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１ 地域の状況 

(1) 地域の範囲 

  浜口西２丁目、御崎１～４丁目、南加賀屋１丁目 

 

(2) 地域の特徴 

区の東部に位置し、北側は住吉川に接しています。地域の西部には住之江公園や護国

神社があり、西端は地下鉄四つ橋線、ニュートラムの住之江公園駅に隣接しています。  

また、区役所・保健福祉センターや区社会福祉協議会、消防署等公的機関の所在地

でもあります。 

平成 22年から人口は 2.8％減少しており、なかでも 0～14歳の人口が 21.5％減少し

ています。高齢化率については 27.8％で区の平均（28.4％）よりも低いですが、市平

均（25.3％）よりは高い値になっている状態です。市営住宅のある御崎４丁目は 32.6％

という高い数字になっています。 

 

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 8,566人 8,323人 7,863人 

・高齢者（65歳以上） 1,977人（23.2％） 2,289人（27.8％） 2,297人（29.2％） 

・単独世帯/独居率（65 歳以上） 587人（40.9％） 697人（42.4％）  

・こども（０～14歳） 1,120人（13.1％） 879人（10.7％） 735人（ 9.3%） 

・生産年齢人口（15 歳～64 歳） 5,425人（63.3％） 5,068人（60.9％） 4,831人（61.4％） 

・医療機関数 ・病院０・診療所５・歯科診療所５・保険薬局２ 

・市営住宅 ・11棟 779戸  
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(3) 主な取組み 

時期 取組み 取組み内容 

通年 住之江地区コミュニティ広場

の管理運営(通称区役所北広

場) 

高齢者のグラウンドゴルフ団体や小中学校のサッカー・ラグ

ビー団体等幅広い団体が使用、申込受付は御崎福祉会館 

随時 高齢者の把握 各町会で名簿管理、友愛訪問（町会ごとに実施） 

随時 餅つき大会 子ども会ごとに実施 

毎日 子ども安全見守り隊 小学校の登下校時 

毎日 青色防犯パトロール 年末と正月以外 年間 300日程度実施 

毎週 囲碁・将棋 毎週火曜日、10:00～12:00、御崎福祉会館 

毎週 100歳体操 毎週火曜日、9:30～12:00、御崎福祉会館 

毎月 御崎あおぞら市場 １月８月除く第 3土曜日 10:30～14:00、御崎福祉会館 

毎月 ふれあい喫茶 １月８月除く第３土曜日 10:00～14:30、どなたでも参加可

能、御崎福祉会館 

同時に高齢者向け食事の提供サービスを実施 

毎月 住之江区地域包括支援センタ

ーによる出前相談 

第４木曜日 14:00～15:00 御崎福祉会館 

毎月 健康体操 第４水曜日 13:30～14:30、65歳以上が対象（無料）、 

おひさま鍼灸接骨院と協力、御崎福祉会館 

毎月 健康スポーツレクレーション 第２水曜日 13:30～14:30、65歳以上が対象（無料）、御崎福

祉会館 

毎月 河川敷及び公園清掃 住吉川・十三間堀川及び３か所の公園、町会ごとに実施 

毎月 ママコム（住之江地域の子育

てサロン） 

１月８月除く第３土曜日 10：30～12：00、御崎福祉会館 

隔月 地域ネットワーク委員会 奇数月第３木曜日 19:30～、定例会議をして情報交換、御崎

福祉会館 

年４回 広報活動 地域活動新聞の発行、年３回と臨時号、各戸配布（4,000部

発行）、住之江連合地域活動協議会のホームページでも閲覧

可能、SNSの活用 

６月 住之江小学校 校内清掃   

年１回 絵手紙の送付 80～84 歳の町会加入者が対象、住之江区地域包括支援セン

ターと協力し往復はがきの返信で安否確認 

７月 小学校ピースフェスティバル 小学生と保護者が対象 

８月 納涼夏祭り 住之江小学校 

８月 地蔵盆   

９月 ご長寿敬老お祝い見回り活動 町会ごとに実施 

９月 敬老お祝い品の配布   
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10月 住之江連合大運動会 住之江小学校 

10月頃 防災訓練 避難所開設訓練・避難訓練など、住之江小学校、真住中学校 

11月 木の実園祭り   

12月 ウィンターフェスティバル 住之江小学校 

12月 歳末夜警 各町会で実施 

  

(4) 地域の主な課題と今後の取組み 

ア 高齢者等の要援護者の積極的な把握と見守り 

（ア）課題 

町会未加入者の情報を把握するのが困難であることが大きな課題のひとつです。特

に単身世帯の高齢者等の存在を把握することは難しく、当人が自身で情報発信する意

識を持つことも大事であると考えています。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」による要援護者名簿には、町会未加入者

