
※撮影のため、一時的にマスクを外していただいた
写真もあります「さんかくガーデンづくり」に参加している皆さんに聞きました

　施設の利用者の皆さんが散歩に
出たときに、安心して一休みできる
所があればいいなと町内会に相談し
たところ、こんなにすてきな花壇が
できました。皆さんも喜んで散歩に
出掛けられるようになりました。私
自身も花壇作りに楽しんで参加して
います。下校途中の小学生や買い
物帰りの人など、いつも誰かに利用
されているのを見るとうれしいです。

安心して散歩を楽しんでもらいたくて

近所で介護施設
を運営する

林田菜緒美さん

　家族4人で参加していま
す。子どももちょっとした
お手伝いをして皆さんにか
わいがっていただき、楽し
いひとときを過ごしていま
す。「大きくなったね！」と声
をかけていただき、わが子
の成長を地域の皆さんが
見守ってくれているのを感
じ、ありがたく思います。

地域の人たちに見守られて

近所に住む
吉岡さん家族

　「三角」の形と、みんなが「参画する」ことで
「さんかくガーデン」という名前をつけまし
た。地元の園芸愛好家の方に、岡上に自生
する植物、伐採木や近所の家の瓦なども利用
した、地域になじむ空間をデザインしてもら
い、園芸指導もしてもらっています。町内会
役員と民生委員とで始めた花壇作りですが、
活動を「おか庭クラブ」と名づけ、参加自由に
し、月１回の活動日を決めてPRしたところ、
毎回多数の方が参加するようになりました。

皆さん気軽に参加しています

岡上町内会
総務役員

中川孝司さん

川崎区 中原区 宮前区 麻生区幸区 高津区 多摩区

が好きこのまち
気づいたら

　まちのどこにでもあるような小さな「ひろば」。楽しげに花壇の手入れをしてい
るのは、近隣に暮らす人たち。町内会・自治会では、防災・防犯など地域を守る活
動の他、人と人がつながるきっかけになる活動も行っています。そんな活動のひ
とつ、公共用地を活用した麻生区岡上町内会の「さんかくガーデン」を紹介します。

市民文化局市民活動推進課 ☎200-2479 200-3800

加入手続きはこちらから！

住民主体で暮らしやすいまちづくりを進める
町内会・自治会にぜひ気軽にご参加を

044-200-3939 8時〜21時（年中無休）
200-3900
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人口：153万9,522人（前年同月比9,732人増）　世帯数：75万949世帯
川崎市のデータ（令和2年9月1日時点）　※国勢調査実施のため9月1日時点の情報です市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談は
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　安全かつ確実に、可能な限り速やかに、希
望するすべての人がワクチンを接種できるよう
準備を進めています。
◎接種開始日は、決まり次第お知らせします
◎現在予定している集団接種会場は、右の表
　のとおりです
◎医療機関でも接種できるよう調整しています
◎接種は無料です

新型コロナワクチン最新情報
集団接種会場一覧

新型コロナワクチン接種に関する最新情報は
市ホームページをご覧ください

044-200-3928（健康福祉局新型コロナウイルスワクチン調整室）
（24時間。土・日曜、祝日も対応）☎044-200-0730

（４月１日以降、名称を変更する場合があります）

新型コロナワクチンに関する一般的な問い合わせは

新型コロナウイルス感染症コールセンター

住所 アクセス
教育文化会館 川崎区富士見2-1-3 川崎駅徒歩15分
幸市民館 幸区戸手本町1-11-2 矢向駅徒歩15分

中原市民館 中原区新丸子東3-1100-12
パークシティ武蔵小杉ミッドスカイタワー1・2階 武蔵小杉駅徒歩3分

高津市民館 高津区溝口1-4-1ノクティ2 12階 武蔵溝ノ口駅・溝の口駅徒歩2分
宮前市民館 宮前区宮前平2-20-4 宮前平駅徒歩10分
多摩市民館 多摩区登戸1775-1 登戸駅徒歩10分、向ヶ丘遊園駅徒歩5分
麻生市民館 麻生区万福寺1-5-2 新百合ヶ丘駅徒歩3分
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案 内
納税通知書の発送

