
044-200-3939市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談は
サンキューコールかわさき 8時～21時（年中無休）

200-3900 川崎市のデータ（平成28年3月1日現在）
人口：147万7,802人（前年同月比15,746人増）　世帯数：69万2,741世帯

※平成27年国勢調査速報値を基にした推計値です
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川崎市 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1
☎044-200-2111（代表）
総務企画局シティプロモーション推進室
☎044-200-2287、 044-200-3915

発行

編集

　４月になり、新しい年度が始まりました。
　今月の特集では、市民の皆さまの川崎への思いや、市の
取り組みへの期待の声とともに、市が今年度に行う事業や予
算について、なるべく身近な話題を中心に紹介しています。
ぜひ、ご覧いただき、市が行っているさまざまな取り組みに
ついて、関心や興味を持っていただければと思います。
　また、市では先月、川崎市総合計画を策定したところで
す。この計画は、10年後も30年後も川崎がずっと暮らしや

すいまちであるために、市が目指す将来像やまちづくりの進
め方を定めた、市政運営の基本となるものです。今月末には、
計画の内容を紹介するための特別号も発行いたしますので、
こちらもぜひお読みください。
　これからも、「全ては市民のために」を基本に、幸せのあふ
れる「最幸のまち かわさき」の実現に向けて、全力を尽くして
まいりますので、皆さまのご理解とご協力を心からお願いい
たします。

「最
さい こ う

幸のまち かわさき」を目指して

川崎市長
福田 紀彦

１月から給食が始まった東橘中学校の様子。
市では２９年度中に全中学校での給食導入を目指す
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子育て・教育

暮らし･健康 まちづくり

予算市民の皆さんの声と共に、２８年度に予定している　　身近な取り組みと予算について紹介します。
財政局財政課☎200-2186、　　 200-3904

　子どもの入通院に係る医療費の自己負担分を助成します。４月から
は、通院助成の対象を小学校３年生まで拡大(5面参照)。２９年４月に
は小学校６年生まで拡大することを目指して取り組んでいきます。

　認可保育所の新設などにより
受入枠を拡大します。さらに、
認可外保育施設の支援や保育
士確保対策も。

　２９年1月から新たに３校で給食
がスタート。２９年度中に全ての
中学校で給食が食べられるよう
に、学校給食センターや配膳室な
どの設計や工事を進めています。 　スポーツ大会の開催や音楽、映像

の魅力発信に取り組みます。また、
東京オリンピック・パラリンピックに向
けて、事前キャンプの受け入れ準備
や、誰もが暮らしやすいまちづくりを
目指す「かわさきパラムーブメント」の
取り組みを進めます(4面参照)。

　子どもが安心して暮らせるよ
うに、新たに２カ所の児童家庭
支援センターを設置。ひとり親
家庭の生活支援も拡充。

　子どもから高齢者まで一体
的な支援を行う体制をつくるた
め、各区役所に「地域みまもり
支援センター」を設置。その他
の窓口も、より便利になります
（区版参照）。

　一人一人の教育的ニーズに対応するため、児童支援コーディネー
ターを専任化する小学校を７９校に拡大。さらに、地域ぐるみで子ど
もの学習をサポートする「地域の寺子屋」を拡充します。

濱口亜砂さん
サッカーに夢中な晴くん
と空くんのお母さん

東橘中学校の皆さん 左から
佐々木航洋さん、加藤芽衣さん
天野蓮さん、宇山七海さん

杉山さおりさん
理学療法士、まちづ
くりイベントにも参加

村上斉さん
ビーチバレーボール選手、
リオオリンピックに向けて
強化練習中

小児医療費の助成対象が広が
ることは、ママ友の間でも話
題になっています。うちの子
は元気で助かっていますが、
ケガをすることもありますし。
川崎市は子どもが多いから、
子育て施策の充実はニーズに
合っていると思います 介 護 予 防も大 事ですし、

将来のことを考えると、未
来を担う若い世代の健康
づくりも大切。今後さらに
元気な中高年が増えてい
くように、 早い段階での
取り組みに期待しています

川崎市はスポーツや音楽、商
業施設など何でもそろってい
ますが、大きなスポーツ大会
が開催されていることも、 多
くの人に知ってもらいたい。オ
リンピックを目指す僕たちの熱
い戦いを見に来てほしいです

