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地域福祉の新たな拠点をめざして
平成 19 年３月、社会福祉法人川崎市社会福
祉協議会は「川崎市総合福祉センター（エポッ
クなかはら）
」へ移転いたしました。
「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、市民が主体となる地域福祉活動の推進を
図り、市民の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、改修工事を経て、平
成 19 年４月に全面オープンいたしました。
「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。

川崎市社会福祉協議会新事務所のご案内
住所 〒 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
階数
事務所
課
ＴＥＬ
ＦＡＸ
総務課（代表）
044-739-8710
経理課
044-739-8711
介護支援課
044-739-8712
総合事務所
044-739-8737
地域推進課
044-739-8716
施設・団体事業推進課
044-739-8717
在宅サービス課
044-739-8721
６階
川崎市民生委員児童委員協議会
044-739-8730 044-739-8731
044-739-8727 044-739-8738
川崎市あんしんセンター あんしんセンター運営課
本部事務所
認知症サポートほっと（相談事業）
044-739-8728
地域福祉情報バンク
044-739-8720
044-739-8739
地域福祉情報バンク
総合相談窓口
044-739-8719

５階

１階

かわさき障害者 110 番（相談事業）
ボランティア活動振興センター
川崎市福祉人材バンク
地域包括支援センター調整課
川崎市あんしんセンター
生活支援課
中部事務所
川崎市総合福祉センター 施設管理課

044-733-5830
044-739-8718 044-739-8739
044-739-8726 044-739-8740
044-739-8723
044-739-8732
044-739-8733
044-722-0185

044-722-5985

川崎市総合福祉センター
（エポックなかはら）
富士通 K.K
交番

コンビニ
←至武蔵溝ノ口（登戸駅方向）

至武蔵小杉（川崎駅方向）→

連絡通路
JR 南武線

南武沿線道路
武蔵中原駅

中
原
街
道
〒

※ＪＲ南武線武蔵中原駅前徒歩 1 分です。（改
札口を出て右側、駅からの連絡通路をご利用
ください。3 階エレベーターホールに接続し
ています。
）
※平面駐車場のスペースが狭いため、車でのお
越しはご遠慮ください。また、満車の場合は
駐車をお断りさせていただきます。
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川崎市総合福祉センターにおける事業
１

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を実施するとと
もに、地域福祉情報を収集・整理し、福祉情報の提
供を行います。
（１）福祉相談事業 （電話：044 － 739 － 8719）
・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、
臨床心理士による相談）
・かわさき障害者 110 番（専門相談員による相談
電話 044 － 733 － 5830）
（２）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

２

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に、地域福祉の推進
を目的とした研修等を実施します。
（１）地域福祉コーディネーター専門研修
（２）社会福祉施設等職員専門研修
（３）その他地域福祉推進研修

３

施設・設備の利用提供事業
地域福祉活動の場として、さらに生涯学習や余暇
活動などの場として、ホール・会議室の貸出を行い
ます。 利用料金、利用申込みの方法など詳しくは、会館受付へ
お問合せください。
（電話：044－722－0185）

川崎市総合福祉センター各階案内
７階

大会議室（武蔵） 和室（神地）第１会議室（春
日）第２会議室（祇園） 第３会議室（橘）

６階

川崎市社会福祉協議会総合事務所

５階

川崎市社会福祉協議会
授乳室 身障者用トイレ

４階

ホール（２階客席 277 席、映写室）

３階

ホール
（１階客席636席、車いす専用スペース
10席） 舞台 第２楽屋 第３楽屋 身障者
用トイレ <※JR南武線連絡通路に接続>

２階

レストラン

１階

事務室 宴会受付事務所
平面駐車場 立体駐車場

Ｂ１階

中央監視室

ホール

第２会議室（祇園）

大会議室（武蔵）

第３会議室（橘）

第１会議室（春日）

和室（神池）

厨房

消防ポンプ室

第１楽屋
電気室

機械室

（各施設のご紹介）
●ホール
定員９２３名。各種大会、式典、講演、音楽、演劇など幅広い用途にご利用いただけます。
●大会議室（武蔵）
定員１８０名。中規模の各種大会や講演会などに最適の会議室です。
●会議室（第１～第３）
第１会議室（春日）
、第２会議室（祇園）は定員１０名。第₃会議室（橘）は定員６０名。小規模な会議に適しています。
₃つの会議室はパーテーションで仕切られており、第１・第２会議室をつなげて使用したり、第１・第２・第３会議室
をつなげて使用することも可能です。
●和室（神地）
定員１５名。お茶、お華の稽古をはじめ、打合せ、会席の場としてもご利用いただけます。
利用料金、利用申込みの方法など詳しくは、会館受付へお問合せください。 （電話
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川崎市あんしんセンター各事務所のご紹介
川崎市あんしんセンターでは、高齢の方や障害がある方などで、ご本人だけでは福祉サービスの利用契約や金
銭の管理に不安のある方に対して、福祉サービス利用援助・日常的金銭管理サービスや書類等預かりサービスの
提供や、成年後見制度の手続き等に関する相談など、権利擁護に関わる相談・サービス提供を行っています。
詳しくは、お住まいの地域のあんしんセンターまでお問い合わせください。
○南部事務所生活支援課（川崎区・幸区にお住まいの方）
○中部事務所生活支援課（中原区・高津区・宮前区にお住まいの方）
※所在地は１面をご覧ください。
○北部事務所生活支援課（多摩区・麻生区にお住まいの方）

