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〜新入学児童・園児を交通事故から守ろう〜　４月６日から４月１５日は「春の全国交通安全運動」期間です。

宮前区ホームページ　https://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4年2月1日現在）

23万4,414人

10万3,727世帯

事前に知って密を避けよう
　3月〜5月は転入・転出などの手続きで区役所の窓口が混雑しがちです。密を避け、新しい生活様式を取り入れていくために、
来庁せずにできる手続きや、事前入力でスムーズになる手続きをご紹介します。

　下記の期間は引っ越しの手続きで区民課窓口が混雑し
ます。午前中の来庁がお勧めです。
　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。

◆�第２・４土曜に加えて、4月2日㈯も臨時で区
民課・保険年金課の一部の窓口を開設します
　時間　８時半～１２時半��
※取り扱い業務は市版5面を参照�
◆�住民票の写し、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※祝日を除く）でも交付しています
サンキューコールかわさき

☎︎044-200-3939 044-200-3900

待ち時間（あくまで目安です。状況により変わる場合があります）
�3時間以上
�2時間以上

ネットdeスマート

川崎市事前申請サービスお問い合わせ窓口
　　0120-222-560（8時45分～17時半）

※土・日曜、祝日、年末年始を除く

　自宅などでスマートフォンやパソコンを使って事
前に必要事項を入力することで、区役所に来庁して
からの届出書などの記載が不要になります。

⃝転入届（市外から市内への引っ越し）
⃝転居、区間異動届（市内の引っ越し）
⃝転出届（市内から市外への引っ越し）
⃝�世帯変更届（世帯主変更、世帯分離、世帯合併、世
帯一部変更の届け出）
⃝�住民票の写し（現在のもの）、戸籍証明（現在のもの）、印鑑証明書
の交付申請書
⃝�印鑑登録の申請書（新規登録のみ。カード紛失など抹消を伴うもの
を除く）

事前申請サービスは、インターネットで手続きが完了するものではあ
りません。事前申請の後、区役所に来庁し手続きを行ってください。
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区民課混雑予想カレンダー

※土曜開庁日は一部業務を行っておりません

求む！発信力 NEW!

　提案団体が情報発信者として主体的に区の魅力を
情報発信する事業を募集します。
　広報効果が期待できるものであれば、動画・冊子
などのコンテンツ作成の他、SNSでの発信や、成果
物を活用したイベントの実施など、幅広く提案が可
能です。
　この事業は、団体から事業を募集し、選考を経た
上で選定された事業について区役所と団体とが協定
を結び、協働して実施するものです。詳細は区HPで。

事業費：１事業につき８０万円以内
事業数：３事業程度
３月２５日（必着）までに、必ず事前相談を行った

うえで、提案書と添付書類を直接か郵送で〒216-
8570区役所企画課☎︎044-856-3133 044-856-
3119�［選考］
※�応募用紙は区役所で配布中。区HPから
もダウンロードできます

４年度宮前区市民提案型総合情報発信事業を募集します

区制40周年

メロメロ話
メロー コスミン

と の

　宮前区の「区の木」には、
人々を呼び集めてコミュニ
ケーションを活発にする「サク
ラ」が選ばれているよ！�区内に
はサクラの名所がたくさんあ
るんだって！�

時間に余裕をもって
お越しください

事前申請できる届出書（申請書）

窓口混雑状況を
確認できます

詳細は市HPで

詳細は市HPで

詳細は市HPで

事前申請サービス
はこちらから

サンキューコールかわさき
☎︎044-200-3939 044-200-3900

区役所
での
手続き

区HP

マイナンバーカー
ドを使った手続き
も案内しています

区役所に行かないでできる 事前入力で手続きスムーズ

来庁時期をずらす ３月〜5月は
窓口が混雑します

注意事項

① 郵送による証明書の請求
　戸籍関係証明書（戸籍全部・個人事項証明書〔戸籍謄
本・抄本〕、身分証明書）、住民票の写しなどは、郵送
で請求することができます。

　市外へ転出する人は、転出届を郵送で
行うことができます。

③ マイナンバーカードによるコンビニ交付

② 郵送による転出届け出

　マイナンバーカードを持っていて電子証明書が利用
できる人は、住民票の写し・印鑑登録証明書などが一
部のコンビニエンスストアで取得できます。
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市政だより発行後に、掲載内容について変更・延期・中止となる場合があります。詳細は各問い合わせ先にご確認ください。

