
第６期川崎市地域福祉計画（素案）の概要

川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室

令和３（2021）年度～令和５（2023）年度

市民一人ひとりが共に支え合い安心して暮らせる

ふるさとづくり

～川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築をめざして～



地域福祉計画の趣旨・期間
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１ 計画の趣旨
「地域福祉計画」は、社会福祉法第107条に基づき、次の事項を一体的に定める計画です。

（１）地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉、その他の福祉に関する
共通的事項

（２）地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項

（３）地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項

（４）地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

２ 計画の期間
本市では、平成16年度に第１期

計画がスタートし、今回、令和３～５

年度までの３年間を計画期間とする

第６期計画として、市及び区計画を

策定します。



行政計画と社会福祉協議会計画との関連性
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川崎市地域福祉計画

各区地域福祉計画

川崎市社会福祉協議会
地域福祉活動推進計画

各区社会福祉協議会
地域福祉活動計画

市の福祉課題への対応方針の提示

計画内容の支援・連携

リーディング事業の提案

政策提言・ニーズ抽出
・意見反映

課題の提示

区方針案の提示・

連携調整

市方針案の提示・

連携調整

福祉課題への対応に向けた

取組推進事業の提示、

リーディング事業の提案

計画内容の支援

ニーズの集約

先駆的な取組の提示

地域課題への対応に向けた

相互分担・連携

川崎市 川崎市社会福祉協議会

地域福祉を推進するための計画としては、川崎市が策定する「地域福祉計画」と共に、川崎市
社会福祉協議会が策定する「地域福祉活動推進計画」があり、相互の連携の充実を図ります。



地域包括ケアシステム推進ビジョンの推進イメージ
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平成27年に策定した地域包括ケアシステム推進ビジョンに基づき、区役所地域みまもり支援セン
ターを中心に、①地域福祉に関する市民啓発を図るための「意識づくり」、②地域における人材育
成や居場所づくりなどの取組を推進する「地域づくり」、③「意識づくり」や「地域づくり」を専門多職
種とともに、地域においてシステム化していくための「仕組みづくり」を3つの視点として、「自助」「互
助」「共助」「公助」の組み合わせによるシステム構築を目指します。



第６期川崎市地域福祉計画の位置付け
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地域福祉計画は、川崎市総合計画のもと、推進ビジョンを上位概念に、福祉に関する上位計画
として関連する分野別の個別計画と連携を図りながら、地域課題の解決を図るために、住民の視
点から地域福祉を推進していくための行政計画の１つとして位置付けています。



統計データ（人口の推移）
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令和２年５月現在、153.9万人。１世帯当たりの人員は減少傾向

総人口と１世帯当たり人員の推移

資料：川崎市統計情報「川崎市の世帯数・人口」（各年１０月１日現在、令和２年は５月１日現在）
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統計データ（年齢３区分別人口）
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65歳以上の老年人口割合は増加傾向。生産年齢人口割合、年少人口割合は減少傾向

年齢３区分別人口構成の推移
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資料：川崎市統計情報「長期時系列データ（人口）」（各年10月１日現在）

※年齢３区分別人口：年少人口（14歳以下の人口）、生産年齢人口（15～64歳の人口）、老年人口（65歳以上の人口）



統計データ（将来人口推計）

7資料：「第２期実施計画の策定に向けた将来人口推計について」平成29年５月 川崎市総務企画局

年齢３区分別推計人口

総人口のピークは令和12（2030）年の158.7万人
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地域福祉に関する意識と実態（令和元年度地域福祉実態調査）
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調査項目 回答内容と考察

１ 地域住民の意識 ✓ 近所付き合いは挨拶程度が約半数であるが、いざという時のため
に交流が必要と考える人は半数以上

✓ 日ごろからの交流は面倒という方が3割程度で増加傾向にあり地
域活動への参加を促す取組が必要

２ 地域活動やボランティ
ア活動への参加

✓ きっかけがつかめない、身近に仲間がいない、人と接するのが苦手
などの回答も多く、働きかけ方や活動の仕方で改善される可能
性もある

３ 心配ごとを解決する
ために必要なこと

✓ 利用するサービスの利用手続きが簡便で、サービス種別も豊富で、
低額なこと、情報が取りやすく、相談できる先があることなどが挙げ
られている

✓ 大きくは住民本位の福祉サービス提供に向けた取組をさらに進
めていくことが重要

４ 行政が取り組むべき
こと

✓ 「サービスが利用できない、結びつかない人への対応の充実」が望
まれており、隙間ない、包括的な相談支援のネットワークづくりが
必要

５ その他 ✓ 地域福祉の推進を基本としながらも、災害、孤立死、成年後見
制度の利用促進など、個別のテーマに特化した対策を進めるこ
とが求められている



地域福祉を取り巻く動向や関連する取組（１）
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地域共生社会の実現に向けて（国の動向）

