令和２年度

各地区部会の人口、世帯等
年齢別人口
地区部会名

世帯数

人

高齢化率

口
6 歳以下

7～54 歳

55～64 歳

65 歳以上

（%）

ひとり暮らし
高齢者
(75 才以上)

稲毛海岸

3,881

8,999

673

5,892

756

1,678

18.64

171

幸町 2 丁目

6,664

12,093

355

6,519

1,493

3,726

30.81

514

幸町一丁目

3,480

7,412

268

4,046

945

2,153

29.04

200

高洲・高浜

19,641

39,210

1,621

20,722

4,770

12,097

30.85

1,344

※

真

砂

12,041

24,531

1,062

12,645

2,825

7,999

32.60

804

磯

辺

7,982

18,558

997

9,051

1,787

6,723

36.22

387

幕張西

4,756

11,865

590

7,809

1,046

2,420

20.39

229

打

瀬

9,167

25,387

1,426

18,119

3,442

2,400

9.45

137

合 計

67,612

148,055

6,992

84,803

17,064

39,196

26.00

3,786

世帯数及び人口は、令和 2 年 3 月 31 日現在、ひとり暮らし高齢者数は平成 30 年 6 月 30 日現在のもので
ある。
また、上記の世帯数及び人口の合計は、美浜区の合計になる。新港の数値が幸町一丁目地区部会及び幸
町２丁目地区部会の両方に加算されており、また、地区部会によっては対象地域が○○町の一部となって
いる所や、年齢別人口が非公開の地域もあるため、合計の数値と合わない。

発行：千葉市社会福祉協議会

美浜区事務所

稲 毛海岸地区部会
設立年月日
対象地域
世帯数
人口

平成元年 8 月 4 日
稲毛海岸 1～5 丁目
3,881（3,783）
8,999（8,850）人

カッコ内は昨年度数値

6 歳以下 673（742）人 7～54 歳 5,892（5,761）人
55～64 歳 756（719）人 65 歳以上 1,678（1,628）人
内ひとり暮らし高齢者 171（171）人
高齢化率
民生委員・児童委員
町内自治会数
※

18.64（18.40）%
定数 15 人 内主任児童委員 2 人（601 地区）
14 自治会 稲浜中学校区（第 38 地区）

世帯数及び人口は令和 2 年 3 月 31 日現在、ひとり暮らし高齢者数は平成 30 年 6 月 30 日現在

活動地域
年齢別人口の割合
令和 2 年度実施予定事業
事業名

実施予定回数等

ふれあい・いきいきサロン

４か所、48 回実施（48）

ふれあい・子育てサロン

1 か所、12 回実施（12）

ふれあい・散歩クラブ

4 か所、60 回実施（48）

ふれあい食事サービス

定期型：18 回実施、800 食〔会食･配食〕

広報紙

「ふきのとう」2 回発行

ボランティア講座

2 回実施

※(

)カッコ内は市社協助成予定回数。

部会の主な活動
⧫敬老会
➫75 歳以上対象、稲浜中学体育館で開催。
⧫チビッコグラウンドゴルフ大会
➫就学前と小学生対象。稲岸公園で開催。
⧫グラウンドゴルフ大会
➫中学生～高齢者対象。稲浜中グラウンドで開催。
⧫バス研修旅行
➫高齢者を対象としたバス研修旅行。
⧫男性料理教室
➫ 男性同士の交流と地区部会活動の
担い手確保のため。稲浜公民館で開催。
⧫福祉バザー
➫ 稲浜公民館フェスティバル及び
３丁目団地自治会文化祭で開催。

⧫安心カード
➫第 38 地区連協・第 601 地区民児協と協力し、
地域全世帯に配布。

幸 町 2 丁目地区部会
設立年月日
対象地域
世帯数
人口

平成 3 年 10 月 27 日
幸町 2 丁目、新港の一部
6,664（6,589）
12,093（12,265）人

カッコ内は昨年度数値

6 歳以下 355（388）人
7～54 歳 6,519（6,698）人
55～64 歳 1,493（1,485）人 65 歳以上 3,726（3,694）人
内ひとり暮らし高齢者 514（514）人
高齢化率
民生委員・児童委員
町内自治会数
※

