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（１）はじめに 
 
 今年度、中川地区社協は「第 2 期都筑区地域福祉活動計画（H23〜27）・地区社協版」策定
のモデル地区となりました。私たちの中川地区を“誰もが住みやすいまち”にするため、地区社協が何をす
べきなのか。それを考えるきっかけとして、まず「中川地区で現在どのような活動が行われているのか」

を把握したいと考え、調査をすることとなりました。その結果が本冊子です。 
 各自治会町内会をはじめ、各委嘱委員や施設、ボランティアグループ等の皆さまのご協⼒により、非
常に多くの活動が集まりました。心から感謝申し上げます。今後、この結果を基に地区社協として“地域
の困りごと”を解決するための取り組みを模索し、実践につなげていきたいと思います。 
 

平成 24 年 3 月  中川地区社会福祉協議会会⻑ ⻑澤政夫 
 
 

 中川地区社協は、計画策定に向けて平成 23 年 6 月から月 1 回の定例会議を重ねてきました。そ
の中で企画され進められてきた調査の結果をまとめたものが本報告書です。アドバイザーとして私も定例
会議に出席させていただきましたが、調査の構想から集計後の分析に⾄るまで、住⺠の代表である出席
者によって地域の実情に沿った有意義な意⾒交換がされてきたと実感しています。また、今回得ることが
できた地域活動の情報は、中川地区にとって貴重な財産になると思います。この調査結果を活かして、
計画策定に向けた取り組みを継続させていきたいと考えております。 
 

  平成 24 年 3 月  田園調布学園大学 講師 小平隆雄   
 
 
（２）調査の目的 
 連合町内会や区役所、社会福祉協議会、地域ケアプラザ等が一体となって H22 年度に策定した
「地域福祉保健計画」では、平成 23 年〜27 年の 5 年間での活動の⽅向性が⽰されました。保健計
画の実践と実現を目指し、“地区社会福祉協議会として何ができるか”を考えるのが「地区社協版地域
福祉活動計画」です。 
 計画を作るためには、まず現状として“中川地区内でどのような地域活動が⾏われているのか？”を把
握する必要があり、本調査につながりました。本調査により中川地区で⾏われている活動の特徴を掴み、
今後の計画策定につなげていきます。 
 

（３）調査概要 
○実施主体：中川地区社会福祉協議会 
○協 ⼒：中川地区連合町内会、田園調布学園大学、中川地域ケアプラザ、 

都筑区社会福祉協議会 
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○調査時期：平成 23 年 9 月〜10 月 
○調査⽅法：調査票を自治会町内会等に配布し、記入してもらう形で実施。 
○調査対象 
 (1)連合加入自治会町内会：毎月 25 日の連合会議の際に配布・回収 
 (2)連合未加入自治会町内会：担当⺠⽣委員より各自治会町内会に配布・回収 
 (3)地区内の福祉施設：区社協より郵送にて配布・回収 
 (4)ボランティアグループ等：ケアプラザ、区社協が調査し記入 
○配布数・回収数・回収率（福祉施設のみ） 
 ▽配布数 65 施設（高齢関係 17、子ども関係 30、障害関係 18） 
 ▽回収数 22 施設（高齢関係 6、子ども関係 10、障害関係 6） 
 ▽回収率 33.8％ 
 

■調査にご協力いただいた施設 

【高齢関係】 

コープケアサポートセンター都筑、都筑ハートフルステーション、デイホーム ABC、 

はなことばセンター南、ハピネス都筑、ホームライフ＆シニアハウス港北 

 

【こども関係】 

あっとほーむ、キッズフォレアカデミー、キッズフォレ都筑、JOY&FUN CHILD ACADEMY 港北、

都筑区子育て支援センターポポラ、つづき MY プラザ、中川小桜愛児園、 

病児保育室ソレイユ、マーマセンター北保育園、横浜市中川西保育園 

 

【障害関係】 

 スイートピー、たんぽぽホーム、ぴーす中川、びえんと 1、びえんと 2、ポマト 

  

■調査にご協力いただいた自治会町内会 

大棚町内会、中川西町内会、中川東町内会、牛久保東町内会、牛久保西町内会、 

牛久保町内会、あゆみが丘町内会、サントゥール中川分譲住宅自治会、 

ウエストエミナンス自治会、港北ガーデンヒルズ自治会、 

フォレストパーク四季彩の丘自治会、港北センタープレイス管理組合、 

港北センターヒルズ管理組合 

 

■調査にご協力いただいた委嘱委員等地域団体 

スポーツ推進委員、青少年指導員、保健活動推進員、環境事業推進員、消防団、 

消費生活推進員、民生委員児童委員 
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（４）調査結果 
※中川地区の基礎情報 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●自治会町内会の地域活動の特徴 

今回の調査にあがった活動は 124 件で、その内訳は、
交流に関する活動が 60 件（48.4％）、防犯・防災・
清掃等の生活環境に関する活動が34件（27.4％）、
福祉・保健に関する活動が 27 件（21.8％）、その他
が 3 件（2.4％）でした。交流活動が約半分となってお
り、中川は交流活動が豊かな地域であることがわかります。
活動内容を⾒てみますと、伝統的なお祭りやスポーツイベ
ントが多いことが特徴です。 

また、⽣活環境に関する活動も多く、地域社会の安全・安心への関心が高いことがうかがえます。
さらには、⽣活環境に関する活動は防犯パトロールなど住⺠が共同で⾏うものも多いため、相互交流
を深めることにつながっていると考えられます。 

また、若い世代の転入が多い地区でもあるため、子どもや子育てをする親についての活動が多いこ
とも特徴的です。近隣の⽅々の交流、多世代交流を通して、子どもの成⻑を育み、子育てする親を
サポートしていく活動が自治会町内会において自主的に⾏われていることは、子育てや転入地での⽣
活への不安を抱える親子にとって有意義なだけでなく、この経験が更なる活動につながっていくことが期
待できるのではないでしょうか。 

交流活動が多い反⾯、福祉ニーズを抱えている⼈を含めた交流や、⾒守り・安否確認、ニーズ
発⾒や相談といった福祉活動は少なめです。福祉・保健に関する活動は専門的なサービスや、⺠⽣
委員などの委嘱委員等にゆだねられている状況と考えられます。 

多様な⽣活課題に対処するためには、近隣住⺠同⼠の日常的な関係を活かしたささえあい・たす
けあいの活動が重要となります。交流活動の多さや地域社会への関心の高さを活かして、地域の
方々による福祉・保健活動を生み出すことが必要と考えられます。 

活動種別ごとの活動数 

中川地区の年少人口は平成２２年で２０．２％と高くなっており、中

川６丁目では３０．６％に達します。老年人口割合は１０．２％ですが、

開発が行われなかった地域を中心に高齢化が進んでおり、牛久

保東三丁目で２５．９％、大棚町で２４．５％、牛久保町で２２．１％とな

っています。（文章内の数字はすべて平成２２年です） 
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●委嘱委員・ボランティア・地区社協等の地域活動の特徴 
他の地域と比較した場合にボランティア活動団体が

多いとはいえませんが、中川地区は高齢者・障がい児
者・児童や外国⼈を対象とした交流や相談援助など、
その活動内容が幅広いことが特徴といえます。また、
保健活動推進員や⻘少年指導員等の委嘱委員が、
各イベント内での協⼒や自主的な活動を⾏っており、
地域活動において重要な役割を担っていることがわかり
ます。障がい児者を対象とした活動の割合が高くなって
いますが、これは地区内に「障害者地域活動ホーム＊く
さぶえ」があり、活動の拠点となっていることが大きな要因となっていると考えられます。 

 
活動の内容や性格にもよりますが、中には開催頻度が少ない活動もあり、その点が課題ではない

でしょうか。日常⽣活の中での交流や相談しやすい開かれた場が多くあると良いと思われますが、その
ためには委嘱委員やボランティア団体による単独の活動には限界があり、互いに協⼒・連携してい
ることが⼤切です。また地域の方々が担い手として参加することで活動の輪が広がると考えられま
す。 
 

＊障害者地域活動ホームとは、在宅の障がい児者及びその家族等の地域生活を支援する拠点施設です。 

 

 

●施設の地域活動の特徴 
施設内を開催場所としてイベントを実施し、近隣の方々との交流や、施設の機能を活かした相

談、啓発活動が⼤部分でした。施設内で⾏うイベントはどうしても PR 不⾜になりがちです。今回の調
査においても、地域に対して PR の⽀援を希望する意⾒が多く寄せられていました。地域に情報を
発信していく仕組みづくりが必要となっていると考えられます。 

また施設外でイベントを開催し地域の⽅々の参加を得ることも有効な⽅法ですが、そのためには近
隣の関係団体や住⺠の協⼒がなくてはなりません。イベント開催等について施設から要望を受け、そ
の実現のために必要な団体や住⺠と結び付けていくコーディネートの役割が地区社協等に期待さ
れていると思われます。 

 

  

対象種別ごとの活動数 
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（５）今後に向けて 
まず、この調査結果を多くの⽅々にご覧いただき、活用していただくことが必要です。それにより多く

の⽅々に中川地区への関心を高めてもらいたいと思います。 
そして私たち中川地区社協は、この調査結果を基にこれからの中川地区で必要とされている活

動を検討し、「地域福祉活動計画」の策定につなげていきます。 
そのために中川地区社協は、今後以下の 3 点に取り組みます。 

①中川地区の福祉ニーズを明らかにします。 
②地域の方々の協⼒を得られるような活動を検討します。 
③計画にまとめ取り組みにつなげます。 

 

 

 

  



- 7 - 

（6）地域活動一覧について 
＜構 成＞ 

 本地域活動一覧は、「地域団体や施設などが地区内で行っている一般の地域住民向けの事

業・イベントがどれくらいあるのか」を調査しまとめたものです。実施主体ごとに『自治会・自治会・自治会・自治会・

町内会』『委嘱委員町内会』『委嘱委員町内会』『委嘱委員町内会』『委嘱委員（※）（※）（※）（※）・ボランティア・地区社協等』『地区内施設』・ボランティア・地区社協等』『地区内施設』・ボランティア・地区社協等』『地区内施設』・ボランティア・地区社協等』『地区内施設』の 3 つに分け、活動

の種類ごとに並べて掲載しています。 

 

