
川崎区版の紙面が横書きになりました・またカラー刷りの紙面は区版1面、2色刷りの面は区版2面になりました�

216,657人�

106,073世帯�

津波ハザードマップ�

　津波発生時に、市民の皆さんが
安全に避難できるよう「津波ハザ
ードマップ」を作成しました（写真）。�
　津波の浸水予測地域や避難施設
情報の他、津波の基礎知識、安全に
避難する
方法など
も掲載し
ていま�
す。�

a区役所危機管理担当�
1201－3327、6201－3209

a区役所企画課�
1201－3101、6201－3209

津波ハザードマップ� 区制40周年記念誌�

　区は、昨年度に区制40周年を迎
えました。1年間の記念事業の様
子や、区制施行時の記録などを写
真を中心に掲載した記念誌「歴史
文化と花のまち　かわさきく」を
発行しました（写真）。�

区制40周年記念誌�

いずれも区役所、支所、区内の主な公共施設で配布しています�

　子育て支援施設や公園情報など
が掲載されている、区子育てガイド「さ
んぽみち」（写真）。子育て中のお母
さんたちによる編集委員会でリニュ
ーアル作業が行われました。�
　4月10日から区役所、支所の健康
福祉ステーションで配布します。�

a区役所こども支援室�
1201－3312、6201－3293

　4月1日から、区役所の組織が一部変更になりま
した。相談などの際は次の窓口にお越しください（い
ずれも区役所3階）。6201－3293

窓口変更の�
お知らせ�

a区役所総務課1201－3122、6201－3209

●保育所入所の申請 ●児童扶養手当の申請�
●子どもの相談について   ●母子健康手帳の交付�
●認定保育園の情報提供�
●介護保険の申請・相談�
●介護保険料について�
●高齢者福祉サービスの利用に関すること�
●障害者の相談・支援�
●障害福祉サービスの利用に関すること�

●子ども・子育てにかかわる事業の企画・調整�

児童�
家庭課�

高齢・�
障害課�

こども�
支援室�

1201－3287

1201－3282
1201－3277

1201－3206

1201－3215

1201－3312

1201－3080

�

窓口の名称� 主な業務� 電話番号�

　地域のさまざまな課題を解決するため、区では｢地域課題対
応事業｣を実施しています。今年度の主な事業を紹介します。�
a区役所企画課1201－3296、6201－3209

25年度地域課題対応事業  ★…新規事業　◆…拡充事業　●…継続事業�

地域防災力の向上（★区危機管理対策事業、●地域防災活動
支援事業）…｢区危機管理地域協議会｣を開催し、区民・事業者・
行政の連携強化を図ります。また、避難所の開設・運営訓練の
実施や、外国人市民を対象とする防災訓練も行います�
●自転車マナーアップ事業…交通事故を再現する形式の交
通安全教室の開催や、マナーアップ向上のためのリーフレット
を作成し、自転車販売店などで配布します�
●区放置自転車等対策事業…周辺駅駐輪場へ自転車等の分
散利用を推進します�

●町内会・自治会活動支援事業…町内会・自治会に対して掲示板補修などの
費用の一部を補助し、掲示板の補修・整備の促進を図り、災害時などにおける
情報共有など地域コミュニティー強化に向けた取り組みを行います�
●まちづくり推進事業…「川崎区まちづくりクラブ」への支援を通して、区民
の自発的な地域活動を推進します�

◆男性の育児参加促進事業…土曜に親子遊びを中心とした
イベントを開催します。また、市民活動団体などと協力して、
緑化に関する取り組みを行い、世代間交流や環境意識向上
への呼び掛けを行います�
●思春期問題対策事業…自分らしく過ごせる居場所を子ど
もと保護者に提供し、相談・支援を行いながら、子どもの社
会参加を支援します。保護者会も開催します�

◆介護予防支援事業…高齢者が安心して健やか
に暮らせるよう、介護予防のための講座やイベン
トを開催します�
●すこやか子どもの歯支援事業…フッ化物の正し
い応用方法についての講習会を行います�

安全安全・安心安心まちづくり�約1,042万円�

地域福祉地域福祉・健康健康づくり�

総合的総合的こども支援も支援�

約285万円�

約939万円�環境環境まちづくり�

地域地域コミュニティー活性化推進ー活性化推進�

約562万円�

約953万円�

●東海道かわさき宿交流館管理運営検
討事業…「東海道かわさき宿交流館」の
開館に向けて、施設を活用した地域活性
化の手法などについて検討します�

地域資源活用地域資源活用�
約1,796万円�

●便利で快適な区役所サービスを提供する
ため、事務や窓口環境の改善に取り組みます�

区役所サ区役所サービス向上ス向上�
約266万円�

◆いきいきかわさき区提案事業…市民活動団
体などから企画提案を募集し、協働による地域
課題解決に向けた事業を実施します�

その他その他�約865万円�

総額�
約6,708
万円�

★区の花・区の木推進事業…区制40
周年を記念し制定した区の花「ひま
わり」「ビオラ」、区の木「銀杏」「長
十郎梨」の周知・浸透を図り、区のイ
メージアップや地域緑化の推進、環
境意識の向上につながる取り組みを
行います�

