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5月上旬は区役所窓口が混雑します。混雑状況は、区HPから確認できます。住民票や印鑑証明などは、鷺沼行政サービスコーナー（鷺沼駅北口すぐ☎852-8471）も便利です。

宮前区ホームページ　http://www.city.kawasaki.jp/miyamae/　［区版］は区の情報を中心に掲載しています。

（平成31年4月1日現在）

23万1,477人

9万9,937世帯

　令和元(2019)年度は、市民の
皆さんにとって魅力的な施設とな
るよう、宮前市民館・図書館の設
置に関する基本計画の策定に向け
た取り組みを進めていく予定です。

宮前区役所・市民館・図書館を
鷺沼駅周辺に移転する方針をまとめました

▶基本方針に関すること
　市民文化局区政推進課☎200-2309 200-3800
▶再開発事業など、まちづくりに関すること
　まちづくり局地域整備推進課☎200-2743 200-3967
▶区役所に関すること
　宮前区役所企画課☎856-3170 856-3119
▶市民館・図書館に関すること
　�教育委員会事務局生涯学習推進課☎200-1981 200-3950

新しい宮前市民館・図書館についての
検討を進めていきます

　将来的な少子高齢化の一層の進行を見据え、災害に強く、
しなやかで多様なコミュニティを創出する宮前区のミライを
展望し、民間事業者による再開発によって交通結節機能を
はじめ、都市としての機能が向上する鷺沼駅周辺に、宮前
区役所・市民館・図書館を移転・整備し、宮前区全体の活性
化を促す「核」としての地域生活拠点の形成を図ります。

❶宮前区役所・市民館・図書館を
　鷺沼駅周辺に移転・整備します

　民間事業者による再開発事業との連携により、民間施設
と行政施設の相乗効果による機能・空間の実現を図り、文
化・交流拠点の形成と新たなコミュニティの創出を図ります。

❷民間事業者と連携し、文化・交流拠点を
　創ります

　現区役所等施設・用地は、本市の貴重な財産として、市
が保有し続けることを基本とし、地域課題の解決や魅力あ
る地域づくりに向けた活用のあり方について、宮前区全体
と周辺エリアの将来を見据え、市民参加で検討します。

❸現区役所等施設・用地の活用は
　市民参加で検討します

　現在、鷺沼駅前では、令和元（2019）年度都市計画決定、令和3（2021）年度工事着手を目指して、民間事業者による再開発事業計画の検討が進めら
れています。この再開発は、川崎市総合計画の位置付けに即しており、市としても推進すべき取り組みです。
　本市では、再開発による鷺沼駅前バスターミナルの拡充などの効果を活用し、宮前区全体の将来を見据えた取り組みを推進するため、関係団体などへ
の説明・ヒアリングやまちづくりフォーラム、意見交換会、区民意識アンケート、区役所やインターネット上での意見箱の設置など、多角的な区民意見の把
握に取り組み、「鷺沼駅前に望まれる公共機能は何か」ということを検討してきました。
　平成31（2019）年2月にはさまざまなご意見や基礎調査の結果などを総合的に整理・検
討した「鷺沼駅周辺再編整備に伴う公共機能に関する基本方針(案)」を示し、市民説明会
やパブリックコメント手続を経て、市としての考え方を基本方針として、取りまとめました。

宮前区の
ミライを考える
さぎぬま
プロジェクト

問い合わせ先

※基本方針及びパブリックコメント手続による意見募集の　
　結果については、市HPや区役所などで閲覧できます。
　詳細は、 検索さぎぬまプロジェクト

市としての考え方Q1　区役所・市民館・図書館は、どこに整備されるの？

Q2　鷺沼駅前のバスターミナルは、どうなるの？

Q3　区役所・市民館・図書館は、いつ移転するの？

■配置イメージ（鷺沼駅前地区再開発準備組合提供資料）

■鷺沼駅周辺計画イメージ図

再開発事業
施行予定区域

　再開発の予定区域は２つの街
区に分かれます。駅前街区には、
市民館・図書館機能に加えて商
業、都市型住宅、交流、子育て
支援機能など、北街区には、区
役所機能に加えて都市型住宅な
どが配置される予定です。

　現在、鷺沼駅前には、４つのバス
バース(バスの乗降場)があります。
再開発により、約２倍の広さの交通
広場が整備される予定で、乗車バー
スは４バースから６バース程度へ増
設、降車バースは２バース程度新設
することを検討します。
　これにより、小田急沿線方面など
の路線の新設や、鷺沼駅周辺に移
転する区役所などへの向丘地区方面
などからのアクセス強化を図るため
の既存路線の再編など、バス事業
者と連携した取り組みを進めます。