 ※委嘱委員とは、地域での特定の役割を果たすため行政等から依頼を受け一定期間従事

する委員のこと。青少年指導員や保健活動推進員など自治会を通じて推薦されるもの

などを指します。 

 

＜一覧表の見方＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①①①①活 動 種活 動 種活 動 種活 動 種 別別別別：「福祉保健」「生活環境」「交流」「その他」の 4 種類に分けています。 

②②②②イベント名イベント名イベント名イベント名：同じような内容のものが並べてあります。 

③③③③活 動 主活 動 主活 動 主活 動 主 体体体体：どこが主催しているイベントか。 

④目的・内容④目的・内容④目的・内容④目的・内容：何を目的とし、具体的にどのような事を行っているか。 

 

＜一覧表の使い方＞ 

  自治会町内会をはじめとして、中川地区内で行われている多くの活動内容をご覧いた

だけますので、自治会町内会の方には今後の活動の参考にしていただけますし、

施設の方には自治会町内会とつながりを持てる活動を探す参考となるかと思い

ます。 

「この活動はどう工夫しているのか？」「この活動とつながりが持ちたい」など気にな

ることや聞きたいことがあったり、「この活動が掲載されていない」ということがありま

したら、中川中川中川中川地域地域地域地域ケアプラザケアプラザケアプラザケアプラザ（（（（TELTELTELTEL：：：：500500500500----9321932193219321））））へどうぞへどうぞへどうぞへどうぞ。仲介役になることも

できますので気軽にご相談ください。 

 

 

次ページより 地域活動一覧です 

1 

2 3 4 



（自治会町内会の活動）

◎中川地区　地域活動一覧　（自治会・町内会の活動）

【福祉保健】

　援助や支援を必要とする方々に対する活動、または健康増進のための活動

開催時期 自治会町内会名 目的 対象範囲

主な活動場所 活動主体 内容 対象種別

9月 あゆみが丘町内会 75歳以上の方へお祝い 自治会町内会内

町内会 記念品を配る 高齢者（75歳以上）

9/19（H23年度） 牛久保町内会 地域の高齢者を招待し、お祝いする。親睦。 自治会町内会内

牛久保町内会館

町内会総務部、 民生児

童委員 町内会役員

食事会、お話し、ゲーム、カラオケ、踊り等。

（回覧案内・自己申込）

高齢者

敬老の日 牛久保西町内会 会員相互の親睦 自治会町内会内

牛久保西町内会館 町内会 会食 ゲーム等 高齢者

9月中旬 牛久保西町内会 地域の敬老の方を祝う 自治会町内会内

牛久保西町内会館 町内会 敬老を祝い、ゲーム、カラオケなどを楽しむ 高齢者

毎年敬老の日 牛久保東町内会 70歳以上の高齢者のお祝い、親睦（自己申告） 自治会町内会内

中川小学校体育館 総務部・文化部・女性部

アトラクション・子供たちの歌と踊り・歌謡ショーと踊り。お祝い品の

配布。

高齢者

年1回 9月 大棚町内会 長寿に対し敬意とお祝いを行う 自治会町内会内

町内公民館 町内会 踊り、歌、太鼓他歓談 高齢者

9月

サントゥール中川分譲

住宅自治会

お祝い 自治会町内会内

集会所、他 自治会（福利厚生部） 敬老会へお祝い金進呈 高齢者

敬老の日 中川西町内会 お祝い、感謝 自治会町内会内

中川西地区センター 町内会、民生委員 演芸、舞踏、唄などの鑑賞 昼食 高齢者

中川東町内会 会員の親睦

町内会館 老人会（東永楽会） お弁当を用意してゲームやカラオケ、踊りなど 高齢者

9/11（H23年度）

フォレストパーク四季彩

の丘自治会

敬老対象者の方々を自治会役員でお祝いし懇親を深める 自治会町内会内

マンション内集会室

フォレストパーク四季彩

の丘自治会文化体育部

昼食をとりながらの懇親会　詩吟の発表　元気力アップ講座（都筑

福祉保健センター）ビンゴゲーム

高齢者

年1回　9月

港北ガーデンヒルズ自

治会

高齢者のご長寿を祝う　高齢者同志・住民同志の交流 自治会町内会内

管理センター集会室

港北ガーデンヒルズ自

治会　シルバークラブ

自治会から記念品の贈呈　昼食会　ゲストによるアトラクション 高齢者

月1回 あゆみが丘町内会 地域コミュニティー 自治会町内会内

地域 老人会（あさがお会） 健康作り 高齢者

3月 牛久保町内会 健康づくり。異世代の交流。会員同士のふれあい。 自治会町内会内

牛久保あやめ公園より出

発の2時間コース地域

町内会体育部 子どもから高齢者まで参加し、約2時間のコースを歩く 全住民

毎年5月頃 牛久保西町内会 会員相互の親睦 会員の健康の保持・増進 自治会町内会内

近隣ハイキングコース

牛久保西公園グランド

町内会 体育部・防災部 ハイキング 昼食の炊出訓練 防災集合訓練（消防署指導による） 全住民

月1～2回 中川西町内会 親睦、健康維持 自治会町内会内

公園 町内会体育部 集合場所から2時間ほど歩く 全住民

14

7

事業名・イベント名NO

敬老の日のお祝い

2

13

3

4

敬老会

敬老の日の記念行事

6 敬老会

8 敬老会

15

歩け歩け大会

＆防災訓練

5 町内敬老会

体育事業

歩け歩け大会

1 敬老の日

11 敬老の集い

敬老の日の集い

敬老会

敬老会

9 敬老会

10

12 ウォーキング

歩こう会

この地域活動の一覧は、各自治会町内会、委嘱委員（民生委員、家庭防災員等）、地区内の施設等に依頼し情報をとりまとめたもの

です。それぞれが行っている「一般の地域住民を対象としたイベントや活動一般の地域住民を対象としたイベントや活動一般の地域住民を対象としたイベントや活動一般の地域住民を対象としたイベントや活動」を、活動内容の種別に沿って分類しています。中川地区

にどのような活動があるのかを把握できるとともに、今後の活動の参考にしていただければ幸いです。

なお、実際には行っていても今回の調査から漏れている活動もあるかも知れません実際には行っていても今回の調査から漏れている活動もあるかも知れません実際には行っていても今回の調査から漏れている活動もあるかも知れません実際には行っていても今回の調査から漏れている活動もあるかも知れませんが、どうぞご了承下さい。

