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＜主な事業＞
●地域資源を活かしたまちづくり事業
　東海道川崎宿の歴史と文化資源を生かしたスタンプラリーや東
海道川崎宿2023まつりなどのにぎわい創出イベントを、地域団
体などとの協働で開催します。また、東海道川崎宿フラッグの設
置など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体験イベントや綱引き大会
などを開催し、区民がスポーツと触れ合う機会や地域交流の場を提供します。

＜主な事業＞
●地域包括ケアシステム推進事業
　地域包括ケアシステムの推進に向けて、地区カルテなどを活用
したワークショップの開催などにより、課題や地域情報を区民と
共有し、支え合いの地域づくりを進めます。
●健康づくり・介護予防支援事業
　生活状況の振り返りや介護予防、最期の過ごし方を考えるきっかけとなるよう
「シニアライフノート」を作成します。また「ウォーキングガイドブック」や「シニアの
ためのお出かけ情報」を活用し、区民と協働で健康づくりや介護予防を進めます。

約503万円

　子どもから高齢者まで幅広い世代が楽しく活用できる「ウォーキングガイド
ブック」を作成しました。健康づくりサポーターが実際に調べ、歩
いたおすすめ9コースを設定。トイレ、ベンチ、授乳室、寄り道ポ
イントなども掲載しています。
配布場所　区役所地域支援担当、大師・田島地区健康福祉ステー

ション（区ＨＰからもダウンロードできます）
区役所地域支援担当☎201-3214 201-3293

　今年度はこれから４年間の具体的な取組や目標を定める「川崎市総合計画第２期実施計画」がスタートする年です。区にお
いても、総合計画第２期実施計画の「区計画」に基づき、地域のさまざまな課題の解決に向けた取組を「地域課題対応事業」と
して、区民や地域で活動する団体などと協働で進めていきます。今年度の「地域課題対応事業」から、主な取組を紹介します。
区役所企画課☎201-3296 201-3209

＜主な事業＞
●区の花・区の木推進事業
　区の花「ビオラ」「ひまわり」、区の木「銀杏」「長十郎梨」を活用した地域緑化の
推進や区のイメージアップに向けて、植栽キャンペーンなどを行います。
●川崎区ミツバチプロジェクト支援事業
　県立川崎高等学校養蜂部の活動を地域緑化の観点
から支援し、養蜂活動を地域住民などに周知するた
めに学校と連携したイベントを開催します。

●地域防災力向上事業
　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
る幸区・横浜市鶴見区と締結した包括協定に
基づく連携訓練などを行います。また、区
民や関係機関などと連携して地域特性に応
じた区総合防災訓練を行います。

●川崎区危機管理対策事業
　区民・事業者・行政で構成する区危機管理地域協議会において、地域防災の課
題などを検討します。また、区災害対策本部の強化に向けて、実践的な職員向
け訓練・研修を行います。

誰もが住んでよかったと思える安全・安心なまちに向けて

地域資源を活かしたまちづくりの推進（9事業）　　

誰もが安心して、生き生きと暮らせるまちづくりの推進（7事業）

30年度
地域課題対応事業
▶総額約6,299万円

～30年度地域課題対応事業紹介～

約2,202万円

約466万円

＜主な事業＞
●思春期問題対策事業
　不登校、ひきこもりなどの問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、社会参加する力を身に付けるための支援を行います。また、
新たに保護者相談のための専任相談員を配置するなど、支援の充実を図ります。
●川崎区子ども支援機関通訳・翻訳支援事業
　日本語に不慣れな子どもや保護者が孤立することを防ぐため、学校・幼稚園・
保育園などからの申請に基づいて通訳・翻訳を行います。

地域における子ども・子育て支援の推進（9事業）　
約1,069万円

約524万円

区のイメージアップに向けた環境まちづくりの推進（6事業）

安全・安心なまちづくりに向けた地域防災力の向上（2事業）

かわさきハニーフェスタでの採蜜体験

川崎区総合防災訓練（救出・救助訓練）

Pick up〜昨年度の取組〜

●自転車マナーアップ事業
　交通事故の防止に向けて、警察などと連携した
交通安全キャンペーンや幅広い世代を対象とした
自転車大会・交通安全教室などを行います。

●川崎区放置自転車等対策事業
　小学生の絵画を使った路面啓発シートを設置し、放置自転車の減少に向けた
環境整備に取り組みます。

　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、協働による取組を行います。

　より質の高い区役所サービスを提供するため、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。

　年度途中に新たに生じた課題に、適切かつ迅速に対応する取組を行います。

交通安全と自転車対策の推進（4事業）

地域課題その他事業（1事業）　  　　　　　　　　約295万円

区役所サービス向上事業（1事業）　　　　　　　　約314万円

区の新たな課題即応事業（1事業）　　　　　　　　　500万円

約426万円

川崎区交通安全子ども自転車大会

　川崎小学校4年生107人が描く「花いっぱいの川崎」をテーマにした絵画
を使っ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院に向
かう歩道（川崎ルフロン脇）の一部に設置しました。
区役所道路公園センター☎211-4214 246-4909

設置後設置前

Pick up〜昨年度の取組〜
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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（かわさき きたテラス：アトレ川崎３階）へ。平日7時半～19時、土日・祝日9時～17時 ☎244-1371

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

15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
4月17日から電話で
区役所衛生課
☎201-3204［先着順］

1歳児
歯科健診

25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

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

区役所地域支援担当

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。 5月24日㈭
9時半～13時40分 区役所５階 第
１子妊娠中の母親とそのパートナー
15組 食材料実費。三角巾、エプ
ロン、布巾持参 4月16日から直接、
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、園児と遊んだ後、保育園の
給食を一緒に食べます。 5月10日、
24日、6月14日、28日、7月12日、

