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白鳥中学校 白鳥1-5-1 988-9701
金程中学校 金程3-16-1 951-2141
麻生中学校 上麻生4-39-1 954-2957
はるひ野中学校 はるひ野4-8-1 980-5211
私立桐光学園中学校 栗木3-12-1 987-0519
高等学校
県立麻生高等学校 金程3-4-1 966-7766
県立麻生総合高等学校 片平1778 987-1750
私立桐光学園高等学校 栗木3-12-1 987-0519
大学
田園調布学園大学 東百合丘3-4-1 966-9211
昭和音楽大学	南校舎 上麻生1-11-1 953-1121
	 北校舎 万福寺1-16-6 953-1230
日本映画大学新百合ヶ丘キャンパス 万福寺1-16-30 951-2511
　　　　　　白山キャンパス 白山2-1-1 328-9123
明治大学黒川農場 黒川2060-1 980-5300
養護学校
県立麻生養護学校 王禅寺303-1 980-4855
子ども・子育て施設
百合丘こども文化センター 百合丘1-11-2 955-4445
王禅寺こども文化センター 王禅寺東5-32-15 989-1601
東百合丘こども文化センター 東百合丘3-1-10 954-4493
片平こども文化センター 片平5-25-1 987-3877
白山こども文化センター 白山4-2-2 988-4931
虹ケ丘こども文化センター 虹ケ丘1-22-1 987-3654
千代ケ丘こども文化センター 千代ケ丘1-20-60 955-1535
麻生こども文化センター 上麻生4-32-2 954-4888
柿生こども文化センター 上麻生7-18-32 988-9891
岡上こども文化センター 岡上3-13-1 986-4389
地域子育て支援センターゆりの音(ね) 百合丘1-18-3（至誠館ゆりがおか保育園内） 966-8855
地域子育て支援センターかるがも 上麻生3-22-14（あさのみ保育園内） 969-0225
地域子育て支援センターみなみゆりがおか 王禅寺西1-26-2（南百合丘小学校となり） 966-2239
地域子育て支援センタートライアングル・ハグ はるひ野2-7-1（はるひ野保育園内） 281-8785
地域子育て支援センターかきお 上麻生7-18-32（柿生こども文化センター内） 050-3748-6651
地域子育て支援センターちよがおか 千代ケ丘1-20-60（千代ケ丘こども文化センター内） 080-3460-0694
地域子育て支援センターかたひら 片平5-25-1（片平こども文化センター内） 281-3560
地域子育て支援センターおかがみ 岡上3-13-1（岡上こども文化センター内） 281-3378
わくわくプラザ
西生田 細山2-2-1 966-5455
千代ケ丘 千代ケ丘8-9-1 954-0822
百合丘 百合丘2-1-2 966-3388
長沢 東百合丘2-24-7 954-5022
東柿生 王禅寺東6-3-1 988-0033
王禅寺中央 王禅寺東4-14-1 988-9933
南百合丘 王禅寺西1-26-2 966-6099
真福寺 白山5-3-1 988-4200
虹ケ丘 虹ケ丘1-21-2 987-1544
柿生 片平3-3-1 988-0566
栗木台 栗木台5-15-1 986-7092
片平 片平5-28-1 987-6233
岡上 岡上675-1 988-8188
金程 金程2-10-1 966-5599
麻生 上麻生3-24-1 954-0099
はるひ野 はるひ野4-8-1 988-5501
青少年施設
黒川青少年野外活動センター 黒川313-9 986-2511

業務内容 電話番号 問合せ先
戸籍・住民票など
住所の異動届出、印鑑登録、住民票の写し、
住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、戸籍
全部事項証明書・戸籍個人事項証明書、戸籍の
附票の発行、住居表示の証明

965-5122
区役所区民課

出生・死亡・婚姻等の届出、埋火葬の許可 965-5123
個人番号カード（申請受付・電子更新） 965-5212
個人番号カード（一般相談・交付予約） 0120-380-366 川崎市マイナンバーコールセンター
年金・保険

国民健康保険・国民年金の加入・脱退

965-5189
（国民健康保険について）　　

区役所保険年金課965-5153
（国民年金について）

国民年金について 965-5153
厚生年金について 888-0111 日本年金機構高津年金事務所
国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、
介護保険料の納付・納付の相談について 965-5252

区役所保険年金課国民健康保険の資格・賦課・給付について 965-5189
後期高齢者医療の資格・賦課・給付、
介護保険の資格・賦課、福祉医療費助成について 965-5188

介護保険の認定について 965-5198 区役所高齢・障害課介護保険の給付について 965-5146
税金
市・県民税の申告 543-8958 しんゆり市税事務所市民税課
市税の納付・相談 543-8982 しんゆり市税事務所納税課
市税口座振替について 543-8957 しんゆり市税事務所市民税課課税(所得)･非課税･納税証明書
軽自動車税(種別割) 200-3963 かわさき市税事務所市民税課
軽自動車税(環境性能割) 045-716-2111 自動車税管理事務所
普通自動車税(種別割・環境性能割) 833-1231 高津県税事務所
法人市民税･事業所税の申告 200-3966 かわさき市税事務所法人課税課
法人県民税･法人事業税･個人事業税・不動産取得税 833-1231 高津県税事務所
固定資産税･都市計画税（土地） 543-8971

しんゆり市税事務所資産税課固定資産税･都市計画税(家屋） 543-8973固定資産税(償却資産）
固定資産の評価証明書 543-8957 しんゆり市税事務所市民税課
所得税･相続税･贈与税･消費税･法人税 965-4911 川崎西税務署
自動車などの登録･廃車
普通自動車、バイク(125cc超以上）の登録･廃車など 050-5540-2036 川崎自動車検査登録事務所
軽自動車の登録･廃車など 050-3816-3118 軽自動車検査協会神奈川事務所
原動機つき自転車（125cc以下）の登録･廃車など 543-8957 しんゆり市税事務所市民税課
区役所無料相談