8



（自治会町内会の活動）

開催時期 自治会町内会名 目的 対象範囲

主な活動場所 活動主体 内容 対象種別

事業名・イベント名NO

毎月 第3月曜日 中川東町内会 健康、親睦のため 中川地区内

各地 老人会（東永楽会） 月1回ウォーキングに行きます（電車利用もあり） 高齢者

月2回 中川西町内会 健康維持 自治会町内会内

町内会体育部 体操 全住民

毎月　第3日曜日

（8月除く）

中川西町内会 遊び場所の開放 中川地区内

中川西保育園

地区民生委員児童委員

保健活動推進員

中川西保育園の園庭を休日に開放し利用者を見守る 児童

夏休み あゆみが丘町内会 子どもの健康 自治会町内会内

公園 子ども会 公園での体操 児童

7月下旬 牛久保西町内会 子ども達同士の交流と健康促進

牛久保西1丁目すずらん公

園 牛久保西2・3・4丁目くさ

ぶえの道

牛久保西子ども会 朝からラジオ体操で元気！スタンプをためてご褒美をもらえます。

児童・その他（会員

の保護者）

毎月第2・4　火曜日

10～11時

サントゥール中川分譲

住宅自治会

健康増進

自治会町内会内・

特になし

集会所 老人会（福利厚生部） レクリーダーを中心に簡単な体操 高齢者

7月末の8日間

サントゥール中川分譲

住宅自治会

健康増進 自治会町内会内

鳥山公園 自治会（文化体育部） NHK朝6時のラジオにあわせて、毎朝、児童約70名で体操。 全住民

7月末

港北センターヒルズ管

理組合

地域交流と学童育成

その他（中川中央町

会・港北センタープレイ

ス・港北センターヒル

阪急前テラス

中川中央町会、港北セン

タープレイス管理組合、港北

センターヒルズ管理組合

ラジオ体操 児童

7/21～29（H23年度）

フォレストパーク四季彩

の丘自治会

子供達の健やかな成長と健康維持住民間のコミュニケーション促

進

自治会町内会内

大塚歳勝土遺跡公園広

場

フォレストパーク四季彩

の丘自治会文化体育部

ラジオ体操第一、第二　CDラジオに合わせて体操する 全住民

7～8月の8日間

港北ガーデンヒルズ自

治会

住民の健康増進、住民同志の交流 自治会町内会内

山崎公園

港北ガーデンヒルズ自

治会

ラジオ体操　山崎公園のごみ拾い 全住民

7/25～31

港北センタープレイス管

理組合

とにかく気が緩む夏休みの子供達に、朝のラジオ体操で規則正し

い生活を習慣づける。

その他（3地区合

同）

センター北駅前広場

港北センタープレイス管

理組合

ラジオ体操第1・第2の近隣の子供達と合同で実演 児童

7月末の8日間

ウエストエミナンス自治

会

健康増進 自治会町内会内

鳥山公園

ウエストエミナンス自治

会

NHK朝6時30分のラジオにあわせて毎朝児童約60～70名で体操。

サントゥール中川自治会と合同

児童

【生活環境】【生活環境】【生活環境】【生活環境】

　住民の生活環境を守るための活動

開催時期 自治会町内会名 目的 対象範囲

主な活動場所 活動主体 内容 対象種別

毎月第4木曜日 牛久保西町内会 くさぶえのみちの環境を守るための清掃

くさぶえのみち

牛久保西ふれあいクラ

ブ

くさぶえのみちの牛久保西1丁目区域のゴミ拾い、朽木の除去 高齢者

3か月に1回 牛久保西町内会 牛久保西会館庭の美化

牛久保西会館

牛久保西ふれあいクラ

ブ

会館周りの草取り、木の剪定 高齢者

年1回 9月 大棚町内会 清掃、美化活動 自治会町内会内

町内道路 大棚寿会 ゴミ、空き缶収集、分別処分

毎月第1日曜日

8:00～9：00

牛久保東町内会 町内の清掃・美化 自治会町内会内

町内全域 町内会 公園及び道路の清掃、ごみひろい 全住民

社会奉仕活動

2 牛久保西会館庭清掃

3

町内一斉清掃

ラジオ体操

22

1

くさぶえのみち

清掃活動

4

ラジオ体操

27

NO 事業名・イベント名

ラジオ体操

17

ラジオ体操

19

わくわく体操

20

25

夏休み

早朝ラジオ体操

貯筋体操

16 ウォーキング

21

18

夏休みラジオ体操

23

公立保育園

休日園庭開放

24 ラジオ体操

26

夏休みラジオ体操

9



（自治会町内会の活動）

開催時期 自治会町内会名 目的 対象範囲

主な活動場所 活動主体 内容 対象種別

事業名・イベント名NO

月1回 牛久保東町内会 公園の清掃・美化 自治会町内会内

なつみかん公園 牛久保東年輪会 年輪会を主とした園内清掃及び管理 全住民

毎月第1日曜日

サントゥール中川分譲

住宅自治会

清掃 自治会町内会内

中川駅周辺

自治会（保健・衛生・環

境部） 周辺自治会

中川駅周辺のゴミ広い 全住民

毎月第1週に実施

フォレストパーク四季彩

の丘自治会

フォレストパーク四季彩の丘の周辺道路などの清掃を通じクリー

ンなイメージを作るため

自治会町内会内

フォレストパーク周辺

フォレストパーク四季彩

の丘自治会生活部

周辺道路及びマンション敷地内のゴミ拾いや草とりなど 全住民

12月 中川西町内会 町内の美化 自治会町内会内

公園 町内会 公園の落ち葉を清掃する 全住民

毎日 あゆみが丘町内会 公園管理支援 自治会町内会内

公園 婦人部（よつば会） 花苗植え、手入れ、水やり その他（婦人部）

毎月1～2回活動

フォレストパーク四季彩

の丘自治会

緑地保存をボランティアによるサークル活動で行っている 自治会町内会内

マンション内保存緑地

フォレストパーク四季彩の丘

自治会、サークル活動みどり

のサポーター

保存緑地の整備、プランター花植（自治会に協力）芝生などの刈り

込み、植木の手入れなど

全住民

年5回

港北センタープレイス管

理組合

花や緑を元気に育て、潤いのある環境を整備する 自治会町内会内

マンション敷地内

港北センタープレイス管

理組合

住民有志による雑草取りとプランターの花植え 全住民

随時 牛久保東町内会 町の美化と防犯意識の啓発

自治会町内会内・そ

の他（通行者全体）

町内遊歩道など全町内 広報部

散歩中の犬の糞の持ち帰り、歩行禁煙、ポイ捨て禁止等の啓発

活動

全住民

毎月第2・4日曜日

夕方

あゆみが丘町内会 安全・安心 自治会町内会内

町内 町内会 地域パトロール 全住民

牛久保町内会 火災予防 安全確保 自治会町内会内

町内会 町内会防火防犯部 町内会を防犯パトロール。防犯灯設置管理等。 全住民

丁目毎に曜日を定めて

実施

牛久保西町内会 防犯・防災の注意喚起 参加意識の向上 自治会町内会内

毎丁目 公道等 町内会員 丁目別に曜日を定めて実施 全住民

毎週1回 牛久保東町内会 町内の防犯対策 自治会町内会内

町内全域 町内会 3グループに分かれて町内全域をパトロール 全住民

年2回 12、3月 大棚町内会 防犯対策 自治会町内会内

大棚町内 町内会 地域の防犯パトロール

10月

サントゥール中川分譲

住宅自治会

安全・防犯対策 中川地区内

住宅地周辺

自治会（防犯部） 警察

署

2～3名でパトロール 全住民

週1回 中川西町内会 地域防犯 自治会町内会内

町内 町内会 役員・理事がパトロール 全住民

中川東町内会 町内の防犯活動 自治会町内会内

町内会 全住民

第2,4日曜日PM5：30～

（40分くらい）

フォレストパーク四季彩

の丘自治会

地域防犯の為

フォレスト周辺～セブン

イレブン辺り

フォレストパーク四季彩

の丘自治会安全部

月2回マンション住民と一緒に周辺を防犯パトロールする。（一緒

にゴミ拾いも行っています）

全住民

毎月第4日曜日

夕方

港北センタープレイス管

理組合

住まいの安全を住民参加で確保する 自治会町内会内

マンション敷地内

港北センタープレイス管

理組合

住民有志で拍子木を打ちながら敷地内をパトロール 全住民

21

防犯パトロール

（月2回）

8 落ち葉清掃

10

敷地内の緑地の整

備、緑のサポーター

20

5 なつみかん公園清掃

14 防犯パトロール

7 周辺清掃

植栽ボランティア

夜間パトロール

防犯パトロール

18

神奈川県安心・安全

パトロール

防犯パトロール

15 地域防犯パトロール

16

22

17

ポスター掲示による

啓発活動

防犯パトロール

防犯講演会開催

19

防犯パトロール

6

中川駅周辺

クリーン作戦

9 公園花壇整備

11

13 防犯パトロール

12

10



（自治会町内会の活動）

開催時期 自治会町内会名 目的 対象範囲

主な活動場所 活動主体 内容 対象種別

事業名・イベント名NO

年1回 あゆみが丘町内会 町内会活動支援 自治会町内会内

公園 町内会 自治会独自の防災訓練 全住民

毎年4月初旬 牛久保東町内会 健康づくり 自治会町内会内

なつみかん公園、近隣

の遊歩道

防犯防火部・体育部 消防署員の指導で初期消火訓練。近隣の遊歩道の散策 全住民

年1回　11～12月

サントゥール中川分譲

住宅自治会

災害時の対応訓練と、防災意識の高揚 自治会町内会内

住宅地内集会所

自治会（防災部） 消防

署

都築消防署の協力を得て、各種の訓練を体験する。保管備品の

チェック

全住民

2月 中川西町内会 防災について学び、非常時に適切な行動ができるようにする 自治会町内会内

中川西中 中川西中学校、町内会 非常時を想定して訓練する 全住民

年1回（2011年7月実施）

フォレストパーク四季彩

の丘自治会

有事の際の避難訓練及び防災訓練

マンション内

フォレストパーク四季彩

の丘自治会安全部

火災発生時の救出訓練、誘導訓練、一時避難場所への避難訓練 全住民

年1回　11月

港北ガーデンヒルズ自

治会

災害発生時への備え、訓練　住民同志の交流 自治会町内会内

中川西小学校　ピロ

ティ、グランド等

中川西小学校　港北ガーデ

ンヒルズ自治会　管理組合

区役所・消防署

高層階避難訓練　防災講義、救急訓練、備蓄庫等見学　炊出し訓

練

全住民

7/9（H23年度）

港北センタープレイス管

理組合

各種訓練の実施により、初期消火の重要性と住民連携の大切さ

を学ぶ。

自治会町内会内

マンション敷地内

港北センタープレイス管

理組合

避難訓練　消火訓練　安否確認（要救護者）　消防車の放水実演 全住民

年4回実施

港北センタープレイス管

理組合

災害時にとっさの行動が困難な人を主体に、防災意識の向上と助

け合いの実現をめざす。

自治会町内会内

マンション敷地内

港北センタープレイス

「そなえの会」

阪神や東日本大震災から災害への備えを学ぶ　高齢者、障害者

への福祉、サービスを知り、相互扶助の心を広める

高齢者・児童・障が

い児者

牛久保町内会 防犯 振り込め詐欺被害の防止 自治会町内会内

町内会 町内会防火防犯部 生活安全情報等を、定例会での報告。回覧板での周知。 全住民

毎年12月頃 牛久保西町内会 安全確保 自治会町内会内

牛久保西町内会館

町内会 体育部・防災

部、警察署

講習 全住民

年1回　3月 大棚町内会 防犯対策 自治会町内会内

公民館 町内会 講習会

年1回　2～3月

サントゥール中川分譲

住宅自治会

防犯・保護

集会所

自治会（防犯部） 警察

署

都築警察署員による寸劇や事例説明・防犯交通備品のチェック

【交流】【交流】【交流】【交流】

　住民同士の交流のための活動

開催時期 自治会町内会名 目的 対象範囲

主な活動場所 活動主体 内容 対象種別

毎月第3　土曜日

10～12時

サントゥール中川分譲

住宅自治会

親睦・交流

自治会町内会内・

特になし

中川西地区ｾﾝﾀｰ他 老人会（福利厚生部） 10名前後、お茶、お菓子、おしゃべり会 高齢者

月2回

港北ガーデンヒルズ自

治会

高齢者同志の交流、親睦、情報交換、安否確認 自治会町内会内

管理センター集会室

