小田地区

「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
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。

【小田地区】

浅田１丁目、浅田２丁目、浅田３丁目、浅田
４丁目、京町３丁目、小田２丁目、小田３丁
目、小田４丁目、小田５丁目、小田６丁目、
小田７丁目、白石町、大川町、田辺新田、小
田栄１丁目、小田栄２丁目

【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）
・・・・P２,３
■地域活動（詳細）
・・・・P４,５

【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

■地域分析（住民意見）
・・P５

【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。

地区カルテ 小田地区
■地域マップ

■基礎情報（10地区単位）小田地区
人数（地区） 構成率（地区）
人口動態

人数（区） 構成率（区）

人口
世帯数
単身世帯数
高齢者単身世帯数
高齢者人口
前期高齢者人口
後期高齢者人口
年少人口
生産年齢人口

235373
109768
51803
12281
52037
26196
25841
26339
156997

32634
14057
5369
1629
7727
3885
3842
4325
20582

38%
12%
24%
12%
12%
13%
63%

■基礎情報（区単位）
子ども関係
人数
虐待通告数
1031
障害者関係
人数
身体障害者数
7360
知的障害者数
1904
精神障害者数
2260

■基礎情報（３管区単位）

47%
11%
22%
11%
11%
11%
67%

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
3079
337
人数
2248
人数
2949

自立支援医療
（精神）受給者数

4031

※世帯数 単身世帯数及 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 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。

■5歳刻み人口グラフ

令和2年3月末現在
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■地域団体（概要）
町内会・自治会
団体数 12
民生委員児童委員 小田、中央第二（京町3丁目）
老人
団体数 31

令和2年4月1日現在

地区社協
自主防災組織
子ども会

■地域資源（概要）
特別支援学校
高等学校
小学校
3
中学校
2
0
0
こども文化センター
2
地域子育て支援センター
1
地域包括支援センター
2
障害者相談支援センター
0
病院
0
避難所
8
商店街
8
公園
21
■地域活動（概要）
地域の縁側
子育てサロン・広場
■地域概要
地勢【田島地区】3管区

令和2年4月1日現在

地域の概要等
狭 路地 木造 中心

京浜工業地帯 中心
働 人々 住宅
古
住宅地
住宅 密集
地として形成された地区。
いる。
３地区 最 高齢化率 高 一方 小田栄 14 平成19年
27年
大規模
（小田栄2丁
歳以下の子どもの割合が高く、渡田東町などの高齢者
目）。
の多い地域と子どもの多い地域が近接している。
小田公園 住民 様々 活動 遊
中心
・川崎地区に次いで外国人登録者の割合が高く、地
平成28年 小田栄 駅
交通 流
変化
便 発達
区の中にはコリアンタウンと呼ばれるエリアもある。
している。
密集市街地
小田周辺地区 不燃化重
町内会 体操教室 老人昼食会 夏 冬 子 向
楽
大会
点対策地区 指定
平成28年3月
活動 行
はＪＲ南武支線に小田栄駅が新設されている。

毎年5月

日枝神社

祭

行

多数 参加者

■地域 強

小田
団体数 15
団体数 5
令和2年4月1日現在

保育所
11
幼稚園
高齢者入所施設
その他相談支援機関

4
2
0

令和2年4月1日現在

3
1

介護予防・健康づくりグループ
母親
子育

課題（地域
等 意見
地域の強み
・近所のつながりが強い
・あいさつがしやすい
町会活動 活発 盆踊 等行事 協力的
・下町的な雰囲気で親しみやすい、気楽に住んでいられる
交通 利便性
東京 横浜
近

反映）

15
4

見守 活動
その他活動

1
0
令和2年4月1日現在

地域の課題
・小学生に対して気軽にあいさつができなくなってきている
・声かけができない人たちが心配
・男性高齢者の外出が少ない
世代間 交流 少
・団体同士の横のつながりが少ない

