
令和３（2021）年度～令和5（2023）年度

第６期宮前区地域福祉計画素案の
概要について
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プロローグ

困ったときはお互いさまの心で、近くにいる人が

ゆるやかなつながりで助け合う、顔の見える関係が「ご近助」です。

この計画には、ご近所同士で助け合う地域をめざし、

「ご近助」というキーワードで連携して取り組んでいく

様々な地域福祉の取組が盛り込まれています。

みんなでつくろう
ご近助のわ

ゆるやかにつながり 安心して暮らせる地域づくり
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宮前区地域福祉計画とは

第６期計画期間 令和３(2021)年度～令和５(2023)年度

第１期計画

期間 理念

平成16(2004)年度～
平成19(2007)年度

安心して暮らせるまちづくり
～支え合う地域社会の実現を目指して～

第２期計画

平成20(2008)年度～
平成22(2010)年度

宮前の福祉をみんなでつくる
～支え合う地域社会の実現を目指した地域力の向上～

平成23(2011)年度～
平成25(2013)年度

区民一人ひとりが主人公、小さな力から
大きな助け合いの輪が広がるまちをめざして

平成26(2014)年度～
平成29(2017)年度

区民一人ひとりが主人公、身近なあいさつから広がる地域の輪

平成30(2018)年度～
令和2(2020)年度

みんなでつくろう 地域の輪
～共につながり 支え合い 安心して暮らせる地域づくり～

計画期間と基本理念等の変遷

第３期計画

第４期計画

第５期計画



233,563 

170,969 

262,846 
233,723 233,043 

220,922 

180,349 

121,213 
82,122 

134,086 113,962 101,495 114,551 
79,323 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

川 崎 区 幸 区 中 原 区 高 津 区 宮 前 区 多 摩 区 麻 生 区

総人口 世帯数

（人、世帯）

224,648 225,594 227,375 229,481 231,131 232,325 233,043 

95,622 94,808 96,226 97,839 99,301 100,712 101,495 

2.35 
2.38 2.36 

2.35 
2.33 

2.31 

2.30 

2.20

2.25

2.30

2.35

2.40

2.45

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

総人口 世帯数 １世帯当たり人員

（人、世帯） （人）

3

宮前区の地域の特色
2-1 宮前区の総人口と世帯数の推移

資料：川崎市の統計情報「川崎市の世帯数・人口」（各年10月1日現在） ※令和2年は4月１日現在

2-2 区別の人口と世帯数

資料：川崎市の統計情報「川崎市の世帯数・人口」（各年10月1日現在）

・総人口、世帯数は増加
・1世帯当たり人員は減少

・人口は市内で4番目に多い
・世帯数は5番目に多い
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宮前区の地域の特色

資料：川崎市の統計情報「人口動態」（令和元年）

2-3 川崎市内７区の人口動態

・自然増と社会増で1,208人増加
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宮前区の地域の特色

2-4 宮前区の出生数・市全体の出生数

資料：川崎市統計書「人口動態」

2-5 ７区の高齢化率の推移

資料：川崎市健康福祉年報／厚生労働省 人口動態統計月報年計（出生率全国平均）

・高齢化率は増加

・市区ともに出生数は減少
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調査等から分かる宮前区民の状況

Q1 「地域」において、何が問題だと感じている？

地域防犯・防災に関する問題…39.3％ 高齢者に関する問題…36.2％ 地域のつながりに関する問題…29.4％

子どもに関する問題…22.9％ 障害児・者に関する問題…12.7％

地域防犯・防災、高齢者、地域のつながりに関する問題への意識が高い

Q2 助け合いができる「地域」の範囲は？

隣近所程度…38.7％ 町内会・自治会程度…36.5％ 小学校区程度… 9.6％ 中学校区程度… 4.6％ 区内程度… 3.4％

Q3 家庭生活で感じる不安は？

身の回りのことが、いつまで自分でできるかわからない…38.1％ 経済的に生活できるか不安である…30.7％

介護が必要な家族を家庭で介護できる自信がない…29.4％

約４分の３が「隣近所」や「町内会・自治会程度」の範囲を、

助け合いができる地域として捉えている

高齢化を背景に、自分のことや経済的なこと、家族の介護が不安

第５回川崎市地域福祉実態調査から分かること
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調査等から分かる宮前区民の状況

１）宮前区在宅医療と介護に関する講演会（平成30（2018）年11月10日開催）

「親や家族の介護を担うとき 知っておきたいこと」 参加者アンケート

◇家族や周囲に迷惑をかけず、医療や介護保険制度を利用し在宅生活を続けたい
◇医療・介護・認知症・経済面・遠距離介護などについて、具体的な知識や情報が必要
◇区役所・地域包括支援センターなどの相談先の情報を把握したい
◇在宅生活の継続には地域とのつながりが欠かせないため、自分の「地域」の情報を得たい など

