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地区カルテとは？ 

誰がつくるの？ 皆で一緒につくります。地域を良くしたいという想いをもっ

た人々が一緒に課題を共有し、考えることが大切です。唯一の正

解はありません。課題はとらえ方を変えてみると強みや個性に

なることもあります。住民だけではなく、行政だけでもなく、皆

で一緒に共感し、納得できるカルテをつくりましょう！ 

中原区を５地区に分け、地域情報と、情報をもとに地域の特徴

や課題等を分析した内容をまとめたものです。 

地域課題解決のため、地域マネジメントのため、既にある資源を有効活用できるシステム

を構築するため、等々いろいろな解釈がありますが、中でも大切な点は「人と人を結ぶため

のきっかけをつくること」です。 

そのためにはワークショップ（話し合い）やヒアリング等を通じての丁寧な対話が求めら

れています。 

一人ひとりの想いや行動が集まってわたしたちのまち、中原区は作られています。

今後、人口構成など急激な環境の変化が見込まれる中、わたしたちが住み慣れたまちで

安心して暮らし続けるために、中原区では地域包括ケアシステムを推進しています。 

わたしたちが望む場所、この中原区で意欲や希望をもって暮らし続けていくために、地

区カルテを活用しながら、一人ひとりが今からできることを少しずつ考えてみませんか？  

地区カルテを使って目指す先は？ 

何のためにつくるの？ 
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１２３,５４７

【今の中原区】 

出典：平成 27年国勢調査 

出典：令和 2年町丁別年齢別人口  

12 月末日現在 

【将来の中原区】

出典：平成 29年 5 月川崎市総合計画第 2期実施計画の策定に向けた将来人口推計について（川崎市総務企画局） 

うち

○単身世帯：５９,３５５（48.0％）
○高齢者（６５歳～）のみ世帯：１４,２５２（11.5％）
○高齢者（６５歳～）単身世帯： ８,１４７（6.6％）

２５９，６４８

うち

○年少人口（０～１４歳）  ： ３４,５７０人（13.3％）
○生産年齢人口（１５～６４歳）：１８４,８３５人（71.2％）
○老年人口（６５歳～）   ： ４０，２４３人（15.5％）
 ・前期高齢者（６５～７４歳）： ２０，１５８人（7.8％）
 ・後期高齢者（７５歳～） ： ２０，０８５人（7.7％）

世帯数 

人口 

～ 今後、中原区でも人口増加や、年齢区分の変化が予想されています。～ 
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※定義や基準日などは最終頁を参照

※令和２年１１月現在（注記ある場合は除く）

0 ） 健康づくり等グループ

老人会 団体数： 9 寺・神社 17

避難所数：8　自主防災組織数：29

86 （欠員：

避難所（自主防災組織） 災害時応急給水拠点 8

子育て関係
サロン等：１１　青少年指導員２２名　　認可保育所：２７　　認定こども園：１　　地域型保育事業：４
認定保育園：１３　おなかま保育室：１　　企業主導型保育施設：３　　企業内保育施設：１　　院内保
育施設：１　　地域保育園：１　　病児保育施設：１　　幼稚園：５　　関係施設：６

こども情報 人数

要対協世帯数 230 自立支援医療受給者数 3,301

虐待通告数（区総数） 524

療養手帳所持者数 504

大戸地区社会福祉協議会

38

30

 うち、入所決定数 473

保育所申請数 645 -

-

●基礎情報（概要）

●地勢、住民の様子

　平坦地で各地にアクセスしやすい。大戸第1・3地区は武蔵中原駅が近く、大戸第2地区は武蔵新城駅が近い。各駅周辺
には商店街や大手スーパー・飲食店が複数あり、日中は多くの住民で賑わっている。大戸第3地区は住宅街の中に今も畑
が多く残っており、長閑な雰囲気。

