
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
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 

 

【中央第二地区】 
貝塚１丁目、貝塚２丁目、元木１丁目、元
木２丁目、下並木、池田１丁目、池田２丁
目、京町１丁目、京町２丁目、日進町、小
川町、南町、堤根 

【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 

中央第二地区 

 

【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 月末時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 ■地域の強み・課題（地域づくりワークショップ等の意見を反映）

■対象エリア

令和2年4月1日現在

令和2年4月1日現在

令和2年4月1日現在

令和2年4月1日現在

団体数:８

地区社協
自主防災組織

子ども会

団体数:11
中央第二
団体数:12

中央第二
団体数:13

1
高等学校

令和2年4月1日現在

■基礎情報（10地区単位）中央第二地区 ■基礎情報（３管区単位） ■基礎情報（区単位）

小学校 2 中学校 1

10%
10%
9%

71%

3408
3195
2877

前期高齢者人口
後期高齢者人口
年少人口
生産年齢人口 23468

人口動態
人口
世帯数
単身世帯数

11%高齢者単身世帯数
高齢者人口

構成率（地区）

54%
10%
20%

人数（地区）

32948
17336
9361
1677
6603

地区カルテ　中央第二地区

1031
人数
7360
1904
2260

虐待通告数
障害者関係

身体障害者数
知的障害者数
精神障害者数

子ども関係 人数

52037 22%

人数（区） 構成率（区）

235373
109768
51803 47%
12281

26196 11%
25841 11%
26339 11%

156997 67%

町内会・自治会
民生委員児童委員

老人クラブ

今後のワークショップ等で
いただいた意見を反映予定

今後のワークショップ等で
いただいた意見を反映予定

地域の課題

0
0

2

地域の強み

特別支援学校 0 保育所 13 幼稚園 3

149
1 その他相談支援機関 0

高齢者入所施設 1地域子育て支援センター

公園

こども文化センター 1

令和2年3月末現在

貝塚１丁目、貝塚２丁目、元木１丁目、元木２丁目、下並木、池田１丁目、池田２丁目、京町１丁目、京町２丁
目、日進町、小川町、南町、堤根

・東海道五十三次の宿場町である旧川崎町とし
て栄えたことから、歴史的地域資源が多く残る地
区。
・川崎駅、京急川崎駅を中心に官公庁や商業・
サービス業などが集積する中心市街地として充実
した都市機能を有するなど、歴史・文化・産業な
どの地域資源が豊富な地区。
・人口密度が高く、団塊の世代以上と若い世代
が共に暮らす地区であり、また外国人登録者の多
い川崎区の中でも、その割合が特に高い地区。

地勢【区役所地区】3管区 地域の概要等
・大通りから入った商店が点在している住宅地（貝塚）
・川崎市立病院や新川橋病院等通院の便がいい。（貝塚）
・徒歩圏内に川崎駅があり交通の便が良い。歓楽街が隣接している。単
身マンションが多い。（小川町、南町）
・八丁畷駅徒歩圏内の住宅地。駅前は大型マンションがあることから年少
人口が高い。貝塚や元木は商業施設が少ないが、バスを利用しやすい。
高齢者の集い場は徒歩圏内に複数あり種類も豊富である。（日進町、
池田、堤根、下並木、貝塚、元木）
・大型マンションが多い。駅から遠いが商店街があり、生活しやすい。（京
町）

9地域の縁側 介護予防・健康づくりグループ 見守り活動
子育てサロン・広場 0 母親クラブ・子育てサークル 1 その他活動

地域包括支援センター 1 障害者相談支援センター

0

※世帯数、単身世帯数及び高齢者単身世帯数（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月末現在の情報となります。
※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

