
736,628,178,000円※

私たちのお金、どう使うの？

※平成30年度 一般会計当初予算額

平成30年度の取り組み、予算特集

　全国的に人口が減少に転じる中、川崎市では昨年、150万
人を突破するなど人口増加が続いています。これに伴って市税
収入は５年連続で過去最大となるなど順調に伸びています。
　その一方で待機児童対策や小学校の整備、社会保障や災害
対策といった大都市特有の経費が増え続けているなど、今後も
厳しい財政状況が続くと見込まれています。
　平成３０年度の一般会計予算は７,３６６億円であり、前年度に
対して３．９％の増となっています。市民の皆さまからは「税収が
伸びているのになぜ財政が厳しいのか」という声もお聞きしてい
ます。しかし、子育て支援をはじめ、高齢化への対応、災害
対策の強化、市民福祉に係る諸施策の充実や活力に満ちたま

ちづくりを進めるなど、市民の皆さまが安心して住み慣れた地
域で暮らし続けられるために必要な対策を切れ目なく推進して
いかなければなりません。
　市民の皆さまからお預かりしている税金です。最少の経費で
最大の効果を上げられるように、これまで以上に緊張感を持っ
て市政運営に取り組んでいきたいと思っています。
　一人ひとりが川崎のまちづくりの主役です。一緒に未来の川
崎、幸せのあふれる「最幸のまち かわさき」を創っていきましょ
う。もちろん、私も先頭に立って汗をかきます。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

幸
こ う

のまち かわさき」を目指して

川崎市長
福田 紀彦
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人口：150万5,741人（前年同月比14,112人増）　世帯数：71万7,088世帯
川崎市のデータ（平成30年3月1日現在）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
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T O P I C S

やります！ 「最幸のまち かわさき」の実現に向けて

30年度の川崎市

　厳しい財政状況におい
ても「成長と成熟の調和
による持続可能な最幸の
まち かわさき」の実現
に向けた取り組みを切れ
目なく推進します。

大会を契機として、誰もが暮らしやすいまちづくりを進めていくため、さまざまな取り組みを行います。

保健・医療・福祉の充実に……………… 12万5,100円
学校教育と生涯学習に……………………7万9,251円
子育ての支援に……………………………7万7,267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…………………………6万1,621円
計画的なまちづくりに… …………………2万2,796円
行政運営に………………………………… 2万753円
地域経済の発展に…………………………1万9,427円
環境・リサイクルに…………………………1万7,907円
区政の振興に……………………………… 1万917円
港湾の整備に………………………………… 7,751円
共生と参加のまちづくりに… ……………… 7,547円
交通・水道の経営安定に… ………………… 1,329円
その他………………………………………3万7,673円
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❶東京2020オリンピック・パラリンピック
　大会エンブレム入りバッジ（写真）　10人
❷図書カード（1,000円券）　５人

4月30日（必着）までに、①読んだ号（「4月１日号」と記
入）②氏名③住所④年齢⑤良かった記事とその理由⑥
区版への意見⑦希望するプレゼントの番号を記入し、
ハガキ、ＦＡＸ、市ＨＰで〒２１０-８５７７総務企画局シティプ
ロモーション推進室 ２００-３９１５。［抽選］
※当選者の発表は発送をもって代えさせていただ
きます。個人情報は発送業務を委託する業者にの
み提供し、他の目的では使用しません

読者アンケート＆プレゼント

予算

川崎市 30年度予算 検索
予算の詳細は、市ホームページで

市民１人当たり

48万9,339円

※30年1月1日現在の推計人口による

市民1人当たりの予算の使い道
（一般会計）

1人当たりの
歳出総額
489,339円
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繰入金には減債基金からの借入額も含まれます
（※３０年度の新規借入額は１９６億円、２４年度からの借入総額は５５０億円）