団体数： 21

-

-

-

-

-

-

-

-

1,756

構成率

  うち、前期高齢者人口（65～74） 6,458

  うち、後期高齢者人口（75～） 5,863 人数

7.8%

構成率

-出生数（区総数） 2,848 精神障害者保健福祉手帳所持者数

生活保護世帯数 826 　うち、児童数（０～18）

外国人数（区総数） 5,966 身体障害者手帳所持者数 1,500

7.1%

-

2,087

0.4%

介護認定者数（要支援１～要介護５） 2.5%

障害者の情報

 うち、老年人口（65～） 12,321  要介護５ 342

 うち、生産年齢人口（15～64）

15.0%

0.4%58,645  要介護４ 31971.3%

82,273  要介護１ 352-

11,307  要介護３ 251

下小田中１～６丁目

0.4%

要介護等認定者数（区総数） 6,4319.9%

41.3%

6,698

-

 うち、高齢者（65～）単身世帯 2,321  要支援２ 2755.7% 0.3%

 うち、高齢者（65～）のみ世帯 4,037

 うち、単身世帯 16,827  要支援１ 214 0.3%

地区カルテ【基礎情報（大戸地区）】

介護保険情報構成率

-

構成率

-

基礎情報 人数 人数

世帯数 40,758 要介護等認定申請者数（区総数）

大戸地区
宮内１～４丁目、上小田中４～７丁目大戸第１地区

民生委員協議会地区 町名

大戸第２地区

大戸第３地区

上小田中１～３丁目、新城、新城中町、上新城、下新城

 うち、０才人口 826  要介護２ 3341.0%

13.7%

人口

公園

町会・自治会

民生委員・主任児童委員

商店街（連合会加入）

小：５、中：２、高：１、聾学校：１、支援学校：２病院：１　診療所：５１　歯科：５０　助産所：２

委員数：

団体数：

0.4%

0.3% うち、年少人口（０～14）

地区社協

8

医療機関 学校
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※定義や基準日などは最終頁を参照

※令和２年１１月現在（注記ある場合は除く）

4 ）

基礎情報 人数 構成率 介護保険情報

地区カルテ【基礎情報（小杉地区）】

小杉地区
民生委員協議会地区 町名

小杉第１地区 小杉町１～３丁目、小杉御殿町、小杉陣屋町、等々力

小杉第２地区 市ノ坪、今井西町、今井南町、今井仲町、今井上町

構成率人数

-

-

 うち、単身世帯 10,483 40.3%  要支援１ 166 0.3%

 うち、高齢者（65～）のみ世帯 2,686 10.3% 要介護等認定者数（区総数） 6,431

世帯数 26,006 - 要介護等認定申請者数（区総数） 6,698

0.3%

人口 51,621 -  要介護１ 228 0.4%

 うち、高齢者（65～）単身世帯 1,525 5.9%  要支援２ 174

0.4%

 うち、年少人口（０～14） 7,507 14.5%  要介護３ 145 0.3%

 うち、０才人口 572 2.2%  要介護２ 212

0.4%

 うち、老年人口（65～） 7,372 14.3%  要介護５ 173 0.3%

 うち、生産年齢人口（15～64） 36,742 71.2%  要介護４ 194

2.5%

  うち、後期高齢者人口（75～） 3,718 7.2% 障害者の情報 人数 構成率

  うち、前期高齢者人口（65～74） 3,654 7.1% 介護認定者数（要支援１～要介護５） 1,292

-

生活保護世帯数 277 - 　うち、児童数（０～18） -

外国人数（区総数） 5,966 - 身体障害者手帳所持者数 840

-

出生数（区総数） 2,848 - 精神障害者保健福祉手帳所持者数 1,756 -

こども情報 人数 構成率 療養手帳所持者数 207

-

虐待通告数（区総数） 524 -

要対協世帯数 81 - 自立支援医療受給者数 3,301

　等々力エリアを除く小杉第１地区は、新しい高層マンションやビルと、昔からの戸建て住宅が混在している。等々力エリア
は、駅から遠く、高齢化率が３０％を超えている。小杉第２地区の今井エリアは、二ヶ領用水や商店街があり、活気がある。
市ノ坪エリアは、高齢者が多く、高齢化率が２０％となっている。

町会・自治会

 うち、入所決定数 449 -

保育所申請数 604 -

●地勢、住民の様子

●基礎情報（概要）

小杉地区社会福祉協議会団体数： 19 地区社協

子育て関係
サロン等：３　　青少年指導員２０名　　認可保育所：２１　　認定保育園：４　　企業主導型保育施
設：１　　企業内保育施設：１　　企業内保育施設：１　　幼稚園：２　　地域型保育事業：０　　関係施
設：３

