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　現在は住宅地が広
がる梶ケ谷の風景で
す。土地区画整理事
業をきっかけにまち
の姿は大きく変わり
ました。

開発前の梶ケ谷
（昭和２２年）ふるさとアーカイブ

　区では、地域の課題解決に向け、28年度地域課題対応事業予算を取りまとめました。
今回は地域包括ケアシステムに関連する事業を中心に28年度地域課題対応事業の予
算について紹介します。 区役所企画課☎861-3131、 861-3103

区計画で掲げるまちづくりの方向性
「歴史と進歩が調和した、心豊かに安心して暮らせるまち」
　高津区がこれまで培ってきた地域の魅力を大切にしながら、区民が世代を
超えて集い、高津のまちに愛着を持ち、共に支え合うことにより、笑顔で心
豊かに安心して暮らし続けられるまちづくりを進めていきます。
※区計画については区ホームページからご覧になれます

高津区計画つくり
ました！ 　区では、地域の課題解決に向け「川崎市総

合計画」の中で区計画を策定しました。

～28年度地域課題対応事業予算の概要～
住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために

　地域包括ケアシステムの構築などに対応するため、4月1日から区役所の窓口・業務
が一部変更となります。詳しくは下表をご覧ください（担当する業務が増えたり、新た
に設置された窓口について記載しています）。問い合わせは担当課・係名をお確かめの
うえ、直接各係までお問い合わせください。
区役所総務課☎861-3121、 861-3103

〈多様な主体との連携による
地域コミュニティ活性化の推進〉
地域コミュニティ
施策推進事業

　幅広い住民を対象としたイベントや、
町内会・自治会の活動紹介パンフレットの
作成などを通じて、
町内会・自治会の活
性化を進めます。

地域住民のワー
クショップ風景

〈すこやか・支え合いのまちづくりの推進〉
高津区地域包括支援
ネットワーク推進事業

　シンポジウムでの在宅医療の普及啓発や、交流
会・講演会を通じた高齢者見
守りネットワークの充実など
により、区民や協力事業者、
関係機関が連携して、高齢
者の見守り・支援体制の構築
を推進します。 在宅医療シンポジウム

〈総合的な子ども・
子育て支援の推進〉
子育てグループ等
活動促進事業

　子育てグループの交流会開催や活
動支援などを行い、地域の子育て力
の向上を促進し
ます。

子育てグループ
を対象としたコ
ンサート＆ワー
クショップ

４月１日から区役所の窓口が一部変更に 

　住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、自助･互助･共助･公助の適
切な役割分担のもと、住まい･医療･介護･予防･福祉･生活支援などが切れ目なく、
一体的に提供される体制づくりです。

自助

公助

一人一人の
取り組み

社会福祉などの
行政サービス

セルフケア意識
生きがい･健康づくり

互助
近隣住民や

ボランティア団体の
助け合い

支え合いの
地域づくり

共助
介護保険制度や

医療保険制度など

保健･医療･福祉の
一体的なケアの提供

地域包括ケアシステムとは？

●高齢者や障害者、子どもなど、全ての地域住民を対象とした
「地域包括ケアシステム」を推進するため「地域みまもり支援セン
ター」を新設します
●子ども・子育て相談は地域みまもり支援センターで行います
●介護保険料の収納に関する窓口が保険年金課に変更となります

主な変更点

主な業務内容 課（担当）名 係（担当）名 電話番号
国民健康保険の資格・保険料算定

保険年金課
（3階）

国保資格・賦課係 ☎８６１-３１７４
国民健康保険の給付、医療費助成 国保給付・医療費助成係 ☎８６１-３１７８
後期高齢者医療保険と介護保険の資格・保険料 後期・介護保険料係 ☎８６１-３１７５
保険料（国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険）の納付 収納係 ☎８６１-３１７３
国民年金の資格・保険料免除・給付 国民年金係 ☎８６１-３１７６
民生委員児童委員協議会、保護司会、戦没者遺族関係（弔慰金、遺族会など）、
日本赤十字社、災害見舞金、指定難病、公害健康被害補償、成人ぜん息

