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９月１日㈬１４時～１５時、市内在住６０歳以上の人を対象に、防災講座を行います。詳細は、宮前老人福祉センター☎044-877-9030 044-877-9232

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3年6月1日現在）

23万4,308人

10万3,469世帯

その時、あなたはその時、あなたはどどうう　　　　すするる？？避難
あなたの住んでいる
場所は危険区域に該
当しますか？
まずハザードマップで
確かめてください

1 2該当して
いる

該当して
いない

確保して
いない

確保して
いる

～非常持ち出し品について～

友人・知人・親戚宅
などの安全な避難
場所を確保してい
ますか？

自宅待機

マイタイムラインの活用

避難情報 情報の意味

緊急安全確保
（※１）

災害が発生、もしくは切迫している状況に
発表されます。建物の２階以上や崖の反対
側など、少しでも安全な場所で命が助かる
行動をとりましょう

避難指示 危険な場所にいる人は全員、避難行動（※
２）をとりましょう

高齢者等避難 高齢者や体の不自由な人など移動に時間が
かかる人は避難を始めましょう

（※１）�緊急安全確保が発表されてから家を出て避難することは、手遅れになる可能性が高いです。危険区域に住んでいる人は必ず避難指示までに行動を
とりましょう

（※２）�避難行動とは、危険区域に住んでいる人が避難所や知人宅へ避難する「立ち退き避難」と、立ち退き避難がかえって命に危険を及ぼしかねないと自ら
判断する場合、その時点でいる建物内において、より安全な部屋などへ移動する「屋内安全確保」があります

　避難情報は同報系無線「防災テレフォンサービス」、市
HP、かわさき防災アプリ、メールニュースかわさき、テレ
ビのデータ放送などでお知らせします。

　避難とは単に避難所に行くことだけではありません。最新の
情報を確認し、正しい避難行動とそのタイミングを考えましょう。
区役所危機管理担当☎︎044-856-3114 044-856-3280

大雨台風 
接近中！

区役所危機管理担当などで
各ハザードマップを配布中。

区HPからもダウンロードできます。

内水 洪水 土砂災害

危険度高

　川崎市地域防災計画では風水害時の避難所のことを「緊急
避難場所」といいます。
　「緊急避難場所」とは、台風などが過ぎ去るまでの間、一時
的に安全に過ごすための場所です。
　区内では土砂災害・洪水の可能性が高まると区内小中学校
など最大21カ所の緊急避難場所を開設します。

　「いつ」「誰が」「何をするのか」をスケジュールにまとめておくこと
で、いざという時に慌てずに行動をとる助けになります。
詳細は、

どうやってまとめよう？～マイタイムラインを作成しましょう～

作成方法は
市HPで

検索川崎市　マイタイムライン

□飲料水　□非常食（パンなどすぐに食べられる物）　
□着替え・上着（防寒着）　□救急医薬品・常備薬　
□マスク　□アルコール消毒液　□体温計　
□タオル・ウェットティッシュ　□ごみ袋　□携帯トイレ　
□懐中電灯　□携帯ラジオ　□電池　□携帯電話・充電器　
□現金　□寝具（毛布やアルミブランケットなど）

非常持ち出し品の例（各家庭の事情に合わせたものを用意しましょう）

何を用意しておけばいいの？
　非常時に持ち出すものをあらかじめ準備しておきましょう。持ち物は、必要最低限にとど
めて重くなりすぎないこと、防水性が高いリュックサックを用意することなどが大切です。

一口メモ

事前の備え

　ただし自宅が危険区
域に隣接している、また
は過去に被害にあったこ
とがある場合は３へ進む

3
　緊急避難場所ではペット
との同行避難※を認めてい
ます。

　新型コロナウイルス流行に
よる感染リスクを抑えるため、
学校の体育館だけではなく教
室なども活用し、避難する人
に応じた避難スペースを用意
します。具体的には一般避難
者、要配慮者、発熱者（３７．５
度以上）、濃厚接触者をそれ
ぞれゾーン分けし、使用する
トイレも区別します。

知人宅などで待機

緊急避難場所への
避難

※「同行避難」とは、飼い
主がペットをケージなどに
入れて一緒に避難するこ
とです。避難所ではペッ
トと別々に過ごします

一口メモ

大雨・台風時の避難情報が変わりました
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「交通ルールを守って　夏を楽しく安全に」　７月１１日～２０日は「夏の交通事故防止運動」期間です。

次の地域に住んでいる人は、当日の投票所が変更となります （住所の記載がない地域の変更はありません）

住所
野川台１丁目１７番１号から４号
西野川２丁目５番１号から３号
西野川２丁目６番２３号以降
西野川２丁目１４番１０号以降
西野川２丁目２９番１４号から２２号
西野川３丁目５番各号
西野川３丁目９番４号以降

※これまでの投票所では投票できません。詳細は選挙時に送付される投票所案内でご確認ください。
※投票日の当日に投票所に行くことができない人は期日前投票をご利用ください。 区選挙管理委員会☎044-856-3126 044-856-3119