30.81（30.12）%
定数 25 人 内主任児童委員 2 人（602 地区）
13 自治会 幸町第一中学校区（第 28 地区）

世帯数及び人口は令和 2 年 3 月 31 日現在、ひとり暮らし高齢者数は平成 30 年 6 月 30 日現在
新港の一部は正確な数値がつかめないため、新港全域の数値を加えている。

活動地域

年齢別人口の割合
令和 2 年度実施予定事業
事業名

実施予定回数等

ふれあい・いきいきサロン

5 か所、90 回実施（90）

ふれあい・子育てサロン

－

ふれあい・散歩クラブ

－

ふれあい食事サービス

－

広報紙

「幸町二丁目地区部会だより」3 回発行

ボランティア講座

2 回実施

※( )カッコ内は市社協助成予定回数。

部会の主な活動
⧫敬老会
➫敬老会の開催。
⧫長寿を祝う食事会
➫83 歳以上の方を対象としたお楽しみ会。
食事とともに余興、フラダンス等で楽
しむ。
⧫プラバンでアクセサリー作り
➫小学生対象とした教室。
⧫バス旅行
➫高齢者及び障害者を対象としたバス旅行。
⧫男性料理教室
➫男性の一人暮らし高齢者を対象とした料理教室。
⧫幸町中央診療所デイ・ケアへのボランティア派遣
➫食事の後片付け及び話し相手を行う。
⧫ふれあい・いきいきサロン交流会
➫ボランティアスタッフによる交流会。
運営状況の報告と課題の共有を行う。
⧫施設見学会
➫防災施設等の見学会を実施。
⧫認知症徘徊声掛け模擬訓練
➫「みんなが安心して暮らせる町づくり」のため、
幸町二丁目地区部会、第 602 地区民生委員児童委員
協議会、地区の町内自治会、あんしんケアセンター
幸町などの関係団体が「幸町二丁目連携会議」を
組織し、中学生をはじめとした
地域の方々が参加した認知症徘徊
声かけ訓練が実施されました。

幸 町一丁目地区部会
設立年月日
対象地域
世帯数
人口

平成 5 年 3 月 7 日
幸町 1 丁目、新港の一部
3,480（3,935）
7,412（8,531）人

カッコ内は昨年度数値

6 歳以下 268（315）人
7～54 歳 4,046（4,907）人
55～64 歳 945（1,026）人 65 歳以上 2,153（2,265）人
内ひとり暮らし高齢者 200（200）人
高齢化率
民生委員・児童委員
町内自治会数
※

29.04（26.61）%
定数 14 人 内主任児童委員 2 人（603 地区）
18 自治会 幸町第二中学校区（第 36 地区）

世帯数及び人口は令和 2 年 3 月 31 日現在、ひとり暮らし高齢者数は平成 30 年 6 月 30 日現在
新港の一部は正確な数値がつかめないため、幸町 2 丁目地区部会へ入れている。

活動地域
年齢別人口の割合
令和 2 年度実施予定事業
事業名

実施予定回数等

ふれあい・いきいきサロン

3 か所、57 回実施（57）

ふれあい・子育てサロン

4 か所、78 回実施（116）

ふれあい・散歩クラブ

－

ふれあい食事サービス

施設利用型：15 回実施、1,050 食〔会食〕

広報紙

「小窓」6 回発行

ボランティア講座

4 回実施

※( )カッコ内は市社協助成予定回数。

部会の主な活動
⧫敬老の集い（敬老会）
➫実行委員会形式での実施。
⧫いま市
➫バザーへの参加。
⧫ラジオ体操
➫幸町公園で毎日開催。
⧫火曜ウォーク
➫ラジオ体操終了後に実施。
⧫手話クラブ
➫聴覚障害者と地域住民との交流を目的としたサロン。
⧫バス旅行
➫高齢者を対象としたバス旅行。
⧫こめら広場
➫子供の居場所づくり（小学生以上対象）
千葉大のサークルと共に、自由に学び、
遊ぶ「地域の居場所」を提供。
⧫「安心サポートの会」の支援
➫助け合い活動を行う会。
⧫「○月の社協のお知らせ」掲示
➫毎月の地区部会の行事予定を作成し、各自治会の掲示板に掲示。
⧫ふれあい交流館
➫ＮＰＯ法人ふれあい千葉が
美浜区役所の支援を受けて、
千葉市第３６地区町内自治会
連絡協議会と社会福祉協議会
幸町一丁目地区部会が協力し、
町づくりの活動拠点として開設。
高齢者～子供の集いや地域団体
の会合等、だれでも気軽に利用
できる場所。

