画立案、教
職員の定数、学級編制、国庫負担金等

教職員企画課担当課長
〔制度・調整〕

佐藤　忠光 50602 職員の勤務条件、制度、職員団体等

教職員人事課長 広瀬　進 50501 教職員の人事、服務等

教職員人事課担当課長
〔教職員人事・服務監察担当〕

西田　寛 50502
学校栄養職員・用務員・給食調理員等の人事、服
務監察等

教職員人事課担当課長
〔教職員人事・服務監察担当〕

滝口　太志 50503
小学校教員の人事、服務監察、人事評価制度の
運用等

教職員人事課担当課長
〔教職員人事・服務監察担当〕

石塚　全 50504
中学校教員の人事、服務監察、人事評価制度の
運用等

教職員人事課担当課長
〔教職員人事・服務監察担当〕

山口　尚史 50505
高校教員の人事、服務監察、教職員の資質向上、
管理職登用等

教職員人事課担当課長
〔教職員人事・服務監察担当〕

西　道生 50506
養護教諭・学校事務職員の人事、特別支援学校教
員の人事、服務監察、人事評価制度の運用等

教職員人事課担当課長
〔教職員服務・免許〕

大塚　裕司 50531 教職員の服務、免許等

教職員人事課担当課長
〔人材育成・評価〕

植村　裕之 51701 教職員の人材育成、評価等

教職員人事課担当課長
〔教員採用〕

田中　克義 50507 教員の採用等

給与厚生課長 矢島　吉朗 50601
職員の給与、安全衛生管理、公務災害、福利厚
生、認定事務等

給与厚生課担当課長
〔健康管理〕

山田　淳子 55201 職員の健康管理

職
員
部

総
務
部

教
育
環
境
整
備
推
進
室
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氏　名 電話番号 担　当　業　務補　　職　　名

