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　区内のさまざまな課題解決
に取り組む「地域課題対応事
業」39事業のうち、主な事業
を紹介します。

★�東海道川崎宿起立４００年を迎える平成35（２０２３）年に向け
て、歴史・文化資源を生かしたスタンプラリーなどのイベント
や東海道川崎宿フラッグの設置を行います。
★�区役所窓口案内や子育てガイドなどを集約した冊子の発行や、
外国人住民に関わりの深いイベントや手続きを多言語で発信する
ことにより、増加する外国人住民への情報提供を充実させます。

★�いざというときのために、避難
所を開設・運営する訓練、津波
から避難する訓練、外国人市
民を対象にした防災訓練や区総
合防災訓練などを行います。　
★�災害時に司令塔となる区の災
害対策本部を強化するため、
職員向けに実践的な訓練・研修
を行います。

★�防犯・防火・交通安全についてのリーフレット「Ｃ
チ ェ ン ジ

ＨＡＮＧＥ」
を発行し、区民へ分かりやすく情報を発信します。
★�小学生の絵画を使用した路面啓発シートを設置し、放
置自転車を止めにくい環境づくりに取り組みます。

★�道路への不法投棄やポイ捨てが多い東
扇島地区の環境改善のために、ごみの
量が特に多い中央分離帯の植樹を土

ど

系
けい

舗装します。
★�県立川崎高等学校養蜂部の活動を地域
住民などに周知するためのイベントを学
校と連携して行います。

★�不登校やひきこもりなどの課題を抱える子どもの居場所「こどもサポート旭
町」を週４日開所します。また、保護者相談や子どもの心理的ケアなどを行い、
子どもと保護者に寄り添った支援をします。
★�日本語に不慣れな小中学生が学校生活などに適応し、安心して生活を送れ
るよう、日本語や教科の学習の支援を行います。また、孤立を防ぐための
居場所づくりを進めます。

区内の　　　　　 に取り組む予算課 題 解 決
平成31（2019）年度地域課題対応事業 ➡ 総額 約６，０３４万円 区役所企画課

☎201-3296 201-3209

地域の資源を活かした
まちづくりのために （9事業） 約２，１６３万円

交通安全と自転車対策の推進
（４事業） 約442万円

区のイメージアップのために
（6事業） 約516万円

★�支え合いの地域づくりを進めるため地区
カルテ（地域の情報や課題をまとめたも
の）を活用したワークショップなどを行い
ます。　
★���　「ウォーキングガイドブック」、川崎区のご
当地体操である「ほほえみ元気体操ＤＶ
Ｄ」、第二の人生をより自分らしく過ごす
ための冊子「私の人生ノート」などのツール
を活用し、区民の健康づくりを応援します。

誰もが安心して、生き生きと
暮らすために （７事業） 約468万円

地域防災力の向上のために 
（２事業） 約５３４万円

子ども・子育て支援のために
（8事業） 約1,005万円

★年度途中に新たに生じた課題に、適切かつ迅速に対応します。

区の新たな課題に対応するために
（１事業） 約500万円

★�より質の高い区役所サービスを提供するために、区職員の人材育成や窓口
環境の改善などに取り組みます。

区役所サービス向上のために
（１事業） 約111万円

★�地域課題の解決に向けて、市民活動団体などから事業提案を募集し、区と
提案団体がお互いの特性を生かしながら、協働による取り組みを行います。

区民の力でもっと暮らしやすい
まちにするために （１事業） 約295万円

中央分離帯の植樹を土系舗装に改良

　これまでの人生や現在の生活を振り返り、この先
も心身ともに健康で自立した生活を送るためのヒン
トや、「もしものとき」について考えるきっかけとなる
内容を掲載した「川崎区　私の人生ノート」を作成し
ました。
配布場所　区役所地域支援課、大師・田島地区健
康福祉ステーション
区役所地域支援課☎201－3214 201-3293

ワークショップの様子

昨 年 度 の 取 り 組 みPICK UP

昨 年 度 の 取 り 組 み 　PICK UP

前回の区総合防災訓練

院に向かう歩道に設置し、設置範囲を広げました。
区役所道路公園センター☎211-4214 246-4909

　川崎小学校4年生115人が「イッツ・ア・スモール
ワールド」をテーマに描いた絵画で作成した「路面啓
発シート」を、川崎駅東口駅前広場から太田総合病

「路面啓発絵画シート」 川崎小学校の皆さんへ区長から感謝状を授与
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カルッツかわさき「カローリング・ボッチャ体験」
　カルッツかわさきのスポーツデーのひとつとして、４月から毎月第3水
曜（８月を除く）にカローリングとボッチャの体験会を実施します。指導者
がルールから説明しますので、初めての人でも気軽に参加できます。
日時　４月１７日㈬１８時半～２０時（開場18時）
場所　カルッツかわさき武道室
費用　１８歳以上３００円、１７歳以下１５０円
定員　当日先着２０人※用具不要。運動に適した服装、室内履きで
区役所地域振興課☎201-3231 201-3209

　誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるため
に、区では地域の人と一緒に支え合う地域づくりを
進めています。30年度の区内の地域づくりの取り
組み紹介と意見交換を行います。地域づくりに関心
のある人、地域活動のヒントを得たい人などを募集
します。
日時　5月30日㈭14時～16時（開場13時半）
場所　区役所7階　対象　区内在住５０人
１部　�安心して暮らせるまちづくりなどをテーマにした区内4カ所での地