高 洲・高浜地区部会
設立年月日
対象地域
世帯数
人口

平成 6 年 10 月 23 日
高洲 1～4 丁目、高浜 1～7 丁目
19,641（19,275）
39,210（39,147）人

カッコ内は昨年度数値

6 歳以下 1,621（1,632）人
7～54 歳 20,722（21,976）人
55～64 歳 4,770（4,606）人 65 歳以上 12,097（11,924）人
内ひとり暮らし高齢者 1,344（1,344）人
高齢化率
民生委員・児童委員

町内自治会数
※

30.85（30.46）%
604 地区：定数 27 人 内主任児童委員 2 人
605 地区：定数 22 人 内主任児童委員 2 人
609 地区：定数 12 人 内主任児童委員 2 人
26 自治会 高洲第一中学校区（第 29 地区）

世帯数及び人口は令和 2 年 3 月 31 日現在、ひとり暮らし高齢者数は平成 30 年 6 月 30 日現在

活動地域
年齢別人口の割合
令和 2 年度実施予定事業
事業名

実施予定回数等

ふれあい・いきいきサロン

13 か所、216 回実施（216）

ふれあい・子育てサロン

－

ふれあい・散歩クラブ

2 か所、62 回実施（52）

ふれあい食事サービス

定期型：24 回実施、1,040 食〔会食〕

広報紙

「高洲・高浜 社協だより」2 回発行

ボランティア講座

2 回実施

※( )カッコ内は市社協助成予定回数。

部会の主な活動
⧫合同敬老会
➫自治会未設置地域の 75 歳以上の方
を対象にした敬老会の開催。
➫地区内敬老会への慶祝訪問。
⧫こどもフェスタ
➫子どもを対象に昔遊び等を実施。
⧫ネイチャーゲーム大会
➫子どもを対象に地域内の公園を利用
して開催。
⧫バス旅行
➫高齢者及び障害者を対象としたバス旅行。
⧫環境美化活動
➫稲毛海岸駅前清掃の手伝い及びプランター
の花植え。
⧫調髪ボランティア
➫外出困難な方への調髪ボランティア。
⧫５・５まつりへの参加
➫５・５まつりに模擬店出店。毎年
こどもの日に開催。高洲コミュニ
ティセンター及びその周辺が会場。
⧫高洲コミュニティセンター祭り
➫フリーマーケット出店。
⧫高齢者の自転車セミナー
➫新交通ルールやマナー、自転車の
安全利用の実技講習、点検・整備等。

真 砂地区部会
設立年月日
対象地域
世帯数
人口

昭和 56 年設立
平成 16 年 5 月 23 日に真砂･磯辺地区部会を分割
真砂 1～5 丁目
12,041（11,929）
24,531（24,644）人
カッコ内は昨年度数値
6 歳以下 1,062（1,181）人
7～54 歳 12,645（12,782）人
55～64 歳 2,825（2,808）人 65 歳以上 7,999（7,873）人
内ひとり暮らし高齢者 804（804）人

高齢化率
民生委員・児童委員
町内自治会数
※

32.60（31.95）%
定数 32 人 内主任児童委員 2 人（607 地区）
31 自治会 真砂中学校区（第 31 地区）

世帯数及び人口は令和 2 年 3 月 31 日現在、ひとり暮らし高齢者数は平成 30 年 6 月 30 日現在

活動地域
年齢別人口の割合
令和 2 年度実施予定事業
事業名

実施予定回数等

ふれあい・いきいきサロン

4 か所、44 回実施（44）

ふれあい・子育てサロン

1 か所、12 回実施（12）

ふれあい・散歩クラブ

－

ふれあい食事サービス

施設利用型：8 回実施
8 回実施

200 食〔配食〕
240 食〔会食〕

広報紙

「真砂 ふれあいだより」3 回発行

ボランティア講座

1 回実施

※( )カッコ内は市社協助成予定回数。

部会の主な活動
⧫真砂コミュニティセンターふれあいまつりに参加
➫珈琲館を出店し、地区部会活動及び市社協を PR。
⧫障害者交流会
➫ミニコンサートなどのイベントを通じて交流と
相互理解を図る。
⧫社会見学会
➫障害者を対象としたバス旅行。市社協が
受け入れている実習生も毎年同行し、福祉
教育を担う。
⧫ふれあいいきいきサロン
➫地域の仲間づくりや健康づくりを目的に、
各町内を拠点に開催。
⧫合同サロン
➫真砂コミュニティセンターにて４か所の
サロンを合同で開催。食事とイベントを
楽しむ。

