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Ⅱ 各地域の取り組みについて（2～29 頁） 

 

『安立』 

 

＜地域の特徴＞ 

区の東南部に位置し、中央を紀州街道が走る歴史あるまち。南側を大和川が流れ、堺市や住吉区と隣接してい

ます。住吉大社と縁が深く、また地域内には商店街もあります。交通面では地域を縦断する形で南海本線が通っ

ています。 

 人口について見てみると、平成 22 年の国勢調査時から総人口の減少はわずかですが、高齢化は 28％を超えて

いると推定され、進展している傾向にあります。町丁目単位で見れば、古い町並みの残る安立のうち 1･3･4 丁目

は 30％を超えており、府営住宅のある住之江 3 丁目も 30％超、市営住宅の所在する西住之江 4 丁目は 36％を超

えているなど、偏りが見られます。 

平成 22 年国勢調査 平成 26 年 3 月末住民基本台帳人口 

・総人口 14,014 人 ・総人口 13,953 人 

・高齢者（65 歳以上） 3,659 人（26.1％） ・高齢者（65 歳以上） 3,920 人（28.1％） 

・こども（0～14 歳） 1,483 人（10.6％） ・こども（0～14 歳） 1,471 人（10.5％） 

医療機関数 （※平成 26 年 9 月 医師会、歯科医師会、薬剤師会ホームページ調べ） 

・病院 0 ・診療所 12 ・歯科診療所 9 ・保険薬局 7

公営住宅 

・市営 10 棟 270 戸 ・府営 3 棟 99 戸 

 

＜現在の取り組み＞ 

高齢者の把握：各町会で高齢者の名簿を管理 

       現在６５歳以上は約３２００人を 

把握済み 

高齢者食事サービス事業 

  配食：毎週火曜日、６５歳以上を対象 

  会食：毎月８ケ所で開催、６５歳以上を対象 

ふれあい喫茶：安（あん） 

        毎月第２水曜日９：３０～１１：３０ 

６０歳以上を対象 

       安立・敷津浦地域包括支援センタ 

ーによる総合相談も実施 

ホッと広場 毎月第３木曜日、第１金曜日 

１３：３０～１５：００ ２ヵ所で開催 

      体操やゲーム、保健師による講演会

など 

（健康体操）毎月第４月曜日１３：３０～１５：００ 

参加費２５０円 

介護予防（閉じこもり予防）：花・花 

毎月第４金曜日１３：３０～１５：００ 

 

安立子育てサークル：毎月第３水曜日 

１０：３０～１１：３０ 

未就学児童と保護者を対象 

手芸コーナー 年４回、月曜日１０：００~１１：３０ 

ボランティアスクール：年３回１３:３０～１５:００ 

見守り隊：小学校登下校時の見守り 

有償ボランティア：「ふれあいハンドの会（区社協

登録）」とのマッチング 

防災訓練：５月実施 

神輿洗神事：７月実施 

住吉祭 神輿渡御：８月実施 

精霊流し：８月実施 

べいらフェスタ：１０月実施 

まつぼっくりまつり：１１月実施、安立小学校 

小学１年生対象の世代間交流 
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＜地域の課題と今後の取り組み＞ 

・地域活動の担い手 

（課題） 

  現在も多くの方がボランティア活動に取り組んでいますが、担い手の高齢化が進み、若い世代や新

しい担い手の人材確保が課題となっています。 

（取り組み） 

  ひとくちにボランティアといっても内容は様々で、活動をする方にとって向き不向きもあります。

その方の力をより発揮できるように活動内容を配慮するとともに、コミュニケーションを重視し、活

動しやすい環境づくりをすることで、活動者にも利用者にも満足していただけるとともに、若い世代

にも参加してもらえるよう取り組みます。 

  

・子どもの安全 

（課題） 

  全国的に見ても子どもが巻き込まれる事件事故が増加しており、地域においてもできることを実施

していく必要があります。 

（取り組み） 

  安立小学校区において朝夕の登下校時に地域の住民ボランティアが街頭に立って見守り活動を行

っています。この活動は現在約 90 名の参加者がありますが、今後もこれを継続するとともに、地域

において安心して子どもを育成できるよう取り組んでいきます。 

 

・高齢者の居場所づくり 

（課題） 

  安立地域では、安立・敷津浦地域包括支援センターと協力して地域高齢者の閉じこもりを防止し、

孤立を防ぐために「ホッと広場」という取り組みを実施しており開催場所も２ヵ所へ増やしましたが、

今後、介護保険制度の改正に伴って介護を受けられなくなる方の受け皿も必要と考えられるため、よ

り多くの居場所の提供が求められます。 

（取り組み） 

現在の取り組みはもちろんのことですが、より幅広いニーズに応えられるように参加費をいただい

て、講師を招いての講座などを取り入れる、いわゆるミニデイサービス形態の取り組みを検討します。

必要に応じて NPO の立ち上げも視野に入れ、制度の狭間を埋めるべく多くの方が参加でき、閉じこ

もりを防止できるよう取り組んでいきます。 
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『敷津浦』 
 

＜地域の特徴＞ 

区の南東部に位置し、東には十三間堀川、南には大和川が流れています。一帯は江戸時代に開発された

新田地帯で、南西部には新田の管理のために建てられた新田会所跡が修復・整備されて残されているなど、

歴史を感じさせるまちです。 

 人口は平成 22 年国勢調査時より 2.5％ほど減少していると推定され、こどもの数・割合も減少してい

ます。そんな中で高齢者の人数は 5％ほど増加し、高齢化率は 26.9％となっています。町丁目ごとに見る

と、市営住宅のある地域で高齢化率が高い傾向にあり、特に北島 1 丁目においては 36％を超えていると

推定されます。 

平成 22 年国勢調査 平成 26 年 3 月末住民基本台帳人口 

・総人口 10,210 人 ・総人口 9,962 人 

・高齢者（65 歳以上） 2,549 人（25.0％） ・高齢者（65 歳以上） 2,679 人（26.9％） 

・こども（0～14 歳） 1,290 人（12.6％） ・こども（0～14 歳） 1,175 人（11.8％） 

医療機関数 （※平成 26 年 9 月 医師会、歯科医師会、薬剤師会ホームページ調べ） 

・病院 0 ・診療所 5 ・歯科診療所 3 ・保険薬局 3

公営住宅 

・市営 26 棟 984 戸    

＜現在の取り組み＞ 

高齢者の把握：ネットワーク委員会において名簿

を整備し町会と情報を共有 

       年１回町会から情報を提供し更新 

高齢者食事サービス事業 

    会食：毎月第１日曜日１２：００～１４：００ 

敷津浦北福祉会館 

毎月第２日曜日１２：００～１４：００ 

敷津浦福祉会館 外４箇所 

７０歳以上を対象 

食事サービス後にふれあい会 

（ミニデイサービス）がある 

ふれあい喫茶（なかよし茶論 しきつうら） 

  ：毎月第４土曜日１０：００～１２：００ 

    どなたでも参加可能 

    安立・敷津浦地域包括支援センターによ

る総合相談もある 

見守り活動 ：週１回、独居８０歳以上を対象 

希望者に乳酸菌飲料を配布するこ 

とにより安否や状況を確認 

敷津浦子育てサロン 

     ：毎月第２木曜日１０：００～１１：３０  

未就学児童と保護者が対象 

寺子屋元気：毎月第１水曜日１３：３０～１５：００ 

      毎週第３水曜日１３：３０～１５：００ 

夜間巡視：毎月第２火曜日２１：００～ 

一声かけて回そう回覧板：孤立を防止し見守る 

防災ワークショップ：地域の懇談会で実現 

ボランティアスクール：年数回ボランティア対象 

しきつうらまつり：５月実施（敷津浦小学校にて） 

    既存の行事を地域全体を巻き込んだイベン 

   トにすべく、福祉施設や NPO、人形劇団な 

ど多くの団体が参加する行事へと拡大した。 

グランドゴルフ大会：５月１１月開催 

しきつうらサマーキャンプ 

  ：小学５・６年生、中学生が対象、８月開催 

精霊流し：８月開催 

敷津浦地域大運動会：１０月開催  

昔遊び交流会：１０月開催 

防災訓練：１０月実施 

ディスコン大会：１１月開催 

餅つき大会：１２月開催 

歳末夜警：年末３日間 

ふれあい学習会：２月実施 

PTA 人権教育講演会：２月実施 



5 
 

＜地域の課題と今後の取り組み＞ 

・支援が必要な高齢者の把握と見守り 

（課題） 

各町会の協力でネットワーク委員会において高齢者の把握は行っているが、独居で閉じこもりがちな

方や認知症の方、中でも介護保険の利用や見守り支援、外部との関係を拒絶する方への関り方は大きな

課題となっています。また地域内の市営住宅ではエレベーターがないため外出が困難で閉じこもりの一

因ともなっています。 

（取り組み） 

ネットワーク委員会としては、地域包括支援センターや地域の各団体などと協力し、訪問活動を通じ

て現状把握を行うとともに、地域の医療機関とも協力しながら必要な支援につなぐよう取り組みます。

また福祉会館を利用して閉じこもりがちな方も参加できるようなミニデイなどの開催を検討します。 

 

