
川崎区を１０地区に分けて、人口などの統計データや地域資源、地域活動などをまとめ
たものです。 
地域課題を広く共有し、課題解決に向けた取組を進めるためのツールとしてご活用くだ
さい。

「私たちの地域」について 

みんなで考えてみよう 

地区カルテとは 

【大師第二地区】 
四谷上町、四谷下町、観音１丁目、観
音２丁目、池上新町１丁目、池上新町
２丁目、池上新町３丁目、台町 

【地区カルテの構成】 
■地区カルテ（概要）・・・P１ 
地域マップ、基礎情報など 

■地域団体（詳細）・・・・P２ 
■地域資源（詳細）・・・・P３ 
■地域活動（詳細）・・・・P４ 
■地域分析（住民意見）・・P４ 

大師第二地区 

【地区カルテに関するお問い合わせ】 
川崎区役所地域みまもり支援センター 
地域ケア推進課 
電話 044-201-3203 
FAX 044-201-3293 
E-mail 61keasui@city.kawasaki.jp

【情報更新日】令和２年４月1日現在
※基礎情報、5歳刻み人口グラフについては 
令和２年3月末現在の情報になります。 



■地域マップ

■5歳刻み人口グラフ

■地域団体（概要）

■地域資源（概要）

■地域活動（概要）

■地域概要 ■地域 強  課題（地域          等 意見 反映）

■対象エリア

令和2年4月1日現在

■基礎情報（10地区単位）大師第二地区 ■基礎情報（３管区単位） ■基礎情報（区単位）
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団体数 4

地区カルテ 大師第二地区
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四谷上町、四谷下町、観音１丁目、観音２丁目、池上新町１丁目、池上新町２丁目、池上新町３丁目、台町

地域の課題地域の強み

12

・川崎大師平間寺の門前町として発展した地区。
・羽田空港へも近く、多摩川を挟んで東京都大田
区と接している。
 近年  大型      建設 進  若 世代
の転入が多くなっている。
 臨海部 殿町地区   国際戦略拠点     
カイフロント」として、先端技術の研究開発拠点の整
備がすすめられている一方で、東扇島地区では市
内唯一の人工海浜を有する東扇島東公園や川崎
       市民 憩  場       

地勢【大師地区】3管区 地域の概要等
 平坦 土地  住宅地 主       
 最寄  川崎大師駅 東門前駅   徒歩10 15分程度    
  川崎駅    便 主 利用     
・地域子育て支援センター、こども文化センター、いこいの家が管内には無
   徒歩 自転車等 出      
 大師公園 徒歩圏内    子育 世代   利用     
 臨海部 工場等 就労       系外国人   家族 多  
 第２地区社協    地域活動 活発 高齢者    会食会 年
12回開催   ４町会 持 回  各町会 年３回実施     

2地域の縁側 介護予防・健康づくりグループ 見守 活動
子育てサロン・広場 1 母親    子育     1 その他活動

0

※世帯数 単身世帯数及 高齢者単身世帯数（平成27年10月
1日現在） 出生数（令和元年） 虐待通告数（令和元年度延
べ人数）を除き、その他は、令和２年3月末現在 情報となります。
※要介護認定者数は65歳以上の人数となります。

自立支援医療
（精神）受給者数 4031
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■地域団体（詳細）