　3年度の固定資産税・都市計画税納
税通知書は4月8日に発送します｡
市税事務所資産税課、市税分室資産
税担当。
固定資産税(土地･家屋)の
縦覧制度

　固定資産税の納税者は、所有して
いる土地・家屋の他、同一区内の土地・
家屋の価格も確認できます。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(マイナンバーカード、
運転免許証など)を持参してください。
顔写真付きの書類がない人は健康保
険証や国民年金手帳などの書類を複
数提示してください。代理人は委任
状も必要です。期間…4月1日～30日
(土・日曜、祝日を除く)。 資産の
所在する区を担当する市税事務所資
産税課、市税分室資産税担当。
国民健康保険高額介護合算療養費
支給のお知らせ

　国民健康保険と介護保険の両方に
自己負担額がある世帯が対象です。
令和元年8月～2年7月の自己負担額
を合計し、限度額（所得･年齢により
異なります）を超えた世帯を対象に、
超えた額を支給します。対象の世帯
主宛てに、申請のお知らせを順次発
送します。対象の世帯でも、上記期
間中の市外への転出・市外からの転入
などで、書類が届かない場合は別途、
申請が必要です。詳細はお問い合わ
せください。 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 こくほ・こうきコールセ
ンター☎982-0783
国民年金保険料（月額）の改定

　4月から16,610円に改定されます。
区役所保険年金課、支所区民セン

ター保険年金係。
市立学校教員採用試験
説明会

　教員免許所有者・取得見込み者が
対象。 各前日までに市HPで教育

委員会教職員人事課☎200-3843
200-2869 [事前申込制]
日本脳炎ワクチンの供給不足
による一部定期接種の優先

　上記ワクチンの製造が一時停止し
たことにより、供給量の調整が行わ
れます。そのため、供給が安定する
まで特定の対象の人を優先して行い
ます。供給回復は12月以降となる見
込みです。対象者の条件など詳細は
問い合わせるか市HPで。 予防接種
コールセンター☎200-0142 200-
3928
市公募債（5年満期）の販売

　1万円単位で購入でき、元本は5
年後に一括償還、確定利率で年2回
の利息が受け取れます。利率など発
行条件は4月9日㈮10時ごろに決定。
窓口販売は12～23日。詳細は市HP
で。 財政局資金課☎200-2182
200-3904
女性のための起業家無料相談会

　創業や経営の悩みについて中小企
業診断士か税理士に相談できます（1
人45分程度）。 4月24日、6月5日、
7月10日、8月28日、9月25日 の 土
曜、13時～17時 すくらむ21 起
業する意思があるか起業して5年以内
の女性、各日8人。保育あり（1歳～就
学前、各日先着6人、350円、相談
日の3日前までに要予約） 3月25
日9時から直接、電話、申込書（チラシ）
をFAX、HPで、 すくら む21☎813-
0808 813-0864 [先着順]。※チラ
シは3月22日から区役所などで配布。
世界自閉症啓発デー　動画配信

　今年度は、過去の同啓発デーに合
わせて行われたイベントのダイジェス
ト映像を、市発達相談支援センター、
市自閉症協会のHPで動画配信しま
す。 期 間 …4月2日～8日。 詳 細 は
お問い合わせください。 健康福祉
局障害計画課☎200-3796 200-
3932
腎臓病講座・料理教室の資料配布

　慢性腎臓病患者の食事療法、減
塩などの料理のこつについての資料
を希望者に配布します。発送は申し
込みから約1カ月後です。 4月8日

（必着）までに「腎臓病資料希望」も記
入しハガキで〒211-0063中原区小
杉町3-26-7市医師会☎711-3011
711-3012。※詳細は市HPで。

　市政への苦情を聴きます。午前は
予約優先、午後は予約のみ（前日まで
に電話で）。 4月9日㈮、9時～12
時、13時～16時 川崎区役所7階
会議室 市民オンブズマン事務局
☎200-3691 245-8281
川崎駅西口8号ペデストリアン
デッキエレベーター更新工事

