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　３～４月は引っ越しシーズンで区民課窓口が混み合います。密を避け、快適にお手
続きいただくために、来庁せずにできるサービスや事前入力でスムーズになるサービ
スを紹介します。

窓口混雑予想

▲市HP（郵送）

▲市HP
（コンビニ）

▲ネット事前入力

▲市HP
（行政サービス
コーナー）

※�混雑予測は統計による予測のため、
誤差が生じる場合があります。

混雑のピークは３月末！ 事前入力で受け付けがスムーズに

以下の手続きは来庁不要

　混雑が予想される期間を避けてのご来庁
がお勧めです。ゴールデンウイーク前後も
混雑が予想されますので、ご注意ください。
　駐車場も混み合いますので公共交通機関
を利用してお越しください。区役所の駐車
場は１時間のみ無料です。
　平日は、大師・田島支所でも区役所と同様に住所異動の手続き
ができます。

　スマートフォンやパソコンを使って事前に必要事項を
入力することで、区役所に来庁してからの届出書などの
記載が省略できます。

　統一地方選挙（投票日）当日に投票所に行けない人は、期日前投
票を利用してください。区の選挙人名簿に登録されている人は、
右記期間中に、３カ所の期日前投票所で投票できます。
　詳細は、選挙の際に郵送する投票所入場整理券に同封されてい
る案内チラシなどでご確認ください。投票日が近づくにつれ混雑
することが予想されますので、お早めに投票をお済ませください。
区選挙管理委員会☎044-201-3124 044-201-3209

※�3月２４日～31日は神奈川県知事選挙のみ投票できます。４月１日からは川崎市議
会議員選挙、神奈川県議会議員選挙、神奈川県知事選挙の３つの投票ができます。
※�選挙公報は、町内会・自治会または事業者により、4月3日以降に順次全戸への配
布予定です（地域によって異なります）。

場所

区役所
７階会議室

大師支所
２階会議室

田島支所
３階会議室

期間 3月24日～4月8日 4月1日～8日
投票できる人　川崎区の選挙人名簿に登録されている人。ただ
し、投票するためには住所要件・年齢要件などが必要となるので、
特に12月以降に住所の異動届出をした人または右記期間中に18
歳になる人は、区役所選挙管理委員会までお問い合わせください。

事前入力できる住所異動の届出
・転入届（市外から川崎区への引っ越し）
・転居・区間異動届（市内の引っ越し）
・転出届（川崎区から市外への引っ越し）

①郵送やオンラインによる転出の届出
　市外に転出する人は、転出の届出を郵送
で行うことができます。
　マイナンバーカードを利用した転出の届出
方法も市ＨＰで案内しています。
※日にちに余裕をもって届出をしてください。

②マイナンバーカードによるコンビニ交付
　マイナンバーカードを持っている人は、住
民票の写し・印鑑登録証明書などがコンビニ
エンスストア（一部を除く）でも取得できます。

③川崎行政サービスコーナーでの証明書の請求
　かわさききたテラス内の行政サービスコーナーでは、住民票の写し・
印鑑登録証明書・戸籍関係証明書などを取得できます。
　平日：７時半～１９時
　土・日曜・祝日：９時～１７時
※各手続きの詳細は市HPをご確認ください。
サンキューコールかわさき☎044-200-3939 044-200-3900

