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17万1,072人

8万360世帯

2021（令和3）年

7月1日発行 77

　危機的な状況が迫っている地球環境問題を防ぐため、川崎市では「か

わさきカーボンゼロチャレンジ2050」を昨年度に策定しました。本戦略

の目標である2050年に脱炭素社会を実現するためには、一人一人が

日頃からエコに対する意識を持ち、行動することが不可欠です。

　エコな行動を実践することで脱炭素社会を目指しましょう。

区役所企画課☎044-556-6612 044-555-3130

　地産地消は地元の経済活性化につながるだけでなく、生産

物の輸送距離が少ないためCO₂の削減にもつながります。

Action

地産地消の実践

　「かわさきそだち」とは市内で生産され

る新鮮・安全・安心な農産物の総称です。

移動距離が短い→

CO
₂削減！

市内農産物
情報や

直売所情報などはこちら

　家庭で野菜などを作ると、輸送にかかるCO₂

は一切出ません。さらに緑が増えることで、

CO₂を吸収してくれるためまさに一石二鳥です。

家庭菜園づくり

かわさきそだち

　マイバッグやマイボトルを使

うことでビニール袋やペットボト

ルの生産やごみの発生を抑え、

CO₂の削減につながります。

Action

一人一人の

マイバッグ・マイボトルの活用

　区では新たにマイボトル用のウオーターサー

バーの設置や、区のイベントでエコバッグの

配布をしています。

　海のごみの約７割を占めるのがビニール袋や

ペットボトルなどのプラスチックで、海洋プラス

チックごみが世界中で問題とされています。

1F市民活動
コーナーに

あります

海洋プラスチック問題

区役所の取り組み

海の生き物が
間違って

食べちゃう！

身近にできる

エコな

アクション

　省エネ性能の高い家電や電気自動車など環境にやさしい

製品を積極的に選択することで、CO₂の削減につながります。

Action

環境にやさしい製品や設備の選択

　環境ラベルとは、環境に配慮した製品に表記されており、

エコマークなどさまざまな種類があります。環境ラベルに

注目して商品を選ぶこともエコな取り組みの一つです。

環境ラベル

●太陽光パネル　屋上に約４２０枚のパネ

ルを設置し太陽光発電を行っています。

●シーリングファン　空気を循環させる

ことで温度を平準化して冷暖房の効率を

高めます。

区役所にあるエコな設備

　正しくごみを分別してリサイクルすることで、

燃やすごみの量が減ります。燃やすごみが減るこ

とで、CO₂の削減につながります。

詳細は
市ＨＰで

Action

ごみの分別の徹底

ごみが減る 燃やす量が減る ＣＯ₂が減る！

　ごみの種類をキーワー

ドで検索できるほか、収

集日に知らせてくれるア

ラート機能や３Ｒクイズな

どコンテンツが充実。

分別がわからないときに便利！
「川崎市ごみ分別アプリ」

あなたのエコ行動から花咲く

脱炭素社会
かわさきカーボンゼロ

チャレンジ2050

の基本的考え方

３つの
好循環

脱炭素社会の実現

一人一人の

　　　　　　 

が増える

Action

新たな

環境技術が

生まれる

エコな製品や

サービスが増える

この
アイコンが

目印

iOS Android

川崎市地球温暖化対策
イメージキャラクター
エコちゃんず

区役所のエコな
設備を見学できる
「エコツアー」の
詳細は区版２面に

一人一人の

一人一人の

一人一人の

エコちゃんず：頭の上に葉っぱの「ろじぃちゃん」（エコロジー）と頭の上に財布の「のみぃちゃん」（エコノミー）

地球とお財布にやさしい“エコ暮らし”を目指して活動しています。
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毎月第2 · 4土曜の午前中は、区役所の一部窓口をオープンし、転入・転出などの手続きを受け付けています。

　eスポーツチーム「SCARZ」が講演や体験会を通じ

て、親子を対象にゲームとの正しい向き合い方を伝え

ます。オンライン配信も予定しています。

日時　 8月14日㈯14時～16時

場所　区役所会議室

対象　 区内在住の小学生と保護者５０人（保護者のみ参

加も可）

7月1日～31日に区ＨＰの申し込みフォームで。[抽選]

区役所企画課☎044-556-6612 044-555-3130

　区役所内にある太陽光発電などの環境設備を見

学してエコを学ぶツアーです。夏休みの自由研究に

も生かせます。普段は入れない珍しい場所も。

日時　8月20日㈮❶10時～12時❷13時～15時　

場所　区役所　

対象　小学3年生以上とその保護者、各回10組

7月1日から8月1日までに区ＨＰの申し込みフォー

ムで。[抽選]

区役所企画課

☎044-556-6612

044-555-3130

区のお知らせ

申し込み方法は市版6面参照

※ 講座などによっては区内在住の人

が優先となる場合があります

区役所地域振興課

〒212-8570戸手本町1-11-1
☎044-556-6606 044-555-3130

夢こんさぁと

出演　竹製オカリナバンブリーナ

8月19日㈭１２時５分～１２時４５分

日吉分館 30人 ７月２０日ま

でに往復ハガキ（１人につき1通まで）

に氏名（ふりがな）・住所・電話番号・車い

すなどを利

用する場合

はその旨を

記入し郵送

で。［抽選］

区役所1階ロビーハナミズキ

展示コーナーの利用者募集

　市民活動団体の活動報告や作品展

示など日頃の活動をＰＲしませんか。

展示を希望する個人か団体。利

用期間:10月～4年3月。利用区分:

