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多摩区統計データ（平成28年3月1日現在）

発行

21万 4,306人

五反田川の
鯉のぼり

10万 6,435世帯

地元自治会の
取り組みで、生
田大橋周辺に
150匹ほどの鯉
がのぼります。４
月24日～５月８日
ごろまで。

うるおい豊かな住み続けたいまちを目指して
28年度は
「川崎市総合計画」
の初年度

区役所地域振興課
まちづくり推進係長 山根 達矢

となります。 区では、
「水と緑と学びのま

区職員が語る28年度の取り組み

ち」
としての多くの魅力や価値を引き継
ぎ、高めながら、地域課題の解決と地
い

域の特性を活かしたまちづくりを進めて
いきます。
区 役 所 企 画 課 ☎935-3147、
935-3391

総額約7,675万円
賑わいと魅力あるまちづくり
……………… 約2,240万円
災害に強く
安全で安心できるまちづくり
………………… 約689万円

賑わいと魅力あるまちをつくる
このまちの価値を高めるために、

つながり、イベン

多摩区の広い河原や緑豊かな場所

トの参加者や来客

の中で
「ゆるゆるゆったり楽しく過

が増え、関わるみ

ごす」
という“ピクニック・ライフ”の

んなが笑顔になる取り組みを進め

提案をしています。

ていきます。まずはインターネット

今年度も、子育て関係団体や商
店・企業の皆さんが “ピクニック”で

で
「ピクニックタウン多摩区」
と検索
してみてください。

危機管理能力の高いまちをつくる
東日本大震災から５年がたちまし

こうした状況から、これまでの取

たが、近年では、台風や大雨によ

り組みや課題を専門的な知見から

る土砂災害や洪水被害などの自然

検証したうえで、災害対応力や地

災害が各地で頻繁に発生していま

域の防災力の向上を目指すための

す。多摩区でも昨年、大雨や台風

基本方針を策定し、今まで以上に

による土砂災害の影響で避難所を

防災対策の取り組みを強化します。

開設しました。

地域福祉・健康のまちづくり
………………… 約669万円
市民自治を一層進める
まちづくり
……………… 約1,611万円
新たに発生する課題への
即応経費………… 500万円

区役所地域保健福祉課
地域健康支援係長 池上 洋未

たまっ子をみんなで
育てるまちづくり
……………… 約1,220万円

にぎ

区役所危機管理担当
地域防災担当係長 青柳 努

28年度地域課題
対応事業

※担当職員の部署や役職は
28年３月末時点のものです

誰もが住み慣れた地域で
安心して暮らせるまちをつくる
医療・予防・生活支援などのサー
ビスが一体的に提供できるよう、
い

地域特性を活かした地域包括ケア
システムの土台づくりを進めます。
地区担当保健師などが地域に出

その他…………… 約746万円

地域みまもり支援センター 新設

主な業務内容
そく

指定難病、成人・小児ぜん息、公害健康被害補償、
原爆被爆者援護、民生委員児童委員、保護司会など

地域ケア
推進担当

地域包括ケアシステムの推進、区地域福祉計画の
策定・推進など
９階

母子健康手帳、乳幼児健診、子ども・子育て相談、
健康づくり、介護予防など

課名

歯科保健、栄養相談・食育推進など

地域支援
担当

目指します。

935-3391

たまっ子をみんなで育てるために

係名

電話番号

～子育て支援者養成講座受講者を募集～

管理運営担当

☎935-3295

企画調整担当

☎935-3241

地区支援担当

☎935-3294

地域サポート担当

☎935-3101

保育所等・地域連携

☎935-3240

区における教育支援推進、学校教育活動支援など

学校・地域連携

☎935-3795

保険

国民健康保険の給付、福祉医療費の助成など
感染症対策
（結核・肝炎含む）
、医務・薬務、医療系免許、
ねずみの相談など
理美容所・クリーニング、特定建築物、受水槽、犬の
登録、狂犬病予防、動物愛護、動物取扱業など
飲食店の営業、食中毒の相談、調理師免許など

