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大企業と中小企業の新たな連携
わが国を代表する工業都市として発展してきた川崎市では、
研究開発機能への転換が進み、世界から注目されるエリアとなっ

ています。
多彩な技術集積を背景に発展し続ける川崎ですが、今、大企
業が保有している特許技術を開放していただき、市内中小企業
の新製品開発を促進する
「知的財産マッチング」
という取り組み

川崎市長

福田 紀彦

を通じて、川崎発の新たな製品が続々と生まれています。
本市では全国に先駆けて、平成２０年から、企業、大学、金
融機関、行政などが連携し、知的財産の創出・保護・活用の好循

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

044-200-3939

200-3900

8時〜21時
（年中無休）

環を生み出す施策を重点的に展開してきました。大企業の開放
特許と優れた技術を持つ中小企業のマッチング成果は、これま

で３６件に上り、
そのうち２４件が製品化されました。地域や業種、
企業規模を超えた知的財産交流のネットワークは年々広がりをみ
せ、皆さまの生活に身近な製品も誕生し、今年は食品分野での
マッチングによる製品も生まれました。
今後も川崎にとどまらず、地域を超えて知的財産マッチング
の取り組みを進め、市内産業の活性化に取り組んでいきます。

（令和元年11月1日現在）
川崎市のデータ

人口：153万1,268人（前年同月比13,562人増） 世帯数：74万1,145世帯
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信頼 と 実績 があります

〜川崎の知的財産マッチング〜
Making
History

知的財産マッチングの現場から
きっかけは挑戦したい
気持ちがあったから

庵（本店：川崎区）が、独自の特殊な製法の餅と森永製菓
からライセンスを受けた特許技術「体脂肪低減剤及び体脂肪

際、味に工夫が必要に

製菓に支払っていただく代わりに、
「エンゼルの

と、日々考えているタイプ。それを見

なります。

ほっぺ」
の売上金の一部を森永製菓が実施して

越した川崎信用金庫の渉外担当者が、

三藤

か」
と話を持ち掛けてくれたのが
「エン
ゼルのほっぺ」開発のそもそもの始ま
りでした。
西谷

これに川崎信用金庫と連携し

ている産業振興財団が加わり、 森永
製菓と末広庵とのマッチングが進んで
いきました。 森永製菓はさすがに多くの特許を

の出し方に苦 戦しまし

クト」
の一環として
「音楽のまち・かわさき」
推進協

た。 口にした瞬間に顔

議会に寄付していただくという、二つの社会貢

をしかめるほど苦かった

献を軸に社内で話をまとめることができました。

もの商品作りとは違う工夫を凝らす必要があり

行政が取り持つ「知的財産マッチング」は
安心感が高い

ました。また味以外にも、お餅・餡・チョコなど

三藤

の素材の良さを生かすための製造時の温度調整

西谷さんが契約書の内容を櫻田さんと詰めてく

あん

が非常に難しかったので、形になるまでに約半
西谷

得るため、調整に尽力してくれました。

品」
という特許でした。
この特許の特徴は、抹茶に含まれる茶カ

テキンとチョコレートに含まれるポリフェノールを
一定の比率で使用する点です。しかし、これら

香辛子
生みの親

2 市内２９農家が香辛子を栽培

れたり、 パッケージの

その間にも、 森永製菓の櫻田さんがこ

櫻田

懸念は当然ありました。しかし、会社としては、

3 飲食店・小売店で新商品開発が進む

鮮やかな色と爽やかな香りを生かして、ハーブの
ように料理のアクセントとしても使えます。アレンジ
の幅が広がります！

西谷さん

今年から香辛子を試験栽培していま

過程で、ハバネロなどの品種改良から誕生

す。 栽培面積が小さくても収穫量は確保

しました。フルーティーな香り、辛みが弱く

できるから、 都市型農業にぴったり。１

生で食べられるのが特徴のハーブペッパー

回食べれば、ファンになる人増えるんじゃ

です。川崎生まれの香辛子が、川崎を代表

ないかな。

する野菜として、 皆さんに愛される食材に
なってほしいですね。

対価 ： ライセンス料の支払い

直接的な表現で、 パッ

エンゼルのほっぺ製造風景

が難しいので、 専門家
を呼んで勉強会を開く
などしました。 また森
永製菓と末広庵の契約
に関しては、 両社が対

櫻田さん

等な立場で交渉できる
よう心掛けました。
三藤

こうした細かな点まで行政が気を配って

くれたので、非常にスムーズに商品化ができた
と感じています。
櫻田

私たちにとっても、行政が間に立ってい

るという安心感は非常に大きなものでした。し
かも西谷さんをはじめ担当の方々のこの事業に
対する思いが本当に熱くて、その本気の姿勢に
私も乗せられて頑張れたような気がします。
三藤

