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(上)住吉川文化会館、(下)住吉川社会福祉会館 
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１ 地域の状況 

(1) 地域の範囲 

   柴谷２丁目、中加賀屋３･４丁目、西加賀屋３･４丁目、東加賀屋３･４丁目、緑木２丁目  

 

(2) 地域の特徴 

区の東部に位置し、地下鉄四つ橋線をまたぐように東西に広く、南は住吉川に接した

地域です。 

東西に広いこともあり、新なにわ筋を隔てて西側と東側では特徴も異なっています。

西側の柴谷２丁目、緑木２丁目においては物流倉庫や工場が多く並んでいますが、東側

の東加賀屋３・４丁目、中加賀屋３・４丁目、西加賀屋３・４丁目については戸建住宅

やマンションも多く商店街もある等、それぞれに特色があります。西側地域、特に柴谷

２丁目においては近隣に医療機関がないため、高齢者等にとっては不便であると考えら

れます。 

人口は平成 22 年国勢調査時から平成 27 年国勢調査時までで 0.8％ほど増加していま

すが、高齢者の増加傾向が 6.7％と高く、なかでも 75 歳以上の増加率をみると 16％増、

町丁目でみると市営住宅（旧府営）の位置する柴谷２丁目の高齢化率が 28.5％と高くな

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 10,069人 10,148人 10,444人 

・高齢者（65歳以上） 2,609人（26.2％） 2,784人（27.7％）  2,821人（27.0%） 

・単独世帯/独居率（65 歳以上） 817人（41.9％）  859人（41.9％）  

・こども（０～14歳） 

・生産年齢人口（15 歳～64 歳） 

1,208人（12.1％） 

6,156人（61.1％） 

1,217人（12.1％） 

6,035人（59.5％） 

 1,317人（12.6%） 

 6,306人（60.4%） 

・医療機関数 ・病院０・診療所 16・歯科診療所７・保険薬局８ 

・市営住宅 ・４棟 512戸  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

住吉川- 3 - 

 

(3)主な取組み 

時期 取組み 取組み内容 

随時 高齢者の把握 各町会において名簿を管理 

毎月 見守り 毎月第３木曜日、地区社協定例会議において安否確認等の報告 

毎週 高齢者食事サービス事業 会食：年４回 11:30～、65歳以上が対象（事前予約要）、毎回 170

名程度が利用 

毎週 ふれあい喫茶「住吉川 

いきいきサロン」 

毎週木曜日 10:00～11:50、65歳以上が対象 

毎月 子育てサロン「このゆび

とまれ」 

毎月第３水曜日 10:00～11:30、乳幼児と保護者が対象、毎回５

組程度が利用 

毎週 住吉川寺子屋 毎週土曜日 9:30～11:00、小学生が対象、毎回 10名程度が参加 

毎月 ふれあいサンデー 全世代が対象、毎月第１日曜日、商店街医療ビル前で実施 

毎月 高齢者介護予防教室  毎月第３水曜日 13：30～15:00 

毎月 住吉川プラザ 高齢者対象、毎月１回（絵手紙、コーラス等） 

毎日 青色防犯パトロール 土日祝以外の通年下校時に実施、30名のボランティアが従事 

４月 さくらカーニバル 65歳以上・障がいのある方を中心に全ての方が対象（事前予約

要）、460 名程度が参加、障がい者関連団体からは 60 名程度が

参加 

５月 地域大運動会 ５月第４週開催 

６月 高齢者ふれあい１泊旅行 6月第２週開催、65歳以上が対象 

９月 高齢者の集い 9月 20日実施、65歳以上が対象 

７月 住吉川サマーフェスタ 7月 19日実施、模擬店なども出店 

８月 ラジオ体操 ８月の１週間程度開催 

11月 エコフェスタ 11月３日実施、地域一斉清掃、模擬店なども出店 

10～11月 福祉教育セミナー 10～11月、３回連続講座 

11月 防災訓練 11月 23日実施 

12月 ふれあいもちつき大会 12月第２日曜日開催 

12月 歳末夜警   

１月 鏡開き 1月 11日開催 交流が目的、ボランティアも多数従事 

2月 節分 2月 3日開催 恵方巻の配付 

 

