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支部社会福祉協議会活動計画の概要 
 

 

１ 支部社会福祉協議会 （支部社協） とは 

 

市内を 11の支部に分けて設置され、「自分たちの暮らしているまちの福祉課

題は自分たちで取り組むこと」を理念とし、民生委員児童委員、自治会、ボラ

ンティア、小中学校ＰＴＡ、青少年相談員、青少年補導員、保護司、婦人の会、

老人クラブ、福祉施設や団体、地域の方々（個人）等が集まり組織されていま

す。 

 

東１ （美浜） 

東２ （北栄 4､猫実 1･2､海楽） 

西１ （堀江 3～5､富士見 2･3） 

西２ （堀江 1･2･6､富士見 1･4･5､舞浜） 

南１ （東野 1･2､東野 3-1～9､富岡､今川） 

南２ （東野 3-10～41､弁天､鉄鋼通り､港､千鳥） 

南３ （高洲） 

北１ （猫実 4･5､当代島） 

北２ （北栄 1～3､猫実 3） 

海浜１（入船） 

海浜２（日の出､明海） 

 

（支部社協設立の経緯） 

千葉県では昭和 61 年 2月に「ふれあい・支えあいのある心豊かな福祉社会」のさら

なる発展をめざし「千葉県地域ぐるみ福祉推進計画」が策定され、浦安市社会福祉協議

会においても「小域福祉圏地域ぐるみ福祉ネットワーク事業推進委員会」の組織化が始

まり、平成 2年度に市内 8地区に設置されました。平成 13年度に上記の委員会を発展

的解消し、市内 8地区に「支部社会福祉協議会（支部社協）」を設置しました。平成 17

年度に東 1支部を 3分割（東 1・海浜 1・海浜 2支部）し、平成 28年度に南 1支部を 2

分割（南 1・南 3支部）し、現在の 11支部となって活動を進めています。 

 

支支部部社社協協ののエエリリアア  
（11支部区分図） 
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２ 支部社協の活動と主な取り組み 

 

様々な事業を通じ、日ごろから顔を合せることにより、住民同士のつながり

をつくる活動を進めています。 

◼ 地域で孤立する人を出さないための活動 

 ～孤立予防・介護予防への取り組み・地域における居場所づくりの推進  

◼ 初期的な問題の発見・相談対応の窓口 

 ～関係機関や様々な団体との連絡調整 

◼ 地域住民への福祉情報発信 
 

○住みよいまちづくりのための具体的な活動の展開 

◼ 高齢者等地域の方々対象のサロン 

◼ 声かけ活動 

◼ 子育てサロン 

◼ 地域における助け合い活動 

◼ 地域の小中学校における異世代間交流や福祉教育活動 

◼ 地域の方々を対象とした行事・講演会（福祉まつり・健康教室等） 

◼ 広報紙発行 など 

 

３ 支部社協活動計画の策定及び推進 

 

以下の日程で、各支部社協へ活動計画策定の説明会を行いました。 

◼ 支部社協調整会議 ： 平成 27 年 7 月 6 日（月） 

◼ 東 １ 支 部 ： 平成 27 年 9 月 11 日（金） 

◼ 東 ２ 支 部 ： 平成 27 年 7 月 7 日（火） 

◼ 西 １ 支 部 ： 平成 27 年 7 月 24 日（金） 

◼ 西 ２ 支 部 ： 平成 27 年 7 月 13 日（月）・8 月 17 日（月） 

◼ 南 １ 支 部 ： 平成 27 年 9 月 7 日（月） 

◼ 南 ２ 支 部 ： 平成 27 年 9 月 10 日（木） 

◼ 南 ３ 支 部 ： 平成 27 年 9 月 7 日（月） 

◼ 北 １ 支 部 ： 平成 27 年 7 月 17 日（金） 

◼ 北 ２ 支 部 ： 平成 27 年 7 月 24 日（金） 

◼ 海浜１支 部 ： 平成 27 年 7 月 15 日（水） 

◼ 海浜２支 部 ： 平成 27 年 9 月 2 日（水） 
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説明会後、各支部社協において地域性・実情（人口や世帯の推移、地域資源

等）から地域における課題やニーズ把握を行い、これからの地域がどのように

なっていったらよいか、そのために支部社協で取り組めることは何かといった

ことを各支部で話し合い、活動計画を策定しました。 

平成 28 年度から 5 年間の活動を見据えた計画としていますが、内容につい

ては年々各支部において更新していくものとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区データについて 

◼ 人口等データは、浦安市ホームページ統計情報を基に、社協で調べた独自のデータ

です。 

◼ 地域資源は、以下の情報を基に、社協で調べたデータです。 

《参考資料》 ＷＡＭＮＥＴ（福祉医療機構）、千葉県介護サービス情報公表シス

テム（千葉県介護サービス情報公表センター）、介護保険・介護サ

ービス事業者ガイドブック 2015年「ハートページ」（浦安市介護保

険課監修）、浦安子育てガイドブック（i-net）、浦安カタログ（明

光企画）、浦安市高齢者ガイドブック・浦安市障がい福祉ガイドブ

ック・ひとりじゃないよ－みんなで子育てハンドブック－（浦安市）   

順不同 

◼ 介護サービス事業所の内、「居宅療養管理指導・予防居宅療養管理指導事業所」につ

いては掲載していません。 
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 浦安市社会福祉協議会 
東１支部活動計画 
地  域：美浜 

設立年月日：平成 13年 5月 30日 

推進体制：支部社協推進委員数 43人 

 
 

 

 

 

 

 

【地域性】 

東 1支部の地域は、浦安市の中町に位置し、

昭和 55年前後より入居が始まり、丁目ごとに

マンションと戸建てのエリアに分かれ、都内

に通勤・通学する家族のベッドタウンです。

開発から 35年を経過し、人々は定住し地域の

つながりもできています。高齢化の進展が顕

著な戸建て地区の美浜 3・4丁目では、高齢化

率が 40％を前後しています。 

 

【地域の現状と課題】 

美浜 3 丁目は市内で最も高齢化率が高く、

すでに 41％に達しています。4 丁目も 36％

となり、マンションエリアでも 18～30％の

高齢化率となっております。一方、未就学

児童については、近年ほぼ横ばいの状況で

推移しています。 

東日本大震災以降、家族の絆・地域の絆

が求められ、高齢者家族の呼び寄せや二世帯住宅への転換が増加しています。 

一人暮らしや高齢者世帯、あるいは昼間のみ高齢者世帯を支える仕組みづく

りについて、戸建て地域では話し相手や外出介助、中高層マンション地域では

更にゴミ出し等のニーズが認められます。 

こうした高齢化率の上昇は今後とも続くものと予想され、高齢者同士の支え

合いが今後はより一層不可欠であり、支え合い・助け合いのできる自立した地

域を目指さなくてはならないと考えます。地域包括ケアシステムの動向も踏ま

え、今後はより小さな地域で、より身近な活動を模索していくことが求められ

ています。 

地域の皆さんが安心して暮らせるまちづくり 

重点目標 
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地域とのつながりがより一層欠かせない状況のなかで、安心して暮らせるま

ちづくりを考えた場合、たとえば気楽に集える居場所づくりの促進が一つあげ

られます。 

 そのためには、こうした場所やイベント等を支える推進委員をも含めた担い

手確保の問題を早急に解決に向けて動き出す必要があり、地域活動や事業にお

ける周知方法の充実や工夫が重要であると考えています。 

 

【今後の方向性と具体的な活動】 

・気楽に集える居場所づくりを小さな地域で継続的に実施していきます。 

・高齢者の外出支援や生きがいづくり、仲間づくりの促進のために、サロンや 

異世代間交流、バスツアーに取り組みます。 

・子育て世代の家族を支援する交流の場をつくります。 

・事業・イベントや担い手の活動内容における普及啓発の充実、工夫に努めま

す。 

・福祉教育を通じて、子どもたちのふれあいと支え合いの心や社会性を育んで

いきます。 

 

【事業展開】 

・ふれあいバスツアー（年 1回） 

・高齢者サロン 

  万寿会（美浜 2丁目、年 4回） 

  ほっと（美浜 5丁目、毎月） 

・みはまサロン（高齢者サロン、年 1回） 

・子育てサロン（年 4回） 

・美浜☆はまかぜ祭（美浜中学校、福祉体験型  

文化祭） 

・美浜サロン（美浜北小学校、昔あそびを通じた異世代間交流サロン） 

・美浜南小昔あそび（昔あそびを通じた異世代間交流） 

・花・サツマイモ栽培活動（美浜南小学校・美浜北小学校） 

・ふれあいグラウンドゴルフ（年 1回） 

・広報紙「はまかぜ」発行（年 2回） 

・みはまいきいきサロン（美浜公民館への協力事業、年 11回）など 
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－ 地区データ － 

【地域】 美浜 

 
平成 27年 4月 1日 

現在データ 
平成 21年 増減 

総人口 10,056人 6.14% 10,606人 △550人 

世帯数 4,144世帯 5.51% 4,086世帯 58世帯 

0～4歳 369人 3.67% 424人 △55人 

5～14歳 793人 7.89% 872人 △79人  

65歳以上（高齢化率） 2,670人 26.55% 1,866人 804人 

《内 75歳以上》 974人 9.69% 614人 360人 

※総人口・世帯は市内比率、その他は地区内比率 

区 域 
総人口 0～4歳 65歳以上 《内 75歳以上》 

10,056人 369人 3.67% 2,670人 26.55% 974人 9.69% 

美浜１丁目 3,161人 103人 3.26% 586人 18.54% 235 7.43% 

美浜２丁目 2,156人 134人 6.22% 450人 20.87% 181 8.40% 

美浜３丁目 1,103人 22人 1.99% 453人 41.07% 170 15.41% 

美浜４丁目 1,310人 33人 2.52% 473人 36.11% 153 11.68% 

美浜５丁目 2,326人 77人 3.31% 708人 30.44% 235 10.10% 

 

【地域資源】 

（児童・青少年）   

内 容 名 称 住 所 

認定こども園、子育てすこやか

広場 
美浜南認定こども園 美浜 3-15-2 

保育園 新浦安子どもの木保育園 美浜 3-25-18 

認定こども園、子育てすこやか

広場、預かり保育 
美浜北認定こども園 美浜 5-12-3 

     

（障がい）   

内 容 名 称 住 所 

障がい者就労 カフェテラスあったかぼっこ 美浜 2-15若潮公園内 

特別支援学級 美浜南小学校「あすなろ学級」 美浜 3-15-1 

通級指導教室 美浜北小学校ことばときこえの教室 美浜 5-12-1 

特別支援学級（知的障がい） 美浜中学校「E組」 美浜 5-12-2 
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（自治会・老人クラブ・学校・公共施設等）  

 

自 治 会 エルシティ新浦安、美浜西エステート、美浜三丁目、美浜 15、美浜 16、 

美浜東エステート 

うらやす市民大学 美浜南小学校内 

老 人 クラブ 美浜しろがね会、美浜西さくら会、Ｍ3 イズミクラブ、美浜寿会 

学 校 美浜南小学校、美浜北小学校、美浜中学校 

児童育成クラブ 美浜南小学校地区児童育成クラブ、美浜北小学校地区児童育成クラブ 

学 校 区 美浜中学校区（美浜中学校区健全育成連絡協議会） 

公 民 館 美浜公民館 
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浦安市社会福祉協議会 
東２支部活動計画 

 

地  域：北栄 4丁目、猫実 1･2丁目、海楽 

設立年月日：平成 13年 6月 21日 

推進体制：支部社協推進委員数 48人 

 

 

 

 

 

 

 

【地域性】 

東２支部の地域は、元町と中町の地域であり、

「高齢者の多い地域・高齢化率 24.42％」と「子

育て世代の多い地域・高齢化率 8.09％」が混合し

ている地域です。「高齢者の多い地域」は高齢者

のみの世帯も増加していますが、人と人とのつな

がりは比較的強い地域です。一方、「子育て世代

の多い地域」は賃貸アパートやマンションが多く

点在し、独身の若者・ひとり暮らしの高齢者など、地域とのつながりが少ない

方も多く住んでいます。 

 

【地域の現状と課題】 

高齢者事業については、普段外出を控えている方にも参加していただけるよ

う幅広く声かけを行い、サロンは各自治会館で開催、また日帰りバスツアーは

近場としています。地域ごとに開催し、地域のつながりをより深めています。

また、子育て世代の孤立を防ぐため、年 15 回の子育てサロンを展開していま

す。 

高齢化が進んでいるため、引きこもりになら

ないようにひとり暮らしの高齢者のケア・情報

提供、賃貸アパートやマンション住民の地域と

のつながりづくり、地域での担い手の発掘と確

保、世代交流の機会の提供、サロン等の場所が

手狭であることが課題となっています。 

 