⧫ささえあいまさご
➫少子高齢化の折、地域の高齢者の中には買い物や病院通いなどが困難になってい
る方が多くみられることから地域住民による助け合い活動。

磯 辺地区部会
設立年月日
対象地域
世帯数
人口

昭和 56 年設立
平成 16 年 5 月 23 日に真砂･磯辺地区部会を分割
磯辺 1～8 丁目
7,982（7,885）
18,558（18,464）人
カッコ内は昨年度数値
6 歳以下 997（896）人
7～54 歳 9,051（9,071）人
55～64 歳 1,787（1,750）人 65 歳以上 6,723（6,694）人
内ひとり暮らし高齢者 387（387）人

高齢化率
民生委員・児童委員
町内自治会数
※

36.22（36.25）%
32 人 内主任児童委員 2 人（608 地区）
27 自治会 磯辺第一中学校区（第 33 地区）

世帯数及び人口は令和 2 年 3 月 31 日現在、ひとり暮らし高齢者数は平成 30 年 6 月 30 日現在

活動地域
年齢別人口の割合
令和 2 年度実施予定事業
事業名

実施予定回数等

ふれあい・いきいきサロン

8 か所、90 回実施（55）

ふれあい・子育てサロン

1 か所、11 回実施（11）

ふれあい・散歩クラブ

－

ふれあい食事サービス

施設利用型：9 回実施
9 回実施

585 食〔会食〕
270 食〔配食〕

広報紙

「ふれあい いそべ」3 回発行

ボランティア講座

2 回実施

※( )カッコ内は市社協助成予定回数。

部会の主な活動
⧫社会見学会
➫障害者を対象としたバス旅行。
⧫ふれあい交流会
➫高齢者と小学生の交流会。
➫障害者と中学生の交流会。
ボランティア体験。
➫障害者と地区部会スタッフの交流会。
⧫バス旅行
➫いきいきサロン参加者とボランティアの日帰り旅行を 5 箇所のサロンでそれぞれ
実施。
⧫サロンボランティア交流会
➫5 か所のサロンのそれぞれの代表を集めた情報交換会。
いきいきサロンに作業所利用者が参加
➫高齢者のみではなく障害者も参加するサロンを運営。
⧫ふれあい食事サービス
➫地元ボランティアグループ“なぎさ懐メロ楽団”
による演奏で食後ひと時を過ごします。

⧫施設見学会
➫ボランティア委員会主催で、高齢者福祉施設を見学。

⧫地域交流会（ディアフレンズ美浜）
➫域に住む方々と障害者支援施設との交流を通じて、
地域住民の福祉に対する理解を促進し、地域における
福祉文化の醸成に取り組むことを目的に実施しました。

幕 張西地区部会
設立年月日
対象地域
世帯数
人口

平成 6 年 10 月 23 日
幕張西 1～6 丁目、浜田 1、2 丁目
4,756（4,746）
11,865（11,929）人

カッコ内は昨年度数値

6 歳以下 590（643）人
7～54 歳 7,809（7,917）人
55～64 歳 1,046（966）人 65 歳以上 2,420（2,403）人
内ひとり暮らし高齢者 229（229）人
高齢化率
民生委員・児童委員
町内自治会数
※