この事業を機会に、森永製菓とのコラボ

レーションを経験できたことは本当に良かったと
思います。 森永製菓の特許使用ということで、

かりました。

から
「新聞に載っていた商品ね。こんなふうに

マッチングを担当しましたが、 工業分野のマッ

チャレンジする店が川崎市にあってうれしいわ」

チングと比較しても、ハードルは決して高くない

というお言葉をいただき、挑戦のかいがあった

と実感しました。 市内でのニーズは必ずあると

脂肪低減食品」
という特

とうれしくなりました。

思うので、特許を必要とする企業の皆さんにもっ

許です。 食品の効能を

西谷

今回使用したのは

マッチングで可能性が広がる

１つの知的財産から、
さまざまな製品が誕生！

チタンアパタイト：有機物の分解や抗菌作用を持ち、強
力な吸着力と消臭力を発揮する光触媒物質
事例1

タッチパネル用
抗菌フィルム

市内金融機関
で使用！

私は今回初めて食品分野の知的財産

全国に広がる

マッチングの輪

香辛子はチーズや蜂蜜と相性が良いので、パンに
用いています。とてもおもしろい素材です。
※香辛子の通常の収穫期は８～10月のため、現在流通量が少なく、紙面
で紹介した両商品は提供できない場合があります。ご了承ください

建築用資材会社が
せっけんに挑戦!？

事例2

かわさきりょくせっけん

川崎力石鹸
宝養生資材（株）
（宮前区）

ともっと紹介していきたいです。

川崎市の知的財産マッチングの手法が注目さ
れ、現在マッチングの相手先は全国３０都市に
広がっています。その一つである静岡県富士宮
市の担当者に話を聞きました。

平成26年に川崎市の取り組みに出会い、大企業が有する開放特
許の活用などの手法を学びました。 現在では、富士宮市でも知的
財産交流会を毎年開催し、大企業と中小企業がお互いの得意分野
や連携の可能性についての率直な意見交換を行い、中小企業経営
者の意識改革にもつながっています。両市の企業同士のマッチング
では、２件の実績を上げ製品化に至るなど、今後も一体となって企
業の活動を盛り上げていきたいですね。

富士宮市
産業振興部参事
植松 康夫さん

読者アンケート＆プレゼント
❶図書カード
（1,000円券）５人
❷ミルクまんじゅう
うた

アルテの食パン
（麻生区）
店長
長山 智寛さん

・新製品開発
・新規事業への進出
・技術の高度化
・製品付加価値の向上

お客さまからの商品に対する信頼感も違うよう

まつざわファーム
（多摩区） 松澤 弘安さん

香辛子はサプリメントの成分を研究する

「技術」

に感じています。また注目度も高く、お客さま

（株）末吉ネームプレート
製作所（多摩区）
味の素
（株）川崎事業所 主任研究員 関 哲也さん

・知的財産交流会の開催
・マッチングの調整
・契約交渉の代行・支援
・製品化・事業化支援
・資金獲得支援

・特許の使用許可
・ノウハウ提供
・技術指導
・販路開拓支援

ケージに表 記すること

知的財産マッチングで富士通（株）の開放特許「チタ
ンアパタイト」を用い、製品化した事例を紹介します。
ビストロキュー
（中原区）
オーナー
長洲 理紀さん

「知的財産」

中小企業

してくれたりと本当に助

「体 脂 肪 低 減 剤 及び 体

術が流出するリスクがあるのではないかという

川崎市
川崎市産業振興財団

表記についての指導を

西谷

特許を開放することで、 競合他社に技

味の素（株）が研究開発し、特許を持つ「香辛子」をセレサ川崎農業協同組合の協力により、
市内農家で栽培。マッチングにより、市内飲食店などでの、香辛子を用いた新商品の開発・
販売につながっています。