子育て施策に注目！

中学校給食に注目！

健康づくり支援に注目！

スポーツ振興に注目！

通っている中学校で給食が
始まってうれしいです。自分
たちで配膳をするので、食
事の大切さを感じるようにな
りましたし、毎日いろいろな
メニューが食べられて、 家
族との会話も増えました。こ
れから始まる他の学校でも、
喜んでもらえると思います

スポーツ･文化芸術振興

　特別養護老人ホームを新たに
２カ所整備。定期巡回・随時対
応型訪問介護看護など、地域
に密着した介護サービスの整備
も進めていきます。

介護サービスの充実 区役所機能の強化

　がん検診受診率向上のため、コールセンターの活用やクーポン券の発
行などを行います(4面参照)。また、新たに予防接種のコールセンターも
開設(5面参照)。要介護度などの改善･維持の成果を上げた介護サービス
事業所を適正に評価する「かわさき健

けんこう

幸福寿プロジェクト」も始動。

健康づくり支援

小児医療費助成制度

待機児童ゼロの継続

中学校給食

支援体制づくり

充実した教育環境 　客引き行為等の防止に関する条例が施行
されます（5面参照）。また、防犯カメラ設置
補助制度を新設するなどして、安全・安心な
まちづくりを進めます。消費生活相談も、土
曜日の電話相談受付を試行実施(5面参照)。

市民１人当たり

ルー大柴さん
タレント、宮前区を第
２のカントリーと呼ぶ

藍原晃さん
川崎防犯協会会長、
町のパトロールを積
極的に行う

川崎市は都会と自然のバランスがとれ
ていて本当に住みやすい。 駅周辺は
都会ですが、少し入るとカントリーサ
イドの雰囲気もあってホッとする。 今
は、地域の人たちとのトゥギャザー（交
流）が、とても大切だと感じています

最近は一人暮らしの高齢者も増え
てきました。 自転車の盗難や振り
込め詐欺などの被害の声も聞かれ
ます。 犯罪による被害を防ぐため
には、行政や住民が一体となって
見守り合う地域づくりが重要ですね

安全・安心な地域づくり 約４３万3千円

詳しくは 川崎市　28年度予算 検索

予算の詳細は、市ホームページで

※２8年1月１日現在の推計人口による
（一般会計）

１兆３，８８０億円  過去最大

保健・医療・福祉の充実に 約１２万３千円
子育ての支援に 約６万８千円
道路・公園緑地・河川・下水道の
整備と安全なまちづくりに 約６万２千円

学校教育と生涯学習に 約3万9千円
計画的なまちづくりに 約２万４千円

地域経済の発展に 約２万３千円
行政運営に 約２万２千円
環境・リサイクルに 約１万８千円
港湾の整備に　　 約１万２千円
区政の振興に　 約１万１千円
共生と参加のまちづくりに 約７千円
交通・水道の経営安定に 約１千円
その他 約２万３千円

６，３９０億円 （３.２％↑） 過去最大
（福祉や道路整備などに使う基礎的な会計）

一般会計

５，２２７億円 （4.6％↑）
（国民健康保険など特定の収入でまかなう会計）

特別会計

２，２６４億円 （2.7％↑）
（上下水道や病院などの収益でまかなう会計）

企業会計

　溝口駅南口駅前広場が完成予
定。ＪＲ川崎駅北口自由通路（２９
年度供用開始予定）の整備工事や
武蔵小杉駅、新百合ケ丘駅、登戸・
向ケ丘遊園駅周辺地区の魅力的
なまちづくりも進めていきます。
稲田堤駅と津田山駅の橋上駅舎
化に向けた取り組みも。

溝口駅南口駅前広場完成イメージ

※（ ）内は前年度増減率
※端数処理の関係で、各会計の額と合計額が一致しない場合があります

駅周辺の整備

予算の規模

市民１人当たりの予算の使いみ
ち

　１００万本植樹などの地域の緑化や多摩川環境学習などの取り組み
の他、新たな地域交流農園も整備します。また、生田、等々力、多
摩川などの緑地整備や多摩川サイクリングコース延伸などの検討を進
めていきます。