安全・安心まちづくり�

地域福祉・健康づくり�

総合的こども支援�環境まちづくり�

地域コミュニティー活性化推進�

地域資源活用�

区役所サービス向上�

その他�

いちょう� ちょう�

じゅうろうなし�



英語、スペイン語など6カ国語で、外国人向け行政情報をメール配信しています。　a川崎区役所企画課（1201－3296、6201－3209）�

ゆっくり公園を歩きます。動き
やすい服装、靴で。帽子、飲み物
を持参。q富士見公園：4月18日
（木）w小田公園：4月24日（水）e大
師公園：5月14日（火）、いずれも9
時半～11時。a1201－3216。

初心者でも簡単にできる体操や
ストレッチを運動普及推進員と一
緒に行います。4月26日（金）13時半
～15時半。旧大師ブランチで。区
内在住の15人。動きやすい服装で。
飲み物持参。sa4月15日から電
話かFAXで1201－3216。［先着順］

失語症がある人の言葉のリハビ
リ。5月14日（火）13時半～15時半。
区役所4階で。区内在住で40歳以
上の人。sa随時電話で1201－
3216。

未就園の子どもと保護者が楽し
みながら情報交換できる自由な遊
び場です。ミニイベントあり。保
護者は靴下持参。4月と8月を除
く第2水曜、第4木曜、10時～11
時半（開場9時45分）。教育文化
会館で。当日先着7組。

図書館や小学校などでボランテ
ィアとして読み聞かせを始めてみ
たい人が対象。5月23日～6月6
日の木曜、主に13時半～15時半、
全3回。教育文化会館学習室で。
実際に活動してみたい20人。s4
月16日10時から直接、電話、FAX
で。［先着順］

リフォームやリメークを実際に
体験し、手作りの良さや、物を大
切にする心を育て合うフリースペ
ースを開催します。8月を除く5
月～26年3月の主に第2・4金曜、
10時～15時、全18回。教育文化

会館で。

講座：5月29日～9月4日の水
曜（7月10日、8月14日、28日を
除く）、18時半～20時40分、全12
回。40人（最少開講人数10人）。
17,000円。教材費（3,000円程度）
は自己負担。講演会：5月18日（土）
13時～15時。60人。
いずれもサンピアンかわさきで。
s4月17日から直接、電話、FAX
で。［先着順］

2～3歳の子どもがいる保護者
を対象とした講座。5月9日～6
月27日の木曜、10時～12時、全8
回。プラザ大師で。16人。保育
あり（就学前の8人、950円、要予
約）。sa4月16日10時から直接

か電話で。［先着順］

料理づくりを中心に食育を学び
ます。正月遊びなども。5月26日
～26年3月9日の日曜、10時～12
時半。月1回程度、全8回。プラ
ザ大師で。小学生以上の20人。材
料費自己負担。sa4月30日（必
着）までに学校名、学年、性別も
記入し往復ハガキで。［抽選］

5月13日～7月22日の月曜（7
月15日を除く）、19時～20時半、全
10回。ふれあい館で。初めて受講
する15歳以上の36人。s4月23日
10時から直接か電話で。［先着順］

テーマ…人間の尊厳を考える～
映像とナラティブ（物語る声）を
軸に～。4月23日～5月21日の火
曜、19時～21時、全5回。ふれあ
い館で。20人。s4月15日から直
接か電話で。［先着順］

▼公園ウオーキング

▼子育てひろば～きょうぶん

▼絵本の読み聞かせ入門講座

▼ことばの教室

▼運動普及推進員と楽しく運
動を

▼家庭地域教育学級「子育ては
頑張りすぎずに、とも育ち」

▼市民自主企画事業「子ども
のたまり場」

▼はじめてのハングル入門講座

▼人権尊重学級 PART1

▼ファイナンシャル・プランニ
ング技能士3級資格試験準
備講座・講演会

市体育館教室案内�
教室名� 日程・曜日� 時間� 対象・（費用）� 締め切り�

5月7日～7月9日�
火曜（全10回）�

5月9日～7月25日�
木曜（全12回）�

5月13日～7月29日�
月曜（全10回）�
6/24、7/15除く�

6月3日～7月8日�
月曜（全5回）�
6/24除く�

6月7日～8月9日�
金曜（全10回）�

はじめての�
フラダンス�

ヨーガ�
健康法�

ミニキッズ�
ヒップホップ�

※ファースト�
サイン�

※ベビー�
マッサージ�

中級フラ�
ダンス�

sa締め切りまでに往復ハガキに教室名、必要事項と性別（※は全員の必要事
項、子どもの生年月日、ふりがなも）、電話番号、希望する時間帯も記入し〒210－
0011川崎区富士見1－1－4市体育館1200－3255、6211－5921。［抽選］    

