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新型コロナウィルスを含む感染症対策の基本は、「手洗い」や「マスクの着用を含む咳エチケット」です。こまめに石鹸で手を洗いましょう。

宮前区ホームページ　http://www.city.kawasaki.jp/miyamae/　［区版］は区の情報を中心に掲載しています。

（令和2年3月1日現在）

23万2,615人

10万947世帯

　区内では、皆さんの協力を得ながら、年間を通じて様々な統計調査が行われています。統計調査がどんなことに
役立てられているのかと、数字から見た宮前区を紹介します。　　　　　 区役所総務課☎856-3126 856-3119

◆ 行政が事業を実施していくためには地域をよく知ることが必要
です。まちの過去の状況や現状を知り、未来の状況を予測してい
くために統計調査は大事な役割を果たしています。

Ｑ
A

統計調査ってどのように行うの？
国や県から任命された統計調査員が直接訪問し、調査票を配
布・回収します。その後、各自治体の統計担当職員などが調
査票の確認を行い、最終的に国などが取りまとめを行います。

統計から見えてくる宮前区

に協力を統 調計 査

　国勢調査の結果はさまざまな行政施策の基礎データとして利用されています。
　例えば、人口は国の人口の基本となる法定人口として利用。選挙区の区割りや
地方交付税の算定の基準などにも利用されます。調査にご協力をお願いします。

今年は国勢調査が実施されます
＜調査期日１０月１日＞

 ４月、ＧＷ明けは窓口が混雑します
サンキューコールかわさき☎200-3939 200-3900

　引っ越しの手続きで窓口が混雑します。時間に余裕を持ってお
越しください。駐車場も大変混雑しますので、公共交通機関をご
利用ください。駐車場は1時間のみ無料です。

4月・5月
日 月 火 水 木 金 土
12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25
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3 4 5 6 7 8 9

混雑予想カレンダー

待ち時間

1時間以上

30分以上

2時間以上

窓口混雑状況を
確認できます

◆住民票、印鑑登録証明書は向丘出張所（平日：８時半～１７時）、
鷺沼行政サービスコーナー（平日：７時半～１９時、土・日曜：９時～
１７時、祝日は休み）でも交付しています。
※マイナンバーカードの電子証明書更新の手続きは、窓口が大
変混み合いますので、混雑日を避けてお越しください

番号発券機が新しくなり待ち時間中に
一時外出も可能になりました。

　統計調査員は、身分を証明する「調査員証」を携帯してい
ます。調査員証の提示がない場合や、問い合わせに不審な
点を感じられた場合は、総務課統計担当にご連絡ください。

調査に不安を感じたら調査元に確認を。

　調査を行う中で、親切に対応してくれたり、調査の趣旨を
理解して快く引き受けてくれたときはとてもうれしく思います。
また、歩くことが前提で体力が必要な仕事ですので、夏や冬
は大変ですが、自分の健康のためだと思って頑張っています。

統計調査員さんにやりがいを聞いてみました

区内在住の

統計調査員
さん

調査名 周期 活用事例

労働力調査 毎月 国民の就業及び不就業の状態を把握し
て、政府の景気判断や雇用政策など

家計調査 毎月
家計収支の実態を把握し、国の経済政策
の基礎資料、食品関連企業のマーケティ
ングの経営戦略など

工業統計調査 1年 工業の実態を把握して地域産業活性化政
策や国民経済計算（GDP）の基礎資料など

国勢調査 5年 人口予測、防災対策などの行政上の施策、
他の調査の基礎資料など

経済センサス 5年
経済政策や他の調査の基礎資料として活
用。企業では出店計画やマーケティング
戦略など

就業構造
基本調査 5年 労働者の介護や子育ての状況なども把握

し、様々な施策の基礎資料に
住宅・土地
統計調査 5年 自治体の空き家対策、高齢化社会におけ

るバリアフリー推進など
農林業
センサス 5年 農林行政施策を企画立案するための指

標、地方交付税の算定基礎など

調査票の
配布時期は

9月頃

区内で行われている主な調査
◆人口　約２３万人（市全体の約１５.1％）
◆世帯数　約１０万世帯（市全体の約13.6％）
◆一世帯当たり人員　約2.3人（市で一番多い）
◆標高　野川交差点付近で約１０ｍ、馬絹交差
点付近で約19ｍ、区役所付近で約６０ｍ、清
水台交差点付近で約73ｍ
◆面積　18.6k㎡（市で4番目に広い）
◆昼夜間人口比率　73.4%（市で一番低い）
※昼夜間人口比率とは、常住人口100人当たりの
昼間人口の割合であり100を下回っているときは通
勤・通学人口の流出超過を示します。