域づくりの取り組み紹介
２部　�地域づくりについて参加者を含めた意見交換

4月22日から電話か住所、氏名、年齢、電話番号を記入しＦＡＸで
区役所地域ケア推進課☎201-3202 201-3293�［先着順］

平成31(2019)年度川崎区地域包括ケアシステム推進事業
～みんなでつなごう！ ちいきの輪～

地域づくりの取り組み紹介と意見交換会

講座名 曜日 時間
やさしいフラダンス 月 14時半～15時半
リンパストレッチ 木 10時～11時
カラダ調整ヨガ 木 11時半～12時半

市スポーツ協会かわＱホール事業室☎070-1339-8121 276-9144

春の「ワンコインスポーツ教室」
　生活の中に運動を取り入れましょう。
期間　４月２２日～６月２０日（祝日を除く）
対象　15歳以上
場所　川崎港湾福利厚生協会桜本センター3階(桜本1-2-29)
費用　各回500円　　定員　当日先着各回25人
※�タオル、飲み物を持参し、運動しやすい服装で
お越しください

　三角おむすび発祥の地といわれている東海
道川崎宿。「もっと川崎を好きになってほしい！」
との思いから、地域の子どもたちの言葉など
を歌詞に盛り込んだ「川崎おむすび音頭」のＣ
Ｄ、ＤＶＤを配布します。皆で歌って、踊って、
夏のお祭りなどで活用しませんか。
期間　�4月１５日から先着５０団体（1団体1枚配

布、なくなり次第終了）
場所　地域振興課（区役所7階）
条件　❶区内を拠点とした団体など（個人は不可）
　　　❷平成３２（２０２０）年３月までに活用できる地域のイベントなど
　　　（盆踊り他）があること　　　　　
その他　配布時に団体名、代表者名、住所、電話番号、活用方法
� （イベント名など）を確認します
区役所地域振興課☎201-3136 201-3209

３０年度いきいきかわさき区提案事業
「川崎おむすび音頭」が完成しました！

1歳6カ月・3歳6カ月児健診は対象世帯に郵送でお知らせします
区役所地域支援課☎201-3214 201-3293

健診名 日程・受付時間 内容など 費用

ＨＩＶ
即日
検査

❶7日㈫
❷21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
❶4月16日❷5月7日から
電話で
区役所衛生課
☎201-3204［先着順］

1歳児
歯科
健診

24日㈮ 8時45分
～10時

区内在住の１歳３カ月
未満で歯のことで気に
なることがある乳幼児

無料
5月22日までに電話で
区役所地域支援課
☎201-3212［事前申込制］

（会場はいずれも区役所5階）5月の健診案内地域みまもり
支援センター

かわさき区ビオラコンサート

と30日は10時～12時）、全５回 教
育文化会館 20人 ４月19日10時か
ら直接、電話、区HPで。［先着順］

＊川崎授産学園
☎266-3550 266-3554

プラザ大師

輝く明日へ！ありがとう３
　親子で体操や英語でのリズム遊び、
絵本の読み聞かせを楽しめる講座で
す。 6月11日～7月9日の火曜、
10時～12時、全5回 プラザ大師
6カ月～就学前の第1子と保護者

20組� 5月7日10時から直接か電話
で。［先着順］�

＊川崎授産学園
☎333-9120 333-9770

プラザ田島

元気！健康カフェ
　バルーンアートを体験してみません
か。 5月10日㈮10時～12時 プ
ラザ田島 100円 当日先着50人。

＊川崎授産学園
〒210-0001本町1-8-4
☎280－7321 280－7314

東海道かわさき宿交流館

講談会で交流
　一

いち

龍
りゅう

斎
さい

貞
てい

奈
な

(前座)、
神
かん

田
だ

すず�
(二つ目)に
よる講談。
4月28

日㈰14時～15時半 同館4階 100
人 4月16日(消印有効)までに全員
(2人まで)の住所・氏名・電話番号を記
入し往復ハガキで。［抽選］

＊川崎授産学園
☎266-5747 287-1840

環境局川崎生活環境事業所

生活環境事業所の名称変更
　区内のごみ収集を担当している南部
生活環境事業所は、4月1日から「川崎
生活環境事業所」に名称を変更します。

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

＊川崎授産学園
☎201-3212 201-3293

区役所地域支援課

プレママランチ会
　プレママ同士で料理を作り、楽しく
ランチをしませんか。妊娠期の食事
や歯のブラッシング法、産後の手続
きについて学べます。三角巾、エプ
ロン、布巾持参。 5月23日㈭9時
半～13時40分 区役所５階 第1子
妊娠中の女性15人 食材料実費 4
月15日から直接か電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎201-3319 201-3293

区役所保育所等・地域連携

体験保育「親子でランチ」
　親子で子どもと同じ年齢のクラスに

入り、園児と一緒に遊んだり、給食を
食べたりします。 ❶5月9日、23日、
6月13日、27日、7月11日、25日の
木曜❷5月8日、29日、6月12日、7
月10日、24日の水曜、6月２７日㈭❸
5月14日、28日、6月11日、25日、
7月9日、23日の火曜、9時から食事
終了まで ❶は大島・大島乳児保育園
❷は東小田保育園❸は藤崎保育園
10カ月～就学前の子どもと保護者、
各園各日2組 4月16日8時45分から
電話かFAXで。［先着順］

＊川崎授産学園
☎233-6361 244-2347

教育文化会館

日本語ボランティア入門研修
　日本語ボランティアとして必要なこ
とを学び、外国の人たちと共に学ぶ活
動をしましょう。 5月9日～6月6日
の木曜、18時半～20時半（5月23日

日時　5月8日㈬12時10分～12時50分
場所　市役所第3庁舎1階ロビー
出演　H

ホ ッ プ ス コ ッ チ

opscoootch!（打楽器アンサンブル）
曲目　序曲（天国と地獄より）、星に願いを　他
区役所地域振興課☎201-3127 201-3209

コーディネーター
「共育ひろば」主宰の
牧岡英夫氏

一龍斎貞奈神田すず
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