　4月26日～6月18日に実施します。
期間中は、代替エレベーターをご利
用ください。詳細はお問い合わせく
ださい。 建設緑政局道路施設課☎
200-2836 200-7703

かわさき宙
そら

と緑の科学館
プラネタリウムの休止

　4月6日～28日は機器保守点検の
ため休止します。展示室は開館。
同館☎922-4731 934-8659

募 集
障がい者社会参加学習活動の参加者

　社会見学や工作などの活動を通し
て地域交流、仲間づくりをします。対
象…市内在住・在勤で知的障害があ

り、活動場所まで1人で来られる人。
活 動 …5月～4年3月、 月1回 程 度。
材料費・交通費などは自己負担。日程、
条件など詳細は各館へお問い合わせ
ください。

　 各締め切りまでに直接か電話
で各館［選考］。※企画・運営を行うボ
ランティアも各館で募集中。
かわさきマイスター候補者

　対象…応募時点で市内在住か在勤
1年以上で、応募職種に25年以上従
事し、優れた技術・技能を有する40歳
以上の人。自薦・他薦は問いません。
認定された人には、認定証、報奨金
などを授与。イベント出展や広報など
を通じて活動を支援します。 4月
1日～5月28日（必着）に推薦書を直接
か郵送で〒210-8577経済労働局労
働雇用部☎200-2242 200-3598 

［選考］。※推薦書は同部で配布中。
市HPからもダウンロードできます。
河川愛護ボランティアの活動団体

　河川や水路の環境を守る清掃活動な
どを自主的に行う団体｡  活動に必要
な軍手やごみ袋などは市が支給。 ↗

● 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

シティプロモーションツイッター ＠kawasaki_pr 市公式チャンネル 川崎市チャンネル 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・学年　
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

最新情報の確認、感染症予防への協力について
　市政だより発行後に、掲載されている内容について変更・延期・中止となる場合があります。市政だよりに掲載
している施設の利用・イベントへの参加時には、マスクの着用・手指の消毒の徹底、混雑時の入場制限など感染防
止対策にご協力ください。詳細は各問い合わせ先にご確認ください。

市LINE公式アカウント @kawasakicity 検索

日程 時間 場所

4月6日㈫ 19時～
20時半 麻生市民館

4月17日㈯ 13時～
15時 中原市民館

4月28日㈬ 19時～
20時半

市役所
第4庁舎

東芝未来
科学館

ミューザ
川崎

西口通り
川崎
駅

バスのりば

至横
浜

ラゾーナ
川崎プラザ

代替
エレベーター

工事
エレベーター

エレベーター利用時の迂
う

回
かい

路

※＊についてはお問い合わせください

活動場所
申し込み・問い合わせ

人数
締め切り

教育文化会館（川崎区）
☎233-6361 244-2347

30人
4月16日

幸市民館
☎541-3910 555-8224

20人
4月16日

中原市民館
☎433-7773 430-0132

40人
4月16日

高津市民館
☎814-7603 833-8175

35人
5月13日

宮前市民館
☎888-3911 856-1436

25人
4月16日

多摩市民館
☎935-3333 935-3398

＊
＊

麻生市民館
☎951-1300 951-1650

30人
4月16日

募集するパブリックコメント

市政に参加しましょう！みんなでパブリックコメント

名称 提出・問い合わせ

❶
市内の野球場などに
おける管理運営の変
更について（案）

4 月 15 日までに〒 210-8577 建設緑政局
みどりの企画管理課☎ 200-2394 200-
3973

❷ 川崎市市民葬儀制度
の見直し（案）

3 月 24 日～ 4 月 22 日に〒 210-8577 健
康福祉局生活衛生課☎ 200-0457 200-
3937

　各締め切りまでに必要事項も一緒に直接、郵送（消印有効）、FAX、市 HP で
提出してください。※いずれも書式自由。資料は各提出先、区役所、市 HP な
どで公開・配布中