 ・防災の取り組みと災害時要支援者の把握 

（課題） 

敷津浦地域は大和川に近接しており、大雨時の洪水や大地震の際の津波などへの備えが必要です。ま

た災害時に支援を必要とする方がどこにいて、どんな支援が必要なのか把握しておく必要があります。 

（取り組み） 

現在、地域ネットワーク委員会において把握している情報を元に要支援者マップを作成を始めていま

すが、今後、町会単位で要支援者の同意を得ながら要支援者マップの完成へ向けた作業を進めます。ま

た、地域で開催してきた防災ワークショップでの議論を生かしながら、避難所の開設や運営など初動体

制をマニュアル化します。 

 

・地域活動の担い手の確保 

 （課題） 

様々な活動を地域のボランティア 70 名ほどが中心となって担っていますが、活動者の高齢化も見ら

れ、新しい世代の担い手を確保し、地域活動の後継者を育成していく必要があります。 

（取り組み） 

  ネットワーク委員会としては、町会によっては新しい世代の担い手の参画が始まっているところもあ

るため、そこをモデルとして全町会で情報共有するとともに、新しく活動を始めようと考えている方が

スムーズに活動できるよう、比較的気軽に参加できる活動から入ってもらい、担い手の裾野を広げてい

くよう取り組みます。 
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『住之江』 
 

＜地域の特徴＞ 

区の東部に位置し、北側は住吉川に接しています。地域の東部には住之江公園や護国神社があり、東端

は地下鉄四ツ橋線、ニュートラムの住之江公園駅に隣接しています。また、区役所・保健福祉センターや

区社会福祉協議会、消防署など公的機関の所在地でもあります。 

 平成22年国勢調査時から人口は2％弱減少しており、中でも0～14歳の人口が12.5％減少しています。

高齢化率については 25.6％で区の平均（26.1％）より低いですが、市平均（24.2）％よりは高い値になっ

ている状態で、特に市営住宅のある地域、とりわけ御崎４丁目は 28.4％という高い数字になっています。 

 

平成 22 年国勢調査 平成 26 年 3 月末住民基本台帳人口 

・総人口 8,566 人 ・総人口 8,410 人 

・高齢者（65 歳以上） 1,977 人（23.1％） ・高齢者（65 歳以上） 2,152 人（25.6％） 

・こども（0～14 歳） 1,120 人（13.1％） ・こども（0～14 歳） 979 人（11.6％） 

医療機関数 （※平成 26 年 9 月 医師会、歯科医師会、薬剤師会ホームページ調べ） 

・病院 0 ・診療所 5 ・歯科診療所 5 ・保険薬局 2

公営住宅 

・市営 11 棟 779 戸    

 

＜現在の取り組み＞ 

高齢者の把握：各町会で名簿管理、友愛訪問 

絵手紙の送付：年１回 

８５歳以上町会加入者対象。住之江地域包 

括支援センターと協力し往復はがきの返信 

で安否確認 

高齢者食事サービス事業 

    会食：毎月第１日曜日１１：００～ 

７０歳以上町会加入者を対象 

御崎福祉会館（事前予約要） 

ふれあい喫茶（ひまわり いきいきサロン） 

  ：毎月第３土曜日１０：００～１４：３０ 

    どなたでも参加可能 

住之江域包括支援センターによる出前相談 

   ：ふれあい喫茶時もしくは第 4 木曜日 

健康体操：毎月第４水曜日、６５歳以上を対象 

無料（姫松橋接骨院と協力） 

河川敷清掃：毎月、住吉川・十三間堀川で実施 

ネットワーク委員会：２ヶ月に１回定例会議し情

報交換 

校下清掃：６月開催 

小学校ピースフェスティバル 

：７月開催、小学生と保護者が対象 

納涼夏祭り：８月開催 

地蔵盆：８月開催 

住之江小学校運動会：９月開催、小学生と保護者 

住之江連合大運動会：１０月開催 

グループ作品展：１１月開催（１週間程度） 

木の実園祭り：１１月実施 

歳末夜警：１２月実施 

ウィンターフェスティバル：１２月開催 

防災訓練：１月実施（住之江小学校校舎にて） 

囲碁・将棋：毎週火・金曜日１０：００～１２：００ 

地域活動新聞の発行：年４回と臨時号 

各戸配布（4,000 部発行） 

    住之江連合地域活動協議会のホームペー 

    ジでもダウンロード可能 
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＜地域の課題と今後の取り組み＞ 

・支援が必要な高齢者の把握 

（課題） 

町会未加入者の情報を把握するのが困難であることが大きな課題のひとつです。また、85 歳以上の

町会加入者へは、毎年絵手紙を送付し、返信状況で安否・状況確認を行っており、開始当初は 80％近

い返信がありましたが現在は返信率が低下しています。これは高齢化により対象者が増えており、新た

な対象者には事業の趣旨がよく伝わっていないことが一因と考えられます。 

（取り組み） 

 町会未加入者については、区、区社協、民生委員等の協力を得ながら、町会と地域ネットワーク委員

会で情報共有ができるよう必要に応じて本人の同意を得ながら状況の把握に努めていきます。また、友

愛訪問に取り組んでいる町会では、絵手紙の取り組みについてきめ細かな説明が可能なため、状況把握

や返信の回収がよくできているので、他の町会においても友愛訪問が可能となるよう協力体制を整えま

す。 

 

・高齢者食事サービス 

（課題） 

会食は実施しているものの、会食に出てこれない高齢者については見守りが必要と考えられることか

ら、配食サービスの開始を検討しており、民間の弁当業者の協力で町会単位での配食サービス利用実験

を行おうとしたが、本人不在時の対応や、本人から弁当業者への注文の取り次ぎ手続きの問題もあって

進んでいない状況です。 

 （取り組み） 

  地域ネットワーク委員会としては、高齢化、とくに一人暮らしの方が多い町会からでも配食サービス

による見守りを試行できるよう取り組んでいきます。 
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『住吉川』 
 

＜地域の特徴＞ 

 区の東部に位置し、地下鉄四つ橋線をまたぐように東西に広く、南は住吉川に接した地域。 

 東西に広いこともあり、新なにわ筋を隔てて西側と東側では特徴も異なっています。西側の柴谷 2 丁目、

緑木 2 丁目においては物流倉庫や工場が多く並んでいますが、東側の東加賀屋 3･4、中加賀屋 3･4、西加

賀屋 3･4 丁目については戸建住宅やマンションも多く商店街もあるなど、それぞれに特色があります。西

側地域、特に柴谷 2 丁目においては近隣に医療機関やスーパーなどもないため、高齢者などにとっては不

便があると考えられます。 

 人口は平成 22 年国勢調査時より 2.8％ほど増加していますが、高齢者の増加傾向が 6.7％と高く、中で

も 75 歳以上の増加率をみると 16％増。町丁目でみると府営住宅の位置する柴谷 2 丁目の高齢化率が 30％

を超えている状況です。 

平成 22 年国勢調査 平成 26 年 3 月末住民基本台帳人口 

・総人口 10,069 人 ・総人口 10,349 人 

・高齢者（65 歳以上） 2,609 人（25.9％） ・高齢者（65 歳以上） 2,784 人（26.9％） 

・こども（0～14 歳） 1,208 人（12.0％） ・こども（0～14 歳） 1,248 人（12.1％） 

医療機関数 （※平成 26 年 9 月 医師会、歯科医師会、薬剤師会ホームページ調べ） 

・病院 0 ・診療所 14 ・歯科診療所 8 ・保険薬局 9

公営住宅 

・市営 1 棟 66 戸 ・府営 3 棟 446 戸 

 

＜現在の取り組み＞ 

高齢者の把握：各町会において名簿を管理。 

見守り：月１回会議を開催、安否確認などの報告 

高齢者食事サービス事業 

    配食：毎週木曜日 

       ６５歳以上が対象 

会食：年４回１１：３０～ 

６５歳以上を対象（事前予約要） 

ふれあい喫茶（住吉川 いきいきサロン） 

     ：毎週木曜日１０：００～１１：５０ 

       ６５歳以上が対象 

子育てサロン：（このゆびとまれ） 

毎月第３水曜日１０：００～１１：３０ 

       乳幼児と保護者が対象 

住吉川寺子屋：毎週土曜日９：３０～１１：００ 

       小学生が対象 

ふれあいサンデー：毎月第１日曜日 

高齢者介護予防教室：毎月第２水曜日 

１３：００～１５：００ 

 

青色パトロール：土日祝以外の通年昼夜随時 

大阪マラソン：沿道でのボランティア 

市営交通フェスティバル：模擬店出店 

障がい者交流会：４月開催 

さくらカーニバル：４月実施、６５歳以上が対象 

          （事前予約要） 

高齢者ふれあい１泊旅行 

：５月開催、６５歳以上を対象 

地域大運動会：５月開催  

住吉川サマーフェスタ：７月開催 

ラジオ体操：７～８月の１週間程度開催 

高齢者の集い：９月開催、６５歳以上を対象 

エコフェスタ：１１月開催（地域一斉清掃） 

福祉教育セミナー：１０～１１月開催 

防災訓練：１１月実施 

ふれあいもちつき大会：１２月開催 

歳末夜警：１２月開催 

鏡開き：１月開催 

住吉川プラザ：毎月１回（絵手紙、コーラス等） 
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＜地域の課題と今後の取り組み＞ 

