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施設名 住所 電話番号 

川崎区役所 東田町８ パレールビル ２０１-３１１３（総合案内） 

大師支所 東門前２-１-１ ２７１-０１３０（総合案内） 

田島支所 鋼管通２-３-７ ３２２-１９６０（総合案内） 

教育文化会館 富士見２-１-３ ２３３-６３６１ 

教育文化会館大師分館 

 （プラザ大師） 

大師駅前１-１-５川崎大師

パークホームズ２階 
２６６-３５５０ 

教育文化会館田島分館 

 （プラザ田島） 

追分１６-１カルナーザ川

崎４階 
３３３-９１２０ 

 福祉パル 

 地域住民の福祉活動の場の提供、各種講習会の開催、車椅子などの貸出、福祉の相談広報

活動等、地域福祉活動の総合的拠点施設です。 

 福祉パルかわさき 日進町１－１１川崎ルフロン８階 ２４６-５５００ 

 児童相談所 

 子ども（18 歳未満）のより健やかな成長のために、児童福祉法に基づき設置された専門相

談機関です。相談内容に応じ、心理検査や医師の診断、家庭訪問、一時保護、児童擁護施設

等への入所、里親委託等を必要時行う機関です。 

 川崎市こども家庭センター 幸区鹿島田１－２１－９ ５４２-１２３４ 

 地域療育センター 

 発達遅滞、情緒障害、言語障害、聴覚障害、視覚障害、肢体不自由等の障害をもつ児童お

よびそれらの疑いのある児童に対して療育相談、治療、訓練、保育、診療等を行う機関です。  

 南部地域療育センター 日進町５-１（福祉センター内） ２１１-３１８１ 

 こども文化センター 

 こども文化センターは、地域児童の遊びの拠点として設置されています。また乳幼児の子

育て支援や市民活動の地域拠点の場としても利用できます。 

 
日進町こども文化センター 

堤根３４-１５（ふれあいプラザ 

かわさき３階） 
２３０-１８１８ 

 旭町こども文化センター 旭町２-１-５ ２２２-１４５１ 

 渡田こども文化センター 渡田１-１５-５ ３４４-７４２５ 

 大師こども文化センター 大師公園１-４ ２６６-８８７４ 

 藤崎こども文化センター 藤崎４-１７-６ ２２２-７７１１ 

 殿町こども文化センター 殿町１-１８-１３ ２７７-７６６０ 

 田島こども文化センター 田島町２０-２３ ３６６-２８０６ 

 小田こども文化センター 小田２-１６-９ ３５５-３７５４ 

 浅田こども文化センター 浅田３-７-１０ ３６６-０２７１ 

 桜本こども文化センター 桜本１-５-６（川崎市ふれあい館内） ２７６-４８００ 

 地域子育て支援センター 

 親子の遊び場を提供しながら、子育てに関する相談や情報提供、催しを行い地域の子育て

支援を行っています。開所日・時は各センターによって異なります。 

 あすなろ 日進町２０-３ ２２１-７０３７ 

 むかい 大島４-１７-１ ２４４-７７３０ 

 あいいく 本町１-１-１ ２２２-７５５５ 

 ふじさき 藤崎１-７-１ ２１１-１３５７ 

 ろば  桜本１-５-６ ２７６-４８０１ 

 ふぁみいゆ浅田 浅田３-７-１０ 050-5551-5743 

 ふぁみいゆ殿町 殿町１-１８-１３ 050-5551-5646 

 ふぁみいゆ田島 田島町２０-２３ 050-5551-5028 

 できの 出来野６-７ ２０１-１１４６ 

 

 

 

 

 

 

 
 

