
つながりを育て　安心して暮らせるまち　かわさき区

概要版

　川崎区では、高齢化率が高く、ひとり暮らし高齢者も増えており、一方で、大規模マンショ
ンの建設が進み、若い世代の転入者も多くなっています。また、外国人住民人口も市内で最も
多く、多文化共生のまちとしての特性もみることができます。このような状況の中、高齢者の
健康の問題や孤立化、子育て世代の育児不安、外国人への支援などの様々な生活課題があり、
それらを解決していくためには地域のつながりが重要となってきます。
　第５期計画では、「つながりを育て　安心して暮らせるまち　かわさき区」を理念に掲げ、地
域の誰もが自分らしい生活ができるよう、第４期計画で進めてきた取組をさらに推進し、多様
な主体との連携により、そのつながりを育て、共に支え合う地域づくりをめざします。 

地域の見守り・支え合いの取組を紹介します

　地域では、向こう三軒両隣、ご近所の底力による見守り活動が行われています。
　「ちょっと周りを気にかけて」の積み重ねが地域のつながりの輪を広げています。

地域の見守り活動事例

　地域住民の多様な生活課題を制度や対象者による縦割りでなく、包括的に支援する仕組み
を構築したいと願う川崎区内の相談支援専門職の有志により、平成 26 年９月に「川崎区機
関連携会議」が立ち上がりました。
　メンバーは、高齢者・障害者・子ども・外国人・医療・
区役所等の相談支援従事者 30 名ほどで、月に１回、
夜間に事例検討を中心とした勉強会を開催していま
す。回を重ねるごとに「顔の見える関係」ができ、
日ごろの業務でも相談・連携し合える関係が作られ
てきています。

地域での多職種連携をめざして～「川崎区機関連携会議」

渡田地区
「小地域見守りネットワーク活動」

の研修会

池上新町
「見守り・つながりの輪」
の世代間交流イベント

鋼管通２丁目町内会
「見守り 支え合い活動」
の定期見守り訪問

「私たちの地域」についてみんなで考えてみよう！「私たちの地域」についてみんなで考えてみよう！「私たちの地域」についてみんなで考えてみよう！
　いつまでも住み慣れた地域で暮らすために、自分でできるこ
と、地域でできることって何だろう？
　少子高齢化社会の現代、これからの地域の姿をみんなで考え、
地域づくりを進めていく必要があります。
　統計データや課題、地域活動についてまとめた「地区カルテ」
等を活用し、自分たちの地域を知り、いつまでも安心して暮ら
せるために、みんなで考えていきましょう。
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地域福祉に関する様々な課題を解決していくための基本目標、方針、具体的な取組は次のとおりです。

課題

高齢者などの
健康の問題
高齢者などの
健康の問題

誰もが参加できる健康・いきがいづくりに取り組みます。基本方針１

健康づくりやいきがいづくりの場を身近な地域で提供し、自分でできること
に主体的に取り組めるきっかけをつくります。

●健康づくり・介護予防の普及啓発　　他３事業
高齢者の健康づくり・介護予防のため、ほほえみ元気体操や
公園ウォーキング、ストレッチなどの運動の普及啓発を行います。

課題

必要な情報が
入ってこない
必要な情報が
入ってこない

情報提供の充実に取り組みます。基本方針１

情報を集約・整理して区民に届けます。

●地域の保健福祉情報発信事業　　他４事業
地域の保健福祉の活動などの効果的な情報発信を行います。

課題

支援が必要な
人が増えている
支援が必要な
人が増えている

相談支援の充実に取り組みます。基本方針２

相談・支援体制を充実させ、関係機関のスムーズな連携により、支援を必要
としている人を迅速かつ的確に支援につなげていきます。

●川崎区子ども支援機関通訳・翻訳支援事業　　他 10事業
日本語に不慣れな子どもや保護者を支援するため、通訳の派遣や
翻訳を行い、子どもや保護者の孤立防止を図ります。

課題

担い手の不足担い手の不足
保健・福祉人材の育成に取り組みます。基本方針３

地域活動者や保健福祉従事者の育成支援を充実させます。

●認知症サポーター養成講座　　他６事業
認知症の症状などを正しく理解し、認知症の方やその家族を
地域の中で支えていく認知症サポーターを養成する講座を実
施し、身近な見守りや支援体制の充実に向けて取り組みます。

課題

地域交流
の場が少ない
地域交流
の場が少ない

地域活動・交流の場づくりに取り組みます。基本方針３

転入などにより地域のつながりが希薄な人たちに対しての交流の場づくりを
推進します。

●かわさき区子育てフェスタ　　他５事業
子育てに関するイベントを実施し、区内の子ども・子育て情報を提供する
とともに、参加者の交流を通し、暮らしやすく、子育てしやすい地域づく
りを推進します。

課題
地域活動に
参加したことが

ない

地域活動に
参加したことが

ない

地域活動への支援・参加の促進に取り組みます。基本方針２

見守り・支え合いの輪を広げていくための地域活動を支援し、区民が
活動に参加するきっかけをつくります。

●地域の縁側活動推進事業　　他５事業
誰もが気軽に立ち寄ることのできる地域の憩いの場
「地域の縁側」活動を推進します。

見守り・支え合いのネットワークづくり見守り・支え合いのネットワークづくり見守り・支え合いのネットワークづくり基本目標３

つながりを育てる地域づくりつながりを育てる地域づくりつながりを育てる地域づくり基本目標１ 安心して暮らせる地域づくり安心して暮らせる地域づくり安心して暮らせる地域づくり基本目標２