医療機関 病院：２　診療所：５５　歯科：３３　助産所：２ 学校 小学校：５、中学校：３、高校：１

老人会 寺・神社 9

避難所（自主防災組織） 避難所数：6　自主防災組織数：22 災害時応急給水拠点 7

民生委員・主任児童委員 健康づくり等グループ 22

商店街（連合会加入） 団体数： 公園 243

団体数： 12

委員数： 52 （欠員：
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※定義や基準日などは最終頁を参照

※令和元年7月現在（注記ある場合は除く）

1 ） 健康づくり等グループ

地区カルテ【基礎情報（丸子地区）】

丸子地区
民生委員協議会地区 町名

丸子地区 新丸子東１～３丁目、上丸子山王町、丸子通、新丸子町、上丸子天神町、上丸子八幡町

構成率

世帯数 17,230 - 要介護等認定申請者数（区総数） 6,698 -

基礎情報 人数 構成率 介護保険情報 人数

-

 うち、単身世帯 9,384 54.5%  要支援１ 80 0.3%

 うち、高齢者（65～）のみ世帯 1,697 9.8% 要介護等認定者数（区総数） 6,431

0.3%

人口 29,256 -  要介護１ 126 0.4%

 うち、高齢者（65～）単身世帯 1,044 6.1%  要支援２ 92

0.4%

 うち、年少人口（０～14） 3,218 11.0%  要介護３ 86 0.3%

 うち、０才人口 263 0.9%  要介護２ 105

0.3%

 うち、老年人口（65～） 4,243 14.5%  要介護５ 95 0.3%

 うち、生産年齢人口（15～64） 21,795 74.5%  要介護４ 85

2.3%

  うち、後期高齢者人口（75～） 2,077 7.1% 障害者の情報（区総数） 人数 構成率

  うち、前期高齢者人口（65～74） 2,166 7.4% 介護認定者数（要支援１～要介護５） 669

-

生活保護世帯数 190 - 　うち、児童数（０～18） -

外国人数（区総数） 5,966 - 身体障害者手帳所持者数 525

-

出生数（区総数） 2,848 - 精神障害者保健福祉手帳所持者数 1,756 -

こども情報 人数 構成率 療養手帳所持者数 89

●地勢、住民の様子

-

虐待通告数（区総数） 524 -

要対協世帯数 47 - 自立支援医療受給者数 3,301

 うち、入所決定数 149 -

保育所申請数 187 -

寺・神社 3

民生委員・主任児童委員 15

商店街（連合会加入） 公園 5

　新丸子駅、武蔵小杉駅から近い平坦な地形。田畑は少なく商業と住宅地が広がるエリア。居住地区外の人も行き交う
町。ウィズモール商店会、新丸子東栄会など駅周辺に商店街が多く、利便性が高い。高層マンションのあるエリアと昔なが
らの住宅が混合している地区。子どもの遊べる公園は少ない。

町会・自治会

●基礎情報（概要）

丸子地区社会福祉協議会

医療機関 病院：０　診療所：３６　歯科：２１　助産所：１ 学校 小学校：２、中学校：１

老人会

地区社協団体数： 10

委員数： 33 （欠員：

団体数： 4

子育て関係
サロン等：３　　青少年指導員１３名　　認可保育所：１５　　地域型保育事業：１　　認定保育園：４
おなかま保育室：０　　企業主導型保育施設：１　　院内保育施設：１　　関係施設：２