南部事務所地図

北部事務所地図

２１０－０００６ 川崎市川崎区砂子１－７－４ 砂子平沼ビル８階
TEL ０４４－２４５－１１４４
FAX ０４４－２４４－４２１８

福祉パルかわさき
（川崎市川崎区社会福祉協議会）

川崎
市役所

市役所第３庁舎

市役所
第２庁舎

モアーズ
三和銀行
東口
JR川崎駅
西口

至 横浜

親切の連鎖反応
車を運転していると大通りに車が渋滞して繋がっていて、

バスターミナル
向ケ丘遊園駅

世田谷町田線

多摩川

京急川崎駅

横浜銀行

銀柳街

至 立川

柏屋
大正堂
小田急

登戸駅
ＪＲ登戸駅

橋

★
39

川崎市あんしんセンター
北部事務所
福祉パルたま
（川崎市多摩区社会福祉協議会）内
八千代銀行

みずほ銀行

至 生田

至 東京

ダイス
川崎店

NTT

川崎信用金庫
砂子通り

横浜銀行

川崎市あんしんセンター
南部事務所

２１4 －００14 川崎市多摩区登戸１７６３
ライフガーデン向ヶ丘２階 福祉パルたま内
TEL ０４４－９３３－２４１１
FAX ０４４－９３３－２４１２

至 溝口

分は人に親切をするんだと考えて、行動している人たちだと
思います。私は麻生区内で活動していますが、私たちのささ

横丁からの車がなかなか列に入れてもらえないことがありま

やかな活動が他の人に温かい心を呼び起こし、池に投げ込ま

す。そんな時、隙間を空けて車を入れてくれる人があると嬉

れた小石が波紋を広げていくように、社会の中に親切の連鎖

しくなります。そんなちょっとした親切が人の心を幸せにし

反応を起こしてくれることを祈りながら活動しています。

てくれます。こういう経験をした人は今度は自分が親切にし
てやろうと思うでしょう。
江戸時代の長屋を舞台にした小説を読むと貧しい人たちが、
お互いにお米を融通し合ったりして、助け合って生活してい
る様が出てきます。今の日本の社会はこのような助け合い精
神が少し後退しているように感じます。ボランティア活動を
している人々はそんな風潮の中で、他人はどうあろうとも自

今は小さな存在ですが、長年にわたってやり続ければ少し
は社会を良い方向に向かわせるエネルギー源に育っていくの
ではないかと期待しています。そのためにはより多くの方の
参加が是非とも必要です。
皆さん、ご一緒にやりませんか？
麻生区ボランティアグループ

グッドネイバース
副代表

堀

繁一
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平成１８年度赤い羽根共同募金のお礼
毎年、赤い羽根共同募金にあたたかいご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
おかげをもちまして１８年度の川崎市の共同募金寄付金総額は、187,390,755 円（別表参
照）でございました。市民の皆さまはじめ、町内会・自治会、企業、学校、民生委員児童委
員協議会等、各種団体のご協力の賜物とあらためてお礼申し上げます。
皆さまから寄せられた寄付金は、神奈川県共同募金会を通じて民間の社会福祉施設や障害
者地域作業所、社会福祉協議会、そして市内地域の福祉ニーズを
平成１８年度共同募金実績額
もつ方々等に配分させていただくこととなります。
景気の低迷等の事情もあり、神奈川県下においても共同募金の
募 金 種 別
寄付金は減少傾向にあります。その一方で、地域における在宅福
一般募金
祉団体や当事者団体の増加、福祉ニーズの多様化による福祉サー
戸別募金
法人募金
ビスの需要は年々高まってきており、あらためて共同募金への期
内
街頭募金
待も大きくなっております。
訳 校内募金
地域における様々な地域福祉活動を支えていただくため、今後
職域募金
も皆さまのあたたかいご協力を賜りますよう心からお願い申し上
その他
げます。
年末たすけあい募金

社会福祉法人神奈川県共同募金会川崎市支会連合会

合

計

( 単位

実

績

円）

額

114,940,604
89,863,759
8,274,689
8,212,996
3,021,087
2,820,597
2,747,476
72,450,151
187,390,755

平成１９年２月２８日現在

手話講習会等を開催します
本会川崎市聴覚障害者情報文化センターでは平成１９年度に手話講習会（手話奉仕員）
、手話通訳
者養成講座、要約筆記奉仕員養成講座を開催します。開催時期、申込〆切など詳細は電話・ＦＡＸ
でお問合せいただくか、川崎市聴覚障害者情報文化センターＨＰにて。
中原区井田三舞町1 ４－16
TEL 044－798－8800 FAX 044－798－8805 http://home.s06.itscom.net/k-joubun/

福祉のお仕事を紹介しています

福祉用具の展示や研修を行っています

本会川崎市福祉人材バンクでは福祉のお仕事を紹介してい

本会川崎市高齢社会福祉総合センターでは、福祉関係書

ます。川崎市内の福祉関係のお仕事をお探しの方、職員の募

籍・ビデオの貸出しや、福祉用具の展示を行っています。ま

集をお考えの事業所様はお問い合わせください。

た、市民の方を対象とした「ホームヘルパー研修」や、福祉現
場で活躍されている方を対象とした様々な研修も実施してい

川崎市総合福祉センター５F
開所時間

9：00～17：00

TEL

受付時間

044-739-8726

ます。

9：00～11：45・13：00～

16：30 土日祝休み。詳細は電話でお問合せいただくか、本会

多摩区長沢 2-11-1

HPにて。
（アドレスは1面）

詳細は電話でお問合せいただくか、本会ＨＰにて。
（アドレ

TEL

044-976-9001

スは 1 面）

広報紙をリニューアルいたしました
本紙「川崎の社会福祉」は今回の平成 19 年４月号からリニューアルを行い、カラー印刷で４・７・
１０・１月の年４回発行となりました。これからも、役に立つ情報をできるだけ読みやすい形でお届け
してまいりたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。

この広報紙は一部共同募金の配分金で発行されています。

