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資料１

臨海部国際戦略本部長 事業推進部長 担当課長　［企画調整］ 堤　久宗 3738 【42101】

久万　竜司　 担当課長　［事業推進］ 小沢　修一 0524 【42151】

2414【42000】 担当課長　[臨海部調整] 山本　一滋 3711 【42201】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

成長戦略推進部長 担当課長　［戦略推進］ 嶋村　敏孝 3633 【42401】

　　大山　啓祐  3551【42400】 担当課長　［連携推進］ 間島　哲也 276-9207 【69125】

担当課長　[カーボンニュートラル推進] 篠原　顕 2095 【42301】

キングスカイフロントマネジメントセンター所長

担当部長

　一ノ瀨　久美子　276-9206【69123】

担当課長  [土地利用] 荒木　信博 3788 【42701】

担当課長  ［拠点交通］ 柴　次郎 2547 【42801】

担当課長　[戦略拠点形成] 下田　真人 3594 【42901】

担当課長　[土地利用計画] 坂本　篤史 0253 【42921】

担当課長　[土地・基盤整備] 野村　博和 1741 【42941】

担当部長［計画調整］

　　沼田　聡史　1740【42920】

　　※　一覧表中の４桁の数字はダイヤルイン、５桁の数字は内線番号です。

　　松川　一貴　2738 【42700】

戦略拠点推進室長

　　松川　哲司　0230 【42900】

【臨海部国際戦略本部機構一覧】

　　櫻井　雅幸　2402【42100】

キングスカイフロントマネジメント
センター所長事務取扱

拠点整備推進部長
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資料２

◆事業推進部 ◆臨海部事業推進部
部長 部長

　　　　　 　　　担当課長     　担当係長 　　　　　 　　　担当課長     　担当係長
　　　　　　　　[企画調整] 　　　　　　　　[企画調整]

    　担当係長     　担当係長

　　　　　 　　　担当課長     　担当係長 　　　　　 　　　担当課長     　担当係長
　　　　　　　　[事業推進] 　　　　　　　　[事業推進]

　　　　　 　　　担当課長     　担当係長 　　　　　 　　　担当課長     　担当係長
　　　　　　　　[臨海部調整] 　　　　　　　　[臨海部調整]

    　担当係長

◆成長戦略推進部 　　　　　 　　　担当課長 　　　担当係長
部長 　　　　　　　　[水素・エネルギー戦略推進]

　　　　　 　　　担当課長     　担当係長
　　　　　　　　[戦略推進] ◆国際戦略推進部

部長

　　　　　 　　　担当課長     　担当係長 　　　　　 　　　担当課長     　担当係長
　　　　　　　　[連携推進] 　　　　　　　　[拠点形成・戦略推進]

    　担当係長

　　　　　 　　　担当課長     　担当係長 　　　　　 　　　担当課長     　担当係長
　　　　　　　　［カーボンニュートラル推進] 　　　　　　　　[連携推進]

    　担当係長

　　　　　 　　　所長     　担当係長 　　　　　 　　　所長     　担当係長
　　　　　　　　[キングスカイフロントマネジメントセンター] 　　　　　　　　[キングスカイフロントマネジメントセンター]

    　担当係長     　担当係長

◆拠点整備推進部 ◆拠点整備推進部
部長 部長

　　　　　 　　　担当課長     　担当係長 　　　　　 　　　担当課長     　担当係長
　　　　　　　　[土地利用] 　　　　　　　　[土地利用]

    　担当係長     　担当係長

　　　　　 　　　担当課長     　担当係長 　　　　　 　　　担当課長     　担当係長
　　　　　　　　[拠点交通] 　　　　　　　　[拠点交通]

    　担当係長     　担当係長

    　担当係長（兼）     　担当係長（兼）

◆戦略拠点推進室 ◆戦略拠点推進室
室長 室長

　　　　　 　　　担当課長     　担当係長 　　　　　 　　　担当課長     　担当係長
　　　　　　　　[戦略拠点形成] 　　　　　　　　[戦略拠点形成]

    　担当係長     　担当係長

　　　　　 　　　担当課長     　担当係長 　　　　　 　　　担当課長     　担当係長
　　　　　　　　[土地利用計画] 　　　　　　　　[土地利用計画]

    　担当係長     　担当係長

　　　　　 　　　担当課長     　担当係長 　　　　　 　　　担当課長     　担当係長
　　　　　　　　[土地・基盤整備] 　　　　　　　　[土地・基盤調整]

    　担当係長     　担当係長

担当部長 担当部長
[計画調整] [計画調整]

【臨海部国際戦略本部の組織】

令和4年4月1日 令和3年4月1日

◆臨海部国際戦略本部

本部長

◆臨海部国際戦略本部

本部長
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資料３

〔事業推進部〕

事務分掌 主な具体例

1 本部の人事、予算及び決算に関すること。 「臨海部ビジョン」の推進

2 本部内の連絡調整及び事務改善に関すること。 臨海部のＰＲ・ブランディングの推進

3 臨海部整備に係る調査、計画及び総合調整に関すること。

4 臨海部における土地利用の誘導に関すること。

5 本部民間事業者選定評価委員会に関すること。 「川崎臨海部活性化推進協議会」の開催

6 本部内他の部の主管に属しないこと。

〔成長戦略推進部〕

事務分掌 主な具体例

1 国際戦略拠点の形成の推進に係る総合調整に関すること。

2 国際戦略総合特区の推進に係る総合調整に関すること。

3 国家戦略特区の推進に係る総合調整（健康・医療分野に

限る。）に関すること。

4 臨海部の産業に係るカーボンニュートラルの推進に

関すること。

5 キングスカイフロントマネジメントセンターとの連絡調整に

関すること。

＜キングスカイフロントマネジメントセンター＞

1 国際戦略拠点の形成の推進に係る調整に関すること。 キングスカイフロントにおけるエリアマネジメントの推進

2 国際戦略拠点における立地企業等との連絡調整に

関すること。 ナノ医療イノベーション事業の推進

3 ナノ医療イノベーションセンターに関すること。

〔拠点整備推進部〕

事務分掌 主な具体例

1 臨海部の都市基盤の整備の推進に関すること。

2 臨海部と羽田空港周辺との連携強化に係る調整に関する

こと。

3 都市再生特別措置法に基づく羽田空港南・川崎殿町

・大師河原地域に係る計画及び総合調整並びに浜川崎駅

周辺地域に係る総合調整に関すること。

〔戦略拠点推進室〕

事務分掌 主な具体例

1 臨海部における新産業創出等に係る戦略拠点の形成の

推進に関すること。

2 臨海部における大規模土地利用に係る計画及び

総合調整に関すること。

3 都市再生特別措置法に基づく浜川崎駅周辺地域に係る

計画に関すること。

浮島１期地区の土地利用の推進

南渡田地区における新たな戦略拠点形成に向けた取組の推
進

ＪＦＥホールディングス株式会社との協定に基づく、大規模な
土地利用転換に向けた取組の推進

キングスカイフロントにおける高水準・高機能な拠点整

備の推進

臨海部の交通機能強化に向けた取組の推進

大師橋駅駅前交通広場、塩浜３丁目周辺地区の再整備の推
進

「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区」及び
「国家戦略特区」プロジェクトの推進

「川崎カーボンニュートラルコンビナート構想」の推進

【臨海部国際戦略本部 事業概要】

臨海部の動向把握及び「地区カルテ・アクションマッ

プ」の作成

殿町国際戦略拠点「キング スカイフロント」における拠

点形成の推進

キングスカイフロントを中心とするエコシステム形成の推進
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