地域共生社会とは、制度・分野の枠や、「支える側」「支えられる側」という従来の関係を超えて、
人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割をもち、助け合いながら暮らしていくことの
できる、包摂的なコミュニティ、地域や社会を創るという考え方



地域福祉を取り巻く動向や関連する取組（２）

10

本市の取組など 内容

（１）川崎市再犯防止
推進計画

◼ 犯罪をした人等に限らず、全ての市民が孤立することなく、ともに
生き、支え合う社会の実現を図るため、令和２年２月に同計画
を策定

（２）災害福祉に関す
る取組

◼ 東日本大震災、熊本地震及び本市が被災地となった令和元年
度東日本台風の経験を踏まえ、避難期間の長期化による生活
機能の低下、要介護度の重度化等を防ぐ、災害福祉の取組を
推進していく。

（３）かわさきパラムー
ブメント

◼ 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機とし、
多様性（ダイバーシティ）と社会的包摂（ソーシャル・インク
ルージョン）の象徴としてのパラリンピックに重点を置いた取組を
計画的に推進していく。

（４）コミュニティ施策 ◼ 平成31年３月に策定した 「これからのコミュニティ施策の基本的
考え方」に基づき、市民創発のまちづくりを掲げており、コミュニティ
施策との連携を図っていく。

（５）ＳＤＧｓ（持続
可能な開発目
標）の取組

◼ 「川崎市持続可能な開発目標（SDGs）推進方針」に基づき、
SDGsの達成に向けて、市民、企業、団体等の多様なステーク
ホルダーと連携・協働した取組を推進していく。



第６期川崎市地域福祉計画の施策体系
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基本理念

市民一人ひとりが共に支え合い安心して暮らせる ふるさとづくり
～川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築をめざして～



基本目標１ 住民が主役の地域づくり
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（１）誰もが参加で
きる健康・いき
がいづくり

⚫ 若い世代から健康づくりや生活習慣病予防の取組等を進めます。

⇒①健康づくり事業、②介護予防事業、③生涯現役対策事業など

（２）地域福祉活動
への参加の促
進

⚫ 地域の活動の担い手づくりとして、民生委員法等に位置付けられた
民生委員児童委員の活動の支援や、地域住民への働きかけに
よって、地域福祉活動につながるような支援の取組を進めます。

⇒①民生委員児童委員活動育成等事業、②老人クラブ育成事業、
③青少年活動推進事業など

（３）ボランティア･Ｎ
ＰＯ活動等の
支援

⚫ 「これからのコミュニティ施策の基本的考え方」を踏まえ、ボランティ
ア・NPO活動や町内会・自治会の支援に向けた取組を推進しま
す。

⇒①市民活動支援事業、②ボランティア活動振興センターの運営
支援、③ＮＰＯ法人活動促進事業など

（４）活動･交流の
場づくり

⚫ 公共施設だけでなく、町内会館等の地域住民の集会施設等を活
用して、活動・交流の場の有機的な連携を進め、地域住民の自
発的・主体的活動の場としての活動・交流の場づくりを進めます。

⇒①いこいの家・いきいきセンターの運営、②こども文化センター運営
事業など



小地域における地域マネジメントの推進
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第6期計画においては、小地域において住民同士の「地域づくり」が進んでいくように、各区計画に
市内44の「地域ケア圏域」ごとに地域の概況を掲載するとともに、地区カルテ等を活用した地域マ
ネジメントを推進します。
さらに、地域の見える化を進め、より身近な地域における課題の共有、解決につなげていきます。

川崎市 地区カルテ

各区の地域ケア圏域 地区カルテ（例）



基本目標２ 住民本位の福祉サービスの提供
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（１）地域包括ケア
に関する情報提
供の充実