※以下の２クラブは、地区カルテ「大師第四地区」に掲載しました。
・台町老人クラブ第１緑寿会
・台町老人クラブ第２緑寿会

※以下の３クラブは、地区カルテ「大師第二地区」に掲載しています。
・川中島第１老人クラブ
・川中島第２老人クラブ
・川中島第３老人クラブ

（公益財団法人川崎市老人クラブ連合会ホームページより）

 観音第1老人   

＜民生委員 主任児童委員数＞
19人
（池上新町３丁目の一部は

大師第三地区）
＜欠員数＞
0人
＜充足率＞
100％

子ども会【4】
・観音

・池上新町

・台町

・四谷

 池上新町老人   第１

 池上新町老人   第２

・四谷町内会防災会

 川中島第１老人   

 川中島第２老人   

・台町防災会

 観音第２老人   

 観音第３老人   

 観音第４老人   

老人    14 
 池上新町老人   第３・四谷第1鳳凰会

 川中島第３老人   

・四谷第２鳳凰会

・四谷第３鳳凰会

・四谷第４鳳凰会

・観音町内会自主防災隊

・池上新町防災会

地区カルテ 大師第二地区

町内会・自治会【4】 自主防災組織【4】 民生委員児童委員
令和2年4月1日現在

・池上新町町内会

・四谷町内会

・台町町内会

・観音町内会
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■地域資源（詳細） ※（ ）内は住所

東扇島、扇島、夜光１丁目、夜光２丁目、夜光３丁目

令和2年4月1日現在

地区カルテ 大師第二地区

病院【0】その他相談支援機関【0】

小学校【1】 中学校【2】 高等学校【0】 特別支援学校【1】
・四谷小学校（四谷下町4-1）【施設開放】校庭、体育館、図書室
・南大師中学校（四谷上町24-1）【施設開放】校庭、体育館、相談室
・桜本中学校（池上新町1-2-4）【施設開放】校庭、体育館、図書室
・田島支援学校桜校（池上新町1-1-3）【施設開放】校庭、体育館

・かんのん町保育園（観音1-10-3）
保育所【3】

幼稚園【2】 こども文化センター【0】
・よつば保育園（四谷上町14-8）

・マジオたんぽぽ保育園観音（観音1-8-20 ）

地域包括支援センター【1】 障害者相談支援センター【0】

地域子育て支援センター【0】 高齢者入所施設【0】

・観音幼稚園（観音2-1-7）
・川崎さくら幼稚園（台町20-1）

・藤崎小学校（藤崎3-2-1）【対象エリア】観音１丁目、観音２丁目
・桜本中学校（池上新町1-2-4）【対象エリア】水江町、池上新町１丁目、池上新町２丁目、池上新町３丁目

・観音1丁目商店会（観音1丁目）
商店街【3】 ※住所は町丁名のみ

公園【12】

・大師中央地域包括支援センター
（大師駅前1-1-5 川崎大師パークホームズ1階）

・南大師中学校（四谷上町24-1）【対象エリア】四谷上町、台町
避難所【4】

・四谷小学校（四谷下町4-1）【対象エリア】塩浜１丁目、塩浜２丁目、塩浜３丁目、塩浜４丁目、四谷下町、千鳥町、

・観音通り商店会（観音2丁目）
・四谷商店会（四谷上町）

・四谷上町けやき公園（四谷上町22-6）

・四谷上町公園（四谷上町23-8）
・四谷下町公園（四谷下町19-16）
・四谷ゆめ公園（四谷下町15-1）
・池上新町中緑道（池上新町3-1-42）
・池上新町南緑道（池上新町3-4）
・池上新町緑道（池上新町3-5-4ほか）

・池上新町２丁目公園（池上新町2-21）
・観音町公園（観音2-16-1）
・観音町第２公園（観音1-10-13）
・中留公園（池上新町1-4-1）
・冥加公園（池上新町2-23-1）
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■地域活動（詳細）

■地域分析（地域          等 意見 反映）

その他活動【0】

見守 活動 1 

子育てサロン・広場【1】

母親    子育      1 

・まちの縁側ブランチふれあい
 場所 大師公園1-4 (大師    家） 活動内容 健康体操 脳            日時 第1木曜日 10:00 11:30
・ハッピーサロン
 場所 台町8-18（       2階） 活動内容 体操 社交     茶飲     日時 第1水曜日 10:00 12:00