人口関係
外国人数
出生数
生活保護関係

生活保護世帯数
介護認定関係

要介護認定者数

人数
10199

790
人数
3906
人数
4473

病院 3 避難所 5 商店街

0
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■地域団体（詳細）

・日進町町内会

・サンスクエア川崎自治会

・下並木町会

・池田町内会

・京町１・２丁目町内会

・ｾｿｰﾙ川崎京町ハイライズ自治会

・池田防災防犯安全対策委員会

・京町１・２丁目防災対策本部

・サンスクエア川崎防災会

 第２        管理組合

・下並木町内会

・下並木

・ﾄｰｱ川崎ﾏﾝｼｮﾝ 事故と災害の対策・対応専門委員会

・貝塚１・２丁目町内会

・小川町町内会

・南町町内会

令和2年4月1日現在

・日進町防災会

地区カルテ　中央第二地区

町内会・自治会【11】 自主防災組織【13】 民生委員児童委員

・南町どんぐり

・元木１・２丁目町内会

 日進町市営住宅自治会

・池田

・小川町

・貝塚１・２丁目

・京町１・２丁目

＜民生委員 主任児童委員数＞
33人
＜欠員数＞
1人
＜充足率＞
97％

子ども会【８】

・日進町さつき会第１

・日進町さつき会第２  池田２丁目⾧寿会

・貝塚第１クラブ・下並木寿会

・京町第１福寿会

・京町第２福寿会

老人    1２ 

・貝塚第２クラブ

・サンスクエア川崎シニアクラブ

・元木百々世会

 池田１丁目⾧寿会

 南町万年青会

・元木１・２丁目

・日進町

・元木１・２丁目町内会防災部

 川崎      管理組合

・セソール川崎京町ハイライズ自治会防災会

・貝塚１・２丁目町内会

・小川町町内会

・南町町会防災会
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■地域資源（詳細） ※（　）内は住所

・上並木公園（日進町8-14）

公園【14】
・川崎名画通商店会（小川町）

・池田町公園（池田1-13-1）
・池田西公園（池田1-5-1） ・日進町公園（日進町2-14）

・日進町中央公園（日進町23-23）
・南町公園（南町6-1）

・貝塚公園（貝塚1-8-7）

・川崎中学校（下並木50）【施設開放】校庭、体育館、木工室

・太田こころん保育園（日進町1-63 サンスクエア川崎６号館１階）

                     （日進町20-3 ゆめいく日進町保育園3階）

・日進町こども文化センター（堤根34-15 ふれあいプラザかわさき3階）・川崎頌和幼稚園（小川町11-13）

・キンカーンインターナショナルスクール（堤根37-1）
・川崎もりのこ保育園（日進町1-68 サンスクエア川崎8号棟2階）

・ゆめいく日進町保育園（日進町20-3）
・あすいく保育園（日進町22-14）
・はぐくみ保育園（日進町29）

・川崎おおぞら保育園（小川町11-9）
・アスク川崎東口保育園（小川町13-9）
・保育所キラキラルーム川崎園（小川町12-11）
・貝塚保育園（貝塚1-15-1）

地区カルテ　中央第二地区

地域子育て支援センター【1】 高齢者入所施設【1】

保育所【13】

幼稚園【3】 こども文化センター【1】

小学校【2】　中学校【1】　高等学校【0】　特別支援学校【0】

・ＪＥＣ保育園（貝塚2-4-17 ウィンガーデン川崎）
・ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｷｯｽﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾌﾟﾘｽｸｰﾙ（京町1-18-24）
・チャイルドタイム八丁畷エンゼルホーム（下並木11-5 川崎ｻｲﾄｼﾃｨｸﾗﾌﾞﾊｳｽ2階）

・川崎小学校（日進町20-1）【施設開放】校庭、体育館、音楽室
・京町小学校（京町1-1-4）【施設開放】校庭、体育館、特別活動室

・第一ひかり幼稚園（貝塚1-12-12）

令和2年4月1日現在

・聖クララ幼稚園（貝塚2-8-16）

・地域子育て支援センターあすなろ ・恒春園（小川町10-10）

地域包括支援センター【1】 障害者相談支援センター【1】

・太田総合病院（日進町1-50）

・地域相談支援センターいっしょ（京町1-16-26-101）

・医療法人社団慶友会 第一病院（元木2-7-2）

・恒春園地域包括支援センター（小川町10-10）

避難所【5】

病院【3】その他相談支援機関【0】

・日進商栄会（日進町）
・チネチッタ通り商店街（小川町）

・日航イズ（日進町）

・渡田中学校（渡田向町11-1）【対象エリア】貝塚１丁目、貝塚２丁目、渡田向町、渡田新町１丁目、渡田新町２丁目
・川崎中学校（下並木50）【対象エリア】下並木、堤根
・川崎小学校（日進町20-1）【対象エリア】元木１丁目、元木２丁目、小川町、南町、日進町
・京町小学校（京町1-1-4）【対象エリア】京町１丁目、京町２丁目の一部、池田１丁目、池田２丁目、渡田山王町