対前年度＋278億円（　+3.9%）

3,479億円市税
歳入の内訳

（個人市民税１，６０２億円、法人市民税
２０８億円、固定資産税１，２３１億円、
市たばこ税８２億円、事業所税９０億円、
都市計画税２５８億円、その他８億円）

１，２６１億円…国庫支出金

６３４億円…繰入金
５７３億円市債
３９６億円交付金
２６６億円県支出金
７５７億円その他

7,366億円（⇦過去最大）一般会計
当初予算の規模

東京２０２０オリンピック・パラリンピックに向けて

　安心のふるさとづくり、力強
い産業都市づくり――。３０年度
に予定している主な取り組みを
紹介します。

財政局財政課☎200-2186
200-3904

子どもたちの未来

暮らし・健康

まちづくり

産業創出

保育園で元気はつらつ！

学校施設の環境整備も推進し
ます。イラストは３１年度開校
の小杉小学校完成イメージ

公園体操に参
加すれば、つ
ながりも広が
ります

溝の口駅（東急田園都市線）ホームドア 多摩川の水と緑はかけがえのない財産

21年度に川崎市で行われた九都県市合同防
災訓練の模様

市南端の殿町国際戦略拠点
「キングスカイフロント」には
研究・開発施設が立ち並ぶ

　英国オリンピック・パラ
リンピック代表チームの事
前キャンプ受け入れに向
け改修。劣化したトラック
を整備する他、投てきサー
クルにはパラリンピック競技者が使用する際に固定するための金具
を設置します。

等々 力陸上競技場の改修 かわさきパラムーブメントの推進 
　意識や社会環境のバリアーを取り除き、誰もが
自分らしく暮らし、社会参加できる地域づくりを目
指す運動「かわさきパラムーブメント」を推進。ユ
ニバーサルデザイン（※障害の有無、年齢、性別、
人種などにかかわらず、たくさんの人々が利用し
やすい製品やサービスなどをデザインする考え方）
に配慮したまちづくりも進めます。

障害者スポーツ「車いすバスケッ
トボール」に挑戦する子どもたち

経済成長のために

誰もが安心して暮らせる地域実現のために

法人が納める４税目
（法人市民税、固定資産税、
事業所税、都市計画税）の
３６．３％は臨海部から
（２８年度、市の推計）

介護サービス・介護予防の実施にかかる費用などで年間９０６億円
要介護・要支援認定者数は５万６,０７５人

対象者１人当たりにすると月間約１３万５,０００円
　（うち６５歳以上の人の保険料での負担は約３万２,０００円）

草刈りや樹木の剪
せんてい

定にかかる
経費などで年間３７億円

公園の管理面積は７，４４３，０９０㎡
　（市民生活に身近な公園は、
約２,５００㎡の広さが目安）

２,５００㎡当たりの経費にすると
年間約１２３万円

待機児童解消のために
認可保育所の受け入れ枠を拡大します（ 446億3,160万円）

25,575人⇨27,235人

認可外保育施設の支援対象者を増やします（ 40億4,261万円）
4，322人分⇨4，653人分

地域型保育事業による受け入れ枠を拡大します（ 23億4,657万円）
706人⇨792人

快適な教育環境を確保するために
34年度までに全市立学校のトイレを快適化します（ 5億7,589万円）

学校トイレ改修

地域で子どもを育む仕組みづくりのために
地域ぐるみで子どもの学習や体験活動をサポートし、生涯学習の拠点ともなる
場を増やします（ 6,170万円）

地域の寺子屋38カ所⇨77カ所

34年度の開校に向け計画を策定します（ 530万円）
市立看護短期大学⇨４年制大学化

特別養護老人ホームの入居申込者管理システムを再構築します（ 10億3,518万円）
特別養護老人ホーム２カ所完成（予定）

子どもから高齢者まで全ての人が住み慣れた地域で安心して暮らし続ける社会を
実現するため、地域包括ケアシステムの理解度向上に向けた取り組みや、地域
みまもり支援センターを中心としたネットワーク作りを推進します（ 2,527万円）

地域マネジメントの仕組みづくり

特別養護老人ホームに併設する障害者短期入所事業所を整備します。（ 6,390万円）
障害福祉サービス基盤の整備

子育て家庭の経済的負担軽減のために
保険医療費の自己負担額を助成する制度。入院医療費助成について、所得制
限廃止に向けた取り組みを推進します（ 46億8,564万円）

