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１ 地域の状況 

(1) 地域の範囲 

   北島１～３丁目、御崎７･８丁目、南加賀屋３･４丁目 

 

(2) 地域の特徴 

区の南東部に位置し、東には十三間堀川、南には大和川が流れています。一帯は江

戸時代に開発された新田地帯で、南西部には新田の管理のために建てられた新田会所

跡が修復・整備されて残されている等、歴史を感じさせるまちです。 

人口は平成22年より 2.2％ほど減少しており、こどもの数・割合も減少しています。

一方、高齢者の人数は 13％強増加し、高齢化率は 29.4％となっています。町丁目ごと

に見ると、市営住宅のある地域で高齢化率が高い傾向にあり、特に北島１丁目におい

ては 39％近くになっています。 

 

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 10,210人 9,981人 10,094人 

・高齢者（65歳以上） 2,549人（25.1％） 2,883人（29.4％）  2,843人（28.2％） 

・単独世帯/独居率（65 歳以上） 562人（34.3％） 746人（39.1％）  

・こども（０～14歳） 1,290人（12.7％） 1,097人（11.2％）  1,281人（12.5%） 

・生産年齢人口（15 歳～64 歳） 6,316人（61.9％） 5,815人（58.3％）  5,987人（59.3%） 

・医療機関数 ・病院０・診療所４・歯科診療所３・保険薬局２  

・市営住宅 ・26棟 976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 地域ネットワーク委員会において名簿を整備し町会

と情報を共有、年１回町会からの情報を元に更新 

随時 見守り活動 地域ネットワーク委員会による日常の見守り活動の

ほか、 

週１回 独居80歳以上の希望者に乳酸菌飲料を配布

することにより安否や状況を確認 

随時 町会による「一声かけて回そ

う回覧板」 

孤立を防止し見守る 

随時 防災会議   

毎週 百歳体操 毎週火曜日、アロンティアクラブ 

毎月 高齢者食事サービス事業 会食、７月８月以外、毎月第２日曜日 12:00～14:00 

70 歳以上が対象、敷津浦福祉会館ほか５か所、食事

サービス後にふれあい会を実施（ボランティアの企

画によるミニデイサービス） 

毎月 ふれあい喫茶「なかよし茶論 

しきつうら」 

７月８月以外、毎月第４土曜日 10:00～12:00、どな

たでも参加可能、敷津浦小学校生涯学習ルーム、安

立・敷津浦地域包括支援センターによる総合相談実

施 

毎月 敷津浦のびのび健康体操教室 毎月第２水曜日 13:00～14:00、北島会館２階  

毎月第３火曜日 13:30～14:30、御崎南公園福祉会館 

毎月第４木曜日 13:00～14:00、敷津浦福祉会館２階 

全て 60歳以上が対象、参加費 100円（保険代・会館

使用料として） 

毎月 歌声サロン 毎月第 3火曜日 14:30～15:30、御崎南公園福祉会館 

毎月 敷津浦子育てサロン 毎月第２木曜日 10:00～11:30、未就学児童と保護者

が対象、御崎南公園福祉会館 

毎日 子ども見守り隊 小学校登校時６か所 

毎月 寺子屋元気 毎月第１水曜日 13:30～15:00、敷津浦福祉会館 

毎月第３水曜日 13:00～14:30、大和川南集会所 

毎月 夜間巡視 毎月１回定例会議後に青少年指導員により実施 

隔月 画楽多亭（お楽しみ会） 偶数月第１木曜日 13:30～15:30、敷津浦福祉会館 

年数回 ボランティアスクール ボランティアが対象 

年１回 防災訓練   

年 6回 広報活動 地域包括センターと連携し便りを発行、地域福祉活

動を周知 現在発行なし 
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年１回 ふれあい学習会 人権啓発を目的として実施 

年１回 PTA人権教育講演会   

５月 敷津浦地域大運動会 区長による１日民生委員の実施 

５月・11月 グラウンドゴルフ大会   

８月 しきつうらサマーキャンプ 小学５・６年生・中学生が対象 

８月 精霊流し   

10月 しきつうらまつり、盆踊り 御崎南公園グラウンド 

10月 昔遊び交流会 敷津浦小学校１年生が対象 

12月 餅つき大会 町会単位 

12月 歳末夜警 年末２～３日間 

３月 ミニ同窓会 中学３年生を対象に青少年指導員、青少年福祉委員

や OBを中心に実施 

 

