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１ 地域の状況 

(1) 地域の範囲 

   新北島１～８丁目 

 

(2) 地域の特徴 

区の南部に位置し、南には大和川が流れ、堺市に隣接しています。地下鉄四つ橋線、

ニュートラムの住之江公園駅から市内各地へのアクセスが可能です。地域内には住之

江警察署や住之江郵便局等の公的機関も所在しています。 

平成 22年国勢調査時から人口にほとんど変化はありませんが、0～14歳人口は 18％

強減少、高齢者人口は 31％ほど増加しており高齢化の進展が見られ、75歳以上人口は

56％以上増加しています。なかでも市営住宅のある新北島４丁目については高齢化率

が 39.7％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 12,210人 12,096人 11,812人 

・高齢者（65歳以上） 2,126人（17.5％） 2,788人（23.5％） 3,134人（26.5％） 

・単独世帯/独居率（65 歳以上） 446人（29.9％） 661人（34.7％）  

・こども（0～14歳） 

・生産年齢人口（15 歳～64 歳） 

2,006人（16.5％） 

8,040人（65.8％） 

1,632人（13.8％） 

7,442人（61.5％） 

1,388人（11.8％） 

7,290人（61.7％） 

・医療機関数 ・病院０・診療所 10・歯科診療所６・保険薬局５  

・市営住宅 ・５棟 1,195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 町会では 70歳以上の名簿を管理し 1,500名程度を把握し

ている。また、食事サービス利用者については情報も把

握し地域ネットワーク委員会において集約し、一部の町

会では見守り活動に活かしている。 

毎週 百歳体操 ３か所にて開催（日時については、各か所で違います。） 

毎月 高齢者食事サービス事業 

会食（当面の間、配食） 

毎月第３土曜日 10:30～、73歳以上が対象（350円、事前

予約要） 

毎月 高齢者食事サービス事業 

配食 

毎月第２・４木曜日、夕食、毎回 50 名程度が利用、70

歳以上で食事作りが困難な方を対象（350円、事前予約要） 

毎月 ふれあい喫茶「やすらぎ」 毎月第２火曜日 13:00～15:00(100 円)、どなたでも参加

可能 手芸コーナーあり 

毎月 カラオケを楽しむ会 毎月第２･４火曜日 13:00～16:00  

毎月 健康づくり・仲間づくり・民踊

を楽しむ会 

毎月第２･４木曜日 13:00～15:00 

毎月 子育てサロン「すくすく」 毎月第４月曜日 10:00～11:30、幼児と保護者が対象、利

用者も多く楽しい雰囲気 

毎月 ニュージ☆ランド 毎月第１月曜日 13:30～15:00、乳児と保護者が対象、区

保健福祉センター開催 

毎月 笑いヨガの会 毎月第３火曜日、あったかネットコーディネーターが中

心となり実施 

毎月 ボランティア研修 手話教室 月２回随時、月曜日 13:30～15:00 

毎月 子ども食堂「新北スマイル食堂 

」 

毎月第２金曜日 夕食 17:00～18:30 新北島南公園福祉

会館 

４月 高齢者食事サービス事業 

花見会 

第２土曜日 12:00～、73歳以上が対象（350円、事前予約

要）、南公園で実施 

７月 子ども夏祭り 一部の地域で小学生を対象に開催 

８月 納涼盆踊り 連合町会が開催 

９月 高齢者食事サービス事業 

敬老会 

第２土曜日 12:00～、73歳以上が対象（350円、事前予約

要）、新北島会館で実施 

９月 高齢者敬老見守り訪問  お祝い品の配布、70歳以上対象、各町会ごとの工夫あり 

11月 防災訓練 小学校土曜授業と連携し実施 

12月 歳末夜警   

12月 大根焚き会 食事サービス利用者を中心にどなたでも参加可 
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(4) 地域の主な課題と今後の取組み 

