
1 日本民家園 現行料金 1.1倍程度 教育委員会日本民家園
044-922-2181

 https://www.nihonminkaen.jp/

2 野外音楽堂 現行料金 0.8倍程度

建設緑政局    管理課
044-200-2393
中原区役所道路公園    管理課
044-788-2311

https://www.city.kawasaki.jp/530/page/0000144750.html

3 青少年宿泊施設 八 岳少年自然 家 ◯    未来局青少年支援室
044-200-2668

http://www.kawasaki-yatugatake.jp/

4 麻生スポーツセンター ◯ 麻生区役所地域振興課
044-965-5223

https://www.asao-sports.com/

5 石川記念武道館 ◯ 幸区役所地域振興課
044-556-6705

https://ishikawakinenbudokan.com/default/

6 幸スポーツセンター ◯ 幸区役所地域振興課
044-556-6705

https://saiwai-sc.com/default/

7 高津スポーツセンター ◯ 高津区役所地域振興課
044-861-3145

https://takaspo.life/

8 多摩スポーツセンター ◯ 多摩区役所地域振興課
044-935-3118

https://www.tama-sports.net/

9 宮前スポーツセンター ◯ 宮前区役所地域振興課
044-856-3177

https://miyamae-sc.com/

 ※利用料金制 施設 料金  条例 定  料金 範囲内 指定管理者 市 承認 受  定    

文化・芸術施設

運動施設

区分 施設名称（五十音順） 主な改定内容

現行料金 1.1倍程度

利用料金制※ 担当課・電話番号 ホームページNo.

改定  使用料一覧（本体価格 見直 ）
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1 アートセンター ◯ 市民文化局市民文化振興室
044-200-2433

https://kawasaki-ac.jp/

2 岡本太郎美術館 市民文化局川崎市岡本太郎美術館
044-900-9898

https://www.taromuseum.jp/

3 川崎シンフォニーホール ◯ 市民文化局市民文化振興室
044-200-2030

https://www.kawasaki-sym-hall.jp/

4 青少年科学館

現行料金 110/108程度
※特別利用料 一部   
     観覧料 現行通
り。

教育委員会青少年科学館
044-922-4731

https://www.nature-kawasaki.jp/【お知らせ】科学館資料の特別利用料改正につい

5 藤子 Ｆ 不二雄      ◯ 市民文化局市民文化振興室
044-200-2444

https://fujiko-museum.com/

6 麻生市民館 麻生区役所生涯学習支援課
044-951-1300

https://www.city.kawasaki.jp/asao/category/112-11-1-0-0-0-0-0-0-0.html

7 麻生市民館岡上分館 麻生区役所生涯学習支援課
044-988-0268

https://www.city.kawasaki.jp/asao/category/112-11-2-0-0-0-0-0-0-0.html

8 有馬・野川生涯学習支援施設 ◯ 宮前区役所生涯学習支援課
044-853-3737

http://www.ari-no.jp/

9 大山街道ふるさと館 ◯ 高津区役所総務課
044-861-3123

https://furusatokan.web5.jp/

10 教育文化会館 川崎区役所生涯学習支援課
044-233-6361

https://www.city.kawasaki.jp/kawasaki/category/94-11-1-0-0-0-0-0-0-0.html

11 教育文化会館大師分館 川崎区役所生涯学習支援課
044-266-3550

https://www.city.kawasaki.jp/kawasaki/category/94-11-2-1-0-0-0-0-0-0.html

12 教育文化会館田島分館 川崎区役所生涯学習支援課
044-333-9120

https://www.city.kawasaki.jp/kawasaki/category/94-11-3-2-0-0-0-0-0-0.html

13 港湾振興会館 ◯ 港湾局港湾管理課
044-287-6027

https://www.kawasakiport.or.jp/

市民館 会館等
現行料金 110/108程度

文化・芸術施設

現行料金 110/108程度

No. 利用料金制※ ホームページ

改定  使用料一覧（消費税率引上 相当分 引上 ）

担当課・電話番号主な改定内容区分 施設名称等（五十音順）
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No. 利用料金制※ ホームページ担当課・電話番号主な改定内容区分 施設名称等（五十音順）

