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記念事業の考え方                                                                                                       
１ 事業の趣旨及び基本方針 

（１）主旨 
中原区は令和４年（２０２２年）４月１日に区制施行５０周年を迎えます。中原区で

はこの１０年間、大規模な再開発に伴う高層マンションの建設や商業施設の開業が行われ、
人口も２６万 3 千人を超える（同年 3 月１日現在）など、街なみは大きく変わりました。昨今
の新型コロナウイルス感染症の影響によるテレワークの普及など、社会全体の行動変容を見据え
ながら、これからも住み続けたいと感じられる安全で安心なまちづくりを進めていく必要があります。 

この記念すべき日を節目として、中原区に長年お住まいの区民の皆様には、より地域への愛
着を持っていただくとともに、新たにお住まいになった区民の皆様には、中原区の歴史を振り返り、
交流していただく契機とするため、１年を通して記念事業を実施します。 

 
（２）基本方針 

ア 区役所全体で記念事業に取り組み、特に実施段階では多くの区民の皆様の参加を促し、
中原区民祭や中原区市民提案型事業など、協働により、５０周年を記念するものとします。 

イ この５０年で大きな変貌を遂げた中原区が、新たな１０年に向けて飛躍するために、区役
所と区民の皆様が一体となって、事業に取り組みます。 

ウ 区の歴史、文化、スポーツ、産業、自然、人材等の既存の地域資源を活用した事業を実 
施することで、魅力が輝き、活力にあふれるまちづくりへの風土を醸成し、区の魅力を再認識す
る機会とします。 

 
２ 実施期間 

区制５０周年記念事業の実施期間は、原則的に令和４年度の１年間（令和４年４月１日
から令和５年３月３１日まで）とします。 

 
３ 記念事業の実施体制 

記念事業の総括は企画課を主管とし、区役所内各課が協力して行うものとします。 
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４ 記念事業の枠組み 
記念事業の体系は次のとおりとします。 

（１）なかはら世紀越えカプセル開封イベント 
      区制５０周年記念を代表する事業として、２１世紀の到来を記念し平成１２年（２０

００年）１２月３１日に封印した「なかはら世紀越えカプセル」の開封イベントを開催します。 
（２）区主催事業 

      区役所が主催して取り組むイベント等で、５０周年を記念して新たに取り組む事業や既存
事業を冠付け事業として実施します。 

（３）区民主催事業 
      市民活動団体や区民の皆様が自主的に企画・実施する事業で、中原区民祭や中原区市

民提案型事業など、記念事業の基本方針に沿う事業については、区が５０周年記念事業と
して後援します。 

（４）広報事業 
      区制５０周年を区民の皆様に広く周知するため、様々な手法を用いて広報します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

区役所敷地に設置された「なかはら世紀越えカプセル」 
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記念事業の内容                                          
 時期や場所が未定となっているものは、決定後、区 HP 等で情報を公開します。 
 
１ なかはら世紀越えカプセル開封イベント 
   【時 期】 未定 
   【場 所】 未定 
   【内 容】 平成１２年（２０００年）１２月に、区役所敷地に設置した「なかはら世紀越え

カプセル」を開封します。 
 
２ 区主催事業 

区役所が主催する事業で多くの区民の皆様が参加でき、広く区内にアピールできる事業を区制５
０周年記念事業と位置づけます。また、区役所以外の行政主催事業についても、区主催事業に準
じて５０周年事業と位置づけるものとします。 
（１）冠付け事業 

 「区制５０周年記念」を冠付けして事業を実施します。 
 
   ア 新規事業《１事業》 

第 1 回かわさき SDGｓランド（旧「CC 等々力 エコ暮らしこフェア」） 
【時 期】 令和４年６月 
【場 所】 等々力陸上競技場周辺 
【内 容】 川崎フロンターレ等と共催で SDGｓの「環境」「経済」「社会」の３つを柱とした体 

験・参加型イベントを開催します。 
 
   イ 既存事業《１８事業》 

（ア）中原歩こう会 
【時 期】 通年 第 2 日曜日（８月を除く） 
【場 所】 区内外 
【内 容】 区内外の様々なコースを約５km 歩くウォーキングイベントを開催します。 

（イ）みんなのスポーツフェスタ 
【時 期】 令和４年５月 
【場 所】 とどろきアリーナ サブアリーナほか 
【内 容】 子どもからシニアまで誰もが気軽にスポーツを体験できるイベントを開催します。 
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（ウ）富士通レッドウェーブバスケットボール教室 
【時 期】 令和４年７月 
【場 所】 とどろきアリーナ サブアリーナ 
【内 容】 富士通レッドウェーブ選手等によるバスケットボール教室を市内小学生を対象に開 

