
　オミクロン株の流行により、新型コロナウイルスとの戦いも長
期化しております。この間、医療や福祉の現場をはじめ、人々
の生活の根幹を支えるため、社会生活の維持に日夜御尽力くだ
さっているエッセンシャルワーカーの皆さま、感染拡大の防止に
向け御協力くださっている市民・事業者の皆さまに心から敬意を
払うとともに、改めて感謝申し上げます。
　一日でも早く皆さまが安心して暮らせる日常を取り戻せるよ
う、可能な限り速やかに、高齢者をはじめ、希望するすべての
市民へのワクチンの接種を完了すべく進めてまいります。
　今月号は、令和４年度予算案を特集しました。市の財政は、
新型コロナウイルス感染症の影響による景気の落ち込み、さら
にふるさと納税による減収の拡大や法人市民税の国税化、新た

に生じた行政需要に対する国の財政措置が十分ではないなど、
本市財政は厳しい環境にあります。こうした中においても、引き
続き新型コロナウイルス感染症への対応に全力で取り組むとと
もに、社会保障や防災・減災対策、都市機能の充実など、将来
を見据えて乗り越えなければならない課題に的確に対応できる
よう、予算案の編成を行いました。
　予算案は川崎市議会の審議を経て成立することになります。
今後も、「対話」と「現場主義」を実践し、「全ては市民のために」を基
本に、誰一人取り残さない「最幸のまち かわさき」の実現に向け
て、全力を尽くしてまいりますので、市民の皆さまの御理解と御
協力を心からお願い申し上げます。

「最
さい

幸
こ う

のまち　かわさき」の実現に向けて

川崎市長
福田 紀彦

新型コロナウイルス感染症関連情報
新型コロナワクチンの追加（３回目）接種などをお知らせします。
・接種間隔　・接種券の発送日　・接種場所と予約方法　・追加接種に関するQ＆A　　など 詳細は4-5面をご覧ください
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PCR検査はどこでやっているの？ 就業支援ってどんなことを
しているの？

グリーンボンドって何？ 新しい電子申請システムでどう便利になるの？

コロナが心配だけど
大丈夫かな？

デジタル化って
私と関係あるのかな？

3月31日(必着)までに❶読んだ号（3月号と記入）❷氏名❸住
所❹年齢❺最も良かった記事とその理由❻区版への意見を記
入し、ハガキ、FAX、市ホームページで〒210-8577総務企
画局シティプロモーション推進室 044-200-3915［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

市ブランドメッセージグッズ
（クリアファイル、付箋、マスキングテープ）
10人

読者アンケート＆プレゼント

　新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、これからの社
会環境の変化を踏まえて、さまざまな課題に取り組むための
予算案をとりまとめました。予算案は、市議会での審議（3 
月18日まで）を経て成立します。市民の皆さんの生活に密着
している予算の中から、主なものを取り上げて紹介します。

財政局財政課☎︎044-200-2186 044-200-3904
※千円以下は四捨五入しています

第3期実施計画スタート予算

予算案をとりまとめました
4年度

※3年度からの
繰り越し分を含む

◦臨時特別給付金の支給
新型コロナウイルス感染症の影響の長期化で、生活が苦しい子育て世帯や住民税非
課税世帯などに臨時特別給付金を支給します （175億3,274万円）

◦社会変化に対応した経営支援
ワンストップ型の経営相談を行うとともに、働き方改革・生産性向上やデジタル化など
を推進することで、産業競争力の強化を図り経営を支援します（5億6,685万円）

◦中小企業の経営安定の支援
社会経済環境の変化に対応した制度融資で中小企業を支援します（214億9,307万円）

◦総合的な就業支援や多様な人材活躍の推進
若年無業者、就職氷河期世代、女性の就業などの課題について、雇用情勢に合わせ
て求職者のニーズに応じた就業支援を行います（1億252万円）　　　　　　　　 など

市民支援や事業者支援の経済対策

◦行政手続きのオンライン化、窓口などのキャッシュレス化の推進
スマートフォンなどから各種申請・届け出ができるよう、新たな電子申請シ
ステムの導入や、市の窓口などでのキャッシュレス決済の導入拡大を図り
ます（2億912万円）

◦デジタル技術などを活用して、これまでの考え方や仕組みを変
革するデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進
子育てや介護に関する22の手続きが、マイナンバーカードを利用してオン
ラインでできるようにするシステムの構築などを行います（1億1,608万円）

◦かわさきGIGAスクール構想の推進と学習履歴の活用
市立小・中・特別支援学校（小学部・中学部）に整備した1人1台端末の活用促
進など「かわさきGIGAスクール構想」を推進するとともに、学習履歴（スタ
ディ・ログ）などの教育データを活用する環境を整備します（14億5,410万円）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など

デジタル化に向けて地球環境を守るための脱炭素社会の実現に向けて
◦地域エネルギー会社の設立

温室効果ガスが発生しない再生可能エネルギーの普及拡大を図るため、地域エネルギーの基盤
を担う「地域エネルギー会社」の設立に向けて取り組みます（1,000万円）

◦プラスチック資源循環施策の推進
ごみ焼却による温室効果ガスの排出削減のため、プラスチック製品と容器包装の一括回収の実
現に向けた実証事業などに取り組みます（2,372万円）

◦グリーンボンド（市債）の活用
使い道を環境改善効果のある事業に限定した市債を発行し、ESG（環境・社会・企業統治）投資の
活性化を図ります（発行額100億円）

◦グリーンイノベーションの推進及び中小企業に対するESG投融資の促進
川崎国際環境技術展などで創出された事業へのサポートや、ESG投融資の普及による中小企業
の脱炭素経営などを促進します（5,126万円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  など

　PCR検査は医療機関などで検体を採取した後、行政検査機関と民間検
査機関で行っています。市内の行政検査機関は市健康安全研究所（川崎区）
です。
　新型コロナウイルスのPCR検査を行う際には、厳重な装備をした上で、
ウイルスが漏れたり担当者自身が感染したりしないように、細心の注意を
払って行います。
　市健康安全研究所は、市民の健康を守るために、公衆衛生に関わる幅
広い行政検査や調査および研究を行っています。

　就業支援窓口の一つである『キャリ
アサポートかわさき』は就職相談、セミ
ナー、企業との交流会、求人情報の開拓・
紹介などを行っています。
　就職相談は火曜の夜間（20時まで）や土曜にも利用でき
るほか、託児サービス付きの女性相談窓口（火曜9時半～
16時）や、おおむね35～54歳以下を対象とした就職氷河
期世代等相談窓口（第2・第4木曜10時～20時）も開設し
ています。各窓口はオンラインでも対応しています。