２）宮前区在宅介護に関する講演会（令和元（2019）年11月30日開催）

「がんばりすぎない介護のヒケツ」 参加者アンケート

３）宮前区地域包括ケアシステム推進シンポジウム （平成30（2018）年9月15日開催）

「地域づくりの実際の取組事例から考える」 参加者アンケート

◇介護者の視点として、「遠距離介護」について不安を感じている人が多い
◇在宅での介護者にとって、仕事や家事との両立、ダブルケア、老老介護などの課題が増加している
◇「健康維持や介護予防」、認知症対応・夜間介護・入浴介助・要介護者へのメンタルケアなどの

「直接的な介護技術」、介護が必要となった際にかかる費用・私的介護保険・相続などの「経済面」
に関する講座のニーズがある など

◇地域人材となる新たな担い手を育成するため、教育現場での普及啓発を行うこと
◇地域の中で多世代交流を進め、共生社会の実現に向け地域包括ケアシステムを推進すること
◇地域とのつながりは誰にとっても欠かせないため、交流や地域活動の場があること など

講演会･シンポジウム･アンケート等から分かること



第５期計画の重点項目
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第５期計画の振り返り

地域福祉活動への参加の促進

○地域メディアを活用した地域の支え合い活動の情報共有、活動促進の支援

○初山地区の市営住宅と周辺３自治会による、

地域づくりのワークショップや地域交流会

○東有馬の市営住宅の地域の助け合いについて、

ワークショップを企画・開催

○宮前区地域包括ケアシステム推進シンポジウム

の開催

・地域のつながりワークショップの開催

・区民シンポジウムの開催

取組１

平成30（2018）年９月のシンポジウムには
149 名が参加



第５期計画の重点項目
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第５期計画の振り返り

地域課題の解決に向けた支援の充実

○聖マリアンナ医科大学、田園調布学園大学とともに実施した「アンケート結果」を活用した

ワークショップの開催

○地域状況やニーズに応じた支援の実施・認知症サポーター養成講座の開催 など

テーマ 講 師 内 容

1
在宅介護について
知っておきたいこと

川崎市介護支援専門員連絡会 元会長
小川 眞悟 氏

・在宅介護の仕組みや費用
・高齢世帯や一人暮らし世帯の在宅介護 等

2
「終活」と

地域のつながり
(一社)自分史活用推進協議会

監事 馬場 敦 氏

・「終活」とは
・「終活」としての生前整理
・ひとり暮らしの「終活」
・地域で考える「終活」 等

3 ご近所づきあいの力 田園調布学園大学
・災害時における近所づきあいの力
・ご近所づきあいと健康
・緩やかなみまもり 等

4
災害時の

医療や備えについて
聖マリアンナ医科大学

・災害時、どこの病院に行ったらいいの？
・災害時、救急車はすぐに来てくれるの？
・災害時、病院についた順番で診察してくれるの？
・医療の視点で都市型災害の備えについて考えてみよう！
・おうちの救急箱を点検してみよう！
・災害時に役立つ感染予防！
・避難所での健康管理を考えてみよう！ 等