各月の前期（1～15日）か後期（16～

末日）。※申請できるのは期間中の１

区分のみ。内容によっては展示をお

断りする場合があります。 ７月３０日

（必着）までに申請書を直接か郵送で。

［抽選］※申請書は区役所で配布中

または区ＨＰから。

区役所地域ケア推進課

☎044-556-6730 044-556-6659

おでかけ“ぽかぽか”出張青空子育

て広場

　乳幼児と保護者が遊びながら交流

できる場です。申し込み不要、直接

会 場 へ。 7月20日 ㈫10～13時、

雨天中止。 小向第7公園(小向西

町1-65)、南

加瀬けやき

公園(南加瀬

4-35-4）。

健診名 日程 受付時間 対象 内容 申し込み・問い合わせ

生活習慣病
相談

8月
23日
㈪

9時半
～

10時

5人
保健師・栄養士による個別
相談。健診データを持参

7月16日から
直接か電話で
［先着順］禁煙相談 2人 個別禁煙相談

区役所地域支援課
☎044-556-6648 044-555-1336健康相談案内地域みまもり支援センター

（福祉事務所・保健所支所）

夏休みの子ども向けイベント！

避難階が1階以上の施設 日吉中学校・夢見ヶ崎小学校

避難階が2階以上の施設

御幸中学校・御幸小学校・幸高校・戸手小学校・塚

越中学校・古市場小学校・古川小学校・下平間小

学校・東小倉小学校・日吉小学校・南加瀬中学校・

南加瀬小学校・小倉小学校・看護短期大学

避難階が3階以上の施設
南河原中学校・南河原小学校・幸町小学校・川崎

総合科学高校・西御幸小学校

追加された指定緊急避難場所（高潮）

　元年度に神奈川県が公表した高潮浸水想定区域図に基づき、幸区の

一部小・中学校について、高潮における指定緊急避難場所を追加指定し

ました。住まいの環境を確認し、日頃から状況に応じた避難行動がとれ

るよう備えておきましょう。

総務企画局危機管理室☎044-200-0337 044-200-3972

高潮の指定緊急避難場所の追加

ゲームとの向き合い方講座 さいわいエコツアー

区役所地域支援課☎044-556-6648 044-555-1336

　マスクを常に着用していると、水分補給を

忘れがちになりませんか？自宅で過ごす時間

が増えていますが、暑い日の自宅の室温対

策はしていますか？ 熱中症は命にも影響する

ことがあり危険です。正しい方法を知って予

防しましょう。

熱中症に気を付けよう！

❶喉が渇く前に、こまめに水分補給！

❷室内では換気をしながら、エアコンなどで室温を調整！

❸外出時はゆったりした服装で、日傘や帽子を活用！

屋上にある太陽光パネル

　慶應義塾大学や区内の企業・団体による

さまざまな実験・工作が「おうちで」楽しめ

る映像などを区ＨＰで公開中です。さらに

慶應義塾大学の教授によるスペシャルプロ

グラム（申し込み制）も実施予定です。詳し

くは区ＨＰをご覧ください。科学の不思議

と楽しさを体験しましょう。

区役所地域振興課

☎044-556-6606 044-555-3130

区HP区HP区HP

　市ではSDGs（持続可能な開発目標）の達成に向

けて取り組んでいる企業・団体を「かわさきSDGs

パートナー」として募集しています。今月から、本

誌面で幸区内のパートナー企業・団体を紹介するコラムを連載します。

SDGsの達成に向けて力を合わせて取り組みましょう。

区役所企画課☎044-556-6612 044-555-3130

株式会社　北野書店

　1947年創業。鹿島田駅近くにある「ルリエ新川崎」２階に構える書店。地元

の作家や川崎にまつわる書籍が充実している。不定期に子ども向けイベントな

どを開催しており、地元から親しまれているまちの本屋さん。

北野書店のＳＤＧｓに関する取り組み

　就労援助センターと連携し、障害者の就労支援として子どもへの図書寄

贈活動に携わるなど、ハンディキャップにとらわれず充実感を持ちながらス

テップアップし、その人らしく活躍できる未来を目指しています。多様な価

値観を大切にし、知的資産である本を通じて人を幸せにしていくために、持

続可能な地域社会の一員として今後も活動していきます。

幸区内の「かわさきＳＤＧｓパートナー」を紹介！ Vol.1

　４年２月１３日㈰にミューザ川崎シンフォニーホールで開催します。

❶出演者…市や区にゆかりのある音楽家3組程度（プロ、アマチュアの

制限なし）❷運営委員（コンサート企画・運営、広報物の作成など）…８月

～4年３月に開催予定（平日の日中）の会議６回程度に出席できる５人程度

❶は８月１３日（必着）までに申込書、写真、演奏を録音した音源（ＣＤ

など）を直接か郵送で❷は７月２１日までに申込書を直接。［選考］

〒212-8570幸区役所地域振興課☎044-556-6606 044-555-3130

さいわいハナミズキコンサート
出演者・運営委員大募集！

科学とあそぶ幸せな一日
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