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第１章 太⼦堂地区の概要

●太子堂1丁⽬〜5丁⽬、
三軒茶屋1丁⽬

●町会自治会 7町会
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太⼦堂地区とは



太⼦堂地区の人口
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令和３年４月住⺠基本台帳

世帯数（世帯） 人 口（人）

世田谷区 491,879
男 436,022
⼥ 484,499
計 920,471

太⼦堂地区 15,424
男 11,478
⼥ 12,514
計 23,992

地 区 人 口
（人）

高齢者人口
（人）

高齢化率
（％）

高齢者のいる
世帯

高齢者のみの
世帯

高齢者
単身世帯

世田谷区 920,471 185,753 20.2 136,419 34,902 61,797
太 ⼦ 堂 23,992 4,051 16.9 3,062 666 1,538

太⼦堂の昼間人口と常住人口 平成２７年国勢調査

昼間人口（人） 常住人口（人） 昼間常住
人口⽐率

太⼦堂地区計 36,293 24,494 148.1％



太⼦堂地区人口が減っている
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Ｒ２．４

月
７月 １０月

Ｒ３．１

月
４月 ７月

太子堂地区人口 24,225 24,231 24,120 24,016 23,992 23,845
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区⺠の諸活動への影響
▶２年度（2020年）は多くのおなじみの⾏事が中⽌
▶活動フロアの利⽤も少なかった
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▶地域住⺠への影響
・自粛による体力低下・気力の低下
・施設などへの通所・通園を控える。入院・入所しても面会が難しい
・家族それぞれのストレスが増えた

6

▶地域活動への影響
・地域行事、各種事業の中止
・区の施設、民間施設の会場が利用不可
・講師等の派遣中止
・活動団体も定員調整・消毒・体調管理など感染防止対策が負担となる
・限られた定員により、参加希望があっても受け入れできない

影響のまとめ



まちセン

商店街

金融機関

警察
消防

学校
子育てサロン

障害関係
事業所

介護事業所

NPO
ボランティア

町会

⺠⽣委員 あんすこ

医療機関

行政

社協

地区の生活課題・住民の福祉課題
見守りなどについて話し合う場

～今までのテーマ～
〇ごみ屋敷について
〇福祉は‘まちづくり’
〇太子堂・三軒茶屋での暮らしを支える取組みを知る
（買い物・金融・住まい・子育て）

〇太子堂・三軒茶屋のつながりを考える
（子育てサロン・支え合い活動・ダンディクラブ
・町会成年部の取り組み）

太⼦堂地区 ⾒守りネットワーク会議
R2年度はコロナ禍により対⾯開催は中⽌ → アンケート調査の実施

サロン
ミニデイ
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太子堂・コロナをともに考えるアンケート
（１）実施時期 令和２年１２⽉
（２）対 象 町会⻑ ⺠⽣児童委員 サロンミニデイ関係者

