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１ 地域の状況 

(1) 地域の範囲 

   泉１･２丁目、平林北１･２丁目、平林南１･２丁目、南港東１～４丁目、南港南１～７丁目  

 

(2) 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か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等の店舗も 1 店舗しかなく、南西部

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 7％以上の人口減少が見られます。０～14 歳人口

が 28％ほど減少し、65歳以上は 30％ほど増加、75歳以上も 60％弱増加しており、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、市営

住宅や UR の団地がある南港東１丁目については高齢化率が 36％を超える状況であり、

とても高い数値となっています。 

 

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 6,856人 6,333人 5,922人 

・高齢者（65歳以上） 1,480人（21.8％） 1,929人（31.2％） 2,017人（34.1%） 

・単独世帯/独居率（65 歳以上） 493人（43.1％） 681人（48.8％）  

・こども（０～14歳） 

・生産年齢人口（15 歳～64 歳） 

786人（11.6％） 

4,512人（65.8％） 

561人（9.1％） 

3,694人（58.3％） 

392人（ 6.6%） 

3,513人（59.3%） 

・医療機関数 ・病院０・診療所１・歯科診療所１・保険薬局０※ 

・市営住宅 ・６棟 874戸  

※大阪府薬剤師会に登録する保険薬局は１件あり。 
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(3) 主な取組み 

時期 取組み 取組み内容 

随時 高齢者の把握 町会ごとに把握し名簿を管理（鍵預かり事業） 

随時 花ボランティアサークル 種花事業 

随時 グラウンドゴルフ大会 65歳以上が対象 

毎週 ふれあい喫茶「ひら茶」 第 1木曜日（食事提供）10:00～15:00、 

どなたでも参加可能 

毎週 百歳体操 毎週月曜日 10:30～11:30、どなたでも参加可能 

月１回 ふれあい喫茶 毎月第 1木曜日食事会、町会毎に開催 

毎月 友愛訪問 毎月１回、独居高齢者、ほか訪問が必要と思われる世帯対

象 

毎月 歩こう会 毎月第１・３土曜日、65歳以上が対象 

毎月 子育てサロン 毎月第４火曜日 10:00～12:00、妊婦、乳幼児、未就園児

と保護者が対象 

毎月 ひら子や 毎月第１・３木曜日 16:00～18:00（夏季・冬季時間変更

あり）、学習支援・食育、遠足あり 

毎月 カラオケ教室 毎月第２・４木曜日 11:30～13:00（事前予約要） 

４月 お花見会 65歳以上が対象（事前予約要） 

４月 夜桜会 お花見会開催後の２～３日間実施（どなたでも参加自由） 

８月 盆踊り大会   

９月 敬老の集い 65歳以上が対象（事前予約要） 

10月 防災訓練   

10月 夜間カフェ 会館前広場にて実施 

10月 もちつき大会 第１木曜日開催 地域の保育園に出張し開催 

11月 子どもフェスタ 小学校にて開催、肝試しなど、PTAも参加 

11月 げんきまつり 会館前広場にて実施、イベントなど多数 

12月 男の料理教室 独居 65歳以上の男性が対象（事前予約要） 

２月 地域交流会 地域と企業との交流 

年２回 寄せ植え教室 企業との交流、５月と 11月に開催 

年２回 広報 広報紙を年２回６月と 11月に全戸配布、SNSも活用 

年３回 高齢者食事サービス事業 

会食 

65歳以上が対象、町会毎に実施（事前予約要） 

年 3回 道路清掃美化 状況に応じて実施（企業との連携） 
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(4) 地域の主な課題と今後の取組み 