・高齢者の見守り活動 

（課題） 

認知症高齢者の増加や独居高齢者の孤立など支援が必要な方に関する情報を地域で把握することが

重要となっていますが、特に町会未加入者について情報を得ることが困難な状況です。 

（取り組み） 

  各町会から選出された委員（ボランティア）で地域ネットワーク委員会を組織し、毎月定例会議を開

催のうえ、支援が必要な高齢者の状況を報告および情報共有を行っています。今後も委員からの情報を

推進員が整理し地域包括支援センターなどの専門機関へつなぐという流れが維持できるように取り組

んでいきます。 

  また、配食サービス、ふれあい喫茶、高齢者の集い、介護予防教室等の機会を活かすとともに、地域

包括支援センターをはじめとする地域の支援機関からの情報を入手しながら、町会未加入者の状況把握

ができるよう取り組みます。 

 

・防災について 

（課題） 

平屋が多く、大雨や大地震の津波時には浸水被害が心配されます。 

（取り組み） 

「住吉川地域防災マップ」を活用して、浸水被害が想定される際の避難方法について町会ごとに検討し

ます。 

  

・有償ボランティアについて 

（課題） 

例えば、犬の散歩などちょっとしたお手伝いを無料でお願いするのは気が引ける、というような場合

のためにチケット制での有償ボランティアの制度を立ち上げていますが、現在、登録はあるが利用のな

い状態です。 

（取り組み） 

  今後も制度を維持しながらニーズがあれば支援をする側と利用する側のマッチングを進めていきま

す。 

 

・担い手の確保 

（課題） 

現在ボランティア（女性）は約 80 名登録されており、別に地区社協の地域支援部会において約 35

名のボランティア（男性）が登録されて、70 歳前後が中心で高齢化しています。 

（取り組み） 

  ボランティアに関しては知人など人のつながりを生かしながら募っています。今後、若い世代が参加

しやすく続けやすいような環境づくりを進めていきます。 
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『加賀屋』 

 
＜地域の特徴＞ 

区の北東部に位置し、北は木津川、西は西成区に隣しており、地下鉄四ツ橋線の北加賀屋駅とも隣接し

ています。地域内には広い工場地帯があり、名村造船所跡地を中心とした地域ではアート活動が盛んに行

われています。 

 平成 22 年国勢調査時から人口は微増しているものの、65 歳以上の高齢者は 12％増、75 歳以上は 22％

も増加しています。高齢化について町丁目ごとで見ると、北加賀屋 3 丁目で 40％を超える数字となって

いるほか、市営住宅のある緑木 1 丁目でも 32％ほどの高い数値となっています。 

平成 22 年国勢調査 平成 26 年 3 月末住民基本台帳人口 

・総人口 7,509 人 ・総人口 7,550 人 

・高齢者（65 歳以上） 1,771 人（23.6％） ・高齢者（65 歳以上） 1,991 人（26.4％） 

・こども（0～14 歳） 937 人（12.5％） ・こども（0～14 歳） 858 人（11.4％） 

医療機関数 （※平成 26 年 9 月 医師会、歯科医師会、薬剤師会ホームページ調べ） 

・病院 1 ・診療所 3 ・歯科診療所 6 ・保険薬局 2

公営住宅 

・市営 5 棟 471 戸    

＜現在の取り組み＞ 

高齢者の把握：各町会で名簿を管理 

高齢者食事サービス事業 

  会食：毎月第３土曜日１１：３０～ 

さざんか会館、６５歳以上が対象（３００円） 

メンバーの名簿はネットワーク推進委員が管

理し、誕生日ごとに絵手紙を送付 

ふれあい喫茶 

  ：毎月第１土曜日１０：００～１２：００ 

    加賀屋北会館 

    毎月第２木曜日１３：３０～１５：００ 

      緑木市営住宅集会所 

    ６５歳以上が対象 

太極拳・ストレッチ：毎月第２第４木曜日 

         １４：００～１５：３０６５歳以上 

アートフラワー：毎月第１第２月曜日 

１０：００～１１：３０ ６５歳以上 

カラオケ：毎週火・水・木・金曜日 

1３：００～１５：３０ ６５歳以上が対象 

ゲートボール：毎週月～金曜日７：００～１１：００ 

       ６５歳以上が対象 

ゲートボール大会：９月開催 

グラウンドゴルフ：毎週月～金曜日 

     １３：３０～１６：００ ６５歳以上が対象 

 

 

何でも相談：地域包括支援センター、ブランチ、 

      ネットワーク委員会 

加賀屋子育てプラザ：毎月第２火曜日 

   １０：３０～１１：３０ 乳幼児と保護者が対象 

地域大運動会：５月開催 

区ソフト・キックボール大会 

：６月開催、小学生が対象 

加賀屋フェスティバル：６月開催 

夏休み映画祭：７月開催 

サマーキャンプ：７月開催 

青色パトロール乗車講習会：７月開催 

加賀屋天満宮夏祭り：７月開催 

わんにゃん防災フェア：９月開催  

中学生魚釣り大会：９月開催、中学生が対象 

アートフェスタ：１０月開催 

大阪マラソンボランティア：１０月開催 

ソフトボール大会：１１月開催 

クリンピック・防災訓練：１１月開催 

区子ども文化祭：１２月実施 

バレーボール大会：２月開催 

加賀屋農園：加賀屋農園 kid’s 倶楽部 

コクミン薬局とコラボレーション 

 ：メイク教室と遺影撮影（３地域共同） 
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＜地域の課題と今後の取り組み＞ 

・支援を要する高齢者の把握や緊急時の対応 

（課題） 

高齢化の進展により、支援を要する方の情報を把握するとともに、高齢者の不測の事態に備える為、

緊急連絡先等の把握も必要となってきています。 

（取り組み） 

ネットワーク委員会では、特に高齢化が進んでいる緑木１丁目の市営住宅において、本人が緊急連絡

先等を記載した「あんしんカード」を封入したものを自治会等が保管、緊急時にのみ開封して連絡を取

るシステムの導入を検討します。導入にあたってはすでにこのシステムを運用している町会の取り組み

を参考にします。 

また、安否確認を兼ねた絵手紙を食事サービスの利用登録者に送付していますが、宛先不明で返送さ

れた方については追跡調査（安否確認等）を実施することにより高齢者の情報を更新していきます。 

 

・外国籍の住民の増加 

（課題） 

市営住宅には外国籍の住民の方も多く、言語や文化、生活習慣の違いからコミュニケーションが取り

づらいという課題もみられます。 

（取り組み） 

ネットワーク委員会では、地域において外国籍住民が孤立しないように見守りやコミュニケーション

をはかり、地域との交流を生むような新しい手法を検討していきます。 

 

・地域活動の担い手の確保 

（課題） 

ボランティアや地域活動の担い手について、生活スタイルや意識の変化から若い世代の人材確保が難

しくなってきています。また年々ボランティアメンバーが高齢化により支援する側から支援を受ける側

へと移行してきていることもあり、若い世代の参入は地域活動の重要な課題となっています。 

（取り組み） 

ネットワーク委員会では、加賀屋農園 Kid’s やすみのえアートビートなど若い世代が参加する行事、

イベントを通じて子どもや保護者とのコミュニケーションを図り、現在子ども会や PTA で活動ををし

ている若手の人材を中心に新たなボランティアや地域活動の担い手を確保できるよう取り組みます。 

また、地域の活動や参加を活発化するにあたり、町会の活動や町会長などの役員のことを知らない住

民が多いことから、地域の広報紙などを通じて活動内容や役員の紹介（顔写真付き）を行い、住民によ

り身近な存在と感じてもらえるよう取り組みます。 
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『加賀屋東』 
 