専門相談
司法書士・行政書士・宅地建物・
行政の相談（予約制） 965-5119 区役所地域振興課
ろうあ者・難聴者相談（先着制）

弁護士による相談（予約制） 200-0108 予約申し込み先
（弁護士相談予約コールセンター）

子ども
育児相談・子育て支援・乳幼児健康診査・母子健康手帳交付 965-5234 区役所地域支援課
保育園に入園させたい 965-5158 区役所児童家庭課
小・中学校の転入学について 965-5121 区役所区民課児童手当について
児童扶養手当について 965-5158 区役所児童家庭課
特別児童扶養手当について 965-5159 区役所高齢・障害課
高齢者
高齢者福祉相談 965-5148 区役所高齢・障害課
高齢者への就業機会の提供 980-0131 川崎市シルバー人材センター北部事務所
福祉とボランティア
生活にお困りの方 965-5345 区役所保護課
身体障害者･知的障害者の制度利用について 965-5159 区役所高齢・障害課精神障害者の制度利用について 965-5259
民生委員･児童委員について 965-5156 区役所地域ケア推進課日本赤十字について
医療･衛生
医
療
費
の

公
費
負
担
に
つ
い
て

指定難病、ぜんそく、
被爆者、被爆者の子ども 965-5156 区役所地域ケア推進課

養育医療、育成医療、
小児慢性特定疾病、特定不妊 965-5158 区役所児童家庭課

更生医療 965-5159 区役所高齢・障害課精神通院医療 965-5259
重度障害・小児・ひとり親等医療費助成 965-5188 区役所保険年金課

カビ･ダニなど住まいの衛生相談 965-5164 区役所衛生課食中毒ほか食品に関する苦情･相談
感染症に関する相談 965-5163
資源物とごみ
粗大ごみの申込み 930-5300 粗大ごみ受付センター
資源物とごみに関する相談 933-4111 多摩生活環境事業所

保育園

認
可

高石保育園 高石1-14-15 954-5355
上麻生保育園 上麻生7-2-35 988-8520
にじのそら虹ケ丘保育園 虹ケ丘2-2-20 986-2424
白山保育園 白山4-2-1 987-7722
柿生保育園 上麻生5-23-1 988-1453
すぎのこ保育園 岡上1-15-6 988-3415
あさのみ保育園 上麻生3-22-14 969-5403
木下の保育園新百合ヶ丘 古沢43コザワビル2F 959-1169
はるひ野保育園 はるひ野2-7-1 281-8787
横浜悠久会白鳥保育園 白鳥1-17-2 987-8206
保育園キディ百合丘・川崎 百合丘1-16サンラフレ百合丘7-201 322-0510
小学館アカデミー新ゆり山手保育園 万福寺4-19プライムアリーナ新百合ヶ丘1・2F 959-2156
五月台ルミナス保育園 五力田3-18-3 299-9111
至誠館ゆりがおか保育園 百合丘1-18-3 966-5555
アスク柿生保育園 上麻生5-40-4パームスクウエア2・3F 980-0750
くろかわのぞみ保育園 はるひ野4-7-1 819-7481
アスク新百合ヶ丘保育園 古沢197-6 969-5002
はじめの一歩保育園 上麻生7-41-5 981-5105
麻生ゆりのき保育園 千代ケ丘1-17-2 543-9041
ポピンズナーサリースクール百合ヶ丘 百合丘1-24-9 959-5421
クレアナーサリー新百合ヶ丘 上麻生3-1-2 322-9251
天才キッズクラブ楽学館保育園 上麻生1-3-9新百合丘KIビル2F 959-3773
柿生ルミナス保育園 片平2-30-1 980-1622
アイン栗平保育園 栗木台1-1-16 988-3115
あい・あい保育園百合ヶ丘園 万福寺4-1-3 543-8709
王禅寺しらゆり保育園 王禅寺東5-3-53 988-0700
百合丘ルミナス保育園 百合丘1-19-2	星ビル3F 969-5258
ぶれすと白鳥ほいくえん 白鳥3-5-1 455-7266
つくしんぼ保育園 上麻生3-3-11 967-0331
天才キッズクラブ楽学館百合ヶ丘園 百合丘1-16-16 712-5025
くりの実保育園 片平4-1-30 712-0660
天才キッズクラブ楽学館古沢園 古沢8-1 455-5651
天才キッズクラブ楽学館万福寺園 万福寺4-9-1	サンヒル・コザワ1F 322-9739
かくれんぼ保育園 上麻生5-45 未定

小
規
模

保育室みによん 東百合丘3-12-3 455-4910
天才キッズクラブ楽遊館上麻生園 上麻生1-10-6-101 819-6711
それいゆ保育園 細山1203 959-3003
マジオたんぽぽ保育園	百合ヶ丘ルーム 高石3-9-1 455-6663
山口台あおば保育園 上麻生4-49-4 281-0531
柿生かきっこ保育園 上麻生5-23-14 322-8882
ヤクルト百合ヶ丘保育ルーム 高石3-13-5	102 080-4777-6871

川
崎
認
定

新百合ヶ丘駅前保育園太陽の子 上麻生1-15-9 954-2214
よつばKids 上麻生4-10-5 572-1744
ルンビニーにこにこ園 千代ケ丘1-10-6 953-7123
カスタッチこどもclub はるひ野1-15-1リーデンススクエアはるひ野1F 986-9008
エデュケアルームベリーキッズ はるひ野4-4-6	1F 986-0474
きっずぷらす 五力田3-25-1 299-9500
天才キッズクラブ新百合ヶ丘駅園 上麻生1-3-9新百合丘KIビル3・4F 952-4871
kid's	room	みらいっ子	細山	room 細山2-10-7 955-0552
保育園さっちゃんち 百合丘1-3-11 767-9047

