
地域包括ケアの地区展開報告
等々力地区

等々力まちづくりセンター
等々力あんしんすこやかセンター
社会福祉協議会 等々力地区事務局
ぽーとたまがわ
等々力児童館

みんなで いきいき とどろき
～多世代共生のまちづくり～



等々力地区の概要①

東は大田区田園調布、世田谷区奥沢、
目黒区自由が丘に、西は世田谷区野毛、
中町に、南は川崎市に、北は世田谷区
深沢に接している。等々力地区の中央
部を東西に環状８号線と東急大井町線
が走り、南北に目黒通りが走っている。
国分寺崖線による起伏の激しさも特徴
のひとつである。

世田谷区 等々力地区

面積 58.049㎢ 2.882㎢



等々力地区の概要②

世田谷区 等々力地区

６５歳以上の
高齢者人口 185,753人185,753人 8,173人8,173人

０歳～１４歳
の年少者人口 108,546人108,546人 5,114人5,114人

年少人口率 11.79%11.79% 12.88%12.88%

人口 920,471人920,471人 39,694人39,694人

高齢化率 20.18%20.18% 20.59%20.59%

数値は、令和３年4月1日現在

世帯数 491,879491,879世帯 19,815人19,815人世帯



等々力地区の概要③ 町会・自治会

町会名 会員世帯数 町会の範囲

協和会 1,400
等々力１丁目1～10,16～26,31～34番,(11,12,15,27,29,30番の一部）
等々力２丁目1～31,34～38番,(33番の一部）
尾山台３丁目7～10,18～26,33,34番

等々力和敬会 2,090等々力２丁目32,39,40番,(33番の一部）、等々力３,４,５丁目全域、等々力６丁目(8～11番の一部）、中町２丁目(1,3,5～7番の一部）

等々力三和会 1,400等々力７,８丁目全域、深沢３丁目(29番の一部）

等々力六丁目町会 1,075等々力６丁目1～7,12～40番 (8～11番の一部）奥沢７丁目44～51,53番(52番の一部）

尾山台クラブ 233等々力１丁目13～14,28番(11,12,15,27,29,30番の一部）尾山台２丁目5～7,16～18番,(4,15,19,31,32番の一部）

尾山台灯交会 240尾山台２丁目3,8,12～14,20～22,26～30番、(2,4,9,15,19,23,31,32番の一部）

尾山台自治会 300尾山台１丁目全域、尾山台２丁目1,10,11,24,25(2,9,23番の一部）

尾山台３丁目町会 480尾山台３丁目1～6,12～17,27～32番

玉堤町会 1,100玉堤１,２丁目全域

数値は、令和３年4月1日現在



等々力地区の地域活動
等々力地区には等々力ならではの団体が活動している
等々力渓谷保存会等々力渓谷保存会
２３区内で唯一の渓谷である「等々力渓谷」を後世に残すため、設立された団体。清
掃・浄化活動、イベント（４月︓たけのこ堀り体験、７月︓七夕飾りづくり、１１月︓
みかん狩り体験）が行われている。

等々力農振会等々力農振会
等々力の農業の振興・農家の親睦のため、設立された団体。年２回（６月、１２月）玉
川総合支所で朝市を開催している。

等々力の歴史を語り継ぐ会等々力の歴史を語り継ぐ会
等々力の古い仕来たりの写真や文献を旧家から探し出し、「等々力の歴史をまとめる」
ため、設立された団体。協和会、等々力和敬会、等々力三和会の各町会から4名ずつの
計12名で、写真展の開催などの活動をしている。

その他の団体その他の団体
尾山台コミュニティ、おやまちプロジェクト、翠と渓のスポーツ・文化クラブ、東深
沢・等々力コミュニティ、玉堤小コミュニティなどの団体が活発な活動をし、地域の活
性化に貢献している。



等々力まちづくりセンター、等々力あんしんすこやかセンター、
社会福祉協議会等々力地区事務局に玉川地域障害者相談支援セ
ンターぽーとたまがわ、等々力児童館が加わり、五者連携で、
等々力地区の福祉に関する課題等に取り組んでいる。

