


合言葉は｢笑顔で挨拶・住みよい町会」
　北見方町会では地震被害を想定して毎年、町会自主防
災訓練を実施していました。
　そんな中、令和元年台風19号の大雨で多摩川が増水
し、諏訪排水樋管から水が逆流。下水路からあふれた水に
よって、多摩川に近い地域を中心にマンションも含め500世
帯以上が浸水被害に遭い、今なお一部で復旧作業を続け
ています。
　水害の恐ろしさを体感したことで、地震のみならず様 な々
災害に対しての防災に取り組み、検討を行っています。

台風19号被害の経験を活かして、
さらに災害に強いまちづくりを！

北見方町会の取り組みや検討課題

災害に強いまちづくり

高津区 北見方町会

中原区 上丸子山王町２丁目町会

復旧・復興に立ち向かう会員の姿に感心
　台風19号により町会員のほとんどの家が床上浸水の被
害を受け、会館も床上約40cm浸水しました。しかし、被災２
日後には災害対策本部を開設。行政からの情報受信や発
信、ボランティアによる清掃支援の采配に努めました。
　山川会長は当時を振り返り「ひどい被害を受けたにも関
わらず、弱音を吐かず、気丈に復旧・復興に立ち向かう会員
の姿に感心し、誇らしく感じた」と話します。
　こうした被災の経験を踏まえ、令和２年２月に「安全で明る
い町会づくり」実現のため、隣接町会とともに浸水被害軽減
に向けた要望書を市へ提出しました。

令和元年、台風19号で被災した
上丸子山王町２丁目町会の活動

被災後2日で活動を開始した
町会の災害対策本部

北見方町会防災倉庫

隣接町会が一体となって要望書を提出

小学生向け防災訓練

床上浸水した自治会館はその後
改修工事が行われた

※掲載した写真はコロナ禍以前のものも含まれています
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いつ起こるかもわからない地震や水害などの天災、そして、火災。人々が安心して
暮らすには、万一の災害から大切な人命や財産を守るための備えは大切です。隣近
所だからこそできる災害への取り組み。町内会・自治会でも自主防災活動に取り組
んでいます。

麻生区 新百合ヶ丘自治会

多摩区 菅町会

災害に強いまちづくり

実際の避難生活を想定し行われた
炊き出し訓練

消防・警察・区、多くの職員が参加する防災訓練
　菅町会は、地区内に４万３千人が暮らす大きな町会で、町
内を18の自主防災組織に分け、自分の住む地域の防災活
動をするようにしています。日ごろから防災訓練を行い、水・
非常食品の備蓄・管理をするなど、緊急時に備えています。
　２年に一度千人規模の訓練を行っており、消防や警察、
区からも多くの職員が参加。昨年度はコロナ禍の中、小学
校で10か所ほどのブースを設け、少人数に分かれ、視察の
他、簡易トイレの設置や救命ボートの確認、土のうづくり、模
擬消火訓練などを体験しました。

防災の要は｢助け合うには、
顔見知りになることから始まる」

階段昇降用の電動車いすの扱い方を
学ぶ

放水訓練は消防署の指導を受けながら
行われた

各地区ごとに別れた防災組織

電動ベッドや電動車いすを使った
救護訓練

大雨の際に活躍する救命ボートを確認する体験者

皆で助け合う自治会ならではの防災
　「いざと言う時にこの地区にいて動ける会員が活動する」
を前提に、対策にあたっています。こうした活動を支えるのは
専任の防災役員他20名と、182名の「防災応援団」です。
　向こう三軒両隣の隣人を支援者とする独自制度の発足
や消防署と連携した放水・炊き出し・避難支援等の防災訓
練、会員全戸参加の「安否確認タオル掲出演習」等を実施
しています。
　また「日頃からのお付き合い」や「助け合い」を大事にすべ
く、夏祭りや、餅つき大会の開催等『お互いの顔の見える街
づくり』を合言葉に活動しています。

気軽に挨拶ができる街
『お互いの顔の見える街づくり』が合言葉
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地域で支える｢次につながる子育て支援」
　昭和49年発足の｢北加瀬原町母親クラブ」は、乳幼児の
健全育成を目的として、毎月第１水曜日に「赤ちゃん相談」を
開催しています。
　赤ちゃん相談では、地元有志のボランティアや区役所保
健師による身長・体重の計測、個別相談など、地域と行政が
連携し子育てに不安のある方 の々サポートを行っています。
　サポートを受けたママさんがここでの経験を活かし、次の
サポート役として加わるなど、初めてでも安心して子育てが
できる、地域を中心とした子育て支援の取り組みが広がって
います。

「初めてママ｣も安心できる、
北加瀬原町母親クラブ

継続した健康管理に役立てられるよう毎月第1水曜日に実施

安心して暮らせるまちづくり

幸　区 北加瀬原町内会

川崎区 池上新町町内会

見守り・つながりの輪
～世代を超えた支え合いと絆～

身長・体重測定の他、
保健師や先輩ママが
個別相談に対応

クリスマスシーズンにはサンタも登場 !