※詳細は別紙「小田地区地域づくりワークショップ報告書」参照
■対象エリア
浅田１丁目、浅田２丁目、浅田３丁目、浅田４丁目、京町３丁目、小田２丁目、小田３丁目、小田４丁目、小田５
丁目、小田６丁目、小田７丁目、白石町、大川町、田辺新田、小田栄１丁目、小田栄２丁目
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地区カルテ 小田地区
■地域団体（詳細）
町内会・自治会【12 】

令和2年4月1日現在

自主防災組織【15】

民生委員児童委員

・小田中央町内会

・小田中央町内会防災部

・小田３丁目町内会

・小田３丁目町内会

・小田４丁目町内会

・小田４丁目町内会

小田五六町内会

小田五六町内会

・小田団地自治会

・小田団地自治会

・小田栄町内会

・小田栄町内会

・小田栄２丁目自治会

・小田栄２丁目自治会町内会

・浅田１・２丁目町内会

・浅田１・２丁目町内会

・浅田１・２丁目

・浅田３・４丁目町内会

・浅田３・４丁目町内会

・浅田３・４丁目

・京町３丁目町内会

・京町３丁目町内会

・リジェンヌ京町自治会

・リジェンヌ京町自主・自衛防災組織

・小田栄

・グリーンシア川崎京町自治会

・小田公園エルハイツ自治会

・京町3丁目

＜民生委員 主任児童委員数＞
39人
(京町３丁目は中央第二地区)
＜欠員数＞
0人
＜充足率＞
100％

子ども会【5】

小田五六町会

・グリーンシア川崎京町自治会
・カワサキアイランドスイート自主防災会
・アイランドグレース防災会

老人

31

・小田栄朗人親睦会第一クラブ

小田五六第２

・浅田３・４丁目第１クラブ

・小田栄朗人親睦会第二クラブ

小田五六第３

・浅田３・４丁目第２クラブ

・小田栄朗人親睦会第三クラブ

小田五六第４

・浅田３・４丁目第３クラブ

小田２ ３丁目第１老人

小田中央第１老人

・浅田３・４丁目第４クラブ

小田２ ３丁目第２老人

小田中央第２老人

・京町３丁目第１京寿会

小田２ ３丁目第３老人

小田中央第３老人

・京町３丁目第２京寿会

小田２ ３丁目第５老人

小田中央第４老人

・京町３丁目第３京寿会

小田４丁目第１老人

浅田１ ２丁目友和会第１老人

・京町３丁目第４京寿会

小田４丁目第２老人

浅田１ ２丁目友和会第２老人

・京町３丁目第５京寿会

小田４丁目第３老人

浅田１ ２丁目友和会第３老人

小田五六第１

浅田１ ２丁目友和会第４老人

■地域資源（詳細） ※（ ）内は住所
小学校【3】 中学校【2】 高等学校【0】 特別支援学校【0】
・東小田小学校（小田5-11-20）【施設開放】校庭、体育館、図書室
・小田小学校（小田4-12-24）【施設開放】校庭、体育館、特別活動室、ミーティングルーム
・浅田小学校（浅田2-11-21）【施設開放】校庭、体育館
・田島中学校（小田2-21-7）【施設開放】校庭、体育館、武道場
・京町中学校（京町3-19-11）【施設開放】校庭、体育館、武道場
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令和2年4月1日現在

地区カルテ 小田地区
保育所【11】
・パピー保育園２（小田2-1-4）
・パピー保育園（小田2-2-3）
・小田さくら保育園（小田3-17-3）
・すくすくナーサリールーム（小田3-18-11）
・東小田保育園（小田5-14-1）
・ながた保育室（小田5丁目）

・ベネッセ川崎新町保育園（小田栄2-3-2）
・そだち保育室（小田5-19-1）
・フェアリーテイル川崎小田園（小田4-36-14 2F）
・優祥会 愛育保育園（小田栄2-4-1）
・京町いづみ保育園（京町3-26-1）