ア 要援護者の把握と見守り活動の拡充 

（ア）課題 

急速な高齢化等に伴い、支援を要する方への見守り活動の重要性が増しています。高

齢者の孤独死防止のためにも、孤立化に対応することが求められていますが、町会未加

入者の状況把握は難しく、見守り活動をするうえでの課題となっています。特に賃貸契

約の集合住宅においては状況把握が難しい傾向があります。地域内にある UR において

は、独居高齢者の孤立化による問題がみられるものの、各階の班長がいない等の体制不

備の問題もあります。 

平林地域においては、各町会の地域ネットワーク委員が、それぞれのもとに配置され

た友愛ボランティアと協力して、見守り活動等を実施しています。平成 27 年度から開

始された「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」によって整備される

要援護者名簿を活用するとともに、より一層見守り活動を活性化する必要があります。 

また、老人会の活動については、高齢者と地域との接点とするためにも、高齢者の方の

多様なニーズに合わせた偏りのない幅広いジャンルの活動が必要であると考えています。 

 （イ）取組み 

平林地域においては、町会未加入者や独居高齢者等が地域との接点を持てたり、生活

状況等を把握し必要な支援につなげることができたりするように、訪問が必要な高齢者

等を対象とした友愛訪問を２ヶ月に１回実施しています。訪問活動で得た情報を共有し

対策を検討するために月に１回地域ネットワーク委員会を開いています。また、見守り

活動に関する学習会を開催し、各町会の地域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。加えて、少なくとも年に

１回は町会単位での見守り活動に関する懇談会を開催し、各委員や友愛ボランティアの

意見交換をつうじて、地域におけるよりよい見守り活動のあり方を検討しています。 

毎週木曜日に実施しているふれあい喫茶（ひら茶）等、地域活動協議会の行事につい

ては、基本的に町会の加入を問わずどなたでも参加できるようにしています。ふれあい

喫茶には男性の参加者も多くみられたり、行事への参加をきっかけに町会に加入される

方がおられたり、利用者から見守り活動に資する情報が得られたりするため、今後とも

継続して取り組みます。 

また、令和３年度より、地域内で増加する孤立死を防止することを目的とした「鍵預

かり事業」に取り組んでおり、高齢者台帳を作成する等し高齢者のニーズ把握を行いま

す。 

 

イ 夜間防犯対策 

（ア）課題 

街灯が少なく暗い場所が多いこともあり、特に夏に防犯上の不安があります。また、

夜間に他地域からも青少年が集まることがあり、青少年の健全育成に関しても問題があ

ると考えられます。公園周辺や集合住宅敷地内に青少年が集まり、不適切な行いをして
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いる姿を見ることもあります。 

（イ）取組み 

 以前に課題となっていた会館前のグラウンドに青少年がたむろする件については、現

在は門扉が設置され、利用案内を掲示したこともあり利用者のマナーも向上しています。

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

まないと効力が十分に発揮できないと考えており、夜警ボランティアが全地域内を定期

的に見回る活動が必要であると考えます。夏休みを中心に、青少年の見守りも兼ねた夜

間の見回りを検討しています。 

 

ウ 買物難民対策 

（ア）課題 

平林地域は範囲が広く、地域内にスーパーが１か所しかないことや、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。

特にニュートラム平林駅周辺については、近隣にスーパーがなく不便に感じる方が多く

なっています。そのため、地元企業の「ふれコミ」との協働により、福祉会館に来れば

新鮮な野菜等の買物ができるよう、平成 27 年４月より毎週木曜日のふれあい喫茶「ひ

ら茶」に合わせる形で、第１、第３木曜日に「ふれあいマルシェ」という取組みを実施

していました。現在では事業者の撤退により開催できていません。 

平成 28 年４月より地域独自で高齢者等の福祉会館への移動手段確保を目的として、

福祉会館への送迎車両運行事業を立ち上げました。また、開始当時から４名で担当して

きた有償ボランティアの運転手については、80 歳定年制としたこともあり、現在は担

い手が不足している状態であることが課題となっています。 

（イ）取組み 

「ふれあいマルシェ」は地域の方々に定着した運営ができていましたが、現在では事

業者の撤退により開催できていません。今後、新鮮な野菜を出店してもらえる事業者を

新たに見つけ、過去と同様の取組みを行っていきたいと考えています。 

また、「ひら茶」については利用者数を伸ばすために、10 回分の価格で 11 回利用で

きるチケット（誕生月には１枚プレゼント）を作成する予定です。 

福祉会館への送迎車両運行事業については、適性を判断する必要があるため、確かな

人選ができるよう口コミを利用します。 

 

