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浦安市社会福祉協議会支部活動計画Ⅲの概要 
 

 

１ 浦安市社会福祉協議会支部 （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） 

 

（浦安市社会福祉協議会支部設立の経緯） 

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、社会福祉法人浦安市社会福

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「浦安市社会福祉協議会支部（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支部・海浜１支部・海浜２支部）し、平成２８年度に南１支部

を２分割（南１支部・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 浦安市社会福祉協議会支部の主な取り組み 

 

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 
 

○住みよいまちを目指すための具体的な活動 

◼ 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 浦安市社会福祉協議会支部活動計画Ⅲ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研修会及び説明会を行いました。 

◼ 研 修 会 ： オンライン（Youtube）にて開催 

令和 2年 6月 29日（月）～令和 2年 9月 30日（水） 

◼ 東 1支部 ： 令和 2年 9月 1日（火） 

◼ 東 2支部 ： 令和 2年 8月 21日（金） 

◼ 西 1支部 ： 令和 2年 7月 30日（木） 

◼ 西 2支部 ： 令和 2年 8月 17日（月）、10月 19日（月） 

◼ 南 1支部 ： 令和 2年 9月 7日（月） 

◼ 南 2支部 ： 令和 2年 9月 3日（木） 

◼ 南 3支部 ： 令和 2年 9月 8日（火） 

◼ 北 1支部 ： 令和 2年 9月 23日（水） 

◼ 北 2支部 ： 令和 2年 8月 21日（金） 
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◼ 海浜 1支部 ： 令和 2年 9月 7日（月） 

◼ 海浜 2支部 ： 令和 2年 8月 5日（水） 

 

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

を話し合い、計画を策定しました。 

令和３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。 

《参考先》 浦安市ホームページ、介護保険・介護サービス事業者ガイドブック

2020 年「ハートページ」（浦安市介護保険課監修）、浦安市シニアガ

イドブック・浦安市障がい福祉ガイドブック、浦安子育てガイドブック

（i-net）、浦安カタログ（明光企画）   ※順不同 
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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 45人 

 
 

 

 

 

 

 

【地域性】 

東１支部の地域は、浦安市の中町北部に位置

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。大

型スーパー等商業施設が近くにあるため、買い

物に不便を感じることは少なく、新浦安駅が近

くにあり人の往来が多い地区です。美浜地区

全体での高齢化率が約３２％と市全体高齢化率より２倍近く高く、分譲エリアであ

る１丁目及び３～５丁目では高齢化の進行が顕著となっています。また、２丁目は

0～4 歳の人口比率が他の丁目より高く、子育て世代が多く住んでいるエリアとな

っています。 

 

【地域の現状と課題】 

３丁目は市内で最も高齢化率が高く、すでに 

45％に達しています。4丁目は 40％となり、 

マンションエリアでも 24～37％の高齢化率とな 

っており、現在も進行しています。一方、0～14 

歳の児童については、近年ほぼ横ばいの状況で推 

移しています。 

気軽に集える場、ちょっとした外出のお手伝い、ゴミ出し等コミュニケーションを

近隣間で気兼ねなく取れる取組が必要であり、特に独居高齢者や高齢者世帯、日

中独居高齢者、認知症高齢者、子育て世代を支える仕組みづくりを進める必要が

あります。 

子育ての孤立化や高齢化率の上昇は今後とも続くものと予想され、近隣同士の

支え合い・助け合いのできる自立した地域を継続して目指さなくてはならないと

考えます。現状実施しているサロンの開催回数を見直すとともに、住民の身近であ

地域の皆さんが安全・安心に暮らせるまちづくり 

重点目標 
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る小地域単位で、より身近な活動を実施していくことが求められています。 

地域とのつながりがより一層欠かせない状況のなかで、気軽に声を掛け合い助

けあいができるような、安全で安心して暮らせるまちづくりを目指すため、近隣間

でコミュニケーションが取りやすくなるような取組の促進（例：気軽に集える居場所

づくり）を行っていくことが大切であると考えます。 

 そのためには、イベント等の企画及び推進委員全員が役割をもって活動する等支

部内での役割分担を行いつつ、受け手支え手を超えた取組の創出をすることが急

務であると考えます。 

 

【今後の方向性と具体的な活動】 

・ だれもが気軽に集える居場所を小地域単位で定期的に開催していきます。 

・ 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、バスツアーを継続して取り組みます。 

・ 子育て世代の家族を支援する交流の場を継続して取り組みます。 

・ 推進委員全員が役割を持った活動となるよう事業活動の工夫、担い手の確保に

向け支部社協活動のＰＲを行います。 

・ 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】 

◇主催事業 

・ ふれあいバスツアー（年１回） 

・ 高齢者サロン ※丁目ごとの開催を検討 

・ 子育てサロン（年４回） 

・ みはまサロン（美浜１～３丁目） 

・ 美浜サロン（美浜４・５丁目） 

・ 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） 

・ 美浜☆はまかぜ祭（美浜中学校共催・美浜中学校ＰＴＡ協力、 

福祉体験型文化祭） 

◇共催事業 

・ あんどすぺーす（美浜２丁目、年１２回、多世代型交流サロン） 

 ※美浜西さくら会、美浜西エステート自治会、美浜南小おやじの会、ともづな新

浦安（新浦安駅前地域包括支援センター）、浦安市社会福祉協議会との共催 

◇協力事業 

・ 美浜南小学校、美浜北小学校の行事協力 

・ 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 

 
令和２年 4月 1日 

現在データ 
平成 27年 増減 

総人口 9,778人 5.72% 10,056人 △278人 

世帯数 4,267世帯 5.18% 4,144世帯 123世帯 

0～4歳 377人 3.86% 369人 8人 

5～14歳 787人 8.05% 793人 △6人  

65歳以上（高齢化率） 3,160人 32.32% 2,670人 490人 

《内 75歳以上》 1,410人 14.42% 974人 436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》 

9,778人 377人 3.86% 3,160人 32.32% 1,410人 14.42% 

美浜１丁目 3,061人 117人 3.82% 776人 25.35% 290人 9.47% 

美浜２丁目 2,047人 140人 6.84% 511人 24.96% 247人 12.07% 

美浜３丁目 1,104人 23人 2.08% 498人 45.11% 248人 22.46% 

美浜４丁目 1,280人 27人 2.11% 515人 40.23% 244人 19.06% 

美浜５丁目 2,286人 70人 3.06% 860人 37.62% 381人 16.67% 

※令和２年４月１日現在 住民基本台帳 浦安市ホームページを参照 

 

【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 

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 

保育園 新浦安子どもの木保育園 美浜 3-25-18 

小規模保育 フェニックスキッズ新浦安 美浜 1-7-103 

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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（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 

就労継続支援（Ｂ型） タオ 美浜 2-15-1 若潮公園内 

 
 

内 容 名 称 住 所 

訪問介護 長谷川ケアガーデン ラベンダー新浦安 美浜 1-7-101 

地域包括支援センター（圏域） ともづな新浦安 入船 1-2-1 新浦安駅前プラザ

「マーレ」2階 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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、美浜 16サロンの会 

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 

放課後子ども教室 美浜北小学校「はっぴーひろば」、美浜南小学校「ひまわりひろば」 

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 

（自治会・老人クラブ・学校・公共施設等） 

（高齢者） 
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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 53人 

 

 

 

 

 

 

 

【地域性】 

東２支部の地域は、市役所をはじめ多くの公共施

設が置かれるなど行政上の中心地で、元町と中町が

混合する地域です。中町の海楽地区は、年々高齢化

率が上昇し、独居の高齢者も増加しています。元町地

域の猫実地区は県営・市営住宅で特に高齢化率が高

くなっています。一方、元町に属するものの東２支部

で最も若く子育て世代の多い北栄地区は、工場や駐車場が減りマンションが増加

し、浦安に定住しない若者も増えたため、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】 

高齢者事業としては、地区ごとに、さろん、バスツアーを開催することにより、地

域のつながりをより深めています。また、普段外出を控えている方にも参加してい

ただけるように幅広く声掛けすることに努めています。 

子育て事業としては、年１５回の子育てさろんを開催し、子育て世代の孤立の防

止に努めています。 

 

【地域の課題】 

高齢化が進んでおり、ひきこもりになりがち 

な高齢者のケアが一層必要になってきます。し 

かし、地域によっては自治会加入率が低下する  

等、対象者の発見や情報収集に課題があります。 

また、賃貸アパート等の住民とのつながりづ  

くりや世代間交流も積極的に行っていかなけれ  

ばなりませんが、地域での担い手不足やさろん開 

催場所が手狭であることなどの課題もあります。 

赤ちゃんからお年寄りまで笑顔あふれる地域づくりの輪 

重点目標 
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【今後の方向性と具体的な事業】 

現状の事業を継続するとともに、地域の自治会や学校等にも協力をお願いして、

地域との繋がりをより一層広げていく必要性を感じています。 

 

＜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 

 
令和２年 4月 1日 

現在データ 
平成 27年 増減 

総人口 16,144人 9.44% 15,303人 841人 

世帯数 8，411世帯 10.21% 7,721世帯 690世帯 

0～4歳 629人 3.90% 615人 14人 

5～14歳 1,235人 7.65% 1,367人 △132人  

65歳以上（高齢化率） 2,741人 16.98% 2，385人 356人 

《内 75歳以上》 1，203人 7.45% 854人 349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》 

16，144人 629人 3.90% 2,741人 16.98% 1，203人 7.45% 

北栄４丁目 4,900人 260人 5.31% 483人 9.86% 169人 3.45% 

猫実１丁目 1,847人 48人 2.60% 404人 21.87% 179人 9.69% 

猫実２丁目 3，085人 112人 3.63% 473人 15.33% 209人 6.77% 

海楽１丁目 3，376人 101人 2.99% 646人 19.14% 278人 8.23% 

海楽２丁目 2,936人 108人 3.68% 735人 25.03% 368人 12.53% 

※令和２年４月１日現在 住民基本台帳 浦安市ホームページを参照 
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【地域資源】  

（児童・青少年） 

内 容 名 称 住 所 

公立保育園（民営） ふたば保育園 北栄 4-1-16 

私立保育園 みのり保育園 猫実 2-4-7 

私立保育園 めぶき保育園 猫実 2-1-37 

私立保育園 スクルドエンジェル保育園猫実園 猫実 2-13-27 

公立認定こども園 神明認定こども園 猫実 1-18-43 

通級指導教室（小学校） 通級ひがし 猫実 1-11-1 

特別支援学級（小学校） はるかぜ学級 猫実 1-11-1 

特別支援学級（中学校） 10組 海楽 2-36-1 

子育て・青少年支援 こども家庭支援センター 猫実 1-2-5 健康センター内 

子育て・青少年支援 青少年館 猫実 1-12-38 集合事務所

1・2階 

一時預かり 保育室アリエ 猫実 1-7-7 

 

