
【平成28年6月1日更新】

◎ スローガン

◎ 基本目標 ☆ 安心・安全で災害に強いまち

☆ きずなが深い互助・共助のまち

☆ 若者も高齢者も住みよいまち

１． 地域の紹介

２．

・ 世　帯　数 世帯

・ 高齢化率（65歳以上の割合） ％

・ 年代別人口（構成比）

注：

人口及び高齢化率（平成２８年６月１日現在　住民基本台帳記載）

3,335 （対前年同月比　±０世帯）

37.5 （市全体　2５.５％）

総　数 東１丁目 東２丁目 西１丁目 西２丁目 西３丁目

世 帯 数 3,335 372 169 929 630 1,235

総 数 6,949 805 359 2,018 1,295 2,472

男　性 3,091 366 168 879 594 1,084

女　性 3,858 439 191 1,139 701 1,388

0～14歳 789 80 31 265 137 276

15～64歳 3,557 419 152 1,108 589 1,289

65歳以上 2,603 306 176 645 569 907

高 齢 化 率 37.5% 38.0% 49.0% 32.0% 43.9% 36.7%

地区別とは、自治会別ではなく、住民基本台帳に記載されている丁目別のことです。

　大塚台地区は、宮崎市の西部に位置し、海抜20～50㍍の高台にあり、海から昇る朝日
に照らされた市街地を一望でき、夕映えの団地は風情豊かで心和む光景です。福祉が充実
し、高齢者が元気なので、地域活動が盛んに行われ、子どもたちに目が行き届く、とても
住みやすい団地です。
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３． 面　　積

４． 産業大分類別従業員数 （平成22年度　国勢調査）

人（1.3％） 人（12.7％）

人（81.4％） 人（4.7％）

５． 地域自治区内の公共施設等

(１) 教　育

・小学校：宮崎西小学校

・中学校：生目南中学校

注：児童・生徒数は、平成28年4月1日現在

・公立公民館：生目南公民館

【自治公民館：大塚台中央自治公民館、大塚台西3丁目コミュニティセンター】

(2) 福　祉

・保育園：ひまわり保育園（定員90名）　　大塚台保育園（定員60名）

　　　　　大塚台西保育園（定員60名）

・児童館：大塚台児童センター

・その他：大塚台地域福祉コミュニティセンター

　　　　　宮崎市大塚台・生目台地区地域包括支援センター

(3) 警　察：大塚台駐在所

(4) 金融機関：宮崎銀行大塚台出張所、大塚台郵便局

(5) 宮崎市大塚台地域事務所（大塚台西2丁目18番地1）内の主な公共機関

・宮崎市大塚台地域事務所（証明等交付窓口あり）

・宮崎市消防局応急手当研修センター

・宮崎市大塚台・生目台地区地域包括支援センター

・宮崎市移動児童館（くるくる児童館）

(6) 介護施設支援所および通所介護施設等

【居宅介護支援事業所】

・合同会社　大塚台ケアプランセンター　（西１丁目）

【訪問介護】

・合同会社　けやき　（西２丁目：大塚台中央商店街内）

【グループホーム】

・グループホーム　野の花　（西３丁目）

・グループホーム　大塚台　（東１丁目）

(7) 地域自治区の自治会・班数・世帯数

◎ 自治会加入率 （平成27年6月1日現在）

1.13　k㎡　（市全体　643.67　k㎡　　　対市比　0.18％）

第１次産業 40 第２次産業 400

第３次産業 2,570 分類不能 147

合計　3,157　人

児童数　296名（対昨年比　△20名）

生徒数　181名（対昨年比　△29名）

90.3%
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６． 大塚台地域まちづくり推進委員会の組織（平成28年4月13日現在）

注：

７． 平成２８年度地域コミュニティ活動交付金事業　（交付金　２，２３１，０００円）
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自治会名 班数 加入世帯数 地区高齢化率 備　考

大塚台東１丁目自治会 30 320 38.0%

大塚台東２丁目自治会 13 147 49.0%

大塚台西１丁目自治会 24 263

大塚台県営地区自治会 51 478

セラヴィ大塚台自治会 16 107

大塚台西２丁目自治会 30 423

Green Hills 大塚台自治会 3 12

大塚台西３丁目自治会 50 471

大塚台市営自治会 65 575

計 282 2,796

班  　数･････････「自治会長届」（平成28年4月1日現在）による。

加入世帯数･･････「自治会補助金対象世帯数届」（平成28年6月1日現在）による。

地区高齢化率･･･「住民基本台帳」（平成28年6月1日現在）による。

自治会加入率の算定根拠となる世帯数（3,128世帯、加入世帯2,826世帯：平成27年6月

1日現在）は、地域自治区域に応じ、調整等を行って地域コミュニティ課が算出した推計値　

役 員 会 会長、副会長（２）、書記、監事、部会長、副部会長

部 会 防犯・防災部会、環境部会、青少年育成部会、福祉部会、スポーツ健康増進部会

特 別 組 織 防災会議

特 別 部 会 ボランティアセンター

大塚台地域まちづくり推進委員会事務局･･･大塚台地域事務所内（大塚台西2-18-1）

事　業　名 事　業　名

グラウンドゴルフ交流事業

ウォーキング事業

自主防災事業 マラソンソフトボール交流事業

里山創造活動事業 ボランティアセンター事業

環境美化活動事業 リーダー育成事業

ふれあい活動事業 事業運営積立基金事業

子育て支援事業 まちづくり事業活動支援事業

学校おうえん事業

異世代交流事業

西１ 32.0%
西1：県営住宅、セラ
ヴィを含む

西２ 43.9%
西２：Green　Hillsを
含む

西３ 36.7%
西3：市営住宅他（西3
県住、教職員・警察共
済住宅）含む

1
地域防災・安全見守り
　　　　パトロール応援事業