　パブリックコメントは市民生活に重要な政策などを定めるときに、市民から意
見募集を行うことで、政策などをより良いものにするための市民参加制度です。

市民文化局協働・連携推進課☎200-2094 200-3800

巡回市民オンブズマンの開催
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円 チケット販売中。直接、電話、
HPで同ホール☎520-0200（10時～
16時）、または電話かHPで東響チケッ
トセンター☎520-1511（平日10時～
18時）。［先着順］ 同ホール 520-
0103。※チケットぴあ、イープラス、
ローソンチケットでも購入できます。
川崎大師薪能

　川崎大師の特
設舞台で能「 土

つち

蜘
ぐ

蛛
も

黒
くろ

頭
がしら

」=写
真、狂言「鬼

おに

瓦
がわら

」
などを楽しみま
す。 5月27日
㈭17時 半 開 演

川崎大師平間
寺(川崎大師駅徒歩8分） 700人 S
席6,500円、A席4,500円（A席 の み
25歳以下は2,000円）。雨天時は同
所信徒会館に会場変更(S席のみ入場
可。A席は払い戻し） 4月12日10
時から電話かインターネットでチケッ
ト ぴ あ ☎0570-02-9999(Pコ ード：
505-366） [先着順] 市文化財団☎
272-7366 544-9647
市広報について

◎かわさき市政だよりの発行…1日号
と21日号の月2回としていましたが、
5月から毎月1日に月1回発行します。
また5月号からページ数を12ページに
変更します。
◎かわさき市政だよりの配布…新型
コロナウイルス感染症の影響による一
時的な対応として、4月1日号と5月号
以降も当面の間、業者による全戸へ
のポスティング（郵便受けなどへの投

とう

函
かん

）で配布します。4月21日号は、新
聞折り込みで配布します。
◎広報掲示板へのポスター掲示中止
…3月末をもって掲示を中止します。
　 総務企画局シティプロモーション
推進室☎200-2287 200-3915

す。交通費程度の謝礼あり。
随時、電話かメールで教育委員会生
涯学習推進課☎200-3309 200-
3950 88syogai@city.kawasaki.
jp ［選考］
◎養成講座… ❶4月21日～5月19
日の水曜（5月5日を除く）❷5月26日
～6月16日の水曜、いずれも9時半
～11時半（寺子屋見学は水曜午後）、
いずれも全4回 ❶は生涯学習プラ
ザ❷は教育文化会館 全回参加でき
る各30人 ❶は4月7日❷は5月
12日までに電話、FAX（❶か❷も記
入）、HPで市生涯学習財団☎733-
6626 733-6697 [抽選]｡ ※詳細
は問い合わせるか同財団HPで。
就労定着支援セミナー
レジリエンス 折れない心の作り方

　就労中の人などを対象に、職場で
長く働き続けるための、ストレスへの
対処法について学びます。 5月15
日㈯13時～16時 てくのかわさき
24人 4月15日9時から電話でキャ
リアサポートかわさき 0120-95-
3087（平日9時～17時） [先着順] 経
済労働局労働雇用部☎200-2276
200-3598

イベント
ミューザ川崎シンフォニーホール
＆東京交響楽団　名曲全集

　出演は、指揮：沼尻竜典、ピアノ：牛
田智大＝写真、曲目はショパン「ピア
ノ協奏曲」、チャイコフスキー「交響曲
第4番」他。 4月10日㈯14時開演
ミューザ川崎シンフォニーホール 小
学生以上1,997人 S席6,000円、A
席5,000円、B席4,000円、C席3,000