（障がい） 

内 容 名 称 住 所 

就労継続支援（Ｂ型） Ｓｏｒａ－ｃａｆé 猫実 1-1-1 市役所内 10F 

就労継続支援（Ｂ型） カフェレストランすてんぱれ 猫実 1-2-7 

共同生活援助（グループホ

ーム） 

グループホームタオ 北栄 4-4-3 

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 

計画相談支援・障がい児相

談支援 

ケアマネジメントエンジョイ 海楽 1-11-5 ﾊｲﾂﾛﾍﾞﾘｱ 102

号 

居宅介護支援・重度訪問介

護・移動支援事業 

ケアラビット浦安センター 北栄 4-20-10 

放課後等デイサービス スマートキッズジュニア浦安 北栄 4-19-31 マノワール

壱番館 2階 

居宅介護支援・同行援護・移

動支援事業 

総合福祉サービス 海楽 1-3-13 

計画相談支援・障がい児相

談支援 

相談支援事業所ウィズ 海楽 2-1-27 佐伯ビル

201 

計画相談支援・障がい児相

談支援 

相談支援事業所トータルサポート 海楽 1-29-12 3階 

放課後等デイサービス 放課後等デイサービス はっぴーデ

イあん 

海楽 1-28-10 



11 

 

内 容 名 称 住 所 

居宅介護支援・重度訪問介

護・移動支援事業 

訪問介護ファミリア 猫実 2-16-2 シンダナマン

ション 106 

児童発達支援・放課後等デ

イサービス 

マリーナ 海楽 1-3-9 

日中一時支援事業 マリーナテラス 海楽 1-3-9 

 

（高齢者） 

内 容 名 称 住 所 

居宅介護支援                                    ふれあいプラザラビット浦安 北栄 4‐20‐10 

訪問介護 ケアラビット浦安センター 北栄 4‐20‐10 

訪問看護 ケアラビット訪問看護ステーション 北栄 4‐20‐10 

居宅介護支援                                    ケアマネジメントエンジョイ 海楽 1‐11‐5 ハイツロベリア

102 

居宅介護支援                                    かねこ接骨院ケアサポート 猫実 2‐2‐6‐101 

訪問介護・特定福祉用具貸

与・特定福祉用具販売 

総合福祉サービス 海楽 1‐3‐13 

訪問介護 訪問介護ファミリア 猫実 2‐16‐2 シンダナマン

ション 106 

通所介護 浦安リハビリステーション市役所前 海楽 1‐6‐55‐1階 

通所介護 浦安市猫実高齢者デイサービスセ

ンター 

猫実 1‐2‐5 健康センター地

下 1階 

認知症対応型共同生活介護 グループホームきらら浦安海楽 海楽 2‐6‐12 

地域包括支援センター（圏

域） 

ともづな中央 猫実 1-1-1 市役所 3階 

地域包括支援センター（圏

域） 

ともづな浦安駅前 北栄 1-1-16 

地域包括支援センター（圏

域） 

ともづな新浦安 入船 1-2-1 新浦安駅前プラ

ザ「マーレ」2階 

 

（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、喜多栄クラブ 

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本室、東小学校地区児童育成クラブ北栄分室 

放課後子ども教室 東小学校「ちあふるひろば」 

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 
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 38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。一方、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（14.3％）は、浦安市全体

（17.5％）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４丁目と一番低い富士見３丁目

を比較すると約７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や、商店

が少なくなり高齢者の買い物が難しくなっ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、地域とのつながりをつくるためのサロンを定

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

 
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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のみならず、地域密着の小規模サロン活動を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、検討していきます。 

 

【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場とし

て堀江ぽっかぽかへの協力を行います。また、新たに地域密着の小規模のサ

ロンを実施し、居場所づくりに努めます。 

・ 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。 

・ 地域団体連携の為、自治会や老人クラブの方々を招いた意見交換会を企画し

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 

 
令和 2年 4月 1日 

現在データ 
平成 27年 増減 

総人口 15,637人 9.15% 14,969人 668人 

世帯数 8,637世帯 10.48% 7,934世帯 703世帯 

0～4歳 637人 4.07% 676人 △39人 

5～14歳 1,277人 8.17% 1，337人 △60人 

65歳以上（高齢化率） 2,234人 14.29% 1,990人 244人 

《内 75歳以上》 996人 6.37% 766人 230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》 

15,637人 637人 4.07% 2,234人 14.29% 996人 6.37% 

堀江 3丁目 2,195人 93人 4.24% 386人 17.59% 199人 9.07% 

堀江 4丁目 3,591人 131人 3.65% 640人 17.82% 272人 7.57% 

堀江 5丁目 2,348人 106人 4.51% 377人 16.06% 160人 6.81% 

富士見 2丁目 3,183人 143人 4.49% 369人 11.59% 162人 5.09% 

富士見 3丁目 4,320人 164人 3.80% 462人 10.69% 203人 4.70% 

※令和２年４月１日現在 住民基本台帳 浦安市ホームページを参照 

 

【地域資源】 

（児童・青少年） 

内 容 名 称 住 所 

私立保育園・地域子育て支援センター・

一時預かり 

愛和元町保育園 堀江 5-20-11 

私立保育園 浦安堀江雲母保育園 堀江 3-2-6 

私立保育園 こころうらやす保育園 堀江 4-36-9 

公立認定こども園 みなみ認定こども園 堀江 5-4-2 

公立認定こども園 堀江認定こども園 堀江 4-34-6 

保育ママ 野田保育室 堀江 3 

保育ママ 富士見保育室 富士見 2 

つどいの広場 堀江つどいの広場 堀江 3-1-8 

特別支援学級（小学校） かがやき学級 堀江 5-4-1 

特別支援学級（小学校） かもめ学級 舞浜 2-1-1 

特別支援学級（中学校） 11組 富士見 2-19-1 
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内 容 名 称 住 所 

放課後子ども教室 南小学校「キッズランド」 堀江 5-4-1 

 

（障がい） 

内 容 名 称 住 所 

短期入所 コパン 富士見 3-1-36 アルバ 

児童発達支援・放課後等デイサービス 児童デイ ほっと浦安 富士見 3-23-20 

児童発達支援・放課後等デイサービス 児童デイ ほっと浦安(重心通所

サービス） 

富士見 3-23-20 

日中一時支援事業 日中一時支援事業 ほっと浦安 富士見 3-23-20 

児童発達支援・保育所等訪問支援 はぐはぐ 富士見 3-11-1 舞浜ｶﾞｰﾃﾞﾝﾋ

ﾙｽﾞ 103A 

共同生活援助（グループホーム） フェロウ 富士見 3-1-36 アルバ 

放課後等デイサービス 放課後等デイサービス ウィズ浦

安富士見 

富士見 2-1-2 1階 

日中一時支援事業 みらいの樹 富士見 2-1-1 

 

（高齢者） 

内 容 名 称 住 所 

居宅介護支援                                    ダイバーシティ浦安 堀江 1‐11‐1 プラザ岡本

202 

居宅介護支援・訪問介護 光悠指定訪問介護事業所 堀江 6‐13‐24－2階 

通所介護 こうゆうデイサービス 堀江 6‐13‐24 

居宅介護支援                                    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 

通所介護 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 

認知症対応型共同生活介護 コミュニケア 24 癒しの浦安ふじ

み館 

富士見 2‐21－36 

認知症対応型通所介護 わとなーる浦安 富士見 3‐23‐16 

短期入所生活介護・介護老人福祉施設 ショートステイわとなーる浦安 富士見 3‐23‐16 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護 

特別養護老人ホームわとなーる

浦安 

富士見 3‐23‐16 

特定施設入居者生活介護 舞浜倶楽部・富士見サンヴァーロ 富士見 3‐16‐46 

地域包括支援センター（圏域） ともづな中央 猫実 1-1-1 市役所 3階 

 

 

 



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 

放課後子ども教室 南小学校「キッズランド」 

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 50人 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域性】 

西２支部の地域は、元町地区に位置する堀江・富士見地区と、中町地区の舞浜で

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で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

岸線を境として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

宅が並ぶエリアにおいては、年々高齢化が進んできている状況です。 

推進委員からは、堀江地区では「市役所、郵便局、病院、スーパー、学校等が身近

にあり便利で暮らしやすい」「しおかぜ緑道があり、良い環境である」「路線バスの

本数が減ったが、おさんぽバスがあるので救われている」など、富士見地区では

「しおかぜ緑道があり、散歩ができる」「近くにスーパーやコンビニがあり、通学や

通勤にも便利である」「昔から住んでいる方々は高齢化しているが、新しい住民も

多い。ひとり暮らしの若者も多い。」など、舞浜地区では「高齢化が進み、運転免許

を返納した方などは買い物に困っている」「舞浜駅に近いのはとても便利だが、日

常の買い物をする店舗が近くにない」「病院、郵便局、金融機関、福祉サービスの拠

点などが不足している」「静かな街で、高齢者が多い」などの意見がありました。 

 

【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 17.5％と比較すると低く 16.4％とな

っています。エリア内で最も高い舞浜２丁目（38.7％）と最も低い富士見５丁目

（7.5％）では約 31.2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

○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、シニアの健康維持の伸張（延伸）＝ 

○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
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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と考えられます。 

堀江・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（延伸）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、

子育て世代への支援として子育てサロンの充実が求められています。 

今後も、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拡大を図るとともに、少子高齢化進

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、出来る

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「地域コミュニティの向上が課題」「健康維持には

適度な運動が欠かせないが、地域に運動する場所が少ない」など、富士見地区では

「ひとり暮らし高齢者のひきこもり防止の取り組みが必要」「バスツアー、ふれあい

まつり、気軽に参加できるカフェがほしい」「昔からいる高齢者と若い住民との関

わり合いができるとよい」など、舞浜地区では「高齢者の健康寿命を延ばす取り組

みが必要」「買い物ができる場所が増えるとよい」「買い物の支援、福祉サービスの

拠点、公民館のような高齢者や子育て世代が気軽に立ち寄れる場所が必要」など

の意見がありました。 

 

【今後の方向性と具体的な活動】 

支部の発足以来約２０年経ち、活動の柱となる事業が確立してきましたので、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、シニアの健康維持の伸張（延伸）＝ 

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、元気なシニアが一層、これからもできるだ

け長く元気に暮らしていただけるよう、健康寿命の伸張（延伸）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。また、しおかぜ緑道や舞浜公園といった地域資源を活用した健康づくり事業



19 

 

を検討していきます。 

 

※令和２年１月より子育てサロン、健康サロンは、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止により休止しています。「早く再開してほしい」という声もいただいてい

ます。令和３年７月以降、対策を講じながら再開を目指します。また、パソコンや

携帯電話を活用して取り組める方法がないか検討していきます。 

 

・ 「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、

地域住民と子どもとの交流を目的に、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等と行う事業について協議を進めていきます。 

 

・ 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。 

舞浜２丁目で行われている買い物支援活動、舞浜３丁目で行われているマルシ

ェなどの活動に対して、西２支部として協力できることがないか検討していきま

す。 

堀江ぽっかぽかの登録員としての協力、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 

 
令和２年 4月 1日 

現在データ 
平成 27年 増減 

総人口 21，244人 12.42% 19,956人 1，288人 

世帯数 11，463世帯 13.91% 10,246世帯 1，217世帯 

0～4歳 858人 4.04% 818人 40人 

5～14歳 1,636人 7.70% 1,660人 △24人 

65歳以上（高齢化率） 3，476人 16.36% 2,946人 530人 

《内 75歳以上》 1,509人 7.10% 1,022人 487人 

※総人口・世帯は市内比率、その他は地区内比率 

※令和２年４月１日現在 住民基本台帳 浦安市ホームページを参照 

 

