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　総務企画局

東京事務所 川崎区宮本町１ 200-0053

公文書館 中原区宮内４－１－１ 733-3933

　財　政　局

かわさき市税事務所 川崎区砂子１－８－９　川崎御幸ビル１～４階 200-3938

みぞのくち市税事務所 高津区下作延２－７－６０ 820-6555

こすぎ市税分室 中原区小杉町３－２４５　中原区役所３階 744-3113

しんゆり市税事務所 麻生区万福寺１－２－２　新百合トウェンティワン５階 543-8988

　市民文化局

平和館 中原区木月住吉町３３－１ 433-0171

市民ミュージアム 中原区等々力１－２ 754-4500

岡本太郎美術館 多摩区枡形７－１－５ 900-9898

　経済労働局

計量検査所 川崎区藤崎３－１－１０ 222-1826

中小企業溝口事務所 高津区溝口１－６－１０　てくのかわさき３階 812-1112

都市農業振興センター 高津区梶ケ谷２－１－７　ＪＡセレサ梶ケ谷ビル２階 860-2462

農業技術支援センター 多摩区菅仙谷３－１７－１ 945-0153

中央卸売市場北部市場 宮前区水沢１－１－１ 975-2211

地方卸売市場南部市場 幸区南幸町３－１２６－１ 543-5271

　環　境　局

川崎生活環境事業所 川崎区塩浜４－１１－９ 266-5747

中原生活環境事業所 中原区中丸子１５５－１ 411-9220

宮前生活環境事業所 宮前区宮崎１７２ 866-9131

多摩生活環境事業所 多摩区枡形１－１４－１ 933-4111

入江崎クリーンセンター 川崎区塩浜３－１４－１ 266-2726

加瀬クリーンセンター 幸区南加瀬４－４０－２３ 588-4241

浮島処理センター 川崎区浮島町５０９－１ 287-9600

浮島埋立事業所 川崎区浮島町５２３－１ 277-1735

堤根処理センター 川崎区堤根５２ 541-2047

王禅寺処理センター 麻生区王禅寺１２８５ 966-6135

環境総合研究所 川崎区殿町３－２５－１３ 276-9001

  川崎生命科学・環境研究センター３階

　健康福祉局

中央卸売市場食品衛生検査所 宮前区水沢１－１－１ 975-2245

動物愛護センター 中原区上平間１７００－８ 589-7137

こころの相談所 川崎区東田町８ 201-3241

総合リハビリテーション推進センター 川崎区日進町５−１ 223-6719

南部地域支援室 川崎区日進町５−１ 200-0834

中部地域支援室 中原区井田３－１６－１ 750-0686

北部地域支援室 麻生区百合丘２－８－２ 281-6621

健康安全研究所 川崎区殿町３－２５－１３ 276-8250

  川崎生命科学・環境研究センター２階

看護大学 幸区小倉４－３０－１ 587-3500

看護短期大学 幸区小倉４－３０－１ 587-3500

事 業 所 等 一 覧
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　こども未来局

こども家庭センター 幸区鹿島田１－２１－９ 542-1234

中部児童相談所 高津区末長１－３－９ 877-8111

北部児童相談所 多摩区生田７－１６－２ 931-4300

東小田保育園 川崎区小田５－１４－１ 355-6620

藤崎保育園 川崎区藤崎１－６－８（仮園舎） 211-1306

古川保育園 幸区古川町１２０ 522-6301

河原町保育園 幸区河原町１ 522-6650

夢見ヶ崎保育園 幸区南加瀬３－４－８ 588-4130

中丸子保育園 中原区中丸子１１５５ 411-5559

下小田中保育園 中原区下小田中４－４－１７ 788-5890