1 地元大手企業が開発

商品が完成した後も、産業振興財団の

の特許を開放特許として使用する許可を社内で

が選んだのが
「体脂肪低減剤及び体脂肪低減食

「香辛子」
が市内に広がっています

いる社会貢献活動
「エンゼル・スマイル・プロジェ

許を使いながらおいしく仕上げるために、いつ

特許を複数選び、その中から末広庵の三藤さん

し

開発当初は、味

ですね
（笑）
。でも商品に妥協はできません。 特

年かかりました。

川崎生まれの新ブランド野菜！
こ う が ら

三藤さん

保有していて、その中から末広庵に合いそうな

櫻田

低減食品」
を組み合わせて商品化に成功した和スイーツです。

いという思いと、 特許のライセンス料を森永

私は新しいお菓子を作りたい

行政

大企業

イノベーション推進室 ど一貫してサポートするのが特徴です。マッ
担当係長 加藤 行一郎
チングの実績は、これまでに３６件あります。

いので、 食品に用いる

知的財産マッチングを試してみません

森永製菓
（株）
研究所
主任研究員 櫻田 賢さん
平成１１年入社 長年、菓子製造に関する特許の技術
管理に携わる

交渉、事業化までおせっかいと言われるほ

さまざまな製品に利用して社会に役立ててほし

「森永製菓が保有する特許を用いて

写真-右-

産コーディネータが、マッチングから契約

の素材自体は非常に苦

三藤

写真-左- 川崎市産業振興財団
知的財産コーディネータ 西谷 亨さん
平成１９年就任 知的財産マッチングの実績多数あり

業が相互に交流できる場を提供し、知的財

エンゼルのほっぺ（宇治抹茶チョコ大福）は、菓子匠末広

知的財産マッチングから生まれた和スイーツ「エンゼルのほっぺ」。商品化に携わった３人に話を聞きました。

代表取締役 三藤 哲也さん
昭和５７年入社 平成１３年から現職

ど）
を中小企業に紹介し、製品開発や技術

エンゼルのほっぺ

～菓子匠 末広庵×森永製菓＝
「エンゼルのほっぺ」
誕生～

写真-中央- （株）
スエヒロ
（菓子匠末広庵）

大企業が保有する知的財産
（開放特許な
力の高度化を支援しています。 大・中小企

大企業の知的財産を活用し、市内中小企業
を支援する取り組みが注目を集めています。
経済労働局イノベーション推進室
☎ 200-3896 200-3920
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知的財産の活用

知的財産マッチングってなーに？
私がお答えします

12 月 1 日号

惣之助の詩
（８個入り）３人
（菓子匠末広庵提供）

１２月３１日
（必着）
までに①読んだ号
（１２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〒２１０８５７７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

04

全 市 版

か わ さ き 市 政 だ よ り

市役所などの業務は

2019（令和元）年

12 月 1 日号

No.1222

年末は 12 月 27 日まで

年始は 1 月 6 日から

市内の施設の業務については各施設にお問い合わせください。施設の電話番号は市 HP で。サンキューコールかわさきでも案内しています。
サンキューコールかわさき☎ 200-3939

200-3900

資源物とごみの収集

ふれあいネット

年末年始の収集日は、次の通りです。
環境局減量推進課☎ 200-2580
200-3923

予約申し込み・変更・取り消しは、システム点検などのため、12 月
29 日㈰ 0 時から 1 月 4 日㈯ 7 時まで利用できません。
※予約の変更・取り消し期限は、施設によって異なりますので、ご注意ください

▶資源物と普通ごみ
12 月 31 日㈫まで

1 月 1 日㈷～3 日㈮

1 月 4 日㈯から

収集曜日に通常通り収集

収集はありません

収集曜日に通常通り収集

※住んでいる地域により収集曜日・品目が異なりますので、確認して出してください。毎年
1 月 1 日～ 3 日は収集していません

法律などの相談
次の相談は年末年始の休み期間が異なります。実施日は区によって

資源物…空き缶・ペットボトル、空きびん、使用済み乾電池、ミックスペーパー、

異なりますので、必ずお問い合わせください。
区役所地域振興課

プラスチック製容器包装

サンキューコールかわさき☎ 200-3939

▶小物金属・粗大ごみ

相談名称

年末は 12 月 27 日㈮まで、
年始は 1月 6 日㈪から。※収集はいずれも月 2 回、
粗大ごみは申込制。申し込みは収集日の 3 日前（土 ･ 日曜、12 月 31 日～ 1
月 3 日を除いて計算）まで。

粗大ごみ受付センター☎ 930-5300

930-

5310（FAX は聴覚に障害のある人専用）
。受付時間は月～土曜、8 時～16
時 45 分（年末の受け付けは 12 月 30 日㈪まで、年始は 1 月 6 日㈪から）