⚫ 市民が必要な保健医療福祉サービス等の情報を入手できるよう
な情報提供を推進します。

⇒①地域子育て支援事業、②地域福祉情報バンク事業など

（２）包括的な相談
支援ネットワー
クの充実

⚫ 包括的な支援体制の充実に向けて、区地域みまもり支援センター、
地域包括支援センター等において、専門職がチームで対応し、複
合的な生活課題を抱える住民に適切な支援を行うことができる
体制づくりを進めます。

⇒①地域包括支援センターの運営、②障害者相談支援事業、
③児童相談所運営事業など

（３）保健・福祉人
材等の育成

⚫ 多くの事業所で人材確保が困難な状況にあることから、介護人材
をはじめとして、人材の呼び込み、就労支援、定着支援、キャリア
アップ支援に分けて、人材確保に向けた取組を推進します。

⇒①福祉人材確保対策事業、②看護師・保育士確保対策事業

（４）権利擁護の取
組

⚫ 後見の必要な認知症高齢者等の増加、高齢者や児童の虐待、
ＤＶ被害等、様々な状況から起こる権利侵害を未然に防ぎ、安
心して生活していくことができるよう、相談支援に取り組み、市民の
権利を擁護します。

⇒①権利擁護事業、②女性保護事業、③子どもの権利施策推進
事業など



地域包括ケアに関する情報提供
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川崎市地域包括ケアシステムポータルサイト 川崎版地域包括ケアシステムパンフレット



基本目標３ 支援を必要とする人が的確につながる仕組みづくり
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（１）災害時の福祉
支援体制の構
築

⚫ 災害時要援護者避難支援制度の登録勧奨を進めつつ、マイタイム
ライン＊等の周知を図ることで、要援護者自身が避難方法や避難
先をあらかじめ決めておけるよう支援を行います。

⚫ 全ての避難所に要配慮者（高齢者・障害者・乳幼児等の災害時
に配慮を要する方）専用スペースを整備したうえで、各避難所にお
ける要配慮者への状況に応じた対応実現を図ります。

⚫ 災害ボランティアセンターにおいて、災害時における迅速な被災者
支援への取組を推進します。

⇒①災害救助その他援護事業、②地域防災推進事業

＊マイタイムライン：大雨や台風などの風水害に備えて、一人ひとりの家族や生活の

状況に合わせた避難行動、つまり「自分の逃げ方」を考えておくもの。

（２）見守りネット
ワークの推進

⚫ 地域の民間事業者等の協力機関と協定を締結し、見守りの「目」
を増やすとともに、民生委員児童委員、町内会・自治会や地域の
相談機関なども包含した多様な主体による連携を推進し、安心し
て暮らし続けられる地域づくりを進めます。

⇒①地域見守りネットワーク事業、②ひとり暮らし支援サービス事業



マイタイムラインについて
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「マイタイムライン作成のポイント」リーフレット



基本目標３ 支援を必要とする人が的確につながる仕組みづくり
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（３）虐待への適
切な対応の推
進

⚫ 「児童虐待」「高齢者虐待」「障害者虐待」の予防的な取組とともに、
虐待が疑われる際には、速やかな対応を図り、虐待に対する一連の
対応を自助・互助・共助・公助の組み合わせによって推進します。

⇒高齢者、障害者、児童虐待防止対策事業

（４）様々な困難
を抱えた人へ
の自立支援の
取組

⚫ だいＪＯＢセンターにおける相談者に寄り添った生活困窮者の自立
支援の取組、ひとり親支援施策、更生保護事業として再犯防止推
進計画に基づく取組、キャリアサポートかわさきにおける就業支援など、
様々な複合的な課題を抱えた人に対して包括的・継続的に対応で
きるよう取組を推進します。

⇒①生活困窮者支援事業、②ひとり親家庭の生活支援事業、③子
ども・若者支援事業、④「キャリアサポートかわさき」における総合的
な就業支援

（５）ひきこもり対
策等の推進

⚫ ひきこもり当事者及び家族に対して、令和３年４月に開設予定の
「ひきこもり地域支援センター」において、個々のニーズに応じた適
切な支援を行います。

⚫ 学校や地域住民等の多様な主体と協働し、自殺の防止等に向け
た取組を推進します。

⇒①社会的ひきこもり対策事業、②自殺対策・メンタルヘルス普及啓
発事業



基本目標４ 連携のとれた施策・活動の推進
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（１）保健・医療・福
祉の連携