 

 

 

「高齢者・子育ての孤立」を防ごう－交流の輪－ 

重点目標 
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【今後の方向性と具体的な事業】 

・地域ごとのサロンやバスツアーを今後も定期的に開催します。 

・子育て世代の転入者を積極的に巻き込んだ交流の場づくりを行っていきま

す。→子育てサロンの充実。 

・高齢者と子育て世代の方やこども達との交流の場づくりを検討します。 

・身近な地域でのケアを進めるため、気軽に相談できる地域相談事業を検討し

ます。 

＜事業展開＞ 

・高齢者さろん 

・お花見さろん 

・日帰りバスツアー 

・子育てサロン 

・友愛訪問 

・地域相談事業 

・推進委員研修会 

 

－ 地区データ － 

【地域】 北栄 4丁目、猫実 1･2丁目、海楽 

 
平成 27年 4月 1日 

現在データ 
平成 21年 増減 

総人口 15,303人 9.35% 14,642人 661人 

世帯数 7,721世帯 10.27% 7,130世帯 591世帯 

0～4歳 615人 4.02% 681人 △66人 

5～14歳 1,367人 8.93% 1,437人 △70人  

65歳以上（高齢化率） 2,385人 15.59% 1,709人 676人 

《内 75歳以上》 854人 5.58% 552人 302人 

※総人口・世帯は市内比率、その他は地区内比率 

区 域 
総人口 0～4歳 65歳以上 《内 75歳以上》 

15,303人 615人 4.02% 2,385人 15.59% 854人 5.58% 

北栄４丁目 4,450人 237人 5.33% 360人 8.09% 106人 2.38% 

猫実１丁目 1,903人 76人 3.99% 338人 17.76% 112人 5.89% 

猫実２丁目 2,936人 110人 3.75% 443人 15.09% 173人 5.89% 

海楽１丁目 3,225人 110人 3.41% 563人 17.46% 216人 6.70% 

海楽２丁目 2,789人 82人 2.94% 681人 24.42% 247人 8.86% 
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【地域資源】 

（児童・青少年）   

内 容 名 称 住 所 

保育園 ふたば保育園 北栄 4-1-16 

簡易保育所 スマイルキッズ浦安園 北栄 4-4-3-1F 

子育て支援センター 浦安市子育て支援センター 猫実 1-12-38集合事務所 

青少年の自主活動の場 青少年館 猫実 1-12-38集合事務所 

子育てすこやか広場 神明幼稚園 猫実 1-18-43 

適応指導教室 適応指導教室（いちょう学級） 猫実 2-1-1 

保育園 みのり保育園 猫実 2-4-7 
   

（障がい）   

内 容 名 称 住 所 

重度訪問、居宅介護、同行、移

動支援 
ケアラビット浦安センター 北栄 4-20-10 

就労支援 カフェコーナー「くろーばー」 猫実 1-1-2文化会館内 

就労支援 ひだまりカフェ 猫実 1-2-1中央図書館内 

就労支援 カフェレストラン「すてんぱれ」 猫実 1-2-7郷土博物館内 

LD.AD/HD等通級指導教室 
東小学校通級指導教室「ひが

し」 
猫実 1-11-1 

日中一時支援、放課後デイ グングニル・ハウス 海楽 1-28-11 

重度訪問、居宅介護、移動支援 総合福祉サービス 海楽 1-3-13 

特別支援学級（知的障がい） 浦安中学校「10組」 海楽 2-36-1 

共同生活援助（グループホーム） グループホームねこざね 猫実 1-7-7 

   

（高齢者）   

内 容 名 称 住 所 

訪問介護、居宅 ケアラビット浦安センター 北栄 4-20-10 

訪問看護 
浦安市中央訪問看護ステーショ

ン 
猫実 1-2-5健康センター内 

地域包括支援センター 
浦安市猫実地域包括支援セン

ター（ともづな猫実） 
猫実 1-2-5健康センター内 

デイサービス 
浦安市猫実高齢者デイサービ

スセンター 
猫実 1-2-5健康センター内 

居宅介護支援 かねこ整骨院ケアサポート 
猫実 2-2-6-101金子整骨

院内 

訪問介護、居宅、介護タクシー、福

祉用具 
総合福祉サービス 海楽 1-3-13 

認知症高齢者グループホーム グループホームきらら浦安海楽 海楽 2-6-12 
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（自治会・老人クラブ・学校・公共施設等）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自 治 会 猫実東、北栄四丁目、海楽南、海楽中央、海楽パークシティ、コープ野村浦安 

老 人 クラブ 神明パーククラブ、海楽菜の花クラブ、海南クラブ 

学 校 東小学校、浦安中学校、浦安高等学校 

児童育成クラブ 東小学校地区児童育成クラブ 

学 校 区 浦安中学校区（浦安中学校区健全育成連絡協議会） 

  

  

  



12 

 

 浦安市社会福祉協議会 
西１支部活動計画 

 

地  域：堀江 3～5丁目、富士見 2･3丁目 

設立年月日：平成 13年 6月 27日 

推進体制：支部社協推進委員数 39人 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

【地域性】 

西 1支部の地域は元町に位置した堀江・富士見地

区です。市内の 2つの駅へアクセスがしやすいこと

から、地域全体が住宅地となっています。また元町

地域の特徴として昔からのつながりが比較的強い

地域です。単身・家族向け賃貸アパートやマンショ

ンなどの集合住宅も多く点在し、独身の方や、ひと

り暮らしの高齢者など、地域とのつながりがほとん

どない世帯も多く居住しています。 

地域内には古い浦安の色を強く残すフラワー通りや史跡があるなど特色の

強い地域です。 

 

【地域の現状と課題】 

地域内の高齢化率（13.3％）は、浦安市全体

（15.52％）と比較するとやや低い状況ですが、地

域内で一番高い堀江3丁目と一番低い富士見3丁目

を比較すると約 9ポイントの差があり、地域により

異なった生活・福祉課題が考えられます。例えば、

戸建てとマンションが混在する住宅地として住民

同士の地域連帯感が薄くなってきていることがあ

げられます。 

このようなことから、地域の中での顔見知りを増やし交流することができる

居場所づくりの必要性が見えてきており、また、小さい子どもの母親世代に向

けては、地域とのつながりをつくるための子育てサロンを定期的に開催し、継

続することが望まれます。堀江公民館を拠点としたシニアサロンや地域イベン

 
人と人とのふれあいを大切に 

地域の笑顔は私たちから 

重点目標 
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トを中心として、地域の自治会集会所や老人クラブ等と共に実施していく事業

展開も、検討していく必要があると思われます。 

 

【今後の方向性と具体的な事業】 

・ふれあいまつりやバスツアーなどを実施し、

地域の方々が顔を合わせる機会を増やし、住

民一人ひとりが自分らしく生きることができ

る地域づくりを推進します。堀江公民館を活

動の拠点とした、いきいきサロンを実施しま

す。 

・地域から孤立している方の見守りを目的とし 

た、声かけ友愛訪問を拡充します。 

・身近な地域でふらっと立ち寄れ、多くの方と交流できるスペースとなる新た

な居場所づくりとして堀江ぽっかぽかへの協力を行います。 

・新しく転入された方でも地域の福祉活動に気軽に足を運んでいただけるよ

う、自治会や掲示板等を通じ幅広い PRを推進します。 

・子育て世代の転入者向けに、子育てサロンを中心とした交流の場を提供しま

す。 

・地域の小学校・中学校をはじめとする地域とのつながりを深め、地域との連

携による福祉教育を推進します。 

・既存の行事に参加できない方へのふれあいの機会を検討します。 

 

＜事業展開＞ 

・ほりえいきいきサロン〔堀江公民館協力事業〕（年 11回） 

・バスツアー（年 1回） 

・子育てサロン（年 5回） 

・新たなサロンの立ち上げ 

・公民館事業協力 

・広報紙「にしいち」の発行 

・PRの充実 

・友愛訪問による地域のひとり暮らし高齢者見守り活動の推進 

・福祉教育の推進（学校とのつながりと健全育成事業協力） 

・推進委員を対象とした研修会の実施 
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－ 地区データ － 

【地域】 堀江 3～5丁目、富士見 2･3丁目 

 
平成 27年 4月 1日 

現在データ 
平成 21年 増減 

総人口 14,969人 9.14% 14,204人 765人 

世帯数 7,934世帯 10.55% 7,326世帯 608世帯 

0～4歳 676人 4.52% 771人 △95人 

5～14歳 1,337人 8.93% 1,249人 88人 

65歳以上（高齢化率） 1,990人 13.29% 1,507人 483人 

《内 75歳以上》 766人 5.12% 569人 197人 

※総人口・世帯は市内比率、その他は地区内比率 

 

区 域 
総人口 0～4歳 65歳以上 《内 75歳以上》 

14,969人 676人 4.52% 1,990人 13.29% 766人 5.12% 

堀江 3丁目 2,048人 76人 3.71% 364人 17.77% 151人 7.37% 

堀江 4丁目 3,473人 126人 3.63% 582人 16.76% 244人 7.03% 

堀江 5丁目 2,173人 115人 5.29% 321人 14.77% 123人 5.66% 

富士見 2丁目 3,112人 177人 5.69% 327人 10.51% 102人 3.28% 

富士見 3丁目 4,163人 182人 4.37% 396人 9.51% 146人 3.51% 

 

【地域資源】 

（児童・青少年） 

内 容 名 称 住 所 

つどいの広場 堀江つどいの広場 堀江 3-1-8 旧濱野医院内 

認定こども園 堀江認定こども園 堀江 4-34-6 

認定こども園 みなみ認定こども園 堀江 4-34-6 

認証保育所 保育室ポケットママ 堀江 5-14-31 

保育園 愛和元町保育園 堀江 5-20-11 

 

（障がい） 

内 容 名 称 住 所 

児童発達支援、

放課後デイ 
児童デイ ほっと浦安 富士見 3-23-20 

日中一時支援 日中一時支援事業 ほっと浦安 富士見 3-23-20 

移動支援 AIAI（アイアイ） 堀江 4-14-40 

特別支援学級 南小学校「かがやき学級」 堀江 5-4-1 
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（高齢者） 

内 容 名 称 住 所 

訪問看護 健勝会浦安訪問看護ステーション 富士見 2-18-9-2階 

訪問リハビリ 健勝会浦安ふじみクリニック 富士見 2-18-9-1階 

グループホーム コミュニケア 24癒しの浦安ふじみ館 富士見 2-21-36 

デイサービス 
コミュニケア 24 癒しのデイサービス

浦安ふじみ館 
富士見 2-21-36 

居宅 
コミュニケア 24 浦安ふじみ居宅介

護支援事業所 
富士見 2-21-36 

有料老人ホーム 舞浜倶楽部富士見サンヴァーロ 富士見 3-16-46 

在宅介護支援セ

ンター 

コミュニケア 24 浦安在宅介護支援

センター 
富士見 3-20-18 

地域密着型特別

養護老 人 ホ ー

ム、認知症デイ

サービス 

わとなーる浦安 富士見 3-23-16 

 

（自治会・老人クラブ・学校・公共施設等）  

 

  

 

自 治 会 堀江三丁目、堀江四丁目、堀江五丁目、堀江橋、ライオンズマンション浦安、 

富士見二丁目、富士見三丁目 

老 人 クラブ 堀江長寿クラブ、堀江元町クラブ、富士和会 

学 校 堀江中学校、南小学校 

児童育成クラブ 南小学校地区児童育成クラブ 

学 校 区 堀江中学校区（堀江中学校区健全育成連絡委員会） 

公 民 館 堀江公民館 
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浦安市社会福祉協議会 
西２支部活動計画 

 

地  域：堀江 1･2･6丁目、富士見 1･4･5丁目、舞浜 

設立年月日：平成 13年 6月 23日 

推進体制：支部社協推進委員数 52人 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

○地域性 

 

 

 

 

 

 

【地域性】 

西 2 支部の地域は、元町地区の堀江・富

士見地区と、中町地区の舞浜地区で構成さ

れています。川をはさんで江戸川区に隣接、

浦安駅・舞浜駅へ交通の便が良い地域です。

堀江・富士見地区は、昔から住んでいる方

が多く地域のつながりは比較的強い反面、

賃貸アパートやマンションが多く点在し、

独身の若者や若い子育て世代の夫婦、ひとり暮らしの高齢者なども多い地域で

す。舞浜 2・3 丁目は、首都高速湾岸線をはさんで戸建て住宅を中心とした街

が広がっています。開発当初からの住宅が並ぶエリアでは、年々高齢化が進ん

できている状況です。 

推進委員からは、堀江・富士見地区では「しおかぜ緑道があり散歩するのに

よい環境」「小中学校も近く買い物にも便利」「バスの本数が少ない」など、舞

浜地区では「静かで戸建ての多い地域」「舞浜駅に近くて通勤・通学には便利」

「公共施設、店舗が少なく日常の生活には不便」などの意見がありました。 

 