12 月／最終日

1 月／開始日

弁護士相談

24 日（中原区）

7 日（中原区）

弁護士相談（予約制）

24 日（幸・多摩区） 7 日（幸・多摩区）

認定司法書士相談（予約制）

26 日（宮前区）

17 日（川崎区）

司法書士相談

19 日（中原区）

9 日（幸区）

ひとり親家庭等医療費助成の
対象を広げます

重要な情報を
市 LINE
お届け
公式アカウント始めました
市では、伝えたい情報をより多くの人に届けるため、LINE

1 月から所得限度額を表の通り引き上げます。児童扶養手当が所

公式アカウントを 11 月に開設しました。イベントや防災など、

得制限により支給されていない人でも対象になる場合があります。

皆さんの関心が高い情報を月に 1 ～ 2 回程度発信しています。
利用には無料通信アプリ「LINE」での友だち登録が必要で
す。※利用は無料ですが、通信料などは利用者の負担となり
ます

LINE ID

＠ kawasakicity

検索

トーク画面の下方にはリッチメニューと呼ばれるリンク集が表示され、それぞれ
のアイコンをタップすると、内容を確認することができます。

❷窓口混雑情報
ネット窓口かわさき
❹道路・公園などの損傷通報
かわさきのお医者さん
❻市政だより

イベントや子育てなど、かわさきアプリの内容をまとめた
市 HP にリンク
各区で公開されている窓口混雑情報をまとめた市 HP にリ
ンク
電子申請が可能なネット窓口かわさきのページにリンク
道路・公園などの損傷を通報することができる、市の
フォームメール（試験実施）にリンク
近くの医療機関を検索できる、かわさきのお医者さんの
ページにリンク

所得限度額

0人

3,725,000 円

2,440,000 円

1人

4,200,000 円

2,820,000 円

2人

4,675,000 円

3,200,000 円

きる半面、川崎市民が他の自治体に寄付す

ふるさと納税による減収額

ると、川崎市の税収が減少する側面があり
ます。市税のふるさと納税による減収額は
年々拡大しています。

30 億円

元年度は 56 億円の減収となる見込みで
す。ふるさと納税によって流出している市

44億円

56億円

200-3906

※10月から郵便料金が改定されました。ご注意ください。

ある子どもや高校などに在学中の子どもは 19 歳以下が対象です。1
月から適用を受けるには、12 月 27 日までに、住んでいる区の区役
所保険年金課、支所区民センター保険年金係で申請してください。
こども未来局こども家庭課☎ 200-2695

200-3638

※詳細はお問い合わせください

市営住宅の入居者
定期募集

11月18日時点
空き家

155 戸

❶市内在住か市内同一勤務先に在勤 1 年以上❷一定

募集のしおり（申込書） 12 月 13 日～ 20 日に市住宅供給公社（市
営住宅管理課、溝ノ口事務所）、まちづくり局市営住宅管理課、区役所、
支所、出張所、行政サービスコーナー、市まちづくり公社などで配
布
12 月 13 日～ 20 日（消印有効）に申込書を直接か郵送で〒2100006 川崎区砂子 1-2-4 川崎砂子ビル 1 階市住宅供給公社市営住宅
管理課、または市住宅供給公社溝ノ口事務所へ直接。［抽選］
市住宅供給公社市営住宅管理課☎ 244-7578

223-1338

※募集する住宅、申し込み資格、日程などの詳細は募集のしおりで。
募集する住宅を 12 月 9 日から市住宅供給公社、まちづくり局市営

12 億円

住宅管理課、区役所、支所、出張所、行政サービスコーナーと同公

税は、本来は川崎市民のために使われる貴
重な財源です。

月末まで）の子どもとその保護者が対象です。中程度以上の障害が

の月収額を超えない❸住宅に困窮している、など

個人住民税から一定額が控除される「ふるさと納税制度」は、寄付を通じて応援
したい自治体に直接気持ちを伝えることがで

療費の自己負担額を助成する制度です。18 歳以下（18 歳の人は 3

申し込み資格

200-3752

ふるさと納税による市税の流出が深刻です

財政局税制課☎ 200-2192

収入額（目安）

空き家住宅の入居者を募集します。

市の広報紙が掲載されている市 HP にリンク

総務企画局 ICT 推進課☎ 200-2079

扶養人数

ひとり親家庭等医療費助成制度とは
市内在住のひとり親家庭（母子・父子・養育者家庭）に対し、医

▶リッチメニュー

かわさきアプリ

200-3900

社 HP で公表します。募集戸数は変更になる場合があります
平成 28

平成 29

平成 30

令和元

※全て年度

●常時募集分（先着順）は募集住戸を順次追加しています。詳細は
お問い合わせください。

2019（令和元）年

お

知

ら

せ

講座 ･催しなどへの参加申し込み

12月1日号

※10月から郵便料金が改定されました。
ご注意ください。

次の必要事項を記入してください
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・学年
⑤電話番号 ⑥特別に指定がある場合はその内容