14 国際交流センター ◯ 市民文化局多文化共生推進課
044-200-3680

https://www.kian.or.jp/kic/topics/facility-notice22-8.shtml

15 幸市民館 幸区役所生涯学習支援課
044-541-3910

https://www.city.kawasaki.jp/saiwai/category/96-11-3-0-0-0-0-0-0-0.html

16 幸市民館日吉分館 幸区役所生涯学習支援課
044-587-1491

https://www.city.kawasaki.jp/saiwai/category/96-11-2-1-0-0-0-0-0-0.html

17 産業振興会館 ◯ 経済労働局経営支援課
044-200-2326

https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000146282.html

18 市民プラザ ◯ 市民文化局企画課
044-200-2153

https://www.kawasaki-shiminplaza.jp/

19 生活文化会館 ◯ 経済労働局労働雇用部
044-200-2242

https://tekuno-kawasaki.com/

20 総合福祉センター ◯ 健康福祉局地域包括ケア推進室
044-200-2626

http://www.sfc-kawasaki.jp/contents/hp0019/index00080000.html

21 高津市民館 高津区役所生涯学習支援課
044-814-7603

https://www.city.kawasaki.jp/takatsu/category/111-11-1-0-0-0-0-0-0-0.html

22 高津市民館橘分館 高津区役所生涯学習支援課
044-788-1531

https://www.city.kawasaki.jp/takatsu/category/111-11-2-2-0-0-0-0-0-0.html

23 多摩市民館 多摩区役所生涯学習支援課
044-935-3333

https://www.city.kawasaki.jp/tama/category/98-11-1-0-0-0-0-0-0-0.html

24 男女共同参画センター ◯ 市民文化局人権・男女共同参画室
044-200-2300

https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000144796.html

25 東海道かわさき宿交流館 ◯ 川崎区役所地域振興課
044-201-3127

http://kawasakishuku.jp/

26 中原市民館 中原区役所生涯学習支援課
044-433-7773

https://www.city.kawasaki.jp/nakahara/category/97-11-1-0-0-0-0-0-0-0.html

27 平和館 市民文化局平和館
044-433-0171

https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000004007.html

28 宮前市民館 宮前区役所生涯学習支援課
044-888-3911

https://www.city.kawasaki.jp/miyamae/category/117-11-3-0-0-0-0-0-0-0.html

29 宮前市民館菅生分館 宮前区役所生涯学習支援課
044-977-4781

https://www.city.kawasaki.jp/miyamae/category/117-11-2-0-0-0-0-0-0-0.html

30 青少年宿泊施設 青少年の家 ◯ こども未来局青少年支援室
044-200-2668

https://kawasaki-seishounen.info/

市民館・会館等
現行料金の110/108程度
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No. 利用料金制※ ホームページ担当課・電話番号主な改定内容区分 施設名称等（五十音順）