　　　　　　商店街【9】　※住所は町丁名のみ

・恒春会 馬嶋病院（日進町24-15）

・田島中学校（小田2-21-7）【対象エリア】京町２丁目の一部、小田１丁目、小田２丁目、小田４丁目の一部

・小川町通り会（小川町）

・下並木公園（下並木37-3）

・小川町商映会（小川町）
・政の湯通り商店会（日進町）
・京町商店街組合（京町1丁目）
・京町通り光栄会（京町1丁目）

・渡田第２公園（貝塚2-17-1）
・川崎駅東口緑地（日進町1-41）
・京町緑地（京町2丁目、京町3丁目）

・京町１丁目公園（京町1-12-4）
・京町公園（京町1-2-19）
・京町第３公園（京町1-12-9）
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■地域活動（詳細）

■地域分析（地域          等 意見 反映） 令和2年4月1日現在

住民意見

今後のワークショップ等で
     意見 反映予定

 日時 ①第2火曜日 13:30 15:30 ②毎週木 金 土 日曜日 11:00 16:00

その他活動【0】

見守 活動 0 

子育てサロン・広場【0】

母親    子育      1 
・京町１ ２丁目母親   　【場所】情報なし　【活動内容】情報なし　【日時】第３火曜日

・京町ほおずき
 活動場所 京町1-1-4（京町小学校特別活動室） 活動内容 体操 交流  日時 不明
・くるみクラブ
 活動場所 下並木20-3（下並木会館） 活動内容 認知症予防  日時 第3火曜日 13:30 

地区カルテ　中央第二地区

地域の縁側【2】

健康づくり・介護予防グループ【9】

・京町いきいきクラブ
【活動場所】京町1-1-4（京町小学校体育館）【活動内容】健康体操、認知症予防体操など
 日時 第2 4土曜日 13:00 15:00
・まちの縁側南町町内会館
【活動場所】①南町14-3（南町町内会館）②南町6-6（cafe un）
 活動内容 ① 茶飲  小物作  健康体操 健康 関  勉強会   ②気軽 立 寄  居場所 提供

令和2年4月1日現在

・カフェひこうきぐも
 活動場所 小川町10-10（恒春園１階会議室） 活動内容 介護者 情報交換  日時 第3火曜日 13:30 17:00

 活動場所 堤根34-15（    老人福祉 地域交流    ） 活動内容      食事
 日時 第1土曜日 10:00 12:00 3 月 1回
・健康クラブ
 活動場所 下並木11-5（           ） 活動内容 体操  日時 毎週金曜日 10:00 11:00

・イーデス川崎
【活動場所】①日進町24-15（ビバース日進町）②川崎区堤根34-15（日進町こども文化センター）【活動内容】社交ダンス
 日時 ①第1 3木曜日 ②第2 4木曜 10:00 12:00
・カラオケ愛好会

 活動場所 下並木20-3（下並木会館） 活動内容          日時 第3金曜日

・日進町ほおずき
 活動場所 日進町町内会館 麦 里  活動内容 食事 体操     歌  日時 第3月曜日 10:00 13:30
・ほのぼのウォーキング
 活動場所 日進町23-23（日進町中央公園）    活動内容 体操         日時 第4水曜日 13:30 15:00
・フォークダンス
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元木１・２丁目町内会 中央第二地区
社会福祉協議会

リジェンヌ京町
サポートひまわり

程よく頑張って楽しい
 　　ウォーキング→

←落語など気軽に楽しめる
　ビデオ上映会

にぎやかで楽しい食糧配布↑

Photo

「とりあえず、やってみよう」
という楽しみ方が、
活動の原動力です

誰もが参加できる
楽しみの場が

私たちのつながりを
生かしてくれる

みんなで声をかけ合って
互いにみまもる
優しいマンション

中央第２地区ってどんな地域？〜地区カルテより〜

ささえあい、これからも! よろしくお願いします

困難な時ほど、人と人のつながりの
大切さを改めて思わずにはいられま
せん。ワークショップ
の成果を今後に生か
します。

センター職員のほうが、地域の皆
さんから学んでいることがとても
多いのです。今後もご一緒できれ
ばうれしいです。

地域包括支援センター、民生委員・
児童委員、区・地区社協など身近な
相談先があることを
知っていただくことが
大事だと思います。

←各地区の情報
が載っている
地区カルテは
こちら

あなたにとって、地域は愛着をもてる存在でしょうか。
高齢化が進む中、地域の人と人のつながりをつくる
ご近所同士の「みまもりヂカラ」を高めようと、
さまざまな工夫をして取組む区内の事例を紹介します。