指導課長 細見　勝典 51301
学校教育の指導、学校運営支援、特別支援教育
等

指導課担当課長
〔指導・調整〕

猫橋　則文 51302 学校運営支援、調査等

指導課担当課長
〔指導・調整〕

濱野　雄功 50312 学校運営支援、調査等

指導課担当課長
（支援教育企画・調整担当）

武田　充功 51403 支援教育の企画・調整等

指導課担当課長
（支援学校担当）

稲葉　武 51408
特別支援学校、小中学校の特別支援学級におけ
る支援教育等

指導課担当課長
（小中高等学校支援教育担当）

伊藤　琢也 51407 小中高等学校の通常級における支援教育等

学校教育部担当課長
（川崎区・教育担当）

小林　格 61850 区学校支援担当

学校教育部担当課長
（幸区・教育担当）

南谷　隆行 62850 区学校支援担当

学校教育部担当課長
（中原区・教育担当）

山川　佳美 63850 区学校支援担当

学校教育部担当課長
（高津区・教育担当）

押田　春美 64870 区学校支援担当

学校教育部担当課長
（宮前区・教育担当）

後藤　建人 65850 区学校支援担当

学校教育部担当課長
（多摩区・教育担当）

小川　幸 66850 区学校支援担当

学校教育部担当課長
（麻生区・教育担当）

中村　隆英 67705 区学校支援担当

健康教育課長 日笠　健二 51201 学校保健、学校体育、学校安全等

健康教育課担当課長
〔学校体育・安全〕

邉見　るみ子 51203 学校体育、学校安全等

健康給食推進室担当課長
〔企画・中学校給食〕

若尾　弘 51205 中学校給食の実施に係る企画・事業推進

健康給食推進室担当課長
〔学校給食〕

小島　昌子 51202 小学校等給食の実施に係る企画・事業推進

健康給食推進室担当課長
〔食育推進〕

北村　恵子 51204 学校給食の実施に係る食育推進等

南部学校給食センター所長 阿部　信一 223-7881 南部学校給食センターの管理運営等

中部学校給食センター所長 阿波　賢一郎 201-1008 中部学校給食センターの管理運営等

北部学校給食センター所長 小林　栄一 322-9911 北部学校給食センターの管理運営等

生涯学習推進課長 大島　直樹 51501 生涯学習施策の企画立案・推進、社会教育委員会議、
学校施設の有効活用、地域の寺子屋事業の推進等

生涯学習推進課担当課長
〔社会教育施設整備担当〕

宮川　匡之 51531 社会教育施設の整備等

文化財課長 服部　隆博 51601
文化財の調査・保護・活用、文化財審議会、博物
館施設の調整、地名資料室の運営等

学
校
教
育
部

健
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給
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室
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涯
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習
部
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氏　名 電話番号 担　当　業　務補　　職　　名

川崎図書館長 和田　牧子 200-7011 館の管理運営等

幸図書館長 田中　勝彦 541-3915 館の管理運営等

中原図書館長 小島　久和 722-4932 館の管理運営、図書館オンラインシステム等

高津図書館長 加藤　るみ子 822-2413 館の管理運営等

宮前図書館長 岡野　正志 888-3918 館の管理運営等

多摩図書館長 横田　直行 935-3400 館の管理運営等

麻生図書館長 澁谷　桂子 951-1305 館の管理運営等

総務室長 岩城　美由紀 844-3600
総合教育センターの文書管理、連絡調整、広報に
関すること。施設の維持管理等

カリキュラムセンター室長 鈴木　克彦 844-3720
カリキュラムの開発、教育課題に係る調査研究、研
修の全体総括等

カリキュラムセンター担当課長 辰口　直美 844-3730 研究の全体総括、学校教育部等との連絡調整

情報・視聴覚センター室長 栃木　達也 844-3710 情報教育に係る調査研究、指導助言、研修に関するこ
と、情報機器整備、ネットワークシステムに関すること等

特別支援教育センター室長 宮川　淳子 844-3740
特別支援教育に係る調査研究、指導助言、研修に
関すること、教育相談、就学・入級相談等

教育相談センター室長 渡辺　修宏 844-3752 教育相談に関すること、教育相談に係る調査研究、指導
助言、研修に関すること、適応指導教室の運営等

日本民家園長 澁谷　卓男 922-2181 園の管理運営、資料収集及び調査研究等

青少年科学館長 五十嵐　豊和 922-4731 館の管理運営、資料収集及び調査研究等

○議会・文教委員会　担当

庶務課長 榎本　英彦 50101

庶務課担当係長
〔調査・委員会〕

長谷山　大介 50121

庶務課
〔調査・委員会〕

永井　駿 50121

生
涯
学
習
部

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

総
務
部

教育委員会事務局：明治安田生命川崎ビル２Ｆ・３Ｆ・４Ｆ・５Ｆ
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　　　　　　教育委員会事務局の組織図　　　　 （平成31年4月1日現在）

　　総務部 庶務課

企画課

学事課

人権・共生教育担当

教育改革推進担当

　　教育環境整備推進室

　　職員部 教職員企画課

教職員人事課

給与厚生課

　　学校教育部 指導課

健康教育課

川崎区・教育担当

幸区・教育担当

中原区・教育担当

高津区・教育担当

宮前区・教育担当

多摩区・教育担当

麻生区・教育担当

　　健康給食推進室 南部学校給食センター

中部学校給食センター

北部学校給食センター

　　生涯学習部 生涯学習推進課

文化財課

教育文化会館

市民館（幸区～麻生区）

図書館（川崎区～麻生区）

　　総合教育センター 総務室

カリキュラムセンター室

情報・視聴覚センター室

特別支援教育センター室

教育相談センター室

日本民家園

青少年科学館
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　　　　　　川崎市立学校校数　　　 　（平成31年4月1日現在）

