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区 版かわさき01 　　川崎区ホームページ  http://www.city.kawasaki.jp/kawasaki/　［区版］は区の情報を中心に掲載しています。

住民票や印鑑証明などは、川崎行政サービスコーナー（川崎地下街アゼリア西広場）へ。平日7時半～19時、土・日曜（祝日除く）9時～17時☎244-1371

階 組織名 主な業務内容 電話番号

4

地域
みまもり
支援

センター

地域ケア
推進担当

指定難病、小児成人ぜん息
そく

、公害補
償、災害見舞金、民生委員児童委員、
日本赤十字社など

管理運営担当
☎201-3228

地域包括ケアシステムの推進、子ど
も・子育て支援に関する企画調整など

企画調整担当
☎201-3210

地域
支援担当

健康づくり、介護予防、歯科保健、
栄養相談、乳幼児健診、子ども・子育
て相談、母子健康手帳など

地区支援担当
☎201-3284
地域サポート担当
☎201-3314

保育所等・
地域連携

子ども・子育て支援事業の推進、区
内の保育所との連携・調整など ☎201-3332

学校・地域
連携 区内の学校との連携・調整など ☎201-3325

児童
家庭課

児童家庭
サービス係

保育所入所申請・相談、児童扶養手当、
小児慢性特定疾病、養育医療、療育
医療、育成医療、特定不妊治療など

☎201-3219

3

高齢・
障害課

高齢者
支援係 高齢者の保健福祉相談など ☎201-3080

介護認定
給付係 介護保険の申請・認定・給付など ☎201-3282

障害者
支援係

身体・知的障害者の福祉、精神保健
福祉など ☎201-3213

衛生課

感染症
対策係

感染症予防（結核・エイズなど）、医務・
薬務、ネズミ・衛生害虫の相談など ☎201-3223

環境
衛生係

環境営業（理美容所、クリーニング
所など）の許可、犬の登録、動物愛
護など

☎201-3223

食品
衛生係

飲食店の許可、食中毒の予防、食品
関係の免許の交付など ☎201-3221

階 組織名 主な業務内容 電話番号

2 保険
年金課

国保資格・
賦課係

国民健康保険の資格、保険証の再交付、
国民健康保険料の賦課など ☎201-3151

国保給付・
医療費
助成係

高額療養費、出産育児一時金、葬祭費、
重度障害者医療費、小児医療費、ひとり
親家庭等医療費など

☎201-3277

後期・介護
保険料係

後期高齢者医療制度・介護保険の資格・賦
課など ☎201-3154

収納係 国民健康保険料・後期高齢者医療保険
料・介護保険料の納付など ☎201-3153

国民
年金係

国民年金の相談（加入、喪失、受給など）、
国民年金保険料の免除など ☎201-3155

組織名 主な業務内容 大師電話番号 田島電話番号

区民
センター

保険
年金係

国民健康保険･後期高齢者医療
制度･介護保険の資格、医療費
助成、国民年金の相談など

☎271-0159 ☎322-1987

保険
収納係

国民健康保険料・後期高齢者医
療保険料・介護保険料の納付など ☎271-0163 ☎322-1976

組織名 主な業務内容 大師電話番号 田島電話番号

地域支援
・

児童家庭

地区支援 母子健康手帳の交付、子ども・子育て相談など ☎271-0145 ☎322-1978

児童家庭
サービス

保育所入所申請・相談、児童扶
養手当など ☎271-0150 ☎322-1999

高齢・
障害

高齢者
支援 高齢者の保健福祉相談など ☎271-0157 ☎322-1986

障害者
支援

身体・知的障害者の保健福祉相
談など ☎271-0162 ☎322-1984

介護認
定給付 介護保険の申請・認定・給付など ☎271-0152 ☎322-1990

川崎区役所

大師支所・田島支所

大師地区・田島地区健康福祉ステーション

　「地域みまもり支援センター」の設置に伴い、区役所の窓口・業
務が一部変更となります。詳しくは下表をご覧ください。電話
でのお問い合わせは、担当の課・係名をお確かめのうえ、おかけ
ください。
区役所総務課☎201-3122　大師支所区民センター☎271-0136

　田島支所区民センター☎322-1967

４月１日４月１日からから区役所・区役所・
支所支所のの窓口・業務窓口・業務がが
一部変更一部変更にに

誰もが住んで良かったと思える
安全・安心なまちづくりを目指して
２８年度地域課題対応事業 総額約６，８３３万円

　区では地域のさまざまな課題を解決するため、「地域課題対応事
業」を実施しています。今年度の主な事業を紹介します。
区役所企画課☎201-3296、 201-3209