地
域
バディスポーツ幼児園はるひ野 はるひ野4-3-2 819-4601
kid's	room	みらいっ子 多摩美2-9-8 982-5655
I	kids	star	新百合ヶ丘 万福寺1-1-2	5F 953-2001

企
業
主
導
型

あかとんぼ保育園 白鳥1-1-1 543-9770
どんぐり保育園 片平4-1-30 819-7351
リトルピエノ保育園新百合ヶ丘room 上麻生1-9-17 299-6651
リトルピエノ保育園上麻生room 上麻生1-10-6-103 819-5890
天才キッズクラブ陽だまりの家百合ヶ丘園 百合丘1-4-13 819-6421

幼稚園
柿の実幼稚園 上麻生7-41-1 988-0229
こうりんじ幼稚園 細山3-2-1 966-1089
百合丘めぐみ幼稚園 百合丘1-12 954-4665
百合丘さくら幼稚園 東百合丘4-1-46 966-0353
ちよがおか幼稚園 金程4-25-1 955-0233
風の谷幼稚園 片平1510 986-5515
認定こども園
川崎青葉幼稚園 上麻生4-2-2 966-3179
ルミエール幼稚園 百合丘2-13-1 966-4567
小学校
西生田小学校 細山2-2-1 966-5161
千代ケ丘小学校 千代ケ丘8-9-1 954-1080
百合丘小学校 百合丘2-1-2 966-3550
長沢小学校 東百合丘2-24-7 954-5144
東柿生小学校 王禅寺東6-3-1 988-0017
王禅寺中央小学校 王禅寺東4-14-1 988-9700
南百合丘小学校 王禅寺西1-26-1 966-6376
真福寺小学校 白山5-3-1 988-4348
虹ケ丘小学校 虹ケ丘1-21-2 987-1579
柿生小学校 片平3-3-1 988-0019
栗木台小学校 栗木台5-15-1 987-4633
片平小学校 片平5-28-1 987-6367
岡上小学校 岡上675-1 988-8367
金程小学校 金程2-10-1 966-5506
麻生小学校 上麻生3-24-1 954-0397
はるひ野小学校 はるひ野4-8-1 980-5211
私立桐光学園小学校 栗木3-13-1 986-5155
中学校
西生田中学校 高石3-25-1 966-8515
長沢中学校 東百合丘4-12-1 954-5611
王禅寺中央中学校 王禅寺東4-14-2 987-0066
柿生中学校 上麻生6-40-1 988-0004

町名 施設名 住所 診療科目 電話番号
王
禅
寺

たま日吉台病院 1105 内･精・整・皮・外ほか 955-8220
川崎みどりの病院	 1142 内・リハ 955-1611

王
禅
寺
西

米田胃膓科外科医院 1-24-1 消･外 955-5500
王禅寺公園クリニック 3-27-7 内・神・眼・糖尿病内科 712-5201
新ゆり内科 4-3-8 内・歯・小歯・感染症内科 969-3001

ごみぶちクリニック 5-1-30フォレスター新百
合ヶ丘1FB 内･外ほか 959-3708

脇谷歯科医院 1-44-1 歯・小歯 953-3091
高田歯科医院 3-3-27 歯・小歯･口 954-6822
グリーン歯科室 3-27-15 歯 954-6377
いれい歯科 3-32-18 歯 953-1909
村松歯科 3-40-16 歯 954-4970
はなみずき歯科 4-6-8 歯・矯・小歯・口 712-3615
町田歯科医院 4-13-8 歯 954-0100	
的場歯科医院 7-27-26 歯 988-8225

王
禅
寺
東

藤木内科医院 1-9-3 内 966-0107
岡崎医院 2-13-1 内･外・胃･小・皮 966-8881
堀野メディカルクリニック 3-26-6王禅寺メディカル1F 内･消･こう門 955-0098
王禅寺整形外科 3-26-6王禅寺メディカル2F 整・リハ・リウ 969-2226
かねこ眼科クリニック 3-26-6王禅寺メディカル3F 眼 959-2267
葛西皮膚科医院 4-13-5 皮 988-7171
ゆうクリニック 5-2-9 内･呼・消･循ほか 986-1161
ミオ医院 5-1-5 内･整･リハほか 986-5646
あおば歯科医院 3-26-4	B-3	1F 歯 955-9050
いしわた歯科医院 3-52-1 歯･矯・小歯 986-9100

片
平

川崎田園都市病院 1782 内･リハ・精 988-1118
安藤歯科医院 2-6-23 歯･矯・小歯･口 987-1071
実成歯科医院 5-20-13 歯・小歯･口 988-9067
五月台アローラ歯科 5-24-15ガーデンテラス五月台1F 歯・矯・小歯・口 299-7705

金
程
あさお整形外科 1-34-10 整･リハ・リウ 969-1200
はやせ歯科 2-5-13 歯･矯・小歯･口 567-6274
うえはら歯科医院 4-4-16 歯･矯・小歯･口 952-0037

