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１ 地域の状況 

(1) 地域の範囲 

  北加賀屋１～５丁目、柴谷１丁目、緑木１丁目 

 

(2) 地域の特徴 

区の北東部に位置し、北は木津川、東は西成区に隣接しており、地下鉄四つ橋線の

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やや減っており、65 歳以上の高齢者は 19.6％増、

75歳以上は 30.6％も増加しています。高齢化率について町丁目ごとで見ると、北加賀

屋３丁目で 47.4％という高い数字となっているほか、市営住宅のある緑木１丁目でも

33％を超える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 7,509人 7,371人 6,906人 

・高齢者（65歳以上） 1,771人（23.7％） 2,119人（29.1％） 2,067人（29.9%） 

・単独世帯/独居率（65 歳以上） 545人（41.6％） 682人（45.3％）  

・こども（０～14歳） 937人（12.6％） 781人（10.7％） 617人（ 8.9%） 

・生産年齢人口（15 歳～64 歳） 4,753人（63.3％） 4,387人（59.5％） 4,222人（61.1%） 

・医療機関数 ・病院１・診療所３・歯科診療所６・保険薬局２ 

・市営住宅 ・５棟 471戸   
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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 各町会で名簿を管理 

毎週 北加賀屋５丁目公園清掃  毎週月曜日 8:00～9:00  

年１回清掃後にバーベキューなど実施  

毎週 カラオケ 毎週火・水・金曜日 13:00～15:30、65 歳以上

が対象 

毎週 ゲートボール 毎週月～金曜日 7:00～11:00、65歳以上が対象 

毎週 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 

毎週 青色防犯パトロール  週２回  

毎週 百歳体操 (花百クラブ)毎週木曜日、10:30～11:30 

北加賀屋東部福祉会館 1F、20名程度 

(ひまわり)毎週水曜日、緑木住宅集会所、10

名程度 

毎月 高齢者食事サービス事業 ① 会食：毎月第３土曜日 11:30～、70歳以上

が対象、さざんか会館（300円）、メンバー

の名簿はあったかネットコーディネータ

ーが管理し、誕生日ごとに絵手紙を送付、

毎回 60名程度が利用 

② 会食【ランチタイム 80】：毎月第３水曜日

11:30～、80歳以上が対象、東部会館（500

円）、毎回８名程度が利用 

毎月 ふれあい喫茶 毎月第２木曜日 13:00～14:00、65 歳以上が対

象、 緑木住宅集会所(100 円）、毎回 16 名程

度が利用 

毎月 太極拳・ストレッチ 毎月第２・第４水曜日 14:00～15:30、65 歳以

上が対象、北加賀屋東部福祉会館 

毎月 アートフラワー 毎月第１・第２月曜日 10:00～11:30、65 歳以

上が対象 

毎月 フラワーアレンジメント 毎月第４火曜日 10:00～12:00、65 歳以上が対

象 

毎月 夜間パトロール 毎月１回、加賀屋小学校区、青少年が対象 

毎月 何でも相談 毎月第１水曜日 14：00～16：00、スーパーマ

ルナカ、加賀屋・粉浜地域包括支援センター、

加賀屋ブランチ、地域ネットワーク委員会の協

働（加賀屋東地域と合同） 
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毎月 なんでも相談カフェ 介護・健康についての相談 

毎月第３金曜日 13:00～14:00、ブルーム北加

賀屋駐車場、加賀屋・粉浜地域包括支援センタ

ー、加賀屋ブランチ、地域ネットワーク委員会

の協働（加賀屋東地域と合同） 

毎月 わいわい広場  65 歳以上対象、ブランチの協力により遠足に

も出かける  

毎月第１月曜日 14:00～15:30、北加賀屋第５

住宅集会所、毎回 13名程度が利用  

毎月第４月曜日 14:00～15:30、緑木市営住宅

集会所、毎回 10 名程度が利用  

 