 

 

子ども・子育て支援 

＝子どもの健全育成、子育て世代への支援＝ 

中高年の健康維持・向上 

    ＝特に、シニアの健康寿命の伸張＝ 

世代間の支え合い・思いやり 

       ＝シニアと若い世代の支え合い・相互の思いやり＝ 

 

重点目標 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%96%E9%83%BD%E9%AB%98%E9%80%9F%E6%B9%BE%E5%B2%B8%E7%B7%9A
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【地域の現状と課題】 

支部全域としての高齢化率は、市全域の 15.51％と比較すると低く 14.76％

となっています。エリア内で最も高い舞浜 2 丁目（32.88％）と最も低い富士

見 5 丁目（6.91％）では約 26 ポイントの差があり、支部内で異なった生活課

題があるものと考えられます。 

堀江地区と舞浜地区では、高齢者等を対象とした居場所づくりの推進やシニ

アの健康寿命を伸張させる取り組みが、子育て世代の多い富士見地区において

は、子育てサロンなど子育て世代への支援の充実が求められています。 

今後は、これまでも行っている老人クラブや自治会集会所等を利用した身近

な地域での事業について開催場所を増やすなどの拡大を図るとともに、少子高

齢化の進展に適切に対処する仕組みづくりの実践の場として、元気なシニアが

一層、できるだけ長く元気に暮らせるような取り組みと、その元気さを生かし

た世代間の支え合いや思いやりの気持ちの醸成が図れるような事業の展開を

図っていく必要性があります。 

推進委員からは、堀江地区では、「地域の学校の児童・生徒を取り込んで活

動してみてはどうか。普段からの活動がいざという時に役立つと思う」「堀江

ぽっかぽかに人が集まっているのをよく見るようになった。このように賑わう

と地区の安全と安心が感じられてよい」など、富士見地区では「子育て中の母

親が気軽に集まったりできる場所があったらよい」「自治会への加入率が低い、

特に若い世帯と賃貸マンション、アパートの世帯が新しく入らない状況」「老

人クラブへの加入率も悪い」「マンション、戸建てが急に増えてきているが何

の接点もなくとても気になる」など、舞浜地区では「公民館や地域ケア、子育

て支援の拠点などが必要」「高齢者のひとり暮らし・夫婦のみ世帯が多くなり、

非常時の緊急対応ができるしくみづくりが必要」「高齢化し、車に乗らなくな

ると、買い物や通院などに支障がでる」などの意見がありました。 

 

【今後の方向性と具体的な事業】 

支部の発足以来 15 年近く経ち、活動の柱となる事業が確立してきたので、

今後はこれまでの活動を継続しながら、地域の特徴を踏まえて「子ども・子育

て支援」「中高年の健康維持・向上」「世代間の支え合い・思いやり」をテーマ

に事業を進めていきます。 

・「子ども・子育て支援」＝子どもの健全育成、子育て世代への支援＝ 

子育て世代への支援として、子育てをする

母親同士の交流と地域での見守り、そして市

のサービスや育児情報等必要な情報を伝える

ことを目的にした子育てサロンを開催します。

また、シニアと若い世代の支え合い、相互の

思いやりの気持ちを醸成していくため、元気

なシニアの参加を促すとともに、現在行って

いる富士見 5 丁目以外でも必要な地域があれ
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ば、新たな子育てサロンの開設を検討していきます。 

 

・「中高年の健康維持・向上」＝特に、シニアの健康寿命の伸張＝ 

地域住民が歩いていける距離で健康維

持向上、介護予防が行えるよう健康サロン

を開催します。現在行っている舞浜 2丁目

以外でも必要な地域があれば、新たな健康

サロンの開設を検討します。また、元気な

シニアが出来るだけ長く元気に暮らして

いただけるよう、健康寿命の伸張をテーマ

とした講演会などを開催します（健康教

室）。その他、世代間の支え合いや思いやりの気持ちの醸成が図れるよう、地

域の認定こども園や小中学校等との連携も図っていきます。 
 

・「世代間の支え合い･思いやり」 

＝シニアと若い世代の支え合い･相互の思いやり＝ 

シニアと若い世代の支え合い、相互の思いや

りの気持ちを醸成していくため、子どもへの環

境教育・地域住民と子どもとの交流を目的に、

舞浜公園において舞浜認定こども園の園児と

ケナフ、サツマイモ、野菜、花等の栽培を推進

します。また、多くの元気なシニアの協力を募

りながら、地域の認定こども園や小中学校のイ

ベントに支援・協力します。 

・その他の活動 

支部の活動を理解してもらい、多くの人に参

加・協力してもらえるよう広報紙「ふれあいネ

ット」を年 2回程度作成し、地域の自治会や老人クラブ等を通じて幅広く配布

します。 

  外出する機会が少なくなりがちな 65歳以上の高齢者を対象としたバスツア

ーを開催し、住民一人ひとりが自分らしく暮らせる地域づくりを推進します。

2年に一度の開催となっていますが、必要に応じて地区別で開催するなど検討

していきます。 

2年に一度、子どもから高齢者まで参加できる「ふれあいまつり」を開催し

ていますが、今後は地域の認定こども園や小中学校との連携なども図りながら

地域住民の参加・交流を進めていきます。 

堀江ぽっかぽかの登録員やサロン活動等に協力していきます。 

 

※これらの活動を基本に、支部全域に活動を拡充させていけるように取り組ん

でいきます。 
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－ 地区データ － 

【地域】 堀江 1･2･6丁目、富士見 1･4･5丁目、舞浜 

 
平成 27年 4月 1日 

現在データ 
平成 21年 増減 

総人口 19,956人 12.19% 19,160人 796人 

世帯数 10,246世帯 13.63% 9,423世帯 823世帯 

0～4歳 818人 4.10% 873人 △55人 

5～14歳 1,660人 8.32% 1,772人 △112人 

65歳以上（高齢化率） 2,946人 14.76% 2,055人 891人 

《内 75歳以上》 1,022人 5.12% 766人 256人 

※総人口・世帯は市内比率、その他は地区内比率 

 

【地域資源】 

区 域 
人 口 0～4歳 65歳以上 《内 75歳以上》 

19,956人 818人 4.10% 2,946人 14.76% 1,022 人 5.12% 

堀江１丁目 3,023人 155人 5.13% 455人 15.05% 185人 6.12% 

堀江２丁目 2,236人 83人 3.71% 406人 18.16% 175人 7.83% 

堀江６丁目 2,082人 102人 4.90% 269人 12.92% 79人 3.79% 

富士見１丁目 2,773人 145人 5.23% 244人 8.80% 96人 3.46% 

富士見４丁目 2,462人 88人 3.57% 240人 9.75% 75人 3.05% 

富士見５丁目 3,748人 169人 4.51% 259人 6.91% 65人 1.73% 

舞浜２丁目 2,059人 46人 2.23% 677人 32.88% 221人 10.73% 

舞浜３丁目 1,569人 30人 1.91% 396人 25.24% 126人 8.03% 

舞浜ホテル等 4人 0人 0.00% 0人 0.00% 0人 0.00% 

（児童・青少年）   

内 容 名 称 住 所 

簡易保育所 幼児教育風花学園 堀江 6-11-37 

簡易保育所 あさり保育園 
堀江 6-4-47ＫＹアパートメ

ント 3番館 

保育園、一時保育、子育て支援センター しおかぜ保育園 富士見 4-12-15 

幼稚園 吹上幼稚園 富士見 5-10-1 

保育園 アスク舞浜保育園 富士見 5-24-5 

認定こども園、子育てすこやか広場、預

かり保育 
舞浜認定こども園 舞浜 2-1-2 
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（自治会・老人クラブ・学校・公共施設等）  

 

（障がい）   

内 容 名 称 住 所 

就労継続支援（Ｂ型）、放課後等デイサ

ービス、日中一時支援事業 
なゆた 堀江 6-4-36 

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、

移動支援 
光悠指定訪問介護事業所 堀江 6-13-24-2階 

就労継続支援（A型） パレット 
富士見 4-9-16 リトルズし

おかぜロード 1F 

居宅介護、重度訪問介護、移動支援 ダイムケア 富士見 5-2-39 

（高齢者）   

内 容 名 称 住 所 

訪問入浴介護 アースサポート浦安 堀江 1-30-10 

居宅介護支援、デイサービス、ショートス

テイ、小規模特別養護老人ホーム 
清風荘うらやす 堀江 6-8-33 

デイサービス、 こうゆうデイサービス 堀江 6-13-24 

居宅介護支援、訪問介護 光悠指定訪問介護事業所 堀江 6-13-24 

居宅介護支援 和ケアセンター 富士見 1-10-21 

訪問看護 
なごみ訪問看護ステーショ

ン・ 
富士見 1-10-21 

訪問介護、福祉用具貸与・特定福祉用

具販売、介護タクシー 
ダイムケア 富士見 5-2-39 

認知症対応型グループホーム きらら浦安富士見 富士見 5-15-11 

自 治 会 堀江一丁目、堀江二丁目、富士見、堀江中央、舞浜ローズタウン、 

パークシティ舞浜、舞浜三丁目 

老 人 クラブ 江川第一クラブ、富士見和貴会、舞浜レインボーくらぶ、 

堀江中央しおかぜクラブ、舞浜三丁目マイアミクラブ 

学 校 舞浜小学校 

児童育成クラブ 舞浜小学校地区児童育成クラブ 

学 校 区 堀江中学校区（堀江中学校区健全育成連絡委員会） 

見明川中学校区（見明川中学校区健全育成委員会） 

公      園 舞浜公園 

公 民 館 堀江公民館 
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 浦安市社会福祉協議会 
南１支部活動計画 

 

地  域：東野 1･2丁目、東野 3-1～9、富岡、今川 

設立年月日：平成 13年 6月 18日 

推進体制：支部社協推進委員数 74人 

 
 
 

 

 

 

 

 