20.39（20.14）%
定数 16 人 内主任児童委員 2 人（606 地区）
15 自治会 幕張西中学校区（第 30 地区）

世帯数及び人口は令和 2 年 3 月 31 日現在、ひとり暮らし高齢者数は平成 30 年 6 月 30 日現在

活動地域
年齢別人口の割合
令和 2 年度実施予定事業
事業名

実施予定回数等

ふれあい・いきいきサロン

1 か所、11 回実施（12）

ふれあい・子育てサロン

1 か所、10 回実施（10）

ふれあい・散歩クラブ

－

ふれあい食事サービス

行事型：5 回実施、125 食（会食）

広報紙

「YOU・I」2 回発行

ボランティア講座

3 回実施

※( )カッコ内は市社協助成予定回数。

部会の主な活動
⧫エコキャップ運動
➫ペットボトルのキャップを集めて売却し、その売却益で世界の子どもたちにポリ
オなどのワクチンを届けようというボランティア活動。幕張西公民館と近隣のコ
ンビニに回収ボックスを設置し、随時社協美浜区事務所へ運搬している。
⧫幕張西地区盆踊りへの協力
➫地区連主催のまつりに受付担当
として出席。震災の義援金の
募金箱を設置。
⧫研修旅行
➫高齢者、障害者、地区部会スタッフ
での日帰り旅行。
⧫車いす貸し出し事業
➫地区部会として車いすを 4 台所有し、貸し出しを行う。
⧫ボランティア協力者慰労会
➫ふれあい食事サービスのボランティアの懇親会。
⧫育児サークルひよこの会
➫部屋を２室使用し年齢別に楽しく
活動している大変好評なふれあい
子育てサロン。
⧫救命救急法講習会
➫地区部会スタッフの勉強会。

⧫見守り活動
➫平成２８年度より、地区内の１３自治会で見守り活動をスタート。

打 瀬地区部会
設立年月日
対象地域
世帯数
人口

平成 19 年 10 月 1 日
打瀬 1～3 丁目
9,167（9,064）
25,387（25,454）人

カッコ内は昨年度数値

6 歳以下 1,426（1,518）人 7～54 歳 18,119（18,562）人
55～64 歳 3,442（3,049）人 65 歳以上 2,400（2,300）人
内ひとり暮らし高齢者 137（137）人
高齢化率
民生委員・児童委員
町内自治会数
※

9.45（9.04）%
定数 22 人 内主任児童委員 2 人（610 地区）
24 自治会 打瀬中学校区（第 47 地区）

世帯数及び人口は平成 30 年 3 月 31 日現在、ひとり暮らし高齢者数は平成 30 年 6 月 30 日現在

活動地域
年齢別人口の割合
令和 2 年度実施予定事業
事業名

実施予定回数等

ふれあい・いきいきサロン

11 か所、192 回実施（204）

ふれあい・子育てサロン

6 か所、27 回実施（27）

ふれあい・散歩クラブ

2 ヶ所、12 回実施

ふれあい食事サービス

行事型：2 回実施、100 食（会食）

広報紙

「ハロー うたせ」2 回発行

ボランティア講座

5 回実施

※( )カッコ内は市社協助成予定回数。

部会の主な活動
⧫敬老会
➫町内自治会連絡協議会、地区民生委員児童委員協議会、地区部会の 3 団体で共催。
⧫地域の見守り活動を推進
➫民生委員と共に各街区を訪問し、各街区を含めた見守り活動や各種制度の重要性
を伝え、利用を普及している。
⧫ベイタウン協議会への参画
➫ベイタウン協議会の主力メンバーとして、ベイタウン７団体との連携を深め、誰
もが安心して暮らせる街の実現を目指している。
⧫ベイタウンまつりへの参加
➫フランクフルト等を販売し活動をＰＲ。
⧫手話勉強会
➫障害者福祉委員会を中心とした手話
勉強会を毎週開催。初級者クラスと
レベルアップクラスに分けられ、楽
しく手話を学んでいる。
⧫打瀬中学校 EX 講座
➫中学１年生を対象に、福祉全般活動
の講座・車いす体験などの授業を行い、
福祉教育を担う。
⧫ほっとカフェの開催
➫障害を持つ方とその家族を対象とした交流の場を提供。
⧫ひだまりスペース
➫毎週木曜日午後、地域の誰もが気軽に集まれるフリースペースであり、地域の居
場所となっている。
⧫音楽コンサート
➫子育て中の母子や障害をお持ちの方を対象に、
音楽の楽しさを改めて味わってもらっている。
⧫小学校での昔遊びの先生及び餅つき会
➫打瀬地区３小学校の一年生を対象に、
地区部会スタッフと地域住民が昔遊びや
餅つき会を行う。
⧫代議員連絡会の開催
➫マンションから１人、地区部会に代議員を選出している。その代議員と地区部会
役員との連絡会。福祉課題について共通認識をもち活動を検討している。
⧫うたせミニシアター
➫年４回程度開催。
⧫「○月の社協」の掲示
➫毎月の地区部会の行事予定を作成し、各街区掲示板に掲示。