上
麻
生

新百合ヶ丘なかむらクリニック 1-3-2TNビル5F 心・精・神 965-2810
こにし・もりざね眼科 1-3-2壱番館ビル7F 眼 966-7787
新ゆり眼科 1-3-4WAKAビル5F 眼 543-8115
新ゆり大塚レディースクリニック 1-3-4WAKAビル6F 産･婦人科 951-0090
新ゆり武内クリニック 1-3-5ドレイクビル5F 内･泌尿器 959-3119
新ゆり整形外科 1-3-5 整・リハ・リウ・眼 955-1154
野村眼科 1-4-1エルミロード6F608 眼 819-0250
新百合ヶ丘石田クリニック 1-5-2新百合ヶ丘ビル4F 内・呼・アレ 959-3105
しんゆり皮フ科クリニック 1-5-2新百合ヶ丘ビル4F 皮・アレ・美皮・小皮 959-3131
新百合ヶ丘アイクリニック 1-5-2新百合ヶ丘ビルB1-A 眼 959-0621
新百合ヶ丘こころのクリニック 1-6-3マプレ2F4号 心・精 281-3543
メディカルスキャニング新百合ヶ丘 1-7-1シティキューブ3F 内・放射線 829-4870
小林内科医院 1-9-10 内･小 951-0666
クロキ形成外科クリニック 1-9-10 外･形・皮 955-0626
かじもと耳鼻咽喉科 1-9-10	新百合ヶ丘グリーンセンター 耳 952-3387
LIFE	STYLE	ORAL	HEALTH	WHITE	FAMILY 1-15-12新百合ヶ丘和田文ビル102号室 歯・矯・小歯・口 966-0800
新百合ヶ丘ステーションクリニック 1-20-1アコルデ5F・6F 内･外・整・皮ほか 966-1855
柿生眼科 1-20-1アコルデ5F503 眼 966-7046
あさお診療所 2-1-10 内･小・整 951-3940
上麻生内科 2-11-21 内･呼･消･循 951-9909
斎藤内科医院 3-13-1ベルクレエ新百合ヶ丘912号 内 969-4181
内田毅クリニック 4-15-1山口台ビル3F・4F 整・リハほか 299-8010
渡辺内科消化器科医院 4-34-5 内･消 969-0139
ともクリニック 5-6-8 内 988-0317
たくこどもクリニック 5-6-18泰平ビル柿生201 小 322-0380
柿生すずき内科循環器内科 5-23-6 内・循 988-5577
柿生内科クリニック 5-38-10 内･呼・リハ･リウ 981-3338
鈴木耳鼻咽喉科医院 5-38-5 耳 988-2590
柿生駅前眼科 5-38-7サープラス柿生2F 眼 986-0406
かとう整形外科 5-39-15ハルグラン柿生101 整・リハ 980-2323
あさお井澤クリニック 5-40-1柿生駅前鈴木ビル202 心・精・神 981-3636
ユミカ内科小児科ファミリークリニック 5-40-1鈴木ビル1F 内・呼・消・小ほか 981-0227
かきお北口皮ふ科クリニック 5-40-4パーム・スクエア1F 皮・美皮・小皮 819-6777
芥川バースクリニック 5-47-1 産・婦人科・精 989-3300
みぞぶちクリニック 6-9-2ピアシティ晃和1F 外･胃・内・リハほか 980-0881
柿生めぐみ歯科 6-9-14	1F 歯・小歯・口 577-1987
麻生リハビリ総合病院 6-23-50 内･整･脳･リハほか 981-6878
麻生総合病院 6-25-1 内･呼･リハ･循ほか 987-2522
柿生記念病院 6-28-20 内･神・リハ･消 989-0008

おおたクリニック 6-31-1ドウェルイナリヤマ1F 内・消内・外 989-5566
かきお駅前さいとうクリニック 6-39-35	1F 内・アレ・皮・呼 455-7079
渡辺クリニック 7-22-11 内・整・透析･脳・泌尿器・リハ 986-1001
フェリーチェデンタルクリニック 1-1-1新百合ヶ丘OPA2F 歯･矯・小歯･口 959-2285
壱番館歯科クリニック 1-3-2 歯･矯・小歯・口 951-1814

文化･スポーツ施設
麻生文化センター（麻生市民館） 万福寺1-5-2 951-1300
麻生文化センター（麻生図書館） 万福寺1-5-2 951-1305
麻生市民館岡上分館 岡上3-15-5 988-0268
麻生図書館柿生分館 片平3-3-1 986-6470
虹ケ丘コミュニティルーム 虹ケ丘1-21-2 987-2881
はるひ野黒川地域交流センター はるひ野4-8-1（はるひ野小中学校内） 989-9475
麻生スポーツセンター 上麻生3-6-1 951-1234
ヨネッティー王禅寺（川崎市王禅寺余熱利用市民施設） 王禅寺1321 951-3636
王禅寺エコ暮らし環境館 王禅寺1285 712-4637
新百合トウェンティワンホール 万福寺1-2-2新百合トウェンティワンビルB2F 952-5000
川崎市アートセンター 万福寺6-7-1 955-0107	
市民活動拠点
麻生市民交流館やまゆり 上麻生1-11-5 951-6321
老人福祉センター(いきいきセンター）
麻生老人福祉センター 金程2-8-3 966-1549
老人いこいの家（いこいの家）
王禅寺 王禅寺東5-32-15 989-0401
片平 片平5-25-1 987-3878
千代ケ丘 千代ケ丘6-3-22 955-0412
白山 白山4-2-2 988-8767
麻生 上麻生4-32-2 953-9870

医療機関名 診療科目 受付日時（年末年始=12/30〜1/4） 電話 住所
麻生休日急患診療所 内科小児科 日・祝・年末年始の9：00〜11：30と13：00〜16：00 966-2133 麻生区万福寺1-5-3
多摩休日夜間急患診療所 内科 365日18：30〜22：30/日･祝・年末年始の9：00〜11：30と13：00〜16：00 933-1120 多摩区登戸1775-1
北部小児急病センター 小児科 365日18：30〜翌朝5:30/日･祝・年末年始の9：00〜11：30と13：00〜16：00 933-1120 多摩区登戸1775-1（多摩休日夜間急患診療所内
百合丘歯科保健センター 歯科 5月3日〜5月5日（3日間）及び12月30日〜1月3日（5日間）の9：00〜11：30と13：00〜16：00 966-2261 麻生区高石4-15-5

