
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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 

 

【中央第一地区】 
旭町１丁目、旭町２丁目、砂子１丁目、砂子２
丁目、駅前本町、榎町、境町、新川通、鈴木
町、東田町、富士見１丁目、堀之内町、本町１
丁目、本町２丁目、港町、宮前町、宮本町 

【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 

中央第一地区 

 

【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。 

mailto:61keasui@city.kawasaki.jp


■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3年4月1日現在令和2年4月1日現在

団体数︓19
団体数︓1

26196 11%

団体数︓16

25841 11%
26339 11%

156997

14 公園

こども文化センター 1

※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

令和2年3月末現在

地域子育て支援センター

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

1

中央第一

商店街病院 2 避難所 4

1

・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
・市の玄関口である川崎駅東口周辺地区には官公庁や商業・サービス
関連施設などが集積している。商店街が発展しており、歓楽街も隣接し
ている。昼夜問わず、他地域からの人の出入りが多い。
・稲毛神社で行われる川崎山王祭での町会の結びつきは強い。祭りを守
ろうとする気持ちが強い。新宿青年会の存在が大きい。
・競馬場を囲む9町会で団体を作っており町会同志の結びつきが強い。
・単身者向けマンションの建築がすすみ、高齢者の単身世帯の転入もあ
る。

7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 1 母親クラブ・子育てサークル 0 その他活動

0 特別支援学校
1 高齢者入所施設

町内会・自治会
民生委員児童委員

老人クラブ

地区社協
自主防災組織

子ども会

団体数︓17
中央第一（一部は大島地区）

0 保育所 19 幼稚園

地域の強み

地域包括支援センター 1 障害者相談支援センター 1 その他相談支援機関 0

※詳細は別紙「中央第一地区子育て交流会報告書」参照 ※詳細は別紙「中央第一地区子育て交流会報告書」参照

地域の課題

13

旭町１丁目、旭町２丁目、砂子１丁目、砂子２丁目、駅前本町、榎町、境町、新川通、鈴木町、東田町、富士見１
丁目、堀之内町、本町１丁目、本町２丁目、港町、宮前町、宮本町

0
0

1

67%

地区カルテ　中央第一地区

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 11%高齢者単身世帯数

高齢者人口

構成率（地区）

56%
8%

15%

人数（地区）

28260
14138
7957
1159
4168

■基礎情報（10地区単位）中央第一地区 ■基礎情報（３管区単位） ■基礎情報（区単位）

小学校 2 中学校 0

8%
7%

12%
74%

2253
1915
3273

前期高齢者人口
後期高齢者人口
年少人口
生産年齢人口 20819

高等学校

人口動態
人口
世帯数
単身世帯数

0

1,000

2,000

3,000

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100
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■地域団体（詳細）