　先に工事に着手する駅前街区に入る市民館・図書館は、令和7
（2025）年度、または8（2026）年度中の供用開始を目指します。
　北街区の整備時期の詳細は未定ですが、区役所はおおむね令和10
（2028）～12（2030）年度頃の完成が見込まれています。
　なお、向丘出張所については、おおむね10年にわたる事業全体の
想定スケジュールと並行して、機能のあり方について検討していきます。

市立図書館キャラクター
つばきくん つばきちゃん
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毎月第４土曜日　ＡＭ９：００～１１：００、区役所２階で、ごみ相談窓口を開催しています。 宮前生活環境事業所（☎866-9131 857-7045）

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

区役所地域支援課
☎856-3302 856-3237

健康づくりボランティア養成講座
　食生活改善推進員・ヘルスパートナ
ーみやまえ・乳幼児健診の保育ボラン
ティアの養成。 ７月3日㈬、８日㈪、
18日㈭、31日㈬、13時半～16時半。
18日のみ9時半～13時、全4回 区
役所1階集団教育ホール。18日のみ
宮前市民館 500円程度 30人 5
月15日から電話で。［先着順］

健康福祉局庶務課
☎200-2500 200-3925

ふくしまつり
　福祉クラブ生活協同組合による模
擬店や福祉活動の紹介、チャリティ
ーイベントなど。 ６月２日㈰10時半
～14時。雨天中止 宮前市民館前
広場

区役所地域振興課
☎856-3125 856-3280

農家巡りウオーキング
　「農産物直売所Guide&Map」を使
用し、犬蔵方面を歩きます。昼食、
飲み物、雨具など持参 ６月18日㈫
10時。荒天中止 犬蔵バス停 20
人 ５月20日から直接か電話で。[先
着順]

宮前スポーツセンター
〒216-0011宮前区犬蔵1-10-3

☎976-6350 976-6358

応急手当・蘇生法講習会
　「熱中症」「心肺蘇生法」「ＡＥＤ」を中
心とした講習会。 6月23日㈰10時
～11時半 15人 ５月25日から直
接か電話で。［先着順］

宮前消防署
☎852-0119 862-2795

宮前消防団操法大会
　消防団が訓練を積み重ねた成果を
披露します。 ５月26日㈰9時半～
12時 市消防訓練センター

市民プラザ
〒213-0014高津区新作1-19-1

☎888-3131 888-3138

シンガーソングライター入門
　 ７月20日㈯❶10時～12時半❷14
時～16時半、７月21日㈰❶10時～12
時❷12時半～14時半 市民プラザ練

習室 各2,500円（各全2回） ❶小学
生15人❷一般（中学生以上）15人 ５
月15日から直接か電話で。［先着順］

宮前市民館
☎888-3911 856-1436

市民自主企画事業企画委員募集
　「ボードゲームを手作りしてみよう！」
の講座を一緒に作る企画委員を募集し
ます。 ５月31日までに直接か電話で。
男女平等推進学習企画委員募集

　令和2年１月から開催する講座の企

区役所地域支援課 856-3237
※電話予約は９時から受け付けます

教室・健診案内地域みまもり
支援センタ―

日時（受付時間） 対象 内容・費用他  ［先着順］

離乳食
教室

❶6月11日㈫
❷6月17日㈪
10時～11時半

（9時半～）

4～5カ月児と
保護者

各回40組

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、
抱っこひも持参
＊❶❷は同じ内容

❶5月22日
❷5月28日
から電話で。
☎856-3264

プレママ
プレパパ
クッキング＆
マザーズブ
ラッシング

6月5日㈬
10時～14時半

（9時45分～10時）

妊娠20～33
週ごろで体調
の整った妊婦
とパートナー

10人

妊娠期～出産後も役
立つ調理実習と歯み
がき指導。離乳食の
ワンポイントも。
材料費500円程度。

5月15日
から電話で。
☎856-3291

１歳児歯科
健診

6月11日㈫
(9時15分～9時半)
(10時～10時15分）

１歳3カ月未
満の乳幼児

30人
歯科健診・歯科相談

5月16日
から電話で。
☎856-3291

日時　 5月２1日㈫１２時５分～13時
場所　 宮前スポーツセンター
出演　 ボーカル：洸美-hiromi-、ピアノ：

田中どぼん俊光、二胡：太田久遠
区役所地域振興課☎856-3134
856-3280

会場：表記なしは、区役所1階健診フロア

第305回 みやまえロビーコンサート

　8月18日㈰に、市民館全館と市民広場で開
催する「夏休み子どもあそびランド」を盛り上げ
ませんか。
あそびの達人…折り紙や簡単な手芸、珍しい
遊びなどを子どもに伝授してくれる特技や技術
を持つ人。
ホール出演者…ダンス・太鼓・バンド演奏など

