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区役所職員を名乗りATMで手続きをさせる還付金詐欺が多発しています。不審な電話は警察署まで 川崎警察署☎222-0110、川崎臨港警察署☎266-0110

23万3,244人 12万419世帯（ 令和元年11月1日現在）

1122019

12かわさき区

000，000人 000，000世帯（平成29年8月1日現在）

112018 30

1かわさき区

人口 世帯数

令和元

　川崎区は、保健・福祉サービスを必要とする市民が他区と比較して多く、より専門的かつ機動的な対応が求められる場合があることなどから、区役所および支所・地区
健康福祉ステーションの機能や体制等の見直しについて検討してきました。このたび、検討結果を、左下の基本的な考え方を柱とする基本方針（案）として取りまとめました。

　たとえ自分が運転しなくても、飲酒運転をすることを知りながら運転する人に車を貸し
たり、同乗したり、お酒を提供した場合も罰せられます。
　自転車でも飲酒運転です！　※罰則については一部異なります。

※各回の説明はすべて同じ内容です
※各会場とも駐車場・駐輪場には限りがありますので、公共交通機関をご利用ください

市HP▶

基本方針（案）について説明し、質疑応答を行います。
開催日時 場所 定員(当日先着)

12月15日㈰13時半～14時半（開場13時） 川崎区役所  7階会議室 80人程度
12月19日㈭18時半～19時半（開場18時） 大師支所  　2階会議室 60人程度
12月20日㈮18時半～19時半（開場18時） 田島支所  　3階会議室 60人程度

市民説明会のお知らせ

市民文化局区政推進課☎200-2855 200-3800

年末年始を安全・安心に

ダメ！

◎複数の専門職による多職種連携体制の強化、3管区に分散し
ている業務の非効率性等の解消を行い、行政サービスの質や
量を今まで以上に確保するため、支所・地区健康福祉ステー
ションの申請・届出業務を川崎区役所に一元化し（機能再編）、
区役所については区における行政サービスの総合的な提供拠
点とします。
◎地域振興業務を中心とした地域づくり、「身近な活動の場」や
「地域の居場所」としての活用、地域防災機能の提供など、
支所については地域に密着した取組を推進し、共に支え合う
地域づくりを推進する身近な地域の拠点とします。
◎庁舎の快適性や効率性を確保し、共に支え合う地域づくりを
推進する身近な地域の拠点として有効に機能するよう、支所
庁舎の建替えに向けた取組を推進します。

　年末年始は気が緩みがち。飲酒の機会も多くなります。加害者にも被害者にもなることのないよう、気を緩め過ぎず年
末年始を過ごしましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 区役所危機管理担当 ☎201-3134 201-3209

飲酒運転

運転者 飲酒運転をすることを知りながら
運転する人に車を貸した人または

◆酒酔い運転 ５年以下の懲役または
１００万円以下の罰金

3年以下の懲役または
50万円以下の罰金◆酒気帯び運転

振り込まセンジャー
（神奈川県警振り込め
詐欺撲滅ヒーロー）

タージマン
（区交通安全普及ヒーロー）

ハンドルキーパー運動とは・・・
　飲食店などでお酒を飲むときに、
あらかじめお酒を飲まないで、仲間
や家族を自宅まで送り届ける人を決
めておく運動です。

事故を起こす前に・・・
ハンドルキーパー運動を
実践しよう！

振り込め詐欺にご注意をダメ！ ながら運転
　自転車を運転しながらのスマートフォン操作、傘さし、イヤホ
ン装着などの「ながら運転」をした場合は罰せられます。

件数 58件

1億2千万円

平成30年中の
川崎区の被害状況

川崎区役所及び支所の機能・体制等に関する基本方針（案）
～市民説明会と市民意見募集のお知らせ～

＜基本的な考え方＞

市 民 意 見（パブリックコメント）募 集
　基本方針（案）に関する市民意見を募集します。詳細は、全市版5面または
市HPをご覧ください。

◆人を死亡させた場合

◆人を負傷させた場合

飲酒運転により、人を死傷させた場合は
危険運転致死傷罪により処罰されることがあります

1年以上の懲役
（最高で20年）

15年以下の懲役

5万円以下の罰金

飲酒運転をすることを
知りながら同乗した人

飲酒運転をすることを
知りながらお酒を提供した人または

◆運転者が酒酔い運転

◆運転者が酒気帯び運転

3年以下の懲役または
50万円以下の罰金

2年以下の懲役または
30万円以下の罰金

被害総額

　振り込め詐欺（特殊詐欺）は
日々、多様化・悪質化してい
ます。振り込め詐欺は高齢者
だけでなく、いつ誰が被害に
遭うかわかりません。迷惑電
話対策機能付き電話機で警告
したり、留守番電話などによ
り、直接電話を取らないこと
が有効な対策です。