も含めた情報が記載されており、町会未加入者の情報把握に活用できる可能性があり

ますが、見守りに同意しない、要援護者であるにも関わらず名簿に記載されていない

方をどのように見守るかが大きな課題となっています。 

町会役員も現役世代が増えてきており、平日日中の見守り活動を行うのは難しい状

況です。地域の見守りの要である地域ネットワーク委員会でも見守りへの意識は薄れ

つつあると感じています。 

（イ）取組み 

町会未加入者については「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」

における要援護者名簿と町会独自で聞き取っている情報とを照合、整理、情報共有し

ながら、地域ネットワーク委員会と町会や女性部や老人会ならびに民生委員が協力し、

各町会における要援護者の見守り体制を整備していきます。現在、地域においては、

各町会で町会長、女性部長が、85 歳以上の高齢者を対象に年に２～３回程度の友愛

訪問を実施し状況把握等に努めており、今後の見守り体制については、この友愛訪問

を基礎として、把握した要援護者の状況に応じた定期的な訪問の実施や、各町会の班

長には班単位の緩やかな見守り活動（ごみ出し日にごみを出していない家に気を付け

たり、町会費集金の際に声掛けを行うなど）をするよう伝えています。 

地域ネットワーク委員会の取組みとしては、毎年 80から 84歳までの町会加入者へ

絵手紙を送付し、返信状況で安否・状況確認を行っています。開始当初は 80％近く

あった返信率が令和２年度は 40％になっています。返信のあった方のなかで相談が

ある方へは地域包括支援センターへ情報をつないでいます。返信のなかった理由とし

て、高齢化により対象者が増えていることや新たな対象者には事業の趣旨がよく伝わ

っていないことのほかに、届いた郵便物に関心が低いことや事業の趣旨が伝わってい

ても、足が悪くポストまで投函しにいけない例などもあり、返信の有無のみで判断で

きないケースも出てきているなど、返信がなかった方へのアプローチをどうしていく
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かも今後の課題となります。また、絵手紙について、地域の人からコロナ禍やワクチ

ン接種で高齢者が困っている時こそ活用すべきとの意見もあり、今後は「お元気です

か？」といった一言だけでも絵手紙を出すことを検討したい。 

その他、集合住宅ではフロアごとに見守っていたり、一部の町会では「地域におけ

る要援護者の見守りネットワーク強化事業」における要援護者名簿の情報を地図上に

落とし活用することを検討したりしており、それぞれの班や町会の状況に合わせた見

守りを進められるように努めます。 

また、あったかネットコーディネーターが行う絵手紙の取組みと友愛訪問を基礎と

した見守りとを一体的に進めるなど、それぞれの活動の連携も進めるとともに、専門

機関である地域包括支援センターから得た情報をあったかネットコーディネーター

が町会長に提供したり、各町会の見守り状況を町会長から聞き取ったりすることで、

地域の見守りへの関心を上げるよう進めていきます。 

令和３年４月より、広報紙さざんかの配布業務を受託し、地域内 4,400戸を対象に

見守り活動を兼ねて配布しています。 

 

イ 買い物が困難な高齢者へのサービス 

（ア）課題 

区域内には大型のスーパーなどもありますが、高齢者にとっては量が多かったり、

店舗が自宅から離れていたりなどの理由から、買い物に困っている高齢者の方が増え

ています。 

（イ）取組み 

近隣の方が利用しやすい御崎福祉会館において、コンパクトな分量の食料品を販売

する御崎あおぞら市場を平成 30 年４月から開催しています。ふれあい喫茶や子育て

サロンと同時開催することで、人が集まるにぎやかな場になっています。毎回 120 名

ほどの方が利用されており、特に高齢者の方の利用が定着してきています。月２回の

開催を望む声もありますが、無理のない範囲で月１回の開催を継続していきます。 

令和２年度については、あおぞら市場は実施できず、またふれあい喫茶や子育てサ

ロンは７月に１回実施したのみとなった。 

 

ウ 地域活動の若い担い手確保のための環境づくり 

（ア）課題 

地域における活動の担い手は徐々に高齢化してきており、地域の見守りの要でもあ

る班長のなり手が不足しています。以前は、子ども会や PTA の活動に参加したやる気

のある現役世代の人々が、その他の地域活動に参加するようになる例が多くありまし

たが、最近は働き方や働く環境が変わってきていることから、子ども会や PTA の活動

に参加できない方が増えています。また、状況の変化に伴い、まったくの無償でのボ

ランティア活動は難しいのではないかとも考えています。継続した声掛けの成果から、

若い世代のボランティア活動への参加も一部では見られますが、地味で継続的な活動
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への参加については、声を掛けにくいと感じています。 

