
044-935-3113
044-935-3147 044-935-3391

区 版たま 　多摩区ホームページ　https://www.city.kawasaki.jp/tama/　［区版］は区の情報を中心に掲載しています。

22万2,969人 11万5,699世帯2022（令和4）年 3月1日 発行 多摩区統計データ （令和4年2月1日時点）

多摩区は4月に区制50周年を迎えます！

3 　多摩区が50周年の節目を迎えるなか、
もうすぐ区内の
あちこちで、お
祝いをしている
ように春の装い
が見られます。

（写真は春の二ヶ
領用水）

写真
NEWS

50回目の春

№ 名称 申請者 実施時期
1 川崎・しんゆり芸術祭 

（アルテリッカしんゆり）２０２２
川崎・しんゆり芸術祭2022
実行委員会 4～5月

2 多摩区ふれあいウオーキング 多摩区スポーツ推進
委員会 6月

3 第21回多摩ふれあいまつり 多摩ふれあいまつり
実行委員会 6月

4 生田緑地スタンプラリー 生田緑地共同事業体 7～8月
5 夏休み！多摩区エコフェスタ 多摩区役所企画課 8月
6 生涯学習センター公開講座 

「西生田キャンパスのタヌキから学ぶ」
日本女子大学
生涯学習センター 8月

7 たまたま子育てまつり たまたま子育てまつり
実行委員会 9月

8 どうぶつ愛護フェアinたま区 多摩区役所衛生課 10月(予定)
9 第４５回多摩区民祭 多摩区民祭実行委員会 10月(予定) 
10 多摩まちかど祭 多摩区役所地域振興課 10月(予定) 
11 多摩区３大学コンサート 多摩区・3大学連携協議会 11月(予定)

12 多摩区安全・安心フェスタ 多摩区安全・安心まちづく
り推進協議会 12月(予定)

13 たま音楽祭 たま音楽祭実行委員会 5年１月
14 たま学びのフェア たま学びのフェア実行委員

会・川崎市教育委員会 5年３月

15 多摩区スポーツフェスタ 多摩区スポーツフェスタ
実行委員会 5年3月

16 多摩区防災フェア 多摩区自主防災組織
連絡協議会

8～12月 
の間

17 アトリウムコンサート 多摩区役所地域振興課 年4回
18 観光ボランティアガイドによる 

ガイドツアー 多摩区観光協会 年7回程度
19 生田緑地⇔多摩川ピクニックラリー 多摩区観光協会 時期未定
20 ピクニックコンサート 多摩区役所地域振興課 時期未定
21 ピクニックタウン多摩区 

地域周遊イベント 多摩区役所地域振興課 時期未定

22 多摩区こどもの外遊び交流事業 多摩区こどもの外遊び
交流委員会 時期未定

※4年3月時点の情報です
※掲載内容は変更・中止となる場合があります

※4年3月時点の情報です
※掲載内容は変更・中止となる場合があります

たま音楽祭 夏休み！ 多摩区エコフェスタ

№ 名称 申請者 実施時期
1 登戸・たまがわマルシェ（仮称） 多摩区ソーシャルデザイン

センター 5月

2 川崎市多摩区を応援！オリジナ
ルMV作成プロジェクト ワガママSUNバンド 通年

3
連続講座：生田緑地から辿

たど

る
地域福祉の源流～多摩区から
発信する地域共生社会～

田園調布学園大学和研究室・
福祉デザインLab 通年

　事業企画のうち一部の事業については、クラウ
ドファンディングを実施予定。実施状況などは随
時、区HPでお知らせします。

区HP

　区制50周年まで残り1カ月となりました。50周年を記念し盛り上げるために募集し、決定した記念ロゴマーク・キャッ
チフレーズと記念冠事業・事業企画を発表します。 区役所企画課☎044-935-3147 044-935-3391

！間近いよ よい

記念ロゴマーク・キャッチフレーズ発表！

記念冠事業・事業企画発表！
冠事業一覧 事業企画一覧

冠事業の一例
※写真は過去の様子

ロゴマーク

作者：鈴
すず

木
き

寿
ひさ

子
こ

さん(区内在住)

　記念ロゴマーク・キャッチフレーズは4年度中さまざまな
場面で利用します。ぜひチェックしてみてください。

●区総合庁舎で記念懸垂幕掲示(4月以降予定)
●記念冠事業・事業企画で使用
●その他、各種広報関係で活用

【
利
用
例
】

作者：光
みつ

岡
おか

裕
ゆう

子
こ

さん(区内在住)

キャッチフレーズ

人と緑で
つながる多摩区

多摩ふれあいまつり(第16回)

多摩区制50周年記念
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みの報告動画を区YouTubeチャンネ
ルに投稿します。取り組みへの感想や
質問も受け付けます。詳細は区HPで。

多摩市民館
☎044-935-3333 044-935-3398

たまたま子育てまつり実行委員募集
　9月18日㈰開催の「た
またま子育てまつり」を
企画・運営する実行委員
を募集します。詳細は同館で配布中

のチラシで。 4月28日までに直接、
電話、FAXで。［事前申込制］

消防局施設装備課
☎044-223-2549 044-223-2520

多摩消防署栗谷出張所が
新しくなります

　老朽化による建て替えが終わりまし
た。3月中旬から運用開始予定です。

住民票の取得などは、登戸行政サービスコーナー☎044-933-3000、菅行政サービスコーナー☎044-945-2730で。平日7時半〜19時、土・日曜9時〜17時、祝日を除く