・ふれあい広場

【場所】四谷上町1-11（メディカルホームグラニー川崎大師）【活動内容】認知症予防サロン
 日時 偶数月第3水曜日14:00 15:30（8月 12月 別日程）

地区カルテ 大師第二地区

地域の縁側【2】

健康づくり・介護予防グループ【2】

 場所 検討中        活動内容 紙細工 編物 小物     日時 第3火曜日 9:30 15:00
・グラニー川崎大師

令和2年4月1日現在

 活動範囲 池上新町中心 他町会 含   活動内容 老人会 作成  手作 品 見守 対象高齢者 訪問配布    日時 年2回

・子育てサロン大師  ※令和２年度中 活動休止

・池上新町見守      輪

・四谷母親   
 場所 情報    活動内容 情報    日時 第4木曜日 10:30 11:30（8月 休  変更  ）

住民意見
令和2年4月1日現在

 令和２年２月2５日地域福祉懇談会 出 意見      別紙 令和元年後 大師地区地域支 合 推進事業
報告書」及び「大師第二地区社協地域 手作りハザードマップ」参照。

- 4 -



令和元年度 大師地区地域支え合い推進事業 報告書

地域福祉懇談会「災害図上訓練DIG」を通じてまちの特徴を知ろう
令和２ 年２ 月２ ５ 日（ 火） 1 4 : 0 0～ 主催： 大師第２ 地区社会福祉協議会

「災害図上訓練DIG …」とは地図を使ったグループワークで地域の情報を共有、起こりうる災害とその被害を想定しながら、
共に対策を考える合同防災訓練です。DIG=Disaster Imagination Game

●土砂災害の恐れは無い地域ですが、ゲリラ豪雨など、雨量等に
よっては、低いところから道路や地域が冠水します

●上流での集中豪雨、大型台風、大潮などが重なることで、もし
多摩川がはん濫すると、広い範囲で浸水します

●家屋や構造物が強風で倒れたり、壊れる可能性があります

中村先生の指導を受けながら、町会単位で地図の上に作業してみました。

●災害を減らすことはできないが、被害を減らすことはできる
●DIGで防災の情報を共有し、災害に対する共通認識を地域の中で育もう
●顔の見える関係づくりは、いざという時にたすけあえる関係づくり
●自宅の周りだけでなく、地域全体の被害像の視野を持とう

各地域でまとめた地図や情報の内容をお互いに

発表しました。

●防災の話し合いを地域で進めよう
●自宅の間取り図で、家庭内DIGをぜひやってみよう！
●行政から発表される注意報や警報、警戒水位などの種類、内容を知っておこう
●避難所に行く事＝必ずしも安全ではない。特に風水害では、移動ルートの安全性も重要。
自宅に留まったり、避難所以外の他の場所に避難する方が安全・快適なことも。

●誰かが助けてくれると期待せず、自分の身は自分で守る心構えを
●普段の余分な食糧をちょっと多めに蓄える「ローリングストック法」で備蓄しよう

今回作成した各町会の

「防災マップ」は、

別紙で配布予定です。

ぜひご確認いただき、

地域防災対策等に

お役立てください。

●色マジックやシールを使って地図に記録したものの例●
地域の状況…幅の広い道路、水系、高低差、災害時要支援者のいる家や施設など
役立つ施設…公共施設、医療施設、薬局、町内会館、備蓄倉庫、避難所、学校、
公園、（機材の貸出し等）協力してくれる企業など

危険な所など…水がたまりやすい場所、自動販売機（強風で倒れる事がある）、
地下駐車場（冠水する危険がある）、大木や煙突が倒れそうな所など

①大師地区で想定される風水害【中村敏一（元川崎市消防局職員）先生のお話】

②風水害に関する地域の情報、強みや弱点を再発見【災害図上訓練DIG】

③災害を知る、地域を知る、人を知る【中村敏一先生のお話】

④地域でできる対策・取り組みを考える→発表【災害図上訓練DIG】
地域でできる対策・取り組みの例

日常の中で、お互いの声掛け

災害時要援護者の把握

災害時の連絡網のチェック

側溝の掃除（冠水防止）

町内会館の活用・備蓄など

観音町内会の発表内容から（一部）

地域の特徴：高齢者が多い

被害の心配：古い木造家屋（特に空き家）

取組：災害時の避難先として高層のマンション

やビルと町会が契約している（避難ビル）

取組：要支援者の見守りや支援の体制づくりを

進めています（民生委員、「なごみの会」）

⑤まとめその他防災アドバイス【中村敏一先生のお話
池上新町 四谷上町・四谷下町

観音

台町

中村先生
大師地区健康福祉ステーション川崎区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア推進課（令和2年3月）