幼稚園【4】

こども文化センター【2】

・浅田幼稚園（浅田2-15-5）
・川崎青 鳥幼稚園（小田2-17-29）
・竹園幼稚園（小田3-13-16）
・小田双葉幼稚園（小田5-25-8）

・浅田こども文化センター（浅田3-7-10）
・小田こども文化センター（小田2-16-9）

地域子育て支援センター【1】

高齢者入所施設【2】

・地域子育て支援センターふぁみぃゆ浅田
・葵の園・川崎（小田栄2-1-6）
（浅田3-7-10 浅田こども文化センター内） ・ビオラ川崎（小田栄2-1-7）

地域包括支援センター【2】

障害者相談支援センター【0】

・京町地域包括支援センター（京町2-15-6 神話ビル3階）

・地域包括支援センタービオラ川崎（小田栄2-1-7）

その他相談支援機関【0】

病院【0】
避難所【8】

・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
・京町中学校（京町3-19-11）【対象エリア】京町３丁目、浅田３丁目、浅田４丁目
・東小田小学校（小田5-11-20）【対象エリア】小田３丁目、小田５丁目の一部
・小田小学校（小田4-12-24）【対象エリア】小田４丁目の一部
・浅田小学校（浅田2-11-21）【対象エリア】浅田１丁目、浅田２丁目、大川町、田辺新田、白石町
・南部防災センター（小田7-3-1）【対象エリア】小田5丁目の一部、小田6丁目、小田７丁目
・渡田小学校（田島町14-1）【対象エリア】鋼管通１丁目の一部、小田栄2丁目、田島町
・新町小学校（渡田新町3-15-1）【対象エリア】小田栄１丁目、渡田３丁目、渡田４丁目、渡田新町３丁目

商店街【8】 ※住所は町丁名のみ
・東小田通街灯会（小田2丁目）
・小田進栄会商店街（小田2丁目）
・小田商栄会（小田5丁目）
・小田本通り電灯会（小田5丁目）

・小田銀座商店街（小田4丁目）
・小田本通り商盛会（小田6丁目）
・浅田本通り商店会（浅田3丁目）
・浅田三栄会（浅田3丁目）

公園【21】
・小田公園（小田4-20-38）
・浅田第２公園（浅田1-2-4）
・浅田町公園（浅田4-13-6）
・浅田なかよし公園（浅田4-6-7）
・小田３丁目公園（小田3-15）
・小田５丁目公園（小田5-17）
・小田７丁目公園（小田7-3-4）
・小田７丁目南公園（小田7-1）
・小田川公園（小田6-8）
・小田栄公園（小田栄1-8-11）
・小田栄２丁目公園（小田栄2-1）

・小田第２公園（小田3-19-11）
・東小田公園（小田5-13-1）
・南小田公園（小田4-6-1）
・京町第２公園（京町3-14）
・京町第４公園（京町3-13-4）
・京町第５公園（京町3-13-5）
・京町南公園（京町3-32）
・京町ももたろう公園（京町3-10-1）
・京町緑道（京町3-21）
・京町緑地（京町2丁目、京町3丁目）
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地区カルテ 小田地区
■地域活動（詳細）

令和2年4月1日現在

地域の縁側【3】

・三代さん家
場所 小田2丁目 活動内容 茶飲
日時 第2水曜日 13:00 16:00
・京町3丁目の縁側
活動場所 京町3-14-1（京町3丁目町内会館） 活動内容 体操
茶飲
日時 第3金曜日 13:30 15:30
・リジェンヌ京町サポートひまわり (令和2年7月登録)
活動場所 京町3丁目 活動内容
開催
茶
日時 毎月15日 10:00 12:00 毎月25日 13:30 15:30

健康づくり・介護予防グループ【15】
・さわやか健康体操
場所 小田3-9（小田第2公園） 活動内容 体操
・カトレア会

日時 第1 4金曜日 8:30 9:10

場所 ①小田4-13-7（川崎信用金庫小田支店）②浅田3-7-10（浅田

文化

） 活動内容 健康

体操

日時 ①第1 2 3火曜日 10:00 12:00 ②第4火曜日 10:00 12:00
・つくしの会
場所 小田4-13-7（川崎信用金庫小田支店） 活動内容 健康
体操 日時 毎週火曜日 13:00 15:30
・ビオラでボッチャ
場所 小田栄2-1-7（特別養護老人
川崎） 活動内容
日時 毎週火曜日 13:30 15:30
・囲碁将棋麻雀の会
場所 小田栄2-1-7（特別養護老人