私の街のみまもりを考えよう

まとめ

 コーディネーター 牧岡 英夫氏（共育ひろば主宰）

あ
る
活
動
の

当
事
者

そ
の
活
動
を

よ
く
知
ら
な
い
人

支
援
者

理
解
者

●発行　令和３年 3 月
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）
地域支援課・地域ケア推進課

川崎区

「気になる人」がいたら、
その人の抱える課題を
地域で活動しているグ
ループ・団体、行政に相
談して解決につなぐ複数
ルートのつながりをイ
メージして取組んでみる

地域活動へ理解を示す
人を｢理解者｣として受け
入れ、やがては｢支援者」
さらには「当事者｣として 
段階的に関わりやすくす
るつながりを目指し、輪
を広げることを意識して
取組む

牧岡　地域のボランティア活動を浸透
させる工夫とは

飯島　役員間の連絡を緊密にして活動
の輪を広げています。また、もと
き食堂への参加呼びかけは地区
ごとに回覧をまわしています。

牧岡　コロナ対策での工夫や配慮は

飯島　つく・食べる楽しみを味わって
いただきたいので餅つき大会を
延期しました。

牧岡　｢くるみの会｣とはどんな意味で
すか

渡邉　昔、くるみを手で回して認知症予
防に生かした、というところから
名付けました。

牧岡　｢わいわいキッチン｣や食糧支援
活動の財源は

渡邉　福祉部の予算、オリックス財団
の寄付と参加費、フードバンクか
ながわや日本赤十字社からの食
材で賄っています。

牧岡　｢お笑いライブ｣などへの参加者
は増えていますか

中村　対象者に直接参加を呼びかけ、
参加人数も定着しています。お
茶飲みサロンの代わりに、笑って
ひとときを過ごしています。

牧岡　お子さんとその家族の参加を促
すことについては

中村　｢親と子の会｣の役員は小学5年
生の親御さんが1年間務めます。
同世代の親御さん同士の連携が
活かされていると思います。

中央第２地区
ワークショップ
2020年12月11日（金）開催

恒春園
地域包括支援
センターの
みなさん

みんなの

意見と感想

◆地域包括ケアシステムとは？
少子高齢化など急速な社会の変化を見据えて高齢者、子ども、障害がある
方、外国につながる方などすべての人に、住み慣れた地域で安心して暮ら
し続けるために住まい・生活支援・予防・医療・介護などを一体的に提供
し、市民自らのパワーで課題解決に関わろうとする取組です。中央第２地
区の皆さんが地域資源を活用してみまもりを考え、地域に愛着を抱く人が
増えると「地域力」の源となり、互いに気づかうまちの理想を目指します。

川崎駅が近く、交通の便が良い地域です。かわさき老人福祉・地域交流セン
ターやかわさき健康づくりセンターなど健康づくり活動の拠点があります。
また、地域の方々にとっての集いの場も数多く存在しています。

川崎区長 水谷吉孝
地域みまもり支援センター所長

遠藤俊明

「真剣」そして「和やか」「真剣」そして「和やか」

牧岡 牧岡 牧岡

牧岡牧岡
牧岡

飯島 渡邉

渡邉

中村

中村飯島

みまもり支援の輪（回路）を
つくっていくには

多くの人に地域活動を
PRして人材を育てるために

みんなの情報交換会 令和2年度川崎区地域包括ケアシステム推進事業

牧岡さんと
考える私たちの
トライ

支援団体

支援

日頃から人との
つながりが少ない
「気になる人」

行政
サークル等
日頃からの
つながり

直接の
つながりが
少ない

直接の
つながりが
少ない

面識 元木１・２丁目町内会
飯島さん

中央第2地区
社会福祉協議会福祉部
渡邉さん・西尾さん・小嶋さん

リジェンヌ京町 サポートひまわり
中村さん・村上さん

応援
してます！

知って
います！

会場
アンケート

●高齢者が多くな
り、ご近所の役割
について勉強にな
りました。参考にさ
せてもらいます。

●意欲的な活動に
学ぶことが多かっ
たです。解決方法を
みんなで考えるこ
とが大切ですね。

●活動がとても多
様でびっくり。きめ
細かでいろんなこ
とを考える姿勢が
すごいです。

●それぞれが工夫
を凝らした活動で、
発表も資料が豊富
でわかりやすく、楽
しかったです。



↓川崎区ホームページ
「まちの縁側へ」

集まりの場づくりが
みんなの気持ちを
少しずつまとめて
輪が広がり始めた！

継続がチカラ！
定期的な交流から
顔がつながり、
安心感も育ち始めた

とにかく楽しい！
子どもとの交流は
交わした言葉が
やさしさの種になる

元気なまちの… 情報

たくさんのトライが交流を育てる 大型マンションの住民交流

活動の概要：スポーツを通じた健康維持｢もとき健康道場※｣、
出前やテイクアウトもできる｢もとき食堂｣、｢もときよろず相談
応援隊｣など多くの集まりの場を企画・実施している。

