川崎市社会福祉協議会の
あらまし

しゃきょう

●社会福祉協議会（社協）とは？
社会福祉協議会（社協）とは、社会福祉法という法律に規定された
「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」で、
①地域における住民組織と公私の社会福祉事業関係者等により構成
され、
②住民主体の理念に基づき、地域の福祉課題の解決に取り組み、誰
もが安心して暮らすことのできる地域福祉の実現をめざし、
③住民の福祉活動の組織化、社会福祉を目的とする事業の連絡調整
および事業の企画・実施などを行う、
④市区町村、都道府県、指定都市、全国を結ぶ公共性と自主性を有
する民間組織です。

地域福祉とは？
住民一人ひとりが年齢や障害のあるなしにかか
わらず、住み慣れた地域社会で家族や友人と一緒
に生きがいをもち、健康で明るく幸せな生活をお
くること。そのためには行政サービスのみではな
く地域住民が自ら参加し、お互いが福祉の 担い
手 であり 受け手 であるという考えのもと、
共に福祉を作りあげていくことが必要です。これ
が地域福祉の考え方です。
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〜あなたの区の社協はこちらです〜
社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会

社会福祉法人 川崎市宮前区社会福祉協議会

社会福祉法人 川崎市幸区社会福祉協議会

社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

〒210-0006 川崎区砂子1-10-2 ソシオ砂子ビル9階
電話 地域課 044−246−5500
事業課 044−222−7948
川崎区あんしんセンター 044−245−1144
FAX（共通）044−211−8741
《日進町老人福祉センター》
〒210-0024 川崎区日進町5-1
川崎市福祉センター2階
電話 044−211−3181（内線221）
FAX 044−233−5592

〒216-0033 宮前区宮崎2-6-10
東急宮崎台ガーデンオフィス4階
電話 地域課 044−856−5500
事業課 044−856−5827
宮前区あんしんセンター 044−856−5788
FAX（共通）044−852−4955
《宮前老人福祉センター》
〒216-0033 宮前区宮崎2-12-29
電話 044−877−9030
FAX 044−877−9232

〒212-0023 幸区戸手本町1-11-5 さいわい健康福祉プラザ
電話 地域福祉課 044̶556−5500
在宅福祉課 044̶556−5535
施設事業課 044−541−8000
さいわいデイサービスセンター 044−541−8245
幸区あんしんセンター 044−556−5082
FAX 地域福祉課、施設事業課、幸区あんしんセンター
044−556−5577
在宅福祉課、
さいわいデイサービスセンター
044−541−7611

〒214-0014 多摩区登戸1763
ライフガーデン向ヶ丘2階
電話 地域課 044−935−5500
事業課 044−935−5916
多摩区あんしんセンター 044−933−2411
FAX 地域課、多摩区あんしんセンター
044−911−8119
事業課 044−935−4375

社会福祉法人 川崎市麻生区社会福祉協議会

〒215-0004 麻生区万福寺1-2-2 新百合21ビル1階
電話 地域課 044−952−5500
事業課 044−952−4716
麻生区あんしんセンター 044−952−5711
FAX（共通）044−952−1424
《麻生老人福祉センター》
〒215-0006 麻生区金程2-8-3
電話 044−966̶1549
FAX 044−966̶8956

社会福祉法人 川崎市中原区社会福祉協議会

〒211-0067 中原区今井上町34 和田ビル1階
電話 地域課 044−722−5500
事業課 044−722−7710
中原区あんしんセンター 044−722−6122
FAX（共通）044−711−1260
《中原老人福祉センター》
〒211-0035 中原区井田3-16-2
電話 044−777−6000
FAX 044−777−2833

社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

〒213-0001 高津区溝口1-6-10 てくのかわさき3階
電話 地域課 044−812−5500
高津区あんしんセンター 044−812−5833
FAX 044−812−3549
《事業課》
〒213-0011 高津区久本3-1-26
ピーククレセント１階
電話 044−814−1138
FAX 044−850−9015
《高津老人福祉・地域交流センター》〒213-0013 高津区末長1098-1
電話 044−853−1722
FAX 044−853−1729