ア 災害時も含めた要援護者情報の把握と体制づくり 

（ア）課題 

新北島地域では、町会ごとに災害対策について話し合いがされているか否かの差が

大きく、その差を埋めるために全体のレベルを上げる必要があります。連合町会では

年１回防災訓練を実施していますが、各町会長の任期が２年であるため、知識やノウ

ハウが引き継がれないといった課題があります。また、町会加入率についても各町会

で状況が異なります。若い世代は、町会に入るメリットがないと入らない傾向にあり

ます。 

新規に建設されたマンションが多いこともあり、町会未加入の要援護者情報をどの

ようにして把握するかということが災害時の体制作りとあわせて課題となっています。

オートロックで管理され、かつ、管理会社が遠方にあるマンションについては訪問す

ることも難しい状況です。 

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」において町会未加入者も対象とした要援護者名簿が地域に提供されています。こ

の名簿は町会未加入者の情報把握の手段となりますが、要援護者ではない方や名簿へ

の掲載に同意されていない方のなかにも、支援が必要な方や孤立している方がいる可

能性があり、災害時も含めて、町会未加入者や名簿に記載されていない方々をどのよ

うに見守るかが課題となっています。 

 

（イ）取組み 

 地域活動に関する知識やノウハウの継承にあたって、一部町会では、役員経験者が

町会支援隊を作って若手の役員を支援しています。町会加入を促進するために、新規

の住宅が建つ時には、一部の町会では不動産業者の協力を得て、町会加入の案内資料

を入居者に配布してもらっていたり、班長が新たな入居者に町会加入の案内をしたり

しています。 

要援護者名簿は町会ごとに管理していますが、その扱いは町会によって異なり、一

部の町会では要援護者情報を地図に落とし把握しています。要援護者の見守り訪問に

ついては、町会長と民生委員が一緒に行っているところは一部にとどまっています。 

また、要援護者名簿とは別に、食事サービスの利用者に連絡先等を聞き情報を集めて

おり、緊急時の家族への連絡に役立ったこともあります。今後は地域内にある災害対

策の進んだマンションへの見学会を行ったり、小学校と合同で防災訓練を行ったりす

ることで、地域の防災への意識を高めるとともに日ごろの見守りへの意識が向くよう

に取り組みます。 

また、より一層の連携を深めるためのきっかけとして、区社会福祉協議会の協力も

得て、令和元年度は地域ネットワーク委員会で防災の勉強会を実施しました。今後は

各団体や地域の抱える悩みごとを共有するような場を定期的に開催することをめざし

ます。 
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イ 高齢者の居場所の活性化と環境づくり 

（ア）課題 

食事サービスについては、会食サービスは利用者の増減はありませんが、高齢化に

伴い、配食サービスの利用希望者が増えています。また、高齢化に伴い認知症を患う

方も増える傾向にありますが、認知症への理解はまだまだ十分ではなく、認知症の方

も地域で暮らしていける環境づくりが必要です。   

（イ）取組み 

地域包括支援センターが行う相談会については、以前はふれあい喫茶で実施してい

ましたが、利用者が固定していることから、ショッピングセンターで出前相談会を行

っています。また、月１回市営住宅集会所にて、健康棒体操を行っています。ふれあ

い喫茶は利用者が減少しているものの、高齢者の集いの場としての開催を希望されて

おり、感染症対策と合わせた実施方法の変更を検討しています。また、あったかネッ

トコーディネーターにより平成 28 年度からは「笑いヨガの会」を、平成 30 年度から

は「百歳体操」を３か所に導入しています。また、老人会が主催する「健康マージャ

ン教室」は寄付や会費で運営されており、教室を目的に老人会に入会する高齢者もい

ます。高齢者の方々は支援を受けるだけでなく、児童の登下校の見守りにも活躍して

います。今後も様々な高齢者の居場所づくりを進めていきます。 

また、認知症への理解と地域の方に深めていただけるよう、認知症サポーター養成

講座等を開催しています。令和２年２月には、ひとり歩き高齢者の方への声掛け訓練

を実施しました。今後も講座の開催等を通じて、認知症の方も安心して過ごせる環境

づくりに努めます。 

 