蟹ヶ谷保育園 高津区蟹ヶ谷３３９ 751-9040

津田山保育園 高津区下作延５－１－１０ 888-5291

梶ヶ谷保育園 高津区梶ケ谷５－８－２ 865-0355

菅生保育園 宮前区初山１－２３－１５ 977-9320

中有馬保育園 宮前区有馬３－２－１０ 854-0425

土橋保育園 宮前区土橋２－１１－４（仮園舎） 855-2877

生田保育園 多摩区西生田３－１５－１０ 966-2502

菅保育園 多摩区菅１－５－２４ 945-5109

土渕保育園 多摩区生田２－１４－５ 933-8942

上麻生保育園 麻生区上麻生７－２－３５ 988-8520

高石保育園 麻生区高石１－１４－１５ 954-5355

白山保育園 麻生区白山４－２－１ 987-7722

川崎区保育・子育て総合支援センター 川崎区大島４－１７－２ 201-3319

中原区保育・子育て総合支援センター 中原区小杉陣屋町２－３－１ 744-3288
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　まちづくり局

登戸区画整理事務所 多摩区登戸２２０２－１ 933-8511

　建設緑政局

多摩川管理事務所 幸区東古市場１　御幸公園内 544-6922

霊園事務所 高津区下作延１２４１　緑ヶ丘霊園内 813-1182

夢見ヶ崎動物公園 幸区南加瀬１－２－１ 588-4030

生田緑地整備事務所 多摩区枡形６－２６－１　生田緑地内 934-8577

南部都市基盤整備事務所 中原区下小田中２－９－１ 755-2277

北部都市基盤整備事務所 麻生区古沢１２０ 955-1200

　港　湾　局

川崎港管理センター 川崎区東扇島３８－１ 287-6027

  川崎市港湾振興会館（川崎マリエン）内

　臨海部国際戦略本部
キングスカイフロント
　マネジメントセンター

川崎区殿町３－２５－１０ 276-9207

  上下水道局

南部サービスセンター 中原区上平間１１８３ 544-5433

中部サービスセンター 高津区末長１－４４－２４ 855-3232

北部サービスセンター 麻生区高石４－１５－７ 951-0303

第１配水工事事務所 中原区上平間１１８３ 544-3642

第２配水工事事務所 高津区梶ケ谷２－１３－５ 888-3141

第３配水工事事務所 多摩区生田１－１－１ 945-8277

水管理センター 多摩区三田５－１－１ 900-9710

水運用センター 宮前区土橋３－１－１ 866-0335

長沢浄水場 多摩区三田５－１－１ 911-2022

生田浄水場 多摩区生田１－１－１ 944-2131

入江崎水処理センター 川崎区塩浜３－１７－１ 287-5202

加瀬水処理センター 幸区南加瀬４－４０－２２ 587-3000

等々力水処理センター 中原区宮内３－２２－１ 799-9542

麻生水処理センター 麻生区上麻生６－１５－１ 989-1171

入江崎総合スラッジセンター 川崎区塩浜３－２４－１２ 287-7204

南部下水道事務所 川崎区元木２－２－９ 344-4866

中部下水道事務所 中原区宮内１－２１－３１ 751-2966

西部下水道管理事務所 宮前区有馬１－２１－６ 852-5131

北部下水道管理事務所 麻生区高石４－１５－７ 954-0208

　交　通　局

塩浜営業所 川崎区塩浜２－２－１ 288-0972

鷲ヶ峰営業所 宮前区菅生ヶ丘４１－１ 977-5222

　病　院　局

川崎病院 川崎区新川通１２－１ 233-5521

井田病院 中原区井田２－２７－１ 766-2188
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　消　防　局