公園や農地の整備

市民グラフかわさき「ひろば」
ルー大柴さんと福田市長
との対談が実現！
 ４月から情報プラザなど
で販売予定
総務企画局シティプロ

モーション推進室☎２００-
２287、 ２００-3915

まちの整備に注目！

安全・安心な地域づくり
に注目！

02 か わ さ き 市 政 だ よ り
全 市 版

4月30日（必着）までに、❶読んだ号❷氏名❸住所❹年齢❺よかった記事とその理由❻よくなかった記事とその理
由を記入し、ハガキ、FAX、市ホームページで〒210-8577 総務企画局シティプロモーション推進室 200-3915

03か わ さ き 市 政 だ よ り
全 市 版

※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。
※個人情報は集計・発送業務に使用しますが、業務を委託する業者にのみ提供します。読者アンケート 図書カードを５人に進呈（抽選）

（1,000円券）
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04 か わ さ き 市 政 だ よ り
全 市 版

2016（平成 28）年　4 月 1 日号　No.1134

「かわさき市政だより」２１日号は、新聞折り込みで配布の他、市公共施設、市内の一部の駅・金融機関・スーパー・コンビニなどで配布しています

　サンリオのキャラクター「ハローキティ」が「川崎市バス♥ナビゲーター」に就
任しました。これを記念して、新デザインの家族1日乗車券と、川崎でしか買
えないコラボグッズを、４月1日から販売します。
交通局管理課☎200-3238、 200-3946

がん検診 無料クーポン券を郵送

　かわさきパラムーブメント推進ビジョンは、同大会に向けた市の取り組みや
目指すべき将来像を示し、市民の皆さんの理解を深めてもらい、市のさらな
る飛躍につなげるものです。「ひとづくり」「スポーツ振興」など、5つの方向性に
基づいた具体的な取り組みをまとめています。

等々力陸上競技場が英国オリンピック代表チームのキャンプ施設に決定
　市は、横浜市とともに、英国オリンピック代表チームの事前キャンプ地に決
定しています。今後は、英国オリンピック代表チームをはじめ、施設を提供す
る横浜市、慶応義塾大学と連携しながら、英国との交流をスポーツ、文化、
教育、産業などさまざまな分野で深め、市民の皆さんとともに幅広い交流の
場を作っていきます。

　中小企業融資制度は、市が市信用保証協会、取扱金融機関と協調して
行っている融資制度です。特徴は次の3点です。❶全制度で固定金利を利
用可能❷返済期間を長期に設定❸一部制度では市が市信用保証協会の保
証料を補助して利用者の負担を軽減。
　利用には住民税の完納など条件がありますので、お問い合わせください。
融資の申し込みは取扱金融機関となります。

※コラボ記念特別価格（4月30日まで）。5月以降は通常価格で各600円＋税
◎家族1日乗車券は、土・日曜、祝日、8月12日～16日、12月25日～1月7日のい
ずれか1日に何回でも、同居の家族3人（2親等以内）まで乗車できます。旧家族1日
乗車券を持っている人は、4月1日から90日以内に限り、手数料無料で払い戻しし
ます。市バス各営業所・乗車券発売所の窓口にお持ちください

　職場などで受診の機会がない人はご利用ください。市内登録
医療機関は問い合わせるか、市ホームページをご覧ください。

所得などにより無料で受診できます（証明書類が必要）。受診できるのは1年度（❹❺
は2年度）に1回。★の検査は医師が必要と認めた場合のみ。対象には、28年4月
1日までに誕生日を迎える人を含みます（❻を除く）。❻は対象年齢時に1回。※国の
指針変更に伴い、視触診がなくなり、問診とマンモグラフィーのみになりました

　次の年齢の人に、がん検診無料クーポン券を郵送します（6月初旬ごろ）。

Ⓑ 子宮頸がん、乳がん検診無料クーポン券を過去に1度も利用しなかった人
で、次の年齢の人。子宮頸がん…25、30、35、40歳の女性。乳がん…
45、50、55、60歳の女性

※いずれも対象は28年４月１日に上記の年齢の女性

Ⓐ 子宮頸
けい

がん…20歳の女性。乳がん…40歳の女性

かわさきパラムーブメント
推進ビジョンを策定

検診を受けましょう

　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした
誰もが暮らしやすいまちづくりを進めるため、市では、かわさきパ
ラムーブメント推進ビジョンを策定しました。
市民文化局オリンピック・パラリンピック推進室☎200-2347、
200-3599