＜民生委員、主任児童委員数＞
20人
　（富士見１丁目の一部は
　　　　　　　　　　　大島地区）
＜欠員数＞
6人
＜充足率＞
77％

令和2年4月1日現在

・旭町１丁目町内会

・砂子１丁目町内会

・砂子２丁目町内会

・宮本町町内会

・宮前町町内会

・駅前本町町内会

・堀之内町防災会

老人クラブ【16】

・榎町町内会

・富士見１丁目町内会

・境町町会

地区カルテ　中央第一地区

町内会・自治会【17】 自主防災組織【19】 民生委員児童委員

・旭港町内会

・堀之内町内会

子ども会【1】
・旭港

・東田町町内会

・本町一丁目町内会

・本町２丁目東町内会

・本町２丁目町内会

・新川通町内会

・パークホームズグランファースト自治会

・榎町町内会

・新川通町内会防災部

・堀之内さくら会

・境町町会

・境町若草会

・砂子１丁目町内会防災部

・砂子２丁目町内会防災部

・宮本町町内会

・宮前町町内会

・宮前カーネル管理組合

・駅前本町町内会

・東田町自主防災部

・本町ー丁目町内会

・本町２丁目東町内会防災会

・本町２丁目町内会

・旭町１丁目町内会防災部

・旭港町内会防災部

・パークホームズ グランファースト自治会

・東田町敬友会 ・旭港第２喜楽会・砂子２丁目弥生会

・堀之内これから会

・旭町1丁目ひまわり会

・新川通同好会

・宮本町みやび会

・富士見敬友会

・榎町志阿和世会

・旭港第１喜楽会

・本町１丁目一壽会

・本町２丁目東さくらクラブ

・砂子１丁目さわやかクラブ

・富士見１丁目防災会

・ラ・ヴィータシティ管理組合

・宮前町シニアクラブ
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■地域資源（詳細） ※（　）内は住所

・東田公園（東田町3-25）
・東町公園（本町1-1-6）

・富士見1丁目公園（富士見1-2-4）
・本町公園（本町2-12-11）
・本町つつじ公園（本町2-2-6）
・港町公園（港町12-6）
・旭町緑地（旭町2丁目、伊勢町地内）
・鈴木町緑地（鈴木町、中瀬1丁目）

・富士見公園（富士見1丁目、2丁目）
・多摩川緑地鈴木町地区（鈴木町地内）
・旭町１丁目公園（旭町1-8-5）
・旭町公園（旭町2-14-8）
・稲毛公園（宮本町7-8）

・川崎銀座街（駅前本町）
・川崎駅前大通（東田町）

・川崎駅前仲見世通商店街（砂子2丁目）
・桜新道会（砂子2丁目）
・花小路商栄会（東田町）
・川崎市東田商店街（東田町）
・たちばな通商店街（砂子2丁目）

・川崎市立川崎病院（新川通12-1）
病院【2】その他相談支援機関【0】

・総合新川橋病院（新川通1-15）

・旭町こども文化センター（旭町2-1-5）

・市立川崎病院保育室（新川通12-1）

・福音幼稚園（境町3-12）

地域包括支援センター【1】 障害者相談支援センター【1】

・地域子育て支援センターあいいく
　　（本町1-1-1 愛育会館黎明3階 夜間保育あいいく内）

・境町フェニックス（境町11-9）

・しおん地域包括支援センター（本町1-1-1） ・地域相談支援センターかわさきLife（新川通5-11金子ビル701号室）

公園【13】

避難所【4】

　　　　　　商店街【14】　※住所は町丁名のみ

・富士見中学校（富士見2-1-2）【対象エリア】榎町、宮前町、境町、新川通、富士見１丁目の一部、富士見２丁目の一部
・旭町小学校（旭町2-2-1）【対象エリア】旭町１丁目、旭町２丁目、港町、鈴木町
・市立川崎高校・付属中学校（中島3-3-1）【対象エリア】中島１丁目、中島２丁目、中島３丁目、富士見１丁目の一部、富士見２丁目の一部
・宮前小学校（宮前町8-13）【対象エリア】駅前本町、堀之内町、宮本町、砂子１丁目、砂子２丁目、東田町、本町１丁目、本町２丁目

・川崎砂子会（砂子2丁目）

・パレール商店会（東田町）

・川崎平和通商店街（東田町）
・稲毛通り会（宮本町）
・旭町商店街（旭町2丁目）
・川崎駅前大通り灯親会（駅前本町）
・川崎銀柳街（駅前本町）

地域子育て支援センター【1】 高齢者入所施設【1】

保育所【19】
・京急キッズランド京急川崎保育園（砂子1-3-1）
・ひなた園（砂子1-8-4 アサヒヤビル2階）
・小花インターナショナルスクール（榎町5-5）
・川崎みどり保育園（榎町7-1-101）
・川崎国際保育園（境町10-8 クレストＫ2 1階）
・境町パイナップル保育園（境町11-9）
・キディ鈴木町・川崎（鈴木町3-2）
・ミルキーホーム川崎園（東田町2-10 ホワイトガーデン1階）
・レイモンド川崎保育園（東田町8 パレール川崎3階）