救急医療情報センター コンピューターによる音声ガイダンス　☎739-3399 オペレーターによる医療機関案内　☎739-1919

分野別お問合せ先 区内の学校･子ども･青少年施設 区内の医療機関

文化･スポーツ･福祉施設

休日や夜間に病気になったときは…！

※川崎市内の医療機関を検索するガイドです。
■急病のときの医療施設紹介（医療相談及び歯科案内は除く）

■休日・夜間の医療機関

主な公共機関

業務内容 電話番号 問合せ先
ペット･動物
犬の登録･狂犬病予防･動物愛護 965-5164 区役所衛生課
犬･猫など小動物の死体処理 933-4111 多摩生活環境事業所
はちの巣の駆除相談 965-5163 区役所衛生課
道路・公園など
道路・河川・公園・街路樹・放置自転車等について 954-0505 区役所道路公園センター
幹線道路の工事について 955-1200 北部都市基盤整備事務所
区の事業
庁舎管理 965-5108 区役所総務課国勢調査・区選挙管理委員会 965-5109
広報（市政だより、区ホームページ） 965-5112 区役所企画課
防犯・交通安全 965-5114 区役所危機管理担当防災 965-5115
町内会・自治会・青少年指導員会など 965-5113

区役所地域振興課
市民活動の推進・協働事業の推進 965-5116
スポーツ振興に関すること・スポーツ推進委員会など 965-5223
区民相談（各種相談の総合案内）・ふれあいネットの
利用者登録等受付（公共施設利用予約システム） 965-5119

施設名 電話番号 住所
市の関係機関
麻生区役所 965-5100 麻生区万福寺1-5-1
　柿生分庁舎 987-6115 麻生区上麻生6-29-18
　道路公園センター 954-0505 麻生区古沢120

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

警察署・消防署・郵便局
麻生警察署 951-0110 麻生区古沢86-1
麻生消防署 951-0119 麻生区万福寺1-5-4
麻生郵便局（集荷・配送についての問合せ） 966-6373 麻生区万福寺5-1-1
ガス・電気

東京ガスお客さまセンター 0570-002211
245-2211

神奈川県エルピーガスお客様相談所 0120-244-566

東京電力神奈川カスタマーセンター 045-394-2176
0120-99-5771

水道・下水道
上下水道お客さまセンター(水道料金等に関すること) 200-3548
上下水道お客さまセンター(修繕に関すること) 0120-014-734
北部サービスセンター（給水装置に関すること） 951-0303 麻生区高石4-15-7	
北部下水道管理事務所 954-0208 麻生区高石4-15-7
麻生水処理センター 989-1171 麻生区上麻生6-15-1
パスポート
電話案内センター 045-222-0022
神奈川県パスポートセンター	県央支所 厚木市中町1-5-10	イオン厚木店	7F
神奈川県パスポートセンター	川崎支所 幸区堀川町580	ソリッドスクエア東館	2F
国・県の機関（区内）
川崎西税務署 965-4911 麻生区上麻生1-3-14
横浜地方法務局麻生出張所 955-2222 麻生区上麻生1-3-14
東京出入国在留管理局横浜支局川崎出張所 965-0012 麻生区上麻生1-3-14

ハローワークプラザ新百合ヶ丘（相談・紹介） 969-8615 麻生区万福寺1-2-2新百合
トウェンティワンビル1F

国・県の機関（区外）
横浜地方裁判所川崎支部 233-8171 川崎区富士見1-1-3
横浜家庭裁判所川崎支部 222-1315 川崎区富士見1-1-3
川崎簡易裁判所 233-8174 川崎区富士見1-1-3
川崎北労働基準監督署 820-3181 高津区溝口1-21-9

川崎北公共職業安定所（ハローワーク川崎北） 777-8609
（事業者窓口）高津区千年698-1
（求職者窓口）高津区久本
3-5-7新溝ノ口ビル4F

高津県税事務所 833-1231 高津区溝口1-6-12	リンクス溝の口2F
その他
かわさき北部斎苑 822-3171 高津区下作延6-18-1
川崎市国際交流センター 435-7000 中原区木月祗園町2-2
川崎市北部学校給食センター 322-9911 麻生区栗木2-8-5

