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川崎市立川崎病院駐車場借受者公募要項 

 

１ 趣旨 

  川崎市立川崎病院（以下「当院」という。）は、民間の駐車場運営の手法を活用して、当院が所

管する駐車場の効率的かつ効果的な運用と利用者の利便性の向上を目的とし、民間事業者へ駐車場

の貸付を行います。 

  本件は、この「時間貸駐車場施設」の営業・運営ができる法人事業者（以下「借受者」という。）

と、当院駐車場の貸付契約の締結に向けて、プロポーザル方式による借受者の公募を実施するもの

です。 

 

２ 病院概要 

 (1) 名称      川崎市立川崎病院 

  (2) 所在地     川崎市川崎区新川通１２番１号 

  (3) 延べ床面積   ４９，８９０㎡ 

(4) 病床数     ７１３床（一般 ６６３床、精神 ３８床、感染 １２床） 

(5) 標榜診療科目数 ３９科 

 (6) 病院の指定等  日本医療機能評価機構認定病院、地域医療支援病院、県がん診療連携指定病

院、卒後臨床研修評価機構認定病院、救命救急センター、災害拠点病院等 

 (7) 外来診療時間  月曜日から金曜日まで ８：３０～１７：００ 

           （祝日及び１２月２９日から１月３日までを除く。） 

(8) 入院面会時間  一般病棟  平日     ： １４：００～２０：００ 

                土・日・祝日 ： １３：００～２０：００ 

 (9) その他特記事項 

   ・小児科・産科あり。高齢の患者が多い。介護施設からの通院による送迎車あり。 

   ・外来治療センターあり（１０床、外来での化学療法を実施している。在院時間が長い。） 

 (10) 現行駐車場の１日あたりの利用状況（平成３０年８月 利用状況調査結果） 

                                     （単位：台） 

外来 面会 

その他 
１日あたりの 

利用台数 患者 
障害者手帳

提示 
面会 

障害者手帳

提示 

２４８ ５４ １２３ １４ ７７ ５１６ 

※当該結果は、利用状況を集計した参考数値であり、貸付契約後の利用台数を保証するもので

はない。なお、当該利用状況は、平日３日間の集計結果の平均値を記載している。 

 (11) 年間の利用状況 台数  ：約１５２,０００台   （平成２９年度） 

           使用料：約４,４９０万円     （平成２９年度） 

 

３ 貸付契約の主な条件 

(1) 貸付契約の内容 

   本件貸付契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第２項第４号の規定

に基づく貸付け（賃貸借契約）です。 

 (2) 貸付期間 

   貸付期間は、平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までの５年間です。 

 (3) 貸付物件（別紙（１）図面参照） 

ア 名 称  川崎市立川崎病院駐車場 

  イ 所在地  川崎市川崎区新川通１２番１号 

  ウ 区 分  土地 

  エ 貸付場所 別紙（１）図面の①の部分。公道に面する駐車場案内看板、満空表示、その他駐
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車場関連設備の設置場所については、企画提案を受けて別途協議とする。）  