　市では、中小企業者に各種資金を低利で融資する中小企業融資制
度を設けています。詳細は市ホームページをご覧ください。
経済労働局金融課☎544-1846、 544-3263
中小企業溝口事務所☎812-1112、 812-2075

　がんなどの早期発見を目的に、市では各種検診を市内登録医療機
関で行っています。積極的に受診しましょう。
がん検診・特定健診等コールセンター☎982-0491
健康福祉局健康増進課☎200-2431、 200-3986

 検診  対象  費用

❶ 肺がん 40歳以上の人 900円（問診・胸部エックス線検査）
かく痰

たん
検査は200円加算★

❷ 大腸がん 40歳以上の人 700円（問診・免疫便潜血検査）

❸ 胃がん 40歳以上の人
2,500円（問診・胃部エックス線検査）
3,000円（問診・胃部内視鏡検査）
※どちらかを選択

❹ 子宮がん 20歳以上の女性
1,000円（問診・視診・細胞診・内診・
コルポスコープ検査★）
体部の細胞診は800円加算★

❺ 乳がん 40歳以上の女性 1,000円（問診・マンモグラフィー※）

❻ 骨粗しょう症 40・45・50・55・60・
65・70歳の女性

600円、700円、1,100円（医療機関によ
り検査法が違うため金額も異なる）

制度名 限度額（円） 利率（年） 融資期間

振興資金 ２億 2.5％以内 10年以内

小規模事業資金
（小口サポート型） 2,000万 1.4％以内 5年以内

小規模事業資金（ミニ） 300万 1.3％以内 4年以内

小口零細対応
小規模事業資金

1,250万 2.0％以内 10年以内

不況対策資金（10年型） 8,000万 1.7％以内 10年以内

創業支援資金 3,000万 2.2％以内 10年以内

金額（税込み） 販売場所

乗車券 家族1日乗車券 800円
市バス各営業所・乗車券
発売所、市バス車内（車
内販売は数に限りあり）

グッズ

クリアファイル（2種） 各100円
市バス各営業所・乗車券
発売所、交通局管理課ハンドタオル（2種） 各500円※

缶バッジ（5種） 各200円

2 月8日、味の素ナショナルトレーニングセンターで行われた覚書締結式
右から川崎市・福田紀彦市長、横浜市・林文子市長、日本オリンピック委員会・竹田恆和会長、
英国オリンピック委員会・セバスチャン・コー委員長、慶応義塾大学・清家篤塾長

家族1日乗車券

© 1976, 2016 SANRIO CO., LTD.　APPROVAL No. G563928
クリアファイル

缶バッジ

「ノルフィン×ハローキティ」コラボデザイン
家族１日乗車券、グッズを発売

中小企業に低利で融資中小企業に低利で融資

誰もが

暮らしや
すい

まちへ

創設

利下げ

保証料
補助

拡充

memo
かわさきパラムーブメントとは…障害のある人、高齢者、子どもなど誰も
が暮らしやすいまちを目指して、多様な個性のある人が混ざり合い、新し
い社会をつくる運動

主な融資制度
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＝申し込み、 ＝問い合わせ先、直接＝直接来所。時間は２４時間表記です
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納期のお知らせ
　固定資産税・都市計画税第１期分
の納期限は5月2日です。金融機関、
コンビニなどでお納めください。
市税事務所資産税課、こすぎ市税分
室資産税担当。
市税の証明書取得・台帳閲覧
　市税事務所、こすぎ市税分室、区
役所、支所で証明書の取得や台帳
の閲覧ができます（区役所と支所では
23年度以前の証明書の交付など一
部業務を除く）。納付後すぐに納税証
明書が必要な人は領収証書を持参し
てください。※最新年度（28年度）の
証明書については、まだ発行できな
いものもあります。詳細はお問い合
わせください。

請求できる人…❶本人（相続人、納
税管理人などを含む）❷本人の委任
状、代理人選任届か同意書を持参
の人❸同居の親族❹法人は代表権
を有する人か❷に該当する人。い
ずれも本人確認のため官公署など
が発行した顔写真付きの書類（運転
免許証など）の提示が必要です（顔写
真付きの書類がない人は健康保険

※文字が消せるボールペンは使わないでください

　次の要領で必要事項を、特別に指示のある場合はその内容も併せて
記入してください。
● 往復ハガキの場合は、返信用に宛先を記入してください。
● 申し込みは原則1人1通。
● 市役所への郵便物は、専用郵便番号（210-8577）と局・課名のみの
　記入で届きます。