催します。 
（エ）KOSUGI SPORTS FES ２０２２ 

【時 期】 令和４年７〜８月 
【場 所】 グランツリー武蔵小杉 
【内 容】 グランツリー武蔵小杉と中原区役所の共催による、ニュースポーツや e スポーツ、か 

わさきスポーツパートナーとの交流などを楽しめるイベントです。 
（オ）NEC レッドロケッツバレーボール教室 

【時 期】 令和４年９月 
【場 所】 とどろきアリーナ サブアリーナ 
【内 容】 NEC レッドロケッツ選手等によるバレーボール教室を市内小学生を対象に開催しま 

す。 
（カ）なかはらっぱ祭り 

【時 期】 令和４年９〜１１月頃 
【場 所】 未定 
【内 容】 中原区民交流センター「なかはらっぱ」に登録している市民活動団体が日頃の活 

動を発表し、来場者との交流や団体同士の交流を深めるお祭りを開催します。 
（キ）川崎フロンターレサッカー教室 

【時 期】 令和４年９〜１１月頃 
【場 所】 等々力陸上競技場 
【内 容】 区内小学生を対象に、憧れの場所「等々力陸上競技場」で、憧れの川崎フロンタ 

ーレによる親子サッカー教室を開催します。 
（ク）中原区民体力テストの集い 

【時 期】 令和４年１０月 
【場 所】 とどろきアリーナ サブアリーナ 
【内 容】 中原区民祭と同時開催する体力測定会。握力測定、上体起こし、長座体前屈 

など各種体力テストを実施します。 
（ケ）中原スポーツまつり 

【時 期】 令和４年１０月 
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【場 所】 とどろきアリーナ サブアリーナ 
【内 容】 ニュースポーツやパラスポーツなど誰もが気軽にできるスポーツを通じて、多世代間の 

地域住民の交流機会を創出し、健康で明るく住み良いまちづくりの推進を目的とし 
たスポーツまつりを開催します。 

（コ）中原区青少年吹奏楽コンサート 
【時 期】 令和４年１１月 
【場 所】 法政大学第二中・高等学校 
【内 容】 音楽を通じて、青少年の健全育成を図る事を目的として、区内の中学校・高等 

学校の吹奏楽部によるコンサートを開催します。 
（サ）第２６回なかはら福祉健康まつり 

【時 期】 令和４年秋 
【場 所】 中原区役所ほか 
【内 容】 区民の福祉・健康に対する知識や理解を深めるとともに、参加団体間の交流を 

促すことで連携した地域活動を推進します。 
（シ）第１７回なかはら子ども未来フェスタ 

【時 期】 令和４年秋 
【場 所】 中原区役所ほか 
【内 容】 子育て支援活動に対する区民の認識を高めるとともに、参加団体の交流を促す 

ことで、地域が一体となった子育て支援を推進します。 
（ス）(仮称)中原区民ロードレース大会・走り方教室 

【時 期】 令和４年１２月 
【場 所】 等々力陸上競技場ほか 
【内 容】 約４０年続けてきた中原区民多摩川ロードレース「マイペース大会」を、会場を 

等々力緑地へ移しリニューアルして開催します。 
（セ）フラッグフットボール大会・アメリカンフットボール体験会 

【時 期】 令和５年１〜３月 
【場 所】 未定 
【内 容】 市内の小学生を対象としたフラッグフットボール大会と併せて、富士通フロンティア 

ーズと連携したアメリカンフットボールの普及啓発イベントを開催します。 
（ソ）In Unity２０２３ 

【時 期】 令和５年１〜３月 
【場 所】 未定 
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【内 容】 音楽を通じて幅広い地域・年齢層の人々の交流を促進することを目的とした音楽 
とダンスの祭典を区民と協働で開催します。 

（タ）中原区役所コンサート 
【時 期】 令和５年１〜３月 
【場 所】 未定 
【内 容】 「市民が愛着と誇りを持てるまちづくり」を推進することを目的に良質な音楽を気軽 

に楽しめるコンサートを開催します。 
（チ）なかはらの魅力発信講座 

【時 期】 未定 
【場 所】 未定 
【内 容】 地域資源である歴史文化・自然等の魅力発信を通じ、まちへの愛着や郷土意識 

を醸成することを目的とした講座を開催します。 
（ツ）商店街と連携した地域のまちづくり推進事業 

【時 期】 未定 
【場 所】 区内各所 
【内 容】 区内の商店街の店舗などを地域の情報交換や交流の場として活用し、店主 

           による講師又は外部講師を招いた各種教室やイベントを開催します。 
 

（２）中原区制５０周年記念「中原区をもっと好きになる」プロジェクト 
【時 期】 通年 
【場 所】 区内各所 
【内 容】 区役所や企業などと連携し、あらゆるジャンルのイベントを開催すること、また当該

イベント等の広報を区 HP 等により実施することで、区全体で区制５０周年という節
目を祝うとともに、イベント参加を通じて区の魅力を「知る」「見る」「交流する」ことで、
「中原区をもっと好きになる」ことを目的としたプロジェクトを実施します。また、イベント
参加者の皆様には、抽選で区の魅力がつまった記念品を贈呈します。 