(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活性化 

（ア）課題 

敷津浦地域では、各町会の協力で地域ネットワーク委員会において高齢者の把握を

行っていますが、地域内には新しい住宅が増えており、町会未加入の方も多いため、

支援が必要な方を把握できないこともあります。 

     今後は、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」において提供された要援護者名簿の活用方法を検討する必要があります。 

     また、80歳以上を対象としたヤクルト配付の利用者は、施設入所や死亡等により減

少してきています。さらに、閉じこもり対策として様々な行事を実施していますが、

お誘いをしても参加いただけない方が一定数いるというのが現状です。このように、

高齢男性の閉じこもりや高齢者の施設入所による不在世帯の増加等、見守りをするう

えで求められる対応や環境も変化しています。 

（イ）取組み 

これまで継続して、地域ネットワーク委員会においてボランティアの各委員が地域

の高齢者の見守りに力を注いでおり、地域包括支援センターや地域の各団体等と協力

し、訪問活動をつうじて現状把握を行うとともに、地域の医療機関とも協力しながら

必要な支援につなぐよう取り組んでいます。また、ヤクルトとの連携による週１回の

80歳以上の単身高齢者へのヤクルト配布や、「一声かけてから回す」という趣旨を印

刷している回覧板を利用する等の工夫を凝らしています。現在は、地域内３か所で、

参加費徴収型の健康体操を実施したり、閉じこもりがちな方も参加できるよう、「寺

子屋元気」や「画楽多亭（お楽しみ会）」を福祉会館で実施したりしています。 

集合住宅における見守り活動については、平成 29年には大和川団地町会において

町会長や民生委員、老人部長、あったかネットコーディネーター（旧地域ネットワー

ク推進員）、包括支援センターの顔写真と連絡先を掲載した「大和川団地にお住まい
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のみなさまへ」のチラシを全戸配布し、地域包括支援センターへの相談件数や町会役

員からのあったかネットコーディネーター等への相談件数も増えつつあります。    

近年においては、地域包括支援センターと関係を築いている、介護保険に加入し

ている等の高齢者が増加しています。また、地域で実施する見守り活動が徐々に浸透

してきており、このような各機関の連携のもとで、支援を必要とする高齢者の見守り

が行き届いてきています。 

今後も、高齢男性の閉じこもり対策については、あったかネットコーディネータ

ーによる地域活動への参加や見守り体制の強化につながるよう取り組みます。 

 

イ 災害時要援護者情報の活用及び避難体制づくり 

（ア）課題 

敷津浦地域は大和川に近接しており、大雨時の洪水や大地震の際の津波等への備え

が必要です。防災意識を高めスムーズな避難行動につなげるため、防災マップを全戸

配布しています。さらに、毎年避難訓練を実施していますが、参加者が少なく、さら

に避難方法についても在宅避難が原則へと変化しています。また、地域内には避難所

が 3 か所あることもあり、町会のメンバーだけでは避難所の開設・運営の担い手が不

足しています。 

平成 29 年 10 月には、台風 21 号が接近し大和川周辺に水害発生の危険があったた

め、敷津浦地域においては、避難所へ避難をされた方が多数いましたが、実際の避難

所開設や運営の際には、要援護者名簿を活用することは難しい状況でした。平成 30

年度に起こった地震や台風の際にも独居高齢者を中心に安否確認をしましたが、要援

護者名簿に記載された全員を見るのは困難です。災害時に支援を必要とする方がどこ

にいて、どんな支援が必要なのか把握しておく必要があります。 

地域包括支援センターが中心となって検討している「助けてカード」については、

使用方法によっては犯罪を誘発する可能性があること、独居の方は有事の際に自分自

身でカードを掲示できないこと、さらに広く活用した場合に全員を救助するだけの担

い手の確保が困難である等の問題があり、今後試行するにあたってどのように活用し

ていくのか検討が必要です。 

さらに、「あんしんカプセル」は情報の更新が滞っており、情報の見直しを検討する

必要があります。また、要援護者名簿についても、登録されている緊急連絡先に連絡

が取れないこともあり、介護事業所およびケアマネージャーの連絡先についても把握

の必要があります。 

（イ）取組み 

地域ネットワーク委員会において把握している情報を元に作成している、80 歳以上

の独居高齢者の要援護者マップや「地域における要援護者の見守りネットワーク強化

事業」において提供される要援護者名簿が活用できるよう、平成 29 年度や平成 30 年

度の災害時の経験を生かした町会単位で防災リーダーを中心に避難所の開設や運営等

に関する体制、さらには感染症等の様々な状況を想定した訓練の実施についても検討
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していきます。 