26日の木曜、9時～食事終了まで
大島保育園、藤崎保育園、東小田
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17
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びま
しょう。 5月17日～6月7日の木曜、
全5回。18時半～20時半、5月24日、
31日のみ10時～12時。 教育文化
会館 20人 4月20日10時から直
接、電話、FAX、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２
　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5日㈫、22日㈮、26
日㈫、7月3日㈫、10日㈫、全5回。

10時～12時 プラザ大師 就学前
の子どもと保護者20人 5月8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
　スポーツ吹き矢の健康への効果に
ついての講義のほか、スポーツ吹き
矢体験もあります。 5月4日㈷10
時～12時 プラザ田島実習室 当
日先着25人 100円。

＊川崎授産学園
〒210-0011富士見2-1-9
富士通スタジアム川崎内

☎070-1339-8121 276-9144

市スポーツ協会

春のスポーツ教室「キッズHipHop」
　 5月10日～7月26日の木曜、全12
回。17時～18時 富士通スタジアム
川崎かわＱホール 6,000円 小学
生20人 4月20日（必着）までに必要
事項と性別、生年月日、学校名、学年を
記入し往復ハガキか直接で。［先着順］

東海道かわさき宿交流館
〒210-0001本町1-8-4　☎280-7321 280-7314

毎週月曜休館（月曜が祝日の場合は開館し、直後の平日が休館）

　東海道川崎宿や川崎大師の歴史・文化を知り、川崎を訪れる人に伝えるボ
ランティアガイドを養成する講座です。
日時・回数　５月９日㈬、16日㈬、20日㈰、30日㈬、6月3日㈰、6日㈬、１３日㈬、

18～20時半。5月20日、6月3日は9時～12時半　全７回
対象　全て出席できる20人　　費用　2,000円

4月20日（必着）までに講座名、住所、氏名、年齢、電話番号、メールアド
レス、参加の動機を記入し、往復ハガキ、FAX、区ＨＰで。

日時　4月18日㈬14時から(開場13時半)
場所　東海道かわさき宿交流館４階　　定員　当日先着80人
出演　前座　田

た

辺
なべ

凌
りょう

天
てん

　二ツ目　田
た

辺
なべ

一
かず

乃
の

（写真）

日時　4月21日㈯14時から(開場13時半)
場所　東海道かわさき宿交流館４階　　定員　当日先着80人
出演　モード・アルシャンボー

かわさき歴史ガイド養成講座

講談de交流

江戸時代の粋に遊ぶシリーズ　「民謡」

　スマートフォンを操作しながら、歩いたり、自動車や自転車を運転してい
ませんか？いわゆる「ながらスマホ」は画面に意識が集中してしまい、周りの
危険に気が付かず、交通事故や他人にぶつかって怪我をさせてしまうなど
危険な行為を引き起こします。絶対にやめましょう！

区役所危機管理担当☎201-3134 201-3209

ウメ・モモなどの葉の訪問調査のお知らせ
　ウメ輪紋ウイルスのまん延防止のため、4月中旬から9月末にかけて調
査をします。身分証を携帯した調査員（国・県・市職員）が訪
問した際は、調査への協力をお願いします。
※費用は無料です。このウイルスは、ヒトや動物には感染することはな

く、感染した植物の果実を食べても健康に影響はありません。

経済労働局農業振興課☎860-2462 860-2464
　農林水産省横浜植物防疫所☎045-285-7135 045-211-2171

　乳幼児の保護者への情報発信と交流の場となる「かわさき区子育てフェ
スタ」(9月8日㈯開催予定）の企画、運営などを行う実行委員を募集します。
資格　4月1日現在20歳以上で、区内在住1年以上の子育て支援に関わる
活動を行っている、または区において子育て支援に関わる活動を３年以上
行っている人（市付属機関委員や市職員を除く）
募集人数　2人
実行委員会　全4回予定（第1回は5月29日㈫予定）。保育有。

5月7日（必着）までに住所、氏名、性別、生年月日、電話番号、職業、
職歴、子育て支援活動経験、応募理由を記入（書式自由）し、郵送で〒210-
8570区役所地域ケア推進担当☎201-3202 X201-3293。［選考］　

日時　5月2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　亀山　薫（ピアノソロ）　
曲目　愛の夢（リスト）ほか　

区役所地域振興課☎201-3127 201-3209

かわさき区ビオラコンサート
区の花「ひまわり」を育てましょう！

　多くの区民の皆さんに区の花「ひまわり」を育てていただくため、ひまわ
りの種子を配布します。
日時　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

歩きスマホによる事故の例
◦小学生の児童が線路に転落し、直後に電車が侵入

した。ホームと線路の隙間に入ったため電車との
接触はなかったが転落時にケガをした。
自転車乗りながらスマホによる事故の例
◦高校生がスマートフォンでゲームをしながら自転

車に乗り、女性に衝突。女性はあごの骨を折るな
ど大けがを負った。

実行委員募集「かわさき区子育てフェスタ」

カルッツかわさき「カローリング体験」
　「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
曜日（８月を除く）にカローリング体験を実施します。
日時　4月18日㈬19時～20時半　
場所　カルッツかわさき武道室
費用　大人（18歳以上）300円、子ども150円
※当日先着20人。予約・用具不要。運動に適し

た服装、室内履き持参。指導者有
区役所地域振興課☎201-3231 201-3209

（原図：植物防疫所）