港北ガーデンヒルズ自

治会　シルバークラブ

ゲストを招いたり、メンバーが交代で先生役になったりして、趣味・

情報などを共有したり、励まし合ったりする

高齢者

中川東町内会 地域交流 自治会町内会内

グループホーム翠嵐の

風、町内会

高齢者

毎月第2・4水曜日 中川東町内会 親睦、健康 中川地区内

町内会館 老人会（東永楽会） 声を出して皆で歌ったり、一人ずつ歌ったり 高齢者

3 交流会

1 おしゃべりサロン

カラオケ

2

茶話会

H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※

対象事業対象事業対象事業対象事業

4

消防訓練

30 「そなえの会」

34 防犯講習会

27 防災訓練

防災訓練

23

25

生活安全

防災訓練

24

初期消火訓練と

ゆっくり歩こう会

33 防犯講習会

防犯・交通講習会

NO 事業名・イベント名

32

29

31

28 防災訓練

26

防災訓練

11



（自治会町内会の活動）

開催時期 自治会町内会名 目的 対象範囲

主な活動場所 活動主体 内容 対象種別

事業名・イベント名NO

8、12、3月の

第3日曜日

牛久保西町内会 誕生会を通して健康を喜び合い、親睦を図る

牛久保西会館

牛久保西ふれあいクラ

ブ

年3回誕生会を行い、ゲームなどをして楽しむ 高齢者

8月、11月、1月 牛久保西町内会

旅行によって他地方の見聞を広めるためと共に、他のクラブ会員

との交流を深める

各旅行先 中川地区老連 宿泊旅行、果物採り、初参りなどに希望者が参加する 高齢者

年10回

港北センターヒルズ管

理組合

幼児・低学年学童の育成 その他（団地全体）

団地内キッズルーム 花のおはなし会 音楽あそび、読み聞かせ 児童

毎月1～2回活動

フォレストパーク四季彩

の丘自治会

マンション内の子供に本の読み聞かせをする、親同士のコミュニ

ケーション

自治会町内会内・そ

の他（周辺の子ども）

マンション集会所

サークル活動　森のお

はなし会

未就園児、幼、小の園児を対象に絵本などの読み聞かせ、紙芝居、エプロン

シアターなど母親達が工夫して自分の子供を含むマンションの子供達に提供

児童

8月下旬 牛久保西町内会 子ども達同士の交流と健康促進

港北東急ボウル 牛久保西子ども会 みんなでボーリングを楽しみます。お土産も楽しみです。 児童

5月 中川東町内会 自治会町内会内

町内会子供会 児童

3月

サントゥール中川分譲

住宅自治会

お祝い 自治会町内会内

- 自治会（福利厚生部） 図書カード進呈 児童

7/7（H23年度）

センターヒルズ管理組

合

幼児、学童のふるさとづくり その他（団地全体）

団地内マスターズハウ

ス

センターヒルズ 管理組

合

七夕かざり、子どもたち各自のたんざく、コンサート読みきかせ、

等

児童

年1回　7月

港北ガーデンヒルズ自

治会

夏の恒例行事を子どもたちに体験させ、豊かな経験のひとつに加

えてもらう

自治会町内会内

管理センター前集会室

港北ガーデンヒルズ自

治会　キッズ＆ジュニア

クラブ

グループに分かれて声を掛け合いながらすいかわりをする 児童

年5回

センターヒルズ管理組

合

学童の育成 その他（団地内）

団地内パーティルーム ヒルズ子ども教室 科学の実験を伴う教室 児童

7/29、1/22

（H23年度）

フォレストパーク四季彩

の丘自治会

子供達に身近にある物を利用し化学への興味を持ってもらう 自治会町内会内

マンション内集会室

フォレストパーク四季彩

の丘自治会文化体育部

水についての講義　砂による水の浄化実験　アメンボレース、ペッ

トボトルで作る顕微鏡

児童

12/24（H23年度）

港北センタープレイス管

理組合

子供の夢を叶える楽しい一夜を演出する。 自治会町内会内

マンション敷地内

港北センタープレイス管

理組合

サンタによるクリスマスプレゼント（親からの預かりもの）の手渡し 児童

12月上旬 牛久保西町内会 子ども達同士の交流と健康促進

岡本様倉庫 牛久保西

町内会館

牛久保西子ども会 もちつきで楽しんでおなかいっぱいになった後はお楽しみ会 児童

1月中に2回 中川西町内会 児童育成 中川西小1年生

中川西小 町内会・永楽会 昔の遊びを教える 児童

1月 中川西町内会 幼児育成 中川西保育園児

中川西保育園 町内会・永楽会 昔の遊びを教える 児童

5月中旬 牛久保西町内会 子ども達同士の交流と健康促進

新横浜アイススケートリ

ンク

牛久保西子ども会

毎年開催されているアイススケート。氷の上を滑って、その感触を

楽しみます。

児童・その他（会員

の保護者）

毎年4/8 牛久保西町内会 会員相互の親睦 地域文化の継続 自治会町内会内

町内会館 保存会 参拝 軽食 全住民

毎春

フォレストパーク四季彩

の丘自治会

マンション敷地内の保存緑地に生える竹の整備と住民の楽しみの

ため

自治会町内会内

マンション内保存緑地

フォレストパーク四季彩

の丘自治会文化体育部

たけのこの生育、時に住民の自己参加で行う 全住民

15 科学教室（年2回）

クリスマスイベント

伝承あそび19

13

すいかわり大会

H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※

対象事業対象事業対象事業対象事業

10

森のおはなし会

14 子ども科学教室

ボウリング大会

11

22 たけのこ掘り

20 アイススケート

8

12 七夕祭り

16

17 もちつき大会

5

18 昔あそび

21 花まつり

誕生会

6 中川地区老連旅行

9 ボーリング大会

7 花のおはなし会

新入学時のお祝い

12



（自治会町内会の活動）

開催時期 自治会町内会名 目的 対象範囲

主な活動場所 活動主体 内容 対象種別

事業名・イベント名NO

年1回　5月

港北ガーデンヒルズ自

治会

入園、入学、進級した子どもたちを祝う　住民同志の交流 自治会町内会内

管理センター集会室

港北ガーデンヒルズ自治会

シルバークラブ　キッズ＆

ジュニアクラブ

自治会からお祝い贈呈　シルバークラブによるアンクロン演奏　東

日本大震災被災地への旗の作成

高齢者・児童・全住

民

7/3～7

（H23年度）

フォレストパーク四季彩

の丘自治会

マンションの身近にある竹を利用し、日本文化に親しむ 自治会町内会内

マンション内

フォレストパーク四季彩

の丘自治会文化体育部

笹竹を住民の希望者に配布し、各戸に七夕を楽しんでもらう 全住民

7/7（H23年度）

港北センタープレイス管

理組合

夏の素朴な風物詩を伝え残す 自治会町内会内

マンション敷地内

港北センタープレイス管

理組合

親子の願いを書いた短冊を竹に飾る。 全住民

7月 中川西町内会 親睦と子供の健全育成

自治会町内会内・その

他（サントゥール・ガー

デン自治会）

中川西小

町内会、学区の自治

会、民生委員

模擬店、盆踊り 昨年7500人参加 全住民

8月上旬 牛久保西町内会 地域の交流 自治会町内会内

ひかりが丘公園 町内会 踊りを通して他の地域の方との交流 お店を出す 全住民

毎年8月上旬 牛久保東町内会 親睦および協力の醸成、子どもたちの想い出作り 自治会町内会内

中川小学校校庭 文化部・町内会役員

町内会役員、組長で実行委員会を立ち上げ準備、実施、片付けを

行う。運営は全て寄付

児童・全住民

年1回 8月 大棚町内会 地域の親睦と健康 自治会町内会内

地域の幼稚園・園庭 町内会 盆踊り 全住民

7月末 中川東町内会 町内交流

自治会町内会内・

中川地区内

町内会 レクリエーション 全住民

8/28（H23年度）

港北センタープレイス管

理組合

お祭りを通して住民の交流・親交を図り、住民共同意識を醸成す

る。

自治会町内会内

マンション敷地内

港北センタープレイス管

理組合

飲み物（ビール、ジュース）食物（焼き鳥、焼きそば、綿菓子）の販

売、子供向けゲーム（ヨーヨー釣り、輪投げ、ビンゴ）の実施

全住民

毎年体育の日と前日 牛久保東町内会 親睦および協力の醸成、子どもたちの想い出作り

自治会町内会内・

その他（近隣者含

む）

なつみかん公園・町内

全体巡回

文化部・町内会役員

町内会役員、組長で実行委員会を立ち上げ準備、実施、片付けを

行う。運営は全て寄付。宵宮…子ども腕相撲大会、芸能大会。本

宮…子どもみこしなど山車が町内巡行。

全住民

牛久保西町内会 親睦 自治会町内会内

牛久保西町内会 体育

部

成績優秀者の表彰 地区大会選手の推薦 全住民

毎年春、秋の2回 牛久保東町内会 親睦、健康づくり 自治会町内会内

中川小学校校庭 体育部 小学生、一般の部で実施 全住民

年2回 3、6月 大棚町内会 地域の親睦と健康 自治会町内会内

中川小学校庭 町内会 グランドゴルフ大会 高齢者

7月 中川東町内会 町内交流

自治会町内会内・

中川地区内

町内会 レクリエーション 全住民

毎年2月 牛久保東町内会 親睦 自治会町内会内

港北とうきゅうボウル 体育部・子供会 小学生（低学年・高学年）一般（男子・女子）の４クラスで表彰 全住民

11/6（H23年度） 牛久保西町内会 会員の親睦と健康の保持・増進 自治会町内会内

牛久保西公園グランド 町内会 体育部・防災部

午前：丁目別対抗運動会 昼食：いも煮 午後：消防署指導による

防災練習

全住民

毎年9月 牛久保東町内会 親睦および協力の醸成、子どもたちの想い出作り 自治会町内会内

中川小学校校庭 体育部・町内会役員

町内に在住の方全体が参加できるプログラムを作成して町内を4

チームに区分けして得点を競う

全住民

年1回 9月 大棚町内会 地域の親睦と健康 自治会町内会内

中川小学校庭 町内会 運動会 全住民

31 夏祭り

町内会

グランドゴルフ大会

38

七夕祭り

23

盆踊り大会

32 町内祭礼

30

29

24

進級お祝い会

H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※

対象事業対象事業対象事業対象事業

25 七夕祭り

39 町内家族大運動会

ワイワイまつり

34

33

28

36 グランドゴルフ大会

町内ボーリング大会

体育祭＆いも煮会

盆踊り大会

町内

グランドゴルフ大会

37

35 グランドゴルフ大会

26

納涼盆踊り大会

27 盆踊り大会

40 体育祭

13



（自治会町内会の活動）

開催時期 自治会町内会名 目的 対象範囲

主な活動場所 活動主体 内容 対象種別

事業名・イベント名NO

10月 中川西町内会 親睦、健康維持 自治会町内会内

中川西小 町内会 昨年は競技に320名参加 全住民

10月 中川東町内会 町内交流

自治会町内会内・

中川地区内

町内会 レクリエーション 全住民

9月～10月 中川東町内会 町内の親睦を図る 自治会町内会内

都筑小学校 町内会体育部 徒競争や綱引き、障害物競走など。お楽しみ抽選会もあり。 全住民

9月～10月

ウエストエミナンス自治

会

親睦・交流 自治会町内会内

ウエストエミナンス集会

所前

ウエストエミナンス自治

会

ウエストエミナンス前の広場でビンゴや子供用遊具、飲食等で楽

しむ（約50名位参加）。消火訓練、防災訓練、救急訓練等を行う。

全住民

10月末

センターヒルズ管理組

合

団地構成員の交流 その他（団地全体）

団地内敷地

センターヒルズ 管理組

合

模擬店、ゲーム、読み聞かせ、科学実験デモンストレーション 全住民

10/15前後 大棚町内会 親睦・交流 自治会町内会

杉山神社

大棚町内会、中川東町

内会、中川西町内会

おみこし、演芸大会等 全住民

年1回　10月

港北ガーデンヒルズ自