避難所（自主防災組織） 避難所数：2　自主防災組織数：17 災害時応急給水拠点 3

団体数： 6
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※定義や基準日などは最終頁を参照

※令和２年１１月現在（注記ある場合は除く）

1 ） 健康づくり等グループ

地区カルテ【基礎情報（玉川地区）】

玉川地区
民生委員協議会地区 町名

玉川地区 中丸子、下沼部、上平間、北谷町、田尻町

構成率

世帯数 17,972 - 要介護等認定申請者数（区総数） 6,698 -

基礎情報 人数 構成率 介護保険情報 人数

-

 うち、単身世帯 6,955 38.7%  要支援１ 149 0.4%

 うち、高齢者（65～）のみ世帯 2,195 12.2% 要介護等認定者数（区総数） 6,431

0.4%

人口 35,450 -  要介護１ 197 0.6%

 うち、高齢者（65～）単身世帯 1,207 6.7%  要支援２ 154

0.5%

 うち、年少人口（０～14） 4,868 13.7%  要介護３ 143 0.4%

 うち、０才人口 313 0.9%  要介護２ 185

0.4%

 うち、老年人口（65～） 6,258 17.7%  要介護５ 160 0.5%

 うち、生産年齢人口（15～64） 24,324 68.6%  要介護４ 149

3.2%

  うち、後期高齢者人口（75～） 3,167 8.9% 障害者の情報（区総数） 人数 構成率

  うち、前期高齢者人口（65～74） 3,091 8.7% 介護認定者数（要支援１～要介護５） 1,137

-

生活保護世帯数 307 - 　うち、児童数（０～18） -

外国人数（区総数） 5,966 - 身体障害者手帳所持者数 745

-

出生数（区総数） 2,848 - 精神障害者保健福祉手帳所持者数 1,756 -

こども情報 人数 構成率 療養手帳所持者数 193

-

虐待通告数（区総数） 524 -

要対協世帯数 67 - 自立支援医療受給者数 3,301

　中丸子周辺の高層マンションをはじめとした若い世代の増加、商業地の建設で町並みは変化しながらも、昔からの祭事
等地域の繋がりがある。南武線4駅またがる細長い地域である。平間駅周辺等、区役所から距離のある地域では、社会福
祉協議会や町会で、若い世代の地域参加も取り入れながらの地域活動がなされている。

町会・自治会

 うち、入所決定数 161 -

保育所申請数 223 -

●地勢、住民の様子

●基礎情報（概要）

玉川地区社会福祉協議会団体数： 13 地区社協

医療機関 病院：０　診療所：２０　歯科：２６　助産所：０ 学校 小学校：４、中学校：２、高校：２

老人会 寺・神社 8

民生委員・主任児童委員 12

商店街（連合会加入） 公園 24

団体数： 6

委員数： 32 （欠員：

団体数： 5

避難所（自主防災組織） 避難所数：7　自主防災組織数：24 災害時応急給水拠点 5

子育て関係
サロン等：３　　青少年指導員１１名　　認可保育所：１１　　地域型保育事業：４　　認定保育園：１
企業主導型保育施設：２　　地域保育園：２　　幼稚園：２　　関係施設：２
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※定義や基準日などは最終頁を参照

※令和２年１１月現在（注記ある場合は除く）

4 ） 健康づくり等グループ

地区カルテ【基礎情報（住吉地区）】

住吉地区

民生委員協議会地区 町名

住吉第２地区 木月２・４丁目、木月住吉町、苅宿、西加瀬

構成率

世帯数 32,554 - 要介護等認定申請者数（区総数） 6,698 -

基礎情報 人数 構成率 介護保険情報 人数

住吉第１地区
井田１～３丁目、井田中ノ町、井田杉山町、井田三舞町、木月大町、木月伊勢
町、木月祗園町、木月１・３丁目

-

 うち、単身世帯 15,706 48.2%  要支援１ 214 0.4%

 うち、高齢者（65～）のみ世帯 3,637 11.2% 要介護等認定者数（区総数） 6,431

0.4%

人口 60,814 -  要介護１ 275 0.5%

 うち、高齢者（65～）単身世帯 2,050 6.3%  要支援２ 265

0.5%

 うち、年少人口（０～14） 7,591 12.5%  要介護３ 214 0.4%

 うち、０才人口 606 1.0%  要介護２ 297

0.4%

 うち、老年人口（65～） 9,980 16.4%  要介護５ 238 0.4%

 うち、生産年齢人口（15～64） 43,243 71.1%  要介護４ 260

2.9%

  うち、後期高齢者人口（75～） 5,243 8.6% 障害者の情報（区総数） 人数 構成率

  うち、前期高齢者人口（65～74） 4,737 7.8% 介護認定者数（要支援１～要介護５） 1,763

-

生活保護世帯数 644 - 　うち、児童数（０～18） -

外国人数（区総数） 5,966 - 身体障害者手帳所持者数 1,166

-

出生数（区総数） 2,848 - 精神障害者保健福祉手帳所持者数 1,756 -

こども情報 人数 構成率 療養手帳所持者数 284

-

虐待通告数（区総数） 524 -

要対協世帯数 109 - 自立支援医療受給者数 3,301

 うち、入所決定数 391 -

保育所申請数 528 -

　住吉第１、第２の地区は東横線で隔てられており、地区活動も民協区でわかれて実施していることが多い。元住吉駅周
辺はブレーメン通り、オズ通りと商店街がある。井田地区や木月４丁目等は古いアパートが多いが、単身者向けの新しい
マンションも増えている。また、町会やこども会への加入率も減っている。