＜地域の特徴＞ 

区の北東部、地下鉄「北加賀屋」駅の南に位置し、北は一部西成区に接しています。地域内に商店街も

あり、人の往来が盛んで、病院を始め医療機関も多く生活至便。また区内でも市営住宅が棟、戸数ともに

多い地域です。 

平成 22 年の国勢調査時より人口は 2％強減少しており、中でも 0～14 歳については 12.7％減っていま

す。高齢化率は 26.4％と区の平均とあまり変わりませんが、高齢者人口は 12％以上増加、75 歳以上も

17％増加、と高齢化は進んでいると考えられます。 

平成 22 年国勢調査 平成 26 年 3 月末住民基本台帳人口 

・総人口 10,956 人 ・総人口 10,711 人 

・高齢者（65 歳以上） 2,532 人（23.1％） ・高齢者（65 歳以上） 2,848 人（26.6％） 

・こども（0～14 歳） 1,312 人（12.0％） ・こども（0～14 歳） 1,145 人（10.7％） 

医療機関数 （※平成 26 年 9 月 医師会、歯科医師会、薬剤師会ホームページ調べ） 

・病院 2 ・診療所 9 ・歯科診療所 8 ・保険薬局 6

公営住宅 

・市営 17 棟 1,578 戸    

＜現在の取り組み＞ 

高齢者の把握：各町会において６５歳以上の名簿

を管理し２０００名程度を把握 

       名簿に確認欄を設け、小学生から 

       の「ふれあい手紙」を送付 

高齢者食事サービス事業 

    会食：毎月第２・３・４木曜日１１：３０～ 

加賀屋福祉センター 

６５歳以上が対象（１００円） 

ふれあい喫茶：毎週土曜日９：３０～１１：００ 

       加賀屋福祉センター、６０歳以上 

おしゃべり広場 

：毎月第２木曜日、アミーユ北加賀屋 

     １４：００～１５：３０ ６５歳以上 

毎月第３火曜日、中加賀屋住宅集会所 

１４：００～１５：３０ ６５歳以上  

閉じこもり予防教室：１０：００～１１：３０ 

何でも相談：第３月曜日、加賀屋商店街 

地域包括支援センター、ブランチ、

ネットワーク委員会 

ディスコン：毎月第２・４水曜日 

     １３：３０～１５：３０ ６５歳以上が対象 

カラオケ：毎週月・水曜日 １３：３０～１５：３０ 

       ６５歳以上が対象 

囲碁・将棋：毎週土・日曜日 １３：３０～１５：３０ 

 

        ６５歳以上が対象 

絵画・油絵：毎週月曜日１３：００～１７：００ 

      ６５歳以上が対象 

グラウンドゴルフ：毎週月・水・金曜日 

       ９：００～１１：００ ６５歳以上 

健康ウォーキング：毎月第２日曜日 

９：００～１１：００ ６５歳以上 

清掃：毎月１日と毎週日曜日９：００～ 

地域大運動会：５月開催 

加賀屋天満宮夏まつり：７月開催 

ラジオ体操：７・８月開催 

ザ・夜店：８月開催 

敬老祝賀の集い：９月開催、６５歳以上が対象 

中学生魚釣り大会：１０月開催、中学生が対象  

親子ふれあいまつり：１１月開催小学生と保護者 

地域ソフトボール大会：１１月開催 

防災訓練：１１月開催 

歳末夜警：１２月開催 

もちつき大会：１２月開催 

子育てサロンクリスマス会：１２月開催 

  ふれあい花壇：毎日 

見守り隊感謝の会：３月開催 

コクミン薬局とコラボレーション 

 ：メイク教室と遺影撮影（３地域共同） 
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＜地域の課題と今後の取り組み＞ 

・高齢者の把握について 

（課題） 

高齢化の進展に伴い、地域において支援が必要な方を把握することが求められていますが、新築マ

ンションや新築建売住宅群など、町会が組織されていない住宅や現在、町会未加入の方については把

握が困難な状況です。町会加入推進や、未加入者の状況把握をどのようにおこなうかが課題となって

います。加えて高齢化とともに増えつつある独居老人や認知症の方への支援も地域の課題として出て

きている。 

（取り組み） 

地域ネットワーク委員会において 65 歳以上方の実態調査をおこない名簿を更新していますが、町

会未加入者の問題については対策を検討中です。高齢者の見守りは地域ネットワーク委員会や各老人

会が協力しながら身近な地域で行っていくこととし、集合住宅の集会所を活用したサロンや自主的な

喫茶など、すでに始まっている事例を広げていくよう取り組みます。 

 

・商店街の活用 

（課題） 

近年、商店街に空き店舗が見られるようになっています。人々が集まる地域の重要な資源である商

店街を活性化し地域福祉の推進にも活用できるような方策を考える必要があります。 

（取り組み） 

現在、商店街の北側において、加賀屋・粉浜地域包括支援センター、加賀屋ブランチおよび当地域

ネットワーク委員会の合同で高齢者等を対象とした「何でも相談会」を実施していますが、相談者の

増加および商店街の活性化を図る為、家賃のハードルはあるが、商店街の中央部の空き店舗への移転

を模索しています。 

   

  ・地域活動の担い手の確保 

（課題） 

現在の地域活動のボランティアに 40～50 代の方があまりおらず、高齢化が進んでいることから、

新たな人材の確保が重要な課題となっています。 

  （取り組み） 

ネットワーク委員会では新しい世代の参画を促す為、回覧板やポスターで募集しましたが応募があ

りませんでした。ついては、現在の活動者、メンバーの交流関係、PTA や子ども会など様々な団体

への声かけなど通じて新たな人材の発掘に取り組みます。 
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『粉浜』 
 

＜地域の特徴＞ 

区の北東に位置し、古くから住吉大社の門前町として栄えてきたまち。地域内には住吉公園や商店街も

あり、生活に密着した人・物の交流も盛んな地域です。南海本線に隣接しており、西南には阪堺電車の住

吉公園駅、北端には地下鉄四ツ橋線の玉出駅があります。様々な交通機関の利用が可能であり、各種診療

所も多く、生活には至便な地域と考えられます。 

人口に関しては平成 22 年国勢調査時からわずかに増加しています。地域の平均でも高齢化率が 30％を

超えており、特に古くからの町並みが残る粉浜 1･2 丁目はそれぞれ 29.5％、30.8％と高くなっています。

また現在はURとなっていますが公団の団地として歴史を持つ住吉団地のある粉浜西3丁目については高

齢化率は 40％を超えていると推定され、団地の歴史とともに高齢化も進展している状況です。 

平成 22 年国勢調査 平成 26 年 3 月末住民基本台帳人口 

・総人口 14,782 人 ・総人口 15,031 人 

・高齢者（65 歳以上） 4,017 人（27.2％） ・高齢者（65 歳以上） 4,567 人（30.4％） 

・こども（0～14 歳） 1,632 人（11.0％） ・こども（0～14 歳） 1,550 人（10.3％） 

医療機関数 （※平成 26 年 9 月 医師会、歯科医師会、薬剤師会ホームページ調べ） 

・病院 0 ・診療所 16 ・歯科診療所 12 ・保険薬局 12

公営住宅 

・なし      

＜現在の取り組み＞ 

高齢者の把握：各町会において高齢者世帯カード

として名簿を管理し把握 

高齢者食事サービス事業 

会食：毎月第３火曜日１１：３０～粉浜中央福祉会館 

    毎月第２日曜日１１：３０～粉浜２丁目西会館 

７０歳以上が対象 

    配食：毎月第２水曜日 

ふれあい喫茶（ふれあいサロン） 

  ：毎週木曜日１０：００～１５：００ 

    ６０歳以上が対象 

いきいき教室（ふれあいサロン）：毎月第１水曜日 

見守り訪問：毎週２回、８３歳以上の独居者 

      ヤクルトの配布 

赤ちゃんサークル：毎月第２月曜日 

１０：００～１１：３０ 

         ０歳児を持つ親子 

子育てサークルはぐくみ：毎月第３金曜日 

  １０：００～１１：３０、１歳以上の子を持つ親子 

清掃活動：隔月第１日曜日 ７：３０～９：３０ 

粉浜まつり：５月開催 

ザ・夜店：７月開催 

夏季防犯巡視：８月開催 

夏季キャンプ：８月開催 

１中スポーツ大会：９月開催 

運動会はぐくみ競技：９月開催 

大阪マラソンコース清掃活動：１０月開催 

中学生薬物乱用防止教室：１１月開催 

震災訓練：１１月開催 

文化の集い：１１月開催 

グラウンドゴルフ大会：１１月開催 

もちつきフェスタ：１２月開催 

歳末特別警戒：１２月開催 

ソフトバレーボール大会：２月開催 

北粉浜・粉浜小スポーツ大会：２月開催 

ユニカール大会：２月開催 

子どもお楽しみ会：３月開催 

ディスコン：毎週水曜日１３：３０～１５：３０ 

楽踊会：毎月第３土曜日１９：３０～ 

ラジオ体操：７・８月開催６：３０～ 

スポーツ大会：１０月開催 

薬物乱用防止教室講習会：年２回開催 

手作り教室：年３回開催 

コクミン薬局とコラボレーション 

   ：メイク教室と遺影撮影（３地域共同） 
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＜地域の課題と今後の取り組み＞ 

・町会未加入の高齢者の状況把握 

（課題） 

高齢化の進展によりますます支援を要する高齢者の状況を把握する必要性が出てきますが、町会未

加入者については把握が難しい状況であり、大きな課題となっています。 

 （取り組み） 

   ネットワーク委員会では各町会において運用されている世帯カード（世帯の情報を本人が記入し町

会が保管）の活用を進めるとともに、転入者に対して町会の活動や行事、ルールなどを説明し、人の

つながりや活動が見えるようにすることで町会加入のしやすい環境づくりに取り組みます。 

 

・認知症の増加による権利擁護の必要性 

（課題） 

  高齢化の進展は認知症の高齢者の増加にもつながり、特に単身で近隣に身よりもない方にとっては、

本人に寄り添い権利擁護することが必要となってきます。また、食事サービスなどの集まりにおいて

認知症の相談が見られるようになっており、認知症の方を地域で支えていくことは今後の課題となっ

ています。 

（取り組み） 

 現在、粉浜地域には、この課題に対応すべく声かけをしたところ、５名が大阪市が実施する「市民

後見人」として登録されています。今後も認知症などで後見が必要な方を地域で支えることができる

よう市民後見人の増員に向けて啓発を行っていきます。 

 