キャリアサポートかわさき☎044-811-6088（平日・土
曜9時～17時、火曜は20時まで）

044-812-1148 
[アクセス]武蔵溝ノ口駅から徒歩5分
※川崎区や麻生区で出張相
談も行っています

就業支援は他にもあります。詳細は8面で。

　グリーンボンドとは、地球温暖化対策や再生
可能エネルギーなど、環境分野への取り組みに
特化した資金を調達するために発行される債券
のことです。

いつでも
どこからでも

手続きができる

各種申請・届け出が
これなら簡単

資金充当

マイナンバーが
役に立った

市役所

資金

手数料がクレジット
カードで払える

キャリアサポ ートかわさき
ホームページ

必要な施策を切れ目なく推進するため、減債基金（市債償還のための基金）からの借入額
239億円を活用しています（減債基金からの借入額は、平成24年度から累計で895億円）

3,671億円市税
　個人市民税1,738億円、法人
市民税151億円、 固定資産税
1,314億 円、 市たばこ税93億
円、事業所税90億円、都市計
画税275億円、その他10億円

1,620億円 国庫支出金

401億円県支出金

931億円市債

2,162億円その他

歳入の内訳

対前年度+577億円（+7.0％）

８，７８５億円
（過去最大）

一般会計
予算案の規模

どんな使い方をするの？ 一般会計の予算の使いみちを構成比で示しました

地域経済の発展に
3.1%

計画的なまちづくりに
3.5％

環境・リサイクルに
5.2％

行政運営に　
8.1％

道路・公園緑地・河川・下水道の整備と
安全なまちづくりに　9.0％

学校教育と生涯学習に
13.8％

ちょっと
深掘り ちょっと

深掘り

ちょっと
深掘り ちょっと

深掘り

グリーン
ボンドの
発行

その他その他
15.4%15.4%

子育ての支援に子育ての支援に
15.9％15.9％

保健・医療・福祉の充実に保健・医療・福祉の充実に
26.0％26.0％

暮らし、仕事、困った
…どうしよう？

◦新型コロナウイルスワクチン接種の実施
　希望する全ての市民に、接種を実施します（26億3,674万円）
　予約コールセンターや集団接種会場を開設します（75億5,132万円）
　身近で安心して接種を受けられるよう地域の接種協力医療機関を支

援します（35億2,523万円）

◦新型コロナウイルス感染症対策の実施
　医療機関などのPCR・抗原検査や、クラスター防止対策として訪問

型PCR検査、健康観察や患者フォローなどの療養者支援、コールセ
ンターなどの相談窓口を引き続き実施します（47億3,528万円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  など

※3年度からの繰り越し分を含む
新型コロナウイルス感染症への対応

　市総合計画第３期実施計画の初年度として、総合計画における「かわさき10年戦略」
とも連携しています。

4年度の予算案のポイント

■川崎らしい地域包括ケアシステムの構築に向
けた取り組み

■協働により、心がつながるコミュニティづくり
■かわさきパラムーブメントの推進
■未来を担う人材の育成
■質の高い保育・幼児教育の推進や児童家庭支

援体制の強化

成熟戦略（安心のふるさとづくり）

■国土強靭化の推進・地域防災力の向上　■感染症対策の強化
■資産マネジメントの推進　■デジタル化の推進　■地方分権改革の推進

『成長』と『成熟』を支える基盤づくり

地方自治体や企業など

投資家

環境改善事業※

本会議場の様子

　区役所などで配布中の「川崎市予算
案について」では、区や局別の予算案の
他、ここで取り上げた以外にも、さまざ
まな取り組みについて紹介しています。
市ホームページでも見られます。 詳細はこちら

　予算案の審議の様子は、イン
ターネット中継でも見られます。

議会局広報・報道担当☎044-
200-3377 044-200-3953 本会議の中継は

こちら
委員会の中継は

こちら

環境のために何か
できることあるかな？

市健康安全研究所が入って
いるLiSE（ライズ）

撮影：三輪晃久写真研究所
担当者が手作業で処理する部分も
多い

※現在の電子申請システムは、5年3月にリニューアルを予定しています
※省エネ建築物の建設・改修、廃棄物のリサイクル
など環境改善効果のある事業のことです

■脱炭素化の推進　■臨海部の活性化
■イノベーションの推進・中小企業の支

援など
■広域拠点・地域生活拠点などや交通

環境の整備
■まちの魅力を高める緑と水の豊かな

環境づくり

成長戦略（力強い産業都市づくり）
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新型コロナウイルス感染症関連について コロナ関連情報を
動画でお知らせ

かわさきコロナ情報

※ワクチン接種については、2月15日時点の情報です

新型コロナワクチン
接種に関する

最新情報

区役所区民課・保険年金課 4月２日㈯8時半～12時半

3月26日㈯9時～16時半

　毎月第2・4土曜(3月は12日と26
日、4月は9日と23日)に区役所区民
課と保険年金課の窓口を開設してい
ます。 転入・転出する人が多いこの
時期、4月2日(第1土曜)も窓口を臨
時開設します。
場所　区役所(支所・出張所を除く)。
手続きは、住んでいる区の区役所を
ご利用ください
※区役所の混雑予想については区版
をご覧ください

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

市税の納税窓口 
　市税事務所・分室の納税窓口を臨時に開きます。納税相談も受け付けます。場所・ 市税事務所納税課、市税分室納税担当

窓口の臨時開設お 知らせ

対象者 更新（配布）物 交付場所・問い合わせ

A障害のある人＊
（身体・知的・精神
障害）

❶市ふれあいフリーパス 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（大師・田島地区は身体・知的障害のみ）❷市福祉タクシー利用券

B公害病認定を受
けている人 市バス特別乗車証

区役所地域ケア推進課
地区健康福祉ステーション児童家庭サー
ビス担当

　対象となる人は、3月23日から、次のものを持参して手続きをしてくだ
さい（市バス特別乗車証については、12時～13時は受け付けをしていませ
ん）。来所が難しい場合は、問い合わせ先に相談してください。
◎更新手続きに必要なもの
　現在、交付を受けている市ふれあいフリーパス・市福祉タクシー利用券・
市バス特別乗車証、印鑑（交付対象者本人が署名する場合は持参不要、ス
タンプ印不可）、4月1日時点で有効な各種手帳や証明書（表の❶を更新す
る人で身体障害5・6級か知的障害B2の人は通所証明書） ＊Aは❶か❷のいずれか（対象条件あり）

ふれあいフリーパスなどの更新手続きお 知らせ

追加接種に関するQ＆A

　1・2回目接種でファイザー社製ワクチンを受けた人が、追加接種でファ
イザー社製ワクチンを受けた場合と武田／モデルナ社製ワクチンを受けた
場合のいずれにおいても、抗体価が十分に上昇することが報告されてい
ます。
　1・2回目に受けたワクチンの種類にかかわらず、どちらのワクチンでも
十分な効果と安全性が確認されています。