サンキューコールかわさき
044-200-3939

市政に関するお問合せ、
御意見、御提案、御相談は
こちらへ

●	掲載されている内容は2022(令和4)
年2月時点のものです。

　	その後に内容の変更が生じる場合があ
りますので御注意ください。

●�電話番号に市外局番の記載がない場合
は、市外局番は「044」です。

岡上 岡上3-13-1 986-0184
百合丘 百合丘2-8-2 966-2631
介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
柿生アルナ園 上麻生5-19-10 987-0021
あさおの丘 栗木台1-12-1 988-5010
虹の里 王禅寺963-26 986-1007
潮見台みどりの丘 王禅寺1241-38 955-1746
金井原苑 片平1430 986-1560
片平長寿の里 片平1829 455-4188
ラスール麻生 白山1-1-1 712-7722
ヴィラージュ虹ヶ丘 虹ケ丘1-22-1-2 712-5511
ルピナス王禅寺 王禅寺東3-2-36 299-8886	
レジデンシャル百合ヶ丘 東百合丘1-12-35 455-7150
介護老人保健施設
虹が丘リハビリケアセンター 王禅寺963-11 987-9853
つくしの里 上麻生3-14-20 969-3366
アクアピア新百合 黒川318 981-5667
介護療養型医療施設
川崎田園都市病院 片平1782 988-1118
柿生記念病院 上麻生6-28-20 989-0008
地域包括支援センター
柿生アルナ園 上麻生5-19-10 989-5403
栗木台 栗平2-1-6小田急マルシェ1F 987-6505
虹の里 王禅寺963-26 986-4088
片平 白鳥1-9-20 986-4986
百合丘 東百合丘3-17-4るーむら麻生2F 959-6522
新百合 上麻生3-14-20（つくしの里内）969-3388
高石 千代ケ丘1-2-9 959-6020
障害福祉サービス事業所（通所）
2にん3きゃく 早野37-5 986-1017
があでん・ららら 下麻生3-32-5 989-8323
しんゆり 上麻生3-22-12 952-5451
働くしあわせ 上麻生5-10-11 819-8491
しらかし園 片平5-24-1 988-5503
百合丘日中活動センター 百合丘2-8-2（北部リハビリテーションセンター内） 281-6141
ソレイユ川崎 細山1203 959-3003
つつじ工房 細山1209（川崎授産学園内）954-5011
わーくはうす・ひこばえ 細山5-1-20 281-3207
くりの丘 栗木台5-17-19 819-5410
障害者支援施設
柿生学園 五力田2-20-10 987-1511
川崎授産学園つばき寮 細山1209 954-5011
障害児入所施設
ソレイユ川崎 細山1203 959-3003
地域活動支援センター
日だまり工房 百合丘1-16-14	クレスト百合丘4F 965-4311
ひびき工房 百合丘1-5-5百合丘ハイム 966-5017
映像工房ペリ 百合丘1-18-15百合サロン 966-5015
アルデンテ 下麻生1-31-3 281-4524
Seeds 栗木2-2-1 281-3536
ゆりの木 上麻生1-7-11	クラウンビル301 969-7177
はみんぐば〜ど 万福寺2-10-3	JCハイム102 567-7208	
さくらスタジオ 片平2-29-1	B1 455-6722
障害者相談支援センター
北部基幹相談支援センター 万福寺2-4-7才沢第2ビル102 299-8895
地域相談支援センター柿生 五力田2-20-10（柿生学園内）987-1794
地域相談支援センターそれいゆ 万福寺1-1-1新百合ヶ丘シティビル304 969-7447
地域相談支援センターひまわり 百合丘1-20-7白井ビル2F 322-9591
児童発達支援センター
北部地域療育センター 片平5-26-1 988-3144
その他の福祉施設等
next	 上麻生4-15-1山口台ビル2F 400-7761
ウイングあさお 上麻生3-12-9	NDEビル1F 952-3315
ドリームボックス上麻生 上麻生6-32-28ブリッジハイム鴨志田101 543-9395
あさっぷクラス千代ヶ丘 千代ケ丘4-5-12 455-7893
花笑み はるひ野5-3-14シャーメゾンはるひ野1F 322-8360
ウイング百合ヶ丘 百合丘3-20-23	スズヤ産業ビル2F 712-5702
KIDS	ゆらりん 岡上710-1 299-6240
放課後等デイサービスはぴねす柿生 上麻生5-38-7	東和サープラス柿生1FA 322-0718
たけのこ 上麻生5-6-14	メゾン稲荷坂201 712-5235
こどもハウスゆりがおか 東百合丘1-16-29 819-7189
モーツアルト放課後新百合 王禅寺西1-29-2 455-7424
こぱんはうすさくら麻生教室 下麻生3-19-22 328-5556
TODAY	is	New	Life 上麻生5-38-7 322-0719
花笑み五月台店 五力田2-8-3-201 712-0385
福祉パルあさお 万福寺1-2-2新百合トウェンティワンビル1F 952-5500
麻生区社会福祉協議会 万福寺1-2-2新百合トウェンティワンビル1F 952-5500
川崎市シルバー人材センター北部事務所 上麻生4-56-8 980-0131
百合丘障害者センター 百合丘2-8-2（北部リハビリテーションセンター内） 281-6621
白山愛児園 白山1-1-5 712-4071
はくさん児童家庭支援センター 白山1-1-5 712-4073
エンゼル麻生 栗木台1-2-5 455-5473

※緊急かつ重症で救急車が必要な場合は、119番に電話してください。

※診療科目の省略文字は、内→内科、透析→人工透析内科、外→外科、整→整形外科、形→形成外科、小→小児科、皮→皮膚科、美皮→美容皮膚科、小皮→小児皮膚科、眼→眼科、小耳→小児
耳鼻咽喉科、　小眼→小児眼科、耳→耳鼻咽喉科、消→消化器科（内科・外科含む）、胃→胃腸科、心→心療内科、精→精神科、児精→児童精神科、神→神経科、呼→呼吸器科（内科・外科	含む）、
循→循環器科、　脳→脳神経外科、産→産婦人科、リハ→リハビリテーション科、アレ→アレルギー科、リウ→リウマチ科、歯→歯科、矯→矯正歯科、小歯→小児歯科、口→歯科口腔外科

（2021（令和3）年10月現在）
は病院、その他は診療所または歯科診療所です。

町名 施設名 住所 診療科目 電話番号

上
麻
生

新百合ヶ丘南歯科 1-3-5ドレイク202 歯・矯･口 322-8037
厚誠会歯科新百合ヶ丘 1-4-1エルミロード6F 歯 965-3202
しんゆり矯正歯科 1-6-3マーケットプレイス27 矯 966-1033