小児医療費助成

まちの価値を、
さらに向上させるために
自然と調和した緑地整備を進め、潤いのある市民生活の実現を
目指します（ 2億9,465万円）

多摩川の魅力

川崎駅周辺で社会実験を行い、にぎわい創出を図ります（ 200万円）
オープンカフェ

生命や財産を守るために

9年ぶりに本市が中央会場となり実施します（ 1億6,740万円）
九都県市合同防災訓練

麻生消防署王禅寺出張所に救急隊を増隊します（ 8,470万円）
救急隊１隊増

鉄道事業者と連携し、緊急安全対策を推進します（ 5,750万円）
駅ホームドア

臨海部におけるナノ医療イノベーションセンターの運営支援
や、新川崎地区における産学交流・研究開発施設（ＡＩＲＢＩＣ）
の整備を行います（ 30億6,085万円）

イノベーション（革新）の拠点づくり

多様な主体と連携し、起業経験者のアドバイスや起業に関
する情報が得られる起業・創業のワンストップ拠点を、川崎
駅周辺に来春設置します（ 2,162万円）

起業支援の拠点設置

：予算額（※千円以下は四捨五入）

※特に記載のない場合、豆知識の金額は３０年度予算に基づく

介護保険サービスに要する経費
豆知識

公立保育園、民間保育園の
運営費などで年間４５４億円

対象園児数は２万７，８６１人（月平均）
　園児１人当たりの経費にすると
月間約１３万６,０００円

（うち保護者からの負担は約３万２,０００円）

保育園の運営に要する経費
臨海部からの税収

公園の維持管理に要する経費

豆知識
豆知識

豆知識

02 か わ さ き 市 政 だ よ り
全 市 版 03か わ さ き 市 政 だ よ り

全 市 版
2018（平成 30）年　4 月 1 日号　No.1182 2018（平成 30）年　4 月 1 日号　No.1182



04 か わ さ き 市 政 だ よ り
全 市 版

2018（平成 30）年　4 月 1日号　No.1182

「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

　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（一部制度を除く）。
　利用には諸条件があります。融資の申し込みは取扱金融機
関となります。
　詳細は市HP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

　地域の力で芸術を創り、育てようと始まった総合芸術祭、アルテリッカし
んゆり。10 周年のことしは、音楽、演劇、落語などますます充実した 31
演目 40 公演が行われます。

　オープニング公演はオペラ「ラ・チェネレントラ」、フィナーレ公演はバレ
エ「ドラゴンクエスト」。日本の伝統芸能や子ども向けのプログラムもたくさ
ん。日本で唯一の、ろう者と聴者が共に作るプロの人形劇団「デフ・パペッ
トシアター・ひとみ」も登場します。
日程　4月21日～5月13日
場所　昭和音楽大学、アートセンター、新百合21ホール、麻生市民館他
チケット販売中 電話かHPでアルテリッカしんゆりチケットセンター
☎955-3100（10時～17時。3月中は土・日曜を除く）。［先着順］

※日程、料金など詳細は区役所、市民館などで配布中のチラシかアルテリッ
カしんゆりHPをご覧ください
アルテリッカしんゆり2018実行委員会

☎952-5024（10時～17時。3月中は土・日曜を除く） 955-3212
市民文化局市民文化振興室☎ 200-2280 200-3248

　４月21日㈯、22日㈰の 2日間、川崎駅周辺で開催します。食べ
て、聞いて、見て、楽しいアジアを満喫しませんか。詳細は問い合
わせるか各イベントのHPをご覧ください。一部雨天中止。

アジア交流音楽祭
　アジア各国の伝統的な民俗音楽や、川崎で
活動するミュージシャンなどによる無料のラ
イブステージを、9会場で開催。
市民文化局市民文化振興室

☎200-3725 200-3248
アジアンフェスタ
　タイ、中国、インドなどの食が楽しめるアジア屋
台村、豪華賞品が当たるスタンプラリー、商店街
イベントも。
経済労働局商業振興課☎200-2352 200-3920

　「みんパト」は、市民や利用者の安全・安
心を守り、地域の防犯・見回り活動の手助
けとなる市公式アプリです。市内の不審者
や空き巣などの情報をいち早く提供し、地
図上に表示します。
市民文化局地域安全推進課

☎ 200-2284 200-3869

アルテリッカしんゆり   10周年！
ジャンルを超えたアートの祭典

EVENTEVENT

INFO INFO

INFO

アジア交流音楽祭
アジアンフェスタ

AndroidiOS

▲「ラ・チェネレントラ」

▲0歳からのコンサート

　職場などで受診の機会がない人は、市内登録医療機関へ予約の上、各種検診をご
利用ください。市内登録医療機関は問い合わせるか市HPをご覧ください。
市がん検診・特定健診等コールセンター☎ 982-0491　