活動の概要：管理組合、自治会、けやきの会※、民生委員が中心
となって｢サポートひまわり｣を発足。マンション全戸に生活実態
アンケートを行い、同時にサポーターを募集して活動開始。

地域の課題
交流拠点である町内会館の老朽化が
目立つようになる一方、希薄な人間関
係による隣人、地域への無関心など
が町会役員会で話題に挙がった。

課題解決の取組
話し合いを重ね設計～完成まで２年近くをかけた町内会館は、バリア
フリーと多目的スペース、キッチンを充実した。役員間の連絡・協議の
徹底をもとにコミュニケーションの場づくり、行政とのパイプを太くす
ることに取組み、相談応援隊では介護・リフォームの相談、掃除、家
具の移動などちょっとした困り事に応えている。

課題の検討・討議をした事柄は地域みんなでやっていく、とい
う一体感にあふれた雰囲気ができてきたと思います。多くの行
事を行なえばどれかに参加してもらえるだろうと考えています。

地域の課題
居住者(408世帯・1045人)の半数近
くが60歳以上となった大型マンション
に、みまもりが必要な高齢者が目立つ
ようになった。

課題解決の取組
サポーター研修会を開催。｢一人も孤独死を出さない｣をモットーに見
守り訪問、お茶飲みサロン運営のグループに分かれ緩やかな見守り活
動、生活支援を始めた。現在、サポーター30人が19人をみまもり、運
営委員会、グループ別連絡会で見守り状況を共有している。

みまもり対象の方から｢最
近会わないけど元気だっ
た?｣と心配していただき、
自分も見守られていること
を実感しました。みんな似
たような困り事を抱えた者
同士という理解と経験が
活動に生かされています。

◆地域の縁側活動推進事業  まちの縁側とは？
誰でも気軽に立ち寄れて、お茶を飲みながらおしゃべりをした
り、身体を動かしたり、情報交換したりできる居場所です。川崎
区では、縁側活動の普及啓発の取組を推進するとともに、活動団
体の交流を促進することで、縁側団体の活動を支援しています。

◆ほほえみ元気体操
健康づくり・介護予防のために、区民とと
もに作成した川崎区のオリジナル体操で
す。ご自宅でも簡単に取り組めるように
YouTubeで動画を公開しています。

◆宝物ウォーキングガイドブック
区内のウォーキングコースが掲載されています。ま
ちにあふれる「かわさき区の宝物」を見つけながら、
楽しく健康づくりをしていただくきっかけにご利用
ください。

発 表 元木１・２丁目町内会 のみなさん 発 表 リジェンヌ京町
サポートひまわり のみなさん

※ウォーキング＆ティータイム、ストレッチ教室、グランドゴルフ・テニス

子どもたちを地域ぐるみでみまもる

地域の課題
地域交流の担い手となる仲間を広げ、
人材を探すことが課題になり、やって
みたい人が活動に参加できる方法を
模索していた。

活動の概要：企画運営の方向性を決める定例会(偶数月第１火
曜)、認知症予防カフェ｢くるみクラブ｣(毎月第３火曜)、子ども
食堂｢わいわいキッチン｣(毎月第３金曜)などを実施。

課題解決の取組
認知症の勉強会から発展した｢くるみクラブ｣では地域包括支援セン
ター職員、地域ボランティアが尽力し、地域交流センターと幼稚園で
開く｢わいわいキッチン｣では小学生も調理の手伝いができる「食育」の

場として誰もが参加できるように
したため参加意識が高まった。ボ
ランティアの高校生とは食事後に
遊ぶ時間帯を設け、調理が済むま
で園庭で遊べるようにした。

地域の人のために自分がで
きることを考え、とりあえず
やってみよう、という気持ち
で活動を楽しんでもらうの
が原動力になりました。

中央第２地区
社会福祉協議会福祉部 のみなさん

発 表

※60歳以上のグループ

※令和2年にまちの縁側としても登録

元気なまちの… 情報元気なまちの… 情報元気なまちの… 情報元気なまちの… 情報元気なまちの… 情報