協力：川崎区社会福祉協議会ノーマ・ヴィラージュ聖風苑



保存版大師第二地区社協地域手作りハザードマップ2020年3月
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【地域の特徴】

地形・施設

・平坦で、高低差が少ない

・川、山がないので、土砂災害の心配がない

・坂道が少ない。広い道が多い

・大きな施設、公園が少ない（観音）

・避難所が遠い（池上新町） ・大師公園が近い（台町）

人口・コミュニティ

・浸水すると逃げ場がない（四谷上町・四谷下町）

・70歳以上の高齢者が住民の約22％（観音）

・町内会皆同じ避難所（藤崎小学校）（観音）

・要介護・要支援の把握ができている、避難所が遠い。（池上新町）

・エリアが小さく、把握しやすい。人口が少ない（台町）

【想定される被害等】

浸水被害

・多摩川増水時の地域一帯の浸水（四谷上町・四谷下町）

・地形の低い所から浸水の恐れがある、床上浸水（池上新町・台町）

・公園の落葉が排水口を塞いでしまう（台町）

家屋・倒木被害等

・倒木（観音・台町） ・木造家屋・空き家への被害（観音）

・風等で屋根が飛ぶ（トタン）（台町）

二次災害・その他

・避難所の混雑、避難所や町内会館へ人が殺到（全域）

・避難できない高齢者（災害時要支援者）（観音）

【進めたい対策・備え等】

・食料やガスボンベ等の備蓄（四谷上町・四谷下町）

・防災無線の放送が聞こえるように改善（四谷上町・四谷下町）

・避難ビルとの契約（現在20か所）（観音）

・なごみの会（要介護者支援）、民生委員の訪問・見守り（観音）

・コストコ、聖風苑の利用（池上新町）

・町内会館二階の活用準備（一次避難所や災害対策本部）（池上新町）

・連絡網のチェック、町会の備蓄の確認（池上新町）

・公園の側溝、道路排水溝の掃除（池上新町）

・互いに声かけ（台町）

・ボランティアによる排水溝掃除（台町）

・町内会館の活用・備蓄（５～6人が泊まれる程度を想定）（台町）

・避難のタイミング、情報伝達方法、避難時に持参物等の確認（台町）

地下

煙

発行：大師地区健康福祉ステーション川崎区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア推進課

令和2年2月25日（火）に開催した大師第２地区社会福祉協議会主催の地域福

祉懇談会「災害図上訓練ＤＩＧを通じてまちの特徴を知ろう」で作成しました。

川崎市の承認を得て同市発行の都市計画基本図を複製したものです。承認番号（川崎市指令ま計第１４３号）

臨港消防署

臨港警察署

桜本中学校

市立田島支援学校桜校

町内会館

聖風苑

コストコ川崎倉庫店

（発災時は車の避難所）

地下
地下

【凡例】

大きな道路

高低差高→低
川・用水路

水系

官公署、医療機関等の機関・施設

発災時に役立つ施設

避難所・備蓄倉庫・防災倉庫・重機を保有する企業・避難ビル等

危険個所等

大きな木のある場所公園・緑地等

ブロック塀倒れる危険性

地下・半地下駐車場

自動販売機倒れる危険性これ以外にもあり

災害時に無料提供される災害対応機もあり

銭湯の煙突倒れる危険性

地下

木

ブ

煙

自

藤崎小学校
避難所

地下地下

地下

地下

大師小学校
避難所

大師公園

自

自

自

自
自

自

自

地下

地下

地下

木

木

木

木

木

木

ブ

南大師中学校
避難所

四谷小学校
避難所

大師高校