・メリー★ポピンズ　アトレ川崎ルーム（駅前本町26-1 アトレ川崎４階）
・ルミナ保育園川崎（駅前本町22-9）
・新川橋病院保育室（新川通1-15）

・のぞみ保育園（富士見1-6-10）

地区カルテ　中央第一地区

小学校【2】　中学校【0】　高等学校【0】　特別支援学校【0】

幼稚園【1】 こども文化センター【1】

・旭町小学校（旭町2-2-1）【施設開放】校庭、体育館
・宮前小学校（宮前町8-13）【施設開放】校庭、体育館、多目的ホール、和室

・アロハパレール保育園（東田町8 パレール川崎4階）

・川崎乳児保育所（本町1-1-1）
・夜間保育所あいいく（本町1-1-1）
・京急キッズランド港町駅前保育園（港町5-4）
・さくらっこ保育園（宮前町9-5）

令和2年4月1日現在
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■地域活動（詳細）

■地域分析（地域づくりワークショップ等の意見を反映）

【日時】第２水曜日　10:00〜11:30（8月はお休み）

令和2年4月1日現在

令和3年4月1日現在

※詳細は別紙「中央第一地区子育て交流会報告書」参照

住民意見

・しおんいこい喫茶
【活動場所】本町1-1-1（しおん地域交流室）【活動内容】地域講師による講座、おしゃべり　

・ラヴィータシティ地域交流サロン
【活動場所】富士見1-2-1（ラヴィータシティ集会室）【活動内容】地域講師による講座、おしゃべり　【日時】第4金曜日 13:30〜15:00

【日時】第3水曜日（奇数月）、第3金曜日（偶数月）13:30〜15:00

地区カルテ　中央第一地区

地域の縁側【1】

健康づくり・介護予防グループ【7】

その他活動【0】

見守り活動【0】

子育てサロン・広場【1】

母親クラブ・子育てサークル【0】

・笑寺かわさき
【場所】①宮本町2-21（幸福寺）②境町7-1（ビバース境町）【活動内容】笑いヨガ、お茶飲み
【日時】①第4金曜日 13:30〜15:00②第1、3木曜日 10:00〜11:30

・旭町　ほほえみ元気体操

【活動場所】富士見2-1-3（教育文化会館４F 第4学習室）【活動内容】自由遊び、手遊び、歌、季節に合わせた制作
・子育てサロンぴよぴよ　　※休止中

【活動場所】旭町2-1-5（旭町こども文化センター）【活動内容】ほほえみ元気体操等　【日時】第3木曜日 10:30〜11:30

【活動場所】東田町3-25（コミュニティさくら）【活動内容】笑いヨガ・おしゃべり　【日時】第1・第3日曜日 10:15〜11:30
・地域交流サロン
【活動場所】榎町4-2（榎町町内会館）【活動内容】仲間づくり、健康講話など　【日時】第4木曜日 10:00〜12:00 ※榎町住民のみ

・健友会
【活動場所】富士見1（富士見公園ふれあい広場）【活動内容】ラジオ体操　【日時】月〜土曜日 ①6:00〜②6:30〜 日曜日6:00〜
・虹の会
【活動場所】宮本町7-7（稲毛神社社務所2階）【活動内容】会食、レクリェーション、おしゃべり　【日時】第4月曜日 11:00〜13:30
・川崎南笑いクラブ
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開催日︓令和3年12月22日（水）川崎区役所
かいさいび れい わ ねん がつ にち すい かわさき く やくしょ

