第１号様式

川崎市ふるさと納税申出書
令和

年

月

日

（あ て 先） 川 崎 市 長
私は、川崎市に対して下記のとおり寄附します。

ご 住 所

〒

-

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ

お 名 前

１ ご希望の入金方法

ご連絡先

いずれかの方法にチェックをお願いします。

□現金持参

□納付書

電話
ＦＡＸ

□銀行振込

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

２ 情報の公開
寄附について、お名前や金額などを公表（市のホームページや広報誌等への掲載等）させていただきます。
公表に同意いただける場合には「同意する」に、同意いただけない場合には「同意しない」にチェックをお願いします。

□同意する

□同意しない

３ 寄附金額

円

４ 寄附金の使いみち
寄附金の使いみちとして希望する事業を次の「活用事業」の中から１つ選び、チェックをお願いします。

活用事業

施策分野
感染症対策
災害被害復旧
安全・安心

福

祉・こども支
援・
教 育

新型コロナウィルス感染症への対応
令和元年東日本台風により被災した市民ミュージアムの被害復旧

危機管理・防災対策の推進

消防力の総合的な強化

長寿社会福祉の振興

障害者福祉の向上

かわさき健康福寿プロジェクト

頑張る子ども・若者を応援する互助のまちづくりの推進

総合的なこども支援の推進

災害遺児等への支援

教育活動の充実
学校ふるさと応援寄附金
日本民家園の古民家等の保存・整備の推進

芸 術・文 化・
スポーツ

ご希望の学校 川崎市立

学校

青少年科学館のプラネタリウムや博物館資料の充実

「音楽のまち・かわさき」の推進

「映像のまち・かわさき」の推進

市民による文化活動の推進

障害の有無に関わらない文化芸術の振興

浮世絵等活用事業

藤子・Ｆ・不二雄ミュージアムの事業

国際交流活動の推進

「スポーツのまちづくり」の推進

等々力陸上競技場の整備
環境・公園・
みどり・道路等・
動物愛護
都市拠点の整備
地域経済の活性化
臨海部の活性化

地球温暖化対策の推進

夢見ヶ崎動物公園の飼育環境の充実

多摩川における豊かな河川空間の創出

公園緑地の整備・緑の創出・街路樹管理の推進

緑地の保全

安全で快適な道路・河川・水路の整備

動物愛護センターの動物等への支援

御幸公園の梅林の復活

都市の拠点機能の整備
中学生向け科学技術副読本の充実

起業家育成とベンチャー企業支援の充実

地産地消の推進
キングスカイフロントの拠点整備や最先端技術の振興

市民自治のまちづくり

区における地域のまちづくりの推進

市長おまかせメニュー

市政全般に対する寄附

※ 活用事業の詳細、申出先は裏面をご覧ください。

ご希望の区役所

区役所

寄附の使いみち
施策分野

感染症対策
災害復旧

安全・安心

福 祉
・
こども支援
・
教 育

申出先
財政局財政部資金課【暫定】
℡ 044(200)3592 Fax 044(200)3904
新型コロナウィルス感染症への対応
医療や福祉サービスを実施している現場の環境整備などに活用します。
mail 23sikin@city.kawasaki.jp
市民文化局市民文化振興室
令和元年東日本台風により被災した市
℡ 044(200)2280 Fax 044(200)3248
令和元年東日本台風により被災した市民ミュージアムの収蔵品修復に活用します
民ミュージアムの被害復旧
mail 25bunka@city.kawasaki.jp
総務企画局危機管理室
℡ 044(200)2794 Fax 044(200)3972
危機管理・防災対策の推進
市民の安全・安心を守るため、備蓄倉庫の整備など、危機管理・防災対策を推進します。
mail 17kiki@city.kawasaki.jp
24時間365日災害対応で使用している消防の車両や資機材の整備等、総合的な消防力の向上に役 消防局総務部庶務課
℡ 044(223)2511 Fax 044(223)2520
消防力の総合的な強化
立てます。
mail 84syomu@city.kawasaki.jp
活用事業