●

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
●

案内
固定資産税・都市計画税第3期分

る募集案内で。市HPからもダウン

739-8738［選考］
。※詳細は市社会

ロードできます。

福祉協議会HPか各区社会福祉協議

図書館の臨時休館
5740…館内特別図書整理などのた
め。

健康福祉局健康

増進課☎200-0155

200-3986

民生委員児童委員の一斉改選

12

月21日㈯。

都市計画マスタープラン川崎区、
域の魅力や課題などを話し合います。
区
中原
幸

各図書館。
9
3

地域のこれからのまちづくりを
話し合うワークショップ参加者
幸区、中原区構想の改定に向け、地

935-

3399…害虫駆除業務のため。

4月1日から全面施行され、飲食店、
禁煙となります。

888-

12月16日㈪～20日㈮。

◎ 多 摩 図 書 館 ☎935-3400

オフィス、事務所などは、原則屋内

=申し込み
=問い合わせ
直接 =直接来所
HP =ホームページ

区役所保険年金課、支所区民セン

やコンビニなどで納付してください。

受動喫煙防止対策が強化された
改正健康増進法が全面施行

=日時
=場所
=対象・定員
=費用

市あんしんセンター☎739-8727

◎ 宮 前 図 書 館 ☎888-3918

資産税担当。

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
●

11月27日から区役所などで配布す

の納期限は1月6日です。 金融機関
市税事務所資産税課、 市税分室

◉市政だよりの見方

保険組合加入者は対象外。配布場所・
ター保険年金係。

納期のお知らせ
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川崎

募集
実施区分…❶埋蔵文化財A❷埋蔵

障害者施設利用者の苦情解決
第三者委員会協力員
月1回程度施設を訪問し、サービ
スに対する苦情などの聞き取りをしま

日程・場所
1月 19日㈰ 中原区役所

す。謝礼3,000円程度。 10人程度。

1月 25日㈯ 幸区役所

印有効)までに履歴書を郵送で〒213-

2 月 1 日㈯ 市役所第 3 庁舎

いずれも14 時～16 時 半

市職員 任期付職員（学芸員）

会で配布中の申込書で。

対象

書類選考後、面接あり

0011高津区久本3-6-22市障害福祉
施 設 事 業 協 会 ☎829-6610

6620［選考］ 健康福祉局障害計画

人程度。応募者多数の場合は居住

課☎200-0871

200-3932

文化財B❸天文。資格…学芸員資格

地などにより調 整

1,479人が就任しました。 詳細はお

を有するか採用日までに取得見込み

でに電 話、参 加 希 望 の区も記 入し

問い合わせください。

の人。 任期…❶❸は4月1日～6年3

FAXかメールで、まちづくり局都市計

の大 会 参 加者。
16時

12月27日ま

ケア推進課、地区健康福祉ステーショ

月31日❷は4月1日～3年3月31日。

画課☎200-2720

ン高齢・障害担当。

人数…各1人。 選考…1月12日。

50tosike@city.kawasaki.jp［選考］

公共施設の天井脱落防止対策について

12月4日～20日
（消印有効）
に必要

大規模地震発生時のさらなる安全

書類を簡易書留で〒210-8577教育

829-

の 区に在 住・在 勤・在 学 の 人、各30

12月1日 に 改 選 を 行 い、 市 で は
区役所地域

1月6日(消

200-3969

川崎市長杯ボッチャ大会参加者
パラリンピックの正式競技
「ボッチャ」
3月1日㈰10時～

カルッツかわさき

競技の

部…障害のある人で構成されたチー
ム。レクの部…障害の有無は問わな

生活支援員
各区あんしんセンターで利用者の

いチーム。いずれも3人1組、両部門
合わせて32チーム

性向上のため、
「川崎市公共建築物

委 員 会 庶 務 課 ☎200-3261

特定天井対応方針」
を策定しました。

3950［選考］
｡ ※受験資格など詳細

対象・人数…2月1日付の採用に応じ

（必 着）
までに申 込 書を直 接、郵 送、

7年度までに全ての対象施設の設計

は12月4日から区役所などで配布す

られる70歳未満の人
（現役の民生委

FAX、メール で〒210-8577市 民 文

などに着手します。 詳細は市HPで。

る選考案内・申込書で。

員児童委員、ケアマネジャー、ホーム

化局市民スポーツ室☎200-3547

ヘルパーなどを除く）
。若干名。

200-3599

介護保険認定申請者への訪問調査

12月27日17時
（必 着）
までに申 込 書

kawasaki.jp [抽選]。※申込書は区

まちづくり局長寿命化推進担当☎
200-2957

200-3971

200-

介護保険認定調査員

日常的金銭管理の援助などをします。

1月17日17時

25sports@city.