A
Q　 １・２回目と異なるワクチン(交互接種)を受けても大丈夫？

　 追加接種の効果は？Q
A 　追加接種を受けることにより、感染予防効果や重症化予防効果を高め

ることができます。

　 武田/モデルナ社製ワクチンを接種した後の症状は？Q
A 　2回目接種後と比較して、発熱や疲労などの接種後の症状が少ないこ

とが報告されています。
　追加接種は、1・2回目接種で用いた量の半量となります。

　発熱などの症状がある
人への医療機関の紹介や、
ワクチン接種後の副反応に
関する相談も受け付けてい
ます。

新型コロナウイルス感染症・
ワクチン接種コールセンター

☎044-200-0730
 (24時間。土・日曜、祝日も対応)

新型コロナウイルス感染症
関連の最新情報は
市ホームページで

トップページの
総合ページから
見られます

ネットdeスマート（川崎市インターネット事前申請サービス）
　転入届などの一部の手続きは、窓口へ行く前にインターネットで事
前入力ができます。詳細は市ホームページで。

◉主な取り扱い業務
区民課　転入・転出届（住基カードまたはマイナンバーカードによる特例転入・転出を
除く）、戸籍の届け出、印鑑登録、マイナンバーカード（個人番号カード）の交付（大師・
田島支所管内の人は通常開庁日に支所に相談してください）、住民票の写し、戸籍
関係証明書・印鑑登録証明書などの発行、児童手当の申請、小・中学校の入学・転
校の手続きなど

（転入の手続きは、しばらくの間、転入後14日を過ぎても通常通り手続きを行えます）

保険年金課　国民健康保険
料の納付、小児（乳幼児等）
医療証の発行など（年金、
後期高齢者医療、介護保険
の手続きは取り扱いません）
※他の市町村・機関に問い
合わせが必要な場合など
は、後日来ていただくこと
や、その場で証明書をお返
しできないことがあります

新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談

　1・2回目接種の実施場所や予約方法など詳細は、
市ホームページで。⇒

12歳以上の人の新型コロナワクチンの
1・2回目接種

　3月ごろから接種が開始する予定です。詳細が決ま
り次第、市ホームページなどでお知らせします。⇒

5～11歳の人の新型コロナワクチンの
1・2回目接種

市内に転入する人：川崎市で接種券発行の手続きが
必要です。詳細は市ホームページで。⇒
市外に転出する人：転出先の自治体にご確認ください。

２回目接種後に転出・転入する場合

施設の利用時には、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



　川崎じもと応援券（第2弾）の利用期限は3月
31日です（表紙や券面には「［有効期限］令和3
年12月31日まで」と記載されていますが、3月
31日まで延長しています）。期間終了後は使う
ことができません。お早めにご利用ください。
　飲食店や小売店以外にも、クリーニング、
リフォーム、理美容、ホテル、写真館、タクシー、ボウリング、銭湯、
行政書士相談などのサービス、クリニック、接骨院、鍼

しん

灸
きゅう

院、薬局、
歯科医、動物病院、その他医療機関など幅広
い業種で利用できます。

川崎じもと応援券（第2弾）コールセンター
0120-300-582（平日8時半～17時15分）

044-244-5770

税・保険
固定資産税・都市計画税
納税通知書の発送

　4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～5月
2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。
軽自動車などの届け出

　取得、譲渡、廃車などをしたときは、
次の場所へ届け出てください。いず
れも必要書類などは各所へお問い合
わせください。
◎原動機付自転車（125㏄以下）、小
型特殊自動車…届け出先・ 市税事
務所市民税課、市税分室管理担当。
◎二輪の軽自動車（125㏄を超え250

㏄以下）、二輪の小型自動車（250㏄
を超えるもの）…届け出先・ 川崎自
動車検査登録事務所☎050-5540-
2036 044-276-0204
◎三輪・四輪の軽自動車…届け出
先・ 軽自動車検査協会神奈川事務
所 ☎050-3816-3118 045-532-
8072
自賠責保険（共済）への加入

　250㏄以下のバイクにも自賠責保険
（共済）への加入が法律で義務付けら
れています。契約が切れている場合
は損害保険会社、代理店（バイク店、
自転車店、農協、郵便局、一部コン
ビニなど）で申し込んでください。申
し込み方法など詳細は各損害保険会
社、代理店へお問い合わせください。

市税事務所市民税課、市税分室管
理担当。
国民健康保険の手続き

　次のものを持参し、届け出てくださ
い。
◎脱退の届け出…❶会社などの健康
保険に加入したときは、交付された
新しい健康保険証と国民健康保険の
被保険者証❷市外に転出するときは、
国民健康保険の被保険者証（❶に限
り、インターネットからの届け出が可
能）。
◎加入の届け出…❶会社などの健康
保険の資格を喪失したときは、健康
保険の資格喪失証明書❷国民健康保

険の加入者が他市町村から市内に転
入したときは、転出証明書。
　いずれも原則、事由発生後14日
以内に手続きしてください。加入の
届け出が遅れた期間の保険料は、ま
とめて納めることになります。 ❶転
入・転出などの手続きを伴わない場合
＝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。❷転
入・転出などの手続きを伴う場合＝住
んでいる区の区役所区民課、支所区
民センター住民記録・児童手当・就
学担当 保険コールセンター☎044-
200-0783（平日8時 半 ～17時15
分。第2・4土曜8時半～12時半）、
区役所保険年金課、支所区民セン
ター保険年金係。
70歳以上の人の「年間の
高額療養費（外来年間合算）」

　70～74歳の国民健康保険加入
者のうち、基準日（3年7月31日）
の所得区分が「一般」または「低所
得」であり、2年8月～3年7月の期
間、「一般」または「低所得」であっ
た月の個人の外来診療の自己負担額
合計が14万4,000円を超えた人を対
象に、超えた額を支給します。対象
の世帯主宛てに、申請書を順次発送
します。対象の世帯でも、前記期間
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 保険コールセンター☎
044-200-0783（平日8時半～17時
15分。第2・4土曜8時半～12時半）
国民健康保険
高額介護合算療養費

　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。
2年8月～3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、前記期間中
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 保険コールセンター☎
044-200-0783（平日8時半～17時
15分。第2・4土曜8時半～12時半）
国民年金保険料（月額）の改定

　4月から16,590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。
国民年金手帳から
基礎年金番号通知書に替わります