【地域資源】  

（児童・青少年） 

内 容 名 称 住 所 

私立保育園・地域子育て支援センタ

ー・一時預かり 

しおかぜ保育園 富士見 4-12-15 

私立保育園 アスク舞浜保育園 富士見 5-24-5 

私立保育園 浦安どろんこ保育園 堀江 1-34-29 

私立保育園 舞浜こどもの木保育園 富士見 1-11-17 

私立保育園 風花学園 堀江 6-11-37 

私立保育園 浦安さくら保育園 富士見 4-6-28 

私立保育園 堀江こどもの木保育園 堀江 1-27-8 

区 域 
人 口 0～4歳 65歳以上 《内 75歳以上》 

21，244人 858人 4.04% 3，476人 16.36% 1,509人 7.10% 

堀江１丁目 3,179人 133人 4.18% 527人 16.58% 225人 7.08% 

堀江２丁目 2,377人 109人 4.59% 443人 18.64% 212人 8.92% 

堀江６丁目 2,205人 102人 4.63% 309人 14.01% 139人 6.30% 

富士見１丁目 2,871人 159人 5.54% 297人 10.34% 138人 4.81% 

富士見４丁目 2,853人 131人 4.59% 300人 10.52% 148人 5.19% 

富士見５丁目 4,047人 147人 3.63% 303人 7.49% 132人 3.26% 

舞浜２丁目 2,040人 57人 2.79% 789人 38.68% 329人 16.13% 

舞浜３丁目 1,671人 20人 1.20% 508人 30.40% 186人 11.13% 

舞浜ホテル等 1人 0人 0.00% 0人 0.00% 0人 0.00% 
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内 容 名 称 住 所 

私立保育園 浦安富士見雲母保育園 富士見 1-7-17 

公立認定こども園 舞浜認定こども園 舞浜 2-1-2 

小規模保育 保育室ポケットママ 富士見 5-2-14 

私立幼稚園 吹上幼稚園 富士見 5-10-1 

特別支援学級（小学校） かもめ学級 舞浜 2-1-1 

 

（障がい） 

内 容 名 称 住 所 

居宅介護支援・重度訪問介護・移動

支援事業 

ＡＩＡＩ 富士見 1-10-21 1F 

日中一時支援事業 アンバースポーツ 富士見 4-8-10 

居宅介護支援・重度訪問介護・移動

支援事業 

癒しのヘルパーステーション浦安 堀江 1-29-4 ﾇｰｳﾞｪﾙｳﾞｧｰｸﾞ 101 

共同生活援助（グループホーム） うらら 富士見 4-8-23 フォレスト舞浜

102.202.203 

共同生活援助（グループホーム） オフタイムハウスあいらんど 富士見 5-18-13 

短期入所 ぐりんはうす 堀江 6-4-36 

居宅介護支援・重度訪問介護・移動

支援事業 

ケーズケア 堀江 1-10-12 

移動支援事業・日中一時支援事業 なゆた 堀江 6-4-36 

生活介護・就労継続支援（Ｂ型）・放

課後等デイサービス 

なゆたぐりん 堀江 6-4-15-2 

日中一時支援事業 なゆたマイル 堀江 6-4-15-2 

居宅介護支援・重度訪問介護・移動

支援事業 

ニチイケアセンター舞浜 富士見 4-15-21 ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ舞浜

202 

就労継続支援（Ａ型） パレット 富士見4-9-16 ﾘﾄﾙｽﾞしおかぜロー

ド 2F 

居宅介護支援・重度訪問介護・同行

援護・移動支援事業 

光悠指定訪問介護事業所 堀江 6-13-24-２F 

計画相談支援・障がい児相談支援 ぴゅあ相談支援事業所 堀江 1-6-19-206 

居宅介護支援・重度訪問介護・同行

援護・移動支援事業 

ぴゅあ訪問介護事業所 堀江 1-6-19 ﾘﾊﾞｰﾊｲﾂ 206 

 

（高齢者） 

内 容 名 称 住 所 

居宅介護支援・訪問介護 AI AI 富士見 1‐10‐21‐1階 

居宅介護支援                                    和ケアプランセンター 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 
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内 容 名 称 住 所 

居宅介護支援                                    ケアプラン銀木犀＜浦安＞ 富士見 4‐3‐1 

訪問介護 ケアパートナー銀木犀＜浦安＞ 富士見 4‐3‐1 

訪問介護 ぴゅあ訪問介護事業所 堀江 1‐6‐19‐206 

訪問介護 ケーズケア 堀江 1‐10‐2 

訪問介護 コミュニケア 24 癒しのヘルパース

テーション浦安 

堀江 1‐29‐4 

訪問介護 アスモットケア― 堀江 6‐5‐57‐201 

訪問介護 ニチイケアセンター舞浜 富士見 4‐15‐21 グランコート舞浜

202 

訪問入浴介護 アースサポート浦安 堀江 1‐30‐10 

地域密着型通所介護 リハビリデイサービス nagomi 浦

安店 

堀江 6‐11‐20‐101 

地域密着型通所介護 レコードブック浦安富士見 富士見 1‐5‐23 

短期入所生活介護・地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護 

地域密着型特別養護老人ホーム清

風荘うらやす 

堀江 6‐8‐33 

認知症対応型共同生活介護 グループホームきらら浦安富士見 富士見 5‐15‐11‐1 

地域包括支援センター（圏域） ともづな中央 猫実 1-1-1 市役所 3階 

地域包括支援センター（圏域） ともづな富岡 富岡 3-1-9 富岡交番隣 

地域包括支援センター（圏域） ともづな富岡東野支所 東野 3-4-11 ASMACI浦安 1階 

 

（自治会・老人クラブ・学校・公共施設等） 

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－クシティ舞浜、舞

浜三丁目 

老人クラブ 江川第一クラブ、堀江中央しおかぜクラブ、富士見和貴会、舞浜レインボーくらぶ、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 

放課後子ども教室 舞浜小学校「スマイルひろば」 

学校区 堀江中学校区（堀江中学校区健全育成連絡協議会） 

見明川中学校区（見明川中学校区健全育成連絡協議会） 

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 89人 

 
 
 

 

 

 

 

 

【地域性】 

南１支部は東野・富岡・今川の３地区からなり、中町南部地域にある人口約

20,100 人、9,200 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。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１００人増

加し、高齢化は１６.7％から１９.0％に進みました。なかでも富岡地区の高齢化が

進んでいます。 

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。 

また、浦安中央病院移転後の跡地にも有料老人ホーム及び薬局等が建設されま

した。当初のショッピングセンターも撤退してその後サミットストアー、ウエルシア、

西松屋、パシオス、郵便局、犬猫病院、眼鏡市場、レストラン等が入るライフガーデ

ンに入れ替わりました。 

令和２年には地域福祉センターが、現総合福祉センター隣に開設されました。 

南１地区は買い物、病院、学校、薬局等が身近にありますが、大きな道路で３つに

分断されているので、高齢化に伴い様々な支援が必要になってくると思われま

す。 

①東野地区 

人口は 8,121人、５年間で微減（６３人）となっています。 

子どもの出生数は月平均４．６人。元町と中町的要素が混在している地区で、大

型マンションや戸建て住宅が増え続けています。 

お散歩バス３ルートの他、路線バス（５番）も通り、便利になりました。 

小学校、保育園、自治会（１ヶ所）、老人クラブ（１ヶ所）、子ども会（２ヶ所）があり

ます。総合福祉センター・児童センター・老人福祉センター・東野地区複合福祉施設

「東野パティオ」（令和２年１１月１日開設）・東野保育園などの公共施設・福祉施設が

多く他地区の市民の往来が多い地区です。 

助け合い・支え合いのコミュニティづくり 

重点目標 

 



24 

 

②富岡地区 

人口 6,419 人、５年間で微減（２００人）となっています。子どもの出生数は月

平均 2.9 人。大学病院・幼稚園・保育園・小学校・中学校(各１か所）自治会(５か

所)・老人クラブ(３か所)・子ども会(３か所)等関係施設・団体が多い地区です。 

③今川地区 

人口は5,565人、５年前より微増（３５０人）となっています。子どもの出生数は

月平均4.7人。２丁目と４丁目で高齢化が進み、一人暮らし世帯は確実に増えてき

ています。 

今川自治会、今川団地自治会、今川老人会（今川若潮会）、今川団地老人会（今川

耳順会）があります。 

地区に学校がなく自分達にあう学校にそれぞれ通学しているので、子供会が無

くなりました。 

 

【地域の現状と課題】 

平成３０年より千葉県社会福祉協議会から福祉教育推進団体に、東野小学校、

富岡小学校、富岡中学校、県立浦安高校は福祉教育推進校に指定されました。目

標は地域と学校が１つのパッケージとなり、地域の助け合いの輪を広げ、将来誰も

が豊かに過ごせる福祉コミュニティの形成をすることです。「出あい・かかわりあ

い・たすけあい」地域で育てる三つの愛を掲げての福祉教育団体の活動は平成３０

年度から令和２年度までの３年間でした。福祉教育推進団体の県からの指定は終

了しますが、令和３年度からは浦安市社会福祉協議会からの指定を受け、継続され

ます。 

支部全体の令和元年のサロン開催状況は約１４３回、子育てサロン１４回、その他

（育成クラブ等）73回、サロン合計(平成２６年113回)、延べ人数は3,594人(平

成２６年 3,600人)でした。５年前に掲げていた身近なところでのサロン開催は少

しずつ実現されてきました。 

令和２年３月頃から新型コロナウイルスのため、サロン活動にも影響が出ました。

令和２年度の総会が書面総会となり、その後のサロン活動は全く違ったものとなり

ました。 

支部社協のコロナ禍におけるガイドラインが６月に配布され、東野・富岡・今川の

各サロンの責任者がガイドラインに従って、サロンを開催しています。 

南１支部全体の月１回の役員会はかろうじて開いてきましたが、隔月の推進委員

会は開催できず令和２年１１月２日初めての推進委員会を同日地区別に部屋を分

けて開催しました。コロナ禍での運営は予測不可能です。 

今まで「孤立」を防ぐためサロンや地域交流に励んできましたが、新型コロナウイ

ルスのため、３密を避け、人との交流の機会が減っています。新型コロナウイルスと

共にしか生活が成り立たなくなった今、「孤立」をさけるためどのような交流方法

を考えていくのかが大きな課題です。 
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①東野地区 

「茶話会サロン」は、コロナ禍前迄は、イベントのある月以外、月２回開催。５月～

７月は平和を願って折った千羽鶴の献納の準備で忙しくしています。折り続けて

14 年、325,900 羽を、浦安市中学生平和使節団が参列する長崎平和祈念式典

や広島に、献納をし続けています。その輪は地区内外に広がっています。茶話会サ

ロンへの参加者が固定化してきているので、新参加者が増えるよう「はつらつ体操

等」好評の企画は残しつつ、内容の見直しやＰＲにも工夫が必要と思われます。行

事には他地区からも参加があります。 

「子育てサロン」は、奇数月第３金曜日１０時～１１時３０分。対象：１歳未満乳児親

子。但し、兄弟姉妹参加可。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「地域に！」という考えから東野クラブ会館で開催しています。コ