FAXは健康福祉局健康増進課 200-3986まで

70歳以上の人は無料。その他所得などにより無料で受診できる場合があります（証明書類が必要）。
受診できるのは1年度（❸の胃内視鏡検査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。❻を除き、対象には年度内に対象年齢になる人を含みます。❻は対象年齢時に1回
※30年度から、胃内視鏡検査を受診できる間隔が2年度に1回になります。胃内視鏡検査を受診した
翌年度は、胃内視鏡検査も胃部エックス線検査も受診できません（ただし、30年度は29年度と続けて
受診可）。32年度から胃内視鏡検査を受診できる年齢が50歳以上になります（40歳代の人は胃部エッ
クス線検査のみ受診可）

がん検診無料クーポン券を 6 月ごろに郵送
　次の年齢の人に、がん検診無料クーポン券を郵送します。
子宮頸がん…20歳の女性。乳がん…40歳の女性　
※いずれも対象は30年4月1日に上記の年齢の女性

 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
★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・頸

けい
部
ぶ
の細胞診・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・マンモグラフィー検査）

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
設備強化支援資金 ２億 2.4％以内 15年以内
小規模事業資金 3,500万 2.1％以内 8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

小口零細対応小規模事
業資金 2,000万 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
危機対策資金 2億8,000万 1.7％以内 10年以内
借換支援資金 2億8,000万 1.8％以内 10年以内
条件変更改善型
借換資金 2億8,000万 2.3％以内 15年以内

創業支援資金
3,500万 1.9％以内 10年以内

利率引き下げ
限度額拡充

限度額拡充

保証料ゼロ

新設

新設

主な融資制度

今すぐ
ダウンロードしよう

 関連イベント
●アート市 in アルテリッカ
日程　5月3日㈷、4日㈷
場所　新百合ケ丘駅南口ペデストリアンデッキ
●フードフェス in アルテリッカ
日程　5月5日㈷、6日㈰
場所　アートセンター前
※昭和音楽大学生などによる無料ライブ「音

おん

もd
で

eアルテリッカ」も週末に開催（日時・場
所など詳細はアルテリッカしんゆりHPをご
覧ください）

かわさき防犯アプリ
「みんパト」開始

がんなどの早期発見のため
検診を受けましょう

中小企業融資が
ますます充実
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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1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、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、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25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（30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、市税分室管

理担当。
国民年金保険料の
学生納付特例制度
　保険料の納付が困難な学生に支払
いを猶予する制度です。対象…本人
の所得が一定以下の20歳以上の学
生。猶予期間は年金の受給資格期間
と見なされ、10年以内なら、さかの
ぼって保険料を納められます。申請は
毎年必要で、30年度分は4月から受
け付けます。 区役所保険年金課、

支所区民センター保険年金係。
介護保険制度の改正
　4月から介護保険料(65歳以上)の
基準額（第６段階）が、年額69,900円
になります。また、サービスを利用し
たときの負担額も変わります。8月か
らは、65歳以上で2割負担の人のう
ち、一定以上の所得がある人の利用
者負担割合が、3割に変更になります。
詳細はお問い合わせください。 健
康福祉局介護保険課☎200-2678
200-3926。
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。
身体障害者手帳の認定基準変更
　腎臓機能障害について30年度分か
ら認定基準が変わります。❶内因性
クレアチニンクリアランス値の基準に
ついて、12歳を超える人にも適用❷
診断書に記載の推算糸球体ろ過量が
10以上20未満のときは4級相当、10
未満のときは3級相当に取り扱い変
更。 健康福祉局障害者更生相談所
☎811-0091 811-0161。
認知症訪問支援事業を拡充
　4月から保健師や医師などの専門
職のチームによる認知症の早期支援
が、全区で始まります。対象など詳
細はお問い合わせください。 健康
福祉局地域包括ケア推進室☎200-
2470 200-3926。
就学援助制度
　市内在住で国公立小･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。
支援を必要とする子どもの
保護者向け就学説明会
　31年4月に小学校に入学する子ど

もの保護者が対象。 ❶5月15日㈫
❷22日㈫、いずれも10時～11時
❶は中原市民館❷は多摩市民館。詳
細は問い合わせるか市HPをご覧く
ださい 教育委員会指導課☎200-
3287 200-2853。
ひとり親家庭向け無料相談
　ひとり親家庭の父母か寡婦が対象。
1人30分。
◎女性弁護士による法律相談･･･離
婚前でも相談可能です。 毎月第2
金曜(8月を除く)、18時半～20時か
奇数月第4金曜、13時半～15時。
◎1級ファイナンシャルプランナーに
よる生活・家計相談･･･ 毎月第2土
曜(8月を除く)、13時半～15時。
　いずれも 母子・父子福祉センター
各日3人 相談希望日の1カ月前

