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財政局長 財政部長 庶務課長 岡田　康弘 ２４１０１

　井口　拓也　　　２４１００ 財政課長 小関　武史 ２４２０１

担当課長［総合調整］ 窪田　義記 ２４２０２

担当課長（財政計画担当） 小沢　修一 ２４２０３

資金課長 土浜　義貴 ２４３０１

担当課長〔計画調整〕 嶋　直隆 ２４３０２

担当部長　（地方公共団体金融機構派遣）　03-3539-2820

資産管理部長 資産運用課長 吉留　崇 ２４５０１

契約課長 大塚　裕司 ２４７０１

担当課長 川端　信男 ２４７０２

検査課長 柳　賢一 ２４８０１

担当課長 水嶋　明

担当部長

　山崎　陽史

　（(公社）全国市有物件災害共済会派遣）　03-5216-8710

　

税務監 税務部長 税制課長 猪股　修 ２５１０１

担当課長〔不服審査・訴訟〕 井口　一郎 ２５１０２

担当課長（事務改善担当） 馬場　健一郎 ２５１０３

市民税管理課長 片桐　亘 ２５２０１

資産税管理課長 佐藤　勝彦 ２５２０２

収納対策部長 収納対策課長 松本　貴彦 ２５４０１

担当課長（収納強化担当） 野見山　和彦 ２５４０２

債権管理課長 紫野　直人 ２５４０３

かわさき市税事務所長 市民税課長 中澤　武司 ５７１１０

担当課長〔窓口渉外〕 半田　剛彦 ５７１１１

法人課税課長 児玉　泰介 ５７４１０

資産税課長 長橋　伸也 ５７２１０

担当課長（大規模資産評価担当） 斉藤　祐吉 ５７２６１

納税課長 矢口　敏一 ５７３１０

担当課長（特別収納担当） 高橋　直樹 ５７３５１

みぞのくち市税事務所長 市民税課長 三品　秀仁 ５８１１０

担当課長〔窓口渉外〕 高橋　慎一 ５８１１１

資産税課長 小西　宏樹 ５８２１０

こすぎ市税分室長事務取扱 納税課長 藤澤　力雄 ５８３１０

　志治　義彦　　５８６１０ 担当課長（特別収納担当） 岸田　あゆみ ５８３５１

こすぎ市税分室長

こすぎ市税分室担当課長（資産税担当）

立花　信裕 ５８７１０

こすぎ市税分室担当課長（納税担当）

中島　英毅 ５８８１０

             

しんゆり市税事務所長 市民税課長 日野　和美 ５９１１０

担当課長〔窓口渉外〕 白井　綾子 ５９１１２

資産税課長 山崎　智誠 ５９２１０

　 納税課長 繁田　壮司 ５９３１０

担当課長（特別収納担当） 飯田　勲 ５９３５１

　白鳥　滋之　　   ２５０００

　遠藤　一代　　　　２５４００

　竜澤　聡　　　５７０００

　池田　育男   　５８１００

担当部長・

　岡田　昌弘　　５９１００

　田村　滋章　　　　２５１００

　水澤　邦紀

　対馬　俊之　　　２４５００

　（(公社）全国市有物件災害共済会派遣）  03-5216-8731

【財政局管理職一覧】 令和３年４月１日現在

　竹花　満　　   ２４０００
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財政局事務分掌一覧 

 

財政部 

 

庶務課 

(１) 局の人事、予算及び決算に関すること。 

(２) 局内の連絡調整及び事務改善に関すること。 

(３) 財政に係る調査及び統計に関すること。 

(４) 財政事情の作成及び公表に関すること。 

(５) 交通安全対策特別交付金、石油貯蔵施設立地対策等交付金、市

町村移譲事務交付金、市町村自治基盤強化総合補助金、市町村事業推

進交付金及び首都圏等整備事業費に係る国庫補助負担率のかさ上げ

措置に関すること。 

(６) 局内他の課の主管に属しないこと。 

 

財政課 

(１) 財政計画に関すること。 

(２) 予算の編成、配当及び執行管理に関すること。 

(３) 予備費の総括管理に関すること。 

(４) 公営企業会計予算の調整に関すること。 

 