・ふれあい喫茶・いきいき教室 

（課題） 

実施場所が地域の南端に位置しており参加が難しい方がいる状況です。 

（取り組み） 

実施場所を増やすなど多くの方が参加できるよう検討していきます。 

 

・地域活動の担い手の確保 

（課題） 

地域活動の新たな担い手を発掘し活動を引き継いでいくことはとても重要な地域課題ですが、担い

手の固定化、高齢化により人材の確保が困難になってきています。地域で最も高齢化の進んでいる粉

浜西３丁目（UR 住吉団地の賃貸棟）においては町会役員の後継者がおらず、町会が組織できないと

いう問題がでており、住民の状況把握も困難な状況です。 

 （取り組み） 

   町会未加入の課題と同じく丁寧に活動や町会の説明を行うことが、その後の地域活動への協力につ

ながるため、きめ細かく地域の情報を発信することで理解を得ていくとともに、あらゆる機会を通じ

て声かけを行いながら、新しい担い手の確保に取り組んでいきます。 
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『平林』 
 

＜地域の特徴＞ 

区の南西に位置する区内で最も広大な地域で、南側と北側がそれぞれ大和川と木津川に接し、地域内を

住吉川が流れています。木材の町として知られ、古くから多数の貯木場があります。また、現在でも大阪

に 8 ヶ所残っている渡船の一つである木津川渡船場があり、河川を利用して繁栄してきた地域です。 

しかし、医療機関や日常生活の用を足すスーパーなどの店舗も少なく、南部にニュートラムは走ってい

るものの交通網が行き届かない面も見られます。 

平成 22 年の国勢調査時に比べると 4.5％ほどの人口減少が見られます。0～14 歳人口が 19.5％ほど減

少し 65 歳以上は 21％強増加、75 歳以上も 37％近く増加しており、少子高齢化が顕著に現れている地域

であると考えられます。細かい地域ごとに見ると平林北地域（1･2 丁目）は 48.6％という高齢化率であり、

とても高い数値です。また、平林南 1 丁目も 37％を超えていると推定されます。市営住宅や UR の団地

がある南港東 1 丁目についても 35％を超える状況で高齢化率が高い地域が点在しています。 

平成 22 年国勢調査 平成 26 年 3 月末住民基本台帳人口 

・総人口 6,856 人 ・総人口 6,547 人 

・高齢者（65 歳以上） 1,480 人（21.6％） ・高齢者（65 歳以上） 1,796 人（27.4％） 

・こども（0～14 歳） 786 人（11.5％） ・こども（0～14 歳） 632 人（9.7％） 

医療機関数 （※平成 26 年 9 月 医師会、歯科医師会、薬剤師会ホームページ調べ） 

・病院 0 ・診療所 1 ・歯科診療所 0 ・保険薬局 0

公営住宅 

・市営 6 棟 874 戸    

＜現在の取り組み＞ 

高齢者の把握：各町会ごとに把握し名簿を管理 

高齢者食事サービス事業 

    会食：年３回、６５歳以上を対象 

（３５０円、事前予約要） 

ふれあい喫茶（ひら茶） 

  ：毎週木曜日１０：００～１５：００ 

    どなたでも参加可能 

高齢者友愛訪問：毎月１回、７５歳以上の独居高 

齢者ほか訪問が必要と思われる 

世帯対象 

歩こう会：毎月第１・３土曜日、６５歳以上の方 

グラウンドゴルフ大会：６５歳以上の方 

子育てサロン：毎月第４火曜日１０：００～１２：００ 

       妊婦、乳幼児と保護者 

花ボランティアサークル：随時 

カラオケ教室：毎月第２・４木曜日 

１１：３０～１３：００（要予約） 

民謡教室：毎月第１・３月曜日１１：１５～１２：３０ 

銭太鼓サークル：毎週月曜日１４：１５～１５：３０ 

 

お花見会：４月開催、６５歳以上が対象（要予約） 

盆踊り大会：８月開催  

敬老の集い：１０月開催、６５歳以上（要予約） 

防災訓練：１０月開催 

住之江街歩き散策：１０月開催 

         女性部会員が対象（要予約） 

道路清掃美化：１０月実施 

平林カーニバル：１１月開催 

夜間カフェ＆演芸（寄席） 

：１１月開催（喫茶１００円、寄席無料） 

子ども秋祭り：１１月開催 

もちつき大会：１２月第１木曜日開催 

地域の保育園児が対象の地域交流事業 

男の料理教室：１２月開催 

独居６５歳以上男性が対象（要予約） 

女性学級 ペン字教室 

：９～２月に１０回開催（要予約） 

女性学級 健康に関する研修：随時 
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＜地域の課題と今後の取り組み＞ 

・支援を要する高齢者の把握と見守り活動 

（課題） 

高齢化に伴い支援を要する方に対する見守り活動の重要性が増していますが、町会未加入者の状況

把握は難しく課題となっています。月１回地域ネットワーク委員会を開き対策を検討していますが、

１８名の委員だけではきめ細かな見守り活動を行うことは困難です。 

 （取り組み） 

   平林地域では、町会未加入者や独居の高齢者が地域との接点をもてるよう友愛訪問をきめ細かくお

こなうために、各町会のネットワーク委員のもとに配置されている「友愛ボランティア」の拡充に向

かって取り組んで行きます。平成 26 年 10 月現在で 10 名の友愛ボランティアが活動を行っています

が、さらに増員できるよう取り組んでいきます。（市営住宅の各階毎の配置が理想） 

 

・防犯について 

 （課題） 

街灯が少なく暗い場所が多いこともあって防犯上の不安や夜間に青少年が集まることで健全育成

にも問題があると考えられます。 

 （取り組み） 

   一部の町会で防犯のため見回り活動を行っているところもありますが、全地域で取り組まないと効

力が発揮できないので、今後は夜警ボランティアを募集し全地域内の見回り活動の活性化を図ってい

きます。 

 

 ・いわゆる買物難民問題 

 （課題） 

地域が広く、１ヶ所しかスーパーがないことやニュートラム・バス路線の交通網に偏りがあるため、

高齢者等にとっては買い物に不便がある状況です。 

 （取り組み） 

ネットワーク委員会では、友愛訪問やふれあい喫茶で地域のニーズを把握するとともに、生協によ

る配達サービスや移動スーパーとの連携を検討していきます。 

 

 ・担い手の確保 

 （課題） 

   いわゆる老老介護が問題視されることもありますが、高齢で元気な方が高齢で支援を要する方を支

えるしくみをつくることがお互いの活性化にもつながるため、高齢であっても動ける方は積極的に地

域活動への参加を促す必要があります。また地域には多くの活動者がいますが、若い世代の担い手は

少ない状況です。 

 （取り組み） 

   ネットワーク委員会では、高齢であっても社会貢献、生きがいを求めて地域活動に参加できるよう、

チラシやポスターによる一般のボランティアを継続的に募集していくことで幅広い層の参加を促し

ていきます。若い世代については、女性部が中心となり PTA や子ども会のメンバーに声を掛け、ふ

れあい喫茶などの負担が少ない活動から参加してもらうことによって、ボランティアに入りやすい雰

囲気や環境を整備し、人材の確保と定着を実践していきます。 
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『新北島』 
 

