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川崎区 区民アンケート結果

川崎区の住みやすさ 定住意向

はじめまして、
川崎区長です

質問内容　川崎区の住みやすさをどのように思われていますか。

バス・電車などの交通の便
強み

弱み

買い物などの日常生活の利便性

治安や風紀

自転車マナーの啓発などの交通安全対策

川崎区の強みと弱み
質問内容　満足度を教えてください。

質問内容　川崎区に住み続けたいと思いますか。

　川崎区長に就任した増
ま す だ あ つ し

田宏之です。
　川崎区は、宿場町としてにぎわった東海道川崎宿の歴史や、
日本有数の参拝客を誇る川崎大師平間寺、古くから日本経済を
けん引する京浜工業地帯、最先端の研究開発が進むキングス
カイフロントなど、多様で魅力的な地域資源を数多く有します。
　来年の4月には区制50周年を迎え、その翌年の2023年には
東海道川崎宿起立400年を迎えます。東海道川崎宿起立400
年においては、今年の1月から3月にかけて、記念ロゴマーク
のデザインを公募し、全国各地から寄せられた作品の中から一
般投票により決定しました。

　こういった記念行事を契
機に、区民の皆さんと一緒
に川崎区を盛り上げるとと
もに、昨今の風水害を踏ま
えた地域防災力強化や地域
のコミュニティーの活性化
などにも引き続き取り組み、
区民の皆さんが安全・安心
にいきいきと暮らし続けられるまちづくりを進めます。よろしく
お願いいたします。

東海道川崎宿起立400年
記念ロゴマーク

※「住 み や す い」
は「どちらかとい
えば住みやすい」、

「住 み にくい」は
「どちらかといえ
ば住みにくい」を
含んでいます

　昨年末に実施した区民アンケート調査結果の主なご意見を紹介します。アンケート調査結果は、今後
の区政運営の参考として活用していきます。詳細は区HPで。
※川崎区区民アンケートは、18歳以上の区民から無作為に2,000人を選びました。有効回答数は1,000件です

区役所企画課☎044-201-3267 044-201-3209 ▲区HP

　川崎区に「住みやすい」、「これからも住んでい
たい」と思っている人が多いですね。しかし、ま
だまだ皆さんの満足を得られていない状況です。
　こういったアンケート調査などを通じて区民の
皆さんのご意見を聴きながら、区民の皆さんや、
これから生まれてくる子どもたちのための安全・
安心で暮らしやすいまちづくりを進めます。

満足
どちらとも
いえない

無
回
答

不
満

▶これからも
　住んでいたい
　68.2％

7.4％

3.8％

86.3％ 6.2％ 4.7％ 2.8％

85.6％ 5.5％ 6.3％ 2.6％

31.2％ 24.1％ 41.4％ 3.3％

20.1％ 35.6％ 41.3％ 3.0％

▶わからない
▶無回答
　20.6％

▶市内の他区に
　移りたい
▶市外に
　移りたい

※「満足」は「やや満足」、「不満」は「やや不満」を含んでいます

▶住みやすい
　84.2％

▶どちらとも
　いえない

▶無回答 3.0%

▶住みにくい
7.1％

5.7％

風水害時の避難先
質問内容　台風・大雨などの風水害時
に避難勧告や避難指示が出された場
合、どこに避難するか教えてください。 ▶自宅が風水害に強いため

　避難しない
　33.9％

▶学校などの
　指定緊急避難場所
　に避難する
　22.4％

▶自宅の上層階に
　避難する
　16.8％

▶どうすればよいか分からない
▶何も考えていない

▶無回答
　13.8％

▶避難勧告や避難指示が出された後に
　避難するか考える
▶学校などの指定緊急避難場所がどこか
　分からないので、調べてから判断する
▶被害を受けにくい親戚や友人等の家へ避難する
▶危険性のないエリアへ車で移動し、車中で過ごす
▶被害を受けにくい宿泊施設へ避難する
▶その他の避難

4.1％
5.0％
4.0％

ポイント

ポイント
　強みを生かした施策の実施、弱みを克服するための施策の実施が重要です。弱み
の克服については、区で実施する地域課題対応事業などで適宜対策を進めています。

　区民の皆さんが確実に避難できるように、しっかりと広
報する必要があります。特に「学校などの指定緊急避難場
所に避難する」（22.4％）ということは、単純計算すると、
区民約23万人 × 22.4％ = 51,520人が学校などの指定
緊急避難場所に避難すると推測できます。
　一つの避難所に多くの人が殺到すると、避難所を中心
に混乱を招くおそれがあるばかりか、密によるウイルス感
染の可能性も高まります。
　こういった事態を防ぐため、風水害の被害を受けにくい
エリアへの事前の移動や、自宅の上層階など、一定の安
全を確保できる身近な場所への避難が重要です。
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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・日曜、祝日9時～17時 ☎044-244-1371

川崎駅周辺地区緑化推進重点地区計画
を改定しました

カルッツかわさきスポーツ・文化教室
参加者募集

区のお知らせ
申し込み方法は市版6面参照

＊川崎授産学園
☎044-201-3127 044-201-3209

区役所地域振興課

川崎宿大学　伝統の赤「紅」
－紅づくりの技と紅の歴史・文化－
　江戸時代から継承する紅づくりの
技や、化粧紅・浮世絵から紐

ひも

解く紅の
歴史や文化を紹介します。講師：八木
原美佳氏(紅ミュージアムエデュケー
ター ) 6月19日㈯14時半～16時
教育文化会館 50人 5月17日から
直接か電話かFAXかメール(61tisin@
city.kawasaki.jp)で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎044-233-6361 044-244-2347

