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１ 地域の状況 

(1) 地域の範囲 

   浜口西３丁目、御崎５･６丁目、南加賀屋２丁目 

 

(2) 地域の特徴 

区の東部、地下鉄四つ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 27 年国勢調査では、人口は平成 22 年国勢調査から１％ほど減少しています。

区内で最も高齢化率が低い（20.5％）地域ですが、この間の高齢者人口の増加は 12％

近く、75歳以上も 16％ほど増加しており、注視する必要があります。また、65歳以上

の単独世帯が多いのも特徴的です。 

 

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 5,582人 5,532人 5,767人 

・高齢者（65歳以上） 

・高齢者（75歳以上） 

987人（17.7％） 

418人（8.1％） 

1,112人（20.1％） 

484人（8.7％） 

1,228人（21.3%） 

 

・単独世帯/独居率（65 歳以上） 345人（45.1%） 362人（42.6％）  

・こども（０～14歳） 

・生産年齢人口（15 歳～64 歳） 

799人（14.4％） 

3,762人（67.4％） 

752人（13.9％） 

3,563人（64.4％） 

781人（13.5%） 

3,758人（65.2%） 

・医療機関数 ・病院１・診療所４・歯科診療所４・保険薬局２ 

・市営住宅 ・２棟 209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 町会ごとに名簿を管理 

通年 はぐくみネット活動

（小学校区教育協議

会） 

６月：清江田の取組み 

６月：スポーツチャンバラ 

７月：七夕の会 

10月：オーバーシード 

10月：お月見 

10月：稲刈り 

11月：芝生でランチ、PTA行事として実施 

11月：かかし作り 

12月：お餅つき 

12月：お茶席体験 

12月：音楽会 

２月：消しゴムはんこづくり 

毎週 青色防犯パトロール 週３回 

毎週 陽だまりの会 毎週水曜日 13：30～15：30、歌やゲーム等 

毎週 百歳体操 毎週木曜日 13：30～15：00 

毎月 高齢者食事サービス事

業 

会食:毎月１回第１・２・３土曜日と日曜日を中心に年 10

回、８月と１月は休み、65歳以上（ひとり暮らし・高齢者

のみ世帯等）が対象 

毎月 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、８月と１月は休み 

毎月 清江子育てサークル 毎月第１土曜日 11:00～12:00、未就学児童と保護者が対象 

奇数月 子育て応援講習会 奇数月第３金曜日 

５月 ごみリンピック・敬老

☆こどもカフェ 

  

７月 サマーキャンプ 小学生が対象 

８月 水鉄砲大会   

10月 清江秋まつり   

10月 清江ハロウィン   

11月 防災訓練 防災リーダーを中心に開所訓練を実施 

12月 環境美化落ち葉焚き   

12月 清江冬の肝だめし 小・中学生と保護者が対象 

２月 広報紙「清江たいむず」 町会全戸配布 

３月 卒業生宿泊防災訓練体

験 

清江小学校卒業生対象 
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３月 美化活動   

 

(4) 地域の主な課題と今後の取組み 

ア 子どもが健全に育つ環境づくり 

（ア）課題 

      少子高齢化が言われるなか、子育てしやすく、子どもが健全に育成されるまちづく

りが大切となっています。この地域で子育てが出来て良かった、この地域で育ってよ

かった、と感じてもらえるような取組みを進めていく必要があります。 

      子どもに関する課題や世代間交流等のつながりづくり、子どもたちの保護者等若者

や新しい住民層の巻き込み等が課題として出されており、子ども・子育てに関する環

境づくりには、ファミリー層を意識したより広い視野で取り組んでいく必要がありま

す。清江地域では多彩な子ども向けの行事が実施されており、学校選択制により清江

地域だけでなく複数の地域から清江地域内の学校に通う子どもたちもいますが、他地

域の子どもたちも受け入れています。 

（イ）取組み 

清江地域では清江小学校の校庭芝生化に学校とともに取り組み、現在も地域ぐるみ

で維持管理を行っています。管理には多くの人手が必要ですが、芝生を中心として、

地域と子どもたち、学校とのコミュニケーションが取れる機会となっており、清江地

域の象徴として今後も継続して取り組んでいきます。 

また、12月に実施する冬の肝だめしでは、参加者である小学生とお化け役になる中

学生とで子ども同士の異年齢交流をはかっています。小学３年生以下の子どもは保護

者同伴とすることで、保護者がイベントへの理解を深め、ゆくゆくは地域活動へ参加

するようになる等、単にイベントに参加しただけに終わらないような仕掛けを試みて

います。平成 27年度から開催しているごみ拾いをイベント化した「ごみリンピック」

など世代間交流に取組んでいます。また、高齢者向けの行事と子ども向けの行事を敢

えて同日に開催することにより、高齢者と子どもたちとの世代間交流を生み、地域全

体で子どもたちを育んで行く環境づくりをめざしています。 

 