（原則自転車を利用）、調査票作成事

を直接か郵送で〒211-0053中原区

役所などで配布中｡ 市HPからもダウ

車内にクリスマスの装飾をしたバス

務などをします。対象・人数…次の

上小田中6-22-5エポックなかはら６階

ンロードできます。詳細は市HPで。

を運行します。運行情報などは市バ

いずれかの要件を満たす20人程度

スHPやツイッターで配信します。

❶介護支援専門員の資格取得者❷保

12月上旬～25日

健師・看護師・社会福祉士・介護福祉

イルミネーションバスの運行

交通局管理課☎

200-3946

士のいずれかの資格で実務経験が1

国民健康保険加入者に温泉施設の
割引利用券を配布

年以上ある人。任期・勤務日…4月1

200-2491

日～3年3月31日。週4日。

12

有馬療養温泉旅館(宮前区)の割引

月22日（消印有効）までに必要書類

利用券を配布しています。被保険者

を郵送で〒210-8577健康福祉局介

証を提示して受け取ってください。後

護保険課☎200-2455

期高齢者医療制度加入者と国民健康

200-3926

［選考］。※詳細は問い合わせるか、

所得申告に伴う社会保険料控除
下表の保険料は
「社会保険料控除」
の対象です。1～12月に支払った保険
料を、同じ年の所得を申告するときに
「社会保険料控除」
として申告すると、
所得税と市民税・県民税の負担が軽減されます。
名称

保険料の確認方法

介護保険料

1月末に市から送付する「年間納付済額のお知らせ」

提出・問い合わせ

等々力緑地再編整備事業の 11 月 21 日～12 月 20日に〒 210-8577
推進に向けた今後の取組方 建設緑政局等々力緑地再編整備室☎ 200針（案）
2408 200-3973
11 月 25 日～12 月 24 日に〒 210-8577
市立高等学校改革推進計画
200教育委員会指導課☎ 200-3067
第 2 次計画（案）
2853
11 月 27 日～12 月 26 日に〒 210-8577
川崎市社会的養育推進計画
こども未来局こども保健福祉課☎ 200（案）
2673 200-3638
「川崎市子ども・若者の未
11 月 27 日～12 月 26 日に〒 210-8577
来応援プラン」第 6 章改定
こども未来局企画課☎ 200-2211 200版（川崎市第 2 期子ども・
3190
子育て支援事業計画）（案）

川崎市屋外広告物条例施行 12 月 1 日～31 日に〒 210-8577 建設緑
規則の一部改正（案）
政局路政課☎ 200-2814 200-3978

納付書や口座振替で納付した人…1月下旬に市から送
付する「年間納付済額のお知らせ」

11 月 25 日～ 1 月 6 日に〒 210-8577 総
富士見周辺地区整備推進計
務企画局企画調整課☎ 200-2166 200画（案）
0401

年金からの差し引きで納付した人…年金保険者から
送付される「公的年金等の源泉徴収票」など

日本年金機構から送付された
「社会保険料控除証明書」
国民年金保険料
（申告の際に添付が必要）
国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険＝こくほ・こうきコール
センター☎982-0783。 国民年金＝年金事務所、 ねんきんダイヤル☎
0570-05-1165
シティプロモーション担当ツイッター ＠kawasaki_pr

名称

11 月 27日～12 月26日に〒210-8577 こ
第 6 次川崎市子どもの権利
ども未来局青少年支援室☎ 200-2344
に関する行動計画（案）
200-3931

国民健康保険料 11月上旬に市から送付した
「納付済額のお知らせ」
後期高齢者
医療保険料

市民意見（パブリックコメント）募集

川 崎 区 役 所 及 び 支 所 の 機 11 月 22 日～1 月 7 日に〒 210-8577 市
能・体制等に関する基本方 民文化局区政推進課☎ 200-2855 2003800
針（案）
各締め切り日（消印有効）までに必要事項も一緒に直接、郵送、
FAX、市HPで提出してください。※いずれも書式自由。資料は各提出
開始日から各提出先、区役所、市HPなどで公開