ロナ禍の中でしたが、ママたちの孤立感を考え再開したところ、予約は１～２日で

定員になりました。 

②富岡地区 

ふれあい広場は年間５回開催(手芸２回バスツアー３回)。参加を楽しみにしてい

る方が多く、定着しています。富岡小学校児童育成クラブとの交流(お抹茶)も継続

しており児童や保護者の皆様から好評を得ています。 

富岡地区は広域であり、近所でのサロン実施を望む声を受けて自治会及び有志

中心のサロン(推進委員も参加協力)を丁目毎に開催。参加者も増えていますが、

参加者が固定化しており高齢者の孤立を防ぐ為にも新しい参加者を広げる事が課

題です。 

活動を拡大充実する為には、異世代交流が不可欠で今後は自治会や老人クラブ

の協力を仰ぎながら子ども会との連携も模索し、若い世代への PR に繋げられる

よう努める事も課題です。 

③今川地区 

ふれあい広場「今川」は回を重ねる度に、地域の皆様とのふれあいが実感でき、

支え合いに繋がっています。今川記念会館、今川若潮会館、今川団地自治会集会

所、それぞれの場所で開催し、気軽に出かけて多くの人達と楽しく語り会える場所

作りをこれからも進めて行きます。親子広場は今川記念会館で年６回開催してい

ます。若いお母さんの子育ての悩み事や楽しみを分かち合える場所、仲間作りの

場所として開催回数について検討して行きたい。また、推進委員を担う人を育てる

ことも大きな課題です。 

 

【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)と社会福祉教育活動での交流を深め積極的に推進していく。 

〇新型コロナウイルスの動向に注意しながら、社協の新型コロナウイルスのガイド

ラインに沿って「孤立」を防ぎ交流を深めていきたい。 

〇高齢化する中、健康寿命延伸に励み、若い世代の参加を歓迎し協働して事業を
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展開していきたい。 

①東野地区 

〇自治会・老人クラブとの連携を深め、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。 

〇子ども会・児童育成クラブなどと異世代交流を引き続きすすめます。 

〇自治会・マンションの掲示板や口コミで、南１支部活動（茶話会サロン・子育てサ

ロン他）を伝え、参加者の増を目指します。 

〇活動・交流を通して、地域を担う仲間を増やして行きます。 

②富岡地区 

〇住民同士の繋がりを深め、近隣住民で気軽に声を掛け合い助け合えるよう、思

いやり溢れる地域を目指します。 

〇自治会、老人クラブ、子ども会、ボランティア団体との異世代交流を深め、接点

を持ち続け、助け合える地域の実現に向け積極的に取り組みます。 

〇地域における居場所づくりを推進し継続発展を図ります。 

③今川地区 

○自治会との連携を深め、防犯、防災など助け合い、支え合い、住民がより一層輝

くまちづくりをめざします。 

〇支部社協の活動は自治会の回覧板、掲示板でお知らせしていますが、自治会未

加入者、一人暮らしの高齢者には個別にチラシ配布を今まで同様継続していき

ます。 

 

【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、ふれあい広場、

ふれあいサロン、子育てサロン等を継続し、発展させていきます。 

2）広報誌「みなみの風」を発行し、住民参加を呼びかけ、住民参加による福祉のま

ちづくりを南１支部社会福祉活動を通してＰＲ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、社会福祉教

育学校との協力・協働を進めます。 

4）地域福祉活動の継続発展のため、新しい方々の活動参加と異世代交流を進め

ます。 

5）新型コロナウイルス禍で具体的な事業に取り組むには難しい面があるが、社協

のガイドラインに沿ってできる限りの事業を適切に、柔軟に実行していきたい。 
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①東野地区 

〇茶話会サロン、子育てサロン、ふれあいサロン、バスツアー、東野クラブ・子ども

会・東野児童育成クラブとの交流等の活動を継続、発展をはかります。 

〇健康寿命延伸につながる行事をすすめます。 

②富岡地区 

〇ふれあい広場や児童育成クラブとの交流、丁目毎のサロンを継続発展させま

す。 

〇自治会、老人クラブ、子ども会、ボランティア団体との交流を深め、広がりや接点

を継続する中で、地域で気軽に助け合える(おせっかい活動等)仕組み作りを支

援します。 

〇体力(視力聴力筋力)の衰えを理解し寄り添えるよう努め、健康寿命延伸を目指

します。 

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。（気楽に集まり話し合える場所作り） 

〇介護施設グループホームの花壇作りは、１年を通して花を楽しめるようにしま

す。 

 

－ 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 

 
令和２年 4月 1日 

現在データ 
平成 27年 増減 

総人口 20，105人 11.76% 19,990人 115人 

世帯数 9，174世帯 11.13% 8,567世帯 607世帯 

0～4歳 720人 3.58% 870人 △150人 

5～14歳 1，960人 9.75% 2,327人 △367人 

65歳以上（高齢化率） 3,825人 19.03% 3,342人 483人 

《内 75歳以上》 1,783人 8.87% 1,216人 567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》 

20,105人 720人 3.58% 3,825人 19.03% 1,783人 8.87% 

東野 1丁目 3,623人 133人 3.67% 391人 10.79% 157人 4.33% 

東野 2丁目 4,498人 133人 2.96% 490人 10.89% 195人 4.34% 

富岡 1丁目 910人 29人 3.19% 289人 31.76% 171人 18.79% 

富岡 2丁目 1,455人 75人 5.15% 357人 24.54% 158人 10.86% 

富岡 3丁目 3,283人 111人 3.38% 1,138人 34.66% 482人 14.68% 

富岡 4丁目 771人 19人 2.46% 220人 28.53% 130人 16.86% 

今川 1丁目 1,474人 46人 3.12% 180人 12.21% 72人 4.88% 

今川 2丁目 1,639人 49人 2.99% 250人 15.25% 127人 7.75% 

今川 3丁目 1,224人 81人 6.62% 146人 11.93% 82人 6.70% 

今川 4丁目 1,228人 44人 3.58% 364人 29.64% 209人 17.02% 

※令和２年４月１日現在 住民基本台帳 浦安市ホームページを参照 

 

 

【地域資源】 

（児童・青少年） 

内 容 名 称 住 所 

公立保育園（公営） 富岡保育園 富岡 3-1-6 

公立保育園（公営）・一時預かり 東野保育園 東野 1-7-2 

私立保育園 こどものじかん保育園 東野 3-4-11 

小規模保育 ことのは保育園 富岡 1-4-11 

私立幼稚園 浦安幼稚園 富岡 3-3-1 

通級指導教室（小学校） 通級とみおか 富岡 1-1-1 

特別支援学校 県立船橋特別支援学校サテライト教室 富岡 1-1-1 

中間支援機関・団体 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 

子育て・青少年支援 東野児童センター 東野1-7-1 総合福祉センタ

ー内 

子育て・青少年支援 こども発達センター 東野1-7-1 総合福祉センタ

ー内 

子育て・青少年支援 少年の広場 今川 3-12 

一時預かり すまいるルーム 富岡ルーム 富岡 1-1-2 

一時預かり 保育室ゆるり 東野1-7-1 総合福祉センタ

ー内 

病児・病後児保育実施施設 順天堂大学医学部附属浦安病院病児・病

後児保育室「みつばち うらやす」 

富岡 2-1-1 

病児・病後児保育実施施設 浦安中央病院「ぱんだルーム」 東野 3-4-11 
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内 容 名 称 住 所 

特別支援学級（小学校） こすもす学級 東野 1-7-3 

特別支援学級（中学校） I組 富岡 1-23-1 
 

 

（障がい） 

内 容 名 称 住 所 

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 

短期入所・日中一時支援事業・緊急預か

り 

浦安市障がい者等一時ケアセンター 東野 1-8-2 

生活介護 浦安市障がい者福祉センター 生活介護

事業所 

東野 1-8-2 

計画相談支援 浦安市障がい者福祉センター きらりあ相

談室 

東野 1-8-2 

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 1-9-3 東野ﾊﾟﾃｨｵ通所

棟 1階 

就労継続支援（Ｂ型） 浦安市身体障がい者福祉センター 就労

継続支援 B型事業所 

東野 1-8-2 

計画相談支援・地域移行支援・地域定着

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 1-9-3 東野ﾊﾟﾃｨｵ通所

棟 4階 

生活介護 カイムｋｅｉｍ 東野 1-7-5 

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 1階 

就労継続支援（Ｂ型） 就労継続支援B型事業所とも カフェテラ

ス ゆう 

東野 1-9-1 浦安市老人福

祉センター内 

就労継続支援（Ｂ型） 就労継続支援 B 型事業所とも キッチン

カフェ ほっぷ 

今川 4-2-4 今川ハイム 1

階 

計画相談支援・障がい児相談支援 相談支援事業所ふあり 今川 1-14-52 

就労継続支援（Ａ型） タオ工房 今川 1-12-20 

計画相談支援・障がい児相談支援 ちらく相談支援事業所 東野 1-7-5 

日中一時支援事業 日中一時支援事業 とも 今川 4-1-4 ベラカーサ今

川 1階 

居宅介護支援・重度訪問介護・移動支援

事業・行動援護 

パーソナルケアセンター 今川 1-14-52 

就労継続支援（Ｂ型） はーとＢｅａｔ 東野 1-7-5 

地域活動支援センター 発達障がい者等地域活動支援センター 

ミッテＭｉｔｔｅ 

東野 1-9-3 東野ﾊﾟﾃｨｵ通所

棟 3階 

放課後等デイサービス・児童発達支援 ふあり 今川 1-14-52 

生活介護・就労継続支援（Ｂ型）・日中一 ふるさと学舎浦安デイセンター 東野 1-9-3 東野ﾊﾟﾃｨｵ通所
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内 容 名 称 住 所 

時支援事業 棟 2階 

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 

自立訓練（生活訓練） リアン 東野 1-7-5 

日中一時支援事業 リトルブレイバー 東野 1-7-5 

放課後等デイサービス リトルブレイバー＝キッズ 東野 1-7-5 

福祉施設 身体障がい者福祉センター 東野 1-9-3 東野地区複合

福祉施設通所棟 1階 

福祉施設 障がい者等一時ケアセンター 東野 1-8-2 

福祉施設 障がい者福祉センター 東野 1-8-2 

福祉施設 ソーシャルサポートセンター 東野 1-9-3 東野地区複合

福祉施設通所棟 4階 

 

 

（高齢者） 

内 容 名 称 住 所 

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 

富岡 3‐2‐6 ASMACI 浦

安富岡 

居宅介護支援・訪問介護 メディケア浦安 今川 2‐15‐38‐2階 

居宅介護支援                                    イリーゼ浦安居宅介護支援事業所 東野 3‐2‐11 

訪問介護 イリーゼ訪問介護センター 東野 3‐2‐11 

訪問介護 パーソナルケアセンター 今川 1‐14‐52 

訪問看護 浦安訪問看護ステーション 富岡 4－1‐10 

地域密着型通所介護 浦安リハビリデイステーション 富岡 4－1‐11‐1階 

通所介護 ツクイ浦安東野 東野3‐4‐1 アクロスプラザ

浦安東野 2階 

地域密着型通所介護 ポラリスデイサービスセンター浦安富岡 富岡 3‐2‐6 

通所リハビリテーション 田所医院 今川 2‐15‐38‐1階 

特定施設入居者生活介護 あいらの杜 浦安富岡 富岡 3‐2‐6 

特定施設入居者生活介護 コンシェール舞浜 東野 3‐4‐37 

認知症対応型共同生活介護 コミュニケア 24浦安いまがわ館 今川 2‐13‐10 

特定福祉用具貸与・特定福祉用具販売 ユウアイ 今川 2‐11‐23 

地域包括支援センター（圏域） ともづな富岡 富岡 3-1-9 富岡交番隣 

地域包括支援センター（圏域） ともづな富岡東野支所 東野 3-4-11 ASMACI浦

安 1階 
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（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、今川耳順会 