地区での事業者 地区サポーターなど
（３）集計した回答数 ５１
（４）主な質問

問1【生活の変化】
新型コロナウイルス感染拡大により、あなたの生活、仕事、活動は変化しましたか

問２【コロナ禍で生活で困ったこととよかったこと】
コロナウイルス拡大で困ったこと、逆にコロナ禍で気づいたこと（複数回答可）

問３【これからの知恵】
まだまだ続くコロナ、乗り越えるためにどうすればいいか

問４【コロナウイルス感染は恐い︖】
問５【自由意⾒】

第２章 コロナから⾒えた太⼦堂の課題（取り組みの背景）



太子堂・コロナをともに考えるアンケート

【生活の変化】
新型コロナウイルス感染拡大により、あなたの生活、仕事、活動は
変化しましたか。

９割近くが生活に変化
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変化した ８８％

べつに変わらない １０％

わからない ２％



太子堂・コロナをともに考えるアンケート

【コロナ禍での生活で困ったこと】 【コロナ禍で気づいたこと】

割 合
（％）

人に会えない ７８
家族に会えない ３１

訪問できない、ようすがつかめない ４５

飲み会ができない ４５

仕事が減った、収入が減った ２４

自分のストレスが増えた ３３

在宅で家族にストレスがたまった １８

外出の機会が減った ８６
高齢者などが家にひきこもりになりが
ち

５３

高齢者などのフレイルの進行が心配 ４７

体力が落ちた ４９

特にない ２

その他 ２

割 合
（％）

睡眠、食事、運動など健康に気を
つけるようになった

４３

なんでもないことが幸せなんだと
感じた

４５

家の中の整理や掃除ができた ３３

在宅でよく勉強できた。新しい知
識や技術が身についた

１２

スマホに替えた。LINEを始めた ６

新しい趣味をみつけた ４

特にない １６

その他 ６

人に会えない、外出できない
なんでもないことが幸せなんだ
健康に気をつけるようになった
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太子堂・コロナをともに考えるアンケート

【これからの知恵】

割合（％）

オンラインを活用しての会議や打ち合わせをしたい ３３

オンラインやスマホの使い方をまず覚えたい １６

イベントや集会には限界がある。人と人をつなぐ新しい手法を考えたい ３９

室内でも人数や換気を配慮した活動を心掛けたい ５７

屋外での活動を増やす工夫をしたい ２５

収束（終息）までじっくり待ってから、元通りの生活、活動をしたい ３９

その他 ４

オンライン活用などで、つながる新しい手法を⾒つける
定員制限や換気など、感染対策して活動
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太子堂・コロナをともに考えるアンケート
アンケートまとめ

・ほとんどの人に生活上の変化
・工夫や対策をして、何とか活動を推し進めたい
・前向きに乗り越える姿勢がある
・新しいコミュニケーションに挑戦、一方で
従来の対面のコミュニケーションの大切さも見直される



できることをやる。できないことはしない。
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第３章 事例紹介 コロナに⽴ち向かう太⼦堂



①太子堂ダンディクラブ

②青空保健・相談室

③青空カフェ 気軽に立ち寄れ自分らしく過ごせる居場所

懇話会「認知症とともに生きる希望条例」について

④青空ラジオ体操

⑤食を通した地域支援（フードドライブ）

第３章 事例紹介
コロナに⽴ち向かう太⼦堂 （コロナ禍での取り組み その１）

‘三軒茶屋ふれあい広場’を活用した取り組み
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〇「見える場所」での活動が
地域からも認知される活動へと発展

〇 買い物や散歩で通りがかった
『地域のダンディ』を呼び込み

〇退職後の男性を対象とした仲間づくり・社会参加の場
〇男性に合わせた筋力アップ体操等を取り入れた活動
コロナ禍により・・・

これまでの会場が使用できず、活動も中止。
外出機会や繋がりの喪失、身体機能の低下などが心配。

地域の資源
‘ふれあい広場’を有効活用しよう！

2020年9月～ 室内から‘屋外’での活動へ

「この状況下でもできることをやってみよう！」
住民スタッフからの気持ち・思いをカタチへ

会場：三軒茶屋ふれあい広場

①太子堂ダンディクラブ 2017年～

「逆転の発想」で新たなダンディとの繋がり
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②青空保健・相談室
〇2015年～ 健康や暮らしの相談窓口をブースで実施
〇地域の訪問看護ステーションと民生・児童委員と協働

コロナ禍でも継続実施

フレイル予防に いきいき講座
転倒予防体操 栄養講話等の連続講座

①生活や健康に関する相談窓口

②なじみの顔と話ができる場

③病気予防の学びの場

④地域との連携の場

地域のみなさま、専門職と共に

ブースから広場へ‥
この場所の可能性を模索



③青空カフェ 気軽に立ち寄り、自分らしく過ごせる居場所

懇話会
「認知症とともに生きる希望条例」について

2021年4月～ スタート

地域にはいろんな力がある

思いを話し、聞く場がほしい



④青空ラジオ体操

2021年7月～ スタート

〇老若男女 誰もが知っている
〇毎週水曜日 朝10時のやさしい時間

『希望の朝』をみんなで共有♪

カフェのメンバーの「この広場でラジオ体操とかできるといいね」

誰かの『思い』 実現 協力できるよ

チラシを見て
世田谷区ラジオ体操連盟会長
が協力を申し出てくださる

介護予防手帳にスタンプ！



⑤食を通した地域支援（フードドライブ）

町会
三軒茶屋銀座商店街
三軒茶屋駅前郵便局
太子堂郵便局
東急ストア
無印良品 三軒茶屋店
第一生命
全東栄信用組合
昭和信用金庫
薬局・歯科医院
ほか社協協力店 など