矯正歯科タナカクリニック 1-9-10新百合丘クリニッ
クセンター2F 矯 955-1357

C&Cデンタルオフィス 1-19	イオン3F	307 歯･矯・小歯・口 953-4184
アコルデ歯科医院 1-20-1アコルデ504号 歯･矯・小歯・口 952-1555
中田歯科医院 2-12-4 歯 966-9783
岡田歯科医院 2-16-7 歯･小歯･口 966-0539
鈴木歯科医院 2-18-9 歯･矯・小歯･口 959-1108
秀・歯科口腔外科オフィス 4-10-1 歯・口 951-0886
王禅寺歯科クリニック 4-15-1山口台ビル4F 歯･矯・小歯･口 967-4182
山口台歯科医院 4-46-1 歯･矯・小歯･口 952-1616
まり歯科クリニック 5-38-7東和サープラス 歯 988-8848
永瀬歯科医院 5-39-12KS柿生206 歯･矯・小歯･口 981-6791
坂巻歯科医院 5-40-1柿生駅前鈴木ビル 歯･口 981-6480
上條歯科医院 5-41-1マルエツ柿生店2F 歯･矯・小歯･口 986-0081
麻生区オーク歯科クリニック 5-43-3小野店舗1F、2F 歯･矯・小歯･口 281-7041
柿生駅前ファミリー歯科 5-43-5 歯･矯・小歯･口 986-8241
にもり内科クリニック 6-29-36 内・消 987-1177

栗
木
台
栗木台かわぐちクリニック 1-2-3 内･小･外･小児外科 980-1516

栗
平
池内クリニック 2-1-6小田急マルシェ栗平1F 内・消 981-3330
前谷歯科 2-1-6小田急マルシェ栗平1F 歯･矯・小歯 981-6676
くりひら歯科医院 2-15-2-1 歯･小歯・口 988-8900

黒
川 わかば台歯科医院 592-1グランシャリオ壱番館 歯･矯・小歯 987-8899

五
力
田

平井内科クリニック 2-2-1メイヒルズ1F103号 内･小・皮 986-2013
きむら内科クリニック 2-14-6 内・循・呼・糖尿病内・アレ 981-6617
五力田歯科診療所 429-1 歯 989-6544
くぼ歯科医院 2-2-1メイヒルズ104号 歯･矯・小歯 986-4618
メイ歯科クリニック五月台駅前 2-3-1 歯･矯・小歯･口 712-4550

下
麻
生

アトピちあき皮膚科 2-40-1 皮・アレ・内・美皮 989-1000

かきお整形外科 3-21-5麻生メディカル
センター2F 整・リハ 987-7755

キウイファミリークリニック 3-23-28 内・小 281-4474

下麻生デンタルクリニック 3-21-5麻生メディカル
センター301号 歯･矯・小歯･口 981-4618

かさい歯科医院 3-19-22エトワール柿生2F 歯･矯・小歯･口 986-0153

白
鳥

しんゆりメンタルヘルスクリニック 2-7-36 精・児精 969-5380
栗平おさだ皮フ科 3-5-1シャンテ1F 皮・小皮 989-1112
すこやかこどもクリニック 3-5-2	1F 小 981-3206
井上医院 3-6-12 内・麻酔 987-1875
ふれあいの丘クリニック
しらとり歯科診療所 1-4-1	1F 歯 980-5640

中山歯科医院 3-5-1 歯･矯・小歯･口 988-3118

高
石
岸歯科医院 1-2-10 歯･矯・小歯･口 952-4618
きらり歯科 1-22-11第2ヤマダビル 歯・小歯･口 712-0988
百合ヶ丘デンタルクリニック 1-22-15 歯･矯・小歯 959-1181

千
代
ケ
丘

おばた小児クリニック 4-18-12スカイプラザ1-A 小･アレ 951-3390
リスホームケアクリニック 5-7-1-204 内・外･整・精・放射線ほか 567-8502
嶋崎内科医院 8-1-1細山産業センタービル201 内・消 951-0630
たかおか耳鼻咽喉科クリニック 8-1-3 耳 969-2550
あべ皮膚科 8-1-3-102 皮 959-1066
津田眼科 8-1-20クリエートビル1、2F 眼 965-1171
永島歯科医院 2-4-12 歯･矯・小歯･口 959-1182
古川歯科医院 4-7-5 歯･矯・小歯･口 951-6480
松井歯科医院 8-1-1 歯 955-5419

虹
ケ
丘
あさお･百合クリニック 1-10-1 内 988-0037
虹ヶ丘クリニック 3-2-1 内・泌尿器 328-5727

白
山
玉川内科クリニック 4-1-1-119 内・消・循 980-5531
鶴田歯科医院 4-1-1 歯 988-2730

は
る
ひ
野

はるひ野内科クリニック 4-4-1はるひ野メディカル
ヴィレッジA棟1F 内・アレ・循・呼 981-0733

はるひ野皮フ科クリニッ
ク

4-4-1はるひ野メディカル
ヴィレッジA棟2F 皮 981-0152

はるひ野整形外科 4-4-1はるひ野メディカル
ヴィレッジB棟1・2F 整･リハ 981-0067

ニコニコこどもクリニック 4-4-1はるひ野メディカル
ヴィレッジC棟1F 小 981-0016

いばらきレディースクリ
ニック

4-4-1はるひ野メディカル
ヴィレッジC棟2F 婦人科 981-0086

はるひ野歯科 1-15-1リーデンススクエア
はるひ野101 歯･小歯・口 986-8860

よしひろ歯科医院 2-33-5 歯･小歯 986-8217	

町名 施設名 住所 診療科目 電話番号
は
る
ひ
野
やまき歯科クリニック 4-4-1はるひ野メディカル

ヴィレッジB棟2F 歯･矯・小歯･口 980-5608

東
百
合
丘

みねき内科クリニック 2-29-10 内･消･循 966-0765
まいまい歯科医院 3-12-3グレイスビュー1F 歯・小歯･口 953-0666
浜地歯科医院 4-1-7 歯・小歯 954-0045
東ゆり歯科クリニック 4-42-8 歯・小歯 543-8461