１階

後期高齢者医療、介護保険料など

年金課

衛生課

発や小・中学生への認知症サポー
ター養成講座などの開催を通して、

住民の皆さんと協力しながら、支

地域の子ども・子育て支援、子ども関係施設との連
携・支援など

国民健康保険の資格・料金など

また、 地域包括ケアの普及啓

お互いに支え合える地域づくりを

区役所総務課☎935-3123、
階

流の場づくりなどに取り組みます。

向いて課題を把握し、関係機関や

下表のとおり、区役所の組織を一部再編します。

区役所の窓口が一部変わります

援を要する人のケアや介護予防・交

国保資格・賦課係

☎935-3164

国保給付・医療費助成係 ☎935-3231
後期・介護保険料係

☎935-3161

感染症対策係

☎935-3310

環境衛生係

☎935-3306

食品衛生係

☎935-3308

地域で子育て支援活動を
行う人を養成するための講
座と実習を開催します。
日時 ６月～12月の金曜、
10時～12時、全15
回
（別途実習あり）
会場 区役所 他
内容 子どもの発達や子育
て支援活動の学習、活動実習など
定員 20人
※保育あり
（おおむね１歳半以上、600円程度）
５月20日
（消印有効）
までに住所、氏名、電
話番号、保育希望者は子どもの氏名と年齢も記
入し郵送、電話、FAXで〒214-8570区役所地
域ケア推進担当☎935-3241、

935-3276。

［抽選］
。 ※詳細は区ホームページをご覧くださ
い。結果は５月27日までに通知します

住民票などは、登戸行政サービスコーナー☎933-3000、菅行政サービスコーナー☎945-2730へ。平日7時半〜19時、土・日曜
（祝日除く）
9時〜17時
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生田緑地★情報

第６期区民会議委員を募集します
区民の皆さんの参加と協働により、 年月日、主な職歴、地域活動経験、
地域課題の解決を図るための調査審

応募理由を記入し、 小論文
「区民や

議などを行います。

地域のさまざまな主体が協働・連携し

任期・資格・人数 ７月から２年間。区

て取り組む必要がある多摩区の地域

内在住・在勤・在学で18歳以上の4人

課題」
（1,200字程度）
を添えて直接か

程度

郵送で〒214-8570区役所企画課☎

会議 月1回程度

935-3147、

4月26日
（必着）
までに申込書に
住所、 氏名、 電話番号、 性別、 生

「生活に花と緑を」
をコンセプトにJAセレサ川崎と連携して行います。春の
草花・植木・花鉢物・園芸資材や新鮮野菜の
販売の他、軽食販売も行います。
日時 5月3日㈷、4日㈷、10時～16時
（4
日は15時まで）
。荒天中止

935-3391。
［選考］
。

場所 生田緑地東口ビジターセンター前

※提出書類はいずれも様式自由。詳

生田緑地東口ビジターセンター☎933-

細は区ホームページで

2300、

「親と子の育児園」受講生募集

生田緑地を楽しむ２つのまち歩き

親子で遊んだり、学んだり、仲間づくりしませんか。保育付きです。
日時 ６月～29年１月の土曜、10時～11時半、全12回

あなたならど
っち？

えん

ばら苑開苑に合わせ、民家園など生田緑地を満喫

会場 ❶土渕保育園❷生田保育園 他

できるツアーです。ガイドの解説とともに歩きます。

対象 1歳半～就園前の子どもと保護者

日時 ５月20日㈮９時半～16時ごろ。雨天決行

定員・費用 各15組。1人600円程度
（保険料）
、子ども1人1,000円程度
（材

集合場所 向ケ丘遊園駅南口

料費）
。※発達などに心配がある場合は事前にご相談ください

コース 🅐ばら苑～日本民家園～隠れ家的フレンチレストランにてランチ

５月11日
（消印有効）
までに第１
・第２希望会場、保護者と子どもの氏名

  🅑ばら苑～日本民家園～
（各自昼食）
～

（ふりがな）
、住所、電話番号、子どもの生年月日、性別、子育てで心配

そら

かわさき宙と緑の科学館でプラネタリウム観覧

なことを記入しハガキかFAXで〒214-8570区役所保育所等・地域連携☎
935-3177、

933-2055

定員・参加費 🅐15人、3,000円🅑20人、1,000円

935-3276。
［抽選］
。 ※詳細は区ホームページをご覧くだ

４月15日から電話かFAX
（参加者全員の住所、氏名、年齢、代表者の電

さい。結果は５月20日までに通知します

話番号、希望のコースを記入）
で区役所地域振興課☎935-3132、

935-

3391。
［先着順］
。※65歳以上は参加費が割り引きになります

多摩区地区ウオーク
ウオーキング推進委員が、身近な地域で行っています。普段外出する機会
が少ない人も、健康のために一緒に歩いてみませんか。
コース

区役所と生田出張所には、区内で活動する団体が利用できる会議室と印刷

日時

集合場所
三田第一公園
三田ウオーク(4㌔ 「長沢地蔵巡りコース」
)
4月15日㈮9時半
（公園前バス停側）
稲田ウオーク(4㌔ 「等覚院と新緑の森林公園」4月28日㈭9時半
)
宿河原駅改札前
登戸ウオーク(4.5㌔ 「多摩川べりを散策」
)
5月12日㈭9時半 JR登戸駅改札前

