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１ 地域の状況 

(1) 地域の範囲 

   粉浜１～３丁目、粉浜西１～３丁目、浜口東１丁目、浜口西１丁目 

 

(2) 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、北端には地下鉄四つ橋線の玉出駅

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減少しています。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 29.4％、31.9％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、高齢化率が 41％を超えて

おり、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 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 14,782人 14,377人 14,287人 

・高齢者（65歳以上） 4,017人（27.3％） 4,507人（31.7％）  4,835人（33.8%） 

・単独世帯 /独居率（ 65 歳以上） 1,244人（41.0％） 1,408人（42.2％）   

・こども（０～14歳） 

・生産年齢人口（15 歳～64 歳） 

1,632人（11.1％） 

9,040人（61.2％） 

1,445人（10.2％） 

8,280人（57.6％） 

1,379人（9.7%） 

 8,073人（56.5％） 

・医療機関数 ・病院０・診療所 16・歯科診療所 12・保険薬局 11 

・市営住宅 なし  
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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 各町会において高齢者世帯カードとして名簿を管

理し把握 

毎日 青色防犯パトロール 講習を受けたうえで従事 

通年 子ども見守り隊 各種団体が実施、月～金曜日朝夕、連合町会長会月

2回登校時 

毎月 高齢者サービス事業 

会食 

毎月第３火曜日 11:30～、独居 70 歳以上が対象、

粉浜中央福祉会館 

毎月第２日曜日 11:30～、70歳以上が対象、粉浜２

丁目西会館 

毎月 高齢者サービス事業 

配食・ヤクルト配布 

配食：毎月第２水曜日 15:00～ 

毎週 見守り訪問 毎週２回 83 歳以上の独居者が対象、ヤクルトの

配布 

毎週 ディスコン 毎週水曜日 13:00～15:30、老人クラブ連合会主催 

毎週 百歳体操 毎週水曜日 13:00～ 

毎月 楽踊会 毎月第３土曜日 19:00～20:00、よさこいパレード

で活躍、誰でも参加可     

毎月 いきいき教室（ふれあいサロ

ン） 

ふれあい喫茶（ふれあいサロ

ン） 

毎月第１木曜日読み聞かせや写真展示など、毎月第

３木曜日唄、女性会の活動から発展 

ふれあい喫茶はいきいき教室に併せて開催 

毎月 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

が対象、毎回 15組程度が利用、平成 29年４月より

粉浜福祉会館で実施 

毎月 子育てサークルはぐくみ 

粉浜幼稚園 

毎月第３金曜日 10:00～11:30、１歳以上の子を持

つ親子が対象 

毎月 清掃活動 毎月第１日曜日 7:00～9:00 

年２回 広報紙 年 2回全戸配布 

４月 粉浜春まつり よさこいパレードなど 

５月 粉浜まつり 歴史ウォーク、模擬店など出店 

７月 ザ・夜店 第４木曜日、商店街を借り各団体が実施 

７～８月 ラジオ体操 6:30～、各小学校で実施、毎回 50名程度が参加 

７～８月 子どもみこし住吉祭 7 月 19 日生根神社、8 月 1 日住吉祭、10 月秋子ど

もみこし 

８月 夏季防犯巡視 粉浜地域を 4ブロックに分け巡視 
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８月 夏季キャンプ こども会が主催、小学生対象 

９月 １中スポーツ大会 青少年指導員会が主催 

９月 はぐくみ運動会 はぐくみ主催、子ども中心 

10月 スポーツ大会 キックベースボール、ソフトボールなど、こども会

に加入未加入問わず参加可 

11月 小学生、中学生薬物乱用防止

教室  

保護司会主催、区内小中学校などで開講 

11月 震災訓練 3避難所で総合訓練 

11月 文化の集い 手作りの行事、幼児から高齢者までが対象、絵画等

作品展も同時開催 

11月 グラウンドゴルフ大会 体育厚生協会、スポーツ推進員会が主催、町会対抗

で実施 

11月 手作り教室 月末に開催、老人会主催、展覧会なども実施 

12月 もちつきフェスタ 第１日曜日、青少年指導員、こども会、PTAが主催 

12月 年末特別警戒巡視 粉浜地域を 4ブロックに分け巡視 

２月 ソフトバレーボール大会 6年生送別ソフトボール 

２月 北粉浜・粉浜小スポーツ大会 青少年指導員会、こども会、PTAが主催、スポーツ

チャンバラなど 

２月 ユニカール大会 体育厚生協会、スポーツ推進員会が主催、床の上で

行うカーリングのような競技、町会対抗で実施 

３月 子どもお楽しみ会 PTA、子ども会が主催、卒業生の送迎会 

    