【地域性】 

南 1支部は東野・富岡・今川・高洲の 4地区からなり、中町地域にある人口

約 34,200人、13,320世帯の浦安市社会福祉協議会支部の中でもっとも大きな

支部です。2011年 3月 11日東日本大震災の影響で、一度減少しましたが、人

口は 5年間で約 2,200人増加し、高齢化は 9.8％から 13.4％に進みました。 平

成 28 年 5 月から高洲地区が南 3 支部として独立し、南 1 支部は東野・富岡・

今川の 3地区となりました。また、富岡公民館の大規模改修に伴い、支部社協

の拠点として「富岡ぽっかぽか」が開設しました。 

①東野地区 

人口は約 8,200 人、5 年間で微増（230 人）となっています。子どもの出生

数は月平均 7～8 人。元町と中町的要素が混在している地域で大型マンション

があります。また、平成 22 年 4 月 1 日に東野小学校が開校され、自治会（1

か所）・老人クラブ（1 か所）・子ども会（２か所）、近隣に児童センター・老

人福祉センターがあります。 

②富岡地区 

人口は約 6,600 人、5 年間で微減（-260 人）となっています。1・4 丁目で

高齢化が急進行し、人口は減っていますが世帯数は増えています。大学病院（拡

張工事中）・認定こども園・保育園・小学校・中学校（各１か所）・自治会（5

か所・各自治会に老人クラブ）・子ども会（４か所）等関係施設・団体が多い

地区です。 

③今川地区 

人口は約 5,200人、5年前と比べ減少しているものの、震災後、戸建て、ア

パートが新築され人口も少しずつ元に戻ってきています。 住宅地なので大き

な変化はなく、転入者は若い世代が多いです。しかし、高齢者世帯、独居世帯

は確実に増え、老親の呼び寄せも少しずつ聞かれます。今川自治会、今川団地

自治会、老人クラブ（今川若潮会）があります。 

助け合い・支え合いのコミュニティづくり 

重点目標 
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【地域の現状と課題】 

支部全体の平成 26 年度サロン開催は 113

回（平成 21 年度比約 205％）、参加者 3,600 

人（同約 248％）。5年間で各地区ともふれあ

い広場等サロン活動は発展、定着しています。

地区によっては参加者が固定化の傾向にあ

ります。また、子育てサロンも広がり、定着

しています。推進委員は 74 人と絶対数は増

えているものの中心に活動する推進委員数

が横ばいの状況となっています。南１支部が設立から満 13 年を迎えて地域が

高齢化すると同時に推進委員の年齢も上がっている背景や「推進委員のネット

ワークの広がりは、地域のネットワークの広がり」という観点から今後企画運

営する推進委員の絶対数増が課題となっています。  

今後も自治会・老人クラブ・子ども会等関係団体との協力・共催・協働を進

め、地域の福祉活動への参加者・推進委員を募る PR・運営の工夫が必要とな

ります。 

① 東野地区 

「茶話会サロン」は、イベントのある月以外は月 2回開催、手芸・工作やお

しゃべり・バスツアー等行っています。参加者の固定化を改善できるよう「は

つらつ体操」を始めましたが、想定している参加者数までは増加せず、さらに

内容・PR の工夫が必要となっています。しかし、行事には東野地区外からの

参加者があります。子育てサロン（奇数月第 3金曜日、対象：1歳まで乳児親

子）は 6年経過し、若いママ達が気軽に参加でき、子育ての楽しみや悩みを話

し合える居場所を「居住域内に！」という考えから東野クラブ会館で開催して

おり、今後も継続していきます。 

②富岡地区 

サロンは隔月に 1回開催、子育てサロンも定着しています。近所でのサロン

開設を希望する方が多く、自治会中心のサロンや、有志中心のサロンが催され

ていて、推進委員が参加協力しています。今後もサロンを継続発展させていく

予定です。また、活動を拡大充実するには異世代との交流が不可欠で、これか

らも児童育成クラブとの交流や囲碁を通じての小学校との交流を継続し、若い

世代に PR していきます。さらに地域の推進委員を担う人を育てることも大き

な課題となっており、広域のため近隣に居場所を望む声があります。 

③今川地区 

平成 14 年から始められたふれあい広場“今川”も平成 27 年 2 月で 89 回を

迎えました。年間 8回（今川記念会館 4回、今川若潮会館 1回、今川団地自治

会 2回、バスツアー1回）開催しています。引きこもらないで気軽に出かけて

みんなと楽しく語り合える場所づくりを進め幅広い参加者を増やしていきま

す。自治会、老人クラブにより一層の協力を仰ぎ活動を進めていきます。 
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親子広場は今川記念会館で年 3回開催し、若い世代の転入が少しずつ増えて

いるため、若いお母さん方が孤立するのを防ぐために子育ての楽しみや悩みを

分かち合える場、仲間づくりの相談の場として継続していくとともに開催回数

についても検討していきます。 

また、推進委員の増強を図るため若い世代にも呼びかけると共に推進委員の

負担の公平性を検討していきます。 

 

【今後の方向性】 

〇地域のコミュニティづくりの活動（ふれあ  

いサロン・ふれあい広場・子育てサロン等） 

を積極的に推進します。  

〇健康寿命延伸をテーマとした行事を開催し 

ます。 

①東野地区 

○自治会との連携を深め、防犯・防災など助け合い・支え合い、住民が末永 

く健康にいきいきと輝くまちづくりを目指します。 

〇老人クラブ、子ども会、児童育成クラブなどと異世代交流を積極的に行い

ます。 

②富岡地区 

○住民同士の絆を深め地域で孤立する人を出さないように、ネットワークづ

くりに取り組みます。自治会との連携を深め、防犯・防災など助け合い・

支え合い、住民が末永く健康にいきいきと輝くまちづくりを目指します。 

〇自治会・子ども会・老人クラブとの交流を深め協力・協働、お互いに助け

合える地域を目指します。 

○支部社協・社協の PRに努めます。   

〇若い世代に PR するとともに、元気な高齢者にも参加協力を呼びかけてい

きたいと思います。 

○地域における居場所づくりを推進します。  

③今川地区 

○南 1支部の活動は、自治会の回覧、掲示

板等で PR しています。広場参加者、高

齢者への声かけ、自治会未加入者には個

別にチラシ配布を今まで同様継続して、

一層の参加を呼びかけていきます。 

〇自治会・老人クラブと協力し近所同士の

交流を深め気軽に声かけをして助け合っていきます。 
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【具体的な事業（南 1支部活動計画）】 

1） 住民みんなが安心して住みやすい、福祉のまちづくりのために、現在行っ

ているふれあい広場、ふれあいサロン、子育てサロンなどを継続・発展さ

せていきます。 

2）広報紙「みなみの風」やふれあい広場、ふれあいサロン、子育てサロンな

どの諸活動を通じて、支部社会福祉協議会の活動を PR し、住民参加によ

る福祉のまちづくりを推進します。 

3）自治会、老人クラブ、子ども会、各ボランティア団体、ボランティアとの

協力・協働を進めます。  

4）地域福祉活動の継続発展と活性化のため、新しい方々の活動参加と、異世

代間交流を進めます。 

5） 健康寿命延伸をテーマとした行事を開催します。 

①東野地区 

○茶話会サロン、バスツアー、子育てサロン、東野クラブ・子ども会・東野

小学校地区児童育成クラブとの交流等の活動の継続発展を図ります。 

〇健康寿命延伸につながる行事を行います。 

②富岡地区 

○「ふれあい広場とみおか」を今まで通り継続、発展させ、バスツアーを継

続します。 

○自治会単位のサロンを支援しつつ、異世代交流で広がりを求めます。  

〇加齢による視力や筋力の衰えの緩和のため、様々な観点から健康寿命延伸

を目指して、サロンの内容を再考していきます。 

③今川地区 

○ふれあい広場、親子広場、バスツアーを継続していくとともに内容の検討

もしていきます。 

〇2015 年から始めた介護施設グループホームの花壇づくりは喜ばれている

ので、今後もできる範囲で継続、交流していきます。 

〇地元での人材資源の発掘を心がけ、ふれあい広場で教えたり教えてもらっ

たり協力し合っていきます。 
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【南 1 支部活動計画策定の経緯と取り組み】 

平成 27年 6月 14日（日）浦安市社会福祉協議会主催研修会 出席 

内容：「地域を支える支部社協活動について」 

講師：日本社会事業大学社会福祉学部福祉計画学科  

菱沼幹男准教授 

平成 27 年 7 月 6 日（月）第 1 回支部社協調整会議にて事務局より「支部社協

活動計画」作成にかかる説明 

平成 27 年 7 月 6 日（月）南１支部役員会にて、前期の支部社協活動計画を土

台にまずは 4地区で見直し・修正のための話し合い 

南 1支部社協推進委員会研修会 開催 

内容：「浦安市社会福祉協議会活動について」 

講師：浦安市社会福祉協議会 事務局 

平成 27年 9月 7日（月）南 1支部推進委員会研修会 開催 

内容：「浦安市社会福祉協議会活動について」   

講師：浦安市社会福祉協議会 事務局 

平成 27年 12月 7日（月）南 1支部役員会にて、各地区で見直し・修正した福

祉活動計画を検討。 

平成 28年 1月 7日（木）南 1支部臨時役員会で検討。 

平成 28年 1月 18日（月）南 1支部正副支部長で検討。 

平成 28年 2月 1日（月）南 1支部役員会を経て、提出。 

 

－ 地区データ － 

【地域】 東野 1･2丁目、富岡、今川 ※東野 3-1～9は除く 

 
平成 27年 4月 1日 

現在データ 
平成 21年 増減 

総人口 19,990人 12.21% 20,383人 △393人 

世帯数 8,567世帯 11.39% 8,520世帯 47世帯 

0～4歳 870人 4.35% 1,148人 △278人 

5～14歳 2,327人 11.64% 2,476人 △149人 

65歳以上（高齢化率） 3,342人 16.72% 2,343人 999人 

《内 75歳以上》 1,216人 6.08% 708人 508人 

※総人口・世帯は市内比率、その他は地区内比率 
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区 域 
総人口 0～4歳 65歳以上 《内 75歳以上》 

19,990人 870人 4.35% 3,342人 16.72% 1,216人 6.08% 

東野 1丁目 3,663人 209人 5.71% 282人 7.70% 100人 2.73% 

東野 2丁目 4,521人 195人 4.31% 381人 8.43% 139人 3.07% 

富岡 1丁目 895人 31人 3.46% 275人 30.73% 121人 13.52% 

富岡 2丁目 1,548人 77人 4.97% 330人 21.32% 110人 7.11% 

富岡 3丁目 3,398人 115人 3.38% 996人 29.31% 303人 8.92% 

富岡 4丁目 774人 31人 4.01% 214人 27.65% 86人 11.11% 

今川 1丁目 1,343人 25人 1.86% 150人 11.17% 62人 4.62% 

今川 2丁目 1,511人 58人 3.84% 227人 15.02% 93人 6.15% 

今川 3丁目 1,170人 93人 7.95% 139人 11.88% 56人 4.79% 

今川 4丁目 1,167人 36人 3.08% 348人 29.82% 146人 12.51% 

 

 

【地域資源】 

（児童・青少年） 

内 容 名 称 住 所 

簡易保育所 いまがわ学園 今川 3-3-14 

青少年団体の野外活動の場 少年の広場 今川 3-12 

幼稚園、子育てすこやか広

場 
富岡幼稚園 富岡 1-1-2 

保育園、子ども相談 富岡保育園 富岡 3-1-6 

乳幼児健康支援一時預かり 浦安中央病院ぱんだルーム 富岡 3-2-6 

幼稚園 浦安幼稚園 富岡 3-3-1 

会員相互の子育て支援 う らやすファ ミ リー ・サポー ト ・ センタ ー 
東野 1-7-1 総合福祉

センター内 

児童センター 東野児童センター 
東野 1-7-1 総合福祉

センター内 

母子・婦人相談、家庭児童相

談、こども虐待ホットライン 
こども家庭支援センター 

東野 1-7-1 総合福祉

センター内 

保育、一時保育 東野保育園 東野 1-7-2 

一時預かり 保育室ゆるり 東野 1-9-3 

一時預かり すまいるルーム（富岡ルーム） 富岡 1-1-2 
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（障がい） 

内 容 名 称 住 所 

共同生活援助（グループホーム） ブレーメンの家フレンズキッチン 今川 3-10-4 

就労移行支援、就労継続支援（Ｂ型） すてんぱれ今川 今川 1-1-20 

就労移行支援、就労継続支援（Ｂ型） タオ 今川 1-12-22 

就労継続支援（Ａ型） タオ工房 今川 1-12-22 

共同生活援助（グループホーム） グループホームタオ 今川 1-12-22 

日中一時支援 
ジュニアスポーツタオ・日中一時

支援事業所 
今川 1-12-22 

計画相談支援、障がい児相談支援 基幹相談支援センター 今川 1-14-52 

居宅介護、重度訪問、行動援護、同行

援護、移動支援 
パーソナルケアセンター 今川 1-14-52 

障がい児相談支援、児童発達支援、

放課後等デイサービス、保育所等訪問

支援 

ふあり 今川 1-14-52 

地域活動支援センター 
地域活動支援センターとも今川

センター 
今川 4-1-4-1F 

日中一時支援 
パーソナル・アシスタンスとも日

中一時支援事業所 
今川 4-9-1-201 

児童発達支援 こころとことばの教室こっこ東野校  東野 1-4-16-1Ｆ 

生活介護、自立訓練（機能訓練）、地

域活動支援センター 

浦安市身体障がい者福祉センタ

ー 

東野1-7-1 総合福祉セ

ンター内 

障がい児相談支援、児童発達支援、

保育所等訪問支援、個別療育 
浦安市こども発達センター 

東野1-7-1 総合福祉セ

ンター内 

特別支援学級 東野小学校「こすもす学級」 東野 1-7-3 

放課後等デイサービス リトルブレ―バー＝キッズ 東野 1-7-5 

日中一時支援事業 リトルブレ―バー 東野 1-7-5 

就労継続支援（Ｂ型） はーと Beat 東野 1-7-5 

自立訓練（生活訓練） リアン 東野 1-7-5 

障がい児相談支援 ちらく相談支援事業所 東野 1-7-5 

生活介護 カイム keim 東野 1-7-5 

短期入所、日中一時支援事業、緊急

預かり 
障がい者等一時ケアセンター 

東野 1-8-2 障がい者

福祉センター内 

計画相談支援、生活介護、就労継続

支援（Ｂ型） 

浦安市障がい者福祉センターき

らりあ 

東野 1-8-2 障がい者

福祉センター内 

障がい者就労 カフェ憩 東野 1-9-1 

計画相談支援、地域活動支援センター 浦安市ソーシャルサポートセンター  東野 1-9-4 
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（高齢者） 