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 

放課後子ども教室 富岡小学校「みんなの広場」、東野小学校「うらちゃんひろば」 

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） 

見明川中学校区（見明川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 3-10～41、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 53人 

 
 
 

 

 

 

 

 

【地域性】 

南２支部の地域は、第１期海面埋立事業によってつくられた「中町南部」に位置

しています。地域内は住宅地として戸建住宅、公団住宅、テラスハウス及びマン

ションが建つ弁天地区と東野地区（東野3丁目コモンシティ）、ほぼ全域が鉄鋼関

係の工場や倉庫で占められている鉄鋼通り地区、港地区、全域が物流センター等

の施設である千鳥地区で構成されています。住宅地の弁天地区や東野地区には

商店や医療機関が少ないことから日常生活に不便な面もあります。この地区は

昭和５２年の分譲開始当初から住んでいる人達が多いため高齢化が進み後期高

齢者の多い街でもありますが、近年、若い世代の人達が転入して、街は少しずつ

ですが変わりつつあります。 

この地区の人達は元気で、老若男女を問わず家族連れなど多くの人達が集う

“ふれあいの森公園”を賑わしています。 

 

【地域の現状と課題】 

①高齢化が進む中、後期高齢者のひとり暮  

らしや高齢者世帯が増えてきています。個  

人情報重視の生活が定着し、お互いに干 

渉し合わないため、声かけも難しく、コミュ 

ニケーションや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コロナ禍による、ひとり暮らし老人の孤立と外出ができないことによってフレイ

ルになりやすい状況のため、フレイルの予防や対応、見守りが必要です。 

④老人クラブに加えて、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

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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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。そのために

もサロンの充実が必要と感じています。 

 

【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。 

・ 福祉教育推進活動を一過性のものとしないために、今後も認定こども園、保育

園、小学校、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、研修をしたり、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 コモンシティ 縁側サロン（東野竹寿会館） 

・ 弁天１・４丁目 お気楽サロン・アートサロン（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、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。また、出てこない人を参加させるための声掛けが必要と思

われます。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活動、意

識改革に取り組んでいきます。 

 

②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
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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。 
 

②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。 

 

③バスツアー・お楽しみの集い 

隔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。 

 

④広報紙の発行 

南２支部の活動を広く知っていただくために、広報紙を発行し幅広く配り、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を積極

的に進めていきます。 

 

⑤各地域の活動への参加 

各自治会、老人クラブ等の行事に参加し、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。 

 

⑥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、各学校との繋がりを

今後とも継続していきます。 

また、弁天保育園で行われるサンマ祭りや見明川こど

も園のもちつき会、やきいも会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。 

 

⑦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。 

 

⑧推進委員の増強 

地域の中で活動に協力してくれる人を増やすため、若い世代にも呼びかけると

ともに推進委員の負担の公平性を検討していきます。 
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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 

 
令和 2年 4月 1日 

現在データ 
平成 27年 増減 

総人口 8,138人 4.76% 7,279人 859人 

世帯数 3,491世帯 4.24% 3,001世帯 490世帯 

0～4歳 302人 3.71% 222人 80人 

5～14歳 1,125人 13.82% 771人 354人  

65歳以上（高齢化率） 2,267人 27.85% 2,052人 215人 

《内 75歳以上》 1,228人 15.08% 798人 430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 

8,138人 302人 3.71% 2,267人 27.86% 1,228人 15.09% 

東野３丁目 1,806人 63人 3.49% 527人 29.18% 237人 13.12% 

弁天１丁目 2,202人 170人 7.72% 318人 14.44% 162人 7.36% 

弁天２丁目 1,841人 36人 1.96% 659人 35.80% 387人 21.02% 

弁天３丁目 1,141人 19人 1.67% 438人 38.39% 267人 23.40% 

弁天４丁目 1,081人 14人 1.30% 325人 30.06% 175人 16.2% 

鉄鋼通り１丁目 21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 12人 0人 0.00% 0人 0.00% 0人 0.00% 

港 33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% 

※令和２年４月１日現在 住民基本台帳 浦安市ホームページを参照 
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【地域資源】 

（児童・青少年） 

内 容 名 称 住 所 

公立保育園（民営）・地域子育て支援センタ

ー・一時預かり 

弁天保育園 弁天 1-1-28 

公立認定こども園 見明川認定こども園 弁天 3-1-3 

特別支援学級（小学校） たんぽぽ学級 弁天 3-1-2 

特別支援学級（中学校） 5組 弁天 3-1-1 

 

（障がい） 

内 容 名 称 住 所 

福祉施設 障がい者就労支援センター 千鳥 15-5 

就労継続支援（Ｂ型） タオタオ 千鳥 15-5 ワークステーション

内 

 
（高齢者） 

内 容 名 称 住 所 

地域包括支援センター（圏域） ともづな中央 猫実 1-1-1 市役所 3階 

地域包括支援センター（圏域） ともづな富岡 富岡 3-1-9 富岡交番隣 

地域包括支援センター（圏域） ともづな富岡東野支所 東野 3-4-11 ASMACI浦安 1

階 

 

 

（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 

放課後子ども教室 見明川小学校「あいあいクラブ」 

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 28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、

高洲地域は平成２８年度に南１支部から分割

され、以降南３支部として活動を行ってきまし

た。 

高洲は、平成１５年頃から進んだ土地開発に

より急激に人口増を生んだ地域であり、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つに区分されていて、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、市外からの転入

者が多い一方、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も多く集まっています。今なお大手ディベロッパーによる大型

マンションや分譲住宅の開発建設が進められ、今後益々人口の増加が予想される

地域となっています。 

高洲の人口は、令和２年７月現在おおよそ14,500人、そのうち65歳以上の人

口は約 1,620人で、高齢者比率は 11％と市内の各地区と比較しても一番低い地

域ではありますが、しかしながら、戸建て群

の２丁目、３丁目や、開発後すぐに建設され

たマンションのある６丁目は 17～18％と高

齢化率が突出しており、今後その他の丁目で

も急激な高齢化率の伸びが予想されます。 

９丁目には、特別養護老人ホームやショー

トステイ、地域包括支援センター等が包括さ

れた高齢者福祉施設があり、支部との交流も

活発です。 

 
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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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、今後も中学や大学などの建設が予定される、教育機

関の充実した街とも言えます。 

さらに地域交流の場として、こども広場（うらっこ広場）や高洲中央公園、高洲海

浜公園といった大型で綺麗に整備された公園も充実しています。高洲海浜公園に

はグランドゴルフ場も併設され、子どもから高齢者までが集える作りになっていま

す。児童センターや図書館、クライミングウォールなど多目的施設を有する公民館

（エスレ高洲）の中には、支部社協の拠点であり、市民のつどいの場でもある「ぽっ

かぽか高洲」があります。 

また、平成３０年３月には、社会人ラグビーの全国リーグであるジャパンラグビー

トップリーグで活躍する「NTTコミュニケーションズシャイニングアークス」のホーム

グラウンドが高洲８丁目に、平成３１年 4月にはリハビリテーションと地域緩和ケア

に特化したタムス浦安病院が高洲７丁目に開院するなど、スポーツや医療といった

様々な分野の豊富な社会資源が新たに作られています。 

1～9 丁目からなる地区には８つの自治会、４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。８つの全自治会と南３

支部が連携し年一回行われている高洲地域全体のイベント、「高洲フェスティバル」

は、地域住民の交流の場として広く親しまれています。 

 

【地域の現状と課題】 

埋め立て地である高洲地区はほとんどがマン 

ション群であることもあり、ご近所づきあいを望 

まない人も多く、横のつながり作りが難しい地域 

でもあります。続々と子育て世帯が転入してくる 

一方、２０年～３０年前に戸建て、マンションに移 

住してきた世帯や、リタイアしてから転入してくる 

高齢者世帯も多く、高齢化率も着実に伸びていま 

す。 

都内に勤務に出る方が多く、万が一日中災害等が発生した場合には、帰宅難民

が多く発生し、日中市内に滞在する高齢者のいる世帯や子育て世帯を避難所など

に誘導したり、ケアしていく人たちが少なくなってしまうことも課題です。 

土地が計画的に整備され、道幅は広く平坦で通りやすい一方、日中の労働者の

市外流出もあり人通りは少なく、また商店や飲食店が少ないこともあり、人と人の

交流は活発とは言えません。 

高齢者の居場所づくりや、世代間交流が活性化される取り組みをさらに進める

必要があるほか、地域福祉の担い手として、現役世代を取り込んでいくことも喫緊

の課題となっています。 

また、自治体やシニアクラブ、子ども会やＮＰＯ法人等、地域福祉を担う団体が増

え、イベントや居場所などはたくさん創出されていますが、似たような事業をあち

こちで行っている割に参加者は少なく、主催者が疲弊している状態に陥っていま
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す。各団体が横のつながりを深め、連携していく中で事業の見直しと再構築をする

必要があります。 

 

【今後の方向性と具体的な活動】 

持続可能で連続性のある地域福祉推進のためには、人と人をつなぐことに長け

た社会活動の肝となる人材＝コミュニティーワーカーを各世代から輩出、育成して

いく必要があります。 

また、自治会や老人会、ＰＴＡや支部社協といった各団体が有機的につながって

世代間の交流を持ち、子どもの時から当たり前に地域活動にふれあうことで、自

分の住む地域のことを顧みる意識を醸成していくことが大切です。そうしていくこ

とで、長期スパンで見たときに、地域住民が自主的に地域のことを考えられる自立

した地域を目指すことが可能になると考えます。 

さらに、今後も増えていくであろう子育て世帯や独居高齢者を、地域住民が「お

互いさま」「いつか来た道・いずれ行く道」の精神で穏やかに見守り、声を掛け合い、

支え合える地域づくりを目指します。 

 

①ふれあいサロンの運営 

公民館や地域包括支援センター、各団体等と協力しながら高齢者を中心とした

居場所づくりや、世代間交流・地域交流を目的としたサロンを開催します。 

②介護者や転入者など対象者を絞り明確にした目的型サロンの運営及び協力 

・ 「介護チャットルーム」の運営 

・ 「転入シニアサロン（主催：高洲地域包括支援センター）」の運営協力 

③大学や地域包括支援センターと連携した高齢者健康サロンの運営 

了徳寺大学・高洲地域包括支援センター・海浜２支部と共催の「シニアウエルネス

サロン」の運営 

④地域包括ケアシステムの構築 

⑤地域機関との連携の充実（児童センター、学校、ともづな） 

⑥認知症カフェ（主催：高洲ぽっかぽか）の運営協力 

⑦高齢者外出支援・地域交流バスツアーの実施 

⑧地域交流のお祭り（高洲フェスティバル・文化祭まつり）への参加 

⑨広報誌「高洲の和」の発行 

⑩子育て世帯応援型イベントの実施 
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－ 地区データ － 

【地域】 高洲 

 
令和 2年 4月 1日 

現在データ 
平成 27年 増減 

総人口 14,566人 8.52% 14,194人 372人 

世帯数 5，109世帯 6.20% 4,753世帯 356世帯 

0～4歳 557人 3.82％ 806人 △249人 

5～14歳 2,160人 14.83% 2,525人 △365人  

65歳以上（高齢化率） 1,627人 11.17% 1,253人 374人 

《内 75歳以上》 686人 4.71% 501人 185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 