川崎区 幸　区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 全　市

小学校 20 13 19 15 17 14 16 114校

中学校 11 5 8 5 8 7 8 52校

高等学校（全日制） 1 2 1 1 5校

高等学校（定時制） (1) (1) (1) (1) (4校）

特別支援学校 2 1 1 4校

合　　　　計 34校 20校 29校 22校 25校 21校 24校 175校

　　　　　　教育委員会事務局所管の財団法人　　　 　（平成31年4月1日現在）

　　一般財団法人　川崎市立学校教職員互助会

　　公益財団法人　川崎市学校給食会

　　公益財団法人　川崎市生涯学習財団

※田島支援学校桜校（田島支援学校分校・川崎区）を含む。
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庶務係、経理係
(1)  公印及び文書の管理の総括
(2)  儀式、表彰及び交際
(3)  事務局内の連絡調整及び議会との連絡
(4)  職員の任免、昇給、昇格、分限、懲戒、服務、人事記録
その他の人事及び研修

(5)  職員の定数配置及び人事評価
(6)　指定管理者評価選定委員会
(7)  教育委員会の会議
(8)  教育行政の相談
(9)  非常勤職員及び臨時的任用職員
(10) 予算及び決算
(11) 財務事務の指導
(12) 条例、規則、規程等の立案審査並びに教育関係法規の調査、研究及び解釈
(13) 情報公開制度の総括
(14) 児童、生徒及び幼児（以下「児童等」という。）に係る学校事故の賠償
(15) 争訟等（教職員に係るものを除く。）
(16) 事務局内の他の課の所管に属しないこと

(1)  重要な教育施策の企画立案
(2)  教育施策の総合調整及び進行管理
(3)  広報及び広聴
(4)  学校の適正規模、適正配置
(5)  通学区域の変更
(6)  教育行政に係る調査及び基幹統計

(1)  児童等の就学
(2)  児童等の就学奨励
(3)  奨学金
(4)  学校用物品の調達
(5)  学校用物品の寄附受納
(6)  学校財務事務の指導

(1)  人権・共生教育

総 務 部

庶 務 課

企 画 課

学 事 課

教 育 委 員 会 事 務 局

教 育 次 長

人権・共生教育担当
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(1)  教育改革の推進
(2)  学校運営協議会
(3)  働き方・仕事の進め方改革
(4)  事務改善

(1)  学校施設の国庫支出金、起債等
(2)  学校施設の設置及び廃止
(3)  通学区域の設定
(4)  学校施設の新築及び増改築
(5)  教育施設(川崎市地方教育行政の組織及び運営に関する
法律に基づく職務権限の特例に関する条例(平成21年川崎
市条例第47号)により、市長が管理し、執行する施設を除
く。)の新たな事業手法の導入による新築及び増改築

(6)  学校施設の用地の取得
(7)  教育財産の管理の総括
(8)  学校施設の保全及び管理に係る業務の委託
(9)  学校施設の新築及び増改築に伴う物品の調達
(10) 教育施設(川崎市地方教育行政の組織及び運営に関する
法律に基づく職務権限の特例に関する条例(平成21年川崎
市条例第47号)により、市長が管理し、執行する施設を除
く。)の目的外使用許可

(11) 学校施設の寄附受納
(12) 学校施設及び学校設備の営修繕
(13) 教育施設整備に係る技術指導

教育環境整備推進室

教育改革推進担当
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(1)　教職員の人事施策に係る調整、調査及び企画立案
(2)  教職員の定数
(3)  学級編制
(4)  教職員の給与等の国庫負担金等
(5)  職員団体等
(6)  職員及び教職員（以下「職員等」という。）の給与、勤
務時間その他の勤務条件

(1)  教職員の任免、昇給、昇格、分限、懲戒、服務、人事記
録その他の人事及び研修

(2)  教職員の配置及び人事評価
(3)  教職員に係る争訟
(4)  教職員の選考
(5)  教育職員免許

(1)　職員等の給与の支給
(2)　職員等の被服貸与
(3)  一般財団法人川崎市立学校教職員互助会
(4)　公立学校共済組合との連絡調整
(5)  職員等の安全衛生管理及び公務災害補償
(6)　職員等の旅費の認定
(7)　職員等の福利厚生
(8)　職員等の健康管理