講座などへの参加申し込み
● 講座名・催し名（日時・コース名）
● 郵便番号・住所
● 氏名・ふりがな
● 年齢
● 電話番号

証、国民年金手帳などの書類を複数
提示）。法人は代表者印も必要。借
地人や借家人なども、関係する固定
資産について固定資産課税台帳の
閲覧や固定資産課税台帳記載事項
証明書の請求ができます（賃貸借契
約書などが必要）。 市税事務所市
民税課、こすぎ市税分室管理担当。
児童扶養手当・特別障害者手当
などの支給月額改定
　4月分から次の通り改定します

　❶❷は児童１人の場合。 ❶こど
も未来局こども家庭課☎200-2709、
200-3638。❷❸❹❺健康福祉局

障害福祉課☎200-2653、 200-
3932。
小児医療費の通院助成
小学3年生までに拡大
　小児医療費助成制度の通院助成の
対象範囲を、4月1日から小学3年生
までに拡大します。小学3年生の小児
（乳幼児等）医療証は、4月上旬に対
象者に郵送します。

こども未来局こども家庭課☎200-
2695、 200-3638。
病児保育施設「エンゼル川崎」開設
　保育所などに入所している子ども
が病気になって集団保育が困難なとき
に、子どもを預かる病児保育施設「エ
ンゼル川崎」を開設します。運営開始

日…4月27日㈬。開所時間…月～金曜
（祝日、年末年始を除く）、8時～18時。
定員…12人。利用料金…日額2,900
円（食事・おやつ代含む）。市民税非
課税世帯は1,000円、被保護世帯は
400円。利用登録…事前に、市ホー
ムページからダウンロードした登録票
に記入し「エンゼル川崎」へ提出。予約
…原則、前日までに電話で同施設へ
予約。利用当日…かかりつけ医の「主
治医指示書」を提出。 ４月18日9時
半から登録票を直接か郵送で同施設。
施設見学会（4月16日㈯、9時～、10
時～、11時～、13時半～、14時半
～、15時半～、各回１時間程度）でも
登録を受け付けます。各回先着10人。
4月11日～15日に電話で予約。詳細
は同施設へお問い合わせください。
〒210-0804川崎区藤崎1-1-3富有

レジデンス1階エンゼル川崎☎201-
6937（電話は4月11日から）。 こど
も未来局保育課☎200-3128、
200-3933。
支援を必要とする子どもの
保護者向け就学説明会
　29年4月に小学校に入学する子ど
もの保護者が対象。❶5月17日㈫…
中原市民館で❷24日㈫…多摩市民
館で。いずれも10時～11時。詳細は
問い合わせるか市ホームページをご
覧ください。 教育委員会指導課☎
200-3827、 200-2853。※療育
センター利用者の就学説明会は各療
育センターへ確認してください。
就学援助制度
　市内の公立小･中学校へ子どもを通
学させる際に、経済的な理由で困って
いる人へ、学用品、給食、修学旅行
などの費用を援助します。条件や申し
込み方法など詳細は通っている学校
にお問い合わせください。 教育委
員会学事課☎200-3736、 200-
3950。※すでに援助を受けている人
で引き続き希望する人も、あらためて
申請してください。
高等学校卒業程度認定試験の
合格を支援します
　市内在住のひとり親家庭の父母と

その子どもが対象。高等学校卒業程
度認定試験合格のための講座を受け、
修了した際に受講費用の一部を支給し
ます。試験合格後にも受講費用の一
部を支給します。事前相談後、申請
が必要です。詳細はお問い合わせくだ
さい。 母子・父子福祉センター☎
733-1166、 733-8934。
DV相談支援センター
電話相談窓口の開設
　5月2日から、DV（配偶者などから
の暴力）被害に関する電話相談を開始
します。☎200-0845（祝日・年末年始
を除く月～金曜9時半～16時半）。
こども未来局児童家庭支援・虐待対策
室☎200-2648、 200-3638。
川崎市予防接種コールセンター開設
　4月1日から、定期予防接種の対象
者、受けられる医療機関、費用、転
入時の手続き方法など、予防接種に
関する問い合わせに対応します。☎
330-6940（祝日・年末年始を除く月
～金曜8時半～17時15分）、 330-
6941。
消費生活電話相談の
土曜受け付け開始
　4月2日から、消費者行政センター
での電話による消費生活相談を、平
日に加えて土曜（祝日・年末年始を除
く。10時～16時）も受け付けます。
☎200-3030、 244-6099。
客引き行為等の防止に関する条例
　現行法令の規制対象とならない居
酒屋やカラオケ店等による客引き行
為等を防止するため、4月1日から
客引き行為等の防止に関する条例を
施行します。詳細は市ホームページ
をご覧ください。 市民文化局地域
安全推進課☎200-3839、 200-
3869。
中部リハビリテーションセンター、
南部地域支援室の連絡先
　4月1日に開設する施設の連絡先
が決まりました。中部リハビリテー
ションセンター…中原区井田3-16-1
☎750-0686、 750-0671。 南
部地域支援室…川崎区東田町8☎
200-0834、 200-3974。