※各区訪問介護支援事業所は事業課または在宅福祉課です。

地域福祉活動の拠点施設

福 祉 パ ル

市が設置し、社協が管理・運営する福祉パルは市内各区にあり
ます。住民の皆さんに福祉活動の拠点を提供し、
また、各種福祉
講習会の開催や福祉の相談、広報活動などを行っています。
区社協は、それぞれの福祉パル内に事務局を置き、その管理･
運営を行っています。
※パル
（pal）
は英語で「友達」の意味です。

社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会
〒211-0053

川崎市中原区上小田中6-22-5
川崎市総合福祉センター
電 話 044−739−8710（代表）
FAX 044−739−8737

富士通KK

川崎市総合福祉センター
（エポックなかはら）
コンビニ
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社会福祉
「地域福
①地域に
され、
②住民主
もが安
③住民の
および
④市区町
する民

川崎市社会福祉協議会の組織図
監 事 会

評議員会

会長・副会長

理 事 会

協賛会員

各種部会

常務理事

地域部会
法人経営者部会
施設部会
民生委員児童委員部会
保護司部会
障害者団体部会
ボランティア団体部会

総 務 部

〒２１１-００５３ 川崎市中原区上小田中６-２２-５
川崎市総合福祉センター
電

話

総務課（代表）

044-739-8710

介護支援課

044-739-8712

川崎市総合福祉センター

044-722-0185

地域推進課

044-739-8716

施設・団体事業推進課

044-739-8717

川崎市民生委員児童委員協議会

044-739-8730

ボランティア活動振興センター

044-739-8718

地域福祉情報バンク

044-739-8720

総合相談窓口（専門相談の予約含む）

044-739-8719

かわさき障害者１１０番(FAX兼）

044-733-5830

在宅サービス課

044-739-8721

川崎市福祉人材バンク

044-739-8726

こころの健康相談室ふぉーえむ

044-739-0058

川崎市あんしんセンター運営課

044-739-8727

ＦＡＸ

各種委員会
事 務 局

川崎市社会福祉協議会の窓口

会員

自治体・社会福祉法人等
自治組織・区社会福祉協議会
社会福祉施設
川崎市民生委員児童委員協議会
川崎市保護司会協議会
福祉当事者団体・ボランティア団体
福祉関係機関・団体・組織
学識経験者