31 カルッツかわさき
（スポーツ・文化総合センター） ◯ 川崎区役所地域振興課

044-201-3231
https://culttz.city.kawasaki.jp/

32 公園内運動施設
（テニスコート、野球場等） ◯（一部） 建設緑政局    管理課

044-200-2393
https://www.city.kawasaki.jp/530/page/0000144750.html

33 とどろきアリーナ ◯ 中原区役所地域振興課
044-744-3323

https://todoroki-arena.com/

34 王禅寺余熱利用市民施設 ◯ 環境局減量推進課
044-200-2605

https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000144907.html

36 コンベンション施設 コンベンションホール ◯ 経済労働局観光 地域活力推進部
044-200-2327

https://www.kawasakicity-ch.jp/

37 余暇施設等 釣池 建設緑政局    管理課
044-200-2393

https://www.city.kawasaki.jp/530/page/0000144750.html

38 霊園等 霊園・霊堂 建設緑政局霊園事務所
044-813-1182

https://www.city.kawasaki.jp/530/page/0000145660.html

39 インキュベーション施設 かわさき新産業創造センター ◯ 経済労働局イノベーション推進部
044-200-2973

https://kawasaki-sozonomori.jp/

40 学校特別開放施設使用料 教育委員会事務局地域教育推進課
044-200-3309

https://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000144349.html

41     老人福祉 地域交流    ◯ 健康福祉局高齢者在宅    課
044-200-2680

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000144741.html

42 公園内行為使用料 建設緑政局    管理課
044-200-2393

https://www.city.kawasaki.jp/530/page/0000144750.html

43 港湾環境整備施設 ◯（一部）

（料金改定 関    ）
港湾局経営企画課
044-200-3790
（施設管理 関    ）
港湾局港営課
044-287-6034
港湾局港湾管理課
044-287-6027

https://www.city.kawasaki.jp/580/page/0000144779.html

44 水域占用料及 土砂採取料

（料金改定 関    ）
港湾局経営企画課
044-200-3790
（施設管理 関    ）
港湾局港湾管理課
044-287-6024

－

45 高津老人福祉 地域交流    ◯ 健康福祉局高齢者在宅    課
044-200-2680

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000144741.html

 ※利用料金制 施設 料金  条例 定  料金 範囲内 指定管理者 市 承認 受  定    

運動施設

現行料金 110/108程度

その他
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1 粗大   処理
※令和5年7月1日 改定

200円、500円又は1,000円
（区分に応じて）

300円、600円又は1,200円
（区分に応じて）

環境局収集計画課
044-200-2523

2  尿 処理 180Lまで3,000円 180Lまで4,500円

3 汚泥 処理
（配管詰まりの除去等） 2,550円/m3 3,820円/m3

4 汚泥 処理
（合併処理浄化槽 処理等） 2,100円/m3 3,150円/m3

5 浄化槽等の清掃 1.5m3まで6,450円 1.5m3まで9,670円

6 不燃性固形物 処理 7円50銭/kg 11円/kg 環境局処理計画課
044-200-2589

ホームページ

改定  手数料一覧（本体価格 見直 ）

No.

環境局収集計画課
044-200-2585

改定前 料金手数料 改定後 料金 担当課・電話番号

https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/24-1-33-0-0-0-0-0-0-0.html
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1 衛生試験検査

(1)ウイルス(1単位につき)
 8,000円 16,000円
(2)衛生動物(1単位につき)
 2,500円 6,000円
(3)環境衛生等(1単位につき)
 900円 23,000円
(4)家庭用品(1単位につき)
 1,000円 10,000円
(5)食品等(1単位につき)
 800円 150,000円
(6)水質(1単位につき)
 700円 16,000円
(7)放射性核種(1単位につき)
 10,000円 43,000円
(8)医薬品等(1単位につき)
 1,000円 13,000円

(1)ウイルス(1単位につき)
 8,140円 16,290円
(2)衛生動物(1単位につき)
 2,540円 6,110円
(3)環境衛生等(1単位につき)
 910円 23,420円
(4)家庭用品(1単位につき)
 1,010円 10,180円
(5)食品等(1単位につき)
 810円 152,770円
(6)水質(1単位につき)
 710円 16,290円
(7)放射性核種(1単位につき)
 10,180円 43,790円
(8)医薬品等(1単位につき)
 1,010円 13,240円

健康福祉局健康安全研究所
044-044-276-8250

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000144858.html

2 緑 丘霊園公園墓地管理 700円/㎡ 710円/㎡

3 有縁合葬型墓所管理 30,000円/体 30,550円/体

4 早野聖地公園墓地管理

(1)一般墓所
　700円/㎡
(2)壁面型墓所
　7,200円/箇所
(3)芝生型墓所
　7,200円/箇所
(4)集合個別型墓所
　4,100円/箇所

(1)一般墓所
　710円/㎡
(2)壁面型墓所
　7,330円/箇所
(3)芝生型墓所
　7,330円/箇所
(4)集合個別型墓所
　4,170円/箇所

建設緑政局霊園事務所
044-813-1182

改定  手数料一覧（消費税率引上 相当分 引上 ）

ホームページNo. 手数料 改定前 料金 改定後 料金 担当課・電話番号

https://www.city.kawasaki.jp/530/page/0000145660.html
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