臨港消防署 川崎区池上新町３－１－５ 299-0119

浮島出張所 川崎区浮島町５０９－１ 271-0119

千鳥町出張所 川崎区千鳥町１５－４ 277-0119

殿町出張所 川崎区殿町３－２５－２ 266-0119

藤崎出張所 川崎区藤崎３－７－１ 287-0119

川崎消防署 川崎区南町２０－７ 223-0119

小田出張所 川崎区小田７－３－４１ 366-0119

大島出張所 川崎区大島上町２０－３ 333-0119

幸消防署 幸区戸手２－１２－１ 511-0119

南河原出張所 幸区南幸町２－３８ 533-0119

平間出張所 幸区下平間４ 522-0119

加瀬出張所 幸区南加瀬４－１８－５ 599-0119

中原消防署 中原区新丸子東３－１１７５－１ 411-0119

苅宿出張所 中原区苅宿４２－３ 435-0119

井田出張所 中原区井田中ノ町２３－３ 754-0119

小田中出張所 中原区上小田中３－７－１ 799-0119

高津消防署 高津区二子５－１４－５ 811-0119

子母口出張所 高津区子母口２９８－２ 766-0119

新作出張所 高津区新作４－１２－７ 853-0119

梶ヶ谷出張所 高津区向ヶ丘８－１６ 854-0119

久地出張所 高津区久地４－１１－１９ 822-0119

宮前消防署 宮前区宮前平２－２０－４ 852-0119

野川出張所 宮前区西野川２－７－８ 755-0119

宮崎出張所 宮前区有馬２－８－１１ 855-0119

向丘出張所 宮前区平１－４－１７ 888-0119

犬蔵出張所 宮前区犬蔵１－１０－２ 976-0119

菅生出張所 宮前区菅生３－４３－２３ 977-0119

多摩消防署 多摩区枡形２－６－１ 933-0119

宿河原出張所 多摩区宿河原３－１２－１ 900-0119

菅出張所 多摩区菅馬場１－１３－１ 945-0119

栗谷出張所 多摩区栗谷３－３０－８ 953-0119

麻生消防署 麻生区万福寺１－５－４ 951-0119

王禅寺出張所 麻生区王禅寺東４－１－６ 954-0119

百合丘出張所 麻生区百合丘１－１８－４ 966-0119

柿生出張所 麻生区片平２－３０－７ 989-0119

栗木出張所 麻生区栗木台４－２－１ 987-0119
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  教育委員会事務局