　新たに国民年金第1～3号被保険
者となった人（20歳になった人、20
歳前に厚生年金被保険者となった人
など）に対する資格取得のお知らせと
して、国民年金手帳が交付されてい
ましたが、4月1日以降は基礎年金
番号通知書の送付に替わります。年
金手帳の再交付申請は廃止になりま
すが、既に持っている年金手帳は引
き続き基礎年金番号を明らかにする
書類として利用できます。詳細はお
問い合わせください。 年金事務所、
ねんきんダイヤル☎0570-05-1165

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

● 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

=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

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　情報ひろば
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お知らせ
市民意見（パブリックコメント）募集市民意見（パブリックコメント）募集

　各締め切りまでに必要事項も一緒に直接、郵送（❶は必着、他は消印有効）、
FAX、市HPで提出してください。※書式自由（❶は資料に付属の書式あり）。資
料は各提出先、区役所、市HPなどで❶～❸は公開中、❹は3月18日から公開

名称 提出・問い合わせ

❶
川崎市人権施策推進基本計
画・第 1 期実施計画「人権
かわさきイニシアチブ」（案）

3 月 14 日までに〒 210-8577 市民
文化局人権・男女共同参画室☎ 044-
200-2316 044-200-3914

❷ 川崎市バス事業経営戦略
プログラム（後期計画）（案）

3 月 14 日までに〒 210-8577 交通
局 経 営 企 画 課 ☎ 044-200-3220
044-200-3946

❸ 川崎市立病院経営計画（案）
3 月 14 日までに〒 210-8577 病院
局 経 営 企 画 室 ☎ 044-200-3854
044-200-3838

❹ 行事における食品の提供に
関する取扱要綱（案）

3月18日～4月18日に〒210-8577
健康福祉局食品安全課☎ 044-200-
2445 044-200-3927

©Fujiko-Pro

川崎じもと応援券
（第2弾）特設サイト

川崎じもと応援券（第2弾）
3月31日までにご利用くださいお知らせ



が親しむ川づくりに向けて」をテーマ
に、多摩川で活動する市民団体や、多
摩川の利活用の取り組みに参加する民
間企業などと、市長との意見交換の模
様を傍聴できます。手話通訳あり。
3月27日㈰10時～12時 川崎キン
グスカイフロント東急REIホテル 市内
在住の10人 3月18日までにメー
ルで建設緑政局多摩川施策推進課☎
044-200-2268 044-200-3973
53tamasu@city.kawasaki.jp ［抽選］
JR南武線連続立体交差事業に
関する説明会

　「別線高架工法」による事業化に
向けた取り組みについて説明します。
❶3月17日㈭19時～20時❷18

日㈮14時半～15時半（開場は各15
分前） ❶は中原市民館2階ホール❷
は幸市民館1階大会議室 建設緑政
局道路整備課☎044-200-3499
044-200-7703。※定員など詳細は
お問い合わせください。
温水プール・トレーニングルーム
無料利用券の配布

　市の国民健康保険加入者（中学生
以下を除く）で、保険料の未納がない
人（世帯）に3月18日から配布します。
被保険者証を提示して受け取ってくだ
さい。1人8枚まで（世帯上限20枚）。
利用は券に記載の施設に限ります。配
布場所・ 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。※後期高齢者医療制度加入者
と国民健康保険組合加入者は対象外。
都市計画審議会市民委員を募集

　市の都市計画について各分野の委
員と一緒に審議します。資格…18歳
以上で市内在住1年以上の人。任期
…6月1日～6年5月31日。人数…
3人。 4月8日（消印有効）まで
に直接、郵送、FAX、市 HP、メー
ルで〒210-8577まちづくり局都市計
画 課 ☎044-200-2711 044-200-
3969 50tosike@city.kawasaki.jp 

［選考］。※書式自由。その他の資格、
記載内容、小論文のテーマなど詳細

（平日8時半から月曜は19時まで、
火～金曜は17時15分まで。月曜が
祝日の場合は翌日以降の開所日初日
に19時まで受け付け。第2土曜9時
半～16時）。区役所保険年金課、支
所区民センター保険年金係。
国民年金保険料の
産前産後期間の免除制度

　国民年金第1号被保険者で出産日
が平成31年2月1日以降の人が対象
です。原則、出産予定日か出産日の
属する月の前月から4カ月間（多胎妊
娠の場合は、出産予定日か出産日の
属する月の3カ月前から6カ月間）の国
民年金保険料が免除されます。出産
予定日の6カ月前から申請できます。
申請方法など詳細はお問い合わせく
ださい。 区役所保険年金課、支
所区民センター保険年金係。

お知らせ
国際交流事業、
多文化共生推進事業の補助金

　国際交流事業や多文化共生推進事
業を行う市内民間団体に補助金を交
付します。対象…4月1日～5年3月
31日に行う多文化共生、外国人支
援などの事業。 3月30日16時
半までに申請書などを直接、市国際
交流協会☎044-435-7000 044-
435-7010 ［選考］。※申請書は同協
会 HPからダウンロードできます。詳
細は区役所などで配布中のチラシか
同協会 HPで。新規の団体は事前に
相談してください。
文化芸術活動を応援
～会場使用料の助成

　新型コロナウイルス感染症拡大に
伴い、公演や展示などを実施するこ
とが困難な状況が続く中、主催者に
市内の会場使用料などを助成します。
対象…市民などに広く文化・芸術の
鑑賞機会を提供する個人・団体が、4
月1日～5年3月31日に実施するも
の。ホール、劇場、ライブハウス、ギャ
ラリーなど一般貸し出し施設の使用

料。助成額…対象経費の2分の1（上
限あり）。 3月15日9時～5年
2月28日（必着）に申請書などを郵送
かメールで〒212-8554幸区大宮町
1310ミューザ川崎セントラルタワー5
階市文化財団☎044-544-9641
044-544-9647 josei@kbz.or.jp 

［選考］。※実施前の申請が必要です
（申請は1個人・団体1回限り）。予
算に達した時点で受け付けを終了。
申請書のダウンロード、上限額など
詳細は3月1日から同財団 HPで。
工事に伴う通行止めのお知らせ

　都市計画道路苅宿小田中線整備
事業計画に基づき、東急線の踏切除
却に向けた立体交差化などの工事を
行っています。下図の踏切（中原区内）
について、工事の施工に伴い、全3
回のうち1回目の自動車などの通行
止めを行います。 4月以降～約4カ
月間、9時～17時（工事の内容によっ
ては21時～翌5時） 建設緑政局南
部都市基盤整備事務所☎044-755-
2277 044-755-1444。※迂