見守り訪問の様子

公園に注意喚起の貼り紙。
感染対策を呼びかけました

手作り品をお届けしながら見守り訪問
　東日本大震災をきっかけに、一人暮らしの高齢者や災害時に避
難が困難な要援護者などを地域で見守るため、毎年２回、役員や
老人クラブが心を込めて作ったプレゼントを手土産に個別訪問を
行っています。
　コロナ禍においては、マスクや消毒液を手土産に訪問したり、近
隣の公園に注意喚起の貼り紙をするなど、安心して暮らせる地域
づくりの取り組みを進めています。
　「なんでも相談できる地域づくりを目指しています」と浦野一吉
会長。
　その他にも、誰でも楽しく参加できるイベント等を開催。子どもたち
も率先して参加し、世代を超えたつながりの輪が広がっています。

手作りマスクと消毒液をプレゼント♪

※掲載した写真はコロナ禍以前のものも含まれています
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毎日が安心して暮らせる安全なまち。犯罪や非行のない明るい “まちづくり”は
私たちみんなの願いです。地域を巡回する防犯パトロール、防犯灯の設置や維持
管理など、町内会・自治会ではそれぞれの地域の実情や必要性に合わせて、効果
的な活動を行っています。

宮前区 稗原ゆ～ず連絡会

宮前区 白幡台地区コミュニティ交通協議会・
県営野川南台団地自治会

安心して暮らせるまちづくり

ステージや手作り品の販売で人気イベント「ゆ～ずパーティー」

ゆ～ず連絡会では様々な議題が話し合われる

白幡台・野川南台で活躍する小さなバス
　宮前区は坂が多くバスは日常の足として欠かせない存在
です。しかし道幅が狭い等の理由で公共の路線バスが入
れない地域では、高齢化等により、以前から「買い物に困っ
ている」との声がありました。
　こうした中、地域で一体となって活動した結果、令和元年
10月から運行しているのが白幡台地区の「食品館あおば
初山店・お買物バス」、平成21年４月から運行しているのが
野川南台のコミュニティバスです。両地区とも無料で定期運
行するバスは、利便性だけではなく、利用者同士が顔見知り
になり、地域の身近な交流の場としても活躍しています。

無料の定期運行バスは
暮らしに欠かせない区民の足です

白幡台地区の「食品館あおば初山店・お買い物バス」

野川南台のコミュニティバス「みらい」

子どもから高齢者まで、一人ひとりが主役
　稗原(ひえばら)ゆ～ず連絡会は、2015年６月に稗原小
学校区内の七つの自治会と医療・障害・介護施設など14団
体が集まって発足しました。
　高齢者の見守りや健康維持、防災活動といった福祉活
動の他、地域の交流を目的としたイベント等、多岐にわたる
活動を行っています。中でも健康づくり教室、合同バスツアー
やクラフト市といった地域の方々が楽しみにしているイベント
も多数開催。若い方からの人気もあり、世代を超えた地域交
流に貢献しています。

自治会を中心に福祉・交流・防災と
安心できる町づくりに貢献
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植物由来のレジ袋を町会内全戸に配布
　プラスチック製のレジ袋の多くは石油燃料が主原料のた
め、自然環境下では分解されにくく、焼却時に発生する二酸
化炭素の排出も環境への影響が深刻です。
　こうした現実を廃棄物減量指導員の会合で知った木月1
丁目町会の内田会長は、町会全体に伝え広める方法はな
いかと町会役員と協議し、初の試みとして環境保全の観点
から主原料の100％がサトウキビの廃糖蜜でできた「バイオ
マスポリエチレン100％レジ袋」を全戸配布しました。
　「配布をきっかけに環境保全への意識を高めてもらえれ
ば」と内田会長は話しています。