 (4) 貸付料 

  ア 月額にて算定し、月額に貸付期間の月数を乗じた金額を貸付料の総額とします。なお、月の

途中に貸付開始日又は貸付終了日がある月の貸付料に関しては、日割り（貸付料に、その月の

日数を分母とし、貸付期間の日数を分子としたものを乗じ、小数点以下を切捨てた額）によっ

て計算してください。 

  イ 消費税及び地方消費税相当額を含んだ額とします。ただし、消費税及び地方消費税率が変更

となった場合は、差額を納入いただきます。 

  ウ 当初の年度分の貸付料にあっては貸付期間の開始日から起算して３０日以内に、それ以降の

年度分の貸付料（当該年度分）にあっては当該年度の４月３０日までに、川崎市病院事業管理

者が発行する納入通知書により納入してください。 

  ※なお、駐車場の稼働状況（貸付開始日から平成３２年３月３１日までの実績）を勘案し、当院

と借受者で平成３２年４月以降の貸付料等の変更について協議を行うものとします。ただし、

貸付料の下方変更は行わないものとします。 

(5) 貸付物件の整備について 

借受者は、貸付物件に自動車の時間貸駐車場施設を整備するものとし、駐車場出口（公道接

合部分）については、駐車場法に則した対策を講じてください。駐車場内には、体の不自由な

方、障害のある方などのため、従前と同程度の優先駐車区画（思いやり駐車スペース）を設け

るものとします。さらに、利用者の安全に配慮して次の項目について整備してください。標記

の整備工事にあたり、借受者は整備内容について事前に当院と協議し、承認の上、実施するも

のとします。なお、貸付物件は現況有姿の状態で引渡します。 

  ア 別紙図面（１）の②の場所（敷地の南側）に、自転車駐輪場（５５０台分）を整備してくだ

さい。最低限、整理して駐輪ができるような区画の整備は必要と考えますが、この方法に限ら

ず、整理して駐輪ができるような整備方法があれば提案してください。駐輪場と当院正面玄関

を結ぶ導線は、①の駐車場内を通過することを前提としますので、駐車場内の歩行者通路につ

いては安全対策を講じてください。また、現在の歩道側への出入口は封鎖してください。なお、

自転車駐輪場の利用料は無料とします。 

  イ 別紙図面（１）の③の場所に、バイク駐輪場（３０台分）を整備してください。最低限、整

理して駐輪ができるような区画の整備は必要と考えますが、この方法に限らず、整理して駐輪

ができるような整備方法があれば提案してください。なお、バイク駐輪場の利用料は無料とし

ます。 

  ウ 別紙図面（１）の④の場所に、歩行者及び自転車利用者のための通路・通用口を整備してく

ださい。 

(6) 駐車場の開場時間 

 ２４時間／日 

 (7) 最低限設置すべき駐車場管理機器の種類と数 

ア ゲート管理機器 

  (ｱ) ゲート発券機（入口） １式 

  (ｲ) ゲート精算機（出口） １式 

     （高額紙幣、クレジットカードに対応すること。） 

   ※駐車場内に非常用発電設備の燃料タンクの給油口があるため、燃料運搬車両が進入す 

   る場合が年に１回程度あります。その他、災害時等には駐車場内にトラック等の車両 

   が進入することも想定されるため、大型車両（車高３．８ｍ）が通行する際は、安全 

   に通過できる構造としてください。    

イ  事前精算機（高額紙幣、クレジットカードに対応すること。） １式 

  ウ 満室表示機（駐車場手前及び入口） ２式 

  エ 案内看板、料金看板 

  オ 入出庫注意灯 各１基 
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カ 遠隔対応システム (電話又はインターフォンによる利用者との直接連絡体制の整備）１式 