川崎市事前申請サービスお問い合わせ窓口 0120-222-560サンキューコールかわさき☎044-200-3939 044-200-3900

川崎区は令和4年4月に区制50周年を、東海道川崎宿は令和5年に起立400年を迎えました！
132023

3かわさき区

000，000人 000，000世帯（平成29年8月1日現在）

112018 30

1かわさき区

人口 世帯数

令和５

22万9,845人 12万4,280世帯（令和5年2月1日時点） 044-201-3113044-201-3267 044-201-3209

区
制
50
周
年

記
念
ロ
ゴ
マ
ー
ク

東
海
道
か
わ
さ
き
宿

起
立
4
0
0
年
ロ
ゴ
マ
ー
ク

お願い：マイナンバーカード関連の手続き窓口が大変混み合い
ます。時間に余裕をもってお越しください。

第２０回統一地方選挙　期日前投票

注意事項：事前申請サービスは、インターネットで手続きが完了するものでは
ありません。事前入力の後、区役所・支所に来庁し手続きを行ってください。

窓口窓口のの混雑混雑をを避ける避ける手続き方法があります！手続き方法があります！ご存じ
ですか？

▲市HP（マイナ
ンバーカード）



区 版 かわさき2023（令和5）年　3月号　No.1274ここからかわさき区版です 02

住民票や印鑑証明などは、川崎行政サービスコーナー（かわさき きたテラス：アトレ川崎３階）へ。平日7時半～19時。土・日曜、祝日9時～17時 ☎044-244-1371

＊川崎授産学園
☎044-233-6361 044-244-2347

教育文化会館

親子でわくわくハッピー探検ゲーム
　各スポットに隠された情報をスマー
トフォンで読み込み、区内を巡りなが
ら隠された言葉を探します。参加に
はスマートフォンが必要です。 3月
4日～26日 小学生と保護者。
※ゲームで使用する資料
は3月4日から同施設で配
布します。区HPからもダ
ウンロードできます。
第1回かわさき春の文化祭
　若者（中学生～25歳）の学校外で
の発表の機会と交流の場づくりのた

め開催します。体験コーナーもあり
ます。 3月25日㈯、26日㈰、10
時～15時（入場時に受付票を記入）
同施設。※詳細は同施

設などで配布するチラシ
か区HPで。体験コーナー
の材料費は別途実費。

＊川崎授産学園
☎044-201-3210 044-201-3293

区役所地域ケア推進課

地ケア交流会～みんなでつなごう！
ちいきの輪～
　区内で地域活動を行っている団体
による交流会です。３地区の町内会
が健康づくりや見守り活動について
紹介し、参加者と意見交換を行いま
す。 3月13日㈪14時～16時（開場
13時半） 区役所7階会議室 当日
先着50人。

＊川崎授産学園
☎044-333-9120 044-333-9770

プラザ田島

元気！健康カフェ
　まちの地域包括支援センターにつ
いてのお話です。 4月7日㈮10時
～12時 同施設 20人 3月30日
10時から電話かFAXで。［先着順］

＊川崎授産学園
〒210-0001本町1-8-4

☎044-280-7321 044-280-7314

東海道かわさき宿交流館

街道講演会「鎌倉幕府の波状防衛ラ
インと対・蒙古軍『伊豆防塁』の謎」

　現地調査で見えてきた、謎とロマンを
話します。講師：宮田太郎（歴史古街道
研究家）。 3月18日㈯14時（開場13
時半） 同施設4階 当日先着100人。
講談de交流
　伝統的な話芸をお楽しみください。
出演:神田伊織(二ツ目)、宝井小琴(前
座)。 4月19日㈬14時 同施設4
階 100人 4月6日（必着）までに往
復ハガキで。［抽選］

区のお知らせ
申し込み方法は市版6面参照

富士通スタジアム川崎　春の健康教室

川崎区文化協会30周年
永

と

遠
わ

に咲く花

カルッツかわさき　ウィズ・ミューズシリーズ

区役所への市バス路線を新設しました

富士見公園再編整備工事のお知らせ

コトキュンパーク　

（会場は区役所5階）4月の健診案内地域みまもり
支援センター

健診名 日程・受付時間 内容など 費用

ＨＩＶ
即日検査

❶�4日㈫
❷�18日㈫

8時45分
~

9時45分

匿名で受けられ
ます。感染の可
能性があるとき
から３カ月経過
した10人

無料

❶3月15日❷4月4日から
電話で区役所衛生課
☎044-201-3204
044-201-3291
［先着順］

　4月からの参加者を募集します。ヨガやピラティスなど、人気のプログ
ラムをそろえた10種類の定期教室です。
期間　４～６月　
場所　富士通スタジアム川崎　かわQホール
対象・定員　中学生を除く15歳以上各25人
プログラム　全10種類（費用や期間はそれぞれ異なります）

3月20日（必着）までに市版6面の必要事項と緊急連絡先
を記入し往復ハガキで〒210-0011川崎区富士見2-1-9�富士
通スタジアム川崎�健康教室係☎090-6925-8662（平日9時～
16時半） 044-276-9144�［抽選］