私たちにできること、身近なことから
考えるプラスチックごみ問題

植物由来のレジ袋を町内会員に全戸配布
しました

町会常任委員会にて全戸配布を決定しました

きれいなまちづくり

中原区 木月1丁目町会

川崎区 鋼管通2丁目町内会

街路の家々の前・フェンスを飾る花のプランター
　鋼管通２丁目町内会では、花のプランター配布活動を
行っています。区役所や地元企業から提供を受けたり町内
会独自で季節の花を入手し、家の街路沿いフェンスにプラン
ターが並びます。
　「誰もが安心して住み続けられる街」を目指す活動として
「訪問見守り活動」が 2012年以来取り組まれており、花プラ
ンター配布活動は、その一環として始まりました。朝の水やり
時に登校する子どもたちと「おはよう」「行ってらっしゃい」が
交わされ、夕方の水やりに通りがかりの人と立ち話。街に顔
見知り=相互見守りの輪が広がります。

水やりで交わす挨拶
“相互”見守り活動

毎月10日、25日に行われる見守り訪問。一人
暮らしや高齢者世帯を訪問し、健康状態や
相談ごと、お手伝いごとを聞いています

水やり時に御挨拶。ゆるやか
な相互見守りの輪が花を通じ
て広がっています

役員・有志の手でプランターに花株を植え、
リヤカーへ。町会会員宅に配布して回ります

■■■■■■
■■■■■■
■■■■■■※掲載した写真はコロナ禍以前のものも含まれています
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地域の人々が心豊かに、安らかに暮らせるよう、四季折々の表情にあふれる自然を
育み、きれいで住みよいまち並みをつくることが望まれます。身の回りのごみ対策、
集積所の維持管理や地域住民による資源集団回収、また公園・道路の清掃や美化
など、それぞれの町内会・自治会はきれいなまちづくりに力を入れます。

麻生区 真福寺町内会

多摩区 かりがね台自治会

きれいなまちづくり

「せせらぎの池」の清掃、鳥よけの網張り作業中

花壇が美しい公園は住民交流の場
　かりがね台自治会は多摩区の西北部に位置し、小田急
線読売ランド前駅から坂を登った高台にある地域です。多
方面から移り住んだ方が多く、住民同士の交流の場が必
要との声が上がっていました。
　そこで地域美化活動の一環として、自治会内にある公園
の除草や周辺道路の清掃が始まりました。この活動は、子ど
もから大人まで多くの住民が顔を合わせ、心が通じ合える
大変有意義な場となりました。こうした交流をきっかけに、現
在では夏休みの納涼大会や秋の杉山社の祭礼など、皆が
楽しみにしているイベントも行っております。

子どもから大人まで、住民同士が顔を
合わせる美化清掃

美化清掃には毎回多く
の住民が参加します

こまめな手入れで、きれいな花を咲かせる花壇

水辺がある公園は地域の安らぎの場
　真福寺町内会では、以前からカラスによるごみの散乱被
害が多数報告され、数年かけて90数カ所全ての集積場の
ごみ箱を、旧来のネット掛けからボックスなどに変更しました。
　源内谷東公園にある「せせらぎの池」には鯉・鮒・モロコな
ど数十匹が生息しており、毎週の餌やりや日常の公園清掃
に加え、年４回池の水を全部抜き、ごみや藻などを掃除して
います。
　池の掃除には役員と池周辺に住む多数の男性が参加し
ています。地域の輪が大きくなり町内会運営に大きなプラス
になっています。

町内会のユニークな取り組み、
池の水を全部抜いた掃除活動
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「一緒にやってみよう」から深まる絆
　大ヶ谷戸地区の５町会(上町会、向町会、常陸町会、小
田中町会、東町町内会)では、毎年夏に合同で納涼盆踊り
大会を開催しています。平成15年に「一緒にやったらどうだ
ろう」と自然に始まりました。
　合同で行うことで「各町会の考えを共有でき、コミュニケー
ションや絆が強くなった。」と大ヶ谷戸上町会の原富雄会長
は話します。
　開催当初は各町会で費用を拠出していましたが、今では
地域の一大イベントとして多くの住民に認知され、寄附が集
まるようになり町会の負担が軽減されています。
　会場となる大谷戸小学校の協力や、子ども会が中心と
なって模擬店を出店し、盆踊り大会を盛り上げています。