う

回
かい

方
法、工事の内容など詳細はお問い合
わせください。

総合教育会議の開催
　市の教育の課題や取り組みの方向
性などについて、市長と教育委員会
が協議する会議を傍聴できます。手
話通訳あり。 3月23日㈬15時～
16時半（開場14時半） 市役所第3
庁舎18階講堂 当日先着30人
総務企画局企画調整課☎044-200-
2027 044-200-0401。 ※ 市 HP
からインターネット中継も見られます。
車座集会を傍聴できます

　「多摩川の未来を考える～150万人

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６面上部を参照してください
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は3月1日から区役所他で配布するチ
ラシか市 HPで。
障がい者社会参加学習活動の
参加者を募集

　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～5年3月、月1回程度。
日程、条件など詳細は各館へお問い
合わせください。 材料費・交通費
などは自己負担。

　 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。
市立高等学校の
社会人聴講生を募集

　対象・人数…市内在住・在勤の16
歳以上で高等学校に在籍していない
3～4人。期間…4月から1年間。教
科…書道Ⅲ（全日制）。市立橘高等学
校で学びます。 9,400円 3
月7日 ～23日（9時 ～17時、 最 終
日は15時まで）に申込書と身分証明
書を持参し直接、同校☎044-411-
2640 044-422-7412 ［抽選］。※
詳細は3月7日から同校で配布する募
集要項・申込書で。

住民税非課税世帯などに対する
臨時特別給付金お知らせ

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）
☎044-233-6361

044-244-2347

30人
4月15日

幸市民館
☎044-541-3910

044-555-8224

20人
4月15日

中原市民館
☎044-433-7773

044-430-0132

40人
4月15日

高津市民館
☎044-814-7603

044-833-8175

35人
4月15日

宮前市民館
☎044-888-3911

044-856-1436

25人
4月20日

多摩市民館
☎044-935-3333

044-935-3398

10人
4月15日

麻生市民館
☎044-951-1300

044-951-1650

30人
4月12日

申し込み資格…❶市内在住か市内同一勤務先に在勤1年以上❷一定
の月収額を超えない❸住宅に困窮している、など
募集のしおり（申込書）…3月11日～18日に市住宅供給公社（市営住宅
管理課、溝ノ口事務所）、まちづくり局市営住宅管理課、区役所、支所、
出張所、行政サービスコーナー、市まちづくり公社などで配布

3月18日（消印有効）までに申込書を直接か郵送で〒210-0006川崎
区砂子1-2-4川崎砂子ビル1階市住宅供給公社市営住宅管理課、また
は直接、市住宅供給公社溝ノ口事務所。［抽選］

市住宅供給公社市営住宅管理課☎044-244-7578 044-223-
1338
※募集する住宅、申し込み資格、日程など詳細は募集のしおりで。募
集する住宅は3月7日から市住宅供給公社窓口と同公社HPで公表しま
す。募集戸数は変更になる場合があります
●常時募集分（先着順）の詳細はお問い合わせください

市営住宅の入居者募集
お知らせ

100%100%

関東労災病院

渋
川

東
急
東
横
線・目
黒
線

労災病院前
交差点

らいらっく
保育園前交差点

通行止め範囲 綱
島
街
道

2月15日時点
空き家182戸

　住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金（1世帯当たり10万
円）は、次の世帯が受給することができます。

対象世帯 手続き

基 準 日（ 令 和 3 年 12 月 10 日 ）
時点で、世帯全員の令和 3 年度分
の住民税が非課税である世帯（住
民税非課税世帯）

令和 4 年 2 月中旬以降に確認書を
順次発送。内容を確認し、必要事
項を記入の上、返送してください

（返送期限…令和 4 年 9 月 30 日）

新型コロナウイルス感染症の影響
を受けて令和 3 年 1 月以降の収入
が減少し、世帯全員が住民税非課
税相当の収入となった世帯（家計
急変世帯）

給付金を受給するためには申請が
必要です

（申請期限…令和 4 年 9 月 30 日）

　 臨時特別給付金コールセンター 0120-200-113（平日８時半～
17時15分）。FAXの場合は健康福祉局臨時特別給付金担当 044-
200-1433。※申請方法など詳細は問い合わせるか市HPで



は県内在住も可）。種目…卓球、テニ
ス、ソフトテニス、ソフトボール、ソフ
トバレーボール、ダンススポーツ、パー
クゴルフ、サーフィン、健康マージャン。
選考会…3～6月に開催。 健康福
祉局高齢者在宅サービス課☎044-
200-0073 044-200-3926。※申
し込み方法など詳細はお問い合わせ
ください。

子 育 て
就学援助制度

　市内在住で市立小・中学校へ子ど
もを通学させる際に、経済的な理由
で困っている人へ、学用品、給食、
修学旅行などの費用を援助します。
市立小・中学生のいる全世帯へ4月
に申請書を発送しますので、申請の
有無にかかわらず提出してください。
申請書は世帯の中で最年長の子ども
が通う市立小・中学校へ提出してくだ
さい。 教育委員会学事課☎044-
200-3736 044-200-3950。※既
に援助を受けている人で引き続き希
望する人も改めて申請が必要です。

しごと
助産師・看護師を募集

　年間で100人程度を採用。資格…
昭和38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。選考日…4月24日
㈰。 4月8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〒210-8577病院局庶務課☎
044-200-3846 044-200-3838 

［選考］。※詳細は区役所などで配布
中の選考案内で。市 HPからもダウン
ロードできます。
就職相談・セミナー

◎コネクションズかわさき…働くこと
に不安や悩みを抱える人（15～49歳）
と家族が対象の個別相談、仕事体
験、セミナーなどを行っています。

利用登録は随時、電話かHPでコネ
クションズかわさき☎044-850-2517

（日曜と祝日を除く9時～17時）
044-811-1850 経済労働局労働雇
用部☎044-200-2276 044-200-
3598。※詳細は同施設 HPで。
◎すくらむ21での再就職・転職・就
労継続のための個別キャリア相談…
働き方やキャリアについて悩んでいる
女性が対象の、国家資格を持つ相談
員による個別相談会。面談、電話の
いずれかを選べます。 4月～9月、
祝日を除く第2・4火曜、第1・3土曜、
9時半、10時半、11時半、13時から、

それぞれ45分間 市内在住・在勤・
在学者優先、各時間1人。保育あり（1
歳～就学前、350円、要予約）

随時、申込書（チラシ）をFAX、電
話、HPで、すくらむ21☎044-813-
0808 044-813-0864［先着順］。
※詳細は区役所などで配布中のチラ
シか、すくらむ21 HPで。保育の定
員についてはお問い合わせください。
◎キャリアサポートかわさき（3面参
照）のセミナー「採用担当者の目に留
まる！自己 PRのコツ」…志望動機・自
己 PRの書き方などを学びます。 4
月18日㈪9時～12時 てくのかわ
さき 30人 3月18日から電話
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☎044-
200-2276 044-200-3598