(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の把握と見守り 

（ア）課題 

現在、住吉川地域では、各町会から選出された委員（ボランティア）で地域ネットワ

ーク委員会を組織し、「把握している要援護者について、個別の定期的な訪問を実施す

るとともに、毎月定例会議を開催のうえ、支援が必要な高齢者の状況を報告及び情報共
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有を行い、委員からの情報をあったかネットコーディネーターが整理し地域包括支援セ

ンター等の専門機関へつなぐ」という流れができています。平成 27 年度より始まった

「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では、こ

れまで把握していなかった町会未加入者も含む情報が得られるため、より効果的な活用

を検討する必要があります。 

また、柴谷地区では新しい住宅が約 130軒建ち、新たな住民が増えています。新たな

住民には子育て世代が多く、今後はどのように既存の住民や町会が関わっていけるかが

課題となります。 

（イ）取組み 

今後は要援護者名簿と地域独自の情報をあわせて活用していきます。町会未加入者に

ついては、配食サービス、ふれあい喫茶、高齢者の集い、介護予防教室等の機会を積極

的に活かしながら、老人会等への入会につなぎます。また、町会長、民生委員、地域ネ

ットワーク委員、あったかネットコーディネーターがお互いに強みを生かしながら更に

連携し、地域ネットワーク委員会による適切な見守りができるよう、住之江区地域包括

支援センター等地域の専門支援機関とも協力します。要援護者名簿については、あった

かネットコーディネーターが最低限の情報のみを各ネットワーク委員に伝え、見守りに

活用されています。あわせて、青色パトロールでの見守りも継続し実施します。 

柴谷地区の新たな住民が住む地域にも平成 30 年４月に新たな町会が設立され、既存

の町会との連携も進んでいます。若い世代の担い手とも連携し、より地域の見守り体制

の強化を進めていきます。 

令和２年度においては、区社協と連携し、要援護者を対象に安否確認を兼ねたタオル

や食品等の配布を実施しました。 

 

イ 災害時の避難体制づくり 

（ア）課題 

住吉川地域は平屋が多く、大雨や大地震の津波時には浸水被害が心配されます。現在、

「住吉川地域防災マップ」は各世帯に配布され、年１回の訓練での大まかな避難方法の

確認に活用されています。しかしながら、災害時に被害が心配される要援護者の情報に

ついては、それぞれの地域ネットワーク委員だけが把握しているため対応が困難となる

可能性があり、町会やネットワーク委員と民生委員との更なる連携が必要です。また、

平成 29年度、30年度の災害をとおし、要援護者の避難についての課題が出てきました。

独居の高齢者にとっては避難所である学校が遠く行きづらい場所である場合がありま

す。毎年行う防災訓練では高齢者や障がい者等の要援護者に配慮した訓練は実施できて

おらず、今後は防災リーダーに対して要援護者情報の提供や支援についての知識を伝え

る必要性も感じています。 

（イ）取組み 

平成 30 年の台風の際には、独りで自宅にいることを不安に感じる独居高齢者のため

に、２つの会館を開放しました。また、開放する際には青色パトロールで会館を開放す
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ることを呼び掛けました。 

このような災害時の実際の対応に加え、日ごろからも浸水被害が想定される際の避難

方法について「住吉川地域防災マップ」を活用し、町会ごとに検討するとともに、災害

時の体験や他地域からの情報を参考に、車いすを利用する方や高齢者等に配慮した避難

所開設についての取組みを検討しています。加えて、住吉川地域の特性として、地域が

東西に長いため、平成 30 年度から新たに柴谷地区でも、地元企業の協力のもと、防災

訓練を行っています。柴谷地区の若い世代に地域を理解してもらうためにも「住吉川地

域防災マップ」は有用であると考えています。 

地域ネットワーク委員会で把握している要援護者情報については、町会の中で共有し、

要援護者への対応も含め、日ごろからの要援護者の把握に努めます。 

 