キ 認証機 ７式  （総合窓口１式、会計窓口２式、夜間救急窓口１式、 

           入退院受付窓口 1 式、警備室１式及び予備機１式 ）  

ク 設置工事について 

 借受者は、駐車場運営に必要な機器の設置工事を契約締結以降に開始し、貸付期間に駐車場

運営が行えるよう、遅滞なく準備を行うものとします。なお、工事期間中についても駐車場が

全面使用不可とならないよう（病院利用者が部分的にでも駐車できるなど）、病院利用者及び

当院の負担が最小限となるような工事計画としてください。工事、その他必要な準備の日程等

詳細については、当院と借受者とで協議するものとします。 

(8) 負担区分 

   駐車場における当院と借受者の整備・管理区分は、別紙（２）負担区分を参照してください。 

 (9) 電気料金の負担 

借受者は、駐車場運営に係る電気料金の消費電力相当額を負担するものとします。当院から電

気の供給を受けるものについては、別途川崎市病院事業管理者が発行する納入通知書により、毎

月指定する期日までに納入していただきます。電気料金の負担の範囲は次のとおりとします。 

借受者の負担とする範囲 借受者が設置した機器に係る電気料金 

借受者が設置した機器に係る通信料金 

駐車場内の照明に係る電気料金 

当院の負担とする範囲 なし 

なお、電気料金の消費電力相当額の算出方法は、設置機器の定格消費電力とその使用時間から 

積算した電力量と、電気需給約款の業務用電力Ａ６ｋＶ単価に基づき計算してください。 

(10) 貸付物件の用途指定 

   貸付物件は、自動車の時間貸駐車場施設として、貸付期間中継続して営業・運営する事業（以

下「駐車場事業」という。）の用途に供さなければなりません。 

 (11) 禁止事項 

  ア 原則として、駐車場事業用途以外の用途に供することはできません。 

  イ 貸付物件の第三者への転貸することはできません。 

  ウ 本件賃借権を第三者に譲渡し、又は他の権利を設定することはできません。 

 (12) 実地調査等 

   当院が貸付物件の利用状況についての実地調査を行う場合、又は関係資料の提出を求めたとき

は、借受者は必ず協力しなければなりません。 

 (13) 報告書等の提出等 

ア 月次報告 

    借受者は、毎月１回、次の項目について、報告書及び資料を提出するものとします。資料は

データ（エクセル形式）で提出していただきます。 

   (ｱ) 入出庫台数（日別、出庫台数については、料金区分ごと） 

   (ｲ) 稼働率（時間帯別） 

     稼働率とは、毎時点における駐車台数を車室の数で割った値をいう。 

   (ｳ) 駐車時間ごとの入出庫台数（出庫台数については、料金区分ごと） 

(ｴ) 駐車場利用料金の合計額  

イ 年次報告 

    借受者は、毎年度ごとに、「ア月次報告」を集約したものと、駐車場の管理状況を記載し  

た事業報告書を作成し、各年度終了後、速やかに当院へ提出するものとします。なお、当院は

これを公表できるものとします。 

ウ 事故等のトラブル時の報告書 

    速やかに当院へ報告を行っていただきます。 

エ 川崎市情報公開条例（平成１３年川崎市条例第１号）に基づく開示請求を受けた場合には、

借受者は迅速・誠実に対応するものとし当院に協力するものとします。 
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  オ 当院が貸付料債権の保全上必要があると認めるとき、又は借受者が第三者に貸付物件を転貸

している疑いがある場合は、当院は借受者に対してその参考となるべき資料の提出又は報告を

求めることができるものとします。 

 (14) 貸付物件の引渡しと返還 

   貸付物件は現況有姿の状態で引渡しますので、貸付期間が終了したときには、協議の上定めた

状態にて返還しなければなりません。原則として、借受者が設置した機器の撤去等は、貸付期間

内に完了するものとします。ただし、貸付期間の満了前に、次の貸付期間も引き続き同じ借受者

が貸付物件を使用できることが明らかになった場合は、当該貸付物件を原状に回復することなく、

引き続き使用することができます。また、返還に際して、本契約期間以降の借受者（以下、「次

期借受者」と言う。）が本契約の借受者と異なるときは、借受者は、必要に応じて当院及び次期

借受者と原状回復に関する協議を行うものとします。 

(15) 利用料金の変更について 

借受者は、当院と協議の上、川崎病院外来患者等及び見舞い・面会者以外の者の利用料金を変

更できるものとします。ただし、借受者は、貸付開始後６ヶ月以内は料金の変更についての提案

はできないものとします。 

(16) その他 

災害等による緊急対策、イベント・訓練等で当院が必要と認めるときは、借受者に通知した上

で、駐車場を閉鎖することができるものとします。 

※イベント・訓練等は、現在定例的な開催はなく、実施する場合は日曜日、土曜日及び祝日

（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日。以下「休日等」

という。）に実施し、多くても年２～３回を見込んでいます。 

 

４ プロポーザル参加意向申出書について 

 (1) プロポーザルに参加を希望する者は、次の書類を提出してください。 

  必要書類 部数 

１ 表紙（鑑） プロポーザル参加意向申出書（様式１。１０ページ参

照）※代表者印を押印すること。 

１部 

２ 駐車場事業の実績

(病院との間の契

約等実績) 

病院における駐車場管理運営実績を有し、かつ現在も継

続していることを証明する書類（１件のみで可） 

※契約の種類は、駐車場の賃借契約のほか、駐車場の管

理・運営委託契約、機器のリース契約等、駐車場の指

定管理も含め、実態として駐車場の管理運営事業であ

れば可とし、件名、契約相手、契約期間、運営規模等

が確認できる、契約書・協定書等の写しを証明する書

類とする。 

１部 

(2) 提出期間 平成３０年１０月３０日(火)から１１月９日（金）まで 

       （日曜日及び土曜日を除く。） 

 （受付時間 ８：３０～１２：００、１３：００～１７：００） 

 (3) 提出先  川崎市立川崎病院事務局庶務課 

 (4) 提出方法 持参 

 