そく

・小児ぜ
ん息、原爆被爆者援護関係 地域みまもり

支援センター（３階）

地域ケア推進担当
管理運営担当 ☎861-3302

地域包括ケアシステムの推進、地域福祉計画、子ども・子育てに関する企画・調整 企画調整担当 ☎861-3313
母子健康手帳、乳幼児健診、子ども・子育て相談、健康づくり・生活習慣病予防、
介護予防、歯科保健、栄養指導・食育推進 地域支援担当

地区支援担当 ☎861-3315
地域サポート担当 ☎861-3259

保育所入所、児童扶養手当、小児慢性特定疾病医療費等給付、特定不妊治療 児童家庭課（4階） 児童家庭サービス係 ☎861-3250
貯水槽と井戸水の衛生相談、旅館などの営業許可、犬の登録・狂犬病予防注射、ペットの相談

衛生課（4階）
環境衛生係 ☎861-3322

食中毒や食品に関する相談、飲食店などの営業許可・届け出に関する相談 食品衛生係 ☎861-3323
ネズミ・衛生害虫・ハチの巣の相談、感染症予防や相談・検査、医務薬務（医療従事者免許証など） 感染症対策係 ☎861-3321

※予算額はおおよその金額です

地域資源を活
い

かした魅力あるまちづくりの推進 １，６９４万円
事業 予算額

総合的な子ども・子育て支援の推進 ７４６万円
多様な主体との連携による地域コミュニティ活性化の推進 ９５２万円

すこやか・支え合いのまちづくりの推進 329万円
安全・安心なまちづくりの推進 １，409万円

区役所サービス向上事業 ２１６万円

地域課題対応その他事業費 708万円

区民と協働で進める環境まちづくりの推進 １，022万円

区の新たな課題即応事業費 ５００万円

28年度地域課題対応事業予算
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障害者福祉施設の取り組みなどを紹介する「ふくシティたかつ」を4月21日㈭、22日㈮に区役所ロビーで開催。出展団体は区ホームページなどでご確認ください。 区役所高齢・障害課☎861-3252、 861-3249

ごみ相談窓口を開設します
　「資源物とごみの分け方・出し方」の
お知らせ、ごみ集積所や不法投棄な
どの相談、古着・新聞・雑誌・段ボール・
牛乳パック・廃蛍光管の回収を行いま
す。毎月第４土曜（29年3月まで）、9
時～11時。区役所1階市民ホールで。

環境局宮前生活環境事業所☎866-
9131、 857-7045。
不動産鑑定士による不動産無料相談会

　不動産鑑定士が価格、借地、相続
など不動産の相談に乗ります。4月26
日㈫10時～16時。武蔵溝ノ口駅南北
自由通路で。 財政局資産運用課☎
200-2085、 200-3905。

フリーマーケット出店者募集 　
　市民プラザでフリーマーケットに参
加してみませんか。5月22日㈰10
時～15時。市民プラザ屋内広場で。
50店程度。業者の出店不可、高校
生以下は保護者同伴。1,500円。

4月20日（必着）までに代表者氏名、
当日の参加人数、車の有無（１団体１
台）、販売品目（食品不可）も記入し往
復ハガキで〒213-0014高津区新作

1-19-1市民プラザ☎888-3131、
888-3138。［抽選］
こいのぼりキッズポシェットを
つくろう！

　フェルトと綿を使って、自分だけの
オリジナルこいのぼりキッズポシェット
を作りましょう。4月22日㈮、23日
㈯、24日 ㈰、10時 ～16時（22日 の
み14時～18時）。市民プラザ屋内広
場で。各日80人。※5歳未満は保護
者同伴。1作品1,200円。 4月
15日から直接か電話で市民プラザ☎

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

888-3131、 888-3138。［先着順］

ゴールデンウィーク短期水泳教室 　
　水が初めての子どもから、泳法上達
を目指す子どもまで参加できます。4
月26日㈫～28日㈭❶15時～16時❷
16時半～17時半。❶❷各3回。定員
…❶30人❷50人。対象…❶3歳～就
学前❷小学生。市民プラザ室内プー
ルで。3,000円。 4月15日9時か
ら直接市民プラザ体育施設☎857-
8818、 866-0382。［先着順］

