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４月、ＧＷ明けは区役所窓口が混雑します。住民票や印鑑証明などは、向丘出張所、各行政サービスコーナーをご利用ください。

宮前区ホームページ　https://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4年3月1日現在）

23万4,305人

10万3,737世帯

区制40周年

メロメロ話
メロー コスミン

と の

　区のキャッチフレーズは「人
が好き　緑が好き　まちが好
き」 。人と人とがつながり、
自然が豊かで、自然と区民
の生活のバランスがとれたま
ちのことだね！

　現在、鷺沼駅前では、民間事業者（再開発準備組合）による再開発事業の検討が進められていま
す。本市では平成31(2019)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。
　詳細は区ＨＰをご覧ください。

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

市民館・図書館に関すること 教育委員会生涯学習推進課☎044-200-1981 044-200-3950
向丘出張所の活用に関すること 市民文化局区政推進課☎044-200-2309 044-200-3800
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☎044-200-2346 044-200-3627
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☎044-200-0483 044-200-3967
区役所に関すること 宮前区役所企画課☎044-856-3170 044-856-3119

　再開発計画（施設計画や機能）の検証状況など
を踏まえ、現時点では、市民館・図書館は令和
８(2026) ～９(2027)年度ごろ、 区役所は令和
11(2029) ～13(2031)年度ごろの供用開始を目
指しています。

　これまで再開発準備組合による環境影響評
価手続きなどが進められてきましたが、令和
2(2020)年11月に、準備組合から新型コロナ
危機を契機として、再開発計画の施設計画や機
能について検証を行う旨の申し入れがあり、そ
の後、令和3(2021)年12月に、社会状況の変
化などを捉え、「にぎわい・ウォーカブル」「魅力的

な『駅まち空間』の整備」「オープンスペースの拡
充・利活用」などについて、実現性を含め具体的
な検討を行うなど、さらなる深度化を図る旨の
報告がありました。
　市としては、再開発事業の早期事業着手と早
期効果発現や、駅・駅前広場・周辺市街地の一
体的なまちづくりの推進などについて検討する

よう準備組合に申し入れるなど、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
るため、引き続き取り組みを進めていきます。

令和5(2023)年度 再開発事業認可
令和11（2029）年度
～令和13（2031）年度 全体供用開始

今後の再開発スケジュール

新しい区役所・市民館・図書館はいつできるの？

鷺沼駅前の再開発の取り組みを進めています

新宮前市民館・図書館・区役所の整備に向けた取り組み 現区役所等施設・用地の活用に向けた取り組み
　「新しい宮前市民館・図書館基本計画」（令和2(2020)年8月策定）に基づき、基本・実施
設計を行うとともに、市民意見を伺いながら、事業・サービスの内容や効率的・効果的な提
供手法などに関する「（仮称）新しい宮前市民館・図書館管理運営計画」の策定
作業を行い、ハードとソフトの一体的な検討を進めています。
　市民意見聴取ではワークショップを全9回開催し、小・中学生、高校生、大
学生を含めた幅広い年代の区民、延べ約250人に参加いただき、新しい施設
で行われる事業や使用ルールなどについて、多くのアイデアをいただきました。

　現在の宮前区役所等の施設・用地の活用については、
令和4(2022)年1月から市民参加による検討を開始し、
関係団体などへの説明・ヒアリングや区民意識アンケート、
ワークショップなど、多様な意見聴取を実施しながら、令
和5(2023)年度の「（仮称）宮前区役所等施設・用地の活用
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。

詳細は教育
委員会HPへ

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
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詳細は
市HPへ

　多くの人が今後の地域のまちづく
りに関心を持ち関わってもらえるよ
う市民意見把握の取り組みを進め、
令和4(2022)年2月に「宮前区役所向丘出張所の今後
の活用に関する方針」を策定し、出張所に求められる機
能の充実を図るため、出張所の今後の活用に関する基
本的な考え方（右図）をまとめました。

3 向丘出張所の機能検討に
関する取り組み

宮前区のミライづくりプロジェクト

検索宮前区　ミライづくり 区HP

問い合わせ先

　取り組みを詳しく説明したミライづ
くりプロジェクトニュースを2月下旬
から3月下旬に区内全戸へ配布しま
した。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。