総務課（代表）、介護支援課、地域推進課、

総務課

施設・団体事業推進課、在宅サービス課

044-739-8737

川崎市総合福祉センター

044-722-5985

川崎市民生委員児童委員協議会

044-739-8731

ボランティア活動振興センター（地域福祉情報バンク、総合相談窓口） 044-739-8739

介護支援課
各訪問介護支援事業所
川崎市総合福祉センター

地域推進課

川崎市福祉人材バンク

044-739-8740

川崎市あんしんセンター運営課

044-739-8738

大師中央地域包括支援センター
〒210-0814 川崎区台町26-7
電話

044-270-5112

FAX

044-287-5562

溝口地域包括支援センター

福 祉 部

施設・団体事業推進課
ボランティア活動振興センター
地域福祉情報バンク

〒213-0001 高津区溝口1-6-10
てくのかわさき3階

福祉パルたかつ内

電話

044-820-1133

FAX

044-822-0500

登戸地域包括支援センター
〒214-0014 多摩区登戸1763

在宅サービス課
事 業 部

川崎市福祉人材バンク
人材開発研修センター
（川崎市高齢社会福祉総合センター）

ライフガーデン向ヶ丘2階

044-933-7055

FAX

044-933-7077

川崎市聴覚障害者情報文化センター
〒211-0037 中原区井田三舞町14-16
電話

044-798-8800

FAX

044-798-8803（手話通訳・要約筆記者派遣）
044-798-8804（ろうあ者・難聴者相談）

大師中央地域包括支援センター
川崎市あんしん
センター担当理事・所長

溝口地域包括支援センター
登戸地域包括支援センター
川崎市聴覚障害者情報文化センター
川崎市あんしん
センター

運営課

福祉パルたま内

電話

044-798-8805（センター管理）
川崎市高齢社会福祉総合センター
〒214-0035 多摩区長沢2-11-1
電話

044-976-9001（人材開発研修センター）

FAX

044-976-9000

団体事務

川崎市民生委員児童委員協議会
神奈川県共同募金会川崎市支会連合会

川崎市社会福祉協議会
川崎市社協は、戦後間もない昭和26年に民間の社会福祉活動の強化を図るために誕生しました。
昭和38年には、住民の信頼を高め、その期待に沿った活動をするために社会福祉法人格を取得
しました。また、市内には7の区社協と40の地区社協があり、それぞれの地域性や住民ニーズに
応じた活動を行っていますが、市内に共通した課題については、市−区−地区が連携・協働して
取り組んでいます。
川崎市社協では、平成14年度から5か年を1期として地域福祉活動推進計画を策定し、平成
24年度から第3期計画に基づいて事業を推進してまいります。

川崎市社協の3つの基本理念

1 市民の福祉理解の推進と福祉活動の振興

誰もが地域で、安心してその人らしく暮らせるまちづくりをすすめるために、住民自身の福祉
理解と福祉活動への積極的な参画を促進し、市民とともに実践する地域福祉活動を推進します。

2 市民の生活を支える「かわさきネットワーク」の形成

多様化した生活ニーズに対応するためには、様々なフォーマルサービスとインフォーマルサー
ビスを組み合わせたサービス提供が必要です。市民の自立生活支援を包括的に推進するために各
区社協において「総合支援型社協」を展開できるように支援します。また、その実現のために、
地域のあらゆる情報を収集・蓄積し、
市民がサービスを選択するための情報提供を行うとともに、
相談等における総合的な問題解決が迅速に図れる仕組みづくりを推進し、市社協・区社協が共に
すすめる「かわさきネットワーク」を形成します。

3 市内の福祉関係団体・施設との協働促進

地域の福祉問題解決のため、
市内の福祉関係団体や施設と、
福祉情報の
共有や人材養成事業、
福祉教育事業などの具体的事業を協働して企画・
実施することにより、
日常的な連携体制を促進します。

川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）について
「川崎市総合福祉センター」は、福祉に関する情報の収集及び提供等の事業を行うとともに、
市民による福祉活動を支援することにより、市民の主体的な活動による地域福祉の推進を図り、
福祉の増進に寄与することを目的に設置された総合的な福祉センターです。
平成18年9月1日に、従来の「川崎市中原会館」の機能を転換し、「川崎市総合福祉センター」
として設置されました。
「川崎市総合福祉センター」は、川崎市から社会福祉法人川崎市社会福祉協議会が
指定管理者の指定を受け、管理運営を行っています。

。

共同募金運動への協力
地域福祉活動の推進

・地域福祉活動の拠点施設「福祉パル」（所在地は
各区社協を参照ください）での各種福祉講習会の
開催、福祉の相談、情報の提供、福祉啓発、活動
の場の提供など
・住民の地域福祉活動への参加促進
・区社協等の推進する地域福祉活動への支援

高齢者の福祉

広報・啓発

・広報紙「川崎の社会福祉」の発行、配布による
社会福祉の広報・啓発
・ホームページによる各種福祉情報の提供
・地域住民への福祉啓発と永年の福祉活動の功績
をたたえる「川崎市社会福祉大会」の開催

・低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯に対する、
生活福祉資金等の貸付事業の広報・連絡調整
※貸付の相談・申請窓口は各区社協となります

な

障害者の福祉

・障害者団体への協力・支援
・障害への理解を求めるキャンペーン活動

社会福祉施設への援助
ボランティア活動の振興

・ボランティア活動についての相談、情報の提供、
調査・研究、広報・啓発、研修等の実施や市内ボ
ランティアグループの育成・援助などボランティ
ア活動の連絡調整・ネットワークづくりの推進

・振興資金の貸付による援助
・情報提供及び連絡調整による運営支援とネット
ワークづくり
・社会福祉法人（社会福祉施設）の経営改善支援

介護保険サービス事業

・ケアプランの作成と、ホームヘルパー派遣事業

民生委員児童委員活動の推進と連携
・民生委員児童委員活動推進のための研修事業の
実施
・民生委員児童委員協議会との連携、協働

障害者自立支援法に基づく
ホームヘルパー派遣事業
・障害者自立支援法に基づく障害児者へのホーム
ヘルパー派遣事業

業

・「川崎市保育まつり」と「川崎市保育研究大会」の
開催
・交通遺児見舞金等の交付
・地域子育て推進事業、各区社協で行われている子
育て支援事業の推進、支援

・福祉の仕事の紹介
・就職相談会の開催
・求人施設・団体及び求職者への情報の提供
・就職希望者への各種講習会の開催
・介護、福祉職従事者向けこころの健康相談室
「ふぉーえむ」の運営