国登録有形文化財「久地円筒分水」
美化活動体験参加者募集

２８年度高津区市民提案型協働事業が決定！

みんなの力でエコシティに
「エコシティたかつ」推進会議委員募集

～100年後のたかつのまちのために～

家庭・地域教育学級

「０歳からの子育て」

　国登録有形文化財である「久地円筒分水」の美化活動を体験
してみませんか。日常の清掃活動
を行っているボランティア団体「久
地円筒分水サポートクラブ」による
施設のガイドもあります。
日時　5月15日㈰９時半～11時　
※雨天の場合は22日㈰に延期　　
集合・解散　久地円筒分水広場　定員　20人　　

４月15日から直接か電話で区役所企画課☎861-3135、
861-3103。［先着順]

　地域の課題解決を図るため、市民活動団体などから提案さ
れた事業を区と提案団体との協働で実施する市民提案型協働
事業が決定しました。
事業名　「高齢者の地域サロンから出発！～主体的・継続的に活
　　　　動する拠点～」　
団体名　コスモス
事業内容　高齢者が気軽に訪れ、積極的に交流し、自分の特
　　　　　技を生かして活動するための場づくりを行う

区役所企画課☎861-3131、 861-3103

　「エコシティたかつ」推進事業の
計画、実行、評価などに携わる
推進会議の委員を募集します。
募集人数　６人以内
任期　７月1日～３０年６月３０日
応募資格　区内在住・在勤・在学
か区内での活動経験１年以上の
満１８歳以上（７月１日現在）の人。※市職員と市の付属機関など
の委員は除く

５月９日（必着）までに住所、氏名、電話番号、性別、生年
月日、職業、地域での活動経験を記載した申込書（書式自由）
にレポート「あなたの考える、よりよい地域の環境づくり」（800
字程度）を添えて、直接か郵送で〒213-8570高津区役所企画
課☎861-3132、 861-3103。［選考］

場所　プラザ橘 ２階和室
対象　27年4月2日～28年4月1日生まれ
の子どもと保護者20組。子どもと一緒に
お越しください（保育ボランティアが同室で
見守りサポートします）

4月26日10時から直接、電話、ＦＡＸ（講
座名・住所・氏名・年齢・電話番号を記入）でプ
ラザ 橘 ☎788-1531、 788-5263。［先
着順]

　菜園体験教室を年間を通して行います。高津区市民健康
の森を育てる会の皆さんの協力のもと、楽しみながら野菜を
育ててみませんか。
日時　5月～10月の第2・第4木曜、9時～12時　
場所　高津区市民健康の森（春日台公園）
対象　18歳以上の人10人（原則全ての回に参加できる人）
費用　2,000円（初回に一括払い）　持ち物　飲料水、軍手、タオル、帽子、長靴

4月15日から直接か電話で区役所地域振興課☎861-3134、 861-3103。［先着順]

　区内にある魅力的な資源をつなぐ「高津のさんぽみち」。
区民ワークショップで「青い空、見渡す畑とお地蔵さん」（久末
コース）のルートなどを見直し、リニューアルしました。
主な見どころ　久末緑地→妙法寺（写真❶）→久末ふれあい
の森→農の景色（写真❷）→蓮花寺
新しいガイドマップ（右写真）は区役所企画課で無料配布し
ている他、区ホームページからもダウンロード
できます。

区役所企画課☎861-3135、 861-3103

❶ ❷

　初めての子育てには、喜びはもちろん不安もつ
きもの。子育てについて学びながら、楽しく情報
交換しませんか。
日時　5月24日～6月21日の火曜、10時～12時

「青い空、見渡す畑とお地蔵さん」
コースのリニューアル！

高津区市民健康の森 菜園体験教室
専門家と一緒に緑ケ丘霊園内の

森を観察
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