
＜主な事業＞
地域防災力向上事業
　小・中学校での避難所開設・運営訓練、津波避難訓練、外国人市民を対象とし
た防災訓練、隣接する横浜市鶴見区・幸区と締結した包括協定に基づく訓練な
どを行うとともに、地域の人や関係機関などと連携を図り、実践的な区総合防
災訓練を行います。

＜主な事業＞
地域資源を活かしたまちづくり事業
　地域団体等との協働により、東海道2023まつりやスタンプラリーなど東海道
川崎宿の歴史と文化資源を活かしたイベントを開催するとともに、東海道沿いで
の浮世絵フラッグの掲出などを行い江戸風意匠の街並みを推進します。
地域・生涯スポーツ振興事業
　富士通スタジアム川崎でのアメリカンフットボールの試合への区民招待や綱引
き大会などのイベントを開催し、区民がスポーツと触れ合う機会を提供します。

＜主な事業＞
待機児童対策強化事業
　川崎区を中心に、幸区と横浜市鶴見区
の一部を含めた「川崎区周辺子育て施設
マップ（写真）」（日本語・中国語・英語版）を
作成し、保護者の状況に応じた情報提供
を行います。
思春期問題対策事業
　不登校、ひきこもりなど思春期でのさま
ざまな問題を抱える子どもと保護者が安心できる居場所「こどもサポート旭町」を
週４日開催し、社会参加する力を身に付けるための支援を行います。

　区では、多くの区民の皆さんに区の花「ひまわり」に親しんでもらうため、
植栽を呼び掛けています。5月は種をまく絶好の時期です。植栽を応援す
るため、ひまわりの種子を配布します。
日にち　4月20日㈭から※各施設120袋。［先着順］
	 （無くなり次第終了）
場所　区役所、支所、教育文化会館、プラザ大師・田島、
	 川崎行政サービスコーナー
区役所企画課☎201-3101、 201-3209

「ひまわり」を
育てましょう！

区の花

地域資源を活かしたまちづくり事業（10事業） ＜主な事業＞
区の花・区の木推進事業
　区の花「ひまわり」「ビオラ」、区の木
「銀杏」「長十郎梨」について、種子・花
苗の配布や植栽、イベントなどを行い
ます。

グリーンアップたじま事業
　田島支所内の「四季の庭	たじま」で
ガーデニング講座を開催します。また、
町内会などと連携し、小学校の登下校
時間に合わせてプランターの手入れを
しながら子どもの見守りを行います。

区のイメージアップ環境まちづくり事業（7事業）

　誰もが住んでよかったと思える安全・安心なまちづくりを目指し、区では、区内のさまざまな課題解決
に向けた｢地域課題対応事業｣を実施しています。今年度42事業のうち、主な事業を紹介します。
区役所企画課☎201-3296、 201-3209

地域における子ども・子育て支援事業（10事業）

認可保育所だけではなく、川崎認定保育園
や幼稚園などの情報も掲載します

地域防災力向上事業（2事業）

生き生きと暮らせるまちづくり事業（6事業）
＜主な事業＞
地域包括ケアシステム普及啓発事業
　声を掛け合えるような顔の見える関
係をつくり、共に支え合う地域包括ケ
アシステムの構築に向けて、イベント
の開催や人と人とのつながりでつくる
地域づくりの大切さなどについての啓
発を行います。
介護予防支援事業
　高齢者等が気軽に出掛けられる場を掲載した「シニアのためのお出かけ情報」
と、子どもから高齢者まで幅広い区民が楽しく健康づくりやウォーキングに取り
組めるよう休憩ポイントやトイレなどの情報を掲載した「ウォーキングガイドブッ
ク」の内容を見直します。

＜主な事業＞
川崎区新入学児童「交通安全絵のコンクール」事業
　新入学児童「交通安全絵のコンクール」を開催し、入賞作品を商業施設等に、全応募
作品をギャラリーバス（市バス）にそれぞれ展示して、広く交通安全の啓発を行います。
川崎区放置自転車等対策事業
　小学生の絵画を印刷した啓発シートを路面に貼り、放置自転車の抑制に取り組
みます。

交通安全・自転車対策事業（4事業）

約
2,377
万円

約
646
万円

約
387
万円

昨年度に東京都大田区、横浜
市鶴見区、幸区と連携して実
施した国道15号線帰宅困難者
訓練（川崎駅東口～鶴見区役
所）には、近隣の企業や地域団
体、亜細亜大学の学生などに
参加していただきました。

昨年度に開催した地域包括ケアシステム普及啓発
イベント「みんなでつなごう！ちいきの輪」

区 内 の 地 域 課 題 解 決 に
向 け て 取り組 み ま す!

総額約
6,368
万円

29年度
地域課題対応事業

約
451
万円

約
486
万円

約
999
万円

区役所サービス
向上事業（1事業）

　便利で快適な区役所サービスを提供するため
に、事務や窓口環境の改善などに取り組みます。

約
224
万円

その他地域課題
への対応（1事業）

　地域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行います。

約
298
万円

区の新たな課題
即応事業（1事業）

　年度途中に発生する新たな課題に、区長の権
限で適切かつ迅速に対応する事業を実施します。

500
万円

区 版か わ さ き01 　　川崎区ホームページ  http://www.city.kawasaki.jp/kawasaki/　［区版］は区の情報を中心に掲載しています。

226,858人

113,262世帯

（平成29年3月1日現在）
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住民票や印鑑証明などは、川崎行政サービスコーナー（川崎地下街アゼリア西広場）へ。平日7時半～19時、土・日曜（祝日除く）9時～17時☎244-1371
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7つのことばで、くやくしょからのおしらせをメールでおくります。 区役所企画課☎201-3296、 201-3209インターコムかわさきく