治会

ルール・マナーの習得　助け合い　住民同志、年齢の異なる子ど

も同志の交流

自治会町内会内

管理センター集会室

全敷地

港北ガーデンヒルズ自治会

キッズ＆ジュニアクラブ

マンション内の家庭を訪ねてお菓子をもらう（あいさつ）　グループ

に分かれて仮装した大人を探す（協力）

高齢者・児童・全住

民

10/16（H23年度）

フォレストパーク四季彩

の丘自治会

住民の懇親とレクリエーションの為

自治会町内会内・そ

の他（近隣の人々）

マンション敷地内

フォレストパーク四季彩

の丘自治会文化体育部

大抽選会　スタンプラリー、作品展、ゲーム様々、食品の販売、竹

酒の提供、トン汁の炊き出しと販売

全住民

10月

センターヒルズ管理組

合

団地構成成人の交流 その他（団地全体）

団地内センターハウス

センターヒルズ管理組

合

室内楽コンサート 全住民

年1回　11月

港北ガーデンヒルズ自

治会

住民同志の交流 自治会町内会内

管理センター集会室

港北ガーデンヒルズ自

治会

居住者による作品の展示（絵画・写真・工芸品等） 全住民

年1回　12月

港北ガーデンヒルズ自

治会

高齢者と子どもたちの交流　住民同志の交流 自治会町内会内

管理センター集会室

港北ガーデンヒルズ自治会

シルバークラブ　キッズ＆

ジュニアクラブ

ゲーム・歌　ゲストによるアトラクション

高齢者・児童・全住

民

12月第１日曜日 牛久保東町内会 親睦 自治会町内会内

なつみかん公園

総務部・女性部・環境美

化部

毎月第1日曜日に実施している町内一斉清掃協力者感謝の集い 全住民

毎年1/14に近い

日曜日

牛久保西町内会 会員相互の親睦 伝統行事継承 自治会町内会内

牛久保西公園グランド 町内会 どんど焼き点火 餅焼 全住民

毎年1月 牛久保東町内会 無病息災神事 自治会町内会内

なつみかん公園

地元農協会員・町内会

（共催）

門松、松飾り等を持ち寄り、無病息災を願う 全住民

1月

サントゥール中川分譲

住宅自治会

親睦・交流 自治会町内会内

集会所前広場 自治会（文化体育部） 自治会最大イベント 毎年300～400名参加。餅つきや抽選会実施 全住民

年1回　11月

港北ガーデンヒルズ自

治会

住民同志の交流・親睦 自治会町内会内

中川西小学校　ピロ

ティ、グランド

港北ガーデンヒルズ自

治会

もちつき、お正月の遊び体験、もち丸め体験（子ども） 全住民

1/16（H23年度）

港北センタープレイス管

理組合

もちつきの実施により、正月の伝統文化を子供に伝え、新年のス

タートを祝う。

自治会町内会内

マンション敷地内

港北センタープレイス管

理組合

もちつきの実演ともちの販売　子供もちつきの実施 全住民

年1回

ウエストエミナンス自治

会

親睦・交流 自治会町内会内

ウエストエミナンス集会

所前

ウエストエミナンス自治

会

餅つき等。その年の自治会役員により実施の有無を決定。 全住民

もちつき大会

どんど焼

＆避難導訓練

58

51

48

スポーツ大会42

57

54 どんど焼き

餅つき大会

52

フォレストパーク祭り

56

餅つき大会

もちつき大会

41 町内会運動会

55

50 趣味の作品展示会

秋祭り

53

44

45

中川東町内会

大運動会

49 コンサート

ガーデンパーティ

47

ハロウィン

H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※

対象事業対象事業対象事業対象事業

親睦イモ煮会

46 秋祭り

クリスマス会

43

14



（自治会町内会の活動）

開催時期 自治会町内会名 目的 対象範囲

主な活動場所 活動主体 内容 対象種別

事業名・イベント名NO

年1回　1月 大棚町内会 自治会町内会

各家庭 町内会

月1回 中川西町内会 親睦と健康維持 自治会町内会内

自治会館 町内会女性部 手芸 全住民

※ふれあい助成⾦とは、区社会福祉協議会の助成⾦で、ボランティア活動や市⺠活動の実施・運営のための事業助成です。

【その他】【その他】【その他】【その他】

　今までの分類に当てはまらない活動

開催時期 自治会町内会名 目的 対象範囲

主な活動場所 活動主体 内容 対象種別

毎月1回発行

フォレストパーク四季彩

の丘自治会

住民（FP内）に自治会活動を周知するため 自治会町内会内

フォレストパーク四季彩

の丘自治会広報部

毎月1回、情報提供 全住民

通年

フォレストパーク四季彩

の丘自治会

マンション住民の利用の為 自治会町内会内

集会室

フォレストパーク四季彩

の丘自治会生活部

寄贈図書を適宣受付、貸し出し及び回覧 全住民

年3回（ニュース）

月1回（マンスリー）

港北ガーデンヒルズ自

治会

自治会の活動内容の紹介、報告　自治会加入促進 自治会町内会内

港北ガーデンヒルズ自

治会

（自治会ニュース）年3回の発行

（マンスリー自治会）月1回の発行

全住民

3

NO 事業名・イベント名

自治会ニュースの発

行　マンスリー自治会

の発行

獅子舞（悪魔払い）

60 手仕事講習会

59

1

フォレストパーク

四季彩の丘NEWS

2

集会室内の図書

（一般書、児童書）

の管理、貸し出し
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（委嘱委員・ボランティア・地区社協等の活動）

◎中川地区　地域活動一覧　（委嘱委員・ボランティア・地区社協等の活動）

【福祉保健】

　援助や支援を必要とする方々に対する活動、または健康増進のための活動

開催時期 団体名 目的 対象範囲

主な活動場所 対象種別

6・10・3月

地区民生委員児童委員

保健活動推進員

友愛活動推進員

ひとり暮らし高齢者の交流・親睦 中川地区内

中川西地区センター 高齢者

月1回　不定期

11:30～15:00 or 13:30～16:00

ボランティア中川

ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯の方々が茶話会に参加すること

で親睦を深め日常的に助け合いに繋がるような関係を作る

中川地区内

中川西地区センター

など

高齢者

随時 地区民生委員児童委員 安否確認と共に、安心した生活の為の相談と支援 中川地区内

各担当地区

高齢者

障がい児者

12月

地区社会福祉協議会

地区民生委員児童委員

ひとり暮らし高齢者の見守り 中川地区内

高齢者

毎月　第2水曜日

毎月　第2木曜日

地区民生委員児童委員

保健活動推進員

0歳児の育児の教育と指導 中川地区内

牛久保西町内会館

休日休館診療所

児童

不定期 ケロケロクラブ 未就園児の親子を対象に、親子の友達つくり、情報交換の場 中川地区内

光が丘公園

中川西地区センターなど

児童

毎月　第2・4金曜日

18:00～20:30

ピアクラブ・DANKE 心の病のある方の社会参加と自立を手助けする 特になし

中川地域ケアプラザ 障がい児者

毎月　第2木曜日

傾聴ボランティア

YOU＆ME

心に病のある方を対象にした傾聴サロン 特になし

中川地域ケアプラザ 障がい児者

毎月　第4土曜日 アルテ 知的障がいのある成人を対象としたアートセラピー 特になし

中川地域ケアプラザ 障がい児者

毎月　第2水曜日 それいゆ 障害児者の理容サロン、交流サロンのサポート 区内

地域活動ホームくさぶ

え

障がい児者

毎月　第1・3金曜日 アミーチェ

音楽を通して心身のリラックス、他者とのコミュニケーション能力を

育てる

区内

地域活動ホームくさぶ

え

障がい児者

月1回 きりんの親子

音楽療法を通して自分を表現し、社会性を身につけ、社会生活に

適応していく力をつける

区内

地域活動ホームくさぶ

え

障がい児者

年3回

子どもの成長を考える

会「まどか」

発達の遅れがある子ども達への新たな制作物の勉強会（ひなま

つり製作等）

区内

地域活動ホームくさぶ

え

障がい児者

毎週水・金・土・日曜日 ネットワーク1・2・3

区内在住の外国人が日本語を学ぶことでスムースな社会生活が

営めるようバックアップする

区内

つづきMYプラザ、北山

田地区センター等

その他（外国人）

年1回 地区民生委員児童委員 要援護世帯（生活困窮者）に対する助成 中川地区内

各担当地区 全住民

1

2

茶話会

H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※

対象事業対象事業対象事業対象事業
月1回の茶話会や季節に寄っては散策、映画会等

毎日の季節の子ども達の制作物や、子どものお誕生日カード、ペンダントの作り方を講師

を招いて指導を受ける

アルテ

アートを楽しむ

13

発達に遅れがある子ども達

への制作物の作り方講習会

H23ふれあい助成金※　対象事業H23ふれあい助成金※　対象事業H23ふれあい助成金※　対象事業H23ふれあい助成金※　対象事業

12

知的障害児者の

音楽療法

H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※

対象事業対象事業対象事業対象事業

音楽療法の講師を招き、楽器・道具を使用しピアノの音に合わせて体を動かし、障害児者

とその家族が指導を受ける

7

フリースペース

H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※

対象事業対象事業対象事業対象事業
フリースペースでの相談、会食会

8

傾聴サロン

ＹＯＵ＆ＭＥ

H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※

対象事業対象事業対象事業対象事業

傾聴を学んだボランティアとのおしゃべりサロン

9

14

市民参加による

地域外国人に対する支援

H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※

対象事業対象事業対象事業対象事業

外国人を対象とした日本語教室、学習補助教室を実施。

3

月1回、地域活動ホームくさぶえの団体交流室で知的障害者を対象とした理容・交流サロン

を開催。

11

知的障害児者の

音楽療法

H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※

対象事業対象事業対象事業対象事業

4

10

障害児者の

理容サロンサポート

H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※

対象事業対象事業対象事業対象事業

年末お菓子配布

年末たすけあい金の

調査・配布

毎年末にお菓子を準備し安否確認を兼ねて訪問、配布する

6

事業名・イベント名NO

ひとり暮らし高齢者

会食会

5

0歳児地域育児教室

（赤ちゃん会）

15

見守り訪問

内容

対象者の調査、配布

0歳児とお母さんの育て方と遊び方を紹介

・昼食を取りながらの懇談

・アトラクション（歌、ゲーム鑑賞）

不定期に高齢者ほか、見守りが必要とされる世帯を訪問。また支援が必要とされる世帯の

把握をする

地域活動ホームくさぶえ内で音楽療法を実施。

ケロケロクラブ

外遊びを中心に活動をしている。ケアプラザでは、外遊びではできない活動をおこなう

この地域活動の一覧は、各自治会町内会、委嘱委員（民生委員、家庭防災員等）、地区内の施設等に依頼し情報をとりまとめたもの

です。それぞれが行っている「一般の地域住民を対象としたイベントや活動一般の地域住民を対象としたイベントや活動一般の地域住民を対象としたイベントや活動一般の地域住民を対象としたイベントや活動」を、活動内容の種別に沿って分類しています。中川地区