まちづくりセンター
あんしんすこやかセンター

社会福祉協議会

まちづくりセンター
あんしんすこやかセンター

社会福祉協議会

等々力児童館 障害者相談支援センター
ぽーとたまがわ

・・ ・ ・
こころはみーんなおなじの

「ここみん」

玉川総合支所

たませみ

地域の方

五者連携五者連携で福祉の課題を解決︕

とどろきじどうかん
「とどもぐ」

三者連携三者連携

五者連携の取り組み①



五者連携の取り組み②

新型コロナウイルス感染症の影響で住民の皆様に集まっていただくこ
とができない中、昨年度までのご意見や仕事を進める上で感じたこと
を今年度の課題としました。

１ 高齢者関係

(１) 高齢者クラブの支援

(２) 高齢者見守り

２ 子育て関係

子育て関係機関に繋がっていない

方々への周知の検討。

３ 障害者関係

(１) 実行委員会と連携した玉川福祉

フェスティバルの開催。

(２) 「障害についての理解」の講座開

催などの住民の理解の場の検討。

(３) 「障害者の居場所」づくりの検討。

４ 施設関係

公的施設以外で区民が利用できる

施設の開拓。

５ 人材関係

(１) ボランティア活動の場の検討や

調整。

(２) ボランティア登録者の育成

６ 情報の発信

(１) 五者連携の活動内容に関してか

わら版の発行。

(２) デジタルサイネージを積極的に利

用したＰＲ。

７ 福祉施設と地区との友好的な関係

づくり

(１) 防災などをテーマにした多職種

交流会の開催。

(２) 町会などとの顔繋ぎと防災の啓

発のため、福祉施設にも参加しても

らえる防災塾の開催。

８ 地区民協との連携

民生・児童委員との関係性が希薄

にならないように交流会の開催。
９ その他

福祉の相談窓口の出張相談の検討。



玉川福祉フェスティバル①

開催の経緯
等々力地区で1999年から毎年9月に、子ども関連、障害者関連、
高齢者関連、ボランティアなど様々な福祉分野の施設が集まり、
独自でフェスティバルを開催

会場確保の問題、参加団体の減少など
継続が困難に…

当事者の方も
販売に参加

地元の方が
ステージに参加



玉川福祉フェスティバル②

“私たちはこのまちにいます“ というテーマで、
住民の方に近くにある福祉施設のことを知ってもらい
障害者や高齢者など生きづらさを抱える方に対する

理解や啓発を促したいという思いです

開催の思い



玉川福祉フェスティバル③

今年度の取組み

今後はフェスティバルの開催を通して、等々力地区地域包括ケアの一環として、
障害者支援、高齢者支援、子育て支援の輪が拡がっていくことを目指します

4月～ 各施設への呼びかけ開始
9月6日 実行委員会開催
10月～ 町会などチラシ配布



玉川福祉フェスティバル④

11月20日の当日の様子です。駅に向かう方やあんしんすこやかセンター主催
の体力測定に参加された方が立ち寄ってくださり、障害がある方や子育て中の
親御さんも販売に参加して、住民の方との交流をもつことができました。