教育文化会館

地域で子育てを楽しもう３
　子育てを楽しむための講座を地域
の子育てママが企画しました。 6月
5日㈯、6月15日㈫、7月3日㈯、8
月31日㈫、9月11日㈯、10時～12
時、全5回 同施設 区内在住の3
～5歳までの子どもと保護者10組 1
人250円 5月18日10時から直接か
電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎044-333-9120 044-333-9770

プラザ田島

すくすくルームたじま
　保育士と一緒に楽しく遊びます。子
育て中の親同士で交流しましょう。
6月15日、7月27日、8月17日、9月
28日、10月19日、11月16日、12月
7日、1月18日、2月15日、3月15日
の火曜、10時～12時、全10回 同

施設 未就学児と保護者15組 1組
300円 5月21日10時から直接か電
話で。［先着順］

＊川崎授産学園
〒210-0001本町1-8-4

☎044-280-7321 044-280-7314

東海道かわさき宿交流館

街道講演会　「世界遺産の２つの道」
を歩いて－熊野古道とカミーノ－
　佐竹信一氏(旅行愛好家)による講
演。 5月22日㈯14時～15時半(開
場13時半) 同施設4階 当日先着
100人。
アマチュア名人会
　社会人落語家が、それぞれの演目
を演じます。出演：山

さんすいていくまおう

酔亭熊王、立
たつ

の
家
や

猿
さる

之
の

助
すけ

ほか 6月20日㈰13時半～
16時 同施設4階 100人 6月11
日(必着)までに往復ハガキで同施設。
［抽選］

＊川崎授産学園
〒210-0011富士見2-1-9

☎044-276-9133 044-276-9144

富士通スタジアム川崎

はぐくみの里「春まつり」
　はぐくみの里で植物や土に触れなが
ら楽しく体験学習をしませんか。❶ひ
まわりの植え付け体験❷サツマイモの
植え付け体験❸田植え体験❹ハーブ
ティーのサービス 5月22日㈯10時
～12時(雨天決行、荒天中止) はぐ
くみの里(富士見公園内) ❷❸当日
先着20人※汚れてもよい服装での参
加をお願
いします

健診名 日程・受付時間 内容など 費用

ＨＩＶ
即日検査

1日㈫❶8時45分～10時15分
❷13時15分～14時45分
15日㈫❸8時45分～9時45分
※❶❷は梅毒検査も同時に実
施します

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❶
❷各15人❸10人

無料

❶❷5月18日❸6
月1日から電話で
区役所衛生課
☎044-201-3204
［先着順］

（会場はいずれも区役所5階）6月の健診案内地域みまもり
支援センター

発見！ Vol.19

　かわさき多摩川ふれあいロードをご存知ですか。誰もが安全・安心に利
用できるよう、親しみを込めて名付けられました。ここでは、ジョギング
やサイクリングなど、さまざまな活動
が行われています。５月は新緑の季
節、新たな活動をはじめるにはぴっ
たりな季節ではないでしょうか。多
摩川の自然豊かな環境で新たな活動
を始めてみませんか。

区役所企画課☎044-201-3267 044-201-3209

かわさき多摩川ふれあいロード

※「まちのひろば」とは、誰もが気軽に集える出会いの場です

かわさき区ビオラコンサート

出演　�クラリネットカル
テット

曲目　�3つのプレリュード
など

日時　�6月2日㈬12時10
分～12時50分

場所　�川崎アゼリア�サンライト広場（駅前本町26-2）
定員　50人

5月17日から市版6面の必要事項を記入しFAXかメール、電話で
区役所地域振興課☎044-201-3127 044-201-3209 61tisin@
city.kawasaki.jp�［先着順］

吉田有
ゆう

希
き

日下翔太鵜澤萌山田真悠子

　川崎の玄関口である川崎駅周辺地区にお
いて、みどりが人と人のつながる場や機会
をつくり、川崎の多様性や歴史・未来を感じ
られるまちづくりを進めていきます。詳細は
市HPで。
※「緑化推進重点地区」とは、重点的に緑化
の推進に配慮を加える地区のことです
建設緑政局みどりの協働推進課

☎044-200-2380
044-200-3973

　7月から始まる連続講座の参加者を募集します。他の講座は区役所など
で配布中のチラシや施設HPで。

　5月25日(必着)までに教室名、住所、氏名・ふりがな、電
話番号、年齢(7月1日時点)、市内在勤・在学の場合はその旨
も記入し往復ハガキか施設HPで〒210-0011川崎区富士見
1-1-4カルッツかわさき☎044-222-5211 044-222-5122�
［抽選］
※定員に満たない場合は6月20日10時から直接受け付け

パンフレット(表紙)▲市HP

定例コンサート

教室名 初回日程 時間 回数 参加料 対象・定員

すくすく赤ちゃん
産後ケア 7月5日㈪ 9時10分～

10時10分 10回 7,900円
3カ月～1歳の
子どもと
保護者10組

リフレッシュ
ヨーガ 7月6日㈫ 20時15分～

21時15分 10回 7,900円 16歳以上25人

ボディケア 7月8日㈭ 11時40分～
12時40分 10回 7,900円 16歳以上25人

▲施設HP

多
摩
川
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摩
水
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東
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子
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丸
子
橋 ガ
ス
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菅～古市場（約20.2 ㎞）
鈴木町～殿町3丁目
（約3.5 ㎞）

稲城市 六
郷
橋

大
師
橋

多
摩
川
大
橋

　6月1日から7日まではHIV検査普及週間です。HIV(エイズ)検査普
及のため6月1日㈫のHIV即日検査は、受付時間と人数を拡大し、梅
毒検査も同時に実施します。詳細は区HPで。 ▲区HP
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