「子どもが主体｣で区内を活動拠点とする団
体。

6月14日までに市民館などで配布する申込用
紙を直接。応募多数の場合、選考。

日時　6月８日㈯９時４５分～１１時半　場所　菅生保育園
対象　0歳～就学前の子どもと保護者

５月１５日１０時から電話か直接。［事前申込制］

　パパと一緒に保育園で体を動かして遊びませんか。もちろん
ママの参加も大歓迎です。近所のご家族との交流もできます。

日時　6月１５日㈯１０時～１１時４５分
場所　中有馬保育園
対象　0歳～就学前の子どもと保護者１５組　

５月１６日１０時から電話か直接。［先着順］

　子育て期を実り多いものにする過ごし
方について学び、将来も見据えてじっく
り考えてみませんか。
日時　６月４日～７月２日の火曜、10時
～12時、全5回　場所　宮前市民館
対象　子育て中の30人
※保育あり（１歳～就学前）。先着7人
要予約。保険料として900円が必要。

５月15日10時から直接、電話かHPで。
［先着順］

宮前市民館☎888-3911 856-1436

　失業、家賃滞納、借金、人間関係などの問題を抱え、
生活に困っている人の相談を受け、支援員が対応します。
日時　木曜9時～17時（12時～13時、祝日・年末年始を除く）
対象　 生活保護受給者を除く

予約制。随時、電話でだいＪＯＢセンター
☎245-5120（平日10時～18時） 245-0710

「夏休み子どもあそびランド
2019」あそびの達人・ホール

出演者募集 パパとワクワクわんぱくＤＡＹ

パパとワクワクあそぼうＤＡＹ

家庭・地域教育学級

「子育て期、ワタシにとっては
どんな時期？

～ライフスパンで考えてみよう～」

だいＪＯＢセンター出張相談を
５月から宮前区役所で開始します〜台湾の風を日本へお届け！ 旅行気分を味わって〜

楽しく子育て！ 保育園で遊ぼう！

育児を学ぼう！

菅生保育園☎ ９７７-９３２０

日時　 6月5日、１2日、１9日の水曜、
13時半～14時半、全３回

場所　土橋保育園
対象　 １回目受講時に3カ月～１２カ月の

子どもと保護者５組（第1子優先）
５月16日10時から電話か直接。

［先着順］

栄養士・看護師・保育士から、育児に関するさまざまな情報が得られます。保護者同
士の情報交換や交流もできます。

「あおぞらサロン」
土橋保育園☎ ８５５-２８７７

日時　 6月１１日、１８日、２５日の火曜、
13時半～14時半、全３回

場所　菅生保育園
対象　 １回目受講時に６カ月～１２カ月

の子どもと保護者７組　
５月15日10時から電話か直接。

［先着順］

「なないろタイム」
菅生保育園☎ ９７７-９３２０

日時　 5月25日㈯１０時～１５
時半

場所　 地域子育て支援セン
ターさぎぬま

対象　 就学前の子どもと保護者

地域子育て支援
センターさぎぬま
土曜開所

区役所保育所等・地域連携担当
☎856-3290 856-3237

中有馬保育園☎ ８５４-０４２５

日時　 6月７日、１４日、２１日の金曜、
13時半～14時半、全３回

場所　中有馬保育園
対象　 １回目受講時に４カ月～１０カ月

の第1子の子どもと保護者６組
５月16日９時から電話か直接。

［先着順］

「つくしんぼサロン」
中有馬保育園☎ ８５４-０４２５

画委員を募集します。社会の中での
性差を改めて考え、思いを講座で伝
えてみませんか。 5月31日までに
直接か電話で。

菅生分館
〒216-0015菅生5-4-11
☎977-4781 976-3450

グループ交流発表会
　分館利用団体による活動発表会。

６月２日㈰10時～16時 菅生分館

ボーカル：
洸美-hiromi-
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