５ 質問書について 

(1) この川崎市立川崎病院駐車場借受者公募要項（以下「本公募要項」という。）に関する質問が

ある場合は、質問書を提出することができます。また、質問書を提出できる者はプロポーザル参

加意向申出書提出者に限るものとします。 

(2) 記載方法  質問書には、本公募要項の記載ページ、見出し番号、見出し等を付記し、何に対

する質問か明確にしてください。 
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 (3) 提出期間 平成３０年１０月３０日(火)から１１月９日（金）１５時まで 

 (4) 提出先  川崎市立川崎病院事務局庶務課 

 (5) 提出方法 電子メール （宛先電子メールアドレス 83kawsyo@city.kawasaki.jp） 

 

６ 企画提案書について 

  プロポーザル参加意向申出書を提出し、提案書提出者の資格に適合した者で、当院からプロポー

ザル関係書類提出要請書を交付された者は、企画提案書を提出してください。 

  企画提案書の構成及び詳細は次のとおりとします。 

 

 (1) 企画提案書の構成 

 名称 作成上の留意点 提出部数 

１ 表紙（鑑） 提案書（様式２、１２ページ参照）

を使用すること。 

※原本に代表者印を押印すること。 

原本１部 

写し１１部 

２ 事業計画書 A4 サイズ、片面、２０枚以内で作成 １２部 

３ レイアウト図 A3 サイズ、縮尺、方位を記入 １２部 

 

(2) 事業計画書について 

ア 事業計画書には次表の項目及び必要記載事項を含めてください。 

 項目 必要記載事項 審査で重視する点 

１ 貸付料 貸付料（月額、年度毎の額及び総額、

税抜き） 
― 

２ 駐車場管理実

績 

病院駐車場の管理実績、当該駐車場の

方式（自走式、機械式、平面など）、

当該駐車場の車室数、管理実績数 

病院駐車場管理実績は豊富にあ

るか 

３ 利用料金 

（※） 

川崎病院外来患者等及び見舞い・面会

者以外の者の利用料金 

平日の日中など外来患者等が優

先的に利用できるように、料金

の差別化が図られているか 

４ 苦情処理体制 組織体制図・苦情への対応方法（対応

に要する時間も記載すること） 

対応マニュアルがあれば主なポイント

を提示すること 

当院の要請への対応 

苦情処理体制（組織や人員等）

が整っているか 

対応マニュアルが整備されてい

るか 

苦情への具体的な対応方法 

対応に要する時間 

定期的に当院との打合せ協議が

可能か 

５ トラブル対応 次のトラブルが発生したと想定して、

対応方法と対応に要する平均的な時間

を記載すること 

・機器の故障 

・駐車券紛失 

・駐車券詰まり 

・その他 

対応体制が整備されていること 

トラブルへの対応方法 

トラブル対応に要する時間 

（到着時間と解決に要する平均

的な時間） 

対応体制（組織や人員等）が整

っているか 

６ 事故対応 駐車場内の事故を想定して、対応方法

と対応に要する平均的な時間を記載す

ること 

事故発生時の対応方法 

対応に要する時間 

（到着時間と解決に要する平均
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・車両同士 

・対物事故 

・対人事故 

対応体制が整備されていること 

的な時間） 

対応体制（組織や人員等）が整

っているか 

７ 個人情報の管

理 

コールセンター等での利用者との相談

記録などの個人情報の管理について 

利用者の個人情報の管理が徹底

しているか 

８ 放置車両（長

期駐車）対策 

長期間の駐車への対応策 

 

対応マニュアルが整備され、処

分時の手続きや責任所在が明確

になっているか 

当院の負担が無く迅速に対応が

可能か（対応に要する時間） 

９ 安全対策 駐車場利用者、通行人への配慮 

安全対策の手法 

安全確保は十分か 

当院の駐車場の立地条件、構造

を考慮して安全対策を立ててい

るか 

当院の負担の程度 

10 利用者への配

慮 

高齢者や色覚障害者などへの配慮 十分な配慮がなされているか 

11 駐車場設備等

の仕様と利用

方法 

 

認証機、精算機等の駐車場機器の配置

位置、利用方法、機能等 

最低必要数を満たしているか。 

病院の実態に見合った認証方法

がとれているか 

精算機が利用者にとって使いや

すい物か 

当院の負担の程度 

12 案内看板・満

空表示 

設置場所、大きさ、表示内容 

 