から電話で母子・父子福祉センター☎
733-1166 733-8934。[先着順]
中央新幹線(品川・名古屋間)
大深度地下使用に関する説明会
　 ❶5月10日㈭❷14日㈪❸16日
㈬❹18日㈮、いずれも18時から
❶は市民プラザ❷は宮前市民館❸は
エポックなかはら❹は麻生市民館
JR東海中央新幹線神奈川工事事務所
川崎分室☎411-0173(平日9時～17
時)。まちづくり局交通政策室☎200-
2717 200-3970。※詳細はJR東
海HPをご覧ください。
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かわさきかってにおもてなし
大作戦のアイデア
　かわさきパラムーブメントの市民参
加型企画として、パラムーブメントの
推進や英国チームへのおもてなしで、
やってみたいと思うプロジェクトのア
イデアを募集します。 5月31日
(必着)までに直接、郵送、FAX、メー
ルで〒210-8577市民文化局オリン
ピック・パラリンピック推進室☎200-
0809 200-3599 20olypara@
city.kawasaki.jp　※書式自由。詳
細は市HPをご覧ください。
環境学習学生サポーター
　環境総合研究所のイベントで小学
生などの参加者が安全に観察できる

ように手伝ったり、機材を準備したり
します。18歳以上の学生（高校生不
可）が対象。 4月2日～12月28
日（必着）に応募用紙を郵送で〒210-
0821川崎区殿町3-25-13環境総合
研究所☎276-9001 288-3156。
［選考］。※応募用紙は市HPからダ
ウンロードできます。
市介護相談員
　介護保険施設などを月2回程度訪
問し、利用者や家族から話を聞いて、
施設職員や市に伝えます。施設訪問
は１回につき3,000円、連絡会議（隔
月開催）参加者には2,000円を支給。
養成研修（費用は市が負担）に全回

参加できる、市内在住で20歳以上
の3人。書類選考後、面接あり。詳
細はお問い合わせください 4月2
日～25日（消印有効）に応募書を郵送
で〒210-8577健康福祉局高齢者事
業推進課☎200-2910 200-3926。
［選考］。※応募書は4月2日から区
役所で配布。市HPからもダウンロー
ドできます。
介護保険運営協議会市民委員
　介護保険事業や高齢者施策につい
て協議します。資格…40歳以上で市
内在住１年以上(市職員と市付属機関
などの委員を除く)。任期…7月1日～
33年6月30日。 4人。小論文のテー
マなど応募方法の詳細は、市HPをご
覧ください 5月1日(消印有効)ま
でに直接か郵送で〒210-8577健康
福祉局介護保険課☎200-2678
200-3926。[選考]
プラチナ音楽祭参加団体

　9月15日㈯にミューザ川崎シンフォ
ニーホールで開催する音楽会に参加
します。資格…市内で活動する団体。
参加者が60歳以上（30年4月１日現
在）で、かつ10人以上（指揮者、伴奏
者が60歳未満の場合は60歳以上で
10人以上）出場できること。募集数…
28団体。参加料…1団体5,000円。

5月9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日から区役所、市民館など
で配布する募集要領・申込書か市HP
をご覧ください。

シティプロモーション担当ツイッター 市公式アプリ＠kawasaki_pr

● 催しなどで特に記載のないものは、無料、
参加自由。● 参加の対象者は、市内在住･
在勤・在学の人。● 時間は24時間表記

◉市政だよりの見方
お 知 ら せ

かわさきアプリ 検索

講座･催しなどへの参加申し込み
● 次の必要事項を記入してください

● 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。申し込み開始時間の記載のないものは8時半から
● 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

①講座名・催し名（日時・コース名） ②郵便番号・住所 ③氏名・ふりがな ④年齢　
⑤電話番号 ⑥特別に指定がある場合はその内容　

=日時　
=場所　
=対象・定員　
=費用

=申し込み　
=問い合わせ　

直接=直接来所　
HP=ホームページ

公式チャンネル 川崎市チャンネル 検索

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 42,500～10,030円

❷特別児童扶養
　手当

1級…51,700円
2級…34,430円

❸障害児福祉手当 14,650円

❹特別障害者手当 26,940 円

❺経過的福祉手当 14,650 円
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ミューザ川崎シンフォニーホール