内 容 名 称 住 所 

居宅介護支援、訪問介護、福祉

用具貸与・特定福祉用具販売 
パーソナル・アシスタンスとも 今川 1-14-52 

福祉用具貸与・特定用具販売 ユウアイ 今川 2-11-23 

認知症高齢者グループホーム コミュニケア 24浦安いまがわ館 今川 2-13-10 

居宅介護支援、訪問介護 メディケア浦安 今川 2-15-38-2F 

訪問介護、夜間安心訪問、 

通院ヘルプ 

パーソナル・アシスタンスとも 

生活支援事業所 
今川 1-14-52 

デイケア 田所医院デイケアセンター 今川 4-9-1-1階 

デイサービス 浦安リハビリ（ステーション） 富岡 4-1-11 

 

 

（自治会・老人クラブ・学校・公共施設等）  

 

自 治 会 東野、富岡、サンコーポ浦安、京成サンコーポ浦安、富岡エステート、 

日本生命浦安社宅、今川、今川団地 

老 人 クラブ 東野クラブ、富岡青葉会、富岡渚会、富岡悠遊会、今川若潮会 

学 校 富岡小学校、東野小学校、富岡中学校 

児童育成クラブ 富岡小学校地区児童育成クラブ、東野小学校地区児童育成クラブ 

学 校 区 富岡中学校区（富岡中学校区健全育成連絡協議会） 

入船中学校区（入船中学校区健全育成連絡協議会） 

公 民 館 富岡公民館 
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浦安市社会福祉協議会 
南２支部活動計画 

 

地  域：東野 3-1～9、弁天、鉄鋼通り、港、千鳥 

設立年月日：平成 13年 5月 16日 

推進体制：支部社協推進委員数 47人 

 
 
 

 

 

 

 

 

【地域性】 

南 2支部の地域は、第 1期の海面埋立事業によってつくられた中町地区に位

置しています。地域内は住宅地として戸建住宅と公団住宅、テラスハウスが並

ぶエリアの東野・弁天地域と、ほぼ全域が鋼材資材を扱う加工工場と倉庫で占

められている鉄鋼通りと港地域、全域が物流センター等の施設である千鳥地域

で構成されています。昭和 52 年の分譲開始当初から住んでいる人が多いこと

から、全域で高齢化が進んでいます。特に弁天 2丁目と見明川住宅のある弁天

3丁目は、市内で最も高齢化率が高い地域のひとつであり、75歳以上の高齢者

が多くを占めています。 

 

【地域の現状と課題】 

①高齢化が進む中、ひとり暮らしや高齢

者世帯が増えてきていますが、お互い

に干渉し合わないため、どのように声

かけすればよいかわからず、ニーズの

具体的な把握が難しい状況です。 

②高齢者の方の中には、あまり外部との

接点がなく、家にいる方が多くなって

います。 

③平成 18 年より行っている、地域における日常生活のちょっとした助け合い

活動である「さくらネットワークお役に立ちたい」の活動も 9年が過ぎ、今

後活動を推進していくためには、この活動を全市に広げ、お互いの地域が助

け合い、地域にとらわれずに活動できるようになることが必要です。 

④老人クラブではなく、老若男女が誰でも、いつでも行ける場所があれば、顔

見知りも増えて、いざという時に助け合うことのできる環境ができてくると

考えられます。 

⑤福祉のことや地域のことに無関心な人が多いように感じられます。 

地域の皆さんがいきいきと暮らせるまちづくり 

重点目標 
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【今後の方向性と具体的な事業】 

・地域福祉を取り巻く環境の変化に対応し、

住民一人ひとりが住み慣れた地域で自分ら

しく安心して生活が送れるように、地域住

民すべてが支え合う、地域全体での健康福

祉のまちづくりの実現に取り組んでいきま

す。 

・地域包括支援センターと連携し共に地域が

つながる仕組みづくりに取り組みます。 

・3 か年、取り組んできた福祉教育推進活動を一過性のものとしないために、

今後も小中学校とともに福祉教育に取り組んでいきます。 

・身近な地域で、気軽に立ち寄り会話ができる居場所づくり 

・見守りと助け合いネットワークの推進 

・福祉情報の発信と啓発の強化 

・ともに活動する仲間づくり 

 

＜事業展開＞ 

①各地域における身近なサロンの運営 

いつでも気軽に立ち寄り、お茶を飲みながら会話を楽しめる場所として、

南 2支部内の各地域でそれぞれに特色のあるサロンを行っていきます。 

サロン活動を通して、地域での生活ニーズの把握や閉じこもりの防止、地

域の中での顔見知りを増やすことでの見守りと助け合いのネットワークに

つながることを目指します。 

・東野 3丁目 縁側サロン（東野竹寿会館） 

・弁天 1・4丁目 お気楽サロン（弁天喜楽会館） 

・弁天 2丁目サロン（パークシティ弁天自治会館） 

・弁天 3丁目 いきいきふれあいサロン（見明川常盤会館） 

身近な地域で、気軽に立ち寄り、会話ができる場をつくり、地域の中での

顔見知りの関係をたくさんつくることで、地域の中での助け合いや見守り、

孤独防止の取り組みにつながっていきます。 

そのために、サロン運営の世話人を増やし、それを支える PRと資金調達、

意識改革に取り組んでいきます。 
 

②「さくらネットワークお役に立ちたい」の推進 

各丁目においてサロンを行い、その中から生活上のニーズを聞いたり、新

たな協力者を増やしていきます。 

現在、富岡公民館において事業を展開していますが、よりニーズに対応し

た仕組みにしていくために、コーディネーター業務を集約し、サービスを一

元的にコーディネートしていくなどシステムについて今後検討していきま

す。 



31 

 

 

 

③地域包括ケアシステムの構築 

重度の要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしく暮らしを最後

まで続けることができるよう地域包括ケアシステムの構築を目指します。 
 

④バスツアー・お楽しみの集い 

各年でバスツアーやお楽しみの集いなど、南 2支部全域の住民を対象とし

た楽しいイベントを行っていきます。 
 

⑤広報紙の発行 

自治会等の協力を得て広報紙を幅広く配り、新しい方にも気軽に足を運ん

でいただけるようなお楽しみ会やサロン等の事業等を積極的に進めていき

ます。 
 

⑥福祉たこ焼きによる自治会まつりへ 

の参加 

各自治会祭や社会福祉協議会のふれあ

い広場等の地域行事に積極的に参加し、

福祉たこ焼きを出店し、南 2 支部社協の

PR、新たな地域の協力者の確保、地域福

祉推進の活動資金の確保に努めていきま

す。 
 

⑦福祉教育活動の推進（地域の小中学校におけるイベントへの参加協力） 

見明川小学校フェスティバル（見 SHOW 

TIME）、見明川中学校の地域清掃、見明川

マーガレットクラブ（花いっぱい運動）

への協力や、見明川健全育成会との共催

によるグラウンドゴルフ大会などを行い、

3 か年で強化された各学校との繋がりを

今後とも継続していきます。 
 

⑧異世代間交流の推進 

弁天保育園で行われる、サンマ祭り等の様々なイベントに地域の高齢者を

誘って参加し、異世代間交流を推進していきます。 
 

⑨推進委員研修 

介護予防や福祉制度についての勉強会や、福祉施設や他地域の視察を積極

的に行い、地域の中でのニーズに対しての対応方法や、地域としての課題解

決をめざします。 
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－ 地区データ － 

【地域】 東野 3丁目、弁天、鉄鋼通り、港、千鳥 

 
平成 27年 4月 1日 

現在データ 
平成 21年 増減 

総人口 7,279人 4.45% 7,430人 △151人 

世帯数 3,001世帯 3.99% 2,884世帯 117世帯 

0～4歳 222人 3.05% 289人 △67人 

5～14歳 724人 9.95% 744人 △20人  

65歳以上（高齢化率） 2,052人 28.19% 1,540人 512人 

《内 75歳以上》 798人 10.96% 490人 308人 

※総人口・世帯は市内比率、その他は地区内比率 

区 域 
人 口 0～4歳 65歳以上 75歳以上 

7,279人 222人 3.05% 2,052人 28.19% 798人 10.96% 

東野３丁目 1,677人 48人 2.86% 416人 24.81% 142人 8.47% 

弁天１丁目 1,400人 77人 5.50% 259人 18.50% 89人 6.36% 

弁天２丁目 1,861人 42人 2.26% 632人 33.96% 263人 14.13% 

弁天３丁目 1,233人 31人 2.51% 435人 35.28% 186人 15.09% 

弁天４丁目 1,065人 24人 2.25% 310人 29.11% 118人 11.08% 

鉄鋼通り１丁目 16人 0人 0.00% 0人 0.00% 0人 0.00% 

鉄鋼通り２丁目 1人 0人 0.00% 0人 0.00% 0人 0.00% 

鉄鋼通り３丁目 9人 0人 0.00% 0人 0.00% 0人 0.00% 

港 17人 0人 0.00% 0人 0.00% 0人 0.00% 

千鳥 0人 0人 0.00% 0人 0.00% 0人 0.00% 

 

【地域資源】 

（児童・青少年） 

内 容 名 称 住 所 

保育（一時保育）、 

子育て支援センター 
弁天保育園 弁天 1-1-28 

子育てすこやか広場 見明川幼稚園 弁天 3-1-3 

 

（障がい） 

内 容 名 称 住 所 

障がい者就労支援センター、

福祉的就労・一般就労施設 
浦安市ワークステーション 千鳥 15-5 
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日中一時支援事業 日中一時支援事業所タオ 千鳥 15-5 

特別支援学級（知的障がい） 見明川中学校 5組 弁天 3-1-1 

特別支援学級（知的障がい） 見明川小学校たんぽぽ学級 弁天 3-1-2 

 

（自治会・老人クラブ・学校・公共施設等）  

 

 

自 治 会 コモンシティ浦安、弁天、パークシティ弁天、見明川 

老 人 クラブ 弁天クラブ、弁天喜楽会、見明川常盤会、東野竹寿会 

学 校 見明川小学校､ 見明川中学校､ 東海大学付属浦安中学校･高等学校 

児童育成クラブ 見明川小学校区児童育成クラブ 

学 校 区 見明川中学校区（見明川中学校区健全育成連絡協議会） 
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浦安市社会福祉協議会 
南３支部活動計画 

 

地  域：高洲 

設立年月日：平成 28年 5月 23日 

推進体制：支部社協推進委員数 23人 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

【地域性】 

浦安市高齢者保健福祉計画及び第 6 期介

護保険事業計画の日常生活圏域の区分によ

り高洲は南１支部から分割され、平成 28

年度より南 3 支部として活動を行っていき

ます。 

南 3支部の地域の高洲は、平成 15年頃か

ら進んだ大型マンションからの建設により

急激に人口増を生んだ地域です。 

住宅地域は、大型マンション地区、中型マンション地区、戸建住宅地区の 3

つに区分されており、高洲１丁目から 9丁目の地区分けとなっています。 

マンションの住民は市内からの移住もあるものの、多くは市外からの転入者、

一方、戸建地区（約 530世帯）は、漁業権放棄の際の優先分譲地であったこと

から元町出身者が多く集まっており、居住年数が 30 年近くになる地域でもあ

ります。 

高洲の人口は、平成 27 年 4 月１日現在おおよそ 14,200 人、そのうち 65 歳

以上の人口は、約 1,250人で高齢者比率は比較的低い地域ではあります。しか

しながら、6年前のデータと比較すると大

幅に増えています。 

9 丁目にある特別養護老人ホームには

78名の高齢者の方が生活しています。 

教育施設は、大学 1 校、高等学校が 2

校、中学校が 2校、小学校が 2校、保育園・

所及び幼稚園が 5 か所あり、平成 27 年に

市立中学校が新設されたことは大きい変

化の一つと言えます。 

 
お互いが支え合える地域づくりへ 

地区団体との連携の促進 

重点目標 
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さらに地域交流の場として多目的施設を有する公民館が出来たこと、そして

こども広場（うらっこ広場）ができたことも大きな変化となります。 

1～9丁目からなる地区には 8つの自治会、3つの老人クラブが存在し、各地

区のコミュニティづくりに向け活発な活動が行われています。 

近年、8つの全自治会が連携し、高洲地域全体のフェスティバルが年一回行

われていることは特筆される地域性の一つです。 

小学校 2校、保育園・所及び幼稚園５箇所、そして私立中学校 1校ができた

ように高洲は、子育て世代が圧倒的に多い地区でもあります。その世代はマン

ションでの生活者が多く、各自治会の活動の中で子どもたちに向けたイベント、

サロン活動が行われており、自治会を離れた場で個々の子育てサロンなどの活

動が行われています。 

また、公民館には児童センターがあり、多くの方に利用されています。 

 