地域資源を活
い

かしたまちづくりの推進 約２，３７３万円１１事業

9事業

約３９２万円
高齢者等が安心して、
生き生きと暮らせるまちづくりの推進
　地域における介護予防や交流の場づくりなど

地域における子ども・子育て支援の推進 約１，０１２万円
　地域と交流・連携を図りながら、子育て世代に向けた支援の実施など

安全・安心なまちづくりに向けた地域防災力の向上
　大規模地震発生に伴う津波避難訓練や外国人市民向け防災訓練など

約４２９万円交通安全と自転車対策の推進
　放置自転車の抑制や交通安全・防火・防犯の推進など

その他地域課題への対応 ２９８万円
　市民活動団体などと協働で地域課題の解決に向けた事業の実施

　区役所窓口の環境整備など
区役所サービス向上への取組 約２６２万円

新たに発生する課題への即応経費 500万円

　地域住民が安心して立ち寄り、日常生活や健康
づくりについて話し合うなど、地域の皆さんの交
流ができる「地域の縁側」づくりを推進します。

地域の縁側活動推進事業

放置自転車等対策事業
　駅周辺での放置自転車が多いことから、小学生
の絵画を印刷した啓発シートを路面に貼り、放置
自転車の抑制に取り組みます。

地域資源を活かしたまちづくり事業
　東海道川崎宿の歴史・文化資源を活かした各種イ
ベントを開催する他、江戸風意匠の街並みを推進し、
区のイメージアップとまちの賑

にぎ

わいを創出します。

約８０２万円
　地域の緑化推進や落書き対策など
区のイメージアップに向けた環境まちづくりの推進 7事業

5事業

4事業

約７６５万円2事業
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7つのことばで、くやくしょからのおしらせをメールでおくります。 区役所企画課☎201-3296、 201-3209インターコムかわさきく

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

＊川崎授産学園
☎201-3212、 201-3291

区役所地域支援担当

離乳食教室
　赤ちゃんの頃から素材の味を生かし
たうす味の食事を心掛けましょう。❶
講話「これから離乳食をはじめよう！」
…５月17日㈫、31日㈫。４～６カ月
頃の子どもの保護者各回40人❷講話
「この先離乳食はどう進めるの？」…５
月10日㈫。７～10カ月頃の子どもの
保護者40人。❶❷いずれも10時～
11時半。区役所５階講堂で。母子健
康手帳持参。当日直接。

＊川崎授産学園
☎233-6361、 244-2347

教育文化会館

識字ボランティア入門研修
　日本語ボランティアとしての心構え

や知識を学び、外国人の皆さんの「学
び」を支援しませんか。5月11日、18
日、6月8日の水曜、18時半～20時
半。5月24日、31日の火曜、10時～
12時。全5回。その他実習あり。教
育文化会館他。20人。 ４月15日
10時から直接、電話、FAX、区ホー
ムページで。［先着順］

＊川崎授産学園
☎266-3550、 266-3554

プラザ大師

こどものたまり場
　小学生の子どもが対象。調理体
験から食育を学ぶ講座の他に屋外で
の焼き芋体験も行います。５月22日
～29年3月12日の主に第4日曜（休み
の月あり）10時～12時半。プラザ大
師他。区内在住の小学生20人程度。
材料費など実費。 4月30日（必着）
までに講座名、学校名、学年、性別
も記入し、往復ハガキで。［抽選］※
詳細はお問い合わせください

　０歳～３歳の親子を対象とした保育
士による触れ合い遊びなど。原則第３
火曜（４月と８月は除く）、10時～11時。
プラザ大師で。初回参加時のみ保険
料1人100円。当日直接。
しあわせ子育て
　親子で「しあわせ」と思える時を見つ
けましょう。５月12日～６月25日の主
に木曜。10時～12時。全８回（６月５
日㈰、25日㈯は家族での参加も可能）
２歳～就園前の子どもの保護者16人。
保育付き（保険料900円）。 ４月15日

10時から直接か電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎200-2718、 200-7703

建設緑政局道路整備課

京急大師線連続立体交差事業
　京急大師線は、小島新田～京急川
崎間で立体交差事業を進めています
が、３月の都市計画事業認可変更に
伴い、一部区間（川崎大師～京急川
崎間）の事業を休止しました。事業休
止となった区間については、都市計
画法の制限が変更となります。詳細
はお問い合わせください。