＜地域の特徴＞ 

区の南部に位置し、南には大和川が流れ、堺市に隣接しています。地下鉄四ツ橋線、ニュートラムの住

之江公園駅から市内各地へのアクセスが可能です。地域内には住之江警察署や住之江郵便局などの公的機

関も所在しています。 

 平成 22 年国勢調査時から人口にほとんど変化はありませんが、0～14 歳人口は 8％ほど減少、高齢者

人口は 23％近く増加しており高齢化の進展が見られ、75 歳以上人口は 40％ほど増加しています。なかで

も市営住宅のある新北島 4 丁目については 36％の高齢化率となっています。 

平成 22 年国勢調査 平成 26 年 3 月末住民基本台帳人口 

・総人口 12,210 人 ・総人口 12,183 人 

・高齢者（65 歳以上） 2,126 人（17.4％） ・高齢者（65 歳以上） 2,613 人（21.4％） 

・こども（0～14 歳） 2,006 人（16.4％） ・こども（0～14 歳） 1,841 人（15.1％） 

医療機関数 （※平成 26 年 9 月 医師会、歯科医師会、薬剤師会ホームページ調べ） 

・病院 0 ・診療所 10 ・歯科診療所 6 ・保険薬局 5

公営住宅 

・市営 5 棟 1,195 戸    

＜現在の取り組み＞ 

高齢者の把握：町会において７０歳以上の名簿を

管理し１，５００名程度を把握（食

事サービス利用者を含めネットワ

ーク委員会において集約） 

高齢者食事サービス事業 

 会食：毎月第３土曜日１２：００～ 

７３歳以上対象（３００円、事前予約要） 

（花見会）４月第２土曜日１２：００～ 

７３歳以上対象（３００円、事前予約要） 

（敬老会）９月第３土曜日１２：００～ 

７３歳以上対象（３００円、事前予約要） 

配食：毎月第２・４木曜日 夕食 

７０歳以上で食事作りが困難な方対象 

（３００円、事前予約要） 

ふれあい喫茶：やすらぎ 

毎月第２火曜日、第３水曜日１３：００～１５：００ 

どなたでも参加可能 

すこやか倶楽部：第３水曜日１３：００～１５：００ 

手作り教室：隔月第４水曜日１３：００～１５：００ 

        参加費１００～３００円 

カラオケを楽しむ会：第２･４火曜日 

１３：００～１６：００ 

健康づくり・仲間づくり・民踊を楽しむ会 

      ：第２･４木曜日１３：００～１５：００ 

子育てサロン（すくすく） 

：毎月第４月曜日１０：００～１１：３０ 

     幼児と保護者 

ニュージ☆ランド（区保健福祉センター開催） 

    ：毎月第１月曜日１３：３０～１５：００ 

       乳児と保護者 

有償ボランティア：「ふれあいハンドの会（区社協

登録）」とのマッチング 

マンションめぐり：随時（住之江区地域包括支援

センター、新北島ブランチと協力） 

井戸端勉強会：ボランティア対象 

子ども夏祭り：７月開催、小学生が対象 

高齢者敬老見守り訪問：９月開催、７０歳以上 

防災訓練：１１月開催 

歳末夜警：１２月実施 

新北みんなのステージ：１２月開催 

納涼盆踊り：８月開催 

大根炊き会：１２月開催 
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＜地域の課題と今後の取り組み＞ 

・支援が必要な高齢者の把握 

（課題） 

認知症や一人暮らしの高齢者の増加、また閉じこもりがちな方をどう支援するかなど多くの課題が

ありますが、新北島地域ではマンションの新規建設が多いこともあって、町会未加入者の中で支援が

必要な方をどのようにして把握するかということが課題となっています。 

 （取り組み） 

   区社会福祉協議会の「あんしんカプセル」の取り組みを、町会への加入、未加入を問わず広めてい

くために、住之江区地域包括支援センター、新北島ブランチ及び地域ネットワーク委員会で協力し、

とりわけ町会への加入が低い傾向にあるマンションをめぐる活動を継続していきます。また、地域の

店舗や、銀行、郵便局、コンビニなど様々な顔の見える支援の輪を広げることで、支援を必要とする

人の発見やその方へ必要な情報を届けることができるよう取り組みます。 

  

・様々な方に参加してもらい、交流できる地域 

（課題） 

  新北島地域では配食サービスについて、所定の年齢に達していなくても障がいなどで食事を作るこ

とが困難であれば利用可能です。その他様々な地域活動に障がいをお持ちの方が参加しやすい環境づ

くりを進めていくことは大切な視点であり、地域住民と地域にある介護、障がいなどの施設利用者と

の交流は互いの理解を深め、地域を豊かなつながりのある場にするために必要です。 

（取り組み） 

  当地域には、市の委託を受けた自立生活夢宙センターが運営する住之江区障がい者相談支援センタ

ーがあります。また、同センターが事務局を務める障がい者の自立生活を支えるための「住之江区地

域自立支援協議会」へは地域の代表として区の 14 の地域からも地域ネットワーク推進員などが参画

しています。 

  地域の施設利用者とのコミュニケーションや、自立支援協議会の参画者との意見交換などにより今

後の交流、つながりのあり方を模索していきます。 
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『南港緑』 
 

＜地域の特徴＞ 

区の西部に位置する南港ポートタウン内で最も南に位置し、名前のとおり春には南港緑公園で桜が満開

に咲き、季節の色とりどりな花々が楽しめる緑あふれる地域。北部にニュートラムのポートタウン東駅が

あり、区の南港ポートタウンサービスコーナーが所在しています。南港地域全体の特徴でもありますが、

集合住宅のみが集まっており、南港緑においても市営住宅と UR、分譲マンションがあります。 

 平成 22 年の国勢調査時からは 10％ほどの人口減少がみられ、15 歳未満は 23％、15～64 歳の生産年齢

人口も 15％ほど減少しています。国調時も 27.8％と区内でもっとも高い高齢化率でしたが、現在は 34.3％

となり依然として区内で一番高くなっています。 

 

平成 22 年国勢調査 平成 26 年 3 月末住民基本台帳人口 

・総人口 5,368 人 ・総人口 4,854 人 

・高齢者（65 歳以上） 1,494 人（27.8％） ・高齢者（65 歳以上） 1,663 人（34.3％） 

・こども（0～14 歳） 509 人（9.5％） ・こども（0～14 歳） 391 人（8.1％） 

医療機関数 （※平成 26 年 9 月 医師会、歯科医師会、薬剤師会ホームページ調べ） 

・病院 1 ・診療所 5 ・歯科診療所 2 ・保険薬局 4

公営住宅 

・市営 4 棟 1,224 戸    

 

＜現在の取り組み＞ 

高齢者の把握：自治会単位で把握 

高齢者食事サービス事業（手作り料理） 

  会食：毎月第３日曜日１２：００～ 

６５歳以上が対象、２００円 

ふれあい喫茶 

   ：毎月第３木曜日１０：３０～１４：００ 

     どなたでも利用可、１００円 

ハーモニカ教室：毎週月曜日１４：００～１６：００ 

６５歳以上が対象 

民謡教室：毎週水曜日１３：００～１５：００ 

     ６５歳以上が対象 

ふれあい会、健康教室（ミニディ） 

：毎月第１木曜日、６５歳以上が対象 

料理教室：年２回不定期開催 

６５歳以上が対象 

小物作りの会：毎月最終木曜日１３：００～１５：００ 

       ６５歳以上が対象 

カラオケ教室同好会：毎週金曜日 

１３：００～１５：００ ６５歳以上が対象 

グラウンドゴルフ：毎週月～金曜日 

     ８：３０～１０：３０ ６５歳以上が対象 

 

 

ディスコン：毎月第４土曜日 

１６：００～１８：００ ６５歳以上が対象 

子育てサークル（よちよちランド） 

：毎月第１水曜日１０：３０～１２：００ 

 乳幼児と保護者 

ふれあい会（お花見）：４月開催、６５歳以上 

緑こどもまつり：６月開催 

南港ポートタウンまつり：７月開催 

子ども山車パレード：７月開催 

ラジオ体操：８月開催、小学生と保護者が対象  

盆踊り大会：８月開催 

敬老の集い：９月実施、６５歳以上が対象 

避難体験・映画会 

：９月開催、小学生と保護者が対象 

防災訓練：１１月開催 

オータムフェスタ：１１月開催 

クリスマス会：１２月開催、６５歳以上が対象 

もちつき大会：１２月開催 

ディスコン大会：２月開催 
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＜地域の課題と今後の取り組み＞ 

・高齢者の把握について 

（課題） 

住棟ごとにある町会や自治会の組織率と加入率が低下しており、特に UR（賃貸住宅）はこれらの 

  組織がないため、高齢者や問題を抱えている方へのアプローチが困難となっています。また、南港地

域は集合住宅のみのため住民どおしの交流が希薄化し、情報が伝わりにくく、特に高齢者の孤立化が

心配されます。 

（取り組み） 

UR（賃貸住宅）に関しては、町会の組織化は困難であっても、行事などへは個別に参加があるた

め、参加された方を通じてネットワークを拡大できるように地道な活動を継続していきます。 

 

・地域活動の担い手の確保について 

（課題） 

ボランティアは固定化や高齢化の傾向にあり、また町会組織がない住棟からの参画が得られにくい

状況です。また、市営住宅においては母子家庭、障がい者、高齢者等福祉向けの住戸が多く、地域活

動を担うマンパワーが豊富とは言えない状況にあります。また、団塊の世代と言われる人々が退職し

地域に引きこもる傾向があり、よって地域活動への参加は低調で、それらの人の持つ技術や能力を活

かすことができていないという課題があります。 

（取り組み） 

団塊の世代の人々が、地域の行事に参加しやすくなるような仕組みを検討するとともに、様々な方

が地域活動やボランティア活動に参加しやすいような環境を整備していきます。 

 

・防災について 

（課題） 

  南港地域の立地上、地震と津波に備えた対応が課題となっています。 

（取り組み） 

  現在、町会、自治会、連合町会および近隣の企業による防災訓練を行っています。また、ある自治

会では、地域内での要支援者へのサポート（助け合い）手順をまとめており、今後はこの取り組みを

参考にして、地域全体の防災対応マニュアルの作成を予定しています。 
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『花の町』 
 

＜地域の特徴＞ 

区西部の南港ポートタウン内北部に位置し、南港の中では最も広く ATC（アジア太平洋トレードセン

ター）やインテックス大阪・ホテルなどの商業施設が集合しており、南港野鳥園やなにわの海の時空館な

どの観光施設もあって人の往来が盛んな地域。地域内をニュートラムが走っており中ふ頭駅、トレードセ

ンター前駅、コスモスクエア駅と 3 つの駅が所在しています。近年、南港北地域（1～3 丁目）にマンシ

ョン群の建設が見られ、新しいまちが形作られようとしています。 

人口は平成 22 年国勢調査から 3％近く増加しており、15 歳未満の人口も 10％ほど増加しています。高

齢化率は区内では低い地域ですが、高齢者人口は 19％ほど増加しており、高齢化は進んでいると言えま

す。 

 