お 知 ら せ

証明書・閲覧の種類

市民税・県民税
（個人）

納税証明書、課税
額証明書、非課税
証明書

固定資産税

固定資産課税台帳
記載事項証明書、
納税証明書、課税
額証明書、課税（補
充課税）台帳

軽自動車税、
市民税（法人）、
その他

納税証明書

手数料…証明書交付・台帳閲覧1件
につき300円。軽自動車税の継続
検査（車検）用の納税証明書は無料

手当 改定後（月額）

❶児童扶養手当 42,330～ 9,990円

❷特別児童扶養
　手当

1級…51,500円
2級…34,300円

❸障害児福祉手当 14,600円
❹特別障害者手当 26,830円
❺経過的福祉手当 14,600円

対象年齢 助成範囲 所得制限
0歳児 入院・通院 なし
1歳児～小学3年生

あり小学4～中学3年生 入院のみ

　各締め切りまでに必要事項も一緒に直接、郵送、FAX、市ホームページ
で提出してください。いずれも書式自由。資料は❶は4月1日から❷は4月
13日から各提出先、区役所、市ホームページなどで公開。  

　資格…20歳以上で市内在住１年以上の人(市職員と市付属機関などの委員
を除く)。 各締め切りまでに直接か郵送で各申し込み先へ。[選考]。※申
し込みの詳細、小論文のテーマなどは、区役所、市民館などで配布中のチラシ、
市ホームページをご覧ください。  

市民意見（パブリックコメント）募集

市民委員募集

名称 ❶「川崎市建築基準法施行細則」の一部改正 ❷川崎港緑化基本計画（案）

提出
4月1日から5月2日（消印有効）ま
でに〒210-8577まちづくり局
建築管理課☎200-3018、 200-
3089

4月13日から5月13日(消
印有効)までに〒210-8577
港湾局経営企画課☎200-
3070、 200-3981

会の
名称

川崎市共に支え合う
地域づくり検討委員会 川崎市地区まちづくり審議会

概要
区の課題解決のため、市民が共
に支え合う地域づくりの仕組み
に関して調査審議する

市の地区まちづくりの推進に関
する重要な事項を調査審議する

任期 委嘱日～29年3月31日 7月1日～30年6月30日
募集
人数 2人（委員定数5人以内） 2人（委員定数7人以内）

4月1日から5月2日(消印有効)
までに〒210-8577市民文化
局区政推進課☎200-2358、
200-3800

4月1日から30日（消印有効）ま
でに〒210-8577まちづくり局
防災まちづくり推進課☎200-
3012、 200-3967
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ミューザ川崎シンフォニーホール

東京交響楽団名曲全集～
円熟のモーツァルト＆華麗なる「幻想」
　4月30日㈯14時開演。指揮：飯森
範親、ピアノ：中村紘子＝写真。曲目：
モーツァルト／ピアノ協奏曲第24番、
ベルリオーズ／幻想交響曲他。Ｓ席
6,000円、Ａ席5,000円、Ｂ席4,000
円、Ｃ席3,000円。
直接、電話、ホーム
ページで同ホール。

☎520-0200（10時～18時）、
520-0103

川崎駅西口徒歩3分 

かわさき宙と緑の科学館
☎922-4731、 934-8659
4月のプラネタリウム
　一般向け投影「巨大惑星のナゾ」。
土・日曜と祝日の1回目（10時半～）は
子ども向け投影「たぬきくん はるのぼ
うけん」。20日㈬、10時半～、11
時半～ベビー＆キッズアワー。21日
㈭13時半～星空ゆうゆう散歩「春の
大曲線」。 第2・4日曜16時15分～
フュージョン投影「宇宙の姿を求める
旅」。いずれも一般400円、65歳以
上と高校・大学生200円。