 
（３）冠付け事業以外の区主催事業 
  ア 区制５０周年記念オリジナル婚姻届 

中原区を活動拠点とするかわさきスポーツパートナーと連携し、オリジナル婚姻届を作成・配布
します。 

  イ なかはら親子体操「ミミケロはっぴぃダンス︕」のリニューアル 
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体操を通して子どもと保護者が触れ合い、一緒に楽しく体を動かし、元気で仲良くなることを目
指し制作した「なかはら親子体操『ミミケロはっぴぃダンス︕』」をリニューアルします。 

 
３ 区民主催事業 

区内の団体等が主催する事業で多くの区民の皆様が参加でき、広く区内にアピールできる事業を
区制５０周年記念事業と位置づけます。なお、今後、事業が追加される場合もあります。 
（１）第３８回「住吉ざくら」さくら祭 
   【時 期】 令和４年４月 
   【場 所】 ホテル精養軒 
   【内 容】 地元有志により長年にわたり手入れをしてきた「住吉ざくら」の開花を地域で祝うイベ 

  ントを開催します（感染拡大防止対策として式典のみの開催）。 
（２）中原区町内会婦人部連絡協議会「５０周年記念事業」 
   【時 期】 令和４年７月 
   【場 所】 川崎市総合自治会館ホール 
   【内 容】 エレクトーンの講師をお招きして伴奏と一緒に手遊びによる脳トレを行います。また、 

区民祭恒例の炭坑節などの踊りを参加者全員で踊ります。 
（３）第４４回中原区民祭 

【時 期】 令和４年１０月 
【場 所】 等々力緑地 
【内 容】 中原の文化の発展と区民の連帯を図るため、区民の手によりふれあいの場を創出す 

る。 
（４）中原区町内会連絡協議会「防災講習会」 
   【時 期】 令和４年１２月 
   【場 所】 中原区役所 
   【内 容】 町内会・自治会の会長や役員等を対象に、防災、災害に対する備えをテーマとした 

講習会を開催します。 
（５）中原区市民提案型事業（区制５０周年記念コース）「ナカハラ５０' アンサンブルプロ

ジェクト」 
【時 期】 未定 
【場 所】 未定 
【内 容】 本格的なクラシックコンサートを開催することで、音楽・文化を通じ、区の魅力を発信 

します。 
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  （６）区が共催・後援する事業 
実施期間に区内の団体等が実施し、区が共催・後援する事業については、原則として「中原

区制５０周年記念」の冠を付けることとします。 
 
４ 広報事業 

（１）メディアを活用した広報 
ア 地域メディアと連携した広報 

なかはらメディアネットワークの地域メディア各社と連携し、テレビ、ラジオ、地域新聞を通じて
区制５０周年を区内に広く伝えます。 

イ その他 
市政だより（中原区版）、区ホームページを活用するとともに、報道機関への情報提供を

積極的に行い、区制５０周年を区内に広く伝えます。 
 

（２）区が発行するチラシ等を活用した広報 
ア 周知用チラシ・ポスターによる広報 

区制５０周年記念周知用チラシ・ポスターを作成し、区制５０周年を周知します。 
イ 区主催事業等のチラシ・ポスターによる広報 

区役所が実施する事業やイベントのチラシ・ポスターには原則として、「中原区制５０周年
記念」と記載し、区制５０周年を周知します。 

 

 
（３）その他啓発物品等による広報 

ア 中原区制５０周年 PR 動画 
多くの区民が参加した区の魅力が伝わる PR 動画を公開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

区制５０周年記念ロゴマーク 

パターン A パターン B 
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イ 環境啓発物品での広報 
「中原区環境まちづくり支援事業」で作成するクリアファイル・うちわに「区制５０周年記念ロ

ゴマーク」を印字し、配布します。 
ウ 区オリジナル事務用封筒の作成 

      区オリジナルの事務用封筒に「区制５０周年記念ロゴマーク」を記載して、区役所全部署で
使用します。 

エ 区役所内花壇の装飾による広報 
区役所正面花壇に５０周年にちなんだデザインで花を植え、５０周年の記念装飾とする。 

オ 記念撮影コーナーの活用 
婚姻や出生などをきっかけに中原区に興味を持ってもらえるよう、５０周年ロゴバージョンやス

ポーツパートナーバージョンなど撮影コーナーを充実させます。 
 
【中原区の魅力】 
 中原区は多摩川や二ヶ領用水、等々力緑地など、多くの魅力であふれています。下の画像は、過去
の「なからはらフォトコンテスト」の入選作品です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【春が来た♪】 かわさき多摩川ふれあいロード 【二ヶ領用水で夏の想い出、灯篭流し】 二ヶ領用水 

【残葉】 全龍寺 【わくわく雪景色】 等々力緑地 
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中原区制５０周年記念事業 実行計画 
令和 4 年３月 

 
川崎市中原区役所まちづくり推進部企画課 

〒211-8570 川崎市中原区小杉町 3-245 
電話︓044-744-3149 FAX︓044-744-3340 

E-mail︓65kikaku@city.kawasaki.jp 
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