平成 22 年国勢調査 平成 26 年 3 月末住民基本台帳人口 

・総人口 9,402 人 ・総人口 9,674 人 

・高齢者（65 歳以上） 1,626 人（17.3％） ・高齢者（65 歳以上） 1,945 人（20.1％） 

・こども（0～14 歳） 1,243 人（13.2％） ・こども（0～14 歳） 1,368 人（14.1％） 

医療機関数 （※平成 26 年 9 月 医師会、歯科医師会、薬剤師会ホームページ調べ） 

・病院 0 ・診療所 1 ・歯科診療所 4 ・保険薬局 1

公営住宅 

・市営 5 棟 870 戸    

 

＜現在の取り組み＞ 

高齢者の把握：町会（単位）において６５歳以上

の名簿を管理しネットワーク委員

会において集約、１９００名程度

を把握 

高齢者食事サービス事業 

  会食：毎月第３土曜日１１：００～１３：００ 

７０歳以上が対象（３００円、事前予約要） 

ふれあい喫茶（茶論） 

   ：毎月第２木曜日１０：００～１２：００ 

     毎月第４土曜日１０：００～１３：００ 

すくすく赤ちゃん広場（子育て支援） 

    ：毎月第２火曜日１０：３０～１２：００ 

     ７カ月までの乳児と保護者が対象 

すくすく広場（子育て支援） 

    ：毎週第３木曜日１０：３０～１２：００ 

     ３歳位までの幼児と保護者が対象 

こども広場（子育て支援） 

    ：毎月第４火曜日１０：３０～１２：３０ 

     乳幼児と保護者が対象 

おもちゃ病院：毎月第３土曜日１３：００～１６：００ 

グラウンドゴルフ：毎週月～土曜日 

  ８：３０～１０：３０ ６０歳以上が対象 

健康体操（介護予防）：毎週火曜日 

９：４５～１２：２０ 

体操教室：毎月第３水曜日 

１２：３０～、６０歳以上が対象 

南港ポートタウンまつり：７月開催 

ラジオ体操：７・８月実施 

夏祭り：８月開催 

町明け地域清掃（ひまわり会）：８月開催 

PTA ウォークラリー：１０月開催、小学生が対象 

映画とカレーライス：１１月開催、小学生が対象 

中学生餅つき大会：１２月開催、中学生が対象 

歳末夜警：１２月開催 

グラウンドゴルフと豚汁 

    ：１月開催、小学生が対象 

広報：年４回広報紙を発行 
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＜地域の課題と今後の取り組み＞ 

・高齢者の把握について 

（課題） 

ネットワーク委員会において毎年４月に町会単位で確認した 65 歳以上の状況を集約し把握してい

ますが、南港北地域には新しいマンションが建設されており、町会が未組織であったり、加入者が少

なく状況把握が困難であるなどの課題が生じています。 

（取り組み） 

  喫茶などの活動や、広報紙（連合町会として年２回、社会福祉協議会として年２回の計４回発行）

を通じて南港北地域へも情報発信を行うとともに、民生委員を通じての情報や行事への参加者とのコ

ミュニケーションなどによりつながりを広げるよう取り組みます。 

  

・高齢者に対する見守り支援について 

（課題） 

  閉じこもり傾向にある方をどう支援に結びつけるか、また認知症の高齢者を地域でどのように見守

るかが課題となっています。 

（取り組み） 

  地域包括支援センターやブランチと連携しながら、積極的な広報や参加者間のネットワークにより

食事サービス、ふれあい喫茶、講座、教室などの地域活動への参加を促し、見守り活動に結びつける

よう取り組みます。 

 

・担い手の確保について 

（課題） 

様々な地域活動においてボランティアの方に活躍いただいていますが、今後も活動をつないでいく

ために、より多くの若い世代の担い手に参加してもらう必要があります。 

 （取り組み） 

現在行っているポスターでのボランティア募集を継続しながら、新しい担い手となるような若い世

代に参加してもらうために、PTA や女性部へのアプローチに取り組みます。 
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『海の町』 
 

＜地域の特徴＞ 

区の西部に位置する南港ポートタウン内の西南部に位置し、緑が多く、小川が流れ、静かな住環境の地

域です。北部をニュートラムが走り、ポートタウン西駅があります。コンテナターミナルや物流倉庫など

も多く、物流の拠点となっています。UR 団地と分譲マンションが中心の地域です。 

人口は平成 22 年国勢調査時から 5.5％ほど減少していますが、高齢者人口は 30％ほど増加しており、

顕著な高齢化が見られます。 

平成 22 年国勢調査 平成 26 年 3 月末住民基本台帳人口 

・総人口 5,547 人 ・総人口 5,238 人 

・高齢者（65 歳以上） 1,023 人（18.4％） ・高齢者（65 歳以上） 1,333 人（25.4％） 

・こども（0～14 歳） 478 人（8.6％） ・こども（0～14 歳） 429 人（8.2％） 

医療機関数 （※平成 26 年 9 月 医師会、歯科医師会、薬剤師会ホームページ調べ） 

・病院 0 ・診療所 2 ・歯科診療所 1 ・保険薬局 0

公営住宅 

・なし      

＜現在の取り組み＞ 

高齢者の把握：町会（単位）において６５歳以上

の名簿を管理しネットワーク委員

会で管理 

緊急連絡カード：地域包括支援センターと協力し

対象者による登録をおこない

（登録を得られれば要支援者の

情報ともなる）登録がなくとも

本人の記入により緊急時の連絡

先等の情報を示す媒体となる 

高齢者食事サービス事業 

  会食：毎月第３木曜日１１：３０～１３：００ 

６５歳以上が対象 

（２００円、１週間前までに予約要） 

ふれあい喫茶 

   ：毎月最終土曜日１０：３０～１２：００ 

子育てサークル（海の子クラブ） 

：毎月第３火曜日１０：３０～１２：００ 

   乳幼児と保護者、妊婦が対象 

こども広場（子育て支援） 

：毎月第４火曜日１０：３０～１２：００ 

   乳幼児と保護者が対象 

親壽会：６０歳以上が対象、月会費２５０円 

グラウンドゴルフ 

    ：毎週月・水・金曜日９：００～１０：３０ 

     参加費 ２００円/月 

「見て・歩く会」：毎月第４火曜日 

うぐいす会（カラオケ） 

    ：毎週金曜日１３：００～１５：００ 

     参加費 ２００円/月 

くすのき会（書道部） 

：毎週木曜日１３：００～１５：００ 

体操教室（介護予防） 

：毎週火曜日、１３：３０～１５：３０ 

お花見：４月開催 

南港ポートタウン祭り：７月開催 

体験教室 カラーコーディネイト 

：７・８月開催、女性が対象 

こども農園収穫：１０月開催 

小学生と保護者が対象 

秋まつり：１０月開催 

親子ボーリング大会 

      ：小学生と保護者が対象 

避難・防災訓練：１１月開催 

 海の町地域住民、アスール幼稚園、南港渚小学

校５・６年生、南港南中学校、自衛隊が参加 

クリスマス会：１２月開催 

もちつき大会：１２月開催 

歳末夜警：１２月開催 
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＜地域の課題と今後の取り組み＞ 

・高齢者の把握 

 （課題） 

町会の加入率が低い住棟があり、各町会と地域ネットワーク委員会において住民の状況把握が困難

な状況がみられます。 

（取り組み） 

  行事などを通じ、町会加入についての広報を行いながら、特典をつけた町会カードの発行など町会

加入によるメリットの打ち出しを検討していきます。 

  

・バリアフリーの問題 

（課題） 

  南港地域にはエレベータ不停止階（スキップフロア）のある集合住宅がたくさんあります。そのよ

うな住宅においては、車いすでの移動が困難で外出に支障があるとともに、送迎や移動の介助のサー

ビス提供を受けようとしても受け入れ事業者が限られています。 

（取り組み） 

  バリアフリー化がなされていない住宅の方に対し、地域包括支援センターと協力して介助サービス

の案内や事業者に関する情報提供を行うなどニーズを見極めながら見守りを行っていきます。 

   

・新たな担い手の確保 

 （課題） 

常時一般ボランティアを募集しているため、新しいボランティアの方にも活動をしていただいてい

ますが、担い手の高齢化が生じており、課題となっています。 

（取り組み） 

   活動に入りやすい環境整備やひとりひとりに負担を掛けない工夫をしていくことで、活動のすそ野

を広げていけるよう取り組みます。 

 

 ・認知症の方や高齢者の増加について 

 （課題） 

   認知症高齢者の行方不明などが社会問題となっており、海の町地域でも高齢化が進んでいるため、

地域としての対策が必要と考えられます。 

（取り組み） 

 地域包括支援センターと協力して「緊急連絡カード」の取り組みを始めます。対象者本人による登

録により、地域包括支援センターや地域において緊急連絡先を把握し、不測の事態に備えます。また

登録しなくても本人がカードに自ら記入し、持ち歩くことにより、緊急連絡先などを第三者に示すこ

とができます。 

 