川崎） 活動内容 囲碁 将棋 麻雀

日時 毎週土曜日 13:30

16:00

・よろばた会
場所 小田栄2-1-7（特別養護老人

川崎） 活動内容

講座 交流 体操

日時 毎月最終週 平日 14:00 15:30

・男友会
場所 小田栄2-1-7（特別養護老人

川崎） 活動内容 男性限定 体操教室

日時 第2 4木曜日 14:00 15:30

・スポーツ吹き矢の会（ビオラ川崎）
場所 小田栄2-1-7（特別養護老人
川崎） 活動内容 吹 矢 通 健康
日時 毎週水曜日 13:30 16:00 ※医師 運動 止
概 65歳以上 方
・健康体操
場所 小田2-16-9（小田
家） 活動内容 体操 日時 第3水曜日 10:00 12:00
・小田ミックス会
場所 小田2-16-9（小田

家） 活動内容 体操

日時 ①第1水曜日 10:00 11:30 ②第3火曜日 14:00 15:30

・小田中央ほほえみ元気体操
場所 小田4-6-12（小田中央町内会館） 活動内容
元気体操 日時 毎週金曜日 10:00 12:00
・にこにこウォーキング
場所 小田4-20-38（小田公園） 活動内容
日時 第4水曜日 9:30 11:00
・笑顔はつらつ講座
【場所】浅田2-10-8（浅田1・2丁目町内会館）【活動内容】認知症予防レク・体操など
日時 第4木曜日 10:00 11:30（3 5 12月 休 ） ※浅田1 2丁目付近在中 方
・浅田3・4丁目町内会（健康体操）
場所 浅田3-17-6（浅田3 4丁目町内会館） 活動内容 健康体操

日時 第4木曜日 10:00 10:50 ※浅田3 4町会 方限定

・浅田3・4丁目町内会（フォークダンス）
場所 浅田3-17-6（浅田3 4丁目町内会館） 活動内容

・ほほえみ元気体操
活動場所 京町3-12-2（京町

日時 第4木曜日 11:00 11:50 ※浅田3 4町会 方限定

家） 活動内容

元気体操

日時 第4火曜日 14:00 15:00

見守 活動 1
・サポートひまわり

場所

京町自治会

活動内容 高齢者 見守

- 4 -

日時 随時

子育てサロン・広場【1】
・小田子育てサロン ※令和２年度中 中止
場所 小田4-6-12（小田中央町内会館1階） 活動内容 座談 交流 季節 行事
日時 第3火曜日 10:00 11:30（8月
休 ）

母親
・浅田１ ２丁目母親
場所 情報
活動内容
・小田４丁目母親
場所 情報
活動内容
・小田５ ６丁目母親
場所 情報
活動内容
・小田中央宝育会
場所 情報
活動内容

子育

情報

日時 不定期

情報

日時 不定期

情報

日時 不定期

情報

日時 不定期

遊

4

その他活動【0】

■地域分析（地域

等 意見 反映）
住民意見

平成30年11月10日小田地区地域福祉懇談会 平成31年3月9日小田地区地域
ついては、別紙「小田地区地域づくりワークショップ報告書」参照。
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令和2年4月1日現在

出 意見

小田地区地域づくりワークショップ
私

住

街

小田地区地域福祉懇談会

開催報告
概要版

平成 30 年 11 月 10 日（土）田島中学校特別活動室

講演「人と人のつながり作りによる地域づくり」
東京都健康長寿医療センター研究所

倉岡

正高 氏

●地域参加、ボランティアなど、社会的役割やつながりの維持が、高齢者
の健康の秘訣。

●地域の元気をもたらす「ソーシャル・キャピタル（「地域力」
「つながりから生まれる力」）
」を育てよう
●多世代交流のある活動は続きやすく、地域への効果も高い。「あいさつなど心の支え合い」から始め、
「交流と居場所づくり」に繋げ、「日常の中での助け合い関係」まで深めていきたい。