⚫ 疾病の予防・早期発見のために、妊婦・乳幼児健診や各種がん
検診などを医療機関と連携を図りながら進めます。

⚫ 高齢者をはじめとして、在宅での療養環境の充実を図ることが求め
られており、保健・医療との更なる連携を進めます。

⇒①がん検診等事業、②妊婦・乳幼児健康診査事業、③在宅医
療連携推進事業

（２）福祉・介護等
サービスの基盤
整備等

⚫ 高齢分野では、特別養護老人ホームや認知症高齢者グループ
ホーム等の整備を行います。

⚫ 障害分野では、グループホーム整備の支援の取組や、希望する住
まいでの継続した生活を支援できるよう、多様なニーズに対応でき
るサービス基盤の整備に向けた取組を進めます。

⚫ 児童分野では、子育てしやすい環境の整備に向けて、保育所の整
備をはじめとした待機児童対策を推進します。

⇒①介護サービスの基盤整備事業、②障害福祉サービスの基盤整
備事業、③認可保育所整備事業など



基本目標４ 連携のとれた施策・活動の推進
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（３）市民・事業
者・行政の
協働・連携

⚫ 行政だけではなく、住民、町内会・自治会などの地縁組織、地域・ボラ
ンティア団体、事業者など、市内の多様な主体との適切な役割分担の
もと、地域の目標を地域全体で共有していくため、地区カルテを活用し
た地域のマネジメント機能を強化し、更なる市民・事業者・行政の協
働・連携を進めます。

⇒①地域包括ケアシステム推進事業、②認知症高齢者対策事業など

（４）社会福祉協
議会との協
働・連携

⚫ 社会福祉協議会は、「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」
であり、社会福祉協議会と行政が緊密な協働・連携を図ることが、地
域福祉の向上に必要と考えられます。両者における協働・連携を基礎
に、その目的をより効果的に達成できるよう、本市と川崎市社会福祉
協議会の協働・連携を推進します。

⇒①社会福祉協議会との協働・連携

（５）総合的な施
策展開に向
けた連携体
制

⚫ 地域共生社会の実現に向けて、地域生活課題の解決に向けて、福
祉分野に留まらず、広範囲な施策領域と連携を進めていくことが求め
られており、医療・保健・福祉（介護）だけでなく、幅広い行政施策
領域で部局横断的に連携して取組を推進していくため、「川崎市地
域包括ケアシステム庁内推進本部会議」を開催し、庁内での情報共
有を図るとともに、各部署においても、地域包括ケアシステム構築に向
けた意識づくりを進めます。

⇒川崎市地域包括ケアシステム庁内推進本部会議



第６期計画の実施状況の点検・見直し
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各区地域福祉計画推進会議における区計画の点検も踏まえて、川崎市社会福祉審議会地域
福祉専門分科会において計画の進捗状況を報告し、ＰＤＣＡサイクルによって、地域福祉に関す
る状況把握、地域福祉施策の進行管理、課題の検討・評価等を行い、施策の一層の充実に努
めます。



新型コロナウイルス感染症を踏まえた
今後の地域活動について
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⚫ 新型コロナウイルス感染症によって、市民の間には様々な不安が広がり、これまでのような
地域活動が展開しにくい状況が存在します。

⚫ 本計画に位置付けられている様々な取組においては、相談や交流の場づくりなど、「顔の見
える関係づくり」が重要といえます。一方で、「新しい生活様式」の下では、地域活動において
も、３密（密閉、密集、密接）を避ける、ソーシャルディスタンスの確保など、対面や人が
集まるような活動を控えることも考えなければなりません。

⚫ この相反する課題のもと、どのように地域福祉を推進していけばよいか、直ちに正解が得られ
るものではありませんが、「新しい生活様式」の下での地域活動を市民の方々と一緒に作りあ
げていきたいと考えています。

※新型コロナウイルス感染症等の感染症については、厚生労働省のホームページで

最新の情報を把握するよう心掛けてください。

ご清聴ありがとう
ございました！



メモ
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