課題
必要な支援に

つなげていくための
仕組みづくりが必要

必要な支援に
つなげていくための
仕組みづくりが必要

支援につながる仕組みづくりに取り組みます。基本方針１

関係機関が情報を共有し、必要な支援につなげることができる仕組みをつく
ります。

●ひとり暮らし等高齢者見守り事業の推進　　他７事業
民生委員児童委員協議会の協力により、ひとり暮らし等の高齢者世帯を
訪問調査し、必要に応じて見守りにつなげるなど、地域における高齢者
の見守りを推進します。

課題
複雑化した課題に
対応していくために
ネットワークの
強化が必要

複雑化した課題に
対応していくために
ネットワークの
強化が必要

区民・団体・行政等の連携による支援体制づくりに取り組みます。基本方針２

地域づくりを推進していくため、区民、活動団体、事業者、行政等が連携を強化し、
見守り・支え合いのネットワークを形成していきます。

●川崎区地域包括ケアシステムネットワーク会議　　他 12事業
地域の課題等について、様々な関係機関と情報の共有及び検討する
ためのネットワーク会議を開催し、川崎区における地域包括ケアシ
ステムを推進します。
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歩いて
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歌って…

動いて

　住み慣れた川崎区で誰もが自分らし
く安心して暮らすために、住民、団体、
組織、企業、行政などが連携した地
域づくりや支え合い活動を実践してい
くための計画です。

川崎区地域福祉計画とは

このかわら版は川崎区地域福祉計画に位置づけられている情報発信の取組として作成しています。

川崎区役所
保健福祉センター発行

VOL.19 2017年秋

第17回かわさき区子育てフェスタを開催します！
～あそべる！つながる！みんなともだち！～

地域での暮らしと共生を目指す かわさき障害者福祉施設たじま

まいぷれ川崎区「ぽかぽか通信」
http://kawasaki-kawasaki.mypl.net/fukushi_kawasakiku/

ぽかぽか通信

できることから始めよう！
見守り・助け合い標語
今回の標語は…
　助け合い
　　　今川崎から　広げよう

詳しい情報は…

地域包括ケアシステムの推進に向けて､子育て支援をし
ている団体や市民で構成される実行委員会により､子ども
も大人も楽しく交流できるような場として｢かわさき区子
育てフェスタ｣を開催します｡

■がっきまつり　（コンサート）
■ぬりえコーナー（エコバッグ）
■人気の子育てグッズ紹介
■楽しく食べよう（食育講座）
■しおり作り･アートバルーン
■絵本の読み聞かせなど
■親子でゆったり♪遊ぼう♪

■親子で出動！ちびっこ消防隊
■オトナの健康相談･子どもの事故予防
■子どもの遊び､発達､子育て相談コーナー
■多言語子育て情報
■区内幼稚園情報コーナー
■記念写真コーナー
■スタンプラリー

①星空の鈴
②市民公募委員
③おおきな木
④Adagio（アダージョ）
⑤川崎区社会福祉協議会
⑥川崎区民生委員児童委員協議会
⑦川崎市ふれあい館
⑧川崎区内こども文化センター 9館

⑨川崎市幼稚園協会
⑩あいせん児童家庭支援センター
⑪たじま家庭支援センター
⑫川崎市南部地域療育センター
⑬川崎区内認可保育所
⑭川崎区内地域子育て支援センター 9か所
⑮教育文化会館
⑯川崎区役所地域みまもり支援センター

当日はこんなブースやイベントがあります。

編集：地域ケア推進担当　TEL.201-3202　FAX.201-3293

10月28日（土）　9：30 ～ 14：00 
川崎市教育文化会館 ）3－1－2見士富区崎川市崎川（ 

平成28年4月に田島町に開所した外からも内からも見通しの良いガラス張りの白
い建物。かわさき障害者福祉施設たじまでは、障害を持つ方の自立を助ける支援を行
う日中活動をはじめとし、泊まることのできる短期
入所、子どもの一時あずかり、地域の窓口として、た
じま家庭支援センターがあります。

たじま家庭支援センターでは、児童・障害・高齢
者・国籍の違い等に関わらず相談を受け、関係する
専門機関や地域と連携して支援を行っています。

その他、こども食堂、たじま祭りなど、昨
年度は800名近い利用がありました。

あらゆる人が共生できる社会を目指し、
地域を基盤とした暮らしを実現する地域
包括ケアの一翼を担っています。

かわさき障害者福祉施設たじま
川崎市川崎区田島町20-10
TEL 044-276-9684
http://kawasakiseifu.or.jp/ksfst/

私たちが実行委員です｡
より暮らしやすく､子育てしや
すい地域づくりを目指して､区
内子育て支援団体･市民グルー
プ･市民公募委員･行政が連携し
｢かわさき区子育てフェスタ｣の
準備を進めています｡

たじま祭り
かわさき障害者福祉施設たじまと田島こども文化センター
２か所を会場とした、地域の方々が参加できる楽しいお祭り
です。ご来場をお待ちしています。

なともだち！
し
も
子

隊

）3

入場＆参加無料

11/19（日）
10:00～14:00

問い合わせ：川崎区役所地域ケア推進担当　TEL：044－201－3202　FAX：044－201－3293
URL：http://www.city.kawasaki.jp/kawasaki/page/0000090848.html

この他にも各種ブースや

情報コーナー等がありま

す｡詳しくは､下記お問い

合わせ欄より､区のHPを

ご覧ください｡
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！
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