(4) 地域の主な課題と今後の取組み 

ア 町会未加入の要援護者情報の把握と災害時も含めた見守り活動の活性化 

（ア）課題 

高齢化が進み、ますます要援護者の状況を把握する必要性が出てきています。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）においては高齢化

率が 40％を超え、町会役員の後継者が不在で町会が組織できないという問題がでてお

り、住民の状況把握が困難な状況です。粉浜地域では、各町会で把握している高齢者

の名簿をもとに各老人会とも協力しながら、高齢者の状況把握や見守りを行っていま

すが、老人会には 600 名以上の入会があるものの、行事には３分の１ほどの参加しか

なく、入会しない人も増えてきています。また、町会が未組織である地域については、

民生委員が中心になり担当地域を見守っていますが、民生委員の負担が大きくなって

きていることも課題のひとつです。   

UR については、現在は町会組織がなく、建物は避難ビルとなっているものの、災

害時においての窓口が誰であるかも把握しづらい状況です。 

粉浜地域は、古くから住む住民が多くつながりも強い地域ですが、社会参加ができ
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ず孤立化する人に対してどう対応していくかが課題であると考えています。 

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は、町会未加入の要援護者情報の把握の一助に

なるものですが、個人情報の扱いに注意したうえで、その活用方法について検討して

いく必要があります。 

（イ）取組み 

各町会長が中心になっ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、ルール等を

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、責任を持って個人情報を管理しながら、要援護者の把握に努めていま

す。特に、まだ町会や地域になじみの薄い新しい住民の方については、個人情報の開

示に慎重な方が多く、訪問時にはお互いに信頼関係が築けるように配慮しています。

敬老月間には、70 歳以上の方に記念品を配る際に、氏名等の見守り活動に必要な最低

限の情報を得られるよう努めています。 

賃貸住宅の住民の方については、住宅のオーナーと交渉し、マンション全体として

の町会への加入を求めながら、マンションに設置された掲示板を活用する等して情報

発信しています。 

 前述の要援護者名簿の提供を受け、現在の各町会での見守り活動を推進するために、

区や区社協の支援を得て学習会を開催し、町会およびそれぞれの班をエリアとした見

守り活動を基礎として、民生委員とも連携しながら見守りの取組みを進めています。

なお、町会が未組織である地域については区社協の見守り相談室の協力を得ながら、

民生委員とともに要援護者の孤立を防ぐよう取り組んでいきます。 

新たな取組みとしては、地域と事業所・専門職とが連携して、懇談会を平成 28 年

９月から令和２年１月迄の間に年２回、計８回実施し、地域の高齢者等を見守ること

を目的として、「町会＆事業所・専門職がつながるための連絡マップ」が作成されてい

ます。この連絡マップにより、地域と福祉専門職の連携を強化し、町会長や地域包括

支援センターや事業所が高齢者等にとって、より身近な存在になることが期待されま

す。また、次年度以降には地域内にある３つの福祉会館の空き時間を利用し、高齢者

の外出促進を目的とした粉浜シニア大学のような取り組みを実施することも検討して

います。 

 

イ 認知症高齢者の権利擁護 

（ア）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

事サービス等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が、家族や社会の仕組みが変

わってきている中で、近隣住民の方が介入するのは難しいところがあります。 
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 この課題に対応すべく声かけをしたところ、現在、粉浜地域では、大阪市が実施す