イ 高齢者等の要援護者の把握と見守り等の支援 

（ア）課題 

高齢化に伴い、認知症高齢者が増加しており、単身生活の方も増えているため、地

域において見守りと支援を行う必要性が高まっています。しかしながら地域とつなが

るきっかけとなりうる、食事サービスや敬老の日といった行事への高齢者の方の参加

が減ってきており、支援を必要とする方には、行政情報や地域活動に関する情報をき

ちんと伝えることが大切です 

清江地域では、町会ごとに高齢者の名簿を整備してきましたが、現状では町会未加

入世帯が多い地域もあるため、名簿の整備状況は各町会でばらつきがある状況です。

平成 27 年度に開始された「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」
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による要援護者名簿については、各町会長と民生委員長が管理していますが、要援護

者への見守り訪問などの活動は町会によってばらつきがあり、今後は要援護者名簿の

活用方法を検討し、見守り活動の活性化を図る必要があります。また、区内では比較

的高齢化率が低い地域ではありますが、高齢化率が低いからこそ要援護者名簿を活用

するべきであると考えています。 

（イ）取組み 

 町会加入者に対しては回覧板での情報伝達の他、掲示板を活用したり、地域の行事

などを周知するチラシをポスティングしたりして、必要な情報をきちんと周知してい

ます。なお、要援護者の把握については、区内では比較的高齢化率が低い地域だから

こそ、引き続き各町会にも名簿を活用する必要性を伝えながら、日常生活や災害時等、

どなたがどのような支援を必要とするかを把握できるような取組みを検討していきま

す。平成 30 年度の災害時には、一部の町会では要援護者名簿を活用し町会役員が安

否確認を行いました。また、独自の名簿を作成したり、昔から引き継いできたものに

書き足したり、隔年で情報の更新を行っている町会もあります。 

見守り活動の活性化については、町会エリアごとの活動を基本としていくこととし、

80歳以上の誕生日にはお祝いタオルを、敬老の日にはお祝い品を贈るために訪問して

います。 

高齢者の支援に向けて、平成 30年度には、大学教員と連携し町会長やあったかネッ

トコーディネーターらで議論を重ね、内容や調査方法等を精査して、高齢者を対象と

した意向調査アンケートを実施しました。このアンケート結果から、これまで実施し

てきた取組みが裏付けられるとともに、高齢者の中にも支える側となることを希望さ

れている方が多数おられることがわかりました。この取組みをとおして、調査結果は

もちろん、地域ネットワーク委員会に高齢者等の見守りについて考える場ができたこ

とは大きな成果のひとつとなっています。そのような中、秋の敬老月間に高齢者の自

宅を訪問したことで、高齢者の実態を把握できたため、今後、友愛訪問として活動を

おこなっていきます。 

新たに建設予定の会館において、高齢者が持つ様々な知恵や技術を地域の方に提供

し、お互いに担い手となり支えあう活動ができるよう検討していきます。 

 

ウ 地域活動の担い手確保のための環境づくり 

（ア）課題 

長年にわたって活動している経験豊かな地域活動の担い手に加えて、若い世代の新

しい感覚の意見を取り入れながら、幅広い世代によって支えられる層の厚い活動にし

ていく必要があります。清江地域は子育て世代が多く、地域としては、高齢化に伴う

問題とともに、子育てに関する課題に力を入れる必要があると考えており、若い世代

の力はこれからますます必要になってきます。PTAや青少年指導員 OBが「清江青年団」

として定年である 60 歳になるまで活躍し、60 歳からは町会活動に参加する流れがで

きていますが、行事が多く地域活動にまでなかなか手が回っていません。 
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（イ）取組み 