日本民家園
☎922-2181、 934-8652
古民家めぐり 
　園内25の古民家などを村ごとに巡
ります。4月30日㈯は神奈川の村の
建物について、5月14日㈯は信越の
村の暮らしについて、専門スタッフが
解説します。いずれも14時～15時。
当日参加自
由。要入園
料。荒天中
止。　　　　　　　　　　　

向ケ丘遊園駅南口徒歩12～17分／原則月曜（藤子・
F・不二雄ミュージアムは火曜）と祝日の翌日休館

岡本太郎美術館
☎900-9898、 900-9966

市民ミュージアム
☎754-4500、 754-4533
武蔵小杉駅からバス
「市民ミュージアム前」下車すぐ
原則月曜（祝日の場合は翌日）休館

生きるアート 折元立身展
　「パン人間」や「アート・ママ」シリーズ
で知られる川崎市出身のパフォーマン
ス・アーティスト、折元立身の創作の軌
跡を映像や写真などで紹介します。4
月29日～7月3日。
一 般700円、65歳
以上と高校・大学
生600円。

　町内会・自治会などが維持管理する
防犯灯（一部を除く）を29年4月から
市へ移管します。28年4月から市内
全域の調査とLED防犯灯への交換工
事などを実施します。私有地内に防
犯灯が設置されている場合は敷地内
への立ち入りに協力をお願いします。
詳細は市ホームページをご覧くださ
い。 市民文化局地域安全推進課☎
200-2284、 200-3869。
市立学校教員採用試験説明会

　教員免許所有者・取得見込み者が
対象。事前予約制。 前日まで
に電話か市ホームページで教育委員
会教職員課☎200-3843、 200-
2869。
犬の登録と狂犬病予防注射
　生後91日以上の犬には、登録と年
１回の狂犬病予防注射が必要です。
飼い主は注射を受けさせ、注射済票
の交付（手数料550円）を受けてくださ
い。未登録の犬の場合は、別途登録
手続き（手数料3,000円）が必要です。
注射料金や実施日などは動物病院に
確認してください。 区役所衛生課。

川崎市都市ブランド推進事業
　イメージアップ事業がリニューアル。

都市イメージの向上や川崎への愛着や
誇りにつながる事業、イベントなどを
募集します。テーマ部門（かわさきパラ
ムーブメントに関連した事業・イベント）
と自由部門。対象…7月1日～29年3
月31日に、個人･事業者･団体などが
新しく行う（既存事業の場合は新たな
展開を伴う）事業。支援内容…事業の
直接経費の2分の1（限度額50万円）を
助成。事業の広報支援など。 4
月1日から28日までに申請書と必要書
類を原則直接、総務企画局シティプロ
モーション推進室☎200-2473、
200-3915。［選考］。※募集案内･申請
書は同室、区役所、市民館などで配
布中。市ホームページからもダウンロー
ドできます。
シニア世代向け
「プラチナ音楽祭」参加団体
　9月3日㈯にミューザ川崎シンフォ
ニーホールで開催する音楽祭に参加す
る団体。資格…市内で活動する60歳
以上の人（29年4月１日時点。指揮者、
伴奏者、介添者は除く）が10人以上出
場できる音楽団体。募集数…28団体。
市、区、社会福祉施設が主催するイ
ベントの参加実績がある団体を優先し
ます。参加料5,000円。 5月13日
（消印有効）までに申込書を直接、郵
送、FAXで〒210-8577市民文化局市
民文化振興室☎200-2030、 200-
3248。[抽選]。※詳細は4月1日から
同室、区役所、市民館などで配布す
る募集要領をご覧ください。

　対象…40歳以上で応募職種に25
年以上従事している市内在住か在勤
1年以上の優れた技術・技能職者。自
薦・他薦は問いません。認定された人
には、認定証、報奨金、記念品など
を贈呈。後継者育成や経済振興など
の活動を支援します。 5月27日
（必着）までに推薦書を直接か郵送で
〒210-8577経済労働局労働雇用部
☎200-2242、 200-3598。［選考］。
※推薦書は4月1日から同部で配布。
かわさきマイスターのホームページか
らもダウンロードできます。