エ 地域活動の担い手確保のための環境づくり 

（ア）課題 

高齢者への支援という課題を実現していくためには、マンパワーが必要です。特に若

い世代の担い手が不足しています。 

一方で、いわゆる老老介護が問題視されることもありますが、平林地域では、相手の

ことを分かりあえる元気な高齢者が、支援を要する高齢者を支えることはお互いの活性
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化にもつながるため、老老介護を前向きに捉え、高齢であっても動ける方は積極的に地

域活動への参加ができるような仕組みづくりが必要だと考えています。特に男性は声を

掛けないと参加してもらえない状況です。 

（イ）取組み 

地域ネットワーク委員会では、高齢であっても社会貢献や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

き、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、ふれあい喫茶等負担が少ない活動から参加してもら

うことによって、ボランティアに参加し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。また、元気な 70 代にも着目し、「手伝いたい」「仕事をしたい」

「誰かの役に立ちたい」という気持ちをもった方が地域で活躍し、生きがいを持てる場

を作ることをめざし、引き続き広報紙等を活用して 70 代ボランティアを募集します。

また、高齢者だけでなく平成 29 年度から実施する「ひらこや」のボランティアとして

中高生の力も得たいと考えています。以前から検討している有償ボランティアについて

は、利用者にはそれぞれお金を払う事について価値観が異なることと、お金の管理等が

できる人材確保の必要があること等から、体制整備が整ってから検討することとします。 

どのボランティアについても、新しく担い手となる方には、いろんなボランティアが

あることを知って広げていただくためにも、ボランティア部会に入っていただくことを

進めていきます。一人でも二人でも多く関わっていただくためにも、ボランティアは活

動していて楽しい、人の役に立っているという気持ちを持っていただくことが大切です。 

 

オ 企業との交流と協働・共存 

（ア）課題 

 平林地域には企業が多く存在することから、以前から互いに共存するため交流を続け

てきました。現在は、年に１回の交流会や、道路清掃、寄せ植え教室等をつうじて企業

と住民との交流機会を持っています。今後も住民と企業が一体となり協力して自分達で

やっていくという風土を維持し、地域活動の広がりにつなげていく必要があります。以

前から企業とは交流がありますが、合同の防災訓練の実施や共同防災マップの作成につ

いてはまだ実現していません。 

 

（イ）取組み 

 平成 28 年度より、地域活動協議会の企業有志会部会の活動として、地域活動協議会

で作成する広報紙「平林新聞」での協力企業の周知をし、関係づくりを重ねています。

平成 30 年度には、近隣企業が防災センターを設置し近隣住民の避難所としても利用で

きることを「平林新聞」に掲載しました。また、道路清掃へのより一層の地域住民の参

画を勧めたり、「平林新聞」を持参して企業へ町会への加入や災害時の協力を依頼した

り、より多くの地元企業の地域活動への参画を促すきっかけづくりを行っています。ま

た、近隣企業の社員の方々が「ひら茶」を利用したり、福祉会館への送迎車に協賛企業
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の社名入りステッカーを貼ったり、企業交流会に積極的に参加したりしています。今後

も近隣企業には催し等に協賛してもらうだけでなく、催しに参加してもらい、より一層

交流を深めていきます。 

 

カ 生活保護受給世帯の増加 

（ア）課題 

生活保護受給世帯は増加傾向にあり、地域においても生活困窮者の問題は大きな課題

です。個人情報保護の観点から、以前は緊密であった民生委員と行政の連携が薄くなっ

ており、地域で持っている情報が反映されにくくなったと感じています。また、民生委

員と地域ネットワーク委員との連携強化も必要であると考えています。生活保護受給世

帯の増加という課題については、地域として取り組んでいくことが難しくはありますが、

民生委員や地域ネットワーク委員が持つ情報等が生活困窮者の支援や生活保護行政に

結びつくような連携できる仕組みづくりが必要だと考えています。 

 

