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区役所でマイナンバーカードの受け取り予約をしている人は、区役所１階のマイナンバーカード交付窓口までお越しください。

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。

（令和2年9月1日時点）

23万3,980人

10万2,291世帯

宮前区のミライづくりプロジェクトでは
さまざまな取り組みを進めています

宮前区のミライづくりプロジェクト
　現在、鷺沼駅前では、民間事業者による再開発事業計画が進められています。市では平成３１年３月に、宮前区役所・
市民館・図書館を、再開発によって交通結節機能や都市としての機能が向上する鷺沼駅周辺に移転・整備する基本方
針をまとめ、宮前区全体をより発展させるための取り組み（宮前区のミライづくりプロジェクト）を進めています。

宮前区全体をより発展させるための取り組みを進めています

詳細は区HPをご覧ください 検索宮前区　ミライづくり

ネット質問フォームを設置しています！
　令和3年4月30日まで本プロジェクトへの質問を受け付けています。
市ＨＰの質問フォームかＦＡＸで、まちづくり局地域整備推進課 200-
3967。いただいた質問については、質問の要旨と本市の見解をあわ
せて市ＨＰ上に公表します。

現区役所等施設・用地の活用に向けた取り組み2

　宮前区役所などの施設・用地の活用については、「①
市による施設・用地の保有」、「②宮前区全体と周辺エリ
アの将来を見据えた課題やニーズの整理」、「③市民参加
による検討」を基本的な考え方として検討することとし、
これまで、地域課題の整理などに取り組んできました。
令和３年度以降は、再開発事業の進

しんちょく

捗状況を踏まえつ
つ、市民の皆さんの意見を伺いながら、令和５年度の「活
用に関する基本方針」の策定に向け、取り組みを進めて
いきます。

新宮前市民館・図書館・区役所の整備に向けた取り組み1

　令和２年度は、これまで市民の皆さんからいただいた意見などを踏まえ、８月に「新
しい宮前市民館・図書館基本計画」を策定しました。また、新しい市民館 ・図書館で行

われる事業や使用ルールなどを定める管理運営計画を皆さん
と一緒に考えるために、ワークショップ（全９回）を
行っています。詳細は市HP、区役所などで配布
中の「あたらしい宮前市民館・図書館を考えるワー
クショップ　ニュースレター」をご覧ください。ワークショップの様子

あたらしい宮前市民館・図書館
を考えるワークショップ

ニュースレター

▶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
▶現区役所等施設・用地の活用に関すること
　総務企画局公共施設総合調整室☎200-2346 200-3627
▶向丘出張所の機能検討に関すること
　市民文化局区政推進課☎200-2309 200-3800
▶再開発事業、まちづくりに関すること
　まちづくり局地域整備推進課☎200-0483 200-3967
▶区役所に関すること
　宮前区役所企画課☎856-3170 856-3119

問い合わせ先

鷺沼駅前の再開発の取り組みを進めています
　これまで環境影響評価手続きなどが進められて
きましたが、令和２年１１月に再開発準備組合から、
新型コロナ危機を契機として、再開発の施設計画
や機能について再検証を行いたい旨、市に対して
申し入れがありました。
　市では、今後も引き続き、基本方針に基づき、

宮前区全体の活性化を促す「核」としての地域生活
拠点の形成を図るとともに、オープンスペースの
重要性や職住近接などの社会ニーズなどの変化
に対応し、将来にわたり市民の皆さんが安心・快
適に利用できる、より良い施設計画となるよう、
取り組みを進めていきます。

H30 Ｒ4〜Ｒ9Ｒ2Ｒ1 Ｒ3 Ｒ10〜Ｒ13

計画
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実施
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北街区
工事

駅前
街区工事

Ｒ11〜Ｒ13
供用開始
（新区役所）

新しい区役所・市民館・図書館は
いつできるの？

　再開発計画（施設計画や機能）の検
証状況などを踏まえ、現時点の想定
では、市民館・図書館は令和８〜９年
度ごろ、区役所は令和11〜13年度
ごろの完成を目指しています。