5
宮前区民の暮らしを豊か

にするための
アンケート結果報告

聖マリアンナ医科大学
田園調布学園大学

アンケート結果を見ながら地域課題について考える
田）ご近所活動、地域活動、見守り活動について 等
聖）地域医療・在宅医療・災害時医療について 等

6 その他
ご希望に応じて、学びたいこと・話し合いたいこと、課題解決に向けた支援などの内容に合わせた
講師を派遣

・地域マネジメントの推進

取組２



第５期計画の重点項目
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第５期計画の振り返り

情報提供の充実

・広報の充実

○紙媒体やＳＮＳを利用した広報の実施

○地域包括ケアシステムを学ぶ子ども向けマンガやウエットティッシュの作成・配布による啓発強化

みやまえご近助さんWebサイト facebook
みやまえ子育てガイド

とことこ

その他、twitterや各種チラシ など

取組３
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第６期計画につなぐ視点

今後も、地域包括ケアシステムの推進を「わが事」として捉えられるよう、区民意識の醸成につながる

取組を進めることが必要となっている状況を踏まえ、引き続き、第６期計画においても、区民・関係機

関・事業者とともに取組を進めていきます。

様々な立場で関わる区民・関係機関・事業者が
強みを活かしてつながる大切さ

視点３

近所づきあいや地域住民の交流の重要性、
地域で支え合うことの大切さ

視点１

必要な情報が必要性や興味のある人に届くこと、
きっかけづくりの大切さ

視点2

分かりやすく、柔軟に対応しやすい計画に視点４



12

宮前区がめざす地域福祉

みんなでつくろう
ご近助のわ

ゆるやかにつながり 安心して暮らせる地域づくり

第６期計画の基本理念



ご近助で「ささえあう」地域づくり

～互助に触れ、自助意識をたかめる～
基本目標１

13

第６期計画の基本目標

基本目標2

基本目標3

社会環境の変化に柔軟に対応し、安心して暮らせる地域づくりをめざして

支援に「つながる」きっかけづくり

～互助を担い、共助・公助につなげる～

区民・事業者・行政等が
「一体となる」ネットワークづくり

～強みをいかし、つながる～
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重点的な取組

１ ご近助で支え合う地域づくりを進めます

２ 理解と共感を広げる情報発信を充実します

３ 区民・事業者・行政などの協働・連携により、
地域福祉の向上に取り組みます

基本目標 １ 基本方針 ４

基本目標 ２ 基本方針 １

基本目標 ３ 基本方針 ２

第６期計画の重点取組



具体的な取組

基本目標１ ご近助で「ささえあう」地域づくり

基本方針 具体的な取組

１ 誰もが参加できる
健康・いきがいづくり

１ 健康づくり・介護予防を進めます

２ 食育を進めます

２ 様々な団体や区民が
地域で活動し、
支え合う地域づくり

３ 子育てしやすい地域づくりを進めます

４ 高齢者の仲間づくりを進めます

５ 区民の多様な活動が地域に広がります

３ 安心して参加できる
活動・交流の場づくり

６ サロンやカフェなど、地域の居場所づくりを進めます

７ 育児不安を解消し、子育て支援活動参加のきっかけづくりを進めます

８ 子どもの健やかな成長につながる外遊びの場をつくります

９ 精神障害者家族の学びの機会をつくります

10 しあわせを呼ぶコンサートの開催を通じて、障害者との交流の場づくり

を進めます

４ ご近助で支え合う
地域づくり

11 ご近助で支え合う地域づくりを進めます

15



28 育児不安や児童虐待の兆候を早期に把握し、連携して地域での支援を進めます
29 高齢者・障害者虐待に関する相談等に連携して対応します 16

具体的な取組

基本目標２ 支援に「つながる」きっかけづくり

基本方針 具体的な取組

１ 理解と共感を広げる
情報発信の充実

12 地域のつながり・支え合いの大切さを伝え、理解と共感を広げます
13 子育て情報を発信し、安心して子育てができるまちづくりを進めます
14 高齢者が安心して生活していくための制度や知識の普及啓発を進めます

２ 相談を通じた不安・
困りごとの軽減

15 子ども・子育てに関する不安を軽減します
16 保育ニーズに応じた相談・支援を通じて、子どもの預け先を探す保護者に寄り

添います
17 ニーズに応じた相談・支援を通じて、高齢者・障害者に寄り添います
18 ペットの飼養、ネズミや衛生害虫に関する相談に対応し、住環境を守ります

３ 支援につなぐ人材・
ネットワークづくり

19 認知症サポーターを増やし、安心して暮らせる地域をつくります
20 認知症等の早期診断・早期対応に向けた支援体制をつくります
21 徘徊高齢者等ＳＯＳネットワークで、安全を確保し家族等を支えます
22 ボランティアを増やし、安心して子育てでき、高齢者が健康で暮らせる地域を

つくります
23 小・中学生の職場体験学習等を通じて、自分ができることを考えるきっかけを

つくります

４ 支援が必要な人への
見守り、支え合いの
推進

24 民間業者等と連携した「川崎市地域見守りネットワーク」による見守りを行います
25 民生委員児童委員の協力により、高齢者等の見守りを行います
26 生活保護受給世帯の小・中学生に対し、学習支援への参加を呼びかけます
27 災害時に援護を必要とする人に対し、互助による避難体制づくりを進めます

５ 虐待への適切な対応
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具体的な取組

基本目標３ 区民・事業者・行政等が「一体となる」ネットワークづくり

基本方針 具体的な取組

２ 区民・事業者・行政
などの連携による
地域福祉の向上

32 地域福祉に関わる団体等が連携して、区民への互助意識の浸透を図ります

33 高齢者が暮らしやすい地域づくりを連携して進めます

34 民生委員児童委員や保護司等の地域福祉活動への理解を広げます

35 地域防災に関わる団体等が連携して、地域防災力の強化を図ります

36 小・中学校入学時など、新しい環境での学習や生活に適応しやすくします

37 地域の事業者団体等と連携し、地域福祉に関する情報発信を行います

38 社会福祉協議会と連携して、地域福祉の取組を進めます

30 障害者（児）が暮らしやすい地域づくりを連携して進めます

31 在宅介護等に多職種が連携して取り組み、情報発信を行います

１ 保健・福祉分野での
協働・連携の推進
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エピローグ

この計画を実行性あるものにするために、身近にいる人たち同士が、

日々の暮らしのなかで支え合い、助け合うとともに、区民・事業者・行政等が、

それぞれの強みを活かして連携し、かつ、主体的に取り組むことが大切です。

子どもから高齢者までがゆるやかにつながり、
全ての区民が安心して暮らせる地域づくりを

「みんなで」進めていきましょう。

みんなでつくろう
ご近助のわ

ゆるやかにつながり 安心して暮らせる地域づくり