町会同士の絆を深める５町会合同
「納涼盆踊り大会」を開催！

浴衣姿の町民が夏の夜のひとときを楽しみました

ふれあいのあるまちづくり

中原区 大ヶ谷戸地区

幸　区 南河原地区連合町内会

平成２年に復活した地元の伝統行事
　南河原地区を代表する女躰神社では、毎年８月第３土・日
曜に例大祭が開催され、その重要行事として連合町内会によ
る神輿渡御があります。15基の神輿が集まる景色は壮観で、
地区住民はみなこの日を心待ちにしています。
　この伝統行事は一時期途絶えたことがありました。神輿渡御
をなんとか再開することができないかと、町会役員が集まり何度
も話し合いを重ね、平成２年にようやく６町内会で復活。今では
南河原地区連合町内会ほぼすべての町内会・自治会が参加
しています。
　伝統行事の復活は、神輿を担ぎ地域を巡行することで各
家 に々御神徳を与えてくれるだけでなく、地域の住民がふれあ
い結束させる力にもなっています。

毎年行われる女躰神社例大祭の
神
み

輿
こし

渡
と

御
ぎょ

は地域結束の象徴

仕込みも調理も担当者が和気あいあいと
準備しました

※掲載した写真はコロナ禍以前のものも含まれています

会場が小学校とあって子どもたち
の参加も目立ちます

神輿を左右に振る勇壮な「ヨコタ」と呼ばれる担ぎ方

威勢のいい声と共に神輿を
担いで大通りを練り歩く

最後は御社殿前にてお祓いを受けます
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子どもからお年寄りまで、人と人とのふれあいが行き交うまち。お祭、盆踊り、
運動会、そして、季節やそのまちならではのさまざまな催しなど、みんなが気軽
に参加できる地域の行事は地域のつながりを強くします。世代を超えて、一つの
テーマや目的に向かう中で、まちや人への思いが生まれます。

多摩区 五反田自治会

宮前区 有馬町会

ふれあいのまちづくり

ゴールデンウィークにはたくさんの
住民が訪れる

多世代交流を目的に企画された地域イベント
　地域の運動会が小学校の改修により実施が困難となり、
その代替として有馬中央公園を会場に企画されたのが「ふ
れあいフェスティバルin有馬」です。「小さな子どもから高
齢者まで誰もが楽しめる交流の場」をテーマに2019年に初
めて開催しました。
　メインステージでは小中学生による演奏やダンスパフォー
マンスが披露され、カフェコーナーやハンドメイド作品の販
売、ちびっこ広場やスポーツ広場等、公園の自然を満喫しな
がら楽しめるコーナーが設定されています。

子どもから高齢者まで楽しめる
「ふれあいフェスティバルin有馬」

鯉のぼりの設置は、住民たちが
半日かけて行っている

たくさんの七夕飾りが川沿いを彩る
七夕の竹の設営は、大人数人
がかりの大仕事

会場の有馬中央公園には
たくさんの方が来場

ステージではパフォーマンスが
繰り広げられる

子どもたちに人気の
スポーツ広場

河川を活用した、ふれあいの場づくり
　五反田自治会では、生田駅の近くを流れる五反田川を活
用して、地域の皆が集う様 な々活動を行っています。2008
年に始まった、ゴールデンウィークの間、川に鯉のぼりを飾る
のもそのひとつ。
　この地区ではマンションが増え、鯉のぼりを家で飾るのは
なかなか難しくなっていました。使わなくなったものを住民らに
寄付してもらい、最初は12匹だったものが最近では100匹
以上となっています。
　また、夏には七夕の飾りつけも行っており、子どもたちが書
いた短冊や老人クラブが寄贈した折り鶴を飾り、地域の風
物詩となっています。

住民が協力して、五反田川に飾る
鯉のぼりは町の風物詩
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自治会長が率先して取り組むZoom会議
　塚越ミレナリータワーズ自治会では、コロナ禍においても自
治会活動を継続させたいとの思いからリモート会議を開始
しました。比較的若い理事が多い管理組合では、いち早く
Zoom会議が導入されていましたが、自治会でも取り入れよ
うと率先して動いたのが今年で80歳を迎える上杉会長で
した。
　「本当は会って触れ合いたい。やはり直接意見を交わす
ことで関係も意見もより深まる。ただ時代に合わせ臨機応変
に対応していくことも必要」と上杉会長。
　令和３年１月定例会からは、コロナ禍での密を避けるた
め、会議室には一部の役員のみで、それ以外のメンバーは
リモートでの参加としました。