※ 神奈川県では今年10月から自転車損害賠償責任保険などへの加入が義務
化されています
※自動車の「ながら運転」とは罰則が異なります

今日は僕が運転します！ 
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くらしに ひつような じょうほうを ７つの ことばで おしらせします。 区役所企画課☎201-3296 ☎201-3209検索かわさきくたげんご

いきいきかわさき区提案事業の募集

小田新春お楽しみ大会

消防出初式 ～火災ゼロ 目指す心に 金メダル～

かわさき区ビオラコンサート

日時　�12月19日㈭12時10分～12時50分
場所　大師支所2階会議室
出演　F

ふらっふぃー

luffy（ユーフォニアム・ピアノ）
曲目　�めぐり逢い、空を見上げて��他

日時　1月8日㈬12時10分～12時50分
場所　�市役所第3庁舎1階ロビー
出演　�E

え く し ー ど

xceed（混声ジャズコーラス）
曲目　�黄

たそがれ

昏のビギン、見上げてごらん夜の星を��他
区役所地域振興課☎201-3127 201-3209

出張コンサート

定例コンサート

1歳6カ月・3歳6カ月児健診は対象世帯に郵送でお知らせします。
区役所地域支援課☎201-3214 201-3293

健診名 日程・受付時間 内容など 費用
ＨＩＶ
即日
検査

❶
7日㈫
❷
21日㈫

8時45分～
9時45分

匿名で受けられます。
感染の可能性がある
ときから3カ月経過
した10人

無料
❶12月17日❷1月7日から
電話で区役所衛生課
☎201-3204［先着順］

1歳児
歯科
健診

24日
㈮

8時45分～
10時

区内在住の１歳３カ月
未満で歯のことで気に
なることがある乳幼児

無料
1月22日までに電話で
区役所地域支援課
☎201-3212［事前申込制］

（会場はいずれも区役所5階）1月の健診案内地域みまもり
支援センター

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

＊川崎授産学園
☎201-3133 201-3209

区役所地域振興課

カローリング・ボッチャ体験会
　床面スポーツ「カローリング」とパラリ
ンピック競技「ボッチャ」を体験できます。
12月18日㈬18時半～20時（受け付け

18時） カルッツかわさき武道室 当日
先着20人 300円、18歳未満は150
円。動きやすい服装で室内履きを持参。

＊川崎授産学園
☎201-3216 201-3293

区役所地域支援課

糖尿病専門医が教える
「健診結果のココに注目！」
　生活習慣病予防のために健診を受
けていますか。川崎病院の津村和

かず

大
ひろ

医師による健診結果の読み解き方につ

いての講義。 1月14日㈫14時半～
16時半 区役所7階会議室 50人
12月16日から電話かFAXで。［先着順］

＊川崎授産学園
☎266-3550 266-3554

プラザ大師

宮川病院公開講座
「骨粗しょう症について」 　　　　

　健康に役立つ講座を開催します。
2月1日㈯14時～16時（開場13時半）
同施設第1・2学習室 60人 12月

19日10時から電話か直接。［先着順］

＊川崎授産学園
☎ 記事に記載

区役所保育所等・地域連携

離乳食講座「おいしくた・べ・よ」
　「素材を生かす」「子どもが意欲的に
食べる」など、離乳食に関することが学
べます。◎区保育・子育て総合支援セ
ンター… 1月16日㈭10時50分～11
時半 離乳食を始めている子どもと保

護者、当日会場へ直接 同施設 区
保育・子育て総合支援センター☎201-
3319 211-0637◎地域子育て支援
センターふじさき… 1月21日㈫10時
半～11時15分 離乳食を始めている
1歳未満の子どもと保護者7組 同施
設 12月16日9時から直接か電話
で同施設☎211-1357�［先着順］