MUZAランチタイムコンサート4月
新ホールオルガニスト就任記念！
4月25日㈬12時10

分～12時50分。パイ
プオルガン：大木麻理
（新ホールオルガニス
ト）＝上写真、近藤岳
500円（スイカ、パ

スモなどでも入場可）
直接、電話、HPで

同ホール

☎520-0200（10：00～18：00）
520-0103

川崎駅中央西口徒歩3分 

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
原則月曜と祝日の翌日休館

かわさき宙
そら
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「宇宙の爆発・衝突と
重力波」。土・日曜、祝日、12時～、
14時半～子ども向け投影「南半球へ
行こう!!」。18日㈬、10時半～、11
時半～ベビー＆キッズアワー。19日
㈭13時半～星空ゆうゆう散歩「周極
星」。第2・4日曜15時半～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
こどもが主役！こどもまつり
　むかし遊び、こども民家園検定、
和太鼓と南京玉すだれ体験、お茶会
など、子どもはもちろん大人も楽しめ

る企画を日替わり
で行います。
5月3日㈷～6日㈰、

10時半～15時。※
催し物ごとに開催日
時は異なります
要入園料

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

岡本太郎美術館
☎900-9898 900-9966

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）

「F-Girls サロン・デュ・しずか」スタート！
　しずかちゃんの誕生月（5月）を祝う催
事が始まります。
4月24日～5月28日

※常設展示室
では、桜を描
いたカラー原
画も登場。併
せてお楽しみ
ください

生田緑地内の
博物館

泳げ！TARO鯉！
　岡本太郎が空を悠々と舞うこいの
ぼりを作りたいと「自分勝手に描いた」
TARO鯉。イベント参加者やTARO
賞作家制作の約100匹ものこいのぼ
りが、ことしも泳ぎます。
5月2日

㈬～6日㈰

©Fujiko-Pro

申し込み方法は5面参照お　知　ら　せ の続き

救命講習会
◎普通救命講習Ⅰ… ❶4月29日㈷9
時～12時❷5月2日㈬13時半～16時
半❸5月7日㈪13時半～16時半 ❶
は中原消防署❷は高津消防署❸は多
摩消防署 各800円。
◎上級救命講習… ❹5月6日㈰9時
～18時 幸消防署 1,000円。
　 各30人 ❶は4月16日❷は
4月18日❸❹は4月23日、いずれも
9時から電話で消防局救急課☎223-
2627 223-2619。[先着順]

商人（あきんど）デビュー塾
　市内空き店舗などで創業予定か創
業を希望する人が対象。商売を始め
るこつやノウハウを学びます。講師・
竹内幸次氏（中小企業診断士）。 5
月19日～7月28日の水曜18時半～
20時半と土曜9時半～11時半、全12
回 すくらむ21 6,000円 25人。
保育あり（１歳～就学前、先着10人、
350円、要予約） 4月16日9時か
ら電話、HP、保育の有無も記入し
FAXかメールで、すくらむ21☎813-
0808 813-0864 scrum21@

scrum21.or.jp [先着順]。※申し込
み多数の場合は市内在住者を優先。
ロボット製作教室
　8月18日㈯と26日㈰に開催される
かわさきロボット競技大会Jr.ロボット
部門に参加するために、ロボットを製
作します。 6月2日、30日、7月21日、
8月4日の土曜、13時～17時、全4
回 産業振興会館 小学3～中学3
年生を含む4人までのチーム、24チー
ム １チーム3,000円 5月4日（必
着）までに申込書を直接、郵送、HP
で〒212-0013幸区堀川町66-20市
産業振興財団☎548-4117 548-
4110。[抽選]。※申込書は4月2日か
ら区役所、市民館などで配布。財団
HPからもダウンロードできます。
地域環境リーダー育成講座・基礎編
　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3日、17日、24日、7月8日、

22日の日曜、10時～16時半、全5
回 高津市民館他 18歳以上で、
原則全回参加できる20人 5月15
日（消印有効）までに申込書を直接、郵
送、FAX、市HPで〒210-8577環境
局環境調整課☎200-2387 200-
3921。[抽選］。※詳細は区役所、図
書館、市民館などで配布するチラシ・
申込書か市HPをご覧ください。