子育て交流会「いろんな国のこと、この町のことを知ろ
う」に外国人親子4組を含む地域の親子13組、民生委員児童
委員、町内会長など40名以上が参加しました。

この地域に住んで良かったこと

こ そだ こうりゅうかい くに まち し

がい こく じん おや こ くみ ふく ち いき おや こ くみ みん せい い いん じ どう

い いん ちょうないかいちょう めい い じょう さん か

令和３年度 川崎区地域包括ケアシステム推進事業
れい わ ねん ど かわさき く ち いきほうかつ すいしん じぎょう

ハンドベル演奏や手遊び歌、
読み聞かせをみんなで楽しんだ後は、地域の子育
てサロン「ぴよぴよ」の紹介、町内会長の海外在
住体験談などもありました。

休憩の後は３グループに分かれ、それぞれの
国の絵本の紹介やまちのこと、子育てに関する
ことなどの話題で交流を深めました。

子どもが生まれたとき
近所に「騒がしくなるかも」

と挨拶にいったら
「全然大丈夫」と言われ

優しくしてもらった
（インドネシア人ママ）

地域子育て支援センター
で地域の友人ができ、
幼稚園や小学校の情報

も入ってきた

アルバイト先の先輩が仕事だけでなく
親や子どもの話も聞いてくれた

（ベトナム人ママ）

双子に声をかけてくれる方
買い物中に手伝ってくれる方

などが多かった

地域に
子育て世帯が多く

相談しやすい

🎥 この子育て交流会の動画を配信しています ▶
https://youtu.be/ZAoh193mJeo発行︓令和4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

えん そう て あそ うた

よ き たの あと ち いき こ そだ

しょうかい ちょうないかいちょう かい がい ざい

じゅうたい けん だん

きゅうけい あと わ

くに え ほん しょうかい こ そだ かん

わ だい こうりゅう ふか

ふた ご こえ かた

か ものちゅう て つだ かた

おお

ち いき

こ そだ せ たい おお

そう だん

ち いき こ そだ し えん

ち いき ゆう じん

よう ち えん しょうがっこう じょうほう

はい

さき せん ぱい し ごと

おや こ はなし き

じん

こ う

きんじょ さわ

あい さつ

ぜん ぜん だいじょうぶ い

やさ

じん

こ そだ こうりゅうかい どう が はい しん

はっこう れい わ ねん がつ

かわさきく やくしょちいき しえん ふくし じ む しょ ほけんじょ ししょ ち いき し えんか ち いき すいしんか

ち いき す よ

https://youtu.be/ZAoh193mJeo


その他、子育ての話題

終了後のインタビュー、アンケートから

上の子がイヤイヤ期。どう叱ったらいい？

・叱った後、2倍褒めるようにしている
・上の子を優先する「上の子タイム」をつくる
・本当に危ない事以外はそんなに怒らない

離 乳 食 の 味 付 け は ？

10ヶ月頃から味をつけ、2歳頃には
大人と同じ。辛い物も一緒に食べます（中国）

日 本 に 来 た き っ か け は ？

夫の仕事。中学生の頃、日本の風景
写真を見て憧れていたので、夢がかなった
（ベトナム）

里 帰 り は し て い る ？

コロナで数年、帰れてい
ません。週1回、親とTV
通話しています
（インドネシア）

数 学 の レ ベ ル が 高 い イ ンド

ど ん な 教 育 を し て い る の？

小さい頃から、数える知育おもちゃで遊んでいます
（インド）

外国人ママに聞いてみました。

サンタ登場にみんな大喜び︕

いろいろな
価値観、経験を聞けて

勉強になったし
楽しかった

今後は各国の料理や
お祭りなど

体験してみたい︕

参加者同士で連絡先を交換する姿も︕

コロナ禍でなかなか
他のママと交流がもてない

中での開催に感謝

すう がく たか

きょう いく

ちい ころ かぞ ち いく あそ

り にゅうしょく あじ つ

か げつ ごろ あじ さい ごろ

おとな おな から もの いっ しょ た ちゅうごく

に ほん き

おっと し ごと ちゅうがくせい ころ に ほん ふう けい

しゃ しん み あこが ゆめ

さと がえ

すう ねん かえ

しゅう かい おや

つう わ

た こ そだ わ だい

がい こく じん き

うえ こ き しか

しか あと ばい ほ

うえ こ ゆう せん うえ こ

ほん とう あぶ こと い がい おこ

しゅう りょう ご

こん ご かっ こく りょう り

まつ

たい けん

か ち かん けい けん き

べんきょう

たの

か

ほか こうりゅう

なか かい さい かん しゃ

さん か しゃ どう し れん らく さき こう かん すがた

とうじょう おおよろこ