＊川崎授産学園
☎333-9120 333-9770

プラザ田島

元気！ 健康カフェ
　社会人落語家喜

き

楽
らくてい

亭笑
しょう

吉
きち

のはなし
と昔ながらの正月遊び。 1月10日
㈮10時～12時（開場9時半） 同施設
当日先着50人 100円。

こども食堂についての連続講座
　こども食堂の運営を学ぶための講
座。初回講師は大田区でこども食堂
を運営している近藤博子氏。 1月
16日～2月6日の木曜、3月18日㈬、
14時～16時（2月6日は16時～19時、

3月18日は15時～19時）、全5回
同施設他 20人 12月20日10時か
ら直接か電話かFAXで。［先着順］

＊川崎授産学園
☎201-3213 201-3291

区役所高齢・障害課

統合失調症家族教室
　統合失調症の治療や家族の対応に
ついての講話と家族会の紹介など。
1月21日、28日の火曜、2月5日㈬、

10時～12時、全3回 区役所3階（1
月21日は区役所4階） 家族に統合失
調症患者がいる区内在住の20人 1
月7日から電話かFAXで。［先着順］

＊川崎授産学園
〒210-0001本町1-8-4
☎280-7321 280-7314

東海道かわさき宿交流館

川崎のスケッチ～水彩画展～
　都市デザイナー池澤寛

ひろし

氏が描いた
水彩画展。 1月31日㈮まで。9時
～17時 同施設3階。

発見！

　コーヒーが好きで定年前に喫茶店を開きたかった
ご主人と、20代の頃から元気なシニアが集える場
所作りがしたかった奥様の夢が合わさってできたの
が、昨年八丁畷にオープンした「喫茶ともだちのい
え」。月2回の編み物ワークショップやコーヒーの入
れ方教室を開催し、地域の人たちの居場所となっ
ています。今後さらに多くの人の癒やしとくつろぎの場として
展開したいと語る神谷さん。次回の編み物ワークショップは、
12月28日㈯15時から。詳細はツイッターで。
区役所企画課☎201-3267 201-3209

地域のくつろぎの居場所「喫茶ともだちのいえ」

※「まちのひろば」とは、誰もが気軽に集える出会いの場です

Vol.6

　地域の身近な課題解決に向け、町内会・自治会、NPO法人、
市民活動団体、公益法人、企業などからの提案を募集します。
提案を受けた事業を審査し、実施が決定した事業は2年度に提案
団体と区役所の協働により実施します。※詳細は区役所、支所な
どで12月2日から配布する募集案内か区HPで

　小田まちづくりクラブが、未就学児などを対象に、たこ揚げ・だるま落とし・
羽根突きなど昔遊びを楽しめるお祭りを開催します。
日時　1月7日㈫10時～11時半　※雨天中止
場所　�小田球場
　　　(小田4-20-38)
区役所地域振興課

☎201-3127
201-3209

12月2日～1月15日に提案書その他提出書類を直接、区役
所企画課☎201-3267 201-3209
61kikaku@city.kawasaki.jp

問い合わせ・相談を随時受け付けています。
お気軽にお問い合わせください。

▲区HP

神谷さん夫妻

ツイッター

下並木47
大伴ビル1階

臨港地区
　式典のみの開催となりま
す。
日時　1月9日㈭13時半～
　　　15時（開場12時半）
場所　川崎商工会議所
　　　�(駅前本町11-2川崎

フロンティアビル2階）
臨港消防署予防課

☎299-0119
299-0175

川崎地区
　式典の開催や消防団員によ
る一斉放水などを披露します。
日時　1月11日㈯10時～
　　　11時50分（開場9時半）
場所　川崎競輪場
　　　(富士見2-1-6)
川崎消防署予防課

☎223-0119 223-2819

令
和
２
年
臨
港
地
区
・
川
崎
地
区

消
防
出
初
式

〜
火
災
ゼ
ロ　

目
指
す
心
に　

金
メ
ダ
ル
〜


	1201_kawasaki_P01_web
	1201_kawasaki_P02_六校01