毎月 加賀屋子育てプラザ  毎月第２木曜日 10:30～11:30、加賀屋小学校

内、乳幼児と保護者が対象、毎回３組程度が利

用  

毎月 ニコニコ食堂（子ども食堂 加賀屋小

学校校区）  

民生委員が中心に実施 毎回 40 名程度が利

用、毎月 1回第３水曜日 17:00～、みんなのう

えん（北加賀屋５丁目）  

５月 地域大運動会  ５月第２日曜日開催  

６月 区ソフト・キックベースボール大会  小学生が対象 

６月 加賀屋フェスティバル  小学校で開催 

７月/８月 サマーキャンプ 小学校で開催 

７月 加賀屋天満宮夏祭り    

９月 ゲートボール大会  ２回 

９月 中学生魚釣り大会  中学生が対象  

11月 すみのえアートビート    

11月 ソフトボール大会    

11月 クリンピック・防災訓練  11 月３日開催  

12月 区子ども文化祭    

２月 バレーボール大会    

年２回 広報紙  全戸配布  

 

 

(4) 地域の主な課題と今後の取組み 

ア 高齢者等の情報把握と見守り活動等による孤立防止 

（ア）課題 

日ごろの見守り活動のために高齢者等の支援を必要とする方の情報を把握すると
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ともに、不測の事態に備えるために緊急連絡先等の把握も必要となってきています。

町会ごとに高齢者等の情報を把握していますが、町会未加入者についての情報は得が

たい状況です。平成 27 年度より開始された「地域における要援護者の見守りネット

ワーク強化事業」による要援護者名簿が地域に提供されていますが、要援護者の方が

入院や施設入所したという情報が見守り活動の担い手に伝わりにくいという状況が

あり、地域で把握している情報をどのように活用し、見守り活動を推進していくかと

いう課題が見えてきています。 

単身の高齢者、とりわけ閉じこもりがちな男性の単身高齢者との関わりについては、

工夫が必要であると考えていますが、地域には老人会等がなく、地域の中で横のつな

がりを持てるところがありません。 

また、地域内には大きな道路があることから、距離はさほど離れていなくても、高

齢者等にとっては大きな道路が渡りづらかったり、交通の便があまりよくない地域に

住んでいたりして、孤立しているケースが見られます。今後高齢化が進むにつれ、交

通や買い物などがしづらくなる人が増えることも想定されます。 

（イ）取組み 

要援護者名簿は、あったかネットコーディネーターが要援護者に任意の登録番号を

割り振り、各町会長へ登録番号を伝え、登録番号を基に必要に応じて町会長に要援護

者の情報を伝えるという、個人情報保護へ配慮した方法で活用しています。また、加

賀屋ブランチと連携し、要援護者名簿の情報に町会長等から聞き取った情報を加えた

リストを作成し対象者をピックアップし見守りを行っています。 

また、地域独自の取組みとして、加賀屋地域では、加賀屋ブランチの協力を得て作

成された「あんしんカード」（本人が緊急連絡先等を記載し、封入されたもの）を一部

の自治会等が保管し、緊急時にのみ開封して連絡を取るシステムを導入しています。

現在、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は、町会長と民生委員

が「あんしんカード」を作成し保管しています。対象者の情報については、転出入が

あるため毎年更新していきます。 

その他、食事サービスの利用登録者を対象とした絵手紙の送付と追跡調査を実施す

ることにより、引き続き高齢者の情報を更新しています。民生委員が中心になって行

っている単身高齢者を対象としたヤクルトとの連携による見守りについては、85 歳以

上を対象とし継続しています。 

孤立する可能性のある高齢者への対応としては、「わいわい広場」という歌や体操を

気軽に楽しめる取組みを月１回から２回に増やし、継続していきます。特に男性向け

には、アートが盛んな加賀屋地域の特性を活かし、企業の協力を得ながらアートを活

用した、役割を持って参加できるような取組みを検討中です。 

このような高齢者等の見守り活動等についての情報共有や各団体の連携の為にも、

ネットワーク委員会の体制を再構築し、月 1 回の委員会を開催して地域の情報の共有

化を図っていきます。 
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イ 外国籍の方や聴覚障がいのある方等とのコミュニケーションづくり 

（ア）課題 

外国籍の住民の方が増加しており、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があり、具体的には適切なごみの廃棄方法が理解され