↘年1回、活動の課題などについて
の意見交換会も。対象…5人以上の
団体（3分の2以上が市内在住か在勤
か在学者)｡ 建設緑政局河川課☎
200-2906 200-7703。※詳細は
問い合わせるか市HPで。
市障害者スポーツ大会の参加者

　全国障害者スポーツ大会の市選手
団代表選考会を兼ねています。

　　　　　　　　　　　　　　　
いずれも身体・知的・精神（❶は身体

のみ）に障害がある13歳以上の人
❶❷は3月26日❸❹は4月9日❺は4
月23日までに申込書を直接かFAXで
住んでいる区の区役所高齢・障害課、
地区健康福祉ステーション高齢・障害
担当 市民文化局市民スポーツ室☎
200-3547 200-3599 [事前申込
制]。※申込書は同課・担当で配布中。
市HPからもダウンロードできます。

講 座  講 演
かわさきFM朗読セミナー

　声優やアナウンサーの指導で楽しく
朗読を学びます。 水曜❶午前❷午
後クラス…4月7日～6月23日（5月5

日を除く）。木曜❸午前❹午後クラス
…4月8日 ～7月1日（4月29日、5月6
日を除く）。❶❸は10時～11時45分
❷❹は13時半～15時15分。各クラ
ス、講座終了以降の土曜か日曜（ラジ
オ生放送での朗読）を含む全12回
市コンベンションホール 各13人
28,000円 3月25日10時から電
話で、かわさきFM☎712-1791（平
日9時～17時半） 712-1500 [先着
順]。※生放送出演の日程など詳細は
お問い合わせください。
気になる医療について考える

　新型コロナウイルス感染症、災害
医療などについて医師が解説するオ
ンライン講座。 4月13日㈫、5月
11日 ㈫、6月8日 ㈫、29日 ㈫、7月
10日㈯、火曜は14時～15時半、土
曜 は15時 ～16時 半、 全5回 100
人 4,480円 4月6日15時半（必
着）までに直接、申込書（チラシ）を郵
送かFAX、HPで〒211-0064中原区
今井南町28-41かわさき市民アカデ
ミー ☎733-5590（平日9時 ～16時）

722-5761 [抽選] 教育委員会生
涯学習推進課☎200-3339 200-
3950。※詳細は区役所などで配布中
のチラシで。
寺子屋先生になりませんか

◎先生の募集…子どもの放課後学習
のサポートや体験活動の指導をしま

最新の市政だよりは、自治体広報アプリ「マチイロ」でも見られます➡︎講座・イベントなどへの申し込み方法は2面上部を参照してください

講座・イベントなどへの申し込み方法は2面上部を参照してください

市職員募集

会の名称《概要》 任期・人数 申し込み・問い合わせ

❶

福祉有償運送運営
協議会≪移動制約
者を対象にした有償
運送（移送サービス）
の必要性について
協議する≫

委嘱された日から 2 年
間
2 人 ( 移送サービスを
受ける人か家族、1 年
以上福祉活動を行って
いる団体に所属してい
る人、各 1 人 )

3 月 22 日 ～ 4 月 15
日（ 消 印 有 効 ）に 直
接 か 郵 送 で 〒210-
8577 健 康 福 祉 局
障 害 福 祉 課 ☎ 200-
2928 200-3932

❷
川崎市食育推進会
議≪市の特性を生
かした食育の推進
について協議する≫

7月 1日～ 5年 6月 30日
2人 3 月 22 日 ～ 4 月 21

日（必着）に直接か郵
送 で〒210-8577 健
康福祉局健康増進課
☎ 200-2451 200-
3986❸

川崎市市民健康づ
くり運動推進懇談
会≪市民の健康づ
くりの推進につい
て意見聴取する≫

6月 1日～ 5年 5月 31日
1人

市民委員募集

　資格…いずれも20歳以上で市内在住1年以上の人 (市職員と市付属機関など
の委員を除く)。[選考]。※申し込みの方法、小論文のテーマなど詳細は、いず
れも申し込み開始日から市HPで。 は各提出先、区役所他で配布する案内
でも確認できます