にどのような活動があるのかを把握できるとともに、今後の活動の参考にしていただければ幸いです。

なお、実際には行っていても今回の調査から漏れている活動もあるかも知れません実際には行っていても今回の調査から漏れている活動もあるかも知れません実際には行っていても今回の調査から漏れている活動もあるかも知れません実際には行っていても今回の調査から漏れている活動もあるかも知れませんが、どうぞご了承下さい。
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（委嘱委員・ボランティア・地区社協等の活動）

開催時期 団体名 目的 対象範囲

主な活動場所 対象種別

事業名・イベント名NO

内容

年1回 地区民生委員児童委員 募金活動の実施 中川地区内

中川駅構内 全住民

10月

地区社会福祉協議会

地区民生委員児童委員

障害児者の福祉イベントへの協力 区内

JA北農協

多目的広場

全住民

年2回 保健活動推進員 健康チェック 特になし

中川地域ケアプラザ 全住民

秋 保健活動推進員 健康チェック 特になし

ハウスクエア横浜 全住民

2月頃 保健活動推進員 健康維持 中川地区内

区内

住民と保健活動推

進員

11/23

青少年指導員連絡協議

会

区役所・実行委員会主催のフェスタ。緑道を歩くことに寄る健康増

進と地域のスポットを発見する

区内

区内緑道及び公園 全住民

11月 ヘルスメイト

ふれあい交流を通じた健康づくりの普及（運動週間を持つ市民を

増やす、身体活動・運動の定着）

特になし

中川みかん園 全住民

毎週水・土曜日

19:00～20:30

NPO　みんなの家

障害をある人とない人が相互理解を深めるため”共に楽しむ”を合

言葉に余暇活動を実施

特になし

みんなの家交流室 全住民

※ふれあい助成⾦とは、区社会福祉協議会の助成⾦で、ボランティア活動や市⺠活動の実施・運営のための事業助成です。

【生活環境】【生活環境】【生活環境】【生活環境】

　住民の生活環境を守るための活動

開催時期 団体名 目的 対象範囲

主な活動場所 対象種別

12月 ヘルスメイト 子どものための良い食習慣を目指した料理教室 中川地区内

すみれが丘小 親子

2月～ 都筑消防団第5分団 小学生に消防活動について伝える 中川地区内

各小学校 児童

環境事業推進員 分別指導等 自治会町内会内

全住民

9月

10月

ヘルスメイト

ライフサイクルに応じた健康づくりのための普及啓発（生活習慣病

の予防）

特になし

ハウスクエア横浜

中川地域ケアプラザ

全住民

4月～ 都筑消防団第5分団 住民に初期消火訓練を行う 中川地区内

各自治会町内会 全住民

7月下旬～8月上旬

青少年指導員連絡協議

会

連合や自治会町内会主催の会場周辺の安全確保・防犯 中川地区内

盆踊り会場

及び公園、小中学校

児童

6 盆踊りでのパトロール

中学校教諭、保護者とともに会場周辺のパトロール

NO

3

親子の食育教育

・調理実習（デコレーションずし、ゆらゆらわかめのすまし汁）

・家族と会話を楽しみながら食事をする、食事のマナーについて

4

5 初期消火訓練

市民の健康づくり

・野菜を1日350グラム食べよう　　・野菜の計量をして分量をしよう

・試食（野菜クッキー、ミネストローネ、炒り卵と青菜のじゃこご飯）

2 消防活動教育

各小学校より依頼を受け、小学生に対して消防活動について伝える

資源集団回収

・盆踊り等での分別指導。　　・各自治会町内会での日常的な収集袋配布分別指導。

・新規住宅やマンション等の収集場所、分別・見回り指導、不法投棄巡視・通報等

1

各自治会町内会より依頼を受け、初期消火訓練を行う

23

みんなの家・交流事業

（夜間の部）

H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※

対象事業対象事業対象事業対象事業

水曜日には折り紙、切り絵、木工、フラワーアレンジメント、土曜日にはマリンバ、お茶、健

康体操を行っている

機器を使用しての健康チェック（血管年齢、内臓脂肪等）

21

つづきウォーク

＆フェスタ

緑道の散策＆中高生によるフェスティバル（ダンス・楽器演奏ほか）

22 ふれあいウォーキング

・体力作り、ウォーキング

・みかん狩り

19 簡単健康チェック

機器を使用しての健康チェック

20 ウォーキング

ウォーキング

18 元気度チェック

福祉農園開催時にパン販売で出店する

福祉農園出店

16

赤い羽根共同募金

街頭活動

中川駅構内で街頭募金を行う

事業名・イベント名

17

内容

17



（委嘱委員・ボランティア・地区社協等の活動）

開催時期 団体名 目的 対象範囲

主な活動場所 対象種別

事業名・イベント名NO

内容

都筑消防団第5分団 地区内で行われるイベントにおいて警備を行う 中川地区内

イベント開催場所 全住民

12月 都筑消防団第5分団 年末期の警備を行う 中川地区内

全住民

【交流】【交流】【交流】【交流】

　住民同士の交流のための活動

開催時期 団体名 目的 対象範囲

主な活動場所 対象種別

7月 スポーツ推進委員 中川連合7町内会の親睦 中川地区内

牛久保西公園グラウン

ド

全住民

10月 スポーツ推進委員 中川連合7町内会の親睦 中川地区内

中川小、中川西中、都

筑小（毎年変わる）

全住民

2/26

青少年指導員連絡協議

会

学校区を越えた保護者・子どもの親睦、連携活動 中川地区内

都筑小 児童

11/3

青少年指導員連絡協議

会

中学生の地域参加及び地域住民が中学生を暖かく見守る 中川地区内

センター南駅周辺 児童

依頼に応じて 都筑区三曲協会 箏、三弦、尺八の演奏を通して地域の方々と交流 特になし

H23は都筑小など 全住民

依頼に応じて つづきマジッククラブ

手品を通じたボランティア活動により地域と交流し、明るい社会作

りと子ども達の健全育成に貢献する

特になし

研修は中川地区セン

ター

全住民

毎月　第3土曜日

（定例会）

中川西小おやじの会 小学校を利用した親子の交流イベントの開催 中川西小学区

中川西小

その他（中川西小

の生徒、保護者）

毎月　第4土曜日

（畑の日）

センター北キッズファー

ム運営委員会

地域に開かれた「菜園＆どろんこ広場」として、地域の子どもの育

ちを応援し、親たちの子育てを支援する

区内

センター北キッズファー

ム

その他（子育て中

の親子とその支援

者）

※ふれあい助成⾦とは、区社会福祉協議会の助成⾦で、ボランティア活動や市⺠活動の実施・運営のための事業助成です。

月平均約3回、高齢者施設や町内の自治会などで出演。また小学校の手品クラブや地域

の子ども達に手品を指導している

7

小学校及び地域ボラ

ンティアサポート

H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※

対象事業対象事業対象事業対象事業

災害時に備えた小学校での宿泊体験会の実施、防犯ウォークラリーの実施、親子による農

作物栽培・収穫体験実施等

センター北キッズファーム

畑の日

H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※

対象事業対象事業対象事業対象事業

1年を通してどろんこ遊びをしたり、野菜を植えて収穫する体験が楽しめる「畑の日」を毎月

1回開催する

8

6

手品ボランティア活動

H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※

対象事業対象事業対象事業対象事業

4 区民まつりでの出店

区民まつりでの模擬店出店

子ども

チャンピオン大会

連合町内会子ども会参加によるゲーム大会

年末期の警備を行う

3

内容

8 年末特別警備

2

中川連合

スポーツ大会

未就学から高齢者まで参加。7町内会の対抗戦

7 イベント警備

各自治会町内会のイベント（どんど焼き、盆踊り）において警備を行う。

1

中川連合

グラウンドゴルフ大会

7町内会による、個人・団体戦・各町内会の3チーム

5

箏、三弦、尺八の演奏を

通して地域の方々と交流

H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※H23ふれあい助成金※

対象事業対象事業対象事業対象事業

小中学校や福祉施設からの依頼に応じ、箏、三弦、尺八の演奏や指導を行う

NO 事業名・イベント名

18



（地区内施設の活動）

◎中川地区　地域活動一覧　（地区内施設の活動）

【福祉保健】

　援助や支援を必要とする方々に対する活動、または健康増進のための活動

開催時期 施設名 目的 対象範囲 支援して欲しいこと

主な活動場所 対象種別 協力できること

通年

子育て支援センター

ポポラ

いつでも気軽に子育て相談できることで

子育て家庭を支援する

区内

子育て相談ができることをＰＲして

いただけると嬉しいです

ポポラ

その他（子育て中

の保護者）

毎月　第3土曜日

子育て支援センター

ポポラ

発達に心配のある子や、障がいのある子

と家族のポポラ利用促進

区内 ＰＲをお願いしたいです