かわさき区ビオラコンサート
区役所地域振興課☎201-3136、 201-3209

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
区役所地域支援担当☎201-3214、 201-3293

健診名 日程・受付時間 内容など 費用

ＨＩＶ
即日検査 16日㈫ 8時45分～

9時50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
5月2日から電話で
区役所衛生課
☎201-3204 ［先着順］

1歳児
歯科健診 26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
随時、電話で
区役所地域支援担当
☎201-3157

（会場はいずれも区役所5階）5月の健診案内保健福祉
センター

　江戸時代、8代将軍に就任するため、
紀州から江戸に向かっていた徳川吉宗
一行が川崎宿に宿泊した際に、おむす
びを三角形に握り、丸い盆に3つ並べ
て徳川家の葵の御紋に見立てたことから

「御紋むすび」と呼ばれ、川崎宿の名物となりました。このことから、川崎
宿が三角おむすび発祥の地と言われています。区では、この「御紋むすび
伝説」のエピソードを活かした取り組みを推進しています。

区役所地域振興課☎201-3136、 201-3209

東海道かわさき宿交流館

　昨年９月で休館した川崎・砂子の里資料館が
誇る浮世絵コレクションがここに復活！
　横浜を題材に描かれた、港・商館風建物な
どの異国趣味あふれた、三代目歌川広重、
歌
うたがわ

川芳
よしかず

員、歌
うたがわ

川芳
よしとら

虎らの作品（約30点）を展示
します。
期間　4月5日～30日

〒210-0001本町1－8－4　☎280-7321、 280-7314

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
☎201-3330、 201-3293

区役所保育所等・地域連携

体験保育「親子でランチ」
　子どもと同じ年齢のクラスで園児と
遊んだり、一緒に給食を食べたりす
る体験型の講座です。5～7月の第
2・4木曜、9時20分～給食終了。大
島・藤崎・東小田保育園で。10カ月～
就学前の子どもと保護者、各園各日
2組。 4月18日から電話か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として活動するための入門研修
　日本語ボランティアとして必要なこ
とを学び、日本語を学ぶ人たちと共に
学び合いませんか。5月12日、19日、

6月9日の金曜、18時半～20時半。5
月25日、6月1日の木曜、10時～12
時。全5回。教育文化会館他で。20
人。 4月20日10時から直接、電話、
FAX、区ホームページで。［先着順］

＊川崎授産学園
〒210-0011川崎区富士見2-5-2

☎222-4416、 244-5094

サンピアンかわさき

行政書士講座
　国家資格である行政書士試験受験
のための講座を開催します。講師はラ
イフライセンス代表 小西秀一氏です。
6月3日～9月30日の土曜（6月10日、
7月29日、8月12日、26日、9月23
日を除く）、10月8日～29日の日曜、
10時～17時（6月3日のみ13時～17
時）。全17回。サンピアンかわさきで。
40人。受講料50,000円（テキスト代
別途10,000円程度）。 4月24日か
ら電話、FAX、E-mailで。

sunpian@zai-roudoufukushi-
kanagawa.or.jp［先着順］

　富士通スタジアム川崎で開催される大学アメフット強豪校同士の試
合に招待します。両試合とも当日先着100人となります。この記事が
招待券となりますので、切り取って持参してください。招待券1枚で2
人まで入場できます。（1日のみの招待となります。）
●シルクボウル
日時　5月14日㈰11時半から試合開始
対戦　慶応義塾大学×中央大学、専修大学×近畿大学
受付　10時～12時
●サンフラワーボウル
日時　5月28日㈰11時半から試合開始
対戦　国士舘大学×神奈川大学、早稲田大学×中央大学
受付　10時～12時

※この招待は川崎市アメリカンフットボール協会の協力で実施しています。
区役所地域振興課☎201-3231、 201-3209

　御紋むすび伝説をたくさんの人に知ってもらうため、
パネルシアターを4月24日㈪から貸し出します。詳細
については、お問い合わせください。

御紋むすび伝説のパネルシアターを貸し出します！

　毎年4月に東海道川崎宿2023まつり内で開催する「三角おむすびレシピ
コンテスト」の入賞レシピを一般の家庭でも再現できるようリーフレットを作
りました。4月下旬から東海道沿いの協力店舗で配布します。
　「リーフレットの配布」、「入賞レシピの商品化」に協力していただける場合
は、お問い合わせください。

三角おむすびレシピコンテスト入賞レシピの
一部をリーフレットに！

アメフット シルクボウル・サンフラワーボウル区民招待券

生活の中に運動を取り入れましょう。申し込みは不要で
すので、いつでも気軽にご参加ください。
期間　4月10日～6月22日（祝日を除く）
対象　中学生以上　　
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25人
※室内シューズ、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。

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

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 水 13時～14時

いきいき体操 水 14時半～15時半
エクササイズヨガ 木 13時～14時

1

2
3
4

東海道川崎宿御紋むすび
伝説を活かした取り組み

御紋むすび 葵の御紋

横浜絵展

　浪曲の三味線の演奏をお楽しみください。
日時　4月15日㈯14時～16時（開場13時半）
出演　沢村豊子
定員　80人（当日先着）　　費用　1,500円

江戸の粋に学ぶシリーズ　第25弾「曲師（浪曲）」
き ょ く し

春の「ワンコインスポーツ教室」

小林舞子 野田麻弥

　あなたの街へ、音楽の香りをお届けします。
日時　5月10日㈬12時10分～50分
場所　市役所第3庁舎1階ロビー
出演　Ｍ

ミ ミ

ｉＭｉ（野田麻弥：ソプラノ、小林舞子：ピアノ）
曲目　浜辺の歌　他