選考区分 資格・人数 申し込み

❶ 整備員

次の要件を全て満たす人。A 3 年 8 月
1 日時点で、二級自動車整備士免許（ガ
ソリンまたはジーゼル）以上を保有ま
たは保有見込みB昭和 56 年 4 月 2 日
以降生まれ。若干名

4 月 7 日 ( 消印
有効 ) までに申
込書と必要書類
を簡易書留で

❷ 運転手
【養成枠】

次の要件を全て満たす人。A 3 年 10
月 1 日時点で、大型自動車第二種免許
の受験資格があることB昭和 56 年 4
月 2 日以降生まれC視力が両眼で 0.8
以上かつ片眼でそれぞれ 0.5 以上（矯
正視力を含む）。3人程度

5 月 18 日 ( 消
印有効 ) までに
申込書と必要書
類を簡易書留で

　 〒210-0006川崎区砂子1-8-9交通局庶務課☎200-3215 200-3946 
[選考]。※いずれも詳細は市バス各営業所や区役所などで配布中の選考案内・
申込書で。市HPからもダウンロードできます

◎市バス整備員・運転手
選考日… は4月17日(土) は5月29日(土)

　 〒210-8577病院局庶務課☎200-3846 200-3838 ［選考］。※詳細
は同課、区役所などで配布中の選考案内で。市HPからもダウンロードできます

資格 申し込み

昭和 37 年 4 月 2 日以降生まれ
で、採用日までに必要な免許を
有するか取得見込みの人

4 月 9 日 ( 消印有効 ) までに必要書
類を直接か、封筒の表に「病院局選
考申込」と朱書きし簡易書留で

◎助産師・看護師 選考日…4月25日（日）

種目 日時 場所
❶アーチェ
リー

4月11日㈰
10時～

カルッツ
かわさき

❷水泳

4月25日㈰
10時～
身体に障害
がある人は
14時～

多摩
スポーツ
センター

❸フライン
グディスク

5月8日㈯
10時～

等々力緑地
多目的広場

❹陸上 5月23日㈰
10時～

等々力陸上
競技場

❺卓球 5月29日㈯
10時～

幸スポーツ
センター

※❸❹は荒天中止

一昨年5月の様子



　英国のホストタウンとして、市
がオリンピック・パラリンピック代
表チームの事前キャンプを受け入
れることに伴い、英国に似た風景、
英国風の店・食事・文化、実際に
英国で撮影した写真と、その写真
にまつわるエピソードを募集。一
部の写真は市HP・ツイッターなどで公開する他、公共施設で展示し
ます。条件は下記の通りです。
写真　市内か英国で撮影したカラー写真、1人3点まで。合成写
真は不可。1点につき1～10MBのデータで提出
エピソード　撮影場所・日時、思い出などを150字程度

5月21日までに市HPで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 [選考]
※詳細は4月5日以降に市HPで

　市の総合就職相談窓口「キャリア
サポートかわさき」に、4月1日からオ
ンライン相談窓口を開設します。自
宅などから気軽にアクセスできます。
電話による事前予約制です。キャリ
アサポートかわさきを初めて利用す
る場合は、初回登録と面談のため、来所が必要となります。
相談日時　月～土曜（祝日を除く）、10時～12時、13時～17時

随時、電話でキャリアサポートかわさき 0120-95-3087（平
日9時～17時） ［事前予約制］

経済労働局労働雇用部☎200-2276 200-3598
※アクセス方法など詳細は3月31日から区役所他で配布するチラ
シかキャリアサポートかわさきＨＰで

地域文化財を紹介した
ガイドブック（第2回）は
区役所などで配布中

がんばるものづくり企業
操業環境整備助成制度

「あなたが見つけた英国」の
写真をお寄せください

キャリアサポートかわさき
オンライン相談窓口を開設

❶泉澤寺鐘楼
（中原区）

❷芭蕉「春の夜は」の句碑
（宮前区）

❸石造本田地蔵尊像
（幸区）

川崎じもと応援券コールセンター
☎0570-027-738 244-5770

地域文化財の候補を募集
　市では、国・県・市に指定・登録されていない文化財に光を当
て、多くの人にその価値を伝えるため、川崎市地域文化財顕
彰制度を定めています。これまでに3回募集を行い、歴史的
建造物や継承されてきた祭りなど、地域で守られ伝えられてき
た文化財計159件を顕彰しました。
　新たに4回目として、文化財の管理や活用に関わりのある団
体などから、地域文化財候補を募集します。