ウ 障がいのある方等の地域行事への参加促進 

（ア）課題 

新北島地域での配食サービスについては、所定の年齢に達していなくても、障がい

等により食事を作ることが困難な状態である方であれば利用が可能です。障がいのあ

る方が様々な地域活動に参加しやすい環境づくりを進めていくことは大切な視点であ

り、地域にある介護、障がい等の施設利用者と地域住民との交流は、互いの理解を深

め、地域を豊かなつながりのある場にするために必要です。この間、地域にある NPO

法人自立生活夢宙センターとの連携を進めてきていますが、地域に暮らす個々の障が

いのある方の中には、地域との関わりやつながりがあまりない方がおられることが想

定されます。 

（イ）取組み 

当地域には、市の委託を受けた NPO 法人自立生活夢宙センターが運営する住之江

区障がい者相談支援センター※があり、地域の見守り活動における精神障がいのある方

への対応について相談をするなど、連携が進みつつあります。夢宙センターのメンバ

ーは登校時の児童の見守りにも参加しており、今後も関係機関と連携しながら、障が
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いを持つ方と地域住民とのコミュニケーションを深め、つながりづくりを進めていき

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 

地域で行われているそれぞれの活動については、ボランティアが高齢化し、各種団

体では世代交代ができない等の問題が生じています。特に、配食サービスの担い手不

足が課題となっています。担い手が不足している原因としては、若い世代は仕事があ

って活動が困難であったり、地域活動への関心が薄かったりすること等と考えていま

す。 

（イ）取組み 

気軽に見学してもらえるような環境づくりに努め、手話等のボランティア向け研修

には一般からの参加も受け入れることにより、そこから配食サービス等の活動への参

加を促す等し、取り組んでいきます。子育てサロンでは、若手の主任児童委員も活躍

しており、参加していたお母さんに、お子さんの成長に合わせて余裕が生まれたら運

営を補助してもらう等、若い世代を巻き込む雰囲気づくりを引き続き検討していきま

す。先述の老人会が主催する「健康マージャン教室」では参加した男性がボランティ

アとしても活躍しています。徐々に活動頻度を増やしていくような方法で新たな担い

手に参加してもらうよう努めます。 

今後は、区内他地域で実施された全戸アンケートなどを参考にしながら、具体的な

取り組みを示して希望者を募るなど、ボランティア募集の方法を工夫していきます。 

       

オ 子育てサロン等での相談しやすい環境づくり 

（ア）課題 

新北島地域では、月に１回、主任児童委員と民生委員・児童委員、更生保護女性会、

ボランティアおよびあったかネットコーディネーターによって、新北島会館において

子育てサロン「すくすく」を開催しています。口コミで広がり、毎回 20 組程度の方

に参加していただいていますが、サロンに来られていない親子にこそ課題があるので

はないかと考えています。また、課題のある家庭について把握していないのではない

かという懸念もあります。 

 

 

（イ）取組み 

よりきめ細かい周知のため、マンション管理組合等と協力して掲示板を使った広報

の実施や、引き続き口コミでの広がりを狙った参加者とのコミュニケーションの推進、

３か月健診等の機会を活用したサロン活動および主任児童委員の紹介チラシによる周

知等、様々な方策を実施していきます。また、気になる親子に関しては、必要に応じ

た支援や専門機関とつなげていきます。併せて、ベテランボランティアは自身の子育
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て経験を活かしつつ、子育て世代に合わせたコミュニケーションを工夫しながら子育

てに関するアドバイスを上手に伝え、子どもだけでなく子育てをする親のケアや育ち

も視野に入れて、相談しやすい環境づくりに取り組み、参加者の満足度を上げるよう

努めます。 

 

カ 会館の活用と周知 

（ア）課題 

 会館は地域の様々な事業や会議で使用されているものの、会館についての認知度は

十分ではないと考えています。過去「老人憩いの家」や「老人福祉会館」という名称

だったこともあり、名称を「福祉会館」としても、高齢者向けであるというイメージ

が強く、会館で何をやっているのか想像しにくいことも原因のひとつであると考えて

います。また、以前と比べ葬儀会場としての利用が減っています。こども対象の活動

への貸し出しなど、子育て世代を対象とした利用希望もあることから会館の維持管理

の点からも多様な活用方法を検討していく必要があります。 