古
沢

新百合ヶ丘総合病院 字都古255 内・小・外・産ほか 322-9991
新百合ヶ丘龍クリニック 7-1 内･小･婦人科・循 955-7231

細
山
百合が丘すみれクリニック 2-8-7 内・呼・アレ・小耳 966-2538
のぐち歯科 2-12-4 歯 954-1899
小神歯科医院 5-12-4 歯 955-0374

万
福
寺

新百合ヶ丘スマイルメンタルクリニック 1-1-2	4F404号室 心・精 712-8100
しんゆり耳鼻咽喉科 1-1-2	4F 耳 959-4187
セントラル整形外科 1-1-2	4F リウ・整・リハ 953-4433
にじいろ子どもクリニック 1-1-2	4F 小 951-2416
池内クリニック新百合ヶ
丘内科・消化器内科 1-1-2	4F 内・消内 455-6630

だいとうたじま眼科 1-2-2新百合21ビルB1F 眼・小眼 966-8123
新百合ヶ丘こどもクリニック 1-2-3アーシス農住ビル206 小 959-2626
ガイアクリスタルクリニック 1-7-1TWビル2F 内・精・神 951-6570
光中央診療所 1-8-7 内･アレ･小・リウ 955-1955
新ゆりクリニック 1-8-7 内･消・整 955-0661
あさおクリニック 1-8-10第1優ビル1.2.3F 内・循・透析 955-9126
新百合ヶ丘１０００のバイオリン歯科 1-8-13 歯・矯・小歯・口 455-5600
さくらクリニック 3-2-1 内･整･皮 959-1051
聖マリアンナ医大附属研究所ブレスト	
アンドイメージング先端医療センター 6-7-2 放射線･

乳腺外ほか 969-7720

しんゆり青木整形外科 6-7-2メディカルモリノビル205号 整・リハ・リウ 969-7577
ひらやま耳鼻咽喉科クリニック 6-7-2メディカルモリノビル2F 耳・アレ 955-3349
くぼ皮膚科クリニック 6-7-2メディカルモリノビル2F 皮 952-4112
新ゆり山手通りこどもクリニック 6-7-2メディカルモリノビル2F 小 281-3271
みずほ糖尿病内科 6-7-2メディカルモリノビル2F 糖尿病内 966-2111
新百合山手福本内科 6-7-2メディカルモリノビル2F 内 955-8877
新百合ヶ丘ガーデンクリニック 6-7-2メディカルモリノビル5F 透析 969-3373
フィールファインクリニック 6-7-2メディカルモリノビル5F 心・精 967-1105
大山歯科医院 1-1-1新百合丘シティビル2F 歯 951-1114
池内クリニック新百合ヶ丘歯科 1-1-2	5F 歯･矯・小歯･口 455-4430
なんぽ歯科クリニック新百合ヶ丘 1-8-1	横山ビル1F 歯･矯・小歯･口 543-8841
メディカル歯科 1-8-7パストラル新百合ヶ丘 歯・小歯･口 966-0806

カズトシデンタルオフィス 1-12-1クロスアベニュー新
百合1F-C号室 歯･小歯・矯･口 966-7839

矯正歯科新百合山手クリニック 1-12-1クロスアベニュー新
百合Ⅱ3F 矯・小歯 966-0001

吉田歯科医院 1-12-3 歯 951-1418
グレースデンタル 1-15-1シャトーコア2F	B区画 歯･矯・口 952-0685
新百合山手ファースト歯科 3-1-1ハレアカラ1F 歯･矯・口 966-9961
新百合ヶ丘デンタルクリニック 4-1-3-301 歯･矯・小歯･口 967-4180
ダイヤモンド歯科医院 4-1-3DACメディカルビル101 歯･矯・小歯 959-0648
新百合山手アクザワ歯科医院 6-7-2 歯 965-4182

百
合
丘

百合ヶ丘駅前クリニック 1-2-1 内 966-5272
耳鼻咽喉科よしだクリニック 1-2-1-201 耳 959-1187
光永医院 1-2-2 産・皮 966-2349
ひろわたり眼科 1-5-1ボタール百合丘101 眼 281-4081
しもやまこどもクリニック 1-5-4米山ビル1F 小・内･放射線 959-0041
林整形外科 1-5-19 整・リハ・皮 322-0188
百合丘外科産婦人科 1-14-6 産･内 966-2596
百合ヶ丘診療所 1-16-12サンラフレ百合ヶ丘8-101 内･小・皮 328-5998
吉松クリニック 1-16-2-301 内･消・外・リハ 954-1211
百合ヶ丘水野クリニック 1-16-22 内・消・外 712-2332
百合丘メンタルクリニック 1-18-17ファイン百合ヶ丘2号 心・精 951-1700
ふるたクリニック 1-19-2司生堂ビル1F 内・外 959-5116
いしだクリニック 2-7-1 脳･内・整・リハ・循・神 955-0250
つつみ歯科医院百合丘診療所 1-2-3 歯･矯 966-5273
百合ヶ丘加納歯科 1-2-7	2F 歯 954-3781
横山歯科医院 1-6-20 歯 951-1434
神奈川歯科医院 1-16-17 歯 954-5522
中村歯科 1-16-6 歯･矯･小歯･口 966-3339
アイズデンタルオフィス 1-18-17 歯・矯・口 272-8651
百合ヶ丘駅前歯科医院 1-19-5C'sビル4F 歯･矯・小歯 969-4630
百合丘歯科医院 1-20-7白井ビル1F 歯 966-1109
阿部歯科医院 1-23-4-207 歯･小歯･口 954-3715
志岐歯科医院 2-3-6佐藤ビル201 歯 965-0989
クリーンケアDental 3-24-16 歯・小歯 955-5813
山鹿歯科医院 3-27-1荒川ビル2F 歯･小歯･口 965-2022

http://www.iryo-kensaku.jp/kawasaki/ かわさきのお医者さん 検索