ＵＳＦデフリーグ大会
　聴覚障害者によるサッカー大会を

観戦できます。 4月14日㈯、15
日㈰10時～16時。荒天中止 富士
通スタジアム川崎 市民文化局市
民スポーツ室☎200-3547 200-
3599。
飼育（し・い・く）の日
　キーパーズトーク（飼育係と気軽に
話そう）、ヤギの餌やり体験など。ス
ケジュールの詳細は当日事務所前に
設置する掲示物か市HPをご覧くだ
さい。 4月22日 ㈰10時 ～15時。
荒天中止 夢見ケ崎動物公園☎
588-4030 588-4043。
看護フェスタinかわさき
　健康相談、血管年齢・脳年齢測定、
看護師の復職・進路相談、健康体操の
実演など。 4月28日㈯11時～15
時 川崎ルフロン1階イベントスペース
（川崎駅中央東口徒歩1分） 市看護
協会☎711-3995 711-5103。
かわさきパラコンサート
　年齢や障害の有無などにかかわら
ず誰でも楽しめるコンサート。出演は
梯剛之(ピアニスト)他。 5月19日
㈯14時～16時半 カルッツかわさき
1,100人 4月20日(消印有効)

までに全員の氏名、年齢、座席数(4
席まで)、障害などの理由で配慮が
必要な場合はその旨も記入しハガキ
か市HPで〒164-0011東京都中野区
中央4-26-10 7階かわさきパラコン
サート実行委員会事務局☎03-6382-
5605(平日10時～17時) 03-6382-
5606。[抽選] 市民文化局オリン
ピック・パラリンピック推進室☎200-
0806 200-3599。

アメリカンフットボール
市民招待と観戦講座
◎市民招待…東日本社会人のトップ
を決める「パールボウル」に招待しま
す。❶トーナメント戦（富士通フロンティ
アーズ対オービックシーガルズ）： 5
月20日㈰14時から 富士通スタジア
ム川崎❷決勝戦： 6月28日㈭19時
から 東京ドーム（水道橋駅東口徒歩
2分）。いずれも荒天中止 各日150
組300人 ❶は4月27日まで❷は5
月31日まで（いずれも消印有効）に往
復ハガキで。［抽選］
◎観戦講座…アメリカンフットボール
のルールや見どころを学び、解説付
きで試合を観戦します。 5月20日
㈰10時～12時（14時から試合観戦）、
5月27日㈰10時～12時、全2回 市
役所第4庁舎（試合観戦は富士通スタ
ジアム川崎） 20人 4月16日から
電話で。［先着順］
　 〒210-
8577市 民 文
化 局 市 民 ス
ポ ー ツ 室 ☎
200-2257
200-3599。

あそんでミュージアム！
こどもステーション
　「中井精也 鉄道写真展」に合わせて、
ダンボール電車や、鉄道に関するワー
クショップで「鉄道のある暮らし」につい
て、親子で遊びな
がら学べます。
4月7日～6月

24日の土・日曜、
祝日

川崎フロンターレ（サッカー）
J1リーグ（等々力陸上競技場）
4月21日㈯16時鹿島戦。5月2日㈬
19時浦和戦。5日㈷14時ＦＣ東京戦
川崎ブレイブサンダース（男子バスケ）
Ｂ1リーグ（とどろきアリーナ）
4月20日 ㈮19時5分、21日 ㈯18時
35分栃木戦。27日㈮19時5分、28
日㈯16時5分京都戦
富士通フロンティアーズ（アメフット）
パールボウル（富士通スタジアム川崎）
4月22日㈰14時明治安田戦
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

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（地デジ3ch）
LOVEかわさき（tvk）

日曜18：15～18：30（84.7MHz）
COLORFUL KAWASAKI（FMヨコハマ）

月～金曜15：30～16：00（79.1MHz）

金曜17：28～17：33（1422kHz）

かわさき  ホット☆スタジオ（かわさきFM）

かわさき  for you（ラジオ日本）

※スマートフォンなどでも聞けます

パーソナリティー　吉木由美

パーソナリティー　松原江里佳

MC　敦士

検索かわさきFM

検索

かわさきイベントアプリ

かわさきの イベント情報は
アプリでチェック！

iOS Android

写真提供：Xリーグ

かわさきスポーツパートナー
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