高齢者クラブ活性化支援①

玉寿会 等々力
寿会

玉堤
みどり会

等々力地区管内は３クラブが活動している

アンケート調査の実施 各クラブの実態調査のためアンケート調査を実施した

１　部の名称

２　活動場所

３　部の活動日

４　部の代表者

５　代表連絡先

６　部の会員数

７　部の会費

訪問日 内容

※　名称から活動日までは初回訪問時に必ず聞くこと。

１　部のセールスポイント

２　会や部の困りごと

３　会や部の世話役の状況

４　等々力版はつらつフェスタの参加有無

令和元年度　高齢者クラブサポート調査票 セールス
ポイントなど

担い手に関す
る困りごと

参加者を
もっと増やしたい



高齢者クラブ活性化支援②

～アンケ―トにより高齢者クラブからでた課題～
・加入率の減少 ・高齢化により役員の担い手が不足している
・クラブの活動を紹介する機会がない、やりがいがほしい

玉川福祉フェスティバルと合同で
「等々力版はつらつフェスタ」を

開催することになった。
※玉川はつらつフェスタ…玉川地域の高齢者クラブの発表会

上記の課題を解決するための取り組みとして

開催に向けて準備をすすめていたが、
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で延期となった



等々力版はつらつフェスタが延期となっているため、
各高齢者クラブに対し個別支援を行っていく

スマホ講座を開催

高齢者クラブ活性化支援③

支援の一例

高齢化、認知症になっても通い続けられるクラブを目指し、高齢化、認知症になっても通い続けられるクラブを目指し、
認知症に関する講座を調整中。

高齢者クラブとの
打合せ

課題を共有し課題を共有し
事業の実施に向けて検討



玉堤エリアの出張相談会①

実態把握訪問に
よる玉堤エリア
における課題

バスで駅
に出るの
も大変

急坂で歩
いて登れ
ない玉川総合支

所まで遠い



玉堤エリアの出張相談会②

来られないなら、来られないなら、
行ってみよう︕

等々力地区
五者

連携会議

どこに︖どこに︖

地区会館なら皆
さん来やすい︖ 色んな活動やっ

てるらしいよ

ニーズはあるの
かな︖

ようか︕

出張相談
やってみ
ようか︕

いつ︖いつ︖
よね・・。

1回きり
じゃだめ
よね・・。



サポート多種多様な相談にも
対応が出来る体制

社会福祉協議会社会福祉協議会

ぽーとたまがわ

あんしんすこやかセンターあんしんすこやかセンター

まちづくりセンター
等々力児童館

玉堤エリアの出張相談会③



玉堤エリアの出張相談会④

体操には興味が
あるけど支所ま
では行けない

元気だけど大き
な掃除は手伝っ
て欲しい

スマホの使い方
がわからない

子育ての方などの
地区会館利用が少
ない、気軽に使え
るといいのに

10/27・１1/24 開催10/27・１1/24 開催



身の回り相談会の実施
⇒スマホ講座などの開催

児童の相談
⇒子育てなどの相談会の実施

なんでも相談会
の開催へ！

今後の
開催予定

周辺地域への周知
⇒健康相談などの実施

消費者被害相談
⇒警察との連携相談会の実施

玉堤エリアの出張相談会⑤



認知症カフェ 玉堤きままカフェ

平成29年からボヌール玉堤の集会室で毎月開催
ボヌール玉堤管理人が毎回工作プログラムを企画
コロナ感染拡大前はコーヒーと茶菓子を楽しみな
がら工作を行っていました。
緊急事態宣言解除後は、コー
ヒー、茶菓子の提供を休止し、
工作キットを個包装して再開

等々力地区のコロナ禍での取り組み①



等々力地区のコロナ禍での取り組み②

コロナ禍で顕在化してきた“困りごと”

体操講師の派遣が

ストップしてしまい困った

直接会うことができず
繋がりが薄くなった

コロナ禍、災害など

いざという時のつながり
認知症状が進行
する方が増えた

ちょっとしたこと
ができない

地区サポーターのグループ化をし困りごと解決プロジェクトが始動！！

☺
認知症になっても

通い続けられる居場所づくり☺

地域の方が講師となって体操講習会！

オンラインを通してつながりづくり♪

困りごと解決プロジェクトの取り組み



外出の減少や、活動の低下

ラジオ体操の実施①

コロナ禍に
よる変化

感染拡大の状況により、地区内の
高齢者の活動場所・居場所が減少

運動不足、身
体機能の低下

→他者との交流・
関わりの減少

拡大に留意しつつ新しい活動場所や居場所が必要

等々力地区のコロナ禍での取り組み③



感染対策に留意した活動場所の創設

屋外、雨天時でも実施が出来る場所

玉川総合支所
コミュニティ広場の活用

ラジオ体操の実施②
等々力地区のコロナ禍での取り組み③



定期的な運動の機会の創設

多世代にも参加してほしい

毎週月曜日開催毎週月曜日開催

ちょっと遅めの時間

誰でも気軽行える運動

ラジオ体操の実施

ラジオ体操の実施③
等々力地区のコロナ禍での取り組み③



実際の様子

高齢者クラブで声掛
けしたよ。子供も大人
も気軽に参加できる
といいね！！

昔を思い出して
楽しかった！！

毎週参加した
い！！

ラジオ体操の実施④
等々力地区のコロナ禍での取り組み③



多世代の方が活動参加をきっかけに交流

高齢者、子ども、障害者の方も誰でも参加

多世代での交流、地域共生の居場所づくり

保育園介護施設高齢者クラブ

会食会の実施

誰もがいつまでも住みやすいまちへ

みんなでいきいきとどろき
多世代共生のまちづくりを目指して

ラジオ体操なんでも
相談会

高齢者ｸﾗﾌﾞ
活性化

玉川福祉
ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

障害者施設

自主活動の創設



ご視聴ありがとうございました
・・ ・ ・
こころはみーんなおなじの

「ここみん」

玉 川 総 合 支 所

たませみ
とどろきじどうかん
「とどもぐ」