生活困窮の方を地域で支え合う

2020年9月・2021年9月

＊商店街に面した「ふれあい広場」で開催
‘これなら自分も参加できる’と今まで福祉とはあまり
ご縁のなかった方や、若い世代の方々からの協力も多かった。

今年の開催では2日間で
計1,200点の食材等が集まりました！
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〇生活困窮世帯の増加等の実状を地域共有
〇今、必要とする福祉活動を地域で取組む

地区社協の呼びかけで実施

地域の様々な団体・事業所による事業協力



①子育てサロンおきらくごきらく広場
オンラインサロン ☆広場＠おうち☆

②シニアこそ学ぼう！繋がろう！暮らしに役立つスマホ講座
～デジタルボランティアの活躍～

③医療や介護の専門職も つながりを絶やさず暮らしを支える
けあこみゅ太子堂（多職種連携会議）のオンライン開催

‘ICTを活用したつながりづくり’の取り組み
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第３章 事例紹介
コロナに⽴ち向かう太子堂 （コロナ禍での取り組み その２）



①おうちに居ても参加可能 ～オンラインサロンの開催～

孤立しがちな子育てママと繋がる

〇気軽に情報交換し、顔見知りができる「田舎の公民館」のような居場所を目指し活動

社協 子育てサロン「おきらくごきらく広場」

コロナ禍により・・・
自粛生活が続き、実家からの支援も困難な”孤育て”状態
繋がりが途切れず、子育て中の方の心の支えになる新たな手段が必要

2020年7月～
感染の心配がなく安心して参加できる

オンラインでの開催

現在は・・・
オンラインも対面も、それぞれに良いところがある
⇒対面を再開したあとも、継続して開催中！
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交流が苦手・臆する
方も参加しやすい♪



②シニアこそ学ぼう！繋がろう！暮らしに役立つスマホ講座

ICTの活用した生活地域づくりを目指す

新たな地域の担い手の創出
‘デジタルボランティア’の活躍

◎スマホ機能を通して、暮らし・防災・健康に
役立つ情報を得る力、活用する力を身に付け
日常生活をより豊かに育む

◎住民同士の学びあいの機会をつくりながら
ＩＣＴによる新たな繋がりづくり

～参加者からの声～
・マンツーマンによりわかるまで教えてもらい、

怖さより安心して、スマホを使えるように
なった

・体操教室でのグループLINEをしたい
・NHK、防災、地震など緊急時のアプリを

いろいろ活用していきたい
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2020年10月・2021年９月



③専門職のつながりを絶やさず 暮らしを支える

医療や介護の専門職も オンラインで

実際に現場で起きていることや課題を共有、検討する！
・太子堂地区は飲食街や人通りも多く感染リスクが高い
・高齢者が活動を自粛しても家庭内感染も起きる
・認知症の方など感染対策の実行が難しい場合もある
・家族が感染した場合の療養場所はどうしたらよいのか
・訪問や通所のサービスを取りやめることでフレイルや

認知症の進行が懸念される 7

コロナ前
2019年9月 現地でのグループワーク

コロナ後
2020年9月 現地とオンラインの同時開催

参加者：医師・歯科医師・薬剤師・訪問看護師・リハ職
ケアマネジャー・介護職・行政・あんすこほか

開催方法を工夫し、
連携し続けています

介護と医療の多職種連携会議
～けあこみゅ太子堂～
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ここがポイント︕

◎地域資源「ふれあい広場」を最大限に活用

◎地域の人が力を発揮

◎ICTなどによる新しい形での地域への発信・

新しいつながりづくり・地域活動へのきっかけづくり

地域課題の解決に向けて

第4章 まとめ
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今後に向けて 〜地域共⽣社会へ実現に向けて〜

人と人とのつながりを大切に、
地域住民の方々の声に耳を傾け
地域住民の皆さんと共に、
地区課題の解決へ向けて連携していきます



〜ご覧いただき、ありがとうございました〜
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あんしんすこやか

センターキャラクター

あんすこ君

太子堂地区

キャラクター

太子丸