職 員 部

教職員企画課

教職員人事課

給 与 厚 生 課
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指導事務係、支援教育係
(1)  学校の教育に係る調査及び企画立案
(2)  学校の運営
(3)  学校の教育課程の編成
(4)  学校の教科用図書その他教材の取扱い
(5)  教科用図書選定審議会
(6)  学校等の学習指導及び児童等の指導
(7)　いじめ防止対策連絡協議会等
(8)  支援教育（特別支援教育を含む。）
(9)  学校及び特別支援教育に係る教育研究団体の教育活動の
振興

(10)  総合教育センターとの連絡調整

学校保健・体育係
(1)  保健教育及び安全教育に係る調査及び企画立案
(2)  児童等の保健衛生
(3)  学校の環境衛生
(4)  児童等の通学等に係る安全対策
(5)  学校医、学校歯科医及び学校薬剤師との連絡調整
(6)  学校保健会
(7)  独立行政法人日本スポーツ振興センター所管の災害補償
給付

(8) 学校体育
(9) 学校体育に係る教育研究団体の教育活動の振興

指 導 課

健 康 教 育 課

学 校 教 育 部
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(1)  学校と地域の連携の強化及び推進
(2)  学校運営の支援

(1)　学校給食
(2)　学校給食を活用した食育の推進
(3)　学校給食センター
(4)　公益財団法人川崎市学校給食会

南部・中部・北部
(1)　センターの衛生管理
(2)　施設及び設備の維持管理
(3)　学校給食の配送
(4)　給食物資の検収及び保管
(5)　調理業務
(6)　献立作成
(7)　食品衛生
(8)　食物アレルギーに係る相談等
(9)　実施学校の食育指導
(10) その他センターの運営

健康給食推進室

学校給食センター 〔第２類〕

区・教育担当（川崎～麻生）
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企画係、振興係
(1)  生涯学習の調査及び企画立案
(2)  生涯学習の推進体制の整備
(3)  生涯学習に係る職員の研修
(4)  社会教育委員
(5)  青少年教育及び成人教育
(6)  社会教育関係団体（青少年団体、文化団体、スポーツ関
係団体及びレクリエーション関係団体を除く。）

(7)  公益財団法人川崎市生涯学習財団
(8)  図書館
(9)  教育文化会館及び市民館相互間の連絡調整
(10) 大ホール等の優先申請利用調整会議
(11) 青少年教育施設の総括
(12) 有馬・野川生涯学習支援施設の総括
(13) 学校施設の有効活用
(14) 特別開放施設

(1)  文化財の調査、資料の収集、保存及び活用
(2)  文化財審議会
(3)　橘樹官衙遺跡群調査整備委員会
(4)  文化財関係団体
(5)  地名資料の収集及び活用
(6)  日本民家園及び青少年科学館
(7)  博物館の登録等

(1)  区の生涯学習及び社会教育に係る区役所との連絡調整

大師・田島
(1)  区の生涯学習及び社会教育に係る区役所との連絡調整

幸・中原・高津・宮前・多摩・麻生
(1)  区の生涯学習及び社会教育に係る区役所との連絡調整

日吉（幸）・橘（高津）・菅生（宮前）・岡上（麻生）
(1)  区の生涯学習及び社会教育に係る区役所との連絡調整

市 民 館 分 館 〔第３類〕

教育文化会館分館 〔第３類〕

市民館 〔第２類〕

生涯学習部

生涯学習推進課

文化財課

教育文化会館 〔第２類〕
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川崎・幸・中原・高津・宮前・多摩・麻生
庶務係（中原図書館に限る。）、利用サービス係（中原図書館に限る。）、
資料調査係（中原図書館に限る。）
(1)  館の施設及び設備の維持管理（川崎図書館、中原図書館及び高津図書館に限る。）
(2)  館の市税外収入
(3)  資料及び情報の収集、保存及び提供、講演等の開演その他の奉仕活動
(4)  自動車文庫の運営（宮前図書館に限る。）
(5)  図書館オンライン・システムの管理及び運営（中原図書館に限る。）
(6)  他の図書館その他の関係機関との協力
(7)  川崎市社会教育委員会議図書館専門部会（中原図書館に限る。）
(8)  図書館相互間の連絡調整（中原図書館に限る。）