る「市民後見人※」として５名が登録されていますが、高齢者数に対して、市民後見人

数は十分ではありません。独居高齢者で身寄りの無い方の場合は、死後の対応も困難

であることがあり、年齢に関わらず今後独居者が増えるため、このような課題も増加

するのではないかと考えています。 

  （イ）取組み 

 引き続き、認知症等で後見が必要な方を地域で支えることができるよう啓発を行っ

ていくことで、市民後見人の増員に向けて取り組むとともに、市民後見人同士のネッ

トワークの構築も検討していきます。 

また、地域包括や介護事業者とも連携を図り、認知症の症状が進んでいく前に「何

かあれば頼めるところがある」という意識の啓発に繋げていきます。 

 

ウ 地域北部における高齢者の外出促進等 

（ア）課題 

地域の北部は古いまちであり、つながりが強い地域ではあるものの、ふれあい喫茶

ならびにいきいき教室は地域の南端で実施しており、北部に住む高齢者の参加が難し

い状況です。また、安定した実施場所の確保も難しいという課題もあります。 

 （イ）取組み 

北部に住む方も、グラウンドゴルフや食事サービスに参加しており、北部からの参

加者が帰宅する際には、参加者の近隣に住むボランティアが付き添うようにしていま

す。今後も高齢者の外出促進に資するように、ボランティアの付き添いや実施場所を

増やす等、多くの方が参加できるよう次年度も引き続き検討していきます。 

 

エ 町会加入の促進及び地域活動の担い手の発掘 

（ア）課題 

粉浜地域の町会加入率は比較的高いものの、担い手の固定化や高齢化があるととも

に、新たな人材の確保が困難になってきています。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。新たな住宅の開発は進ん

でおり、若い世代も増えてはいますが、同世代内でのコミュニティはあるものの町会

等古くからのコミュニティとの関わりは薄いようです。賃貸住宅とりわけワンルーム

マンション等の住民については、転出入も多く地域との関わりが薄い傾向にあるため、

個別に町会への加入を求めるのが困難な状況です。また、町会行事等に参加される方

も固定化しており、新しく参加する方がなじみにくいという懸念や、若い世代におい

ては地域活動を担う負担感があるとともに、土日が唯一の休みである場合には地域活

動に参加する時間がないということも入会しない理由であると考えられます。 

老人クラブの参加者についても後期高齢者が多く、いわゆる団塊の世代については

参加が少ない状況です。 

現在の町会費は年間 1,200～2,400 円であり、事業を実施するにもひっ迫していま
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す。 

（イ）取組み 

      行事などを通じて、子ども会に加入希望される若い世代には町会加入が必須である

ことを説明し、町会への加入をすすめています。町会加入世帯の子どもには地域行事

である「粉浜まつり」で使用できる 500円券を配布し入会促進を進めています。また、

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、あらゆる機会をつ

う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。一部の町会

では、転居してきた人向けのパンフレットを作成し、町会長か町会の各班長から配布

しています。また班長の役割を記載したパンフレットを作成し、各班長に町会加入の

促進について意識を持ってもらうようにもしています。 

       

オ 子育てサロン運営の新たな担い手や幅広いサロン参加を得るための工夫 

（ア）課題 

      粉浜地域では、更生保護女性会を中心とした「赤ちゃんサークル」と、主任児童委

員や更生保護女性会およびボランティアを中心とした子育てサークル「はぐくみ」を

運営しています。どちらも、利用者同士が親しくなることが一番のメリットであり、

仲良く誘い合って参加したりする様子も見られ、利用者数が安定しています。多い時

では 17 組程度の利用があり、隣区も含めた地域外からの参加もあります。主には掲

示されたポスターを見たり、口コミで知って利用されています。 

また、情報が届かない、閉じこもりがちである等、ニーズがありながらも来られな

い方にも来てもらう対策が必要です。 

（イ）取組み 

       新たな若い世代のボランティアの呼び込みについては、地域で行われるあらゆるイ

ベントや行事等で積極的に声かけを行っていきます。 

    また、普段サロンに来ている方からの情報を大切にすることで、支援が必要な方が

地域のなかで埋もれないよう取り組むとともに、上記のような地域でのあらゆるイベ

ントや行事、並びに３か月健診等の機会を活用して、チラシによるサロン活動および

主任児童委員の周知に努めるとともに、口コミ等では情報が届かない方に対しては

SNS等での情報発信を取り入れることも検討していきます。 