「介護のホントを知る」
施設見学とセミナー
　介護職として就労を希望している人
が対象。1日目…市内の老人ホーム
を見学し、施設職員と座談。北部コー
スは5月13日㈮、南部コースは5月
14日㈯、いずれも10時～16時。武
蔵中原駅集合・解散。2日目…就労に
向けてのセミナー。5月21日㈯13時
～16時。総合福祉センター（エポック
なかはら）で。
　南部・北部各コース10人。
4月15日9時から申込書を直接、電
話、FAXで市福祉人材バンク☎739-
8726、 739-8740。［先着順］。※
申込書は4月1日から区役所、市民館
などで配布。
地域環境リーダー育成講座・入門編
　地域や職場で環境に配慮した行動
をするための、知識や手法を学びま

す。6月4日、18日、25日、7月9日、
23日の土曜、10時～16時半、全5回。
高津市民館他で。18歳以上で、原
則全回参加できる20人。※詳細は区
役所などで配布中のチラシ・申込書か
市ホームページをご覧ください。
5月15日（消印有効）までに申込書

を郵送かFAXで〒210-8577環境局
環境調整課☎200-2387､ 200-
3921。[抽選］

めぐみちゃんと
家族のメッセージ～写真展
　拉致被害者・横田めぐみさんの父・
滋さんが撮影した「めぐみさんと家
族」の写真などを展示。4月22日㈮
～24日㈰、11時～22時半（24日は

18時まで）。アト
レ川崎7階ボヌー
ルひろばで（川崎
駅東口直結）。
市民文化局人権・
男女共同参画室☎

200-2688、 200-3914。
日本民家園の催し
◎ベーゴマ大会…小学生から大人ま
で参加できます。午前中には初心者
向けの回し方教室も。4月29日㈷13
時半～14時15分。大会参加費100円。
◎古民家でお茶会…5月3日㈷、5日
㈷、10時半～15時（無くなり次第終
了）。一服300円。
　いずれも日本民家園で。要入園
料。 日本民家園☎922-2181、
934-8652。

藤子・F・不二雄ミュージアム
登戸駅から直行バスあり 完全予約制
☎0570-055-245（9:30～18:00）

「ミュージアム周遊マップ」配布中
　お出掛けにぴったりの季節、当館で
も配布している「ミュージアム周遊マッ
プ」を片手に、周辺を散策してみませ
んか。駅からミュージアムへの道のり
には、Fキャラクターたちのモニュメン

トがいっぱいです。
※4月5日㈫は春休
み特別開館。 《500人のおばあさんの食事》2014年©Hiroshi Takaoka

申し込み方法は5面参照お　知　ら　せ の続き

かわさきスポーツパートナー

川崎フロンターレ（サッカー）

生田緑地内の
博物館

企画展「岡本太郎が愛した沖縄」展
　岡本太郎にとっての「沖縄」とは何で

あったのかにつ
いて、岡本太
郎が撮影した写
真と沖縄訪問前
後の造形作品を
通して紹介しま
す。4月23日～
7月3日。 要 観
覧料。

Ｊ１リーグ（等々力陸上競技場）
4月24日㈰16時…浦和戦。5月4日㈷
14時…仙台戦。14日㈯15時…神戸戦

東芝ブレイブサンダース神奈川
（男子バスケットボール）
ＮＢＬ（とどろきアリーナ）
4月15日㈮19時、16日㈯15時…熊
本戦。22日㈮19時、23日㈯15時…
千葉戦
チケットはコンビニなどで販売
市民文化局市民スポーツ室☎200-

2257、 200-3599

広報テレビ・ラジオ番組

tvkアナウンサー
久本真菜
　4月16日の放送は「かわさきの動物
園に行こう！」と題して、入園無料・
年中無休で地域の人々に親しまれて
いる動物公園の魅力をお伝えします。
総務企画局シティプロモーション推

進室☎200-3605、 200-3915

土曜9：00～9：15
川崎の情報満載で
送るテレビ番組

tvk（地デジ3ch）

©Fujiko-Pro

日程 時間 場所
4月13日㈬ 19時～

20時半
麻生市民館

20日㈬ 教育文化会館
23日㈯ 13時～15時 中原市民館

防犯灯LED化ESCO（エスコ）事業

かわさきマイスター