総合教育センター 高津区溝口６－９－３ 844-3600

総合教育センター塚越分室 幸区塚越１－６０ 541-3633

南部学校給食センター 幸区南幸町３－１４９－２ 223-7881

中部学校給食センター 中原区上平間１７００－３７３ 201-1008

北部学校給食センター 麻生区栗木２－８－５ 322-9911

教育文化会館 川崎区富士見２－１－３ 233-6361

教育文化会館大師分館 川崎区大師駅前１－１－５ パークホームズ２階 266-3550

教育文化会館田島分館 川崎区追分町１６－１ 333-9120

幸市民館 幸区戸手本町１－１１－２ 541-3910

幸市民館日吉分館 幸区南加瀬１－７－１７ 587-1491

中原市民館 中原区新丸子東３－１１００－１２ 433-7773

高津市民館 高津区溝口１－４－１ 814-7603

高津市民館橘分館 高津区久末２０１２－１ 788-1531

宮前市民館 宮前区宮前平２－２０－４ 888-3911

宮前市民館菅生分館 宮前区菅生５－４－１１ 977-4781

多摩市民館 多摩区登戸１７７５－１ 935-3333

麻生市民館 麻生区万福寺１－５－２ 951-1300

麻生市民館岡上分館 麻生区岡上２８６－１ 988-0268

川崎図書館 川崎区駅前本町１２－１ タワーリバーク４階 200-7011

川崎図書館大師分館 川崎区大師駅前１－１－５ 266-3550

川崎図書館田島分館 川崎区追分町１６－１ 333-9120

幸図書館 幸区戸手本町１－１１－２ 541-3915

幸図書館日吉分館 幸区南加瀬１－７－１７ 587-1491

中原図書館 中原区小杉町３－１３０１ 722-4932

高津図書館 高津区溝口４－１６－３ 822-2413

高津図書館橘分館 高津区久末２０１２－１ 788-1531

宮前図書館 宮前区宮前平２－２０－４ 888-3918

多摩図書館 多摩区登戸１７７５－１ 935-3400

麻生図書館 麻生区万福寺１－５－２ 951-1305

麻生図書館柿生分館 麻生区片平３－３－１ 986-6470

日本民家園 多摩区枡形７－１－１ 922-2181

青少年科学館 多摩区枡形７－１－２ 922-4731

殿町小学校 川崎区殿町１－１７－１９ 266-4886

四谷小学校 川崎区四谷下町４－１ 266-5883

東門前小学校 川崎区東門前３－４－６ 288-2065

大師小学校 川崎区東門前２－６－１ 288-2392

川中島小学校 川崎区川中島２－４－１９ 288-3167

藤崎小学校 川崎区藤崎３－２－１ 288-2126

さくら小学校 川崎区桜本１－９－１５ 266-4601

大島小学校 川崎区浜町１－５－１ 344-2424

渡田小学校 川崎区田島町１４－１ 344-4932

東小田小学校 川崎区小田５－１１－２０ 333-2122

小田小学校 川崎区小田４－１２－２４ 333-3300

浅田小学校 川崎区浅田２－１１－２１ 333-5966

東大島小学校 川崎区大島５－２５－１ 233-6120

向小学校 川崎区大島４－１７－１ 233-6936

田島小学校 川崎区渡田１－２０－１ 333-8436

新町小学校 川崎区渡田新町３－１５－１ 322-2495

旭町小学校 川崎区旭町２－２－１ 233-4712

宮前小学校 川崎区宮前町８－１３ 233-2043

川崎小学校 川崎区日進町２０－１ 233-2812

京町小学校 川崎区京町１－１－４ 322-2410
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幸町小学校 幸区中幸町２－１７ 522-0387