や簡単な打ち合わせができる交流室があります。４月１日からカラー印刷が可
能になるなど、さらに便利になりました。
区内で営利を目的としない、公益的な社会貢献活動をし
利用可能団体の
ていること
主な要件
※個人的な活動や趣味のサークル活動には利用できません

※解散は11時半～12時ごろ。雨天中止
参加費 あり
（詳細はお問い合わせください）

※利用には登録が必要です。会則、活動記録などを添え、申請書を提出し

持ち物 飲み物、タオル、雨具、帽子

てください。登録方法などの詳細は電話か区ホームページで

※
「多摩区健康ウオーク体験教室」
は3月で終了しました
区役所地域支援担当☎935-3294、

区役所地域振興課☎935-3148、
生田出張所☎933-7111、

935-3276

区役所保育所等・地域連携
☎935-3177、

935-3276

☎935-3333、

す。資格…区内で活動しているグルー
必要書類は窓口で配布します。 ４月

生田・菅）
で。 区内の就学前の子ども

15日～５月13日。
［選考］

５月希望分は４月25日までに電話で。
［抽選］

区役所企画課
☎935-3147、

935-3391

市民提案協働型事業の
公開プレゼンテーションを行います
区が抱える地域課題の解決を目指
し、市民提案協働型事業として実施
する
「磨けば光る多摩事業」
。28年度
の事業選定のために市民活動団体が
企画の提案説明を行います。４月17
日㈰13時15分～
（開場13時）
。 区役
所11階1101会議室で。当日直接。

200-2257、

200-3599。
［先着順］

多摩老人福祉センター
〒214-0012多摩区中野島5-2-30
☎935-2941、 935-5024

プか、 区内在住・在勤・在学の個人。

除く月２回）
。 公立保育園３園
（土渕・

４月15日９時から

電話で市民文化局市民スポーツ室☎

地域や暮らしの課題解決に向けた

年齢に合ったクラスで保育と給食

詳細は電話か区ホームページで。

内在住の20人。

市民自主学級・市民自主企画
事業の企画案募集
講座やイベントの企画案を募集しま

と保護者、各園各日2組。1食250円。

合観戦は富士通スタジアム川崎で。市

935-3398

「親子でランチ」しませんか？
（有料）
を体験できます
（4月、８月を

934-8319

座学。全２回。座学は多摩市民館、試

多摩市民館
申し込み方法は市版 5面参照

健康相談
日ごろ気になっている症状、 薬、
検査の内容、治療などを医師に相談

初めてのアメリカンフットボール
観戦講座

できます。整形外科…４月14日、28日、
５月19日、26日、６月９日、23日の

観戦のポイントを学
び、スタジアムに観

木曜。内科…４月８日、22日、
５月６日、

戦 に 行 きます。５月

20日、６月３日、17日の金曜。 いず

15日㈰９時半～11時

れも13時15分～14時45分。 同セン

半…座学、午後…富士通フロンティ

ター２階健康相談室で。 市内在住の

アーズ戦の試合観戦
（解説付き、交通

60歳以上。 当日直接。7月以降の日

費実費）
。５月22日㈰10時～12時…

程はお問い合わせください。

保健福祉
センター

健診名

健診案内
日程

935-3391

市民健康の森
活動日時

❶4月17日㈰、雨天時24日㈰
❷5月21日㈯、雨天時28日㈯
❸6月19日㈰、雨天時26日㈰
いずれも9時半～昼ごろ
日向山の森
（東生田緑地）
集合場所：頂上広場
日向山うるわし会事務局
（大江原）
☎933-9246
（９時～18時）
区役所地域振興課
☎935-3239、 935-3391

パサージュ・たま

（障害に関する展示など）

日時 4月19日㈫10時～14時
5月12日㈭10時～14時
場所 区役所１階アトリウム
区役所地域ケア推進担当
☎935-3267、

935-3276

区役所地域支援担当 935-3276。
（電話受付時間は8時半〜12時、13時〜17時15分）
※会場は区役所保健福祉センター。車での来場はご遠慮ください

受付時間

対象・内容・費用など

［先着順］

１歳児
歯科健診

5月19日㈭

❶9時～9時半
❷9時半～10時

歯科健診と歯科相談。1歳３カ月未満で、歯が生えてい 4月18日から電話で
る乳幼児、各回15人
☎935-3117

生活習慣病
予防相談

5月18日㈬

13時15分～13時半

運動・食生活・休養、歯周病予防などの個別健康相談。 4月20日から電話で
最近の健康診査の結果を持参。40歳以上の10人
☎935-3294

区内のお出かけ情報やピクニックに関する情報を、フェイスブックで発信しています。

ピクニックタウン多摩区

検索

問 区役所地域振興課☎935-3132