◆高齢夫婦の世帯数　約8千６百世帯（市で一
番多い）
◆平均寿命　男82.4歳、女88.4歳（男女どち
らも全国10位、市内2位）
◆年少人口比率　0～14歳の割合が13.5％（市
で一番高い）
◆持ち家の数　約５万１千住宅（市で一番多い）
◆専業及び兼業を合わせた販売農家数　167戸
（市で1番多い）
◆販売農家の経営耕地面積　約109ha（市で２
番目に広い）

出典：平成27年国勢調査、平成27年市区町村別生
命表、平成25年住宅土地統計調査、平成27年農
林業センサス、川崎市年齢別人口

東京ディズニ
ーランド約36
個分の広さな
んだって

通勤や通学で
昼間は区内に
いない人の割
合が市内で一
番高いってこ
とだね

植木や、ナシ、
ハナモモ、ブ
ロッコリーの
作付面積が広
いんだって

中学生の人数
が市内で一番
多いんだって

など
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「キャッシュカードすり替え型」にご注意！ 詐欺グループが自宅を訪問し、封筒を使用してカードをすり替える手口が発生しています。

日時　�4月２4日㈮１２時5分～１2時55分
場所　宮前区役所２階ロビー
※詳細はお問い合わせください。
区役所地域振興課☎856-3134 856-3280

第316回 みやまえロビーコンサート

区役所地域支援課 856-3237
※電話予約は９時から受け付けます

教室・健診案内地域みまもり
支援センタ―

日時（受付時間） 対象 内容・費用他 � ［先着順］

離乳食
教室
（初回）

❶5月12日㈫
❷5月18日㈪
10時～11時半
(9時45分～)

4～5カ月の
子どもと
保護者
各回30組

離乳食の始め方やす
すめ方について。母
子健康手帳、筆記用
具、抱っこひも持参
※❶❷は同じ内容

❶❷いずれも
4月16日
から電話で。
☎856-3264

離乳食
教室
（継続）

5月25日㈪
10時～11時半
(9時45分～)

6～10カ月
の子どもと
保護者30組

2回食以降の離乳食の
すすめ方について。母
子健康手帳、筆記用
具、抱っこひも持参

4月16日
から電話で。
☎856-3264

幼児食
教室

5月1日㈮
10時～11時
（9時45分～）

1歳3カ月～2
歳の子どもと
保護者20組

幼児期の食生活につ
いて。おやつの試食、
歯科相談あり

4月17日
から電話で。
☎856-3264

アレルギー
相談

5月27日㈬
14時～
(13時45分～）

区内在住の0
歳から就学
前の子ども
10人

医師による気管支ぜ
ん息、アトピー性皮膚
炎など、アレルギー性
疾患についての相談

4月16日
から電話で。
☎856-3302

会場は区役所1階健診フロア

〜ピアノで奏でる春の息吹〜　２年度の予算・事業が決定しました。区民の参加と協働により、地域の抱
える課題解決や地域の特性を活かした取り組みを実施します。詳細は区ＨＰ
をご覧ください。

区役所地域振興課☎856-3125 856-3280

　「宮前歴史ガイド」を持って、歴史や文化を探りながら歩きます。 ５月11
日㈪、9時半～12時半（雨天時は18日に延期） 宮崎台駅集合 20人（飲
み物、雨具など持参）４月15日から直接、電話で。［先着順］

5月19日～6月23日の火曜、10時～12時、全6回 菅生分館 20人
4月21日10時から直接、電話、区ＨＰで。［先着順］

　栄養士・看護師・保育士・先輩ママから、育児について学びます。 ❶5月
11日、❷5月18日、❸6月1日の月曜、❶❸は10時半～11時半、❷は10
時～11時、全3回。 ❶❸は地域子育て支援センターすがお❷は菅生保
育園 初回受講時に5カ月～1歳2カ月の子どもと保護者15組 ４月20日
までに電話か区ＨＰで。［抽選］

　食生活改善推進員・運動ボランティア・乳幼児健診の保育ボランティアの
養成。 6月1日、11日、18日、22日の月・木曜、13時半～16時（18日
のみ9時半～13時）、全4回 区役所1階健診フロア（18日のみ宮前市民館）
30人 500円 4月15日から電話で。［先着順］