種類 例
有形文化財 社殿、石碑、仏像、古文書など
無形文化財 伝統芸能など
有形民俗文化財 供養塔、手

ちょうず
水鉢、扁

へん
額
がく

、絵馬など
無形民俗文化財 祭り、囃

はや
子
し

、神楽など
記念物 遺跡、土木遺産、地域固有の植物や地形など

4月1日～6月30日（必着）に申込書を直接か郵送で〒210-8577教育委員会文化
財課☎200-3305 200-3756 ［選考］
※申込書は4月1日から区役所などで配布。詳細は市ＨＰで

　市のものづくり企業の集積を維持・強化するとともに、近隣の住
環境との調和を図ることを目的とした、2本柱の助成制度です。

　市政だより掲載記事には、３年度予算の執行を伴う事業な
ど、市議会の議決により確定するものも含まれます。

立地促進支援 操業環境改善支援

対象者 中小製造業者 対象地域に工場を有する中
小製造業者

対象事業

・対象地域に工場などを
新・増設する事業

・対象経費総額500万円
以上の事業

・操業環境の改善（防音、防
振、脱臭対策など）に向け
た取り組み

・対象経費総額10万円以上
の事業

助成額 対象経費の5分の1以内
（上限3,000万円）

対象経費の4分の3以内（上
限300万円）

募集期間 4月1日～4年3月31日 4月1日～4年1月31日

直接、経済労働局工業振興課☎200-3936 200-3920 
※いずれも月ごとに選考。予算額に達した時点で募集終了。詳細
は市ＨＰで

©Fujiko-Pro

　新型コロナウイルスの感染が疑われる症状が出た場合、一般の風邪と同様に、ま
ずは、かかりつけ医に相談・受診し、かかりつけ医に受診できない場合は、症状に
合わせて県や市の相談窓口にご相談ください。

健康福祉局感染症対策課☎200-2441 200-3928

新型コロナウイルス感染症の相談・受診

新型コロナウイルス感染症関連の
最新情報は市HPで

トップページの総合ページ
から見られます

川崎じもと応援券
特設サイト

　川崎じもと応援券の利用期間の再延長
に伴い、利用店舗募集を再開します。
参加条件　市内に事業所・店舗などがある
中小企業・個人事業主
対象業種　小売業、宿泊・飲食業、建設業、
生活関連サービス・娯楽業、その他の業種

川崎じもと応援券
利用店舗を募集

顕彰された地域文化財の一例 ❶❷は有形文化財、❸は有形民俗文化財

発熱・喉の痛み・せきがない場合
（新型コロナウイルスやワクチンの一般的な相談）

（24時間。土・日曜、祝日も対応）
☎044-200-0730

川崎市新型コロナウイルス感染症コールセンター

発熱・喉の痛み・せき
いずれかの症状がある場合

（9時～21時。土・日曜、祝日も対応）
☎0570-048914
神奈川県発熱等診療予約センター

　3年度も、川崎じもと応援券（第2弾）の発行を予定していますので、ぜひ、
利用店舗としての参加をご検討ください。詳細は、決まり次第、特設サイ
トなどでお知らせします。
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4月20日（必着）までに、❶読んだ号❷氏名❸住所❹年齢❺最も良かった記事とその理由❻市政だより全般への意見を記入し、
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］。※応募は1人につき１回まで
とさせていただきます。※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
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