若い世代の地域活動への入口のひとつである PTA活動を重視し、そこから他の地域

活動へも参加してもらえるように引き続き取り組みます。清江地域では、若い世代が

多いこともあり、PTA 活動、子ども会活動から他の地域活動へ移るという流れができ

ています。これらのよい循環を保てるよう、PTA 活動を支援していくとともに、令和

３年の新成人向けのタイムカプセルを埋める行事の際にLINEグループに加入しても

らい、「清江青年団」に加入してもらうことになりました。オープンで参加しやすい

楽しい雰囲気を作り出すことで、若い人たちがやる気を持てるような環境づくりに取

り組み、楽しいボランティア活動ができるよう工夫していきます。また、若い世代だ

けでなく何か役割を準備することで高齢者の方にも出番と居場所を作っていきたい

と考えています。 

 

エ 災害時の体制づくり 

（ア）課題 

      平成 25年９月、台風 18号の影響により大和川が危険水域に達したことによる避難

勧告をきっかけに、地域において災害時にきちんと機能するような連絡体制を確立し

ておくことが課題となったことから、各町会や各種団体を網羅した携帯メールでの連

絡網を整備しました。それぞれの会長等がメールを利用していない場合は副会長等へ

メール配信する等、各組織の中にきちんと情報が回るように工夫をして連絡網を整備

したことにより、確実に一斉に連絡を行うことができるようになりましたが、実際の

災害時に地域に残るのは子どもや高齢者等であることも踏まえながら、今後は、避難

所の設営や要援護者に対する支援の問題等に対応する体制づくりを検討していく必要

があります。 

      また、避難の方法についても在宅避難や地域の自律的な避難についても検討し、考

え方を変えていく必要があります。 

（イ）取組み 

      平成 29年 10月の台風 21号発生時には地域の若い担い手も集まり、ますます防災に

対する意識の高まりがみえました。連絡体制は一定確立しており、従来のメールや FAX

に加えて、若い世代に対しては SNSを利用した連絡手段も取り入れています。また、

災害時に即時に対応できるよう、避難所の鍵の取り扱いなどの工夫を進めています。

一方で、「向こう三軒両隣」といった昔ながらのご近所の関係づくりが要援護者の支援

には必要だと考えており、各町会長が避難先となる３階建ての家の住民と高齢者を引

き合わせるなどを引き続き検討していきます。また、地元企業にも上層階を避難場所

として使えるよう交渉していきます。 

水害時、自宅に留まる方が安心な場合やまたマンションや団地など上階に避難した

方が安心といった場合でも、不安な高齢者はわざわざ学校等に避難することがあり、

どの災害時にどの避難方法が正しいのか、普段のコミュニケーションで信頼関係を築

きながら、しっかりと伝える必要があると考えます。 
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防災訓練には、若い世代、特に中学生に積極的に参加してもらうようにしています。

宿泊防災訓練では子どもたちが段ボールハウス作りなどをとおして、自分で考えてや

ってみるという経験ができるように工夫しています。訓練中は、中学生がジュニアリ

ーダーとして小学生の参加者と大人の役員との橋渡し役を担っていました。また、自

らの安全を守るとともに高齢者のサポートもしやすい環境づくりに工夫しました。今

後も防災リーダーに若い世代が着任できるような環境づくりを進めていきます。 

 

オ 子育てサロンならびに主任児童委員活動の周知 

（ア）課題 

      清江地域では月１回、若手の民生委員・主任児童委員によって、子育てサロン「清

江子育てサークル」を運営しています。令和２年度からは地域の企業の事務所を借り

て開催する予定です。 

サロンへの参加者は多くはありませんが、基本的には子をもつ親のための活動であ

り、少しでもストレスを軽減し安心感を与えられる取組みをしたいと考えています。 

（イ）取組み 

地域の他の行事には多くの子どもたちが参加しており、参加者数については特に問

題視していません。 

子育てサロンの活動等については、３か月健診等の機会にチラシを配布するほか、

地域の広報紙「清江たいむず」で子育てサロンの情報発信をしています。今後も若手

の民生委員・主任児童委員が中心となり引き続き運営していきます。 

また、はぐくみネットが中心となり「子育て応援隊」を発足しました。未就学児や

その親を対象に、警察や消防の方を講師に招き、災害時や緊急時に必要な対応をリモ

ート講演していただきました。ICT を利用したリモートでの開催となりましたが、コ

ロナ禍で情報を得る機会が減っているため、どんどん ICTを活用していきたいと考え

ます。 