ポポラ

障がい児者・その

他（未就学児と家

族）

2ヶ月に1回

子育て支援センター

ポポラ

マタニティ対象の仲間作り、子育て支援の

場を知ってもらう機会づくり

区内 ＰＲをお願いしたいです

ポポラ

その他（マタニティ

さん夫婦）

マタニティさんなどの集まりに先輩パパママ

とお話にいくことがご協力出来ると思います

毎月　第4木曜日

（雨天翌週に延期）

子育て支援センター

ポポラ

身近な後援での外遊びを気軽に楽しむた

めのきっかけ作り

区内

色々な世代の方、地域の方々とも交流でき

たら嬉しいのでお気軽に覗いてみてくださ

い。

ききょう公園

その他（未就学児

と家族）

公園遊びのご協力

7月～8月

つづきMYプラザ、区社協、

青少年指導員連絡協議会

ボランティア体験を通して中高生に地域と

のつながりを体験させる

区内 ボランティア活動の体験先として

区内 その他（中高生） ボランティア派遣

2月 中川西保育園 地域の親子の育児相談など 区内

中川西保育園

その他（地域の親

子）

月～金

10:00～12:00

中川西保育園 保育園の給食を体験する園庭で遊ぶ 区内

中川西保育園

その他（地域の親

子）

随時

ライフ&シニアハウス港

北

高齢者の住まい、介護、エンディング等の

テーマで当施設を知っていただく

特になし 開催の案内をしてもらえると嬉しい

随時 全住民 発表の場があれば出て行きます

5月

コープケア

サポートセンター都筑

デイについての認識を持ってもらう 特になし

コープ都筑 全住民

【交流】【交流】【交流】【交流】

　施設・住民等の交流のための活動

開催時期 施設名 目的 対象範囲 支援して欲しいこと

主な活動場所 対象種別 協力できること

毎年3月

第2日曜日

つづきMYプラザ 外国人や青少年が参画するイベント 区内 （相談）

つづきMYプラザ、

ホースポートモール

全住民 （相談）

毎年8月の

最終日曜日

ライフ&シニアハウス港

北

夏祭りを開催し、周辺住民の方も含めて

親睦を図る

自治会町内会

その他（牛久保小児

童）

開催の案内を地区内にしてもらえる

と嬉しい

当ハウス

敷地内1階・2階

全住民

コーラス等ふれあいの場があれば

出て行きます

毎年7月

マーマセンター北

保育園

地元自治会の方に来ていただき、園や子

どもの様子を知ってもらう

自治会町内会

地域の太鼓の方々に昨年は来ていただ

いた。お互いに気軽に交流していきた

い。

園内、牛久保西公園 全住民

気軽に遊びに来ていただき、園側からも地

域の清掃などお手伝いしたい。現在若干

行っている。

毎年8月 ハピネス都筑 ご利用者様に対する暑気払い 自治会町内会

施設内 全住民

毎年8月 キッズフォレアカデミー

お祭りを通して、地域の方と園児がふれ

あい、園の活動への理解を得る

特になし

園内 全住民

屋台、軽食販売、ゲーム遊び、園児の発表

NO 事業名・イベント名

事業名・イベント名NO

内容

吹奏楽、フラダンス、盆踊り、花火、合唱、各種屋台

世界の食文化体験、日本の伝統文化体験など、体験型イベント

プラザまつり

3 夏祭り

4 夏まつり

2 夏祭り

5 夏祭り

内容

障がい児保育経験者や障がい児を育てた先輩ママがいて、親子と

遊んだり相談にのったりします。

2 ポポラへようこそ♪

8 各種セミナー

1

セミナー

デイの活動展示

ひろば相談、専門相談、歯科衛生士・栄養士の相談、障がい児子

育て相談、外国人ママの支援

6 育児講座

離乳食講座（作り方、食育を学ぶ）

9 オープンデイサービス

1 子育て相談

7 おひさま広場

園庭で自由に過ごす

5

はあとdeボランティア

～中高生のための

夏休みボランティア体験～

保育施設、高齢者施設、障害者施設、はまっこ、キッズクラブ、ハ

マロードサポーターなど区内で活動

3 そうだポポラへ行こう！

先輩パパママから、出産や子育ての体験談を聞いたり、情報交換

をする集まり

4

チルコロキャラバン

公園で遊ぼう！ ききょう公園（2011年10月～2012年1月は中川八幡公園）で気軽な

公園遊び。ランチ持参も歓迎

各種屋台、マッサージ、演芸会、ミニゲーム

各種屋台、ゲーム、バザー

この地域活動の一覧は、各自治会町内会、委嘱委員（民生委員、家庭防災員等）、地区内の施設等に依頼し情報をとりまとめたものです。それぞ

れが行っている「一般の地域住民を対象としたイベントや活動一般の地域住民を対象としたイベントや活動一般の地域住民を対象としたイベントや活動一般の地域住民を対象としたイベントや活動」を、活動内容の種別に沿って分類しています。中川地区にどのような活動がある

のかを把握できるとともに、今後の活動の参考にしていただければ幸いです。

なお、実際には行っていても今回の調査から漏れている活動もあるかも知れません実際には行っていても今回の調査から漏れている活動もあるかも知れません実際には行っていても今回の調査から漏れている活動もあるかも知れません実際には行っていても今回の調査から漏れている活動もあるかも知れませんが、どうぞご了承下さい。
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（地区内施設の活動）

開催時期 施設名 目的 対象範囲 支援して欲しいこと

主な活動場所 対象種別 協力できること

事業名・イベント名NO

内容

毎年8月 キッズフォレ都筑

お祭りを通して、地域の方と園児がふれ

あい、園の活動への理解を得る

特になし

園内 全住民

毎年8月後半

JOY&FUN CHILD

ACADEMY港北

・園について知ってもらう

・地区の方達とのふれあい

特になし

フリーマーケットの開催や地区の子

ども達にたくさん参加してもらいたい

園内 全住民

毎年6月

都筑ハートフルステー

ション、すくすく保育園

祭りを通じて、地域住民、高齢者、園児との交流と

施設について知ってもらうことを目的とする

特になし 来場して楽しんでもらいたい

都筑ハートフルステー

ション、すくすく保育園

全住民

毎週水曜日

12:30～15:00

はなことばセンター南 高齢者の集いの場 自治会町内会

地域に住まわれているご高齢者を

誘ってもらいたい。また送迎

はなことばセンター南

1Fリビング

高齢者

障がい児者

施設内のスペースをレントします。

活動に協力します。

6月

12月

コープケア

サポートセンター都筑

通所に来ている方々や地域の皆様に来ていた

だくことでコープの福祉について理解してもらう

特になし

コープ都筑 全住民

3ヶ月に1度

子育て支援センターポポラ

まんまるプレイパーク

サークルの交流とサークルに興味のある

当事者とのつながり作り

区内

サークルの地域での活動を応援し

ていただけたら嬉しいです

ポポラ

その他（子育てサーク

ルに興味のある人）

年2コース

（春と秋）

子育て支援センター

ポポラ

子育て中の方の仲間作り 区内

ＰＲをお願いしたいです。自主活動になった

後も、地域での活動を暖かく見守っていただ

ければ嬉しいです。

ポポラ等

その他（未就学児

と家族）

月1回 中川西保育園 地域の親子と保育園の交流 区内

中川西保育園

その他（地域の親

子）

月1回 中川西保育園 保育園の給食を体験する 区内

中川西保育園

その他（地域の親

子）

9 1F　喫茶

10 ミニコンサート

11

カフェ・子育てサークル

おいしいおしゃべり

6 夏祭り

8 ふれあい祭

13 交流保育

14 ランチ交流

12 チルコロクラブ

お茶や各種ケーキ、パン、クッキー等季節のお菓子を提供

7 夏祭り

自由なおしゃべりの場

サークル紹介や運営のお悩み相談など

・色々なあそび　　・誕生日会　　・人形劇　など

子ども達と一緒に遊び、ご飯を食べる

ワーキングママ、マタニティなどテーマを設けて参加者をつのり、5

回コースのクラブ活動を行い、終了後自主活動化する

各種屋台、ゲーム、バザー

各種屋台、園児の発表（踊り）、職員の発表（バンド）、入所者の発

表（歌）、ボランティア（歌・太鼓等）

職員出し物、盆踊り、ゲームコーナー、縁日コーナー、屋台コー

ナー、ビンゴゲーム

ピアノや歌によるミニコンサート

20



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中川地区 

自治会町内会マップ 

このマップは、中川地区内の自治会町内会の場所を示し
たものです。区役所地域振興課が平成 24 年 2 月現在
の情報を基に作成した地図を提供していただき、中川地
区を抜粋しました。 
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中川地区内の福祉施設一覧（H23.08現在）中川地区内の福祉施設一覧（H23.08現在）中川地区内の福祉施設一覧（H23.08現在）中川地区内の福祉施設一覧（H23.08現在）

NO 施設名称施設名称施設名称施設名称 種別種別種別種別 種類種類種類種類 郵便番号郵便番号郵便番号郵便番号 住所住所住所住所 電話電話電話電話 FAXFAXFAXFAX 備考備考備考備考