事

こどもの福祉

福祉人材バンク事業

川崎市社会福祉協議会の

生活福祉資金

主

・地域で実施する「ひとりぐらし老人等食事サー
ビス活動」への援助
・高齢者のいこいの場である「老人いこいの家
（愛称『いこいの家』）」の管理運営調整業務

・共同募金運動及び年末たすけあい運動への協力

在宅福祉サービスの提供と調整

・要介護者生活支援ヘルパー派遣事業、重度身体
障害者訪問看護サービス等支援事業、生活支援
型食事サービス事業、介護予防型配食サービス
事業、高齢者緊急通報システム設置運営事業、
あんしん見守り一時入院等事業、高齢者外出支
援サービス事業、ふれあいデイセントー事業、
紙おむつ及び日常生活用具給付事業、高齢者外
出支援乗車事業などの川崎市の在宅福祉サービ
スの提供と調整

指定管理事業

川崎市総合福祉センター
地域福祉情報バンク事業
・社会福祉全般にわたる相談事業の実施と、地
域福祉情報の収集・整理、
及び福祉情報の提供
福祉相談事業
・総合相談窓口（専任相談員による福祉全般の
相談）
・専門相談（弁護士、医師、臨床心理士による

な
事
業

川崎市社会福祉協議会の

主

川崎市あんしんセンター

高齢者や障害者の方の相談を受けるとともに、
次の事業を実施
日常生活自立支援事業
・高齢者や障害のある方で、ご本人だけでは福祉
サービスの利用契約や金銭管理などに不安のあ
る場合、契約により支援をする事業
法人後見事業
・成年後見制度にかかわる情報提供をおこなうと
ともに、法人で後見人等としての業務をおこな
う事業

第三者評価事業

・評価機関として「福祉サービスの質の向上」と
「利用者の福祉サービスの選択の支援」を目的に、
福祉サービスを提供する事業所の評価を行い、
その結果を一般に公表する事業

相談事業

・総合相談
・かわさき障害者110番事業（高齢者や障害の
ある方などからの人権についての相談）
・専門相談（弁護士・医師・学識経験者による相談）

地域包括支援センターの運営

・大師中央地域包括支援センター、溝口地域包
括支援センター、登戸地域包括支援センター
の受託運営
・総合相談、介護予防ケアプランの作成、地域
支援ネットワークの構築、市福祉サービスや
介護保険サービスの紹介・調整など

相談）
情報提供事業
・地域福祉情報の収集
・市民への福祉情報提供

社会福祉研修センター事業
・社会福祉関係従事者、及び地域福祉活動に取
り組む市民・ボランティア等を対象とする地
域福祉の推進を目的とした研修の実施
・地域福祉コーディネーター専門研修
・社会福祉施設等職員専門研修
・その他地域福祉推進研修
施設・設備の利用提供事業
・地域福祉活動や生涯学習、余暇活動などへの
ホール・会議室の貸出し
川崎市高齢社会福祉総合センター
福祉人材の養成と普及啓発
・訪問介護員（ホームヘルパー）養成研修、介護
支援専門員（ケアマネジャー）実務研修、専門・
更新研修
・福祉の現場で働く方々の技術や知識を向上する
ための現任者研修、認知症介護実践研修など
・介護福祉士を目指す方のための受験対策講座
・高齢者を介護している家族や地域の方を対象と
した「介護講座」
「認知症講座」
「フットケア教室」
など
・福祉用具の展示、福祉関連のビデオ・DVD・
図書の貸出し
川崎市聴覚障害者情報文化センター
・ろうあ者及び中途失聴・難聴者の相談
・手話通訳者、要約筆記者の派遣
・手話通訳者、要約筆記者の養成
・施設の管理運営、情報機器の貸出し
・字幕（手話）入りビデオ、DVDの制作及び貸
出し