（イ）取組み 

常日ごろから、地域活動の新しい担い手を探しています。「御崎北町獅子お囃子連保

存会」のなかに組織した青年団は口コミで参加者を増やしており、盆踊りのテント設

営やブースの手伝い、運動会の準備や音響スタッフ業務等にも若い世代が参加してい

ます。公園の清掃活動には高齢者が、子ども会の廃品回収には子育て世代がそれぞれ

活躍しています。ボランティアの高齢化が課題となっている一方で、生き生きと町会

活動において役割を果たしている高齢者もいます。 

単に年齢や世代で区切るのではなく、地域の実情に合わせたゆるやかなルールで、

若い世代も高齢者も活躍できるような環境づくりに努め、地域にいる大工仕事やパソ

コン操作等の職業や経験から得た知識や技術を持つ人材を活かし、生き生きと活動で

きる環境を作っていきます。 

また、月１回の校下会議において、各子ども会役員や学校教員、青少年指導員が会

議を開催し情報交換をおこなっており、住之江わくトク倶楽部では、地域活動協議会

の広報部会が一般の登録者 400 名強に向け情報発信をおこなっている。 

 

エ 生活保護世帯の増加 

（ア）課題 

    以前からお住まいの方については、町会等をつうじて状況を把握できており、支援

が必要な時や何か問題が発生した際には地域で協力していましたが、他地域から転入

してきた方が、生活保護の基準で入居できるワンルームマンションに集中する例が多

くみられ、一部エリアでは生活保護率が極端に高くなっています。町会に加入されな

い方については、地域で状況を把握することができません。このように生活に困窮し

ている方の把握や支援は難しく、現状では地域単独で具体的な取組みに着手するのは

困難であると考えています。 

 

オ 少子化 

（ア）課題 

特に市営住宅では子どもの減少が顕著であり、世代間交流や、子ども会の開催や、

祭りができない等、従来とは様変わりしています。もっと若い世代に転入してもらい

活気のあるまちづくりをめざしたいと考えていますが、地域単位では対策を行うこと

は難しく、具体的な取組みを見出せないのが現状です。 

 

カ 子育てサロンの周知 

（ア）課題 

平成 28年６月より、地域活動協議会の福祉・健康部会が中心となり、主任児童委

員の協力を得ながら、子育てサロン「ママコム」をスタートさせ、現在では毎月 10

組程度の参加があります。ふれあい喫茶と同日に開催することで、ママコムの利用者
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がふれあい喫茶にも立ち寄る姿が見られます。また、福祉会館に掲示したポスターを

立ち止まって見る姿も見られ、地域の方々にサロンの存在が伝わってきている実感が

ありますが、子育てに悩む方や閉じこもりがちな方にも参加していただけるような周

知活動が必要です。 

（イ）取組み 

       子育てに悩む方や閉じこもりがちでなかなか誰かに相談できない方等の子育てサロ

ンに対する潜在的なニーズを想定しながら、地域内の各種団体等との協議や情報収集

等を行います。広報については、子ども・子育てプラザ、みさきようちえんやたかさ

き保育園の園児や住之江小学校の低学年児童を通してチラシなどを活用し、周知する

ようにしています。平成 30 年度からは LINE 公式アカウントを導入し、SNS を活用し

た周知にも力を入れています。今後もふれあい喫茶や御崎あおぞら市場とも連携しな

がら、SNS 等も活用して、多様な子育て世代の方が利用しやすい環境づくりを進めて

いきます。 

 

キ 学校と地域が連携した防災の取組み 

（ア）課題 

    これまで避難所開設訓練や受入れ訓練を小学校で毎年継続して実施してきたが、中

学校では実施できていなかった。住之江地域には真住中学校があるが、三小一中なの

で、住吉川地域や清江地域との連携が必要である。 

（イ）取組み 

令和３年 11月に地域活動協議会の事業として中学校での防災訓練を予定しており、

学校は授業として参加してくれる。住吉川、清江地域や PTAとも連携して防災の取組

みを進め、消防署や区防災担当とも協力し災害時の中学生の力を最大限に生かし地域

防災に取組みたい。また、高齢者はもちろん、様々な要援護者も受け入れる体制づく

りにも取り組んでいきたい。 

 

ク 地域が主体となる生活環境の整備 

（ア）課題 

一部のマンション近くで自転車が路駐されている。マンション自体に自転車置き場が

ないことが原因のようである。また、同じマンションから家電製品やゴミが道路上に

不法投棄されており困っている。 

（イ）取組み 

令和２年度に防犯カメラを４カ所６台増設し、注意喚起の貼り紙を掲示したところ、

効果があり、現在ではずいぶんと不法投棄やゴミが減った。 

 

   