14,566人 557人 3.82% 1,627人 11.17% 686人 4.71% 

高洲１丁目 1,905人 132人 6.93% 227人 11.92% 89人 4.67% 

高洲２丁目 1,102人 37人 3.36% 192人 17.42% 100人 9.07% 

高洲３丁目 1,311人 50人 3.81% 233人 17.77% 88人 6.71% 

高洲４丁目 2,472人 88人 3.56% 134人 5.42% 49人 1.98% 

高洲５丁目 3,490人 60人 1.72% 367人 10.52% 138人 3.95% 

高洲６丁目 1,309人 64人 4.89% 242人 18.49% 97人 7.41% 

高洲７丁目 1,052人 14人 1.33% 82人 7.79% 25人 2.38% 

高洲８丁目 1,854人 112人 6.04% 79人 4.26% 32人 1.73% 

高洲９丁目 71人 0人 0.00% 71人 100.00% 68人 95.77% 

※令和２年４月１日現在 住民基本台帳 浦安市ホームページを参照 

 

【地域資源】 

（児童・青少年）   

内 容 名 称 住 所 

公立保育園（公営）・地域子育て支援センター・

一時預かり 

高洲保育園 高洲 2-3-4 

私立保育園 高洲マミー保育園 高洲 5-1 レジアスフォート新浦

安セントラルコモンズ内 

私立幼稚園 暁星国際学園新浦安幼稚園 高洲 4-2-20 

私立幼稚園 渋谷教育学園浦安幼稚園 高洲 2-3-1 

特別支援学級（小学校） あおぞら学級 高洲 4-2-1 

特別支援学級（中学校） 8組 高洲 7-3-1 
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子育て・青少年支援 高洲児童センター 高洲 5-3-2 高洲公民館内 

子育て・青少年支援 こどもの広場 高洲 2-4-10 

（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 

短期入所 浦安愛光園 高洲 9-3-2 

短期入所 浦安ベテルホーム 高洲 9-3-2 

計画相談支援・障がい児相談支援 障害者相談支援事業所聖隷

はぐくみ浦安 

高洲 9-3-1 

 

（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 

認知症対応型通所介護 デイサービスはじめ 高洲 1‐2‐1 

小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型施設きは

ち 

高洲 1‐2‐1 

特定施設入居者生活介護 舞浜倶楽部・新浦安フォー

ラム 

高洲 1‐2‐1 

居宅介護支援                                    聖隷ケアプランセンター浦

安 

高洲 9‐3‐1 

通所介護 浦安市高洲高齢者デイサー

ビスセンター 

高洲 9‐3‐1 

通所リハビリテーション・短期入所療養介護・

介護老人保健施設 

介護老人保健施設浦安ベ

テルホーム 

高洲 9‐3‐1 

短期入所生活介護・介護老人福祉施設 浦安市特別養護老人ホーム 高洲 9‐3‐1 

短期入所生活介護・介護老人福祉施設 浦安愛光園 高洲 9‐3‐1 

地域包括支援センター（圏域） ともづな高洲 高洲9-3-1 浦安市特別養護老

人ホーム内 

 
 
 

（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、プラウド新浦安凛風の会 

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 

放課後子ども教室 高洲小学校「ぷりずむクラブ」、高洲北小学校「レインボーひろば」 

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 高洲公民館 
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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支部は元町の地域にあり、昔から住む住民同

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】 

地域内に中央公民館と当代島公民館があるとと

もに、社会福祉施設なども多数あるなど、社会資源

が豊富な地域である。一方で、道幅が狭く歩道がな

いところや段差が多いなど、一部区画整理で改善さ

れたものの、シルバーカーや車椅子などが通りにく

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。 

活動の担い手の高齢化も進んでおり、若い世代などが、一緒に参加できる機会

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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を増やしていくため、自治会や老人会などの活動においても、支部社協のアピール

も行っていく必要があります。 
 

【今後の方向性と具体的な活動】 

・ サロンやバスツアーは感染症予防策を徹底したう 

えで、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。 

・ 公民館などを使い、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。 

・ 広報紙を自治会等を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。 

・ 地域の認定子ども園、保育園、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、和楽園、きらら当代島、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。 

・ 台風など自然災害の際に、より早く非難を必要とする高齢者などに避難場所の

案内などの声掛けを行います。 

 

○主な事業展開    

・ 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 

・ 認定子ども園、保育園、小学校、中学校への協力 

・ 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 

 
令和 2年 4月 1日 

現在データ 
平成 27年 増減 

総人口 13，620人 7.97% 12,557人 1，063人 

世帯数 8，354世帯 10.14% 7,234世帯 1，120世帯 

0～4歳 533人 3.91% 474人 59人 

5～14歳 714人 5.24% 787人 △73人 

65歳以上（高齢化率） 2,291人 16.82% 2,018人 273人 

《内 75歳以上》 1，083人 7.95% 895人 188人 

※総人口・世帯は市内比率、その他は地区内比率 

※令和２年４月１日現在 住民基本台帳 浦安市ホームページを参照 

 

【地域資源】 

（児童・青少年）   

内 容 名 称 住 所 

公立保育園（公営） 当代島保育園 当代島 1-25-27 

公立保育園（民営）・地域子育て支援

センター・一時預かり 

浦安駅前保育園 猫実 4-19-24 

私立保育園 あい・あい保育園浦安園 猫実 4-2-3 

私立保育園 アンファンジュール保育園

当代島 

当代島 1-1-23 林ビル 2階 

私立保育園 浦安いろどり保育園 猫実 4-6-18 

公立認定こども園 若草認定こども園 猫実 4-6-12 

小規模保育 スクルドエンジェル保育園

浦安園 

当代島 3-3-1 

通級指導教室（小学校） ことばときこえの教室 猫実 4-9-1 

特別支援学級（小学校） なかよし学級 猫実 4-9-1 

区 域 
人 口 0～4歳 65歳以上 内 75歳以上 

13,620人 533人 3.91% 2,291人 16.82% 1,083人 7.95% 

当代島 1丁目 3,161人 98人 3.10% 469人 14.84% 229人 7.24% 

当代島2丁目 4,446人 189人 4.25% 786人 17.68% 379人 8.52% 

当代島3丁目 2,309人 111人 4.81% 359人 15.55% 156人 6.76% 

猫実 4丁目 1,848人 55人 2.98% 390人 21.10% 188人 10.17% 

猫実 5丁目 1,856人 80人 4.31% 287人 15.46% 131人 7.06% 
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内 容 名 称 住 所 

一時預かり すまいるルーム 青葉ルー

ム 

当代島 3-12-1 

 

（障がい）   

内 容 名 称 住 所 

障がい児相談支援 こころとことばの教室こっ

こ 

猫実 4-6-26 ﾐﾅﾓﾄﾋﾞﾙ 401 

児童発達支援・放課後等デイサービ

ス 

ＪＮＣ浦安 猫実 5-5-17 COLOR WAYS 

URAYASU101 

居宅介護支援・重度訪問介護・同行援

護・移動支援事業 

Ｒａｋｕｅ浦安 猫実 5-7-1 ﾋﾞﾋﾞｱﾝｺｰﾄ 3F 

居宅介護支援・重度訪問介護・同行援

護・移動支援事業 

アイノテ訪問介護事業所 猫実 4-12-25 

生活介護・就労継続支援（Ｂ型） あいらんど 当代島 2-13-25 

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 1階 

就労移行支援 就労移行支援事業所ウェル

ビー浦安駅前センター 

当代島 1-1-11 フォーレストビル 4階 

居宅介護支援・重度訪問介護・移動支

援事業 

ニチイケアセンター浦安 当代島 1-4-1 第一西脇ﾋﾞﾙ 2階 

児童発達支援 ハビー浦安教室 猫実 4-18-27 ﾚﾄﾞﾝﾄﾞﾋﾞﾙ 2-3階 

就労継続支援（Ａ型） パレット浦安駅前 猫実 4-6-26 ﾐﾅﾓﾄﾋﾞﾙ 202 

居宅介護支援・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 ﾗﾌｨﾅｰﾄ 101 

生活介護・自立訓練（機能訓練） らいおんハートリハビリデ

イサービス 夢のみずうみ

村 

当代島 2-13-27 

居宅介護支援・重度訪問介護・移動支

援事業 

リリーフケア 24 猫実 5-11-18 

日中一時支援事業 ワンダー・あいらんど 当代島 2-13-22 

 
 

（高齢者）   

内 容 名 称 住 所 

居宅介護支援・訪問介護・特定福祉用

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階 

居宅介護支援                                    ケア・スポットとうだいじま 当代島 1‐4‐5 パインレジデンス 601 

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 
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内 容 名 称 住 所 

居宅介護支援                                    うらやす和楽苑 居宅介護

支援事業所 

当代島 2‐14‐2 

認知症対応型通所介護 うらやす和楽苑 デイルー

ム和楽 

当代島 2‐14‐2 

介護老人福祉施設・短期入所生活介

護 

うらやす和楽苑 当代島 2‐14‐2 

居宅介護支援                                    ケアプランセンターしずか 当代島 3‐10‐35 

通所介護 デイサービスしずか 当代島 3‐10‐35 

地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護 

特別養護老人ホームしずか

荘 

当代島 3‐10‐35 

認知症対応型共同生活介護 グループホームしずか荘 当代島 3‐10‐35 

居宅介護支援                                    アイノテケアマネ事務所 猫実 4‐12‐25 

訪問介護 アイノテ訪問介護事業所 猫実 4‐12‐25 

訪問介護 Rakue浦安 猫実 5‐7‐1‐3階 

訪問介護 リリーフケア 24 猫実 5‐11－18 

特定福祉用具貸与・特定福祉用具販

売 

ママショップ加納 猫実 5‐11－18 

訪問介護 訪問介護ステーションあゆ

み 

当代島 1‐16‐21 フェニックス 201 

通所介護 らいおんハートリハビリデ

イサービス夢のみずうみ村 

当代島 2‐13‐27 

通所介護 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 

認知症対応型共同生活介護 グループホームきらら当代

島 

当代島 2‐22‐29 

地域包括支援センター（圏域） ともづな浦安駅前 北栄 1-1-16 

 

（自治会・老人クラブ・学校・公共施設等）  

 

 

自 治 会 猫実四丁目、第８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 

放課後子ども教室 浦安小学校「はっぴーひろば」 

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 24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。駅前商店街、

飲食店や大型スーパーもあり生活の利便も良いとこ

ろで、若い世代や子育て世代、子どもが多い地域です。

そのため、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。一方、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。駅前

から少し離れた北栄２丁目には買い物ができる場やバス停が少なく、高齢の方々

などが外出するには若干不便を感じることもあります。 

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

多く占めている地域です。住民の高齢化が進み独居の方が増えているため、地域

の輪を広げるには、身近な地域で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、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、居場所づくりや地域住民同士の輪を作り上げるなど、

子育て世代を対象とした事業の充実が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（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、花植え等に参加し、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＞ 

・ 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 

 
令和 2年 4月 1日 

現在データ 
平成 27年 増減 

総人口 15,607人 9.13% 14,554人 1，053人 

世帯数 9,406世帯 11.41% 8,413世帯 993世帯 

0～4歳 730人 4.49% 653人 77人 

5～14歳 1,038人 6.65% 787人 251人 

65歳以上（高齢化率） 1,828人 11.71% 1,629人 199人 

《内 75歳以上》 747人 4.79% 613人 134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》 