1

(福)若竹大寿会

横浜市中川地域ケアプラザ

ケアプラザ 地域ケアプラザ 224-0001 中川1-1-1 500-9321 910-1513

2

(福)ファミリー

特別養護老人ホーム　ハピネス都筑

高齢 特別養護老人ホーム（ユニット型） 224-0011 牛久保町1808-3 914-8853 914-8851

3

(福)平成記念会

介護老人福祉施設ヴィラ都筑

高齢 特別養護老人ホーム（ユニット型） 224-0027 大棚町392-1 593-2800 593-3001

4

㈱ニチイケアパレス

ニチイホームセンター北

高齢 介護付有料老人ホーム 224-0003 中川中央1-29-24 910-1571 910-2572

5

㈱ゆうあい

はなことばセンター南

高齢 介護付有料老人ホーム 224-0003 中川中央2-4-6 595-2155 595-2156

6

㈱ワタミの介護

レストヴィラあざみ野

高齢 介護付有料老人ホーム 224-0016 あゆみが丘19-24 911-6517 911-6561

7

㈱生活科学運営

有料老人ホームライフ&シニアハウス港北

高齢 介護付有料老人ホーム 224-0003 中川中央1-39-11 911-2336 911-6406

8

㈱長谷川介護サービス

イリーゼ横浜センター南

高齢 介護付有料老人ホーム 224-0003 中川中央2-3-28 590-0230 593-5005

9

(医)ピーエムエー

ソフィア都筑

高齢 介護老人保健施設 224-0001 中川1-1-1 914-8555 914-8557

10

(医)活人会

都筑ハートフルステーション

高齢 介護老人保健施設 224-0027 大棚町74-9 595-2641 595-2642

11

(福)秀峰会

グループホーム翠嵐の風

高齢 認知症高齢者グループホーム 224-0002 中川町8-11-18 914-6633 914-6673

12

(福)秀峰会

グループホーム都筑の春

高齢 認知症高齢者グループホーム 224-0001 中川4-20-11 914-7722 914-7724

13

(福)秀峰会

春風の丘

高齢 認知症高齢者グループホーム 224-0014 牛久保東3-23-35 350-5691 350-5693

14

㈱ｿｰｼｬﾙ・ｸﾘｴｲﾃｨﾝｸﾞ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

SCCライフケア＠つづき

高齢 認知症高齢者グループホーム 224-0027 大棚町145 590-3453 590-3454

15

(福)ファミリー

デイサービスセンター　ハピネス都筑

高齢 通所介護（デイサービスセンター） 224-0011 牛久保町1808-3 914-8853 914-8851

16

(福)若竹大寿会

中川地域ケアプラザ

高齢 通所介護（デイサービスセンター） 224-0001 中川1-1-1 500-9321 910-1513

17

(福)平成記念会

平成デイサービスセンター都筑（ヴィラ都筑内）

高齢 通所介護（デイサービスセンター） 224-0027 大棚町392-1 593-2800 593-3001

18

㈱Abcマネージメント

デイホームAbc

高齢 通所介護（デイサービスセンター） 224-0001 中川1-6-32 276-6471 911-1030

19

㈱日本介護事業

だんらんの家　デイサービス都筑

高齢 通所介護（デイサービスセンター） 224-0001 中川5-40-29 482-4070 482-4071

20

生活協同組合　コープかながわ

コープケアサポートセンター都筑

高齢 通所介護（デイサービスセンター） 224-0012 牛久保2-19-1 913-5252 913-5201

21

(医)活人会

高齢者グループホーム横浜はつらつ

高齢 認知症高齢者グループホーム 224-0027 大棚町74-10 595-3131 595-3132

22

(福)イクソス会

つづきルーテル保育園

児童 保育所 224-0015 牛久保西2-18-1 910-6686 910-6687

23

(福)小桜会

中川小桜愛児園

児童 保育所 224-0001 中川1-1-1 500-9581 915-7411

24

(福)中川福祉会

つづき保育園

児童 保育所 224-0012 牛久保1-22-17 915-9887 915-9881

25

(福)長幼会

すくすく保育園

児童 保育所 224-0027 大棚町74-12 595-0415 595-0416

26

(福)遊育会

マーマセンター北保育園

児童 保育所 224-0015 牛久保西2-28-1 914-4649 914-4150

27 横浜市中川西保育園 児童 保育所 224-0001 中川3-6-6 913-2060 913-2072

28

㈱日本保育サービス

アスクセンター北保育園

児童 保育所 224-0003 中川中央1-19-20 914-5911 912-1381

29

(特非)W.coめーぷるここ

めーぷる保育園

児童 横浜保育室 224-0003 中川中央1-39-11　2F 914-6272 479-2220

30

(特非)W.coめーぷるここ

もあな保育園

児童 横浜保育室 224-0003 中川中央1-38-10 482-7678 482-7678

31

㈱キッズフォレ

キッズフォレ都筑

児童 横浜保育室 224-0003 中川中央1-21-7 911-6303 911-1576

32

㈱キッズフォレアカデミー

キッズフォレアカデミー

児童 横浜保育室 224-0003 中川中央1-19-19 911-6303 911-1576

33

㈱チャイルドランド

あひる保育園エンジェルプラネットBaby

児童 横浜保育室 224-0001 中川1-10-15 913-8741 913-8741

34

㈱ピエロタ

ピッコリーノ保育園

児童 横浜保育室 224-0003

中川中央1-21-1 パルコプレ

チオーゾ2F

913-1188 913-1131

35

㈱ベビーステーション

ベビーステーション中川

児童 横浜保育室 224-0001 中川1-20-18　2F 911-8246 911-8441
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中川地区内の福祉施設一覧（H23.08現在）中川地区内の福祉施設一覧（H23.08現在）中川地区内の福祉施設一覧（H23.08現在）中川地区内の福祉施設一覧（H23.08現在）

NO 施設名称施設名称施設名称施設名称 種別種別種別種別 種類種類種類種類 郵便番号郵便番号郵便番号郵便番号 住所住所住所住所 電話電話電話電話 FAXFAXFAXFAX 備考備考備考備考

36

㈲メロディ

ベビーホームメロディ中川園

児童 横浜保育室 224-0001 中川1-15-19-201 911-0428 911-0428

37

(特非)W.coめーぷるここ

子育て子育ち支援センターぽっぽ

児童 認可外保育所 224-0003 中川中央1-39-11 914-6272

38

(特非)あっとほーむ

あっとほーむ

児童 認可外保育所 224-0015 牛久保西3-2-7 911-9502

39

(特非)もあなキッズ自然楽校

めーぷるキッズ

児童 認可外保育所 224-0003 中川中央1-39-11　1F 342-8389

40 スマイルインターナショナルプリスクール 児童 認可外保育所 224-0012 牛久保1-5-18 913-1135

41 スマイルキッズアウラ 児童 認可外保育所 224-0003 中川中央1-6-4　2F 912-2381

42 どろんここぶた 児童 認可外保育所 224-0012 牛久保3-2-3 914-6700

43

㈱スカイハート

JOY&FUN CHILD ACADEMY港北

児童 認可外保育所 224-0001

中川1-19-23 大久保第5ビル

2F

914-8126

44

㈱セイハネットワーク　福岡本部

ラビキッズワールド　ノースポートモール教室

児童 認可外保育所 224-0003 中川中央1-25-1 3F 915-8048

45

㈱チャイルドランド

エンジェルプラネット　kids

児童 認可外保育所 224-0003 中川中央1-29-24 2F 912-9326

46

㈱ブレストインキュベーション

プレスト保育スクール

児童 認可外保育所 224-0015 牛久保西2-20-12 915-5606

47

㈱ペイビー・バー

親子カフェ　ベイビー・バー

児童 認可外保育所 224-0003 中川中央1-1-3あいたい3F 912-9300

48

㈲トゥインクル・キッズ

TWINKLE児童園

児童 認可外保育所 224-0001 中川1-16-8-14　2F 912-6655

49

浜クリニック

病児保育室ソレイユ

児童 病児保育室 224-0003 中川中央1-21-3-201 913-3055 913-3056

50 都筑区子育て支援センター　Popola 児童 地域子育て支援拠点 224-0003 中川中央1-1-3 あいたい5F 912-5135 912-5160

51 つづきMYプラザ 児童 都筑多文化・青少年交流プラザ 224-0003 中川中央1-25-1 5F 914-7171 914-7272

52

(福)横浜市リハビリテーション事業団

ぴーす中川

障がい 児童デイサービス 224-0001

中川1-19-27 ノースヒルズ

中川201

914-7033 914-7043

53

(福)若竹大寿会

中川地域ケアプラザ　児童デイサービス

障がい 児童デイサービス 224-0001 中川1-1-1 500-9321 910-1513

54

(福)同愛会

つづき活動ホームくさぶえ

障がい 地域活動ホーム（法人型） 224-0014 牛久保東1-33-10 590-5778 590-5779

55

(特非)PDDサポートセンターグリーンフォレスト

オフィスウィング

障がい 地域活動支援センター 224-0015 牛久保西1-10-9-201 308-0896 308-0896

56

㈱ピアサポート

ピアジョブサポートセンター北

障がい

日中活動サービス

就労移行支援

224-0003

中川中央1-1-1 あいたいメ

イト101-A

948-5220 948-5221

57 (福)試行会　しゅしゅ・あゆみが丘店 障がい

日中活動サービス

就労継続B型

224-0016 あゆみが丘18-4 914-8290 913-5407

58 (福)同愛会　レアリゼつづき 障がい

日中活動サービス

就労継続B型

224-0015 牛久保西2-11-5 913-4223 913-2436

59 (福)同愛会　響 障がい

日中活動サービス

生活介護

224-0002 中川町8-8-1 913-2230 912-2230

60 (福)試行会　ワーク中川 障がい

日中活動サービス

生活介護、就労移行、就労継続B型、短期入所

224-0001 中川2-8-26 914-8290 913-5407

61 スイートピー 障がい

障害者グループホーム・ケアホーム

（運営委員会型）

224-0027 大棚町261

62 ポマト 障がい

障害者グループホーム・ケアホーム

（運営委員会型）

224-0027 大棚町148

63 (福)かたるべ会　アムール 障がい

障害者グループホーム・ケアホーム

（法人運営型）

224-0015 牛久保西1-14-11

64 (福)横浜やまびこの里　ハウスF 障がい

障害者グループホーム・ケアホーム

（法人運営型）

224-0001 中川3-28-16-401

65 (福)同愛会　たんぽぽホーム 障がい

障害者グループホーム・ケアホーム

（法人運営型）

224-0015 牛久保西2-11-6

66 (福)同愛会　びえんと1 障がい

障害者グループホーム・ケアホーム

（法人運営型）

224-0001 中川1-25-10

67 (福)同愛会　びえんと2 障がい

障害者グループホーム・ケアホーム

（法人運営型）

224-0001 中川1-25-10

68 (福)同愛会　みずほ1 障がい

障害者グループホーム・ケアホーム

（法人運営型）

224-0014 牛久保東3-20-3

69 (福)同愛会　みずほ2 障がい

障害者グループホーム・ケアホーム

（法人運営型）

224-0014 牛久保東3-20-3

70 (福)同愛会　みんなの家 障がい

障害者グループホーム・ケアホーム

（法人運営型）

224-0003 中川中央1-3-7
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 この報告書は次の場所に置いてあります                
ё 中川地域ケアプラザ    ё 中川西地区センター 

ё 中川中学校コミュニティハウス  ё つづきＭＹプラザ 

ё 中川地区内の各自治会館・町内会館 

 

 この報告書はホームページでも見られます            

Ъ 都筑区社会福祉協議会 ホームページ  http://www.tuzuki-shakyo.jp  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会（略して「「「「社協社協社協社協」」」」）は 

 

社会福祉法に定められた「地域福祉の推進を図る」ことを目的に 

組織されている民間の社会福祉団体です 

自治会・町内会ほか 

地域の様々な団体で構成されています 
 

民間団体ではありますが 

社会福祉法に定められた団体で 

横浜市では行政区分ごとに区社協があり 

その基礎的組織として 

地区社協があります 
 

行政とは別に民間目線からの地域福祉であり 

住民の立場で 

一歩踏み込んだきめ細かい福祉をめざします 
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