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１ 地域の状況 

(1) 地域の範囲 

安立１～４丁目、住之江１～３丁目、西住之江１～４丁目、浜口東２･３丁目 

 

(2) 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です。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が

あります。交通面では、地域を南海本線と阪堺電車が縦断して通っています。 

人口について見てみると、平成 22年から総人口の減少はわずかですが、高齢化率は

平成 27年国勢調査では 29％を超え、高齢化が進展している傾向にあります。町丁目単

位で見れば、市営住宅の所在する西住之江４丁目は 39％近くになっている等、偏りが

見られます。 

 

平成 22年 

（国勢調査） 

平成 27年 

（国勢調査） 

令和３年３月 31日現在 

（住民基本台帳人口） 

・総人口 14,014人 13,600人 13,848人 

・高齢者（65歳以上） 3,659人（26.2％） 3,919人（29.2％） 4,039人（29.2%） 

・単独世帯/独居率（65 歳以上） 1,098人（41.3％）  1,168人 (42.2％)  

・こども（０～14歳） 1,483人（10.6％） 1,395人（10.4％）  1,394人（10.1%） 

・生産年齢人口（15 歳～64 歳） 8,805人（62.8％） 811,8人（59.7％） 8,415人（60.8%） 

・医療機関数   ・病院 ０・診療所 14・歯科診療所 ９・保険薬局 ８  

・市営住宅 ・13棟 369戸  
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(3) 主な取組み 

時期 取組み 取組み内容 

随時 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 

随時 こども見守り隊 小学校登下校時の見守り 

随時 青色防犯パトロール 日曜日、祝日以外の随時 

毎週 高齢者食事サービス事業 

配食 

毎週火曜日、65歳以上が対象、安否確認を兼ねて実施 

毎月 高齢者食事サービス事業 

会食 

毎月８か所で開催、65歳以上が対象 

毎月/隔月 ふれあい喫茶「安(あん)」 安立・敷津浦地域包括支援センターによる総合相談を

実施 

毎月第２水曜日 9:30～11:30(8 月は休み)、60 歳以上

が対象、安立連合祉会館、毎回 100名程度が参加 

偶数月第４水曜日 13:30-15:00(8 月は休み)、60 歳以

上が対象、安立第二福祉会館、毎回 70名程度が参加 

その他、各町会２か所でもふれあい喫茶を実施 

毎月 ホッと広場 毎月第２月曜日 12:00～13:00・第１金曜日・第３金曜

日 13:30～15:00、３か所で開催、ミニデイサービス（体

操やゲーム、保健師による講演会等） 

毎月 各種体操教室 毎月第３木曜日 13:30～14:30（100円）、安立南老人福

祉会館  

毎月第３火曜日 14:00～（無料）、安立連合福祉会館、

森ノ宮医療大学協力 

毎月第４月曜日 13:30～15:00 (250円)、安立第二福祉

会館 

毎月第２月曜日 14:00～15:00 (150円)、安立第二福祉

会館 

毎月 「花・花」  毎月第３金曜日 13:30～15:00、安立連合福祉会館、体

操やゲーム、歯科衛生士による講習等、毎回 25名程度

が参加 

毎月 安 立 子 育 て サ ー ク ル

「MaMaToMo」 

毎月第３水曜日 10：00～11:30（8 月、１月は休み）、

未就学児童と保護者が対象 

毎月 親子高齢者食堂 毎月第３木曜日 17:30～19：30（大人 400 円、小中学

生 200円、未就学児無料）、1月・７月・８月は休み 

年１回 広報紙発行 地域活動協議会地域ネットワーク委員会及び安立・敷

津地域包括支援センター共同 
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年３回 手芸コーナー 月曜日 10:00～11:30 

年４回 女性学級 女性部主催 

５月 防災訓練   

７月 夏季キャンプ 青少年指導員主催 

７月 神輿洗神事   

７月 高齢者の把握（高齢者実

態把握） 

町会・地域ネットワーク委員会※で名簿を管理し、65

歳以上約 3,200 人について把握、敬老の日に集計し、

お祝いの品を配布(緊急連絡先の把握) 

８月 住吉祭 神輿渡御、子ども神輿 

８月 精霊流し   

８月 夏季校外巡視   

９月 高齢者事業 敬老祝い品配布 

10月 べいらフェスタ 世代間交流 

10月 ボランティアスクール 年間 2回実施、13:30～15：00 

11月 まつぼっくり会 安立小学校１年生が対象、世代間交流 

12月 施設見学(研修) 地域の役員、ボランティアで屋外研修(2回) 

12月 見守り隊感謝の会   

12月 歳末夜警   

１月 もちつき大会 若者頭中心に実施する地域交流事業 

3月 ハンギング(種花) 安立小学校、卒業・入学に向けてボランティアで作成 

 