講 座・講 演
こころの健康セミナー

　「生き心地のよさとは何か」をテーマ
に、住み心地の良い地域について考
えます。オンラインでも参加できます。

3月21日㈷13時半～16時40分
KCCIホール（川崎駅北口徒歩1分）
来場・オンライン、各100人 3

月17日までに市 HPで健康福祉局総
合リハビリテーション推進センター☎
044-200-3197 044-200-3974 

［選考］
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進課☎044-200-
3339 044-200-3950
かわさきFM朗読セミナー

　声優やアナウンサーの指導で朗読
を学びます。最終日はラジオの生放
送に出演します。 水曜❶午前❷午
後クラス…4月6日～6月22日（5月4
日を除く）。木曜❸午前❹午後クラス
…4月14日～6月30日（5月5日を除
く）。❶❸は10時～12時❷❹は13時
半～15時半。各クラス、ラジオ生放
送での朗読を含め全12回 富士通
川崎工場（武蔵中原駅北口徒歩3分）
他 各16人 各28,000円 3
月24日10時から電話で、かわさき
FM ☎044-712-1791 044-712-

　対象…市内建築事務所に勤務して
いるか内定している人。期間…4月か
ら2年間、土曜9時～17時。訓練内
容…木造建築の実技、設計製図、測
量実習など。修了時の技能照査合格
者は技能士補の資格が取れ、2級技
能検定の学科試験免除。 入校金
20,000円、授業料月額12,000円、
初年度のみ研修積立金月額5,000
円 3月30日（必着）までに申込
書を郵送で〒210-0804川崎区藤崎
1-13-27川崎建築高等職業訓練校☎
044-222-4447 044-233-1352 

［選考］。※申込書は同校で配布中。
しんゆり映画祭
ボランティア説明会

　KAWASAKIしんゆり映画祭2022
を支える市民ボランティア（20人）を
募集します。応募には説明会への参
加が必要です。説明会… 3月19
日㈯14時～15時 アートセンター

3月17日までにHPかメールで
KAWASAKIアーツ・しんゆり映画祭
事務局☎044-953-7652（平日10時
～18時） cinema-uma@siff.jp ［事
前申込制］ 市民文化局市民文化振
興室☎044-200-2433 044-200-
3248。※詳細は2月20日から区役所
などで配布するチラシで。
ボランティア情報誌
「ボラ・ナビ2022」を発行
　市民活動団体や福
祉施設などのボラン
ティア情報を集めた
冊子です。 配布場
所…区役所などの公
共施設、 社会福祉
協議会他。 かわさき市民活動セン
ター☎044-430-5566 044-430-
5577

相 談
巡回市民オンブズマンの開催

　市政への苦情を聴きます。 4月
8日㈮、9時～12時、13時～16時

幸区役所 午前・午後、各3組
3月15日～4月7日に 電 話 で 市

民オンブズマン事務局☎044-200-
3691 044-245-8281 ［先着順］

健 康
全国健康福祉祭（ねんりんピック
かながわ2022）選手選考会

　11月12日㈯～15日㈫に神奈川県
で行われる、主に高齢者を対象とし
たスポーツや文化などの祭典に、市
の代表として出場する選手を募集しま
す。対象…市内在住で昭和38年4
月1日以前に生まれた人（市スポーツ
協会加盟競技団体に所属している人

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。
ボトルシップ工作教室
指導者養成コース

　基本から始め、子ども向け教室の
指導者程度の能力が身に付くよう学
びます。 4月16日 ～5年3月18
日の第3土曜、13時～16時、全12
回 川崎マリエン 原則、全回参加
できる15人 1,500円 3月22
日（必着）までに往復ハガキ、FAX、
メールで〒210-0869川崎区東扇島
38-1川崎港振興協会☎044-287-
6009 044-287-7922 jigyou.
kakari@kawasakiport.or.jp ［抽選］

訪問看護師養成講習会
　訪問看護に必要な基礎知識や技術
を習得します。 5月12日～7月28
日の木曜（6月2日、23日を除く）、9
時半～16時半、訪問看護ステーショ
ンでの実習1回を含め全11回 ナー
シングセンター 看護師、保健師、
助産師、准看護師のいずれかの資格
が ある30人 17,000円 3月
15日～4月28日にHPで市看護協会
☎044-711-3995 044-711-5103

［抽選］。※詳細は3月15日から同
協会 HPで。
要約筆記者養成講座

　聴覚障害者に話し手の意図を伝え
る要約筆記の方法を学びます。パソ
コンと手書きのコースあり。事前説
明会を4月15日㈮（3月15日から先
着順）、選考会を5月13日㈮に実施。
説明会に参加できない場合は資料を
送付します。 5月20日～4年2月
3日の金曜、10時～12時（パソコン）、
13時半～15時半（手書き）、1日2講
座実施の日を含め全42回 各コー
ス12人 各コース3,670円 5月6
日 ( 必着 )までに希望コースも記入し
往復ハガキで〒211-0037中原区井
田三舞町14-16聴覚障害者情報文化
センター☎044-798-8800 044-
798-8804 ［選考］。※詳細は3月8
日から区役所などで配布するチラシ
か同センターHPで。

芸 術・文 化
ミューザ川崎シンフォニーホール
でのコンサート

❶音楽大学フェスティバル・オーケス
トラ…首都圏9音楽大学から選抜さ
れた学生が演奏します。指揮：下野
竜也、曲目：ブルックナー「交響曲第
4番」他。 3月26日㈯15時開演

S 席2,000円、A 席1,500円。
❷オーケストラで楽しむ映画音楽…
映画音楽を手掛けるジョン・ウィリア
ムズと久石譲の楽曲を演奏します。
指揮：秋山和慶、ナビゲーター：中

講座・イベントなどへの申し込み方法は６面上部を参照してください

情報ひろば の続き

KAWASAKI Information Plaza

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

08 か わ さ き 市 政 だ よ り
全 市 版

2022（令和 4）年　3 月号　No.1262
情 報 ひ ろ ば

平成30年の様子

川崎建築高等職業訓練校の
生徒を募集
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　かわさき市政だより平成23年8月1日号では、環境について学
べる施設「かわさきエコ暮らし未来館」がオープンすることを報じ
ました。同月に稼働を開始した浮島太陽光発電所（メガソーラー）
を、隣接する建物の展望スペースから見るツアー参加者の募集の
記事も掲載しました。

　浮島太陽光発電所（メガソーラー）の年間発電量はどのくらい
でしょうか？（答えは10面）
❶約3万kWh　❷約100万kWh　❸約900万kWh

18時半。❸「情報共有ルーム」：当事者、
家族、支援者などが情報共有をする
場です。音声やチャット機能のみでも
参加できます。 3月19日㈯16時～
17時。 いずれも3月17日までに市
HPで。[❶は抽選❷❸は事前申込制]