施設名 住所 電話番号 

 認可保育所 

 保育所（園）は、両親が働いていたり、病気等で家庭で保育ができない子を家庭にかわっ

て保育する場所です。また、未就園児と保護者等を対象に認可保育所では園庭開放（※は園

庭開放実施園（夜間保育所あいいくは屋上開放））や育児相談も行っています。園により開放

日時が決まっています。 

※ 大島保育園 大島５-２１-１０ ２２２-７２５２ 

※ 大島乳児保育園 大島５-２１-１０ ２１１-０６３７ 

※ 新町保育園 渡田４-９-４ ３３３-８７５９ 

※ 西大島ルーテル保育園 大島１-２４-１２ ２８０-６２２２ 

 川崎乳児保育所 本町１-１-１ ２２２-２１７１ 

※ 夜間保育所あいいく 本町１-１-１ ２２２-２１７１ 

 川崎おおぞら保育園 小川町１１-９大三コーポ１階 ２００-９４８１ 

※ 京町いづみ保育園 京町３-２６-１ ３２２-３８１１ 

※ あすいく保育園 日進町２２-１４ ２２１-１０１５ 

※ ゆめいく日進町保育園 日進町２０-３ ２２１-７０３５ 

※ のぞみ保育園 富士見１-６-１０ ２２３-２２２９ 

※ アスク川崎東口保育園 小川町１３-９ ２３３-５０３０ 

 レイモンド川崎保育園 東田町８パレールビル３階 ２０１-１３１３ 

※ かんのん町保育園 観音１-１０-３ ２８０-６２２６ 

※ 大師保育園 出来野１-１７ ２６６-７９３９ 

※ 出来野ルーテル保育園 出来野６-７ ２０１-１１４６ 

※ 藤崎保育園 藤崎１-７-１ ２１１-１３０６ 

※ かわなかじま保育園 藤崎２-１９-２ ２４６-７５１０ 

※ 東門前保育園 東門前１-８-２ ２６６-８９８４ 

※ よつば保育園 四谷上町１４-８ ２８８-４２８９ 

 中瀬新生保育園 中瀬３-２０-１６ ２８０-１０１７ 

※ 小田保育園 小田３-１７-３ ３３３-６９６６ 

※ 東小田保育園 小田５-１４-１ ３５５-６６２０ 

※ 渡田保育園 鋼管通１-１１-４ ３２２-２２２６ 

 川崎愛泉保育園（Ｈ26 年 8 月ま

で仮園舎、9 月以降新園舎に移転）

※新園舎は園庭開放を実施 

浜町２-１１-２２（仮園舎） 

浜町２-２２-１６（新園舎） 
３４４-５３６５ 

※ 桜本保育園 桜本１-９-６ ２８８-２５４５ 

 聖美保育園 桜本２-４１-１１ ２６６-７２２７ 

 
川崎もりのこ保育園 

日進町１-６８ 

サンスクエア川崎 8 号棟２階 
２４６-１８１５ 

 アスク東門前保育園 大師本町９-11-３階 ２７０-３４１２ 

 京急キッズランド港町駅前保育園 港町５－４ ２４５－０２３１ 

 だいしの里保育園 日ノ出１-１６-１１ ５８９－５２８１ 

 地域包括支援センター 

 住み慣れた地域で、その人らしい生活を継続できるように、介護・医療等のサービスを利

用できるよう総合的な相談ができ、介護予防のためのケアプランの作成などの支援も受けら

れる機関です。 

 しおん 本町１-１-１ ２２２-７７９２ 

 恒春園 小川町１０-１０ ２１１-６３１３ 

 
大島中島 

大島上町１８-１ 

サニークレイン 2 階 
２７６-９９０１ 

 京町 京町２-１５-６神和ビル３階 ３３３-７９２０ 

 ビオラ川崎 小田栄２-１-７ ３２９-１６８０ 

 桜寿園 桜本２-３９-４ ２８７-２５５８ 

 大師中央 台町２６-７ ２７０-５１１２ 

 藤崎 藤崎４-２０-１ ２７０-３２１５ 

 大師の里 日ノ出２-７-１ ２６６-９１３０ 

 
    