南河原小学校 幸区都町１８ 522-2573

御幸小学校 幸区遠藤町１ 511-4317

西御幸小学校 幸区小向西町４－３０ 522-2419

戸手小学校 幸区戸手本町１－１６５ 522-3506

古川小学校 幸区古川町７０ 533-1524

東小倉小学校 幸区東小倉１－１ 511-5201

下平間小学校 幸区下平間１７５ 522-3303

古市場小学校 幸区古市場１－１ 522-0281

日吉小学校 幸区北加瀬１－３７－１ 588-4411

小倉小学校 幸区小倉２－２０－１ 588-3331

南加瀬小学校 幸区南加瀬４－２４－１ 599-2554

夢見ヶ崎小学校 幸区南加瀬２－１３－１ 599-1246

下河原小学校 中原区上平間５８５ 522-0158

平間小学校 中原区上平間１４８０ 511-6528

玉川小学校 中原区北谷町３２ 522-4416

下沼部小学校 中原区下沼部１９５５ 411-2933

苅宿小学校 中原区苅宿２５番１号 422-4409

木月小学校 中原区木月４－５３－１ 433-3286

東住吉小学校 中原区木月住吉町１－１１ 422-1402

住吉小学校 中原区木月祇園町１７－１ 422-5444

井田小学校 中原区井田中ノ町２９－１ 766-3992

今井小学校 中原区今井西町３－１８ 722-5507

小杉小学校 中原区小杉町２－２９５－１ 711-5553

上丸子小学校 中原区上丸子八幡町８１５ 411-2221

西丸子小学校 中原区小杉陣屋町２－１９－１ 733-4142

中原小学校 中原区小杉御殿町１－９５０ 722-1610

宮内小学校 中原区宮内２－４－１ 766-4769

大戸小学校 中原区下小田中１－４－１ 766-4509

下小田中小学校 中原区下小田中３－３５－１ 777-5103

新城小学校 中原区下新城１－１５－１ 766-2236

大谷戸小学校 中原区上小田中１－２７－１ 777-6412

子母口小学校 高津区子母口７３０ 777-0842

橘小学校 高津区千年１０２４ 766-4503

末長小学校 高津区末長３－８－１ 866-7642

新作小学校 高津区新作１－９－１ 877-6565

東高津小学校 高津区北見方２－５－１ 833-5451

坂戸小学校 高津区坂戸１－１８－１ 822-2341

久本小学校 高津区久本３－１１－３ 822-9331

下作延小学校 高津区下作延５－１９－１ 822-0723

高津小学校 高津区溝口４－１９－１ 822-2630

梶ヶ谷小学校 高津区梶ケ谷４－１２ 877-8621

西梶ヶ谷小学校 高津区梶ケ谷２－１４－１ 888-0505

久末小学校 高津区久末６４７ 777-6533

上作延小学校 高津区上作延５５９ 866-2049

南原小学校 高津区上作延７９６ 866-0981

久地小学校 高津区久地４－２－１ 833-5700
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野川小学校 宮前区西野川２－１９－１ 766-2069

西野川小学校 宮前区野川台３－１０－１ 766-3877

南野川小学校 宮前区南野川２－１２－１ 788-5500

宮崎小学校 宮前区馬絹１－３０－９ 866-2218

鷺沼小学校 宮前区鷺沼２－１ 854-2783

有馬小学校 宮前区東有馬５－１２－１ 866-1447

西有馬小学校 宮前区有馬７－６－１ 855-7911

富士見台小学校 宮前区宮前平２－１８－３ 888-0189

宮前平小学校 宮前区宮前平３－１４－１ 853-0466

宮崎台小学校 宮前区宮崎３－１８ 855-2410

土橋小学校 宮前区土橋３－１－１１ 865-1535

向丘小学校 宮前区平１－６－１ 866-7060

平小学校 宮前区平６－５－１ 866-7235

白幡台小学校 宮前区南平台１３－１ 977-8220

菅生小学校 宮前区菅生１－５－１ 977-0914

稗原小学校 宮前区水沢３－７－１ 976-4557

犬蔵小学校 宮前区犬蔵１－３－１ 976-1820

稲田小学校 多摩区宿河原３－１８－１ 911-7041

長尾小学校 多摩区長尾７－２８－１ 866-1541

宿河原小学校 多摩区宿河原２－１－１ 933-5437

登戸小学校 多摩区登戸１３２９ 911-2124

中野島小学校 多摩区中野島３－１２－１ 911-3338

下布田小学校 多摩区布田２３－１ 944-5448

東菅小学校 多摩区菅馬場２－１９－１ 944-2832

南菅小学校 多摩区菅馬場３－２５－１ 944-5320

西菅小学校 多摩区菅北浦４－２－１ 945-8181

菅小学校 多摩区菅２－６－１ 944-2107

東生田小学校 多摩区枡形４－９－１ 911-4925

三田小学校 多摩区三田３－６－４ 900-1986

生田小学校 多摩区生田７－２２－１ 911-2115

南生田小学校 多摩区南生田３－１－１ 954-5764

長沢小学校 麻生区東百合丘２－２４－７ 954-5144

西生田小学校 麻生区細山２－２－１ 966-5161

千代ケ丘小学校 麻生区千代ケ丘８－９－１ 954-1080

金程小学校 麻生区金程２－１０－１ 966-5506

百合丘小学校 麻生区百合丘２－１－２ 966-3550

南百合丘小学校 麻生区王禅寺西１－２６－１ 966-6376

麻生小学校 麻生区上麻生３－２４－１ 954-0397

東柿生小学校 麻生区王禅寺東６－３－１ 988-0017

王禅寺中央小学校 麻生区王禅寺東４－１４－１ 988-9700

真福寺小学校 麻生区白山５－３－１ 988-4348

虹ケ丘小学校 麻生区虹ケ丘１－２１－２ 987-1579

柿生小学校 麻生区片平３－３－１ 988-0019

岡上小学校 麻生区岡上６７５－１ 988-8367

片平小学校 麻生区片平５－２８－１ 987-6367

栗木台小学校 麻生区栗木台５－１５－１ 987-4633

はるひ野小学校 麻生区はるひ野４－８－１ 980-5211
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大師中学校 川崎区大師河原２－１－１ 266-5791