健診名 日程・受付時間 内容など 費用

HIV
即日検査 17日㈫ 8時45分～

9時50分

匿名で受けられま
す。感染の可能性
があるときから3カ
月経過した1０人。

無料

4月19日
から電話で
区役所衛生課
☎201-3204 
［先着順］

1歳児
歯科健診 27日㈮ 8時45分

～10時

1歳3カ月未満で歯
が生えている区内
在住の乳幼児。

無料
随時、電話で
区役所地域支援担当
☎201-3212

1歳6カ月・3歳児健診は対象世帯に郵送でお知らせします。
区役所地域支援担当☎201-3214、 201-3293

（会場はいずれも区役所5階）5月の健診案内保健福祉
センター

日時　5月11日㈬12時10分～12時50分
会場　市役所第３庁舎１階ロビー
テーマ　「母」
出演　北原恵子（ソプラノ）、
　　　田中恵美子（ピアノ）、
　　　恵の会合唱団（コーラス）
曲目　「アヴェマリア」他

　日本の伝統的な楽器「尺八」の魅力
を感じることができる公演です。
日時　4月16日㈯14時から
会場　同館4階集会室
入場料　1,500円
出演者　川瀬順輔

　人形劇団ひとみ座による乙女文楽
公演です。
日時　5月14日㈯14時から
会場　同館4階集会室
入場料　2,000円（高校生以下500円）

       かわさき区ビオラコンサート
区役所地域振興課☎201-3127、 201-3209本町1-8-4☎280-7321、 280-7314

月曜休館（月曜が祝日の場合は開館し、直後の平日が休館）

　公園の活性化や健康増進などを目的として設置された「はぐくみの里」
では、地域の皆さんが交流しながら稲、野菜、花、ハーブなどの栽培を
行っています。春まつりに参加して草花や土などと触れ合い、春の息吹
を感じませんか。
日時　5月14日㈯9時半～12時
場所　富士見公園内「はぐくみの里」
内容　❶区の花「ひまわり」の植付け体験
　　　❷サツマイモの苗植付け体験
　　　❸田植え体験
　　　❹ハーブティーのサービスなど
　　　※小雨決行、荒天の場合は翌日に延期

　はぐくみの里では随時ボランティアを募集しております。一緒に米、
野菜、花、ハーブを栽培しませんか。詳細については、お問い合わせく
ださい。

　区では、多くの皆さんに区の花「ひまわり」を親しんでも
らうため、植栽を呼び掛けています。5月は種をまく絶好
の時期です。植栽を応援するため、2種類のひまわりの種
子（❶草丈30cm程度❷草丈120cm程度）を配布します。
日にち　4月20日㈬から
　　　　※各施設❶50袋❷25袋［先着順］無くなり次第終了
場所　区役所、大師・田島支所、教育文化会館、
　　　プラザ大師・田島、川崎行政サービスコーナー
区役所企画課☎201-3101、 201-3209

❶

❷

川崎フロンターレ（指定管理者）☎276-9133、 276-9144

　富士通スタジアム川崎（富士見2-1-9）で大学アメフットの強豪校同士
の試合を開催します。スタジアムで迫力ある試合をお楽しみください。

　定員は❶❷いずれも当日先着100人（この記事を切り
取ってお持ちください。1枚で2人まで。複写は無効）
※この招待は市アメリカンフットボール協会の
　協力で行っています
区役所地域振興課☎201-3231、 201-3209

日時　5月5日㈷11時半試合開始
対戦　「明治大学×東京大学」
　　　「法政大学×中央大学」  
受け付け　10時から同スタジアム 

日時　5月21日㈯10時半試合開始
対戦　「慶応義塾大学×中央大学」
　　　「早稲田大学×法政大学」  
受け付け　9時から同スタジアム 

1シルクボウル  
2第2回

サンフラワーボウル

区区 民民 招招 待待 券券
アメフット シルクボウル・サンフラワーボウルアメフット シルクボウル・サンフラワーボウル

はぐくみの里春まつりはぐくみの里春まつり

はぐくみはぐくみのの里里

東海道かわさき宿交流館東海道かわさき宿交流館

ボランティア募集ボランティア募集

江戸の粋に遊ぶ江戸の粋に遊ぶ
シリーズ19シリーズ19

乙女文楽公演乙女文楽公演
「「義義

よ し つ ね せ ん ぼ んよ し つ ね せ ん ぼ ん

経千本経千本桜桜
ざくらざくら

道道
み ち ゆ き は つ ね の た びみ ち ゆ き は つ ね の た び

行初音旅行初音旅」」

区の花区の花 を育てましょう!を育てましょう!

キ
リ
ト
リ

こそだてほっと・ぱぁく

北原恵子

恵の会
合唱団

❶

了

❷



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 3.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 3.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b0027304b308f3055304d752800270020306b57fa3065304f005d0020005b0027005b67005c0f30d530a130a430eb30b530a430ba005d00270020306b57fa3065304f005d0020753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