出張所に
求められる機能
●❶地域の居場所
●❷活動・交流の場
●❸情報受発信
●❹生涯学習
●❺図書サービス
●❻防災
●❼相談
●❽行政手続

向丘出張所の活用に向けた
基本的な考え方

多世代が気軽に立ち寄り、
人や活動がつながる、

向丘地区の核となる出張所
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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。

区のお知らせ
申し込み方法は市版6面参照

区役所地域振興課
☎044-856-3125 044-856-3280

歴史ガイドでまち歩き
　「宮前歴史ガイド」を見ながら平瀬川
支川上流域を歩きます。 ５月１６日㈪
１３時。雨天延期２３日㈪１３時 田園
調布学園大学前（バス停）集合 20人

１００円 ４月15日から電話で。［先着
順］

宮前市民館
☎044-888-3911 044-856-1436

「みやまえ子育てフェスタ2022」　
メンバー募集

　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
の場です。子育てに関わる地域の団
体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

22日㈯、メンバー会議は月1～2回程
度。詳細は区HPで。 随時、直接
か電話で。
「夏休み子どもあそびランド2022」
企画運営委員募集

　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20日㈯、21日㈰に開催しま
す。イベントの企画運営委員を募集し
ます。 随時、直接か電話で。
「自分史」を作って、新たな一歩を！
　今までの人生を振り返って「自分史」
をまとめてみませんか。自分でも気
づかなかったものが見つかり、これか
らの行動につながるかもしれません。
地域の人たちの市民活動も体験でき
ます。 5月18日～7月20日の水曜（6
月15日を除く）、6月12日㈰、14時
～16時、全10回 同館
おおむね５０歳以上の20人

４月１５日10時から直接、
電話、区HPで。［先着順］
みやまえＪＡＭ２０２２

　じゃんじゃん（Ｊ）、集まって（Ａ）、学

び合おう（Ｍ）を合言葉に、絵画・書道・
工芸・料理・着付けなどさまざまな分野
の市民館利用団体が一年間の活動の
成果を発表します。舞台発表や作品
展示の他、活動を体験できるコーナー
もあります。 4月23日㈯、24日㈰、
10時～16時 同館他。

宮前スポーツセンター
☎044-976-6350 044-976-6358

スポーツデー（個人利用）
　ボッチャ・太極拳など、予約なしで参
加できます。実施種目は曜日ごとに設
定しています。 同センター 18歳以
上220円（18・19歳の学生で
ない人は9月30日まで110
円）、18歳未満と学生は110
円。詳細は同センターHPで。

宮前老人福祉センター
（宮前いきいきセンター）

☎044-877-9030（9時～16時）
044-877-9232

アロマで心も身体も元気になろう！①
　 5月16日、6月20日、7月25日の
月曜、13時半～15時、全3回 同セン
ター 60歳以上の6人 1,400円
4月11日～18日に参加希望の本人が
返信用ハガキを持参し直接。［抽選］
水墨画にチャレンジ

　 6月10日、24日、7月8日、22
日の金曜、9時半～11時半、全4回

60歳以上の6人 4月15日から参
加希望の本人が教材費を持参し直接。

［先着順］。 ※教材費など詳細はお
問い合わせください。

区HP

教室・相談名日時（受付時間） 対象 内容・持ち物他  ［先着順］

初期食
教室

（離乳食）

❶5月10日㈫
❷5月16日㈪
いずれも
10時～11時
(9時45分～)

区内在住で
4カ月以降
の乳児の保
護者各20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
子ども同伴可

いずれも4月
１5日から区

ＨＰで。

中・後期
食教室
（離乳食）

5月2日㈪
10時～11時
(9時45分～)

区内在住で
6～10カ月
ごろの乳児
の保護者

20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。子ども同伴可

幼児食
教室

5月27日㈮
10時～11時
(9時45分～)

区内在住で
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。母子健康
手帳、筆記用具、バスタ
オル持参