利用者が利用方法を確認できる

か 

案内看板、満空表示の設置数 

13 駐車場機器の

維持管理、駐

車場内の清掃

等に関する維

持管理 

駐車場機器の保守・維持管理の考え

方、駐車場内の清掃の方法・頻度 

機器故障を防止するためのメン

テナンス体制があるか 

巡回の回数 

清掃の程度・頻度 

当院の負担の程度 

14 独自提案 駐車場の効率的な利用及び利用者に対

するサービス拡充等に関する内容 

※精算方法、初期無料設定（短時間利 

  用）、カーシェアリングサービス、 

  当院のイベント時の対応、満空情 

 報・駐車場情報のＷＥＢ配信など 

 について独自の提案があれば記載 

 してください 

利用者の利便性や満足度の向上

及び当院の負担の軽減等が見込

まれるか 

   

   事業計画書の作成にあたり、次の項目は提案内容を判断する参考資料となります。 

 項目 必要記載事項 作成上の留意点 

１ 駐車場設備等

の仕様 

機器の仕様、設置台数、利用方法 
 

２ 設置工事 工事工程と各工事の内容 

安全確保の対策 

無理のない設計・工事内容とす

ること 
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病院運営への影響を最小限に抑

えること 

３ 防犯対策 侵入者、不法投棄、不正使用防止等の

対策 

 

４ 収支計画 貸付期間の収支計画の説明 年間利用台数、利用時間、駐車

料金、年間売上高、諸経費、設

備投資のための初期投資額、撤

去費等を記載 

   

    ※利用料金の提案について 

(ｱ) 川崎病院外来患者等及び見舞い・面会者の利用料金は別表１のとおりとします。当院が別

表１を見直す場合は、別途、借受者と協議の上、対応を決定するものとします。 

(ｲ) 川崎病院外来患者等及び見舞い・面会者以外の者の利用料金を提案してください。提案す

る利用料金は、平日の日中など外来患者等が優先的に利用できるように、川崎病院外来患者

等及び見舞い・面会者の利用料金とは差別化を図ることとします。 

   (ｳ) 借受者は、当院が指定する者（別表２）が駐車場を利用する場合には、入庫から出庫まで

を無料とするものとします。当院は、別表２を必要に応じて更新し、借受者に提出します。

なお、更新内容が駐車場運営に大きく影響すると予想される場合は、別途、当院と協議の上、

対応を決定するものとします。 

 

   別表１ 外来患者等川崎病院利用者の利用料金 

 区分 金額 

１ 外来患者等の診療を受ける

者 

駐車時間が３時間までは 200 円、以降１時間までごとに

100 円を加算。当日利用最大料金を 1,000 円とする。 

２ 見舞い・面会で利用する者 駐車時間が１時間までは 300 円、以降 30 分までごとに 150

円を加算。当日利用最大料金を 1,000 円とする。 

    

   別表２ 所要時間を無料とする対象 

 対象者 内容 

１ 身体障害者等 

※身体障害者手帳、療育手

帳、精神障害者保健福祉手

帳を所持している者 

障害のある方の運転、同乗させている場合 

２ 関係者 オンコール等で呼出しを受けた医師・メディカルスタッ

フ、公務により来院した市職員・他市職員・議員、工事業

者、燃料運搬業者、等 

３ イベント等参加者 地域連携の集まりで来院した医師会の医師、病院及び病院

関係団体が主催するイベントの講師や演者、等 

４ その他 その他院長が特に必要と認めた者 

    

   別表３ ＜参考＞川崎市病院事業の設置等に関する条例の抜粋（条例改正後） 

種別 金額 付記 

～ 中 略 ～ 

駐車場利

用料 

診療を受ける者（身体障害者福

祉法（昭和 24 年法律第 283 号）

第 15 条第４項の規定により身体

障害者手帳の交付を受けている

者及び管理者が必要と認めた者

駐車時間が３時間までは 200 円、

３時間を超え６時間までは 200 円

に３時間を超える時間１時間まで

ごとに 100 円を加算した額、６時

間を超えるときは 500 円に６時間

多摩病院

に限る。 
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（以下「身体障害者等」とい

う。）を除く。） 

を超える時間 30 分までごとに

200 円を加算した額 

身体障害者等 無料 

その他の者 駐車時間が１時間までは 410 円、

１時間を超えるときは 410 円に１

時間を超える時間 30 分までごと

に 200 円を加算した額 

  