南大師中学校 川崎区四谷上町２４－１ 266-2125

川中島中学校 川崎区藤崎２－１９－１ 222-5707

桜本中学校 川崎区池上新町１－２－４ 288-7188

臨港中学校 川崎区浜町２－１１－２２ 333-5537

田島中学校 川崎区小田２－２１－７ 322-2027

京町中学校 川崎区京町３－１９－１１ 333-2127

渡田中学校 川崎区渡田向町１１－１ 244-4702

富士見中学校 川崎区富士見２－１－２ 233-4186

川崎中学校 川崎区下並木５０ 222-7186

川崎高等学校附属中学校 川崎区中島３－３－１ 246-7862

南河原中学校 幸区中幸町４－３１ 511-2413

御幸中学校 幸区戸手４－２－１ 522-3404

塚越中学校 幸区塚越１－６０ 511-0458

日吉中学校 幸区北加瀬２－３－１ 588-4552

南加瀬中学校 幸区南加瀬３－１０－１ 588-6428

平間中学校 中原区上平間１３６８ 511-3502

玉川中学校 中原区中丸子５６２ 411-2639

住吉中学校 中原区木月住吉町２７－１ 411-3358

井田中学校 中原区井田杉山町１１－１ 766-3393

今井中学校 中原区今井仲町７－１ 722-9292

中原中学校 中原区小杉陣屋町１－２４－１ 722-3396

宮内中学校 中原区宮内４－１３－１ 766-3470

西中原中学校 中原区下小田中２－１７－１ 777-2239

東橘中学校 高津区子母口７３０ 766-1649

橘中学校 高津区千年１３００ 777-6715

高津中学校 高津区久本３－１１－２ 822-2331

東高津中学校 高津区末長４－１－１ 833-2882

西高津中学校 高津区久地１－１０－１ 822-2487

宮崎中学校 宮前区宮崎１０７ 877-2601

野川中学校 宮前区西野川２－２－１ 766-3821

有馬中学校 宮前区有馬７－７－１ 855-7913

宮前平中学校 宮前区宮前平２－７ 855-3214

向丘中学校 宮前区神木本町５－１１－１ 866-2875

平中学校 宮前区平３－１５－１ 976-3666

菅生中学校 宮前区菅生２－１０－１ 977-8787

犬蔵中学校 宮前区犬蔵１－１０－１ 977-0604

稲田中学校 多摩区宿河原４－１－１ 911-4224

枡形中学校 多摩区枡形１－２２－１ 900-1304

中野島中学校 多摩区中野島１－１６－１ 944-4734

南菅中学校 多摩区菅馬場４－１－１ 944-5307

菅中学校 多摩区菅城下２８－１ 944-8002

生田中学校 多摩区三田２－５４２０－２ 911-4201

南生田中学校 多摩区南生田３－４－１ 954-5613

西生田中学校 麻生区高石３－２５－１ 966-8515

金程中学校 麻生区金程３－１６－１ 951-2141

長沢中学校 麻生区東百合丘４－１２－１ 954-5611

麻生中学校 麻生区上麻生４－３９－１ 954-2957

柿生中学校 麻生区上麻生６－４０－１ 988-0004

王禅寺中央中学校 麻生区王禅寺東４－１４－２ 987-0066

白鳥中学校 麻生区白鳥１－５－１ 988-9701

はるひ野中学校 麻生区はるひ野４－８－１ 980-5211
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川崎高等学校 川崎区中島３－３－１ 244-4981

幸高等学校 幸区戸手本町１－１５０ 522-0125

川崎総合科学高等学校 幸区小向仲野町５－１ 511-7336

橘高等学校 中原区中丸子５６２ 411-2640

高津高等学校 高津区久本３－１１－１ 811-2555

聾学校 中原区上小田中３－１０－５ 766-6500

中央支援学校 高津区久本３－７－１ 844-1275

田島支援学校 川崎区田島町２０－５ 355-1240

田島支援学校桜校 川崎区池上新町１－１－３ 299-2861
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