ウ 地域活動の担い手確保のための環境づくり 

（ア）課題 

地域において女性ボランティアは約 45 名、地区社協の地域支援部会において男性ボ

ランティアが約 25 名、登録され活動しています。男性ボランティアは比較的多いのが

特徴です。ボランティアの方たちは 70 歳前後の方が中心であり、高齢化しています。

また、新たに登録しても辞められる方も多い状況です。現在は仕事を持っている女性や、

定年後も 65歳程度まで仕事を続ける人が多く、人材確保の難しさを感じています。 

 （イ）取組み 

ボランティアに関しては無理に参加してもらうのは良しとせず、自発的な参加である

ことが重要であると考えています。行事によっては若い世代も参加していますが、今の

若い世代や子育て世代にとっては、地域での活動は負担感が強いというような声も聞か

れるため、イベントへの参加をきっかけとするなど、若い世代も含めた新たな人材が活

動に参加しやすく続けやすいような環境づくりを進めていきます。地域運動会やサマー

フェスタ等はボランティア参加の声掛けもしやすく、実際に参加してくれる方も多く、

そのまま他の活動にも引き続き参加してくれるように呼び掛けています。人手不足から

行事やイベントをまとめる議論をしているものの、継続は必要であると考えています。

イベントを毎回運営することは大変ではありますが、月 1 回のイベントで定期的に顔を

合わせる事がつながりづくりに一役買っている面もあり、地域活動の入り口としても大

切にしていきます。 

 

エ 子育てサロンならびに主任児童委員活動の周知 

（ア）課題 

      住吉川東部福祉会館（文化会館）において月１回、主任児童委員、民生委員 OB が中

心となって民生委員・児童委員やボランティア、あったかネットコーディネーターとと

もに、子育てサロン「このゆびとまれ」を開催しています。保育所へ通う子どもが増え

たためか、参加者は以前ほどには多くはありません。 

 （イ）取組み 
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      利用者数に関わらず、子育てに困っている方、悩んでいる方といった方には必要な場

所であると考えています。引き続き、３か月健診時等多くの親子が集まる機会でチラシ

により周知することで、子育てサロンや主任児童委員の活動を知ってもらえるよう引き

続き取組みます。経験豊富な民生委員等がフォローしながら若い主任児童委員が活躍し、

ボランティア等の力も借りながら継続的に安定したサロン運営をしていきます。 

 

オ 高齢者等の孤立 

（ア）課題 

      大きな道路等で分断されていたり、バスの路線が減ったりすることで、孤立してしま

う地域があります。また、地域の特性として、独居高齢者が多いものの、まだまだ地域

包括支援センターが接触できていない高齢者も多くいます。特に身寄りのない高齢者や

閉じこもりがちな高齢者の見守りが課題となっています。また、緊急時に独居高齢者等

の情報を医療従事者等が把握するために「あんしんカプセル」の活用を推進していまし

たが、消防署との連携がうまくとれていなかったり、情報の更新が進んでいなかったり

といった課題があります。また、「8050問題」を抱える家庭への支援等が課題となって

おり、他地域の取組み等の情報を収集しながら今後の方策を検討していきます。 

（イ）取組み 

      地域包括支援センターでは、上記のような高齢者等が孤立してしまいがちな地域にお

いて、令和元年５月から奇数月に定期的に開催していた法律相談会は、利用者数の減少

等により現在は実施していませんが、今後は不定期での開催を考えています。また、地

域包括支援センターと地域とが連携し、独居の身よりのない方の見守りに関心を持って

もらえるような学習会を開催することで、地域における見守り体制の強化を進めます。

「あんしんカプセル」の普及については、救急搬送時で使用されることのメリット等を

合わせて紹介し、消防署等と連携強化を区や区社協とともに進めることにより「あんし

んカプセル」が適切に活用されるように努めます。 

 

 

 