　区の文化・芸能・芸術の発展に寄与する活動をしている川崎区文化協会
の創立30周年を記念した式典と公演を開催します。
日時　3月19日㈰12時～16時半(開場11時半)
場所　カルッツかわさき　大ホール
内容　12時～12時50分　式典
　　　12時50分～16時半
　　　公演（日舞・邦楽、洋舞・洋楽など）
区役所企画課☎044-201-3267 044-201-3209

　子育てを応援するために立ち上がった「コトキュンかわさ
き」によるパパとママをハッピーにするイベントです。親子で参加できます。
日時　3月25日㈯10時～16時
場所　東田公園(コミュニティーハウスさくら)
内容　�親子で体験！（キッズミニフリマ、体操

教室など）、パパママラウンジ、ママ
とベビーのバランスボールなど

※雨天時は一部の講座は中止
参加料　１家族500円

3月15日から申し込みフォームでコトキュンかわさき☎044-
271-7657（平日10時～15時） 044-271-7657�［先着順］
区役所企画課☎044-201-3267 044-201-3209

　午後のひとときを気軽に楽しめる音楽コンサートですごしませんか。

日時　6月13日㈫13時半開演(開場13時)
場所　カルッツかわさき　アクトスタジオ
出演　堀米綾、中野徳子
曲目　夢のあとに（G・フォーレ）ほか
チケット　1,000円（18歳以下は600円）　定員　100人

3月24日から直接、電話、HPでカルッツかわさき
☎044-222-5223 044-222-5122�［先着順］

　市バスでは3月1日から、新たに渡田・田島地域から区役所へ接続する
「川17系統」の運行を開始します。ぜひご利用ください。

交通局運輸課☎044-200-3232 044-200-3946

工事期間（予定）
A区域	 4月1日～6年3月31日
B区域	 4月1日～12月31日
C区域	 4月1日～6年9月30日

▲堀米綾

　まちの人に聞いた川崎宿での思い出や、川崎宿起
立400年を記念した取り組みなどを連載で紹介します。

わたしと川崎宿連載
（第三回）

※本連載期間中は「発見!まちのひろば」は休載します。

　ＮＰＯ法人かわさき歴史ガイド協会では、川崎に残る数多くの史跡や産
業文化遺産を多くの方たちに知ってもらい、後世に伝え残そうと、川崎
の各地で20年以上ガイド活動を行っています。東海道かわさき宿交流館
や川崎大師観光案内センターなどでの案内・解説のほか、ツアーの実施
やイベントの支援などもしています。もちろん今年の川崎宿起立400年
の取り組みにも関わっていきたいと思っています。
　皆さんとお会いできることを楽しみにしています。

NPO法人かわさき歴史ガイド協会
理事長　星川さん　　監事（前理事長）　中村さん

▲区HP

▲区HP

▲詳細は
市HPで

▲星川さん ▲中村さん

　2001年に開催された大川崎
宿祭りに参加した頃より、ガイ
ド協会として、市民の方や子ど
もたちに川崎宿の史跡をご案内
してきました。交流館では川崎
の歴史や発展、魅力を分かりや
すく伝えています。ぜひご一緒
に！歩きませんか？

　川崎宿には多くの旅
はたご
籠や茶

屋があった中、特に万年屋は
奈良茶飯が評判でした。アメ
リカ総領事ハリスが宿泊し、
皇女和宮や坂本龍馬も訪れた
との言い伝えが残っていま
す。歴史を振り返りながら川
崎宿を楽しんでください。

▲詳細は
施設HPで

▲施設HP

▲申し込み
フォーム

カルッツカルッツ
かわさきかわさき

富士通スタ富士通スタ
ジアム川崎ジアム川崎

　富士見公園再編整備工事を４月１日から実施します。
工事期間中は下図の工事範囲が使用できなくなります。

建設緑政局みどりの保全整備課
☎044-200-2390 044-200-3973

区制
50周年
冠事業

SDC
モデル
事業

コトキュン
かわさき

堀米綾ハープの調べ	with	中野徳子（ピアノ・コントラバス）

▲詳細は市
バスHPで

▲イベントの様子
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