活用事業の説明

長寿社会福祉の振興

介護老人福祉施設を運営する社会福祉法人への貸付など、地域福祉の振興に取り組みます。

障害者福祉の向上

障害者の社会参加活動の援助など、障害者福祉の向上に取り組みます。

かわさき健康福寿プロジェクト

「したい」「やりたい」をあきらめない介護サービス利用者、介護サービス事業所を応援します。

頑張る子ども・若者を応援する互助の
まちづくりの推進

頑張る子ども・若者の更なる応援や、機会格差をなくす取組を充実させます。

総合的なこども支援の推進

安心して子どもを生み育てることができ、次代の社会を担う子どもが健やかに成長できる地域社会
づくりに取り組みます。

災害遺児等への支援

保護者が交通事故や災害により死亡又は重度の障害になった場合、児童の福祉の増進を図るため
に活用します。

教育活動の充実

教育活動の充実や推進のほか、、図書館等の施設整備や安心・安全で快適な教育環境の整備（学
校施設の整備・充実）に取り組みます。
教育委員会事務局庶務課

学校ふるさと応援寄附金

指定された学校における課題の解決や独自の取組をより進めるために活用します。

日本民家園の古民家等の保存・整備
の推進

日本民家園で実施する古民家の修繕・園路補修等へ活用します。

青少年科学館のプラネタリウムや博物 青少年科学館（かわさき宙と緑の科学館）のプラネタリウムや自然に関わる博物館資料の充実など
館資料の充実
に活用します。

芸 術
・
文 化
・
スポーツ

環 境
・
公 園
・
みどり
・
道路等
・
動物愛護

川崎市立日本民家園
℡ 044(922)2181 Fax 044(934)8652
mail 88minka@city.kawasaki.jp
川崎市青少年科学館
℡ 044(922)4731 Fax 044(934)8659
mail 88kagaku@city.kawasaki.jp

「映像のまち・かわさき」の推進

市内の映像資源を活用し、地域の活性化、本市の魅力の発信など、「映像のまちづくり」に取り組み
ます。

市民による文化活動の推進

市民を主体とした文化芸術活動の発展、推進に取り組みます。

障害の有無に関わらない文化芸術の
振興

障害のあるなしに関わらず誰もが文化芸術活動に親しめる環境づくりに活用し、共生社会の実現を
目指します。

浮世絵等活用事業

川崎駅前タワー・リバークにオープンする浮世絵展示室での展示やイベントの充実、サービス向上に mail 25syomu@city.kawasaki.jp
活用します。

藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム事業

「ドラえもん」をはじめとする藤子・F・不二雄氏の作品世界やメッセージを伝えるため、ミュージアムの
事業に活用します。

国際交流活動の推進

本市の一層の国際化を図るため、川崎市の特性を活かした国際交流活動に取り組みます。

「スポーツのまちづくり」の推進

川崎フロンターレ等のかわさきスポーツパートナーとの連携、マラソン大会や障害者スポーツ普及促
進等、スポーツを楽しめる魅力あるまちづくりに取り組みます。

等々力陸上競技場の整備

Ｊリーグや各種競技大会の円滑な進行を図るため、等々力陸上競技場の整備に取り組みます。

地球温暖化対策の推進

市民・事業者・行政の協働の環境技術を活かした地球温暖化対策に推進に取り組みます。

夢見ヶ崎動物公園の飼育環境の充実

市民に元気と癒しを与えてくれる夢見ヶ崎動物公園の動物たちのえさ代など、飼育に役立てます。

多摩川における豊かな河川空間の創
出

市民共有の財産として、利用環境の向上など、より魅力的で豊かな多摩川の創出に取り組みます。
また、災害発生時には、運動施設等の復旧に活用します。

市民文化局庶務課
℡ 044(200)2241 Fax 044(200)3911

建設緑政局みどりの企画管理課
℡ 044(200)2394 Fax 044(200)3973
mail 53mikika@city.kawasaki.jp
環境局地球環境推進室
℡ 044(200)2405 Fax 044(200)3921
mail 30tisui@city.kawasaki.jp