公式チャンネル

川崎市チャンネル

検索

市公式アプリ かわさきアプリ

検索
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の 続き 申し込み方法は5面参照
1 月2 4日までに申 込 書をF A X 、

て発表し合う様子を観覧できます。
12月15日㈰13時～15時

コモレ

ビテラス(川崎駅直結アトレ川崎4階)

多摩川プラン推進会議の市民委員
同プランを推進し、管理・評価する

HPで ㈱ 学 情 ☎03-3545-7310
（平

オープン川崎
（小俣）
☎090-4093-

委員。 資格…20歳以上。 市内在住

日9時～18時） 03-3545-7311

3796
（10時～20時）
。総務企画局
シティプロモーション推進室☎200-

1年以上か多摩川に関する環境活動

[抽選]

に関心のある人(市職員、市指定管

200-2276

理者、市付属機関の委員を除く)。任

は12月10日から区役所などで配布。

期…4月1日～4年3月31日。 人数…

同HPからもダウンロードできます｡

3人。

12月16日 ～1月17日(必

着)に申込書と小論文を直接か郵送
で〒210-8577建設緑政局多摩川施
策推進課☎200-2265

200-3973

[選考]。※小論文のテーマなど詳細

経済労働局労働雇用部☎
200-3598。※申込書

イ ベ ント

0848

ド隊の演技。
時15分
人

2月22日㈯14時～16

カルッツかわさき

1,500

1月17日
（消印有効）
までに全員

（2人まで）
の必要事項を記入し往復ハ
ガキで〒216-0011宮前区犬蔵1-10-2

200-3915

市消防音楽隊☎

成人の日を祝うつどい
1月13日㈷

市消防音楽隊定期演奏会
市消防音楽隊の演奏と、カラーガー

975-0119 [抽選]

とどろきアリーナ。

対象…市内在住で平成11年4月2日
～12年4月1日に生まれた人。 午前
の部
（10時半～12時）…川崎・幸・中

かわさき巡回平和展
川崎大空襲や広島・長崎の原爆関連
パネルなどを展示。

原・高津区。 午後の部
（13時半～15
時）…宮前・多摩・麻生区。 対象者に

大相撲川崎場所
4月14日㈫9時～15時

とどろ

は12月16日から区役所などで配布す

日程

場所

る申込書で。申込書は市HPからもダ

12 月 21日㈯
～ 26 日㈭

多摩区役所
１階アトリウム

1 月 14 日㈫
～ 16 日㈭

宮前区役所
2階市民ホール

1 月 20 日㈪
～ 23 日㈭

幸区役所
1 階展示コーナー

ライン12ケ条」
、介護をテーマにした

大相撲川崎場所実行委員会☎589-

講談、昔の新聞や映像を見ながら当

7756
（平 日10時 ～17時）
。市民文

1 月 27 日㈪
～ 30 日㈭

中原区役所
5 階ホール

時を回想するレクリエーションなど。

化局市民スポーツ室☎200-3312

2 月 3 日㈪
～ 6 日㈭

高津区役所
1 階市民ホール

は当日先 着600人

2 月 10 日㈪
～ 20 日㈭

市役所第 3 庁舎
1 階ロビー
（※）

200-3926

2 月 25 日㈫
～ 27 日㈭

麻生区役所
2 階ロビー

ウンロードできます。

講座 講演
川崎病院市民公開講座
大腸がんとその予防をテーマに専門
医と管理栄養士が話します。

12月

19日㈭14時～15時半
（開場13時半）
川崎病院7階講堂
人

当日先着120

川崎病院患者総合サポートセン

ター☎233-5521

246-1595

女性のための
再就職準備セミナー
育児や介護などにより離職中で再
就職を目指す女性が対象。面接対策、
ビジネスマナー、メーク方法などを
学びます。 企業との交流会も。

2

い ず れ も8時 半 ～17時
（※ は 土・

は12月中旬に案内状を送ります。
こども未来局青少年支援室☎200-

きアリーナ

2669

200-3931

月14日10時から直接かわさき きたテ

介護予防いきいき大作戦
みんなで健康フェスタ！

ラス、電話でショッパーチケットサー

民館

高津市

講演
（13時から、大ホールで）
健康福祉局高

内 小・中 学 生 による音 楽 発 表。

0171 433-0232

時半） ミューザ 川 崎シンフォニー

カ月～就学前、先着10人、要予約)