(4) 地域の主な課題と今後の取組み 

ア 地域活動の担い手不足 

（ア）課題 

    安立地域では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

が進んでいます。現在、配食サービスに携わるボランティアが不足していますが、高

齢者の食を支える継続的な活動という性質上、ボランティアの資質を問われることも

あり、広く公募することが適さないと考えています。 

以前には、子ども会活動や青少年指導員活動を入口として、徐々に若い世代が地域

活動の担い手となる流れがありましたが、働き方や社会情勢等環境の変化もあり、従

来どおりのボランティア活動や地域活動への参加が難しくなってきています。各団体

の活動者が声かけをする等して少しずつ世代交代や人材の確保は進んでいるものの、

働き方や休日の在り方は、地域だけで解決できる課題ではありません。 

地域においては、地域の担い手を探すことも養成することも難しいことではありま

すが、担い手づくりの仕組みやノウハウが必要であると感じています。 

（イ）取組み 

福祉会館において実施している親子高齢者食堂やふれあい喫茶といった、利用者や
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ボランティア同士の交流があり、成果が目に見えやすい活動については若い世代も含

めたボランティアが集まりやすく、担い手が増えだしています。 

     また、配食サービスについては、更生保護女性会の方に協力していただき、引き続

きボランティアを口コミ等で募るとともに、事業者の利用も検討していきます。 

有償ボランティアはふれあいハンドの会母体で、安立地域ではあったかネットコー

ディネーターが窓口となり活動しています。 

今後も、元気な高齢者や若い世代が共にボランティア活動に参加できるよう、楽し

く活動しやすい環境づくりを目指すとともに、必要に応じて活動の在り方を見直すこ

とを検討します。 

 

 

イ 行政等関係機関との連携 

（ア）課題 

    高齢者や子どもや子育て世代の見守りにおいても、町会役員や民生委員や主任児童

委員が担う部分が大きくなっていますが、地域での見守り活動にあたっては、区役所

等関係機関と情報を共有しながら進める必要があるほか、虐待、認知症、発達障がい

などの専門知識を要する場面もあります。包括支援センターや小学校等の関係機関と

更に連携し、具体的に対応できる連絡ルートづくりが必要です。区役所の担当者との

連携においては、区役所がリーダーシップをとるべきところと地域の担い手が担うと

ころとを、再度確認する必要があります。 

 （イ）取組み 

地域における見守りにあたっては、必要な情報等の共有を区役所に求めるとともに、

専門的な対応については、多様な課題を地域だけで負担することなく、包括支援セン

ターやスクールソーシャルワーカー等専門職との関係性をつくりながら、区役所や区

社協とも連携し対応していきます。 

 

ウ 屋外での子どもの安全確保 

（ア）課題 

    全国的に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。安立小学校区においては、朝夕の登下校時に地域

の住民ボランティアが見守り隊として街頭に立ち、見守り活動を行っていますが、下

校時については従事する時間が長く、ボランティアの負担も少なくはなく、他のボラ

ンティア活動同様、担い手の高齢化や人材不足といった課題が出てくることも予測さ

れます。また、公園ではできない遊びもあることから、道路で遊ぶ子どもの姿が見ら

れることもあります。道路で遊具を使用し急に飛び出す子どももおり、子どもたちの

遊び方についても危険がはらんでいます。 

（イ）取組み 

    見守り隊活動には現在約 90名が参加しています。見守り隊活動は、ボランティア
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と子どもたちとの交流の機会ともなっており、毎年、地域や安立小学校において地

域見守り隊への感謝の会が開催されています。今後も、この見守り活動を継続する

とともに、特に道路で遊具を使用して遊ぶ子どもたちへの注意喚起については小学

校とも連携をとり、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。さらに、通学時間路でマナーの悪い車が問題となっていましたが、警察に一

週間ほど見回りに来てもらった結果、問題は解消されました。現在でも警察による

見守り活動は継続して実施されています。 

 

エ 高齢者の居場所の拡大と運営の継続 

（ア）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の高齢者の閉じ

こもりや孤立を防ぐために「ホッと広場」という取組みを４か所実施しており、特に

体操教室に人気が集まっています。ふれあい喫茶についても利用者が常時 100名を越

え、時には会場に入りきらない状況も起こっており、より多くの居場所の提供が求め

られています。 

（イ）取組み 

より幅広いニーズに応えられるよう、参加費をいただいて講師を招いて実施する講

座や、いわゆるミニデイサービス形態の事業を取り入れています。また、平成 29 年

度には福祉会館を改修し、今まで行ってきたふれあい喫茶の開催日を増やすほか、平

成 29 年度より新たに「親子高齢者食堂」という多世代向けの居場所づくりを始めて

います。また、ふれあい喫茶は他の会館でも開催されています。さらに、より多くの

方が参加できるよう、平成 31 年度には南福祉老人センターを改修しました。高齢者

等の居場所を継続的に運営するためにも、イベント参加や事業の利用料を徴収したり、

会館等の使用ルールをつくり使用料の徴収を検討したりし、安定した居場所等の運営

を目指します。さらに、南福祉老人センターを活用し、世代を問わずに地域住民の方

が気軽に集えるような場所にしたいと考えています。 

 