【地域の現状と課題】 

南1支部の高洲地域として行ってきたサ

ロン活動は、各地区から推進委員が選ばれ

たことで、地区老人クラブへの声掛けによ

り参加者が増加している傾向は、以前と変

わった動きとなっています。 

地域全体の現状は、従来と大きく変わる

ところはないものの、前出の地域性で述べ

ているように地区ごとの活動が高洲全体

の活動へとつながり広がっています。 

課題としては、老人クラブなどに参加していない隠れた高齢者の皆さんと如

何にしてつながりをもてるかとなっています。 

 

【今後の方向性と具体的な活動】 

①地区団体との連携を強めることによるサロン活動の充実を図り、支え合い助

け合える地域づくりを目指します。 

②異世代交流を目的にした自治会への声かけ、働きかけと、老人クラブへの

声かけ、サロンのコラボレーション活動を進めていきます。 
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－ 地区データ － 

【地域】 高洲 

 
平成 27年 4月 1日 

現在データ 
平成 21年 増減 

総人口 14,194人 8.67% 11,551人 2,643人 

世帯数 4,753世帯 6.32% 3,902世帯 851世帯 

0～4歳 806人 5.68 935人 △129人 

5～14歳 2,525人 17.79% 2,146人 379人  

65歳以上（高齢化率） 1,253人 8.83% 791人 462人 

《内 75歳以上》 501人 3.53% 308人 193人 

※総人口・世帯は市内比率、その他は地区内比率 

区 域 
人 口 0～4歳 65歳以上 内 75歳以上 

14,194人 806人 5.68% 1,253人 8.83% 501人 3.53% 

高洲１丁目 1,500人 56 3.73% 178人 11.87% 73人 4.87% 

高洲２丁目 1,198人 71 5.93% 153人 12.77% 59人 4.92% 

高洲３丁目 1,190人 50 4.20% 185人 15.55% 85人 7.14% 

高洲４丁目 2,477人 157 6.34% 91人 3.67% 34人 1.37% 

高洲５丁目 3,690人 122 3.31% 268人 7.26% 85人 2.30% 

高洲６丁目 1,238人 55 4.44% 187人 15.11% 53人 4.28% 

高洲７丁目 1,061人 29 2.73% 67人 6.31% 27人 2.54% 

高洲８丁目 1,762人 266 15.10% 48人 2.72% 16人 0.91% 

高洲９丁目 78人 0 0.00% 76人 97.44% 69人 88.46% 

 

【地域資源】 

（児童・青少年）   

内 容 名 称 住 所 

幼稚園 渋谷教育学園浦安幼稚園 高洲 2-3-1 

保育園、一時保育、子育て支援センター 高洲保育園 高洲 2-3-4 

幼稚園 暁星国際学園新浦安幼稚園 高洲 4-2-20 

認証保育所 
チャイルドタイム新浦安エン

ゼルホーム 

高洲 4-3-1プラウド新浦

安グランドコテージ 2階 

保育園 高洲マミー保育園 
高洲 5-1 レジアスフォー

ト新浦安内 

児童センター 高洲児童センター 
高洲 5-3-2エスレ高洲

内 
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（障がい）   

内 容 名 称 住 所 

日中一時支援事業 うみかぜ 高洲 3-15-22 

就労継続支援（B型） カフェテラスエスレ 高洲 5-3-2 

特別支援学級 
市立高洲小学校「おおぞら学

級」 
高洲 4-2-1 

特別支援学級 市立高洲中学校「8組」 高洲 7-3-1 

 

（高齢者）   

内 容 名 称 住 所 

居宅介護支援 介護相談センターよろこび 高洲 1-2-1 

小規模多機能型居宅介護 小規模多機能施設きはち 高洲 1-2-1 

認知症デイサービス デイサービスはじめ 高洲 1-2-1 

有料老人ホーム 
舞浜倶楽部・新浦安フォーラ

ム 
高洲 1-2-1 

デイサービス 総合福祉サービスうみかぜ 高洲 3-15-22 

居宅介護支援 
ナーシングサポート居宅介護

支援事業所 
高洲 6-1-4-306 

ケアハウス 浦安市ケアハウス 高洲 9-3-1 

デイサービス 
浦安市高洲高齢者デイサー

ビスセンター 
高洲 9-3-1 

ショートステイ（生活介護）、特別養護老

人ホーム 
浦安市特別養護老人ホーム 高洲 9-3-1 

居宅介護支援、在宅介護支援センター 
浦安市高洲在宅介護支援セ

ンター 
高洲 9-3-1 

居宅介護支援 聖隷ケアプランセンター浦安 高洲 9-3-1 

特別養護老人ホーム 浦安愛光園 高洲 9-3-2 

デイケア、ショートステイ（療養介護）、老

人保健施設 
浦安ベテルホーム 高洲 9-3-2 

 

（自治会・老人クラブ・学校・公共施設等） 

 
 
 
 
 

自 治 会 高洲、浦安高洲県営住宅、潮音の街、ラディアンコースト新浦安、 

レジアスフォート新浦安、モアナヴィラ新浦安、プラウド新浦安、 

プラウド新浦安パームコート 

老 人 クラブ シーサイド桜クラブ、高洲クラブ、レジアスきらら会、潮騒くらぶ 

学 校 高洲小学校、高洲北小学校、高洲中学校、浦安南高等学校、 

東京学館浦安中学校・高等学校、順天堂大学医療看護学部 

児童育成クラブ 高洲小学校地区児童育成クラブ、高洲北小学校区児童育成クラブ 

学 校 区 高洲中学校区（高洲中学校区健全育成連絡協議会） 

公 民 館 地域交流プラザエスレ高洲 
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 浦安市社会福祉協議会 
北１支部活動計画 

 

地  域：猫実 4･5丁目、当代島 

設立年月日：平成 13年 6月 11日 

推進体制：支部社協推進委員数 39人 

 
 
 

 

 

 

 

 

【地域性】 

北 1 支部の地域は、元町の地区にあり、昔か

ら住む高齢者同士の顔見知りが多く、近所づき

あいが良いなど、地域のつながりは比較的強い

地域です。 

駅に近いことから、交通はもちろんのこと、

買い物や病院などの住環境が整っており、生活

がしやすい地域でもあります。自治会活動も盛

んで、一人暮らし高齢者などの見守り活動が積極的に行われています。 
また、4年に一度の「浦安三社祭」では、地域の老若男女が一つにまとまり

ます。 
 

【地域の現状と課題】 

元町であるため、道幅が狭く歩道がないとこ

ろや段差が多いことから、シルバーカーや車い

すなどが通りにくい場所が数多くあります。賃

貸のアパートやマンションが多く点在し、独身

の若者やひとり暮らしの高齢者など、近所との

つながりが少ない方たちも増えてきており、生

活上のマナーが守られないケースも見受けられ

ます。また、子どもから高齢者までが集い楽しめる大きな公園がないため、子

どもたちの遊び場が少ない現状もあります。 

転出入者が多いので、子育て世代の方のつながりが希薄にならないように、

高齢化対策も含めて、今後も子育てサロンやふれあいサロンなど、子育て世代

や高齢者が気軽に集まれる居場所づくりをさらに進める必要があります。 
 
 
 

地域性を生かしたつながりづくりを進める 

重点目標 
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【今後の方向性と具体的な活動】 

・サロンやバスツアーは、今後も定期的に開

催し、これまで出てこられなかった方の参

加を促進し、地域で孤立しないよう、でき

るだけ多くの人が参加できる環境づくりに

努めます。 

・公民館などを活用し、子どもや障がい者・

高齢者など異世代の交流ができる場所づく 

 りを推進します。 

・ひとり暮らし高齢者などの生きがいづくりを推進します。 

・気になる家庭などに行事開催のお知らせ等を持っていきながら、定期的に地

域の方々へあいさつや声かけを進め、地域のつながりづくりの充実に努めま

す。 

・広報紙を自治会等へ通じて幅広く配布し、新しい方にも気軽に足を運んでい

ただけるサロン等の事業を積極的に進めていきます。 

・地域の小学校、中学校とのつながりを今後も大切にし、福祉教育を推進しま

す。 

・地域にある福祉事業所（あいらんど、しずか荘等）との連携を図っていきま

す。 

・公民館事業への協力を推進します。 

・健康維持や健康寿命を延ばすことを目的としたラジオ体操への取り組みを 

検討していきます。 

 

＜事業展開＞ 

・ふれあいサロン 

・子育てサロン  

・ふれあいバスツアー 

・ふれあいスポーツの集いなどの多くの人

が交流できる場づくり 

・声かけ活動（訪問世帯の拡大） 

・サロンなどによるつながりから気軽に相

談でき、相談を受け入れる体制（関係機関

へつなげる）の充実 

・浦安小学校、浦安中学校事業への協力 

・推進委員研修会 

・地域協力活動（中央公民館文化祭、当代島公民館餅つき大会等） 
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－ 地区データ － 

【地域】 猫実 4・5丁目、当代島 

 
平成 27 年 4 月 1 日 

現在データ 
平成 21 年 増減 

総人口 12,557人 7.67% 12,418人 139人 

世帯数 7,234世帯 9.62% 6,866世帯 368世帯 

0～4歳 474人 3.77% 501人 △27人 

5～14歳 787人 6.27% 845人 △58人 

65歳以上（高齢化率） 2,018人 16.07% 1,717人 301人 

《内 75歳以上》 895人 7.13% 726人 169人 

※総人口・世帯は市内比率、その他は地区内比率 

 

【地域資源】 

（児童・青少年）   

内 容 名 称 住 所 

保育園 当代島保育園 当代島 1-25-27 

簡易保育所 スクルド浦安保育園 当代島 3-3-1 トミーハイツ 101 

幼稚園、子育てすこやか広場 青葉幼稚園 当代島 3-12-1 

民間保育園 あい・あい保育園 猫実 4－2－3 

認定こども園、子育てすこやか広

場、預かり保育 
若草認定こども園 猫実 4-6-12 

簡易保育所 おもちゃのいえ 
猫実 4-6-39 リバーリッチ第 3川富

3F 

保育園、一時保育、子育て支援

センター 
浦安駅前保育園 猫実 4-19-24 

 

 

 

区 域 
人 口 0～4歳 65歳以上 内 75歳以上 

12,557人 474人 3.77% 2,018人 16.07% 895人 7.13% 

当代島 1丁目 2,967人 90人 3.03% 446人 15.03% 196人 6.61% 

当代島 2丁目 4,062人 182人 4.48% 634人 15.61% 261人 6.43% 

当代島 3丁目 2,213人 95人 4.29% 309人 13.96% 144人 6.51% 

猫実 4丁目 1,626人 50人 3.08% 366人 22.51% 172人 10.58% 

猫実 5丁目 1,689人 57人 3.37% 263人 15.57% 122人 7.22% 
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（障がい）   

内 容 名 称 住 所 

居宅介護、重度訪問介護、同行

援護、移動支援 
ニチイケアセンター浦安 当代島 1-4-1第一西脇ビル 2F 

居宅介護、重度訪問介護、移動

支援事業 
平和ライフケアサービス 当代島 1-5-1 ラッフィナート 101 

児童発達支援 
こころとことばの教室こっこ

浦安駅前校 
当代島 1-9-25 

生活介護、就労継続支援（B型） あいらんど 当代島 2-13-25 

日中一時支援 ワンダー・あいらんど 当代島 2-13-22 

生活介護、自立訓練（機能訓

練）、日中一時支援 

夢のみずうみ村浦安デ

イサービスセンター 
当代島 2-13-27 

障がい者就労 カフェ・デ・あいらんど 当代島 2-14-1当代島公民館内 

特別支援学級 
浦安小学校なかよし学

級 
猫実 4-9-1 

通級指導教室 
浦安小学校ことばときこ

えの教室 
猫実 4-9-1 

居宅介護、重度訪問介護、移動

支援 
アミカ浦安介護センター 

猫実 4-18-30ユーステム浦安Ⅱ

212号室 

居宅介護、重度訪問介護 
日生定期巡回サービス

浦安 
猫実 4-18-34井上ビル 301 

居宅介護、重度訪問介護、移動

支援 
Rakue浦安 猫実 5-7—1 ビビアンコート 3F 

居宅介護、重度訪問介護、移動

支援、福祉用具貸与、販売 
リリーフケア 24 猫実 5-11-18 

 

（高齢者）   

内 容 名 称 住 所 

訪問介護 アミカ浦安介護センター 
猫実 4-18-30ユーステム浦安Ⅱ

212号室 

訪問看護 
日生訪問看護ステーショ

ン浦安 
猫実 4-18-34井上ビル 301 

定期巡回・随時対応型訪問介護 
日生訪問巡回サービス

浦安 
猫実 4-18-34井上ビル 301 

デイサービス 
浦安市浦安駅前高齢者

デイサービスセンター 
猫実 4-19-24 

訪問介護 Rakue浦安 猫実 5-7—1 ビビアンコート 3F 

通所リハビリ 
浦安高柳病院通所リハ

ビリステーション 
猫実 5-11-14 
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訪問介護 リリーフケア 24 猫実 5-11-18 