まちづくりウオーキング～春の菅生・水沢地区を歩こう!!～
　長安寺、菅生緑地東地区を巡ります。 ４月１９日㈫１３時～１６時。（荒
天時は26日㈫） 宮前市民館菅生分館集合 ２０人 100円 ３月１５日
から直接か電話で区役所地域振興課（区まちづくり協議会事務局）☎044-
856-3125 044-856-3280 ［先着順］。※飲み物、雨具など持参

区HP

教室・相談名日時（受付時間） 対象 内容・持ち物他  ［先着順］

初期食
教室

（離乳食）

❶4月12日㈫
❷4月18日㈪
いずれも
10時～11時
(9時45分～)

区内在住の
4カ月以降
の乳児の
保護者
各20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
3月18日から
区HPの予約
フォームで。

中・後期
食教室
（離乳食）

4月4日㈪
10時～11時
(9時45分～)

区内在住の
6～10カ月
ごろの乳児
の保護者

20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

アレルギー
相談

4月21日㈭
14時～
(13時45分～
14時)

区内在住の
0歳～就学
前の子ども

10人

医師による気管支ぜんそ
く、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

3月18日
から電話で。
☎044-856-

3302

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・相談案内地域みまもり
支援センタ― 会場は区役所1階健診フロア

　10月号に掲載した選挙クイズ「今年は第２０回川崎
市長選挙を実施する予定ですが、宮前区の投票率
は川崎市７区の中で上から何番目になるでしょうか。
順位を予想してください」の答えは、３番目でした。

選挙クイ選挙クイズズのの
答答ええ

区選挙管理委員会☎044-856-3127 044-856-3119

解説
　当初、市長選挙は３年１０月２４日に実施の予定でしたが、衆議院議員総
選挙と同日の10月31日に実施となりました。
　各区の市長選挙の投票率は、高い方から順に「麻生区（63.20%）」「中原区

（59.74%)」「宮前区（58.47%）」「幸区（58.13%）」「多摩区（57.80%）」「高津
区（56.83%）」「川崎区（50.48%）」という結果になっています。宮前区は前
回の市長選挙では市内4番目でしたが、3番目に上がりました。
　皆さんの考えや思いを反映させるためにも、一人一人が持っ
ている大切な投票の権利を生かしてほしいと思っています。
　たくさんのご応募ありがとうございました。

　図書カード当選者の発表は、賞品の発送をもって
代えさせていただきます。

市選挙マスコット
「イックン」

区HP

　宮前区まちづくり協議会が、市民活動団体の活性化と自立を目的に、
区内のまちづくりに関係する団体の年間活動資金の一部を支援します。詳
細はお問い合わせください。

3月22日～4月22日に申請書を直接、区役所地域振興課(区まちづく
り協議会事務局)☎044-856-3125 044-856-3280 ［選考］
※申請書は3月1日から区役所などで配布

※ 申請書は区まち
づくり協議会HP
からダウンロード
できます

　夏の一大イベントのイラストを募集します。採用されたイラストはチラシや
ポスター、当日プログラムなどに掲載します。採用者には図書カード３千円
分をプレゼント。
応募資格　区内在住・在学・在勤の中学生以上
応募規定　手書きの場合、画材は自由。パソコンで作成する場合、ソフト
はイラストレーターかフォトショップを使用。応募点数に制限はありません。
※ その他応募要件など詳細は区役所・市民館などで配布中のチラ