15,607人 730人 4.68% 1,828人 11.71% 747人 4.79% 

北栄 1丁目 2,962人 132人 4.46% 288人 9.72% 120人 4.05% 

北栄 2丁目 5,110人 235人 4.60% 608人 11.90% 224人 4.38% 

北栄 3丁目 6,020人 320人 5.32% 565人 9.39% 221人 3.67% 

猫実 3丁目 1,515人 43人 2.84% 367人 24.22% 182人 12.01% 

※令和２年４月１日現在 住民基本台帳 浦安市ホームページを参照 

 

【地域資源】 

（児童・青少年） 

内 容 名 称 住 所 

公立保育園（公営） 猫実保育園 北栄 3-31-14 

私立保育園 アップルナースリー浦安保育園 北栄 1-11-24 

私立保育園・一時預かり ポピンズナーサリースクール浦安 北栄 3-27-13 ダイエー3階 

私立保育園 浦安わかばの森保育園 北栄 2-15-8 

私立保育園 あい・あい保育園浦安北栄園 北栄 3-41-7 

公立認定こども園 北部認定こども園 北栄 3-20-2 

保育ママ 猫実３丁目保育室 猫実 3 

小規模保育 浦安わかば保育園 北栄 1-12-7 

特別支援学級（小学校） ひまわり学級 北栄 3-20-1 

病後児保育実施施設 ポピンズナーサリースクール浦安「ポピ

ンズルーム浦安 

北栄 3-27-13 

 

（障がい） 

内 容 名 称 住 所 

居宅介護支援・重度訪問介護・移

動支援事業 

ＳＯＭＰＯケア浦安 猫実 3-1-16 

居宅介護支援・重度訪問介護・同

行援護・移動支援事業 

あさりケアサービス 北栄 2-17-30 ﾊﾟﾙﾒｿﾞﾝｿｰﾏ 

108 

日中一時支援事業 アリスのうさぎ 日中一時支援事業所 猫実 3-16-43-101 ベイス

プリング 

居宅介護支援・移動支援事業 おあしすヘルパー・センター 北栄 3-33-27-1F 

放課後等デイサービス キッズブレイン 北栄 3-33-10 2階 

居宅介護支援・移動支援事業 ケアステーションきらら浦安 北栄 2-18-18 ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄﾚｼﾞ

ﾃﾞﾝｽゆらら北栄 207 
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内 容 名 称 住 所 

放課後等デイサービス 児童デイサービス南風浦安 北栄 3-9-16 ﾘﾊﾞｰﾘｯﾁ第 2

川富 

就労移行支援 就労移行支援事業所リバーサル浦安 北栄 1-6-10 岡清ビル 2F 

放課後等デイサービス 伸栄学習会 北栄教室 北栄 3-33-10 1階 

計画相談支援・障がい児相談支援 相談支援事業所るちぇ 北栄 2-14-15 2階 

日中一時支援事業 日中一時支援事業 くしゅり 北栄 2-14-15-２F 

居宅介護支援・移動支援事業 ヤマダ介護 北栄 3-38-44 ブランシェ

浦安 103 

児童発達支援 リエゾン浦安 北栄 1-16-18 浦安ケルンビ

ル 403号 

計画相談支援・障がい児相談支援 リボン相談支援センター浦安 北栄 3-9-13 貴富ﾋﾞﾙ 3階 

居宅介護支援・重度訪問介護・移

動支援事業 

レスパイトケア 北栄 1-16-30-305 

 

（高齢者） 

内 容 名 称 住 所 

居宅介護支援                                    東京海上日動みずたま介護 ST 浦安ケア

プランセンター 

北栄1‐2‐25 アドバンスビル

3階 B 

訪問介護 東京海上日動みずたま介護 ST浦安 北栄1‐2‐25 アドバンスビル

3階 B 

居宅介護支援・訪問介護 レスパイトケア 北栄 1‐16‐30 レドンドビル

305 

居宅介護支援                                    総合リハビリケアマネ事務所 北栄 3‐9‐13 貴富ビル 2階 

訪問看護 総合リハビリ訪問看護ステーション 北栄 3‐9‐13 貴富ビル 2階 

通所介護 総合リハビリデイサービス 北栄 3‐17‐3 レイグランデ 1

階 

居宅介護支援                                    おあしすケアマネ・センター 北栄 3‐33‐27‐1階 

訪問介護 おあしすヘルパー・センター 北栄 3‐33‐27‐1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 

訪問介護 ケアステーションきらら浦安 北栄 2‐18‐18 ライフサポー

トレジデンスゆらら北栄 207 

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 

訪問介護 ヤマダ介護 北栄 3‐38‐44‐103 
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内 容 名 称 住 所 

訪問介護 SOMPOケア浦安 訪問介護 猫実 3－1‐16 

訪問看護 聖隷訪問看護ステーション浦安 北栄1‐2‐25 アドバンスビル

3階 A 

通所介護 コミュニケア 24 癒しのデイサービス浦安

北栄 

北栄 3‐38‐25 

地域密着型通所介護 だんらんの家浦安 北栄 3‐23‐2 

地域包括支援センター（圏域） ともづな浦安駅前 北栄 1-1-16 

 

（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、松陰高等学校 千葉浦安学習センター 

児童育成クラブ 北部小学校地区児童育成クラブ 

放課後子ども教室 北部小学校「はっぴーひろば」 

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 48人 

 
 
 

 

 

 

 

 

【地域性】 

①環境 

鉄道やバスの拠点である新浦安駅前エリア

には、ショッピングセンター、銀行、クリニックな

ど生活に必要な施設が集結し、それを取り巻く

居住エリアには緑も多く、落ち着いた閑静さが

保たれており、生活する上では快適で利便性が

高い地域です。 

1980年前後（一部2000年代）に建設され

た分譲用の集合住宅と戸建て住宅が大部分 

を占め、若い年齢層の出入りが多い賃貸住宅も一部の地域に散在しています。 

②人口の高齢化 

高齢者にとって暮らしやすい居住環境であるため定住率が高く、その結果、浦安

市においても６５歳以上の人口比率が最も高い地域の一つとなっています。また、

子育てを終えた世帯が多く、浦安市においても４才以下の人口比率が最も低い地

域の一つです。 

③地域住人のつながり 

入船地区の大半を占める長期居住者には、  

隣近所との親密な関係を求める志向が強いた

め、住人同士のつながりが概ね良好に保たれて

います。 

一方、個人のプライバシーを重視するあまり、

親密さを避けようとする傾向も散見されます。 

 

 

 

 
交流の輪を隅々まで拡げよう！ 

重点目標 
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【地域の現状と課題】 

①自治会、老人会、各種同好サークルなど地域コミュ

ニティグループが定着し、住人の交流が醸成され、

高齢者向けのグループ活動や子育てサロンが定期

的に開催されています。しかし、全体から見ると、

住人（特に高齢者）は「積極参加層」と「不参加層」と

に２分されています。 

②「積極参加層」の住人はいくつものグループやイベ

ントに参加し、どの会合でも同じ顔ぶれが見られ、

固定化の傾向があります。そして所属グループ内で

の交流や助け合いが盛んです。 

③「不参加層」の住人はどのグループにもイベントにもほとんど参加せず、地域交

流の輪の外に位置するため、健康を損った場合や災害発生時に支援を求めるの

も困難となり、住人相互の助け合いも機能しないことが危惧されます。これら

「不参加層」の住人への働きかけが福祉活動を進める上で重要な課題となって

います。 

④社協活動の担い手である推進委員にも高齢化が進み、時代の変化に対応する新

たな活動に意欲的に取り組む後継者がなかなか生まれない状態が続いていま

す。以前から対策が必要だという認識はあっても進展はみられず、今後の福祉

活動継続上、基本的課題となっています。 

 

 

【今後の方向性と具体的な事業】 

① 基本的姿勢 

・ 人と人とのつながりの最初のきっかけである「あいさつ」を励行し、住人全体の

連帯感を増進していきます。 

② コミュニティ参加 

・ 「不参加層」の住人には各人の考え方や様々な

個別事情があり、完全な解決策を見出すことは

困難ですが、後述するように従来とは異なる視

点や切り口でイベントの内容や開催形態を見直

し、これらの住人が億劫にならず、構えずに参加

できる雰囲気を作ることにより、少しずつ交流の輪を拡げていきます。 

・ イベントの内容については、固定化した「積極参加層」にみられる深い交流を短

期間で目指すのではなく、むしろ緩やかな交流から徐々に始めるという観点に

立ち、年齢や趣味に関係なく、かつ、特定グループへの所属や団体行動を必要と

しない形で気軽に参加できるテーマを選定し、心が落ち着く居場所を提供する

方向で推進していきます。 

・ イベントの開催形態についても、時間帯を広くとって参加者の都合がつきやす
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いようにすると共に、少人数での開催やコロナ禍でも安心して参加できる屋外

での開催を取り入れていきます。 

・ イベント開催にあたっては、自治会や老人会など既存のコミュニティと連携しな

がら協働していきます。 

③ 直接的支援 

・ イベント開催とは別に、独居高齢者など生活面で困難を抱える住人を支援する

活動を広めていきます。 

④ 後継者確保 

・ 社協活動の新しい担い手を確保するため、具体策を模索するためのチームを発

足し、実効性のある検討を進めていきます。 

 

【具体的な事業】 

＜従来からの活動の継続＞ 

 統一事業 

  ・ 広報「いりふね」発行 

  ・ 防災グッズ「いりふねくん」配布及び 

見守り 

  ・ 地域福祉増進のための講演会開催 

各丁目別事業 

  ・ 防災グッズ「いりふねくん」配布及び 

    見守り 

  ・ 親睦バスツアー 

  ・ 子育てサロンをはじめとする各種 

サロン 

  ・ コミュニティカフェ  

  ・ 茶道教室 

 

＜各丁目の実情に合った形での新しい活動への取り組み＞ 

  ・ 「青空マルシェ」屋外開催 

  ・ 「県人会カフェ」少人数開催 

  ・ 「おたすけ隊」生活上困難のある住人への直接 

支援 

  ・ 「担い手確保の検討チームによる模索」 
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－ 地区データ － 

【地域】 入船 

 
令和 2年 4月 1日 

現在データ 
平成 27年 増減 

総人口 9,481人 5.55% 9,789人 △308人 

世帯数 4,310世帯 5.23% 4,202世帯 108世帯 

0～4歳 253人 2.67% 297人 △44人 

5～14歳 747人 7.88% 779人 △32人 

65歳以上（高齢化率） 3,076人 32.44% 2,733人 343人 

《内 75歳以上》 1,320人 13.92% 831人 489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》 

9,481人 253人 2.67% 3,076人 32.44% 1,320人 13.92% 

入船 1丁目 1,019人 33人 3.24% 220人 21.59% 88人 8.64% 

入船 2丁目 1,906人 55人 2.89% 744人 39.03% 283人 14.85% 

入船 3丁目 1,527人 34人 2.23% 539人 35.30% 255人 16.70% 

入船 4丁目 2,133人 56人 2.63% 460人 21.57% 220人 10.31% 

入船 5丁目 825人 19人 2.30% 306人 37.09% 138人 16.73% 

入船 6丁目 2,071人 56人 2.70% 807人 38.97% 336人 16.22% 

※令和２年４月１日現在 住民基本台帳 浦安市ホームページを参照 

 