　 市民文化局人権・男女共同参
画 室 ☎044-200-2316 044-200-
3914。※詳細は3月1日から市役所な
どで配布するチラシか市HPで。
かわさき市政だよりの
点字版・録音版

　視覚障害があり希望する人には、
点字版(B5判）、CD録音版(デイジー）、
カセットテープ録音版のいずれかを無
料で送付します。市HPに音声読み上
げソフトに対応したテキスト版も掲載
しています。 総務企画局シティ
プロモーション推進室☎044-200-
2287 044-200-3915

8400（平日9時 半 ～18時）［先 着 順］
経済労働局観光プロモーション推

進 課 ☎044-200-2327 044-200-
3920。※昼食（弁当）付き。詳細は同
予約センターにお問い合わせくださ
い。
人権について考える
オンラインイベント

◎人権学校講演…
「差別と人権～日本
の『世間』とコミュニ
ケーションから考え
る」がテーマの、養
老孟司氏（東京大学
名誉教授）＝写真＝による講演をオンラ
インで視聴できます。 3月17日～
30日 3月15日までに市HPで。[事
前申込制]
◎人権啓発映画上映＆トークショー
…LGBTをはじめとする性的マイノリ
ティーについて考えるイベントをオンラ
インで視聴・参加できます。❶映画「パ
レードへようこそ」=写真： 3月19日㈯

（いつでも視聴可） 170人。❷トー
クショー：出演は性的マイノリティー支
援のために積極的に活動している鈴
木茂義氏他。 3月19日㈯17時半～

井美穂、管弦楽：東京交響楽団、ゲ
スト：久石譲、三浦文彰。 4月9日
㈯15時開演 S 席7,000円～C 席
4,000円（25歳以下は各席半額）。
❸東京交響楽団　川崎定期演奏会…
指揮：リオネル・ブランギエ、ピアノ：リー
ズ・ドゥ・ラ・サール、曲目：ストラビ
ンスキー「組曲 火の鳥」他。 4月
24日㈰14時開演 S 席8,000円～
P 席2,500円。
　 ミューザ川崎シンフォニーホール

小学生以上、各1,997人 い
ずれもチケット販売中。直接、電話、
HPで同ホール☎044-520-0200（10
時～18時） 044-520-0103 ［先着
順］ 。※チケットはチケットぴあ、イー
プラスなどでも購入可。❸は電話か
HPで東響チケットセンター☎044-
520-1511（平日11時～16時）でも購
入可。詳細は同ホールHPで。当日券
の有無についてはお問い合わせくだ
さい。❸の保育については㈱イベン
ト託児マザーズ 0120-788-222へ
お問い合わせください。
川崎・しんゆり芸術祭
（アルテリッカしんゆり）2022
　オペラ、音楽、演劇、能・狂言、
落語、子ども向けなど、さまざまな
ジャンルの公演。 4月17日～5月
15日 新百合ヶ丘駅周辺（昭和音楽
大学、アートセンター、新百合21 ホー
ルなど）他 2月28日から電話かHP
でアルテリッカしんゆりチケットセン
ター☎044-955-3100（平日10時～
17時。4月からは毎日）［先着順］
川崎・しんゆり芸術祭実行委員会☎
044-952-5024（平日10時～17時）

044-955-3212。市民文化局市
民文化振興室☎044-200-2433
044-200-3248。※日程、料金、窓
口でのチケット販売など詳細は、区役
所他で配布中のチラシか同イベント
HPで。当日券の有無についてはお問
い合わせください。
川崎郷土・市民劇「おーい！煙

ミスター・チムニー

突男
よ～天空百三十尺の風」

　昭和5年に川崎の紡績工場で、女
性工員の待遇改善を求めて起きた「煙
突男事件」を題材とした市民劇。
❶5月7日 ㈯、8日 ㈰、14時 ～ ❷
14日㈯13時半～、18時～、15日
㈰14時～ ❶は多摩市民館❷はサ
ンピアンかわさき 小学生以上、各
100人 指定席3,600円、一般自由
席2,900円、障害者・小学生～大学
生自由席1,000円 3月16日13
時からHPで市文化財団☎044-543-
5012 044-544-9647 ［先着順］。
※窓口や電話でのチケット販売など詳
細は区役所他で配布中のチラシか同
財団 HPで。当日券の有無について
はお問い合わせください。
プラザ・アフタヌーンジャズ

　ピアニストのスガダイローを中心と
したトリオが出演します。 5月14
日㈯14時開演 小学生以上474人

3,500円、25歳以下の学生2,000
円 3月18日10時から直接、
電話、HPで市民プラザ☎044-888-
3131 044-888-3138 ［先着順］。 
※詳細は2月24日から区役所などで
配布するチラシか同施設 HPで。当日
券の有無についてはお問い合わせく
ださい。

ス ポ ー ツ
市障害者スポーツ大会の
参加者を募集

　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25日❸❹は4月8日
❺は4月22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。［事前申込制］
市民文化局市民スポーツ室☎044-
200-3547 044-200-3599。※申
込書は3月7日から同課・担当で配布。
市 HPからもダウンロードできます。

イベント
川崎大空襲記録展
戦時下の市民生活と川崎大空襲

　写真、戦争遺品など市内の被害記
録を展示。 3月12日～5月8日（月・
第3火曜、3月22日を除く。3月21日
は開館）、9時～17時 平和館☎
044-433-0171 044-433-0232

春です！麻生区岡上地区で
「たけのこ掘り」体験
　 4月16日㈯7時半～15時半。荒
天中止 川崎駅東口付近、武蔵溝ノ
口駅南口付近でバスに乗車 小学生
以上30人（中学生以下は保護者と参
加） 6,900円 3月15日9時半か
ら電話かHPで名鉄観光東京メディア
予約センター（観55号）☎03-5759-

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

講座・イベントなどへの申し込み方法は６面上部を参照してください 情 報 ひ ろ ばか わ さ き 市 政 だ よ り
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六郷橋付近から見る多摩川河口方面

※❸❹は荒天中止

種目 日時 場所

❶アーチェ
リー

4月10日㈰
10時～

カルッツか
わさき

❷水泳

4月24日㈰
10時～
身体障害が
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14日㈯
10時～

等々力緑地
多目的広場

❹陸上競技 5月29日㈰
10時～

等々力陸上
競技場

❺卓球 6月4日㈯
10時～

高津スポー
ツセンター



　花や緑による美しい景観（花壇な
ど）の作品を募集します。誰でも見ら
れる場所で、コンクール終了後は公
開が前提です。造園業者などが造っ
たものは不可です。部門は個人と団
体に分かれています。過去の受賞作
品は市公園緑地協会HPで見られます。