シか区ＨＰで
4月15日（必着）までに直接、郵送、区HPで〒216-8570 

区役所地域振興課☎044-856-3125 044-856-3280 ［選考］ 区HP

響け！みやまえ太鼓ミーティング広報用イラスト募集

コース 対象 支援額と回数
A 活動期間が1年未満か、1年以上活

動する規模の小さい団体
上限5万円、
通算2回まで

B おおむね5人以上で1年以上の活
動実績があり自立を目指す団体

上限15万円、
通算3回まで

C
Bコースの支援を通算3回受けた
が、自立までの猶予期間が必要で、
条件が整えば自立が可能な団体

上限10万円、
通算2回まで 区まちづくり

協議会HP

川崎ブレイブサンダース ホームゲーム区民招待

ポールウオーキング＆ストレッチ教室

短期講座「脳と体のいきいき教室Ⅰ」

宮崎台駅周辺に市営駐輪場が新規オープン！

　区民の皆さんをホームゲーム（新潟アルビレック
スBB戦）に招待します。
❶4月23日㈯18時5分試合開始❷4月24日㈰

16時5分試合開始  
とどろきアリーナ　 ❶❷とも区内在住の20人
３月31日までに応募フォームで川崎ブレイブサン

ダース［抽選］
区役所地域振興課☎044-856-3177 044-856-3280

　足腰への負担を軽減するポールウオーキングで、坂を歩く基礎を身に付
けます。ストレッチ体操も。詳細はフロンタウンさぎぬまＨＰで。

４月８日～７月22日の金曜（祝日を除く）、13時～14時10分　 フロンタ
ウンさぎぬま（土橋3-1-1） 各日20人 600円 初回は4月1日から、２
回目以降は開催日１週間前の金曜13時から、直接か電話で
フロンタウンさぎぬま☎044-854-0210（月～金曜10時～20
時） 044-862-5030［先着順］ 区役所地域振興課☎044-
856-3177 044-856-3280　※空きがあれば当日参加可

　認知症予防につながる運動や、転倒予防の運動を学びます。

Ａコース 4月5日、26日、5月17日、24日、6月7日、21日の火曜、
10時～11時半、全6回

Ｂコース 7月5日、19日、8月2日、16日、9月6日、20日の火曜、
10時～11時半、全6回

宮前老人福祉センター（宮前いきいきセンター　宮前区宮崎2-12-29）　　　
市内在住60歳以上各15人 各200円

3月3日～15日の9時～16時に、受講を希望する本人が返信用ハガ
キを持参し直接、宮前老人福祉センター（宮前いきいきセンター）☎044-
877-9030（9時～16時） 044-877-9232 ［抽選］

応募フォーム

フロンタウン
さぎぬまHP

　4月1日から宮崎台駅周
辺自転車等駐車場第7施設

（自転車のみ、収容台数：
246台）を新 規 開 設しま
す。

宮前平1-1（宮崎台駅徒
歩4分）

一時利用80円（1回24
時間まで）※定期利用はあ
りません
駐輪場利用： 市 交 通

安全協会・ＮＣＤ共同企
業体（指定管理者） 0120-3566-21（24時間対応） 03-
5437-1047、駐輪場整備：建設緑政局自転車利活用推進室☎
044-200-2304 044-200-3979

東急
田園
都市
線

宮崎
台駅

宮崎おちば公園

宮崎こども
文化センター

至梶ヶ
谷

宮崎第 2公園

宮前生活環境
事業所

宮前生活環境
事業所

老人福祉センター

東急
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線

宮崎
台駅

宮崎おちば公園

宮崎こども
文化センター

至梶が
谷

宮崎第 2公園

宮崎第 1公園宮崎第 1公園

老人福祉センター
花
園
橋

詳細は指定
管理者HPで

新設駐輪場

【閉鎖】
3月31日

＃11　増田啓介選手
©️KAWASAKI BRAVE THUNDERS

　 3月31日㈭❶12時半～13時半❷13時45分～14時45分 宮前ス
ポーツセンター 4月1日時点で❶は6歳～小学１年生、❷は小学2・3年　
生、いずれも30人 いずれも1,000円 3月20日（消印有効）まで
に市版6面の必要事項を記入し往復ハガキかHPで〒216-
0011宮前区犬蔵1-10-3宮前スポーツセンター ☎044-976-
6350 044-976-6358 ［抽選］

区制40周年協賛事業
春休み特別体操教室

同センター HP

市民活動団体の活動資金支援

既設駐輪場
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