時代に即したリモート会議で、
コロナ禍でもしっかり情報を共有

ZOOMを利用した会議の風景

会議で話し合われたテーマ「公園でのボール遊び」

市民と行政の橋渡しとなる「市政だより」「議会かわさき」などの広報紙の配布や回覧だけでなく、町
内会・自治会独自での広報紙、記念誌の発行、Webサイトの立ち上げなどで活動の内容を伝え、町の
声を町内会・自治会や行政に反映させ、地域を活性化しています。

情報を共有するまちづくり

幸　区 塚越ミレナリータワーズ
自治会
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麻生区 高石町会

高津区 千年新町町内会

情報を共有するまちづくり

LINE公式アカウントトーク画面

写真と文章できめ細かな情報を発信
　千年新町町内会ニュースは町内会広報部担当者が中
心となって月に１回、数ページから多いときは10数ページに
達するボリュームで作成・発行し、町内会会員の皆様へ回
覧するとともに町内会ホームページでも閲覧できます。誰もが
読みやすいよう写真も多く取り入れ、明るい話題を盛り込む
等の工夫をしながら、町内会からの連絡事項にとどまらず、さ
まざまな防災、地域情報も提供しています。
　地域情報で取り上げたキングスカイフロントや二ヶ領せせ
らぎ館等についてはニュースを読んだ町内会の方からの反
響もありました。
　50年にわたり町内会長として慕われていた小島恵一会長
（2021年４月逝去)の千年新町町内会ニュースを大切にされ
た思いを受け継ぎ、これからも発行し続けたいと思っています。

連絡事項から連載企画まで、
町内の様々な話題を毎月届けます

2018（平成30）年9月
千年新町町内会ニュース

町会や行政の情報をタイムリーに伝えたい
　高石町会は会員数2,900世帯で麻生区でも大きな規模の
町会と言えますが、ご多分に漏れず高齢化が進む街です。
　しかしながら、昨今は若年層の居住世帯も多い地域と
なっています。
　そこで、2020年10月から回覧板を通じてLINE友だちを
募集したところ、2021年５月現在で587人の友だち登録をい
ただきました。
　町会役員の高齢化によって「役員のなり手もいない、身体
もついてこない町会の仕組みを変えるツールとして、昨年度
から始めた掲示板の設置（現状６カ所）と併せて、回覧板の
廃止を視野に入れながら、行政や防災、各種イベント情報
等の発信を、積極的に進めて行きたいと考えています。

イベント情報から防災まで、
高石町会が公式LINEを始めました

現在、千年新町町内会ニュースの編集
を担当している山本副会長兼広報部長
（右）と三浦総務部長（左）

高石町会のキャラクター

2021年5月の千年新町町内会
ニュースには急逝された小島恵一
会長が「町内会長のつ・ぶ・や・き」
として長年にわたり、町内会
ニュースに寄稿されてきた文章の
一部が掲載されました
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交通安全絵のコンクール
　4月になると、期待で胸をふくらませた新入学児童が小
学校に登下校をはじめます。地域にとっても大変喜ばしい
光景である一方、７歳児の交通事故件数は毎年全国的
にも大変多く、新入学児童の交通安全の意識づけは重
要な課題となっています。
　川崎区では、交通安全対策協議会や交通安全母の
会等が実行委員会をつくり、平成26年から川崎区新入学
児童「交通安全絵のコンクール」を開催。区内小学校に通
う新入学児童が交通安全をテーマに思い思いの絵を描
き、交通安全を学ぶ大変よい機会となっています。区内を
走る市バス、臨港バスの協力を得て、子どもたちの全作品
を展示しています。
　地域の将来を担う子どもたちの健やかな成長を願い、
地域一丸となって交通安全啓発に取り組んでいます。