3月10日～4月15日（必着）に応募用紙に写真を4枚貼り郵送で
〒211-0052中原区等々力3-12市公園緑地協会☎044-
711-6631 044-722-8410 [選考]
※写真は返却しません。応募用紙は区役所などで配布中。
同協会HPからもダウンロードできます

　　　　 　

TARO賞関連企画
来館して「お気に入りを選ぼう！」
　第25回TARO賞入選作品の中から、
お気に入り作品に投票してください。投
票結果は同館HPなどで発表します。
投票期間…4月17日まで
※展示作品の観覧には観覧料が必要

　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、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。発行月の 10 日を過
ぎても届かない場合、投函された
市政だよりが汚損・破損などして
いる場合は、メディア・ソリューショ
ン・センター・ポスティングコール
センター 0120-221-523(10 時
～ 18 時 ) 042-595-9225 ま で
ご連絡ください。 総務企画局シ
ティプロモーション推進室☎ 044-
200-2287 044-200-3915

市政だよりについて

　 ミューザ川崎シンフォニーホール

MUZAランチタイムコンサート
　新進気鋭の若手奏者、山中惇史＝
写真右＝と高橋優介によるスリリング
なピアノデュオ。 4月19日㈫12時
10分～12時50分 500円 チケッ
ト販売中。直接、電話、HPで同ホール。

［先着順］。
※定員は要
問い合わせ

☎044-520-0200（10：00～18：00）
044-520-0103

川崎駅西口徒歩3分 

かわさきスポーツパートナー

広報テレビ・ラジオ番組

総務企画局シティプロモーション推
進 室 ☎044-200-3605 044-200-
3915

月～金曜15：30～16：00（79.1MHz）
かわさき  ホット☆スタジオ（かわさきFM）

※スマートフォンなどでも聞けます

日曜18：15～18：30（84.7MHz）
COLORFUL KAWASAKI（FMヨコハマ）

パーソナリティー　松原江里佳

川崎フロンターレ（サッカー）
J1リーグ（等々力陸上競技場）

4月2日㈯15時…セレッソ大阪戦。9
日㈯19時…柏レイソル戦
川崎ブレイブサンダース（バスケ）
Ｂリーグ（とどろきアリーナ）

3月26日 ㈯18時5分、27日 ㈰16
時5分…名古屋ダイヤモンドドルフィ
ンズ戦。4月6日㈬19時5分…茨城ロ
ボッツ戦。9日㈯18時5分、10日㈰
16時5分…秋田ノーザンハピネッツ戦
※開催の有無は各チームHPで

市民文化局市民スポーツ室☎044-
200-2257 044-200-3599

向ヶ丘遊園駅南口徒歩12〜17分／原則月曜と祝日の翌
日（藤子・F・不二雄ミュージアムは火曜）休館

生田緑地内の
博物館

3月のプラネタリウム
　★フュージョン投影「過去と未来へ
の旅」 水曜（30日を除く）、第1木曜、
13時半。 土・日曜、祝日、10時半。
★一般向け 火～金曜、15時。土・
日曜、祝日、29～31日、12時、15時。
★子ども向け 土・日曜、祝日、13
時半。29～31日、10時半、13時半。
★星空ゆうゆう散歩「憧れの南十字星」

（中学生以上） 17日㈭13時半。
観覧料

かわさき宙
そ ら

と緑の科学館
☎044-922-4731 044-934-8659

日本民家園
☎044-922-2181 044-934-8652
伝統工芸館ミニ展示
「端午の節供～こいのぼり」
　端午の節

せ っ く

供にちなんだ柄の藍染め
作品や、藍染めこいのぼりなどを展示
します。

3月16日～5月5日 伝統工芸館
☎ 044-
900-1101

藤子・F・不二雄ミュージアム
☎0570-055-245（9:30～16:00）
　　　　　 

ミュージアムオリジナルの
短編アニメ「Fシアター」で上映中
　「ドラえもん＆Fキャラオールスター
ズ すこしふしぎ超

エクスプレス

特急」では、ドラえ
もんやパーマンをはじめ、たくさんの
キャラクターが登場します。

岡本太郎美術館
☎044-900-9898 044-900-9966

完全予約制

©Fujiko-Pro

　❸約900万kWhです（9面参照）。一般家庭の年間電気使用
量約2,900軒分となります。メガソーラーなどを見るガイド
ツアーは、掲載当時から開催日時が変わっています。詳細は
かわさきエコ暮らし未来館HPで（⇒）。

A かわさきの思い出「思い出クイズ」の答え

　宮前区の宮崎おちば公園で、昨年12月、
町内会主催の公園清掃の後に、絵本の読み聞
かせや町内会活動情報の展示、地元の人によ
るハンドメード作品の販売などのミニマル
シェが開催されました。町内会と市民活動団
体が協力することで関係が深まり、参加者にとっては両方の活動を知り
地域の魅力を再発見する機会になりました。当日は子どもから大人まで
多くの人たちの楽しそうな笑顔が見られました。

　このコーナーでは、公共施設が意外な使い方によって、人が集い、新しい「つ
ながり」が生まれる「まちのひろば」となった事例を紹介します。

　「まちのひろば」や公共施設の新しい使い方
について、ご相談ください。

市民文化局協働・連携推進課
☎044-200-0387 044-200-3800

市は、公共施設の
有効活用を
推進しています

◦普段の清掃活動に加え、楽しいイベントを同日に開催することで、町
内会を身近に感じ、さまざまな活動内容も知ってもらうことができる
◦町内会と市民活動団体が手を組めば、新たな取り組みが生まれる

町内会×市民活動団体でにぎわう公園

発見ポイント

使える！身近な公共施設
〜ひろげよう！まちのひろば〜

市HP

同協会HP

◦地域文化財

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☎044-200-3305 044-200-3756 ［選考］
※申込書は3月29日から区役所などで配布。詳細は3月22日から市ＨＰで

◦わがまち花と緑のコンクール

前回個人部門大賞作品

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
へんがく

額、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

身近な場所で探してみませんか

かわさきの魅力発見

土曜9：00～9：15（地デジ3ch）
LOVEかわさき（tvk）

第2・4水曜12:00～13:30
川崎市情報は13：00以降

猫のひたいほどワイド(tvk)

MC　敦士

　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4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190件を顕彰しました。
　新たに5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。すでに決定されている文化財は市
HPで見られます。

10

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

か わ さ き 市 政 だ よ り
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使える！
身近な公共施設など

前年投票第１位
モリソン小林

《break on through》

講座・イベントなどへの申し込み方法は６面上部を参照してください