15歳以上40人�
（6,300円保険料含む）�

15歳以上40人�
（6,200円保険料含む）�

19年4/2～20年4/1
生まれの子ども20人�
（5,200円保険料含む）�

生後2カ月～つかまり
立ちする前の赤ちゃん
と保護者10組（8,000
円保険料、教材費含む）�

生後2カ月～話を始
める前の赤ちゃんと
保護者10組（8,000円
保険料、教材費含む)

15歳以上40人�
（5,200円保険料含む）�

4月16日�
（必着）�

4月17日�
（必着）�

5月6日�
(必着)

5月10日�
(必着)

17時～18時�

11時～�
12時15分�

9時半～�
10時45分�

13時～14時�

10時半～�
11時45分�

13時～�
14時15分�

日程･当日受付時間�健診名� sa対象・内容など�費用�

会場は区役所5階。3カ月児・1歳6カ月児･3歳児健診は対象世帯に郵送でお知らせ
します。a区役所児童家庭課1201－3206、6201－3293

8時45分�
～10時�

１ 歳 児 �
歯科健診�

24日（金）� 無料�

前歯が上下4本ずつ
計8本以上生えた1
歳2カ月までの乳幼
児40人(区内在住者
のみ）�

申し込みは電話で�
随時�
s地域保健福祉課�
1201－3212

8日（水）�
24日（金）�

生活習慣病予防に関
連した検査と保健指
導と運動講座。血液
検査、尿検査、骨密度
測定など。他に健診
を受ける機会がなく、
両日参加できる区内
在住の18～39歳の25
人（24日は自宅でで
きる簡単エクササイ
ズ実技あり）�

1,220�
円�

39歳まで
の健診・
保健指導�
（キッズ�
スペース
あり）�

9時～�
9時15分�

申し込みは電話で�
4月15日から�
s地域保健福祉課�
1201－3216。［先着順］�

HIV相談・
検査�

8時40分～�
10時10分�

無料�
q7日（火）�
w21日（火）�

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15人�

申し込みは電話で�
q4月23日から�
w5月7日から�
s地域保健福祉課�
1201－3212。［先着順］�

5月の健診･検診案内� 6201－3291

募　集�

　企業と市民の協働のまちづくりを推進する川崎区企
業市民交流事業について、企画提案や課題検討などを
行います。�
募集人数　3人程度�
任　　期　委嘱日～27年3月31日�
資　　格　区内在住、在勤、在学で18歳以上の人�
　　　　　（市の付属機関の委員、市職員を除く）�
選考方法　書類審査�
sa4月19日（必着）までに、住所、氏名（ふりがな）、性別、
生年月日、電話番号、職業、地域での活動歴を記入し、小
論文「応募の動機及び企業と地域団体・市民団体の協
働に期待すること」（400字程度、書式自由)を添えて直
接か郵送で〒210－8570川崎区役所地域振興課1201－3127、
6201－3209。［選考］�
�

保健所運営協議会委員� 川崎区企業市民交流事業推進委員�
　地域保健の向上を目指し、保健所の運営に関する事
項を検討します。�
募集人数　2人�
任　　期　6月1日から2年間�
資　　格　区内在住１年以上で20歳以上の人�
選考方法　書類審査�
sa4月25日（必着）までに申込
書（書式自由）に住所、氏名（ふり
がな）、性別、生年月日、電話番号、
職業、主な職歴、ボランティア活動
などの経歴、応募理由を記入し、
小論文｢地域の健康と私｣（800字
程度、書式自由）を添えて直接か郵送で〒210－8570川崎区
役所地域保健福祉課1201－3202、6201－3291。［選考］�

保健所運営協議会委員� 川崎区企業市民交流事業推進委員�
情報�

●かわさき区ビオラコンサート
5月1日（水）12時10分～12時50

分。市役所第3庁舎1階ロビーで。
テーマ：「子どもに歌い継ぐ名曲」
出　演：La Canor（ソプラノアン
サンブル・ピアノ）
曲　目：「この道」「待ちぼうけ」
「夕方のお母さん」他
a区役所地域振興課1201－3127、
6201－3209

▼フリースペース「リフォー
ム工房」