市HP

市HP

向丘出張所の機能検討に関する取り組み3

　現在、「むかいがおか　出張所×まちづくり　アイデア
カイギ」（全３回）を開催し、地域と出張所のミライについ
て、参加者同士で話し合いを進めています。その他、
関係団体へのヒアリングを行うなど、地域の皆さんから
さまざまな意見をいただいています。令和３年度は、い
ただいた意見などをとりまとめ、「（仮称）向丘出張所の今
後の活用に関する方針」の策定に向け、取り組みを進め
ていきます。詳細は市HP、区役所などで配布中の「み
んなでつくるむかいがおかミライ通信」をご覧ください。

みんなでつくる
むかいがおかミライ通信 市HP

アイデアカイギの様子

今後の再開発スケジュール（予定）

環境アセス手続き
都市計画手続き

Ｒ8〜Ｒ9
供用開始

（新市民館・図書館）

　取り組みを詳しく説明した宮前区
のミライづくりプロジェクトニュース
を区内全戸に配布しています（３月
下旬）。区ＨＰにも掲載しています
ので、ぜひご覧ください。
※プロジェクトに関する各種ニュー
スレター、通信などについては、
宮前区役所、向丘出張所、宮前
市民館などに配架しています。
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【特殊詐欺に注意！】犯人は録音されることを嫌います。常に留守番電話設定を！ 留守番電話が作動する前に取らないで！

窓口混雑状況を
確認できます

◆第２・４土曜に加え
て、4月3日㈯も臨時
で窓口を開設します。
時間　８時半～１２時
半
◆住民票、印鑑登録
証明書などは向丘出
張所（平日：８時半～
１７時）、各行政サー
ビスコーナー（平日：
７時半～１９時、土・
日曜：９時～１７時※
祝日は休み）でも交
付しています。

待ち時間
1時間以上2時間以上（あくまで目安です。状況に

より変わる場合があります）

宮前区区民課混雑予想カレンダー（4月・5月）
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1

2 3 4 5 6 7 8

待ち時間中に
一時外出も可能です

※土曜開庁日は一部業務を行っておりません

日時（受付時間） 対象 内容・費用他  ［先着順］

初期食
教室

（離乳食）

❶5月11日㈫
❷5月17日㈪
10時～11時
(9時45分～)

4カ月以降の
乳児の
保護者

各回15人

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、バスタオル持
参。※❶❷は同じ内容
子どもと一緒でも、1人
でも参加できます。

❶❷いずれ
も4月15日
から電話で。
☎856-3264

中・後期食
教室

（離乳食）

5月21日㈮
10時～11時
(9時45分～)

6～10カ月ご
ろの乳児の
保護者15人

2回食以降の離乳食の進
め方について。母子健康
手帳、筆記用具、バスタ
オル持参。子どもと一緒
でも、1人でも参加でき
ます。

4月15日から
電話で。

☎856-3264

幼児食
教室

5月28日㈮
10時～11時
(9時45分～)

1歳3カ月～
2歳の

子どもの
保護者15人

幼児期の食生活につい
て。
歯科相談あり。保育は
ありません。母子健康
手帳、筆記用具、バス
タオル持参。

4月16日から
電話で。

☎856-3264

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― 会場はいずれも区役所1階健診フロア

　令和３年度の予算・事業が決定しました。区民の参加と協働により、地
域の抱える課題解決や地域の特性を生かした取り組みを実施します。詳細
は区ＨＰで。

　「宮前歴史ガイド」を持って、歴史や文化を探
りながら歩きます。 5月10日㈪9時半～12
時半（雨天時は17日に延期） 梶が谷駅集合

20人（飲み物、雨具など持参） 100円 4
月19日から直接、電話で。［先着順］

　卓球・リフレッシュ体操・エアロビクスなど、予約なしで参加できるスポー
ツデーを開催しています。※実施種目は曜日ごとに設定しています 宮前
スポーツセンター 20歳以上220円、20歳未満もしくは学生110円 宮
前スポーツセンター（宮前区犬蔵1-10-3）☎976-6350 976-6358
※使用する用具は各自ご持参ください（有料レンタルあり）。
　スポーツデーの開催日や種目などの詳細は

5月17日、6月21日、7月19日の月曜、13時半～15時、全3回 宮
前老人福祉センター（宮前いきいきセンター） 6人 1,700円 4月15
日から直接、同センターへ（宮前区宮崎2-12-29）☎877-9030（9時～16
時） 877-9232 ［先着順］