グループワーク

地域ごとのグループに分かれて話合いをして、発表しあいました。

小田地区の課題

小田地区の魅力
人間関係…ご近所／あいさつや会話／親しみ

あいさつ・見守り…小学生に対して気軽にあい

地域活動…町会活動／盆踊り等行事／皆で協力

さつができない／あいさつをしていいか分

雰囲気…下町／人情／気楽さ／昔からの住民

からない／声かけできない人たちが心配

利便性…交通／公共施設・病院等／都心アクセス

地域活動…男性高齢者の参加／１人でも参加
できる様に／大勢の人が集まれる施設
多世代交流…子育て世代との交流が少ない

今後やってみたい活動

小田地区の活動
あいさつ・見守り…隣近所／民生委員児童委

のあいさつ／登下校時の児童見守り

員／交通安全活動
地域活動…男性料理教室／健康体操／会食会
母親クラブ／まちの縁側／

あいさつ・見守り…犬の散歩中や花水やり中

など

多世代交流…老人会会食会に園児／お祭り／
盆踊り／餅つき大会／ボーリング大会
防災…防災訓練／自主防災

多世代交流…ミニスポーツ大会／子育て世代が
高齢者に相談する機会／一家全員で参加で

小田地区地域づくりワークショップ 平成 31 年 3 月 9 日（土）田島中学校特別活動室
多世代交流、団体同士や隣近所のつながりのきっかけとして、まずは小田地区
で「あいさつ」を特別なこととして取り組むことについて話し合いました。
あいさつに関する思い出、気持ちや想い など
「あいさつ」できた…
こんな「あいさつ」がイイネ

・ゴミ出しの時や交通安全週間で声かけ
・大人からすると子どもは返してくれる
・会話につながると気持ちいい
・返してもらえると嬉しい
・町会行事等で面識ができれば、しやすい
・心の交流の原点。感じ良く、自分から
・笑顔で、一言添えられると良い
・防犯などの活動にもつながる

かけても かけられても

「あいさつ」しにくいと感じた…
ためらってしまう時

・声をかけて良いか、悩む
・転入者の方にしにくい、接点が少ない
・世代の違う方には、あいさつしにくい
・覚えてもらえているか不安
・会話に繋がりにくい、共通の話題が無い
・不審者と警戒されないか心配
・タイミングが難しい
・マンションと町会がつながれていない

うれしい あいさつ運動（元気な地域をつくろう ）

あいさつは自分から 感じ良く
あいさつをテーマとしたイベントの開催
・PTA、子ども会、小学校の子ども会議、などと一緒に取り組む
・スローガンをつくって掲げよう
・ベストやのぼり旗、腕章などで、目立つようにしよう
・あいさつのきっかけづくり、顔見知りになれる機会を増やそう
・地域の行事やイベントでもっと声かけをしよう
・あいさつに加えて、もう一声かけるようにしよう
・できる事から始めて、少しずつ広げていけばよい 難しいことから始める必要はない

きるイベント
団体のつながり…婦人部、青年部、母親クラ
ブ等の情報共有／各団体のコラボイベント
やってみたい活動（参加者アンケート）
1 位 ご近所同士の見守り活動 21 人
2 位 防災 17 人
3 位 体操等健康づくり活動 14 人

まとめ

小田地区社会福祉協議会にご協力いただき、たくさんの地域の方々のご参加の下、ワークショップ
小田地区にはすでにたくさんの取組やイベントがあり、下町気質の住みやすい町。一

を開くことができました。みなさんからの活発なご意見があり、良い雰囲気の会となりました。いた

方で、小学生や若い人たちとの多世代交流、集まりに来ない高齢者などとのつながりづくり、団体

だいたご意見をもとに、地域のみなさまと一緒に今後の活動につなげていきたいと考えております。

同士のつながりなどの課題が見えてきました。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
（田島地区健康福祉ステーション地区支援担当）