施設名 住所 電話番号 

 老人いこいの家（いこいの家） 

 地域の健康なお年寄りのふれあいや生きがいの場としての機能に加え、虚弱なお年寄りを

地域で支え合い、助け合っていくための福祉活動の拠点機能を併せもつ施設です。 

浜町いこいの家 浜町２-２５-１１ ３４４-３３８８ 

大師いこいの家 大師公園１-４ ２７７-７９７９ 

小田いこいの家 小田２-１６-９ ３４４-３３８７ 

藤崎いこいの家 藤崎４-１７-６ ２２２-７７７３ 

田島いこいの家 田島町２０-２３ ３６６-２８１１ 

大島いこいの家 大島１-９-６ ２３３-８８６７ 

桜本いこいの家 桜本２-５-２ ２７７-５１２５ 

京町いこいの家 京町３-１２-２ ３４４-０１８４ 

渡田いこいの家 渡田４-１２-２０ ３６６-４０７５ 

殿町いこいの家 殿町１-２０-１５ ２８７-９１０８ 

 老人福祉センター（いきいきセンター） 

 高齢者の身上や生活など各種の相談に応じるとともに、教養の向上やレクリエーションの

ための施設利用等に便宜を図っています。 

かわさき老人福祉・地域交流センタ

ー（かわさきいきいきセンター） 
堤根３４-１５ ２３３－５５９２ 

 地域活動支援センター 

 障害者が社会参加への機会を得るという目的で生活支援及び就労訓練などを行っている施

設です。 

あおぞらハウス 小田１-１-２１ ３６６-８５７８ 

みなみ 四谷上町１２-２５ ２７６-５０４９ 

サボン草 塩浜２-２１-３ ２８８-５１５９ 

川崎マックアルコールケアセンター 東門前２-２-１０ ２６６-６７０８ 

手作り工房ウィンドウ 池上新町２-８-５ ２７７-３１１３ 

もくれん工房 田島町２２-１２ ３５５-６１２３ 

糸ぐるま 大島１-３-６ ２２２-０６６９ 

ひょうたん 小田６-２-１６ ３４４-４２６４ 

あかつき第二作業所 南町２２－６ ５６７-１２３０ 

大師ワークショップ 大師本町８-１５ ２８７-９４０９ 

なかまの家 日進町１８-９ ２４５-２１３０ 

フリースペースほっと＆ほっとカフェ 桜本１-８-１０ ２８８-５１４１ 

なのはな 大島４-７-１２ ２２２-２８５２ 

かもめ 浅田３－８－３ ３３３-７５４５ 

ウィング・ビート 渡田新町３-２-８ ３２９-０４８４ 

ほっとカフェテリアパン工房 浜町１-９-１４ ３３３-８６２４ 

がんばるぞ大師 伊勢町１３-１５ ５８９-５４８０ 

ブルチェロ 渡田山王町１５-１８-１０２ ３６６-２２９１ 

 障害者相談支援センター 

 障害者や家族に対し、障害者が地域で生活していくために必要な福祉サービスや社会資源

の利用について相談支援を行う機関です。 

かわさき基幹相談支援センター 大島１-４-８ ２２２-８２８１ 

地域相談支援センターふじみ 大島１-８-６ ２３３-９９４９ 

地域相談支援センターいっしょ 京町１-１６-２６-１０１ ２０１-６９５２ 

地域相談支援センターかわさき Life 浅田３-８-４ ５８９-５１８８ 

地域生活支援センター   

地域で生活する精神障害をお持ちの方に、面接や電話による相談・援助、自主活動への支

援、生活情報の提供等を行う施設です。 

アダージオ 砂子２-５-７ ２２３-５０６３ 

 身体障害者福祉会館 

  在宅障害者を対象に、障害福祉の向上を図るための各種事業を行っています。 

南部身体障害者福祉会館 大島１-８-６ ２４４-３９７１ 

 

 
  川崎市ふれあい館 桜本１－５－６  ２７６－４８００ 

 日本人と韓国・朝鮮人を主とする在日外国人が、同じ川崎市民としてこどもからお年寄

りまで相互のふれあいをすすめる場です。民族文化についての講座や各種行事の開催等を

行っています。 

まちの施設案内 （平成 26 年４月１日現在） 

  まちの縁側  問合せは川崎区保健福祉センター地域保健福祉課 ２０１-３２０３ 

誰もが気軽に立ち寄って、近所の人等と交流できる場です。開催日時・内容は会場により異なります。 

 ・まちの縁側南町町内会館  ・ハナさんハウス「お休み処」（渡田新町１丁目） 

・おしゃべり広場貝塚１・２丁目町内会館  ・江守さん家（浜町４丁目） 

・京町いきいきクラブ（京町小学校体育館）  ・まちのえんがわ ひまわり（小田１丁目） 

 ・まちの縁側大師（プラザ大師）  ・京町３丁目の縁側（京町３丁目町内会館） 

・三代さん家（小田２丁目）  ・川崎区エコマネー福ふくクラブ縁側（教育文化会館） 

・コスモスの会（中島３丁目） ・まちの縁側ブランチふれあい体操（旧大師健康ブランチ） 

・大島のあかり（大島３丁目） 