福祉用具貸与・特定福祉用具販

売 
ママショップ加納 猫実 5-11-18 

居宅介護支援、 
らいおんハート居宅介護

支援センター浦安 
当代島 1-2-5スカイマンション 201 

居宅介護支援、訪問介護、福祉

用具貸与・特定福祉用具販売 
ニチイケアセンター浦安 当代島 1-4-1第一西脇ビル 2 

居宅介護支援、訪問介護 平和ライフケアサービス 当代島 1-5-1 ラッフィナート 101 

デイサービス 
夢のみずうみ村浦安デ

イサービスセンター 
当代島 2-13-27 

特別養護老人ホーム うらやす和楽苑 当代島 2-14-2 

認知症高齢者グループホーム 
グループホームきらら当

代島 
当代島 2-22-29 

在宅介護支援センター 
東京ベイ・浦安在宅介護支

援センター 
当代島 3-4-32 

複合型高齢者介護施設 しずか荘 当代島 3-10-35 

 

（自治会・老人クラブ・学校・公共施設等）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自 治 会 猫実四丁目、第八区、第九区 

老 人 クラブ 七区第二熟年クラブ、八区若寿会、当代島かもめ会 

学 校 浦安小学校 

児童育成クラブ 浦安小学校地区児童育成クラブ 

学 校 区 浦安中学校区（浦安中学校区健全育成連絡協議会） 

公 民 館 中央公民館、当代島公民館 
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 浦安市社会福祉協議会 
北２支部活動計画 

 

地  域：北栄 1～3丁目、猫実 3丁目 

設立年月日：平成 13年 6月 19日 

推進体制：支部社協推進委員数 25人 

 
 
 

 

 

 

 

 

【地域性】 

北２支部の地域は、東京メトロ東西線浦安駅が

近い立地から転勤によるサラリーマン世帯や独身

の若者などが多く住む街となってきています。魚

市場や駅前商店街、大型スーパーもあり生活の利

便も良いところで、古くから住んでいる人も多く、

その高齢化も進んでいます。 

地域住民同士としてのつながりが少ない方が多

い地域でもあります。 
 

【地域の現状と課題】 

全体的な部分では駅前であるので公民館も遠く、広い公園がありません。猫

実 3丁目や北栄地区は昔から住んでいる人のつながりが強い反面、新住民も多

く占めていること、住民の高齢化が進み独居の方が増えており地域の輪を広げ

るため、身近な地域における高齢者等を対象としたサロンが必要です。北栄 1

丁目にある第十区自治会集会所で毎月実施している子育てサロンには、多くの

親子が参加しており、市内で盛況なサロンの一つです。 

転入してきた子育て世代のつながりが弱いため、今後も地域性を生かした声

かけ活動やサロン活動を進めて、居場所づくりや地域住民同士の輪を作り上げ

るともに、子育て世代を対象とした事業の充実も課題としてあげられます。北

2支部を支える推進委員が少ないため、活動に対

して、推進委員一人あたりの負荷が多いのが現状

です。 
 
 
 
 
 

つながろう地域の輪 仲間づくりの推進 

重点目標 
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【今後の方向性と具体的な活動】 

①サロン活動の推進 

高齢者が参加しやすいイベントや、より楽しんでいただける（10 区・猫

三・北三）サロンづくり、子育てサロン「わいわい広場」の充実など、地域

のニーズに合った活動を進めていきます。また、地域の男性も参加できるよ

うなサロンづくりを目指していきます。 
 

②ふれあいを通じた地域福祉推進 

自治会の夏祭りや小学校のクリーン作戦等に参加し、地域の父母との連携

を深めるなど、積極的に推進委員の確保を行っていきます。 
 

③地域の見守り強化 

ひとり暮らしや夫婦のみの高齢者世帯に、振り込め詐欺防止などの必要な

情報を提供する場づくりを行っていきます。 

 

＜事業展開＞ 

・10区サロン（年 1回） 

・猫三サロン（年 2回） 

・日帰りバスツアー（年 1回） 

・北三サロン（年 1回） 

・子育てサロン（年 12回）  

・友愛訪問（訪問世帯の拡充） 

・見守りが必要な方への声かけ活動 

・広報紙発行 

・推進委員研修会 

 

－ 地区データ － 

【地域】 北栄 1～3丁目、猫実 3丁目 

 
平成 27年 4月 1日 

現在データ 
平成 21年 増減 

総人口 14,554人 8.89% 13,732人 822人 

世帯数 8,413世帯 11.19% 7,599世帯 814世帯 

0～4歳 653人 4.49% 733人 △80人 

5～14歳 787人 5.41% 1,026人 △239人 

65歳以上（高齢化率） 1,629人 11.19% 1,190人 439人 

《内 75歳以上》 613人 4.21% 467人 146人 

※総人口・世帯は市内比率、その他は地区内比率 
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区 域 
総人口 0～4歳 65歳以上 《内 75歳以上》 

14,554人 653人 4.49% 1,629人 11.19% 613人 4.21% 

北栄 1丁目 2,828人 129人 4.56% 282人 9.97% 121人 4.28% 

北栄 2丁目 4,720人 187人 3.96% 494人 10.47% 179人 3.79% 

北栄 3丁目 5,559人 310人 5.58% 501人 9.01% 172人 3.09% 

猫実 3丁目 1,447人 27人 1.87% 352人 24.33% 141人 9.74% 

 

 

【地域資源】 

（児童・青少年） 

内 容 名 称 住 所 

簡易保育所 保育ルームフェリーチェ浦安園 北栄 1-15-9 

認証保育所 浦安わかば保育園 北栄 1-12-7 

認可保育園 アップルナースリー浦安保育園 北栄 1-11-24 

認可保育園 浦安わかばの森保育園 北栄 2-15-8 

幼稚園型認定こども園 北部認定こども園 北栄 3-20-2 

認可保育園 ポピンズナーサリースクール浦安 北栄 3-27-13 

認可保育園 猫実保育園 北栄 3-31-14 

簡易保育所 キッズナーサリー浦安園 北栄 3-33-10-1F 

 

（障がい） 

内 容 名 称 住 所 

就労移行支援 
就労移行支援事業所リバー

サル浦安 
北栄 1-16-10岡清ビル 2F 

居宅介護、訪問介護 レスパイトケア 北栄 1-16-30-305 

居宅介護、重度訪問介

護、移動支援 
あさりケアサービス 北栄 2-17-30パルメゾンソーマ 108 

放課後等デイサービス うらやす・みらいルーム 北栄 3-9-16 リバーリッチ第 2川富 1F 

青少年サポート事業 うらやす・そらいろルーム 北栄 3-9-16 リバーリッチ第 2川富 1F 

居宅介護、移動支援 おあしすヘルパー・センター 北栄 3-11-12-1F 

特別支援学級 北部小学校「ひまわり学級」 北栄 3-20-1 

放課後等デイサービス 伸栄学習会北栄教室 北栄 3-33-10 ビッグウッドビルト 2F 

居宅介護、重度訪問介

護、移動支援 

コミュニケア 24浦安きたさか

え館 
北栄 3-38-25 

訪問介護 ヤマダ介護 北栄 3-38-44ブランシャ浦安 103 

居宅介護、重度訪問介

護、移動支援 
ジャパンケア浦安 猫実 3-1-16 
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（高齢者） 

内 容 名 称 住 所 

訪問介護 ジャパンケア浦安 猫実 3-1-16 

居宅介護 在宅リハビリ研究センター 猫実 3-18-15 ルレーヴ 1階 

訪問介護 あさりケアサービス 北栄 2-17-30 パルメゾンソーマ 108 

居宅 あさりケアプランセンター 北栄 2-17-30 パルメゾンソーマ 108 

小規模多機能型居宅介

護 
小規模多機能きらら北栄 北栄 2-18-18 

訪問看護 
総合リハビリ訪問看護ステーシ

ョン 
北栄 3-17-3 

デイサービス 総合リハビリケアマネ事務所 北栄 3-17-3 レイグランデ 1階 

訪問介護 おあしすヘルパー・センター 北栄 3-11-12-1F 

居宅 おあしすケアマネ・センター 北栄 3-11-12-1F 

有料老人ホーム 
コミュニケア 24 浦安きたさか

え館 
北栄 3-38-25 

デイサービス 

コミュニケア 24 浦安きたさか

え館 

デイサービス 

北栄 3-38-25 

訪問介護 

コミュニケア 24 浦安きたさか

え館 

訪問介護 

北栄 3-38-25 

居宅 

コミュニケア 24 浦安きたさか

え館 

居宅介護支援事業所 

北栄 3-38-25 

 

（自治会・老人クラブ・学校・公共施設等）  

 

 

自 治 会 第十区、北栄三丁目、猫実三丁目 

老 人 クラブ 北栄すみれクラブ 

学 校 北部小学校 

児童育成クラブ 北部小学校地区児童育成クラブ 

学 校 区 浦安中学校区（浦安中学校区健全育成連絡協議会） 
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 浦安市社会福祉協議会 
海浜１支部活動計画 

 

地  域：入船 

設立年月日：平成 17年 6月 4日 

推進体制：支部社協推進委員数 40人 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

【地域性】 

① 環境 

海浜 1支部の地域の入船地区は、第 1期

海面埋立事業によってつくられた中町北

部に位置しています。地域内にはＪＲ京葉

線新浦安駅があり、駅周辺は大型ショッピ

ングセンターや医療機関、金融機関が立ち

並ぶ商業施設であるとともに、歩道も広く、

緑の多い住環境です。また、Wave101やマ

ーレなどの公共施設も設置されています。 

②人口の高齢化 

住宅エリアは、マンションと戸建てエリアに分か

れており、旧公団マンションは既に 30 年を超える

建築日数が経ち、65 歳以上の人口が占める割合は

27.92％と、市内でも高い高齢化率の地域となって

います。 

③住民関係・自治会・管理組合 

・隣近所で顔見知りも多く、高齢者も暮らし 

 やすい地域ですが、戸建てエリアにはアパ 

ートも多く、人間関係が希薄になりがちな 

ところもあります。 

・自治会や管理組合の組織がしっかりしてお   

り、防災・地域のつながりに対して力を入 

れて活動し、住民のコミュニケーションづくりにも役立っています。 

 
あいさつ運動推進による隣近所の交流活性化 

～あいさつは人をつなぐ合言葉～ 

重点目標 
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【地域の現状と課題】 

①65 歳以上の人口割合が 5 年前と比較して約 1.6

倍、75 歳以上は約 1.7 倍となっており、今後も

増加することが予想されます。 

②中高層マンションが多いことから、ひとり暮らし

高齢者の見守り活動など、今後も地域での助け合

いの仕組みづくりに継続的に取り組む必要が考

えられます。 

③自治会など、地域での交流活動に参加していない方にも参加を呼びかけ、 

災害などの有事の際に助け合える近隣関係を普段から築いておくことが必 

要です。 

④現在の推進委員だけでの活動では限界があり、地域の中で活動に協力して 

くれる人を増やしていく必要があります。 

 

【今後の方向性と具体的な事業】 

≪私たちの地域のために≫ 

・子どもから高齢者まで幅広い世代間交流の場づくりを行います。 

・交流の第一歩となる「あいさつ」が活発に行われるような地域づくりに取り

組みます。 

・地域全体で企画し実施する統一事業を年 1回開催します。 

・地域の交流等を目的としたバスツアーを

各丁目ごとに開催します。 

・災害など有事の際には、自治会等と協力

しながら助け合いや安否確認など、支部

として可能な範囲でできる活動につい

て検討します。 

・支部活動のＰＲを図ると共に、推進委員

として協力する方々を増やすための行事開催なども検討していきます。また、

推進委員が支部活動に参加しやすい環境づくりにも取り組みます。 
 

≪高齢者のために≫ 

・誰もが参加しやすく、健康でいきいきとした生活を送れるきっかけづくりと

なるようなサロンを各丁目ごとに開催します。 

・見守り活動など、地域での助け合いの仕組みづくりを行います。 
 

≪子どもたちのために≫ 

・子育て世代の方々を対象としたサロンの開催など、交流の場づくりに取り 

組みます。 
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＜事業展開＞ 

・1 丁目、2 丁目入西ネット、3 丁目、4 丁目、5

丁目、6丁目各サロンの充実 

 ・子育てサロンの充実 

 ・各丁目別バスツアーの実施 

 ・統一事業の開催 

 ・防災グッズ「いりふねくん」の配布（年 2回）

と共に地域の災害時要援護者を把握 

 ・各自治会行事への参加（夏祭り・秋祭り等） 

 ・小中学校との交流を目的とした行事の開催 

 ・推進委員対象研修の実施 

 ・広報誌「いりふね」の発行（年 2回） 

 ・地域の各団体との連携 

 