申し込み方法は市版 6面参照

区役所企画課
☎044-935-3147 044-935-3391

3年度大学・地域連携事業報告
　区にゆかりのある3大学
(専修、明治、日本女子)
が地域の課題解決や魅力
発信を目的に行った取り組

稲城市・多摩区ふれあい「あるくマップ」
ウオーキング参加者募集

生田小学校下校庭の整備に関する説明会

多摩区観光ガイドブック「はなもす」と
「多摩区ガイドマップ」最新版を発行

生田４丁目～８丁目とその周辺で
オンデマンド交通の実証実験を行います

転居のときは犬の住所変更
手続きも忘れずに！

　稲城市と多摩区のスポーツ推進委員が連携
して、毎年恒例のウオーキングイベントを実
施します。今年は起伏のある健脚の人向けの
コース、約20ｋｍを歩きます。
日時　3月26日㈯9時～15時半ごろ
　　　(8時半受け付け開始)
集合・解散場所　大丸公園(東京都稲城市大丸1097)
定員　区内在住20人

3月15日までに電話かFAXで区役所地域振興課☎044-935-3133 
044-935-3391 ［抽選］

　昨年6月に生田出張所の新庁舎がオープンしました。庁
舎と生田小学校下校庭がブリッジで繋

つな

がり、直接往来でき
るようになったことから、出張所が下校庭の一部を管理す
ることとなります。この下校庭の整備などの検討状況やス
ケジュールについて説明します。　
日時　3月19日㈯10時～11時半(開場9時半)
場所　生田出張所2階大会議室
定員　当日先着50人程度

生田出張所☎044-933-7111
044-934-8319

　区の魅力がたっぷりつまった観光ガイド
ブック「はなもす」と、地図とともに区内の
見どころやイベントなどの地域情報が掲載
されている「多摩区ガイドマップ」の最新版
を発行します。3月7日から区役所、出張
所、行政サービスコーナーなどで配布。

区役所地域振興課☎044-935-3148 044-935-3391

　利用者の予約に応じて運行する新しい乗り合い型の公共
交通です。どなたでもスマホアプリか電話で予約して利用
できます。
乗降場所　〇生田4丁目～8丁目内では自由に指定
　　　　　〇中野島駅やスーパーなど特定乗降場所
期間　2月28日～4月28日の平日 
時間　8時半～15時半
運賃　 年齢など問わず１人1回300円（支払いは現金のみ）
予約に関する問い合わせ　コールセンター 0120-603-060
　　　　　　　　　　　　（4月28日までの8時～16時） 
実証実験に関する問い合わせ　コールセンター
　　　　　　　　　　　　　　  ikuta-support@maas-ctc.jp

まちづくり局交通政策室☎044-200-2034 044-200-3970

　住所変更する際は飼い犬の手続きも必要です。
市内で転居する場合は、転居先の区役所衛生課で
手続きしてください。市外へ転出する場合は、転出
先の市区町村の窓口に川崎市の犬の鑑札を持参し
て手続きしてください。

区役所衛生課☎044-935-3306 044-935-3394

３～４月は区民課・保険年金課窓口が混雑します
　引っ越しやマイナンバーカード申請の手続きで、窓口が大変混雑します。時間に余裕をもってお越しください。
転入や転出の届け出、各種証明書の交付申請はインターネットから事前入力できます。 区民課窓口の混雑状況は

こちらから確認できます

インターネットからの事前
入力はこちらからできます

窓口混雑状況についてはサンキューコールかわさき☎044-200-3939 044-200-3900。インターネットからの事前入力については川崎市事前
申請サービスお問い合わせ窓口 0120-222-560（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く8時45分～17時半）

1日の混雑状況のイメージ※午前中は比較的すいています
8：30〜9：00 9：00〜11：00 11：00〜12：00 12：00〜15：00 15：00〜16：30 16：30〜17：00

土曜開庁日（8時半～12時半）

閉庁日２～３時間待ち

１～２時間待ち

空 混

３０分～
１時間待ち

4月の混雑予想３月の混雑予想

　里山ボランティアで爽快な汗を
流しましょう。
日時　3月19日㈯9時半～昼ごろ
場所　日向山の森（東生田緑地）　
集合　頂上広場

日向山うるわし会事務局（大江原）
☎ 044-933-9246（電話は9時～
18時） uruwashi@googlegroups.
com 区役所地域振興課☎044-
935-3239 044-935-3391

市民健康の森活動

詳細は区HPで

生田小学校下校庭

犬の鑑札

完成イメージ図

過去の様子

本実験のロゴ

予約方法など
詳細は専用の

HPで

日 月 火 水 木 金 土
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27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土
1 2

3 4 5 6 7 8 9
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24 25 26 27 28 29 30

区HP

※4月2日㈯は臨時開庁日です。
　詳細は市版5面で
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