  (3) レイアウト図について 

   レイアウト図は、次表の項目について留意して作成してください。    

 項目 作成上の留意点 

１ 車室 駐車台数を明記すること 

従前と同程度の優先駐車区画を確保すること 

２ 車路 安全に走行できる車路を確保すること 

敷地内道路の白線標示等を整備すること 

３ 駐車場法への対応 公道への出入口について記載すること 

４ 付随する整備事項 別紙図面（１）で示した自転車駐輪場、バイク駐輪場、歩

行者通路・通用口を整備すること 

  レイアウト図には、精算機、看板等の駐車場管理機器について、設置場所を記載してください。 

(4) 提出期限 平成３０年１１月２８日（水） 

       （受付時間 ８：３０～１２：００、１３：００～１７：００） 

(5) 提出先  川崎市立川崎病院事務局庶務課 

(6) 提出方法 持参 

(7) 留意事項等 

ア 現地調査を希望する場合は、事前に後述の当院問合せ先に連絡してください。 

  イ 上記書類のほか、必要に応じて書類の提出を求めることがあります。 

    ウ 提出書類は、理由のいかんを問わず返却しません。 

  エ 提出された書類は、今回の選考以外には使用しません。 

オ 応募に要する費用は、応募者の負担とします。 

 

７ 借受予定者の選定等 

 (1) 借受予定者の選定方法 

企画提案書及び提案会でのプレゼンテーションの内容に基づき当院において、審査を実施しま

す。川崎市立川崎病院駐車場借受者プロポーザル評価委員会において企画内容や実施能力等を審

査により総合的に判断の上、借受予定者及び次点者を決定します。（評価内容により次点者を定

めないことがあります。） 

 (2) 提案会について 

ア 開催予定日時  

  平成３０年１２月１０日（月）から１２日（水）のうち、当院が指定する時間 

    ※各参加者の時間割については、参加者が確定した後、速やかに通知します。 

  イ 開催場所 川崎市立川崎病院会議室 

  ウ 持ち時間  

    質疑応答を含めて１社３５分程度とします。参加者は企画提案書の説明を２０分で行い、そ

の後１５分程度質疑応答を行います。 

    なお、プロジェクター等の機材を使用することはできません。 

 (3) 提出書類について 
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応募者から提出された書類に不足、不備等が判明した場合でも、当院が補足、修正等の必要性

は連絡しません。 

なお、企画提案書の内容について、当院から質問をする場合があります。その場合は、速やか

に書面で回答してください。 

 (4) 失格条件 

   企画提案書に虚偽の記載があることが判明した場合は、失格とします。 

 (5）借受予定者等の決定時期及び審査結果の通知、公表 

借受予定者及び次点者は、平成３０年１２月１９日（水）に決定する予定です。審査結果は応

募者全員に文書で通知しますが、審査結果や内容に関する問い合わせには応じられません。 

   なお、決定した借受予定者等については公表します。 

 (6) 借受予定者等の決定の取消 

   次の場合には、借受予定者及び次点者としての決定を取り消します。 

  ア 著しく社会的信用を損なう等により、借受予定者として相応しくない、又は運営実施の履行

が確実でないと当院が判断した場合 

  イ 借受予定者が企画提案書提出者の資格要件に適合しなくなった場合 

  ウ 借受予定者が本件契約を締結しない場合 

 

８ 契約締結 

川崎市病院事業管理者と借受予定者は、本公募要項の内容を基礎として、契約を締結します。ま

た、契約に当たっては、借受予定者の企画提案書の内容を反映するものとします。 

 

９ その他 

 (1) 事情により予告なく公募を取り止める場合があります。 

 (2) 本公募要項に定めるもののほか、地方自治法、地方自治法施行令、川崎市病院局会計規程、川

崎市病院局契約規程、その他関係法令等の定めるところによります。 

 (3) 本公募要項に関する問合わせ、各書類提出先 

   〒２１０－００１３ 

    川崎市川崎区新川通１２番１号 川崎市立川崎病院事務局庶務課  

    電 話 ０４４－２３３－５５２１ 

    ＦＡＸ ０４４－２４５－９６００ 

    電子メールアドレス 83kawsyo@city.kawasaki.jp 

 

１０ 様式類 