生田緑地内の
博物館

市民が川崎の課題を
「魅力」
に変え

向ヶ丘遊園駅南口徒歩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。 年末年始に
ついては各施設HPで

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）
ミュージアムですてきなクリスマスを
館内はクリスマスムード一色に。3
階はらっぱでは、
クリスタルツリー
が 皆 さんをお 出
迎え。 土・日曜は
点 灯 式を行 いま
す。 詳 細 は 同 館
HPで。
12月25日まで

岡本太郎美術館

☎900-9898

900-9966

皮膜としての映像と
ダンスパフォーマンス
企画展関連イベント。ヒグマ春夫
の映像空間で繰り広げる、高宮梢の
神秘的な舞踏世界。
12月21日㈯、22日㈰、14時から、
16時から
観覧料

日本民家園
☎922-2181

そら

934-8652

企画展示
「うんことくらし
～便所から肥やしまで」
便所で使われる道具や、し尿の利用
とその処理を通して、私たちの生活の
足元を見つめ直しま
す。 毎 月1回、企 画
展示解説や関連イベ
ントの開催も。
1月4日～5月31日
入園料

ホール
3737

教育委員会指導課☎200200-2853

ミューザ川崎シンフォニーホール
☎520-0200
（10：00～18：00）
520-0103
川崎駅中央西口徒歩3分
MUZAランチタイムコンサート
「東京交響楽団弦楽四重奏Tribute
to 佐山雅弘」
と題して、佐山雅弘の弦
楽四重奏を初演。
1月14日㈫12時10分～12時50分
500円
直接、電
話、HPで同
ホール

かわさきスポーツパートナー

©Fujiko-Pro

かわさき宙と緑の科学館
☎922-4731

934-8659

12月のプラネタリウム
★一般向け
「沈まぬ太陽、昇らぬ太
陽」
。★子ども向け
「ほうきぼしとたい
ようけいたんけん」 土・日曜、祝日、
12時、14時半。★ベビー＆キッズア
ワ ー 18日 ㈬、10時 半、11時 半。
★星空ゆうゆう散歩
「クリスマスの星」
19日㈭13時半。★フュージョン投
影
「宇宙の姿を求める旅」 第2・4日曜
15時半。 観覧料

日以降の平日10時～17時。

わさきジョイフルバンド」の演奏と市

全2回

川崎シビックパワーバトル

ビスでの販 売は12月14日と12月16

公募により結成された
「ヤングか

1 月2 6日㈰ 1 3 時～1 6 時（開 場 1 2

できる市内在住の25人。保育あり(4

200-3599。※ショッパーチケットサー

子どもの音楽の祭典

日曜、 祝日を除く） 平和館☎433-

全回参加

ポートで大相撲川崎場所。
［先着順］

齢者在宅サービス課☎200-2651

月4日 ㈫、7日 ㈮、10時 ～14時 半、
てくのかわさき

12

ビ ス ☎0570-007-677、HPかFami

講演
「介護予防のための＂新＂
ガイド

1月14日㈫13時～17時

22,000～4,000円

川崎ブレイブサンダース
（バスケ）
Ｂリーグ
（とどろきアリーナ）
12月28日 ㈯18時5分 開 始、29日
㈰16時5分開始…滋賀レイクスター
ズ戦。1月4日㈯18時5分開始、5日㈰
16時5分開始…富山グラウジーズ戦
前売り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
川崎ブレイブサンダースマスコット
ロウル
©ＫＢＴ

市民ミュージアム
武蔵小杉駅からバス
「市民ミュージアム前」
下車すぐ
市民ミュージアムは、台風19号によ
る浸水被害に遭ったため、当面の間休
館させていただきます。
また、周辺一帯に立ち入り禁止区域
を設けています。
市 民ミュージアム☎754-4500
754-4533

広報テレビ・ラジオ番組
LOVEかわさき
（tvk）

（地デジ3ch）
土曜9：00～9：15

MC 敦士

COLORFUL KAWASAKI
（FMヨコハマ）

（84.7MHz）
日曜18：15～18：30
パーソナリティー 松原江里佳

（ラジオ日本）
かわさき for you
（1422kHz）
金曜17：28～17：33
パーソナリティー 吉木由美

かわさき ホット☆スタジオ（かわさきFM）

月～金曜15：30～16：00（79.1MHz）
※スマートフォンなどでも聞けます
かわさきFM

検索

総務企画局シティプロモーション推
進室☎200-3605 200-3915