公園緑地の整備・緑の創出・街路樹管 公園緑地の整備や、緑の創出、街路樹について地域特性に即した効果的な維持管理の推進に取り 建設緑政局庶務課
℡ 044(200)2786 Fax044(200)3973
理の推進
組みます。
mail 53syomu@city.kawasaki.jp
緑地の保全

緑地を市有地化するなど、緑地保全に取り組みます。

安全で快適な道路・河川・水路の整備

道路・河川・水路に係る安全対策や環境整備に活用するほか維持補修に係る資機材等の購入に役
立てます。

都市拠点の整備 都市の拠点機能の整備

中学生向け科学技術副読本の充実

市民自治の
まちづくり

℡ 044(200)3261 Fax 044(200)3950
mail 88syomu@city.kawasaki.jp

地域のさまざまな音楽資源を活用し、地域や産業の活性化につながる「音楽のまちづくり」に取り組
みます。

御幸公園の梅林の復活

臨海部の活性化

こども未来局庶務課
℡ 044(200)3175 Fax 044(200)3190
mail 45syomu@city.kawasaki.jp

「音楽のまち・かわさき」の推進

動物愛護センターの動物等への支援

地域経済の
活性化

健康福祉局庶務課
℡ 044(200)2616 Fax 044(200)3925
mail 40syomu@city.kawasaki.jp

健康福祉局動物愛護センター
℡044(589)7137 Fax044(589)7138
mail 40dobutu@city.kawasaki.jp
市制100周年に向けて、幸区の魅力であり資源でもある御幸公園の梅林を復活させるための植樹に 幸区役所総務課
℡044(556)6645 Fax044(555)3130
活用します。
mail 63soumu@city.kawasaki.jp
まちづくり局庶務課
川崎駅や小杉駅をはじめとする拠点地区における都市計画事業や都市施設整備に取り組みます。 ℡ 044(200)2940 Fax 044(200)3967
mail 50syomu@city.kawasaki.jp

動物愛護センターに収容された犬や猫などのフードや飼育環境の充実、譲渡事業、ボランティア支
援に活用します。

「川崎サイエンスワールド」を作成し、市立中学校１年生に配布します。

起業家育成とベンチャー企業支援の充 起業家支援拠点「Ｋ－ＮＩＣ」の運営、研究開発型ベンチャー企業の成長を支援するプログラムの実
実
施等により起業家の創出やベンチャ―企業の成長促進に取り組みます。

経済労働局イノベーション推進室
℡ 044(200)0168 Fax 044(200)3920
mail 28innova@city.kawasaki.jp

地産地消の推進

都市農業の振興を図り、新鮮、安全、安心な市内農産物「かわさきそだち」を推進する地産地消に取 経済労働局農業振興課
℡ 044(860)2462 Fax 044(860)2464
り組みます。
mail 28nogyo@city.kawasaki.jp

キングスカイフロントの拠点整備や最
先端技術の振興

世界最先端のライフサイエンス分野の研究開発拠点であるキングスカイフロントの整備や、研究開
発の促進及びＰＲに活用します。

区における地域のまちづくりの推進

区民の参加と協働により、 地域の課題の解決や地域特性を活かしたまちづくりを推進します。

市長おまかせメニュー

市政全般に対する寄附とさせていただきます。

臨海部国際戦略本部臨海部事業推進部
℡ 044(200)3964 Fax 044(200)3540
mail 59jigyo@city.kawasaki.jp
市民文化局庶務課
℡ 044(200)2241 Fax 044(200)3911
mail 25syomu@city.kawasaki.jp
財政局庶務課
℡ 044(200)2176 Fax 044(200)3904
mail 23syomu@city.kawasaki.jp