【地域資源】 

（児童・青少年） 

内 容 名 称 住 所 

公立保育園（公営） 入船保育園 入船 6-9-1 

公立保育園（民営）・地域子育て

支援センター 

入船北保育園 入船 4-34-1 

私立保育園・地域子育て支援セン

ター・一時預かり 

ポピンズナーサリースクール新浦安 入船 1-2-1 新浦安MARE 

私立保育園 たかし保育園新浦安 入船 5-46-1 

私立保育園 そらまめ保育園新浦安駅前 入船 1-6-1 TKビルディング 3

階 

公立認定こども園 入船南認定こども園 入船 3-66-2 

保育ママ 新浦安よつば保育室 入船 2（入船西エステート） 

保育ママ 入船五丁目保育室 入船 5（入船北エステート） 
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内 容 名 称 住 所 

小規模保育 エンゼルマミー 入船 4-9-16 

特別支援学級（小学校） わかしお学級 入船 3-66-1 

特別支援学級（中学校） F組 入船 3-66-3 

病後児保育実施施設 ポピンズナーサリースクール新浦安「アク

アルーム」 

入船 1-2-1 

 

（障がい） 

内 容 名 称 住 所 

青少年サポート事業 うらやす・そらいろルーム 入船 5-45-1 まちづくり活動

ﾌﾟﾗｻﾞ内 

地域移行支援・地域定着支援 浦安市基幹相談支援センター 入船 5-45-1 まちづくり活動

ﾌﾟﾗｻﾞ内 

居宅介護支援・移動支援事業 エメラルドサポート 入船 4-2-8 

計画相談支援・障がい児相談支

援 

エメラルドサポート障がい者(児)相談支

援センター 

入船 4-2-8 

居宅介護支援・重度訪問介護・移

動支援事業 

ニチイケアセンター新浦安 入船 4-3-1 新浦安ｴｽｹｰﾋﾞﾙ 

4F 

就労継続支援（Ｂ型） ぽりりずむ 入船 5-45-1 まちづくり活動

ﾌﾟﾗｻﾞ内 

就労継続支援（Ｂ型） わくわくはっぴー本棚 入船 5-45-1 まちづくり活動

ﾌﾟﾗｻﾞ 2F 

 

（高齢者） 

内 容 名 称 住 所 

居宅介護支援・訪問介護 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 4階 

訪問介護 エメラルドサポート 入船 4‐2‐8 

地域包括支援センター（圏域） ともづな新浦安 入船 1-2-1 新浦安駅前プラザ

「マーレ」2階 
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（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 入船小学校、入船中学校、東京ベイカレッジ 

児童育成クラブ 入船小学校地区児童育成クラブ 

放課後子ども教室 入船小学校「あいあいクラブ」 

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 4７人 

 
 
 

 

 

 

 

 

【地域性】 

海浜２支部の地域は新町地区に位置し、マンショ

ンを中心とした市街地で、近年は戸建て住戸が増え

てきました。また、多くのホテルが建設され、それに

伴いバス路線が整備されています。２つの大学や大

型商業施設が立ち並び、浦安市総合公園をはじめと

した広い公園も点在しています。そして、境川沿いや

三番瀬に面した遊歩道が整備され、総合公園の護岸部も一部開放される等、湾岸

エリアは浦安市民全体の憩いの場所となっています。 

 

【地域の現状と課題】 

（現状） 

マンション、戸建住宅の建設により、この５年間で 

人口は 6.3ポイント、世帯数は 9.1ポイント増加しまし 

た。高齢化率 12.7％は市内では低いエリアですが、 

高齢者人口及び高齢者のみの世帯は５年前と比較する 

と大幅に増加しています。 

一方、子育て世代は市内でも多い地区ですが、年少人口はこの５年間で引き続

き減少傾向にあり、その比率は約16.2％に低下、１学年が１クラスの小学校も出て

きています。なお、宅地開発がほぼ終わったことから、今後大きく人口が増える見

込みはありません。 

（課題） 

住民の居住満足度は比較的高い地域でありますが、高齢者のみの世帯が増加し

ており、ゴミ出し等の生活上の困りごとが増えています。また、居住歴の短い方が

多く、近所付き合いが少ないため、困ったときに相談できる相手がいない等で悩

んでいる方も増えています。 

 
地域の人々がつながり、安心して暮らせるまちづくり 

重点目標 
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一方、引き続き子育てを支える取り組みの充実、多世代が交流する機会づくり、

働く若い世代に福祉活動への理解を深めてもらうこと等の課題があります。 

このような課題に取り組むためには、地域活動を支える社協推進委員の幅広い

年代層の参加が求められています。 

 

【今後の方向性と具体的な活動】 

世代に関係なく、多くの人々が分け隔てなく地域活動・交流を行える地域を目指

し、また人と人とのつながりを持てる地域を目指し、以下の活動を進めます。 

・ 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。 

・ 高齢者が気軽に足を運んでいただける居場所づくりと健康増進の充実を図りま

す。 

・ 子育て世代を対象に交流の場を充実させます。 

・ 地域住民への福祉情報等の啓発活動を発展させます。 

・ 人々が支え合い、助け合える仕組みを作ります。 

・ 公民館、学校、地域包括支援センター等と連携して取り組みます。 

 

＜事業展開＞ 

・ ひのでCafé（日の出公民館と共催のシニアサロン）の実施 

・ シニアウェルネスサロン（大学、地域包括支援センター等と共催）の実施 

・ 日帰りバスツアー、親子バスハイキングの実施 

・ 多世代を対象とした講演会の実施 

・ 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 

・ 子育てサロンの実施 

・ 広報誌発行等による効果的な啓発活動の展開 

・ 高齢者への生活困りごと支援をする活動（困りごと相談、情報機器活用支援等） 

・ 地域の学校との連携した活動 

・ 地域の行事等の活動への協力 
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－ 地区データ － 

【地域】 日の出、明海 

 
令和 2年 4月 1日 

現在データ 
平成 27年 増減 

総人口 26,658人 15.59% 25,072人 1,586人 

世帯数 9,797世帯 11.89% 8,976世帯 821世帯 

0～4歳 1,179人 4.42% 1,053人 126人 

5～14歳 3,126人 11.73% 3,924人 △798人 

65歳以上（高齢化率） 3,374人 12.66% 2,378人 996人 

《内 75歳以上》 1,344人 5.04% 891人 453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 

26,658人 1,179人 4.42% 3,374人 12.66% 1,344人 5.04% 

日の出１丁目 4,172人 155人 3.72% 1,187人 28.45% 495人 11.86% 

日の出２丁目 1,758人 24人 1.37% 181人 10.30% 71人 4.04% 

日の出３丁目 3,229人 69人 2.14% 346人 10.72% 111人 3.44% 

日の出４丁目 1,005人 115人 11.44% 42人 4.18% 15人 1.49% 

日の出５丁目 3,641人 58人 1.59% 281人 7.72% 110人 3.02% 

日の出６丁目 2,012人 192人 9.54% 101人 5.02% 39人 1.94% 

日の出７丁目 667人 56人 8.40% 28人 4.20% 10人 0.00% 

明海１丁目 1,465人 35人 2.39% 337人 23.00% 111人 7.58% 

明海２丁目 457人 78人 17.07% 51人 11.16% 29人 6.35% 

明海３丁目 1,526人 119人 7.80% 99人 6.49% 38人 2.49% 

明海４丁目 1,912人 169人 8.84% 222人 11.61% 93人 4.86% 

明海５丁目 3,008人 71人 2.36% 301人 10.01% 126人 4.19% 

明海６丁目 1,806人 38人 2.10% 198人 10.96% 96人 5.32% 

※令和２年４月１日現在 住民基本台帳 浦安市ホームページを参照 

【地域資源】 

（児童・青少年） 

内 容 名 称 住 所 

公立保育園（公営） 日の出保育園 日の出 2-11-1 

公立保育園（民営）・地域子育て支援

センター 

海園の街保育園 明海 3-2-12 

私立保育園・一時預かり 新浦安きらきら保育園 明海 2-12-1 
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内 容 名 称 住 所 

私立認定こども園・一時預かり 渋谷教育学園浦安こども園 明海 5-4-1 

公立認定こども園 明海認定こども園 明海 2-13-3 

小規模保育 MIRATZ新浦安保育園 明海 5-7-1 パークシティ東京ベ

イ新浦安 ドクターズベイ A 棟

A-2 

私立幼稚園 聖徳大学附属浦安幼稚園 日の出 5-4-2 

つどいの広場 明海つどいの広場 明海 5-7-8 ドクターズベイ 

通級指導教室（小学校） 通級あけなん 明海 5-5-1 

通級指導教室（中学校） 通級明海 明海 5-5-1 

特別支援学級（小学校） にじいろ学級 明海 2-13-4 

特別支援学級（小学校） くすのき学級 日の出 5-4-4 

特別支援学級（小学校） なのはな学級 明海 5-5-1 

特別支援学級（中学校） 7組 日の出 3-1-2 

特別支援学級（中学校） J組 明海 5-5-1 

子育て・青少年支援 青少年交流活動センター（うら・らめー

る） 

日の出 7-2-1 

一時預かり すまいるルーム 日の出ルーム 日の出 2-15-1 

一時預かり 子育てテラスふらっと 明海 5-7-8 ドクターズベイ G 

 

（障がい） 

内 容 名 称 住 所 

計画相談支援・障がい児相談支援 相談支援センター かぷあ 明海 6-1-10 ﾊﾟｰｸｼﾃｨｸﾞﾗﾝﾃﾞ新

浦安 

移動支援事業・日中一時支援事業 たちばな 明海 6-1-10 ﾊﾟｰｸｼﾃｨｸﾞﾗﾝﾃﾞ新

浦安 

児童発達支援・放課後等デイサービ

ス 

発達支援センターたちばな 明海 6-1-10 ﾊﾟｰｸｼﾃｨｸﾞﾗﾝﾃﾞ新

浦安 

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 
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（高齢者） 

内 容 名 称 住 所 

特定施設入居者生活介護 介護付有料老人ホーム浦安エデンの園 日の出 1‐2‐1 

特定施設入居者生活介護 グットタイムリビング新浦安 明海 6‐1‐3 

居宅介護支援                                    ケアステーションきらら新浦安 明海 2‐12‐1 

地域密着型通所介護 デイサービスきらら新浦安 明海 2‐12‐1 

認知症対応型共同生活介護 グループホームきらら新浦安 明海 2‐12‐1 

特定施設入居者生活介護 うらら新浦安 明海 2‐12‐1 

地域包括支援センター（圏域） ともづな高洲 高洲 9-3-1 浦安市特別養護老

人ホーム内 

 

（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、ジ・アイルズ、タイムレスタウン 

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、グランデ S&R 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、明海南小学校地区児童育成クラ 

ブ 

放課後子ども教

室 

日の出小学校「わくわくひろば」、明海小学校「あけみあそびひろば」、日の出南小学校「レイン

ボーひろば」、明海南小学校「はっぴーひろば」 

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 
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社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会 

〒279-0042 千葉県浦安市東野 1-7-1 

          総合福祉センター内 

電話 047(355)5271 FAX 047(355)5277 