大師（川崎）・田島（川崎）・日吉（幸）・橘（高津）・柿生（麻生）
(1)  館の施設及び設備の維持管理（柿生分館に限る。）
(2)  館の市税外収入
(3)  資料及び情報の収集、保存及び提供その他の奉仕活動
(4)  他の図書館その他の関係機関との協力

(1)  総合教育センターの公印及び文書の管理
(2)  総合教育センター内の連絡調整
(3)  総合教育センターの施設及び設備の維持管理
(4)  総合教育センターの広報
(5)  運営委員会
(6)  各種団体、教育機関等との事務連絡
(7)  教育会館、塚越相談室及びゆうゆう広場の維持管理
(8)  その他他の所管に属しないこと

(1)  学校教育におけるカリキュラムの開発（以下「カリキュラム開発」という。）に係る
調査研究

(2)  学校教育における各教科、道徳、小学校外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活
動（以下「各教科等」という。）に係る調査研究

(3)  学校教育における教育経営、児童生徒指導等の教育課題（以下「教育課題」という。）
に係る調査研究

(4)  カリキュラム開発、各教科等及び教育課題に係る指導助言及び研修
(5)  研究及び研修の総括
(6)  研究紀要の発行及び研究報告会の開催等
(7)  副読本の作成
(8)  外国語指導助手配置事業
(9)  海外帰国児童生徒及び外国人児童生徒に係る教育相談、日本語教育等
(10) 教職員の資質向上及び指導改善研修

総務室

カリキュラムセンター

図 書 館 分 館 〔第３類〕

総合教育センター 〔第１類〕

図書館 〔第２類〕
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(1)  情報教育に係る調査研究
(2)  視聴覚教育に係る調査研究
(3)  情報教育及び視聴覚教育に係る指導助言及び研修
(4)  市立学校及び総合教育センターの情報機器整備
(5)  市立学校コンピュータネットワークシステム
(6)  視聴覚教材の収集及び開発
(7)  視聴覚機材教材の貸出し、利用相談及び普及

(1)  特別支援教育に係る調査研究
(2)  特別支援教育に係る指導助言及び研修
(3)  特別支援教育に係る教育相談
(4)  障害のある児童生徒等に係る就学の相談等
(5)  障害のある生徒に係る職業能力適性評価等

(1)  教育相談
(2)  適応指導教室の運営、相談指導学級との運営協力及び自然体験等の活動事業
(3)  教育相談に係る調査研究
(4)  教育相談に係る指導助言及び研修

(1)  園の施設及び設備の維持管理
(2)  園の市税外収入
(3)  古民家の復原、保存等
(4)  古民家等に係る調査研究
(5)  研究報告その他の資料の刊行
(6)  古民家等に関する講演会、研究会等の開催
(8)  川崎市社会教育委員会議日本民家園専門部会

(1)  館の施設及び設備の維持管理
(2)  館の市税外収入
(3)  プラネタリウムの投影
(4)  科学に関する調査研究並びに資料等の収集、保管及び展示
(5)  科学に関する実験、実習等の指導
(6)  科学に関する講演会、研究会等の開催
(7)  学校その他社会教育機関等の行う教育、研究等の援助
(8)  川崎市社会教育委員会議青少年科学館専門部会

中学校 ５２校

高等学校 川崎・幸・川崎総合科学・橘・高津

特別支援学校 聾・中央支援・田島支援・田島支援桜校

青少年科学館 〔第２類〕

小学校 １１４校

情報・視聴覚センター

特別支援教育センター

教育相談センター

日本民家園 〔第２類〕
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