町会・自治会

●地勢、住民の様子

●基礎情報（概要）

住吉地区社会福祉協議会団体数： 15

委員数： 67 （欠員：民生委員・主任児童委員 30

地区社協

災害時応急給水拠点 6

商店街（連合会加入） 公園団体数： 3

団体数： 4

32

子育て関係
サロン等：３　　青少年指導員１８名　　認可保育所：２０　地域型保育事業：４　　認定保育園：５
地域保育園：１　　幼稚園：４　　企業主導型保育施設：２　　院内保育施設：２　　関係施設：４

医療機関 病院：２　診療所：４９　歯科：４６　助産所：２ 学校 小学校：５、中学校：２、高校：２、養護：１

老人会 寺・神社 10

避難所（自主防災組織） 避難所数：6　自主防災組織数：17
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基礎情報：基準日、定義などについて

○保育所申請数：基準日を認可保育所等の利用開始希望日として入所申込を行った中原区在住の児童数
　※「認可保育所等」：認可保育所、認定こども園（2・3号認定）、地域型保育事業、家庭的保育事業
　※基準日時点で中原区に在住している児童（申込時の居住地は問わず）
　※転園申請は含まない。
　※申込後、利用調整以前に申込取下げをした児童は含まない。

問合せ先　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中原区役所地域みまもり支援センター

地域ケア推進課
電話　０４４－７４４－３２３９

自立支援医療受給者数 2020/6/30

療育手帳所持者数 2020/7/1
精神障害者保健福祉手帳所持者数 2020/6/30

身体障害者手帳所持者数 2020/7/1
　うち、児童数（０～18） 2020/7/1

障害者の情報（区総数）

 要介護５ 2020/4/1
介護認定者数（要支援１～要介護５） 2020/4/1

 要介護３ 2020/4/1
 要介護４ 2020/4/1

 要介護１ 2020/4/1
 要介護２ 2020/4/1

 要支援１ 2020/4/1
 要支援２ 2020/4/1

要介護等認定申請者数（区総数） 2020/3/31
要介護等認定者数（区総数） 2020/3/31

 うち、入所決定数 2020/4/1 「保育所申請数」のうち、基準日時点から認可保育所等を利用開始した児童

介護情報

虐待通告数（区総数） 2020/3/31 令和元年度児童相談所・区役所における児童虐待相談・通告件数について

保育所申請数 2020/4/1 下記参照

出生数（区総数） 2020/3/31 川崎市の人口動態（令和元年）
要対協世帯数 2019/3/31 平成30年度要対協連携調整部会の取扱世帯数（ケース数ではない）

2015/10/1

2015/10/1

生活保護世帯数 2020/4/1 福祉総合情報システムから抽出
こども情報

  うち、後期高齢者人口（75～） 令和元年町丁別年齢別人口　3月末日現在
外国人数（区総数） 管区別年齢別外国人住民人口

2020/3/31
2020/3/31

令和元年町丁別年齢別人口　3月末日現在
  うち、前期高齢者人口（65～74） 2020/3/31 令和元年町丁別年齢別人口　3月末日現在

 うち、年少人口（０～14） 令和元年町丁別年齢別人口　3月末日現在
 うち、生産年齢人口（15～64） 令和元年町丁別年齢別人口　3月末日現在

基礎情報 基準日 定義、出典など
世帯数 2020/3/31 令和元年町丁別年齢別人口　3月末日現在
 うち、高齢者（65～）のみ世帯 平成27年国勢調査

人口 令和元年町丁別年齢別人口　3月末日現在
 うち、０才人口 2020/3/31 令和元年町丁別年齢別人口　3月末日現在

 うち、単身世帯 平成27年国勢調査
 うち、高齢者（65～）単身世帯 平成27年国勢調査

 うち、老年人口（65～） 2020/3/31

2020/3/31
2020/3/31

2015/10/1

2020/3/31