キ 広報活動の強化 

（ア）課題 

まちづくりセンターが地域で行っている様々な活動をまとめた行事カレンダーを作

成していますが、これまで、地域では様々な活動を行っているにも関わらず、積極的に

広報や周知活動を行うことが出来ていませんでした。今後は、ホームページや SNS の

活用による更なる広報の強化について検討し、若い世代にも関心をもってもらえるよう

にします。 

（イ）取組み 

積極的な広報に取り組むため、平成 27 年 11 月から広報紙「平林新聞」を発行し地域

内の企業を含む全戸に配布しています。企業向けには年に 1 回地域活動についてまとめ

た冊子を配布しています。SNS の活用については、他地域での取組事例を参考にしな

がら広報の強化を進めていきたいと考えています。 

 

 

ク 子育てサロンの運営強化と活動の周知 

（ア）課題 

平林地域では月１回、平林福祉会館において主任児童委員や更生保護女性会および地

域ネットワーク推進員により子育てサロンを運営していますが、活気ある活動の継続の

ためにも若い運営メンバーの呼び込みが必要であると考えています。 

また、料理教室などの魅力的な行事を積極的に実施していたり、サロンの会場である

会館には駐車場があるため、車で地域外の方も来られるなど、多くの方に参加していた

だいていますが、情報が届いていなかったり、閉じこもりがちであったりという理由で、

ニーズはありながらもサロンに来られない方にどのように来てもらうかが課題となっ

ています。 
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（イ）取組み 

子育てサロンの運営をさらに活性化するため、PTA や子ども会へ呼びかけて若い運

営メンバーに入ってもらえるよう取り組み、時間が空いたときに参加してもらうなど負

担がないような声かけを心がけています。 

また、平林新聞への掲載や、近隣地域と合同でのチラシ作成、３か月健診等の機会を

活かしたチラシによるサロン活動や主任児童委員の周知、ポスターの掲示に加えて、お

花見等の地域行事における情報提供等により、子育てサロンをより多くの人に知っても

らい、ニーズのある方へサービスが届くよう検討します。 

さらに、平日では共働き家庭の参加が困難ではないかということから、土日等の休日

に平林福祉会館前の広場を活かしたイベント形式の開催を検討していきます。 

     

ケ 「ひら子や」での子どもへの支援 

（ア）課題 

平林地域は、比較的共働き家庭やひとり親家庭が多く、学習、生活の両面において地

域の子どもたちを支援していく必要があると感じています。平成 29 年度より、平林福

祉会館を利用して、地域の子どもたちに学習の場や食事を提供し、子どもたちの居場所

として開催している「ひら子や」は、多くの子どもたちが利用しており、地域に定着し

ています。運営を重ねるごとに、勉強に集中したい子どもと友だちと交流したい子ども

とが同じ部屋で過ごすことで起きる不具合や、学習の習熟度が異なる子どもたちへの対

応、高学年の学習支援に十分には対応できない環境等にどう対処するかが課題となって

います。 

 （イ）取組み 

「ひら子や」は企業等との協力を得ながら小学校と連携し運営しており、運営に関わ

るボランティアや小学校や区役所、区社協等関係者によりふり返りの会を開催し、課題

を共有しながら子どもたちを見守っています。子どもたちの利用が増えたことにより、

スペース確保のために子どもたちの荷物を入れるかごを活用したり、目的別に子どもた

ちの座る場所を区切ったりしています。また、子どもたちと年の近い中学生の協力を得

るため、中学校生徒会との意見交換を実施、協力を得ながら開催しています。今後も「ひ

ら子や」が子どもたちのよりよい居場所となるよう取り組みます。 

 