　引っ越しの手続きなどで窓口が混雑します。時間に余裕を持ってお越し
ください。駐車場も大変混雑しますので公共交通機関をご利用ください。
駐車場は１時間のみ無料です。

サンキューコールかわさき☎200-3939 200-3900

　白幡台～南平台～犬蔵を歩き、普段住み慣
れている宮前区の新たな魅力を発見します。

５月28日㈮13時～16時（雨天時は6月4日
に延期） 平４丁目公園集合 ２０人 100円

4月21日から直接、電話で。［先着順］

　新たな生活様式の中での健康保持を推奨するため、宮前区のスポーツ
推進事業としてオンラインエクササイズヨガを開催します。

4月16日～5月14日の金曜、21時～21時45分 区内在住、各15人
各500円※インターネットに接続できる環境下で、パソコン・
スマホ・タブレットなどが必要です（通信料は参加者負担）。詳
細は、「フロンタウンさぎぬまＨＰ」をご覧ください 4月15日
からHPでフロンタウンさぎぬま☎854-0210 862-5030 

［先着順］ 区役所地域振興課☎856-3177 856-3280

　地域の皆さんが「あそび」を通じて交流する宮前市民
館の一大イベントを8月21日㈯、22日㈰に開催します。
イベントを作る企画運営委員を募集します。

随時、直接か電話で。

　みやまえ子育てフェスタは、乳幼児のいる保護者への情報発信と交流の
場。市民館や子育てグループなどと一緒にイベントを企画、運営するメン
バーを募集します。フェスタは10月23日㈯、企画会議は月1～2回程度。
イベントの企画運営を通して友達もできます。

随時、直接か電話で。

　コロナ禍で人と会うことが少なくなっています。地域活動を体験しなが
ら、文章を書くことで、地域とつながってみませんか。

5月19日～7月21日の水曜、14時～16時、全10回 宮前市民館 お
おむね50歳以上で、パソコンなどでメールが送れる12人 200円 4月
15日10時から直接、電話、区HPで。［先着順］

区役所地域振興課☎856-3125 856-3280

宮前市民館☎888-3911 856-1436

地域活動の担い手・ネットワーク・場づくりの推進 ………… 1,356万円
［主な取り組み］　地域包括ケアシステ
ムの実現に向けて、さまざまな地域活
動の情報を町名ごとに掲載し、身近な
暮らしの中でのつながりづくりを応援
する宮前区ご近所情報サイト「みやま
えご近助さん」を運営します。併せて、
子育て世代の「ご近助コンシェルジュ」の活動を通じて、町内会・自治会を
はじめとする地域活動と子育て世代の相互理解を促進し、多世代交流
の場の創出や多様な主体の連携促進に取り組みます。
区民との協働による安全・安心で、快適なまちづくりの推進 …… 568万円
［主な取り組み］　宮前区地域防災連絡会議の開催や、災害用簡易エアマット

の配置による避難所の環境整備などを行い、地域防災力の向上を図ります。
その他の取り組み

多彩な地域資源を活かしたまちづくりの推進 ……………… 917万円
心がつながり、互いに支え合う地域の輪づくりの推進 …… 639万円
地域における、切れ目のない子ども・子育て支援の推進 …… 864万円
区の機能強化に向けた取り組み ……………………………… 500万円
道路の維持補修 ……………………………………………3億8,114万円
公園緑地・街路樹の維持管理 ……………………………… 7,133万円

区役所企画課☎856-3133 856-3119
※千円以下は四捨五入

スポーツデー（個人利用）

短期講座「アロマで心も身体も元気になろう！」

４月、ＧＷ明けは区民課窓口が混雑します

まちづくりウォーキング
～南平台を巡り、消防訓練センターを訪ねる～

歴史ガイドでまち歩き
～馬絹・梶ヶ谷の古墳群を訪ねて～

区民限定オンラインエクササイズヨガ
「おやすみヨガ　-EARTH-」

今年度の区役所の取り組み

「夏休み子どもあそびランド２０２１」企画運営委員募集

「みやまえ子育てフェスタ２０２１」メンバー募集

社会参加支援事業「シニア、学級新聞を作る」

フロンタウン
さぎぬま

レッスンチケット
販売サイト

検索宮前スポーツセンター　スポーツデー

宮前区ご近所情報サイト
「みやまえご近助さん」

検索宮前区　事業計画
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