 

－ 地区データ － 

【地域】 入船 

 
平成 27年 4月 1日 

現在データ 
平成 21年 増減 

総人口 9,789人 5.98% 10,351人 △562人 

世帯数 4,202世帯 5.59% 4,089世帯 113世帯 

0～4歳 297人 3.03% 339人 △42人 

5～14歳 779人 7.96% 843人 △64人 

65歳以上（高齢化率） 2,733人 27.92% 1,725人 1,008人 

《内 75歳以上》 831人 8.49% 496人 335人 

※総人口・世帯は市内比率、その他は地区内比率 

区 域 
総人口 0～4歳 65歳以上 《内 75歳以上》 

9,789人 297人 3.03% 2,733人 27.92% 831人 8.49% 

入船 1丁目 1,063人 27人 2.54% 189人 17.78% 60人 5.64% 

入船 2丁目 1,953人 63人 3.23% 615人 31.49% 160人 8.19% 

入船 3丁目 1,645人 50人 3.04% 518人 31.49% 156人 9.48% 

入船 4丁目 2,086人 70人 3.36% 409人 19.61% 150人 7.19% 

入船 5丁目 885人 25人 2.82% 286人 32.32% 86人 9.72% 

入船 6丁目 2,157人 62人 2.87% 716人 33.19% 219人 10.15% 
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【地域資源】 

（児童・青少年） 

内 容 名 称 住 所 

一般・青少年が気軽に集まる場 新浦安カルチャープラザ・青少年交流広場  入船 1-2-1マーレ内 

乳幼児健康支援一時預かり  
ポピンズナーサリー新浦安 

病後児保育室アクアルーム 
入船 1-2-1 マーレ内 

保育（一時保育）、 

子育て支援センター 
ポピンズナーサリー新浦安 入船 1-2-1 マーレ内 

保育（一時保育） オレンジキッズルーム 
入船 1-4-1 ショッパーズプ

ラザ新浦安 3階 

子育てすこやか広場、幼稚

園 
入船南幼稚園 入船 3-66-2 

認証保育所 エンゼルマミー 入船 4-9-16 

保育、子育て支援センター 入船北保育園 入船 4-34-1 

保育園 たかし保育園新浦安 入船 5-46-1 

保育園、子ども相談 入船保育園 入船 6-9-1 

 

（障がい） 

内 容 名 称 住 所 

地域との交流、情報発信、

生産活動 

地域活動支援センターとも 

駅前センターほっぷ 
入船 1-3-1 

特別支援学級（知的障がい）  入船小学校「わかしお学級」 入船 3-66-1 

特別支援学級（知的障がい）  入船中学校「F組」 入船 3-66-3 

重度訪問、居宅介護、同

行、移動支援 
ニチイケアセンター新浦安 

入船 4-3-1 新浦安エスケー

ビル 4F 

障がい児相談支援 こころとことばの教室こっこ新浦安校 入船 4-10-24-1F 

重度訪問、居宅介護 エメラルドサポート 
入船 4-12-10 セイメゾンⅡ

101 

 

（高齢者） 

内 容 名 称 住 所 

地域包括支援センター 
浦安市新浦安駅前在宅介護支援センター

（ともづな新浦安） 
入船 1-2-1 マーレ内 

訪問リハビリ 順整会新浦安整形外科クリニック 
入船1-4-1 ショッパーズプラ

ザ新浦安 6階 

住民参加型在宅福祉サー

ビス、買物支援 
ココ COLORねっと 入船 4-1-5 
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訪問介護、居宅 ニチイケアセンター新浦安 
入船 4-3-1  

新浦安エスケービル 4F 

訪問介護 エメラルドサポート 
入船 4-12-10 セイメゾンⅡ

101 

介護支援、家事援助 たすけあいはとぽっぽ 入船 6-5-1 

 

（自治会・老人クラブ・学校・公共施設等）  

 

 

 

 

自 治 会 入船、さつき苑、入船中央エステート、入船西エステート、入船東エステート、 

入船北エステート、入船リバーサイド、エアレジデンス新浦安オーナーズクラブ 

老 人 クラブ 入船つつじ会、入船中央寿会、みさき長寿会、入船東寿会、入船北の会、 

入船長和会 

学 校 入船南小学校、入船中学校 

児童育成クラブ 入船南小学校地区児童育成クラブ 

学 校 区 入船中学校区（入船中学校区健全育成連絡協議会） 
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浦安市社会福祉協議会 
海浜２支部活動計画 

 

地  域：日の出、明海 

設立年月日：平成 17年 6月 4日 

推進体制：支部社協推進委員数 44人 

 
 
 

 

 

 

 

 

【地域性】 

海浜 2 支部の地域は、海面埋立事業によってつく

られた新町地区に位置しています。地域内は旧公団

や民間デベロッパーにより開発されたマンションを

中心とした市街地となっています。また、地域内に

は、ホテルや温泉施設、2 つの大学、大型商業施設

等が立ち並び、浦安市総合公園をはじめとした公園

が多く点在しています。 

 

【地域の現状と課題】 

（現状） 

人口はこの 5 年間で微増しており、少子高齢化

が進んできました。高齢化率は市内では低いエリ

アですが、5年前と比較すると約3.5%増えており、

分譲マンションが多いことから年々高齢者の割合

が増えていくと考えられます。 

子育て世代は急激に減少していますが、市内で 

は比較的子育て世代が多い地区であり、子育てを

支える事業を継続、充実していくことが大切であると考えています。 

（課題） 

エリア内には日の出公民館や福祉関係施設等の資源は多くありますが、元気

な高齢者が自由に過ごせるような場所が少なく、居場所づくりが待たれます。 

マンションが圧倒的に多い新しい街、さらに戸建て開発等が現在も進んでい

る街であることから、住民相互の付き合いは比較的浅いと言えます。支部社協

としては、自治会等への働きかけも行い、福祉情報等の発信、各種サロン等の

活動による住民相互の交流の場を提供する活動をさらに推し進める必要があ

ると考えます。 

 
地域の人々が交流し合えるやさしいまちづくり 

重点目標 
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【今後の方向性と具体的な活動】 

・様々な世代の孤立防止に取り組み、交流の場を提供していきます。 

・気軽に足を運んでいただける居場所づくりとして、サロンやバスツアーの 

充実を進めます。 

・子育て世代を対象とした、地域の方が集う交流の場づくりを行います。 

・人と人とのつながりを深めるために地域住民への啓発活動を進めます。 

・地域における学校との連携に取り組みます。 

・高齢者の健康増進と地域交流の場をつくります。 

 

＜事業展開＞ 

・シニアサロンや子育てサロンの充実 

・ひので Café の実施（日の出公民館と共催の

シニアサロン） 

・日帰りバスツアー 

・講演会実施（幅広い世代を対象とした内容

を検討する） 

・小中学校や大学との連携した活動 

・広報紙発行等による効果的な啓発活動の展開 

・太極拳体験会、パークゴルフ体験会の実施 

・ラジオ体操の実施 

・子どもたちとの募金活動の実施 

 

－ 地区データ － 

【地域】 日の出、明海 

 
平成 27年 4月 1日 

現在データ 
平成 21年 増減 

総人口 25,072人 15.31% 24,709人 363人 

世帯数 8,976世帯 11.94% 8,564世帯 412世帯 

0～4歳 1,053人 4.20% 1,746人 △693人 

5～14歳 3,924人 15.65% 4,481人 △557人 

65歳以上（高齢化率） 2,378人 9.48% 1,488人 890人 

《内 75歳以上》 891人 3.55% 620人 271人 

※総人口・世帯は市内比率、その他は地区内比率 
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区 域 
人 口 0～4歳 65歳以上 75歳以上 

25,072人 1,053人 4.20% 2,378人 9.48% 891人 3.55% 

日の出１丁目 4,140人 133人 3.21% 880 21.26% 381 9.20% 

日の出２丁目 1,851人 41人 2.22% 117 6.32% 34 1.84% 

日の出３丁目 3,388人 111人 3.28% 238 7.02% 76 2.24% 

日の出４丁目 1,270人 168人 13.23% 20 1.57% 3 0.24% 

日の出５丁目 3,897人 118人 3.03% 207 5.31% 60 1.54% 

日の出６丁目 922人 42人 4.56% 54 5.86% 18 1.95% 

日の出７丁目 300人 38人 12.67% 12 4.00% 0 0.00% 

明海１丁目 1,508人 66 4.38% 269 17.84% 86 5.70% 

明海３丁目 1,149人 55 4.79% 78 6.79% 38 3.31% 

明海４丁目 1,681人 122 7.26% 145 8.63% 69 4.10% 

明海５丁目 3,114人 89 2.86% 211 6.78% 71 2.28% 

明海６丁目 1,852人 70 3.78% 147 7.94% 55 2.97% 

 

【地域資源】 

（児童・青少年） 

内 容 名 称 住 所 

簡易保育所 スクルドエンジェル保育園新浦安 日の出 1-3-52 海風の街内 

保育園 日の出保育園 日の出 2-11-1 

幼稚園、子育てすこやか

広場 
日の出幼稚園 日の出 2-15-1 

一時預かり すまいるルーム（日の出ルーム） 日の出 2-15-1 

認証保育所 マミー保育センター新浦安 
日の出 5-3-C  

セレナヴィータ新浦安内 

幼稚園 聖徳大学付属浦安幼稚園 日の出 5-4-2 

青少年交流活動センター うら・らめーる 日の出 7-2-1 

認定こども園、子育てすこ

やか広場、預かり保育 
明海認定こども園 明海 2-13-3 

保育、子育て支援センター 海園の街保育園 明海 3-2-12 

認定こども園 渋谷教育学園浦安こども園 明海 5-4 

つどいの広場、一時預か

り 

明海つどいの広場子育てテラス

ふらっと 
明海 5-7-8 ドクターズベイ 
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（障がい） 

内 容 名 称 住 所 

特別支援学級 日の出中学校「7組」 日の出 3-1-2 

特別支援学級 日の出南小学校「くすのき学級」 日の出 5-4-4 

特別支援学級 明海小学校「にじいろ学級」 明海 2-13-4 

特別支援学級 明海南小学校「なのはな学級」 明海 5-5-1 

特別支援学級 明海南小学校「通級あけなん」 明海 5-5-1 

特別支援学級 明海中学校「J組」 明海 5-5-1 

生活介護、移動支援 たちばな 明海 6-1-10 

児童発達支援、放課後等デ

イサービス、日中一時支援

事業 

発達支援センターたちばな 
明海 6-1-10パークシティグラン

デ新浦安 1階 

 

（高齢者） 

内 容 名 称 住 所 

有料老人ホーム グッドタイムリビング新浦安 明海 6-1-3 

有料老人ホーム 浦安エデンの園 日の出 1-2-1 

 

（自治会・老人クラブ・学校・公共施設等）  

自 治 会 日本航空浦安社宅、ベイシティ浦安、海風の街、夢海の街団地、 

ベイシティ新浦安、住友商事新浦安寮、コスモ新浦安東京ベイ、 

海園の街、グランファースト新浦安、パークシティ新浦安、 

セレナヴィータ新浦安、川崎重工新浦安社宅、アールフォーラム新浦安、 

碧浜、望海の街、シーガーデン新浦安、ラ・フィネス新浦安、 

パークシティ東京ベイ新浦安 SOL、パークシティ東京ベイ新浦安 Sea、 

パークシティ東京ベイ新浦安 Coco、パークシティグランデ新浦安、 

プラウド新浦安マリナテラス 

老 人 クラブ 海風の街これから会、ゆめみ悠々会、海園の街盛年会、サンライズクラブ、 

アールフォーラムクラブ、シーガーデン・日の出クラブ、セレナ・シニアクラブ 

学 校 日の出小学校、明海小学校、日の出南小学校、明海南小学校、 

日の出中学校、明海中学校、明海大学、了徳寺大学 

児童育成クラブ 日の出小学校地区児童育成クラブ、明海小学校地区児童育成クラ 

ブ、日の出南小学校地区児童育成クラブ 

学 校 区 日の出中学校区（日の出中学校区健全育成連絡協議会） 

明海中学校区（明海中学校区健全育成連絡協議会） 

公 民 館 日の出公民館 

  

  



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うらやす地域福祉活動計画Ⅲ 
地域福祉を推進する地域の取組み 

《支部社会福祉協議会の活動計画》 

（平 成 2 8 年 度 ～平 成 3 2 年 度 ） 

 住み続けたいと思える地域をつくるために 
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