ていないなどの問題が見られます。また、聴覚障がいや知的障がい等で意思疎通が難

しい方とのコミュニケーション不足は、本当に支援を必要とする方を埋もれさせてし

まうこともあるという課題があります。 

（イ）取組み 

日本語を母語としない方や障がいのある方とのコミュニケーションについては、ICT

を活用する等新しい手法を検討したいと考えています。また、地域ネットワーク委員

会では、地域において外国籍住民や障がいのある方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手法を引き続き検討していきます。 

また現在、生涯学習の担い手が中心となり、地域のボランティアや一般の方や学生

等が住之江支援学校を訪問し、昔遊びを通じて交流を図る取組みを年に２回実践して

います。また、「わいわい広場」では、実習生を受け入れています。結果、実習生の知

識・経験が広がるとともに、地域行事への参加もしてもらえるようになりました。 

 

ウ 地域活動の担い手確保のための環境づくり 

（ア）課題 

生活スタイルや意識の変化から、ボランティア活動や地域活動における若い世代の

人材確保が難しくなってきています。また、年々ボランティアが高齢化し、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。イベントが実施される際には、若い世代も含めた多く

の人が区外からも加賀屋地域に来られますが、地域内の認知度はまだまだ高くはなく、

地域活動の担い手の新たな発掘までには至っていません。 

（イ）取組み 

地域ネットワーク委員会では、「すみのえアートビート」やクリンピック等、若い世

代が参加するイベントを単なるイベントではなく、イベントを実施するに至る過程で

のボランティア同士の交流や、イベント後のフォローも大切にすることで、新たな担

い手を確保できるよう取り組んでいます。若い人も参加しやすい雰囲気づくりのため、

大学ボランティアサークルと連携したり、公園清掃後に年 1 回実施するバーベキュー

を開催したりしたことで、子育て世代の方が毎週定例の清掃にも参加する例も出てき

ています。 

また、比較的新しいイベントだけでなく、地域運動会といった長く続く行事につい

ても、競技内容を見直し高齢者や子どもも参加できる内容にしたことで、多世代が参

加し交流できるようになっています。運動会には学生や NPO 団体等も参加し、加賀

屋地域の欠かせない行事となっています。 
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エ イベント等による財源確保と地域のきずなづくり 

（ア）課題 

地域における自由な活動を支えるための財源は、補助金や交付金だけに頼らず、自

ら生み出すことも必要です。そのためには、自主財源の確保が必要ですが、加賀屋地

域には企業数が少なく、寄付等が見込みにくい状況です。また、地域内で開催するイ

ベントについては地域外、区外からも多くの方が来場されるものの、地元にはあまり

経済的効果は見られないのが現状です。 

 （イ）取組み 

区内の企業である「舞昆のこうはら」との間では、地域で採れた芋のつるで佃煮を

作る協働の実績があります。経済的な効果はもとより、佃煮を作る過程において、運

営協議会に参加するボランティア同士の交流も生まれています。 

先述の「すみのえアートビート」については、毎年来場者数が増えており、町会長

を中心に飲み物や食べ物のブースを出店することで、子ども会活動の活動費等を得る

とともに、関わるボランティア同士の結束力も感じられています。 

今後は「すみのえアートビート」等の地域内での認知度を上げたり、小さい子ども

も参加できるイベントを創ったり、先述の地域運動会へ地元企業の参加も促したりす

ることで、地域のきずなをますます広げていきます。 

 

オ 子育てサロンの活動および主任児童委員の周知 

（ア）課題 

加賀屋地域では、月に１回、加賀屋小学校にて主任児童委員とボランティアによっ

て、母同士のコミュニケーションづくりを重視した加賀屋子育てプラザを開催してい

ます。住之江区では共稼ぎの世帯が多く、日中開催されるサロンへの参加は厳しいも

のとなっています。母の孤立を防ぐとともにこれまでに参加したことがない方への周

知と、現状にあったやり方をどのように提供するかが課題となっています。 

（イ）取組み 

サロンではどんなことをしているのか、といった具体的な内容についての周知に加

え、小児科医院等でのポスター掲示や、３か月健診時や予防注射等の機会に、紹介ビ

ラによるサロン活動や主任児童委員の周知を行っていくよう検討していきます。 

 

 

 

 