4月19日から
区ＨＰで。

アレルギー
相談

5月19日㈭
14時～
(13時45分～
14時）

区内在住で
0～6歳ま

での子ども
10人

医師による気管支ぜんそ
く、アトピー性皮膚炎な
ど、アレルギー性疾患に
ついての相談

4月15日
から電話で。
☎044-856-

3302

区役所地域支援課 044-856-3237
※電話予約は９時から受け付けます

教室・相談案内地域みまもり
支援センタ― 会場は区役所1階健診フロア

区HP

区HP

区HP

区HP

　４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行います。詳細は区Ｈ
Ｐで。

　4月１日から国民健康保険の加入・脱退、国民年金加入、医療費助成な
どの申請受け付けの窓口が変わります。

区役所保険年金課☎044-856-3159 044-856-3196

受け付け業務 窓口 問い合わせ先
国民健康保険加入・脱退（住所異動を伴わない場
合）、国民年金加入
国民健康保険証再交付

６番 国民健康保険担当
☎044-856-3156国民健康保険給付（高額、療養費、葬祭費など）

国民健康保険料算定（軽減、減免など） ７番
保険料納付・納付相談（国民健康保険料・後期高
齢者医療保険料・介護保険料） ８番 収納担当

☎044-856-3151
後期高齢者医療保険（給付、保険料算定、保険
証再交付など）
介護保険料（算定、保険証再交付など）
医療費助成（小児・重度障害者・ひとり親）

９番
後期・介護・医療費

助成担当
☎044-856-3159

国民年金相談（保険料免除、障害年金など） １０番 国民年金担当
☎044-856-3154

※介護保険認定・給付の相談は高齢・障害課（２４番窓口）で

多彩な地域資源を活かしたまちづくりの推進 …………… 1,059万円
［主な取り組み］　区内のさまざまな魅力・情報の発信に向けて、市民活
動団体などからの事業提案を募集し、協働による取り組みを推進します。
宮前区制40周年の取り組み …………………………………… 210万円
［主な取り組み］　「つながれ、ミライのまちへ」をテーマに区民が地域に
愛着を感じ、将来につなげていくための記念式典などの実施や協賛事
業への呼びかけを行い、地域と行政が一体となってお祝いする機運を盛
り上げます。
その他の取り組み

地域活動の担い手・ネットワーク・場づくりの推進 ………… 1,359万円
心がつながり、互いに支え合う地域の輪づくりの推進 …… 570万円
地域における、切れ目のない子ども・子育て支援の推進 …… 774万円
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 566万円
区の機能強化に向けた取り組み ……………………………… 500万円
道路の維持補修 ……………………………………………3億4,622万円
公園緑地・街路樹の維持管理 ……………………………… 7,062万円
※千円以下は四捨五入

区役所企画課☎044-856-3133 044-856-3119

4年度の区役所の取り組み 区制40周年協賛事業

保険年金課の窓口が変わります

検索宮前区　事業計画

　 5月6日～27日の金曜、21時～21時45分、全4回 区内在住・在学・
在勤の15人 1,100円 ４月１５日から直接か電話で。［先着順］

フロンタウンさぎぬま（土橋3-1-1）☎044-854-0210
区役所地域振興課☎044-856-3177 044-856-3280

ロコ体操教室＠さぎぬま

区民限定オンラインエクササイズヨガ「おやすみヨガ-EARTH-」

フロンタウン
さぎぬまHP

［区の木］サクラのデザイン ［区の花］コスモスのデザイン

区制40周年オリジナル婚姻届配布中

　シニアの人向けにポールを使った体操とウオーキング
の教室を開催します。 ５月１０日～３１日の火曜、１4時半～１5時半 フロ
ンタウンさぎぬま 各日２0人 各日６００円 ４月１５日から直接か電話で。

［先着順］。※空きがあれば当日参加可

　今年で区制40周年を迎える宮前区では、オリジナル婚姻届を
制作し、区役所で配布しています。記憶に残る思い出を作りませ
んか。詳細は区HPで。

区役所区民課☎044-856-3147 044-856-3196
区HP

同センター
HP
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