絵のコンクール立ち上げに関わった
島田潤二区連合町内会会長（当時）
「交通事故により子ども達の夢が
断たれることがあってはいけない」と
想いを語ります

絵のコンクール
表彰式の様子

地域、家庭、学校が一体となって
子どもたちを交通事故から守ります

交通安全の絵を載せて走ります

令和２年度
金賞受賞作

川崎区 交通安全対策協議会・
交通安全母の会

交通事故のないまちづくり
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高津区 久地第２町会

交通事故のないまちづくり

「おはようございます」、「行ってらっしゃい」、「行ってきます」の明るい声が響きます

クラブメンバー集合写真。久地第２町会の栗田町会長、
久地いきいきクラブの斉藤会長を中心に和気あいあいと
活動しています

押しボタンを押して信号が変わるのを待つ小学生に
優しく丁寧に声掛けをしています

和気あいあいと通学路の交差点で毎朝実施中
　久地第２町会の高齢者を中心に構成される老人クラブ
「久地いきいきクラブ」は平成20年４月に設立されました。
　クラブの活動内容は定例会の他、地域の清掃、ラジオ体
操、卓球、映画会等々、多岐にわたっていますが、クラブ設立
当初から川崎市立高津小学校と西高津中学校の通学路
上にある久地かすみ提沿いの２カ所の交差点で交通整理
を実施しています。
　交通整理はクラブのメンバーが交代で朝7時30分から８
時30分まで、学校の休みを除く月曜日から金曜日に天候に
かかわらず毎日行っています。
　交通整理を行っているときには、メンバー間で和気あいあ
いと連携を取りながらドライバーへの丁寧な対応も欠かすこ
となく、幼稚園児・保育園児から小学生・中学生はもとより、近
隣にお住いの方や通勤する皆さんともあいさつを交わして
地域の絆を深めています。

「おはよう」のあいさつが地域の絆を
深める、朝の交通整理

近年の都市環境において、交通事故から人々を守る
ことは、避けて通ることのできない大きな課題です。
川崎市の各町内会・自治会でも、子どもやお年寄り
をはじめ、一人でも多くの人々を交通事故の危険か
ら守るため、地域ぐるみのさまざまな工夫と地道な
努力で安全活動を行っています。

※掲載した写真はコロナ禍以前のものも含まれています
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■川崎市の姿
川崎市は神奈川県の北東部
に位置し、横浜市と多摩川を
挟んだ東京都と隣接していま
す。市内を縦断する形でJR
南武線が通り、南武線と交
差する形で5つの私鉄が横断
し交通の便がとても良いまち
といえます。

■川崎History
川崎市の誕生は大正時代にまでさかのぼります。
川崎市の歴史を振り返ってみましょう。

■川崎アラカルト
川崎にはたくさんのNo1があります。
日本初・日本一などいくつご存知でしたか？

●日本で最初の途中駅
1872年（明治5年）の鉄道開業（横浜－新橋間）に先
立ち、仮開業していた横浜－品川間の途中駅として、
神奈川駅(現在は廃駅)と川崎駅が開設されました。
川崎駅は日本初の途中駅となったのです。

●日本初の常設サーキット場
1936年（昭和11年）多摩川河川敷に日本初の常設
サーキット場「オリンピア・スピードウェイ」が完成しま
した。「多摩川スピードウェイ」とも呼ばれたこのサー
キットには３万人収容のスタンドも作られました。

●日本初の女性消防吏員
1969年（昭和44年）２月、川崎市消防局で全国で初
めて12人の女性消防官（現在の呼称は消防吏員）が
誕生しました。主婦や老人、子どもに防火・防災教育
を行うなど大活躍したそうです。

●人口増加率が一位
政令指定都市に東京都区を含めた21大都市の中
で自然増加比率が、1986年（昭和61年）から34年
間連続一位。人口増加比率は政令指定都市の中
で2014年（平成26年）から６年連続で一位でした。
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川崎町・御幸村・大師町合併、川崎市誕生
（人口48,394人）
全国初工業用水道完成
川崎大空襲、市街地焼失
市営バス営業開始
市人口50万人突破
川崎市公害防止条例施行
政令指定都市へ移行
（川崎・幸・中原・高津・多摩の５区誕生）
100万人目の市民誕生
全国初の環境アセスメント条例施行
高津・多摩区の分区により、
宮前区・麻生区が誕生（７区制）
川崎地下街アゼリア誕生
市民オンブズマン制度実施
東京湾アクアライン開通
市人口130万人突破
ミューザ川崎シンフォニーホール開館
（市制80周年）
市人口140万人突破
JR横須賀線武蔵小杉駅開業
川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム開館
殿町国際戦略拠点「キングスカイフロント」
まちびらき
市人口145万人突破
JR南武線小田栄駅開業
市人口150万人突破

●面積（2021年9月27日）
144.35平方キロメートル
（東西約31km、南北約19km）

●人口（2021年４月１日）
人口／153万9,946人
男性／ 77万5,927人
女性／ 76万4,019人

（2020年一年間）
出生／1万2,939人（一日平均35人）

市民の花／つつじ

市民の木／つばき

事
典
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