住所
西野川2丁目30番39号以降
西野川3丁目11番8号から58号
西野川3丁目18番�1号から18号、

20号から37号
西野川3丁目22番�1号から2号、�

4号から10号
西野川3丁目29番1号から15号

選挙（投票日）当日の投票所が変わります

西野川小

野川第二公園

野川第3公園

野川第4公園
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野川小学校
入口

飲食店

衣料品店

幼稚園

交番 農協
文具店

上野川

投票所

区のお知らせ
申し込み方法は市版6面参照

区役所地域振興課
☎044-856-3134 044-856-3280

パラリンピック採火イベント
　区における種火の採火を和太鼓の
演奏とともに実施します。雨天の場合
は採火のみ。 8月13日㈮15時～16
時 宮前市民広場 区役所地域振興
課☎044-856-3125
緑化活動団体への花苗支援
　区内の公有地にある花壇を自主管
理している30団体程度を対象に花苗
を提供します。 11月1日～30日
8月2日～27日（必着）に区役所などで
配布する申請書と花壇の図面・写真・
公有地の使用許可書などの写しを直
接か郵送で。［選考］
区民限定オンラインエクササイズヨ
ガ「おやすみヨガ」-EARTH-
　 8月6日～27日の金曜、21時～
21時45分、全4回 １５人 1,100
円 ７月１５日から直
接か電話でフロンタウ
ンさぎぬま☎044-854-
0210 044-862-5030�
［先着順］

宮前スポーツセンター
☎044-976-6350 044-976-6358

スポーツデー（個人開放日）
　卓球、エアロビクスなど予約なしで

も参加できます。 同センター 小
学生以上 20歳以上220円、20歳
未満・学生110円。※日程・定員など
詳細は同センターＨＰをご覧いただく
かお問い合わせください。

市消防防災指導公社
☎044-366-2475 044-272-6699

普通救命講習Ⅰ
　心肺蘇生法や、自動体外式除細動
器（AED）の取り扱い方法などの講義
と実習。受講者に修了証を交付しま
す。 ９月１日㈬９時～１２時 宮前消
防署 ３０人 ８００円 ８月１２日９時
から電話で。［先着順］

宮前市民館
☎044-888-3911 044-856-1436

宮前親子学級〜宮前区で一緒に育
とう！つながろう！
　子育てについて学んでみませんか。
９月２日～１２月９日の木曜（９月２３日
を除く）、１０時～１２時、全１４回 宮
前市民館他 平成２９年４月２日以降
生まれの第１子の保護者１０
人（子ども同伴可） ４００円
７月１５日１０時から直接、
電話、区HPで。［先着順］
夏休み子どもあそびランド
　「あそび」を通じて交流するイベント
です。 8月21日㈯、22日㈰、10
時～15時 宮前市民館 7月16日
10時から電話で。［先着順］。※詳細
は7月1日から区HPか区役所などで配
布するチラシをご覧ください。

あそびランドをもっと楽しむ！
サポーター養成講座
　あそびランドのサポーターをもっと
楽しみたい人向けの講座です。受講
者には当講座の修了証を発行します。
8月3日㈫、11日㈬、10時～12時、

全2回 宮前市民館 講座終了後、
８月２１日、２２日に開催する「夏休み子
どもあそびランド」で、サポーターとし
て参加できる中学・高校・大学生１５人
７月１５日１０時から直接、電話、区
HPで。［先着順］
夏休み親子講座
　大正琴、茶道、華道、着付けなど、
各種講座を行います。 7月26日～8
月5日 宮前市民館 小・中学生と保
護者。保護者だけでも子どもだけで
も参加可 7月15日（必着）までに郵
送、HPの申し込みフォームで〒216-
0006宮前平2-20-4（宮前市民館内）

宮前区文化協会☎044-888-3911
（金曜10時～15時）［抽選］。※詳細
は同協会Facebookをご覧いただくか
お問い合わせください。

区役所地域支援課
☎044-856-3264 044-856-3237

区民公開講座〜笑顔の見える認知
症の方のお食事
　区内に拠点を置く病院、施設、ク
リニックのそれぞれの栄養士が、栄
養の知識と工夫により改善している例
をお話しします。 8月4日㈬14時～
16時 区役所4階大会議室 40人
7月16日から直接、電話、ＦＡＸで。

［先着順］

日時（受付時間） 対象 内容他 � ［先着順］

初期食
教室

（離乳食）

❶8月10日㈫
❷8月16日㈪
10時～11時
(9時45分～)

4カ月以降
の乳児の
保護者各
15人

離乳食の始め方や進め方に
ついて。母子健康手帳、筆
記用具、バスタオル持参
＊❶❷は同じ内容
子ども同伴可

いずれも
7月15日
から電話で。
☎044-856-
3264

中・後期食
教室

（離乳食）

8月2日㈪
10時～11時
(9時45分～)

6～10カ
月ごろの
乳児の保
護者15人

2回食以降の離乳食の進め
方について。母子健康手
帳、筆記用具、バスタオ
ル持参。子ども同伴可

7月15日
から電話で。
☎044-856-
3264

区役所地域支援課 044-856-3237
※電話予約は９時から受け付けます

教室案内地域みまもり
支援センタ― 会場は区役所1階健診フロア

野川中学校
住所：西野川2丁目2番1号

野川小学校
住所：西野川2丁目19番1号

変更後の新しい投票所 変更後の新しい投票所

投票所
投票所

フロンタウン
さぎぬまHP

区HP

同協会
Facebook

同協会HPの
申し込みフォーム

同センター
HP

　12月末日まで（予定）区役所1階、2階市民ホールの天井改修工事を
行っています。足場設置のため、通行が一部制限されます。
区役所総務課☎044-856-3123 044-856-3119

　和太鼓演奏などが楽しめま
す。 8月28日㈯、1部：14時
～17時半、2部：18時～20時
宮前市民館大ホール 各

部５００人（1回の申し込みにつ
き4人まで） 7月１５日８時
半から直接か電話で区役所地域振興課☎044-856-3125 044-856-
3280 ［先着順］。※状況により変更あり。詳細は区HPをご確認ください。

区役所庁舎天井改修工事を行っています 「響け！ みやまえ太鼓ミーティング」
今こそ心をひとつに 太鼓でつなげ笑顔の輪
観覧者募集
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