 ・防犯について 

（課題） 

夜間巡視などの地域活動は行っていますが、実際トラブルに遭遇した場合、住民のみでの対応で 

  は危険で困難な場合が多く課題となっています。 

 （取り組み） 

   地域担当の交番と協力関係の構築を図り、夜間巡視などにおいて連携体制を整えていきます。 
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『太陽の町』 
 

＜地域の特徴＞ 

区の西部に位置する南港ポートタウン内の東部に位置し、野球場やテニスコート、バーベキューなどが

出来る南港中央公園があり、アウトドアが身近に感じられる地域です。ニュートラムとも隣接しており、

ポートタウン東・西の両駅が利用可能です。コンテナ埠頭やコンテナターミナル、物流倉庫などが多く物

流の拠点ともなっています。UR 団地と分譲マンションによって住宅地が形成されています。 

平成 22 年の国勢調査時から 6.5％程度の人口減少が見られ、15 歳未満は 9％、生産年齢人口は 14％ほ

ど減少し、高齢者人口は 33％近い増加があり、少子高齢化の進展が顕著です。 

平成 22 年国勢調査 平成 26 年 3 月末住民基本台帳人口 

・総人口 6,139 人 ・総人口 5,736 人 

・高齢者（65 歳以上） 1,061 人（17.3％） ・高齢者（65 歳以上） 1,408 人（24.5％） 

・こども（0～14 歳） 642 人（10.5％） ・こども（0～14 歳） 584 人（10.2％） 

医療機関数 （※平成 26 年 9 月 医師会、歯科医師会、薬剤師会ホームページ調べ） 

・病院 0 ・診療所 1 ・歯科診療所 1 ・保険薬局 1

公営住宅 

・なし      

＜現在の取り組み＞ 

高齢者の把握 

：ネットワーク委員会において６５歳以上の名簿 

を作成、１０００名程度を把握 

独自に色分けし状況把握（要支援マップ） 

認知症の方への対応 

：地域包括支援センター、ブランチと協力しな

がら認知症サポート医とも連携 

絵手紙：夏と正月 単身の高齢者が対象 

メールによる安否確認：２日に１回 

ふれあい食事サービス 

  ：毎月第１土曜日１２：００～１３：００ 

６５歳以上が対象（２５０円、事前登録要） 

ふれあい喫茶（燦） 

   ：毎月第３土曜日、月１回水曜日 

１０：００～１２：００ ６５歳以上が対象 

お達者クラブ：毎月第１・３水曜日 

１４：００～１５：００ ６０歳以上が対象 

      参加費等は問合せが必要 

グラウンドゴルフ： 

毎週月～土曜日９：００～１１：００ 

６５歳以上が対象、参加費等は問合せが必要 

カラオケ：毎週月・土曜日１３：００～１５：００ 

  ６５歳以上が対象、参加費等は問合せが必要 

囲碁・将棋：毎週金曜日１３：００～１６：００ 

   ６５歳以上が対象、参加費等は問合せが必要 

大正琴：毎週木曜日１３：００～１６：００ 

   ６５歳以上が対象、参加費等は問合せが必要 

麻雀：毎週金曜日１３：００～１６：００ 

６５歳以上が対象、参加費等は問合せが必要 

のびのびサークル（子育て支援） 

：毎月第３火曜日１０：３０～１２：００ 

 乳幼児と保護者 

花見会：４月開催 ６５歳以上が対象 

親子バーベキュー大会：５月開催、小学生が対象 

夏休み映画大会＆天体観測 

：７月開催、小学生が対象 

南港ポートタウン祭り：７月開催 

ラジオ体操：７・８月開催 

納涼大会：８月開催 

こどもみこし：８月開催、小・中学生が対象 

敬老の日の集い：９月開催 ６５歳以上が対象 

グラウンドゴルフ大会 

   ：１１月開催、６５歳以上が対象 

防災訓練：１１月開催 

歳末夜警：１２月開催 

いちご狩り：３月開催、小学生が対象 

卒業旅行：３月開催、小学生が対象 
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＜地域の課題と今後の取り組み＞ 

・高齢者の把握について 

（課題） 

高齢者のみの世帯や認知症の方の増加などにより、ますます地域において支援を要する方を把握し

ておく必要がありますが、町会の加入率が低い住棟があり、すべてを把握することは困難となってい

ます。 

（取り組み） 

 もちつきやお祭りなどの誰でも参加できる行事において配布するチラシ（プログラム等）に町会加

入の申込書をつけておくなどの工夫をし、町会加入を呼びかけていきます。 

  

・認知症の方など支援を要する方への見守り 

（課題） 

  高齢化に伴い、認知症の方の増加や徘徊などの問題が生じており、地域における見守り体制の整備

が課題となっています。 

（取り組み） 

高齢者への絵手紙や各種案内を郵送ではなく１階の集合ポストにポスティングすることによって、

ポストの堆積物などから異常の有無を確認し安否確認を行っています。また、希望者に対してメール

を配信し、返信の有無で安否確認を行っています。今後もこれらの取り組みを継続しながら、ネット

ワーク委員会で作成している要支援者を世帯類型や状態ごとに色分けした「要支援マップ」を充実し

ていき、支援が必要な方の把握に努めるとともに、特に認知症の方や徘徊などの問題のある方の氏名

や住所など必要最小限の情報を共有することにより、声掛けや見守りを行いサポートしていきます。 

 

・担い手の確保 

（課題） 

   子ども会が復活した経緯もあり、徐々に若い人も地域活動に参加していただけるようになっていま

すが、今後一層若い世代にも活躍していただく必要があります。 

 （取り組み） 

年６回発行している広報紙を活用し情報発信するとともに、PTA や子ども会の活動をされている

方の中から他の地域活動へも入ってもらえるよう、行事などを通じて、つながりを保ちつつ、活動し

やすい環境づくりに取り組みます。 
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『清江』 
 

＜地域の特徴＞ 

区の東部、地下鉄四ツ橋線の住之江公園駅の南東に位置し、平成 12 年 4 月に清江小学校が開校された

新しい地域です。小学校の運動場は芝生化されており、維持管理や芝生作りは、地域住民や子どもたち、

保護者が一緒に作業する交流の機会にもなっています。また、地域内には住之江区子ども・子育てプラザ

があり、子どもたちや子育て中の方々の集いの場となっています。 

平成 22 年国勢調査時から人口は 2％ほど減少しています。区内で唯一高齢化率が 20％未満と推定され

る地域ですが、この間の高齢者人口の増加は 9％ほど、75 歳以上も 19％近く増加しており、注視する必

要があります。 

 

平成 22 年国勢調査 平成 26 年 3 月末住民基本台帳人口 

・総人口 5,582 人 ・総人口 5,468 人 

・高齢者（65 歳以上） 987 人（17.7％） ・高齢者（65 歳以上） 1,077 人（19.7％） 

・こども（0～14 歳） 799 人（14.3％） ・こども（0～14 歳） 795 人（14.5％） 

医療機関数 （※平成 26 年 9 月 医師会、歯科医師会、薬剤師会ホームページ調べ） 

・病院 1 ・診療所 4 ・歯科診療所 5 ・保険薬局 4

公営住宅 

・市営 2 棟 209 戸    

 

＜現在の取り組み＞ 

高齢者の把握： 

高齢者食事サービス事業 

  会食：毎月１回第１・２・３土・日曜日を中 

     心に年１０回、６５歳以上（ひとり暮

らし・高齢者のみ世帯等）が対象 

ふれあい喫茶（清江ふれあい喫茶） 

   ：毎月第３日曜日９：００～１１：００ 

清江子育てサークル 

：毎月第１土曜日１０：３０～１１：３０ 

   未就学児童と保護者が対象 

はぐくみネット活動（小学校区教育協議会） 

：清江田の取組み 

 七夕の飾りつけ 

 オーバーシード 

 芝生でランチ 

 お芋ほり 

 

 

 作品展 

 お餅つき 

 お茶席体験 

 合同清掃 

 カルタ大会 

 音楽会 

水鉄砲大会：７月開催、小学生と保護者が対象 

サマーキャンプ：７月開催、小学生が対象 

清江まつり：８月開催 

清江秋のコンサート：１０月開催 

清江ハロウィン：１０月開催 

防災訓練：１１月開催 

清江冬の肝だめし 

      ：小・中学生と保護者が対象 

清江卒業生地域交流会：３月開催 
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＜地域の課題と今後の取り組み＞ 

・高齢者の把握について 

（課題） 

高齢化に伴い、認知症高齢者が増加している為、見守りと支援が必要となっています。 

（取り組み）  

  実態状況を把握して必要な支援につなげていく検討をしています。 

  

・担い手の確保について 

（課題） 

若い世代の参加がないことから世代交代ができず、地域活動の担い手が高齢化しています。 

 （取り組み） 

地域を通じて、新しい担い手の発掘に取り組みます。 
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