　区内に転入して間もない人、地域をもっと知りたい人向けの交流会です。
開催日時・場所　❶宮前市民館6月12日㈮、❷有馬・野川生涯学習支援施設
（アリーノ）6月19日㈮、❸地域子育て支援センターすがお6月26日㈮、い
ずれも10時～11時半。お住まいの地域により会場が異なります。詳細は、
区HPまたは、電話でお問い合わせください。
以下のいずれかに当てはまる、おおむね３歳以下の子どもと

保護者❶昨年7月以降に区内に転入した人❷もっと地域を知り
たい、地元の知り合いを増やしたい人※初参加の人優先 4月
16日から電話か区HPで。［先着順］

5月30日～7月16日の木、土曜、10時～12時、全8回 菅生分館 平成31
年3月～令和２年3月生まれの子どもと保護者15組 1,000円（保育保険料・雑費）
5月14日10時から直接、電話、区ＨＰで。［先着順］※詳細はお問い合わせ下さい。

　スマホを持って街歩き。スマホも地域も学びます。 5月13日～7月15
日の水曜、13時半～15時半、全10回 宮前市民館 おおむね50歳以上
のスマホを持っている20人 200円（交通費は自己負担。） 4月15日10時
から直接、電話、区ＨＰで。［先着順］

5月18日、6月15日、7月20日の月曜、13時半～15時、全3回
16人 1,700円 4月15日から直接。［先着順］

5月12日、26日、6月2日、16日の火曜、14時～15時半、全4回
10人 100円 4月15日から直接。［先着順］

6月4日、25日、7月9日の木曜、13時半～15時、全3回 12人
2,000円 4月25日までに返信用ハガキを持参し直接。［抽選］

５月29日㈮、11時～16時（雨天時は6月5日に延期） 生田緑地東口ビ
ジターセンター集合 ２０人（飲み物、雨具など持参） 4月20日から直接、
電話で。［先着順］

今年度の区役所の主な取り組み

ウオーキング特集

講座特集

子育て特集

地域活動の担い手・ネットワーク・場づくり�………………… 1,455万円
・�「町内会・自治会ガイドブック」を転入者に配布するとともに、子育て世
代に向けたリーフレットを作成し、宮前区全町内会・自治会連合会主催
の多世代交流イベント「みやまえご近助ピクニック」などで配布すること
によって、町内会・自治会の加入促進を推進します。
区民との協働による安全・安心で、快適なまちづくり�……… 831万円
・�元年の台風被害を踏まえ、避難所運営に必要な資器材を新たに配備し
ます。
・�防災フェアを、「みやまえご近助ピクニック」と同時開催し、地域の防災
力向上を図ります。
その他の取り組み

多彩な地域資源を活かしたまちづくり� …………………… 1,001万円
心がつながり、互いに支え合う地域の輪づくり� …………… 801万円
地域における、切れ目のない子ども・子育て支援�…………… 926万円
区の機能強化に向けた取り組み�……………………………… 500万円
道路の維持補修�…………………………………………… 53,242万円
公園緑地・街路樹の維持管理� ……………………………… 7,206万円
区役所企画課☎856-3133 856-3119

いずれも市内在住60歳以上の人が対象

まちづくりウオーキング
～日本民家園を訪ね、 新緑のとんもり谷戸を歩く～

保育ボランティア入門講座
菅生分館☎977-4781 976-3450

親と子の子育て応援セミナー
区役所保育所等・地域連携担当☎856-3290 856-3237

親子で地元に知り合いを作ろう！ うぇるかむクラス
区役所地域ケア推進課☎856-3300 856-3237

「手と手をギュ！ゆっくりパパママになる講座」
菅生分館☎977-4781 976-3450

健康づくりボランティア養成講座
区役所地域支援課☎856-3302 856-3237

まちとつながる・シニアのスマホ講座
宮前市民館☎888-3911 856-1436

宮前老人福祉センター (宮前いきいきセンター )
〒216-0033宮前区宮崎2-12-29☎877-9030 877-9232

宮前市民館☎888-3911 856-1436

　乳幼児のいる保護者への情報発信と交流の場を作るイベントの企画委員
を募集します。月2回程度集まり、内容について話し合います。子連れで
の参加可。 随時、直接か電話で。

委員募集

歴史ガイドでまち歩き

「みやまえ子育てフェスタ２０２０」企画委員

アロマで心も身体も元気になろう！①

スペイン語圏の文化と語学を学ぼう

もっと楽しいコーヒー体験

10月24日㈯

　「あそび」を通じて交流する宮前市民館の一大イベントの企画運営委員を
募集します。 随時、直接か電話で。

「夏休み子どもあそびランド２０２０」企画委員8月23日㈰
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