資金課 

(１) 資金計画に関すること。 

(２) 地方交付税及び地方特例交付金に関すること。 

(３) 財政調整基金及び減債基金に関すること。 

(４) 基金の総括に関すること。 

(５) 国家及び県予算に係る要望の総括に関すること。 

(６) ふるさと納税に関すること。 

(７) 市債及び一時借入金に関すること。 

(８) 当せん金付証票の発売に関すること。 

(９) 金融対策に関すること。 
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資産管理部 

資産運用課 

(１) 公有財産及び債権の総括に関すること（総務企画局公共施設総

合調整室及び債権管理課の所管に属するものを除く。）。 

(２) 普通財産の管理及び処分に関すること。 

(３) 市有財産有効活用の推進に関すること。 

(４) 不動産等（地方自治法第238条第１項に規定する公有財産に相当

するもの）の借受契約の総括に関すること。 

(５) 公益社団法人全国市有物件災害共済会に関すること。 

(６) 市有財産その他の損害保険に関すること。 

(７) 自動車重量税に関すること。 

(８) 国土利用計画法に基づく土地取引の規制及び遊休土地に関する

こと。 

(９) 土地利用審査会に関すること。 

(10) 不動産評価委員会に関すること。 

(11) 公有地の拡大の推進に関する法律に関すること。 

(12) 川崎市土地開発公社に関すること。 

(13) 土地開発基金に関すること。 

(14) 公共用地先行取得等事業特別会計に関すること。  

 
契約課 

(１) 契約に係る調査及び指導に関すること。 

(２) 工事の契約に関すること。 

(３) 測量及び地質調査の契約に関すること。 

(４) 庁舎、道路等の清掃の契約に関すること。 

(５) 物件（不動産を除く。）の購入契約、売却契約及び修理契約に関

すること。 

(６) 競争入札参加者の資格審査に関すること。 

(７) 業者の選定に関すること。 

(８) 作業報酬審議会に関すること。 

(９) 入札監視委員会に関すること。 

(10) 政府調達苦情検討委員会に関すること。 

 
検査課 

(１) 工事の検査に関すること。 

(２) 会計実地検査に関すること（国土交通省所管の国庫補助事業に

限る。）  
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税務部 

 
税制課 

(１) 市税制度の企画及び調査研究に関すること。 

(２) 税務事務の企画、改善及び調整に関すること。 

(３) 市税事務所との連絡調整に関すること。 

(４) 市税システムの調整に関すること。 

(５) 税務職員の研修に関すること。 

(６) 税務査察に関すること。 

(７) 市税の審査請求に関すること。 

(８) 固定資産評価審査委員会に関すること。 

(９) 市税関係歳入予算及び決算に関すること。 

(10) 税務統計に関すること。 

(11) 地方譲与税及び県税交付金に関すること。 

 
市民税管理課 

(１) 個人の市民税及び県民税、法人の市民税、軽自動車税、市たば

こ税、入湯税並びに事業所税の賦課事務の企画、指導及び調整に関す

ること。 

(２) 市税（個人の県民税を含む。以下同じ。）の証明事務及び閲覧事

務の企画、指導及び調整に関すること（資産税管理課の所管に属する

ものを除く。）。 

(３) 納税思想の普及高揚に関すること。 

(４) 入湯税の課税資料に関すること。 

 
資産税管理課 

(１) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の賦課事務の企画、

指導及び調整に関すること。 

(２) 固定資産の評価事務の企画、指導及び調整に関すること。 

(３) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の証明事務及び閲

覧事務の企画、指導及び調整に関すること。 

(４) 国有資産等所在市町村交付金に関する事務の企画、指導及び調

整に関すること。 

(５) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の課税資料に関す

ること。  
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収納対策部 

 

収納対策課 

(１) 市税の収納対策の企画及び推進に関すること。 

(２) 市税の徴収事務及び収納事務の企画、指導及び調整に関するこ

と。 

 

債権管理課 

(１) 市税その他の収入金の調定管理及び収入整理に関すること。 

(２) 市税の過誤納金の還付及び充当に関すること。 

(３) 債権（市税を除く。）の管理の適正化及び収納対策の推進に係る

総合調整に関すること。 

 

市税事務所（かわさき・みぞのくち・しんゆり） 

 
市民税課 

(１) 普通徴収の市民税及び県民税の賦課に関すること。 

(２) 公的年金等に係る所得に係る特別徴収の市民税及び県民税の賦

課（年金保険者に係るものを除く。）に関すること。 

(３) 軽自動車税の賦課に関すること（かわさき市税事務所に限る。）。 

(４) 納税思想の普及高揚に関すること。 

(５) 市税（個人の県民税を含む。以下同じ。）の証明及び閲覧に関す

ること。 

(６) 個人の市民税及び県民税の課税資料に関すること。 

(７) 軽自動車税の課税資料に関すること（かわさき市税事務所に限

る。）。 

(８) 所の維持管理に関すること（みぞのくち市税事務所に限る。）。 

 
法人課税課（かわさき市税事務所に限る。）  

(１) 給与所得に係る特別徴収の市民税及び県民税の賦課に関するこ

と。 

(２) 公的年金等に係る所得に係る特別徴収の市民税及び県民税の賦

課（年金保険者に係るものに限る。）に関すること。 

(３) 法人の市民税の賦課に関すること。 

(４) 市たばこ税の賦課に関すること。 

(５) 入湯税の賦課に関すること。 

(６) 事業所税の賦課に関すること。 
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(７) 特別徴収の市民税及び県民税の督促に関すること。 

(８) 法人の市民税及び事業所税の課税資料に関すること。 

 

資産税課 

(１) 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること（総務大臣及び

神奈川県知事配分の償却資産に係る固定資産税の賦課を含む（かわさ

き市税事務所に限る。）。）。 

(２) 特別土地保有税の賦課に関すること（かわさき市税事務所に限

る。）。 

(３) 国有資産等所在市町村交付金に関すること（かわさき市税事務

所に限る。）。 

 

納税課 

(１) 市税の徴収、督促（特別徴収の市民税及び県民税に係るものを

除く。）及び滞納処分に関すること。 

 
こすぎ市税分室（みぞのくち市税事務所に限る。）  

(１) 普通徴収の市民税及び県民税の賦課に関すること。 

(２) 公的年金等に係る所得に係る特別徴収の市民税及び県民税の賦

課（年金保険者に係るものを除く。）に関すること。 

(３) 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。 

(４) 納税思想の普及高揚に関すること。 

(５) 市税の証明及び閲覧に関すること。 

(６) 市税の徴収、督促（特別徴収の市民税及び県民税に係るものを

除く。）及び滞納処分に関すること。 
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