「助けてカード」については、ケアマネージャーや近隣の方など対応者を定めたう

えで連携し対応するなどの手法を引き続き検討していきます。その他、あったかネッ

トコーディネーターや地域包括支援センターや見守り相談室が持つ情報を地図に落と

し込み、見守りマップを作成することも検討しています。 

 

ウ 地域活動の担い手確保のための環境づくり 

（ア）課題 

地域においては多くのボランティアが様々な活動を担っており、「しきつうらまつ

り」や「敷津浦地域大運動会」は盛りあがりを見せ、若い人たちも多く参加していま

す。しかし、地域活動のボランティアの高齢化が見られ、若い世代のボランティアが

いない地域もあります。特に子育て世代が中心となる子ども会活動については、現在

二つの会が休会しています。子ども自身は入会を希望しても、保護者が子ども会活動

に参加することが難しく入会しないケースもあります。さらに、一度きりの行事等に

おける若い世代のボランティアは増えつつありますが、継続的な活動においてはメン

バーが固定化して若い世代が参加しにくい環境になってしまっています。 

（イ）取組み 

子育て世代が参加しづらい時間帯で活動する子ども見守り隊活動については、時間

に余裕のある人たちで担い、子育て世代には行事等で活躍してもらう等担い手の裾野

を広げていきます。朝の見守り活動は現在６か所で実施しており、町会に加えて PTA

が見守り活動に従事している地域もあります。また、有償ボランティアは現在５名が

継続的に活動しています。今後も既存の団体活動が継続できるよう、現在参加してく

れている方たちがやりがいを持って活動できるような環境づくりをするとともに、新

たに参加する方に過度な負担がかからないよう、役割を分担できるように工夫してい

きます。 

 

エ 企業や NPO 等との連携 

（ア）課題 

これまで地域づくりといえば、「住民」という考え方でしたが、住民だけでなく企業

や学生等、他の主体も同じ地域で活動しています。これらの主体と協力して、ともに

地域づくりを進めていくことが必要となっています。 

（イ）取組み 

敷津浦地域の地域活動協議会へは地域包括支援センターが参画しており、高齢者へ

の支援に関して互いに協力しています。平成 26 年度から実施している「しきつうら

まつり」には、地域の人形劇団「クラルテ」や福祉関係の「NPO 法人み・らいず」等

が参加しており、実行委員の中にはキーパーソンとなりうる人材も育ってきています。

また、運動会等の催しにおいて、森ノ宮医療大学との連携も進んでおり、医療職の職

員や学生も参加しています。このように、企業及び NPO団体とは行事を中心に連携を
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図っています。今後はさらに互いの長所を活かして連携を深めることができるよう取

り組んでいきます。 

 

オ 子育てサロン活動の周知や子どもや子育て世代の見守りについて 

（ア）課題 

御崎南公園福祉会館において月１回、主任児童委員や女性民生委員・児童委員が、

子育て中の母どうしの情報交換やつながりづくりを主な目的として子育てサロンを開

催しています。毎月参加される方に加え、クリスマス等催しがある月にはたくさんの

方の利用があります。主に０～２歳の参加者が多く、他地域からも多く参加があり、

常時 12 組程度が利用されています。日ごろから、より多くの方に来ていただき、つ

ながりをつくって子育ての支えとしてもらうため、広報の方法が課題となっています。 

また、子どもの登下校時の見守り活動をとおして、遅刻する子どもたちの姿を見か

けることが多くなっています。保護者に注意をしても伝わらないこともあり、子ども

の生活リズムの乱れについても気にかかる点があります。 

（イ）取組み 

子育てサロン活動を始めてから 16 年が経ち、かつての利用者の方と挨拶を交わす

関係性もできています。現在の利用者の方々は、既存の利用者からの声かけや、区民

まつり、区社協の区民活動フェスティバルや子育てイベント、３か月健診時等、様々

な機会を活かしてサロン活動及び主任児童委員を周知すべく紹介チラシによる広報に

取り組み、子どもや子育て世代を引き続き見守っていきます。 

 