オ 災害時も含めた高齢者等の把握と見守り 

（ア）課題 

      安立地域では地域活動協議会、地域ネットワーク委員会及び安立・敷津浦地域包括

支援センターが協力しながら、支援を必要とする方の見守り活動に力を入れてきまし

た。 

しかしながら、ワンルームマンションに住む独居高齢者や新しい住宅への入居者の

中には町会未加入者も見受けられ、町会単位で行っている見守り活動や行政等からの

情報提供が町会未加入者には行き渡り難く、町会未加入者に対する見守り体制につい

ても課題となっています。また、個人情報保護法を理由に、見守りに必要な連絡先等

を提供いただけないケースも生じています。 

 平成 27 年度から「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」が開始
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されたことにより、同意を得られた方については、見守りの対象者として行政から提

供される要援護者名簿により、民生委員・あったかネットコーディネーターが地区ご

とに要援護者の存在を把握しています。平成 29年度、30年度に起こった災害での経

験も踏まえ、今後は、災害時に要援護者に対してどのように対応するかなど、災害時

の見守り体制についての整理が必要であると考えています。 

（イ）取組み 

要援護者の把握については、要援護者名簿を活用するとともに、各町会で行ってい

る高齢者実態調査等をつうじて把握するほか、一部の町会では高齢者に敬老の日のお

祝い品を渡す際に、現状を聞き取り、情報を把握しています。個人情報を提供しても

らう際には、災害時を含めた見守りや援助にあたって個人の状況の把握が必要である

ことを説明したり、単位町会ごとの取組みを強化したりすることで、今後も少しでも

多くの情報を得られるよう工夫していきます。町会未加入者への対応については、ま

ずは情報提供について、地域包括支援センターとともに、全戸配布されている区広報

紙「広報さざんか」の活用や見守りが必要となる人に対して区役所から町会加入促進

をしてもらう等を区役所へ提案することを検討します。 

大きな災害時の対応も視野に入れ、更に町会と民生委員と連携し、体制をつくって

いきます。なお、取組みの推進にあたっては、引き続きあったかネットコーディネー

ターを中心に、区役所や区社協の支援を得て研修を開催していきます。 

 

カ 子育てサロンならびに民生委員・主任児童委員活動の周知 

（ア）課題 

安立地域では平成 15年より安立子育てサークル「MaMaToMo」を運営し、主任児童委

員や女性の民生委員・児童委員※および更生保護女性会により、子育て中の母どうしの

情報交換や、つながりづくり等に資するように活動しています。閉じこもりがちで地

域とつながりのない方たちに、いかにしてサークルに来てもらうかが課題となってい

ます。また、他の地域活動の担い手と同様に民生委員・主任児童委員についても高齢

化が進んでいますが、認知度が低いことから新たな担い手の確保が困難であり、1人 1

人の負担が大きくなっていることも課題となっています。 

（イ）取組み 

利用者については、利用者からの口コミや３か月健診時での声掛けから新たな利用

者が増えています。今後も引き続き、町会長や民生委員の協力によるポスターの掲示

板や、３か月健診時等でのチラシの配布等、地道な周知活動を続けていきます。 

 

キ 多世代向け居場所づくりの狙いと在り方 

（ア）課題 

    平成 29年度から「親子高齢者食堂」という多世代向けの居場所づくり活動を始めて

います。開始当初は高齢者の利用が目立ち、子どもや子育て世代の利用が少なかった

ものの、継続して開催することで徐々に子どもや子育て世代の利用も増え、地域の貴
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重な多世代交流の場となっています。しかしながら、利用者が増えると同時に、子ど

もたちの利用のマナーの問題が挙がっています。気軽に食堂を利用できるような雰囲

気づくりが必要と考えています。 

（イ）取組み 

    「親子高齢者食堂」には比較的若い世代のボランティアも参加しており、地域活動

の担い手育成の場ともなっています。また、利用する子どもたちが徐々に自分で食器

を片付けたり、中学生が小学生を見守ったりする場面も見られます。また、支援者と

子育て世代の気軽な交流や相談の場にもなりつつあります。子どもたちには食事の大

切さやマナーを伝えつつ、利用者、ボランティアも含めた楽しい多世代交流の場とし

て、今後も運営していきます。 

 

ク 地域活動のあり方と財源の確保 

 （ア）課題 

    安立地域では、これまでイベントや見守りなど地域で実施する活動の大半は、町会

未加入の方も対象としてきましたが、町会未加入の方が増え、担い手が減少する中で、

活動の対象者や活動の範囲について、様々な意見が出てきています。このように、地

域の状況が変化する中で、地域活動の担い手確保はもとより、地域活動やそのための

組織の運営にかかる資金の確保も課題になりつつあります。 

  

（イ）取組み 

    区内他地域の町会加入状況や、資金確保や会計の状況、抱える課題などについて情 

報収集しながら、今後の方策を検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


