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花の町福祉会館前の花壇 
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１ 地域の状況 

(1) 地域の範囲 

   南港北１～３丁目、南港中５･６･８丁目 

 

(2) 地域の特徴 

区西部の南港ポートタウン内北部に位置し、南港のなかでは最も広く ATC（アジア太

平洋トレードセンター）やインテックス大阪・ホテル等の商業施設が集合し、観光施

設も充実してきており、人の往来が盛んな地域。地域内をニュートラムが走っており、

中ふ頭駅、トレードセンター前駅、コスモスクエア駅と３つの駅が所在しています。

また、南港北地域（１～３丁目）にマンション群の建設が見られ、新しいまちが形作

られようとしています。 

平成 22年当時からは、人口は３％近く増加しており、0～14歳の人口も 11％近く増

加しています。高齢化率は区内では低い地域ですが、高齢者人口は 48％以上増加して

おり、高齢化は進んでいると言えます。 

 

平成 22年 

（国勢調査） 

平成 27年 

（国勢調査） 

令和２年３月 31日現在 

（住民基本台帳人口） 

・総人口 9,402人 9,658人 8,838人 

・高齢者（65歳以上） 1,626人（17.3％） 2,408人（25.0％） 2,715人（30.7％） 

・単独世帯/独居率（65 歳以上） 211人（23.6％） 326人（24.7％）  

・こども（０～14歳） 

・生産年齢人口（15 歳～64 歳） 

1,243人（13.2％） 

6,525人（69.4％） 

1,377人（14.3％） 

5,830人（60.4％） 

1,237人（14.0％） 

4,886人（55.3％） 

・医療機関数 ・病院０・診療所１・歯科診療所４・保険薬局１ 

・市営住宅 ・５棟 870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 町会において 65 歳以上の名簿を管理し地域ネットワー

ク委員会において集約を準備中（1,900名程度を把握） 

毎月 高齢者食事サービス

事業 

会食：毎月第３土曜日 11:00～13:00 70 歳以上が対象

（300円、事前予約要） 

配食：身体の状況等で会食へ来ることができない方 65

歳以上が対象 

毎月 ふれあい喫茶「茶論」 毎月第２木曜日 10:00～12:00、毎月第４土曜日 10:00～

13:30 

毎月 すくすく広場（子育て

支援） 

毎月第２火曜日 10:30～12:00、０～３歳位までの未就園

児童と保護者が対象 

毎週 グラウンドゴルフ 有志で実施、毎週月～土曜日 8:30～10:30 

毎週 健康体操（介護予防） 毎週月曜日・木曜日第１部 10:00～、第２部 11:00～、

第３部 13:00～ 

７月 夏祭り   

７月～８月 ラジオ体操 ７月末～８月上旬の 10日間 

８月 南港ポートタウンま

つり 

南港４連合町会で実施 

９月 町明地域清掃「ひまわ

り会」 

太陽の町地域と合同開催 

11月 ユニカール大会と焼

きそば 

小学生が対象  

11月 防災訓練 避難所開設訓練 

12月 中学生餅つき大会 太陽の町地域と合同開催、中学生が対象、青少年指導員

が中心となり実施 

12月 歳末夜警   

１月 ウインターフェスタ 全住民対象 

隔年 敬老祝賀会 ２年ごとに９月に開催、65歳以上が対象 

年４回 広報 年４回広報紙を発行、SNS での情報発信、ホームページ

準備中 

   

(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情報の把握 

（ア）課題 

現在の町会加入率は比較的高いものの、集合住宅ごとに加入率は異なっています。

町会の加入についての強制力や会費の徴収方法も様々ですが、概ね若い世代は役を担
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うことに負担感を感じて入会しない方が多くみられます。 

地域内においても、高齢者等の孤立死が実際に起こり、管理事務所が緊急連絡先を

把握できておらず関係者に連絡をとるのに時間がかかったケースがありました。支援

が必要な方を把握し地域における見守り活動等につなげるため、地域ネットワーク委

員会では、毎年５月に町会単位で確認した 65 歳以上の高齢者の状況を集約していま

すが、町会に加入している方であっても、連絡先を報告されない方も見受けられます。

また、南港北地域には新しいマンションが建設されており、町会が未組織であったり、

加入者が少なく状況把握が困難であったり、町会が組織されていても連合町会に加入

していなかったりするため情報が行き届かない等の課題が生じています。また、既存

の集合住宅においても、階が違ったり、使用する階段が違ったりする住民どうしでは、

日ごろ顔を合わせる機会がないため、お互いの情報を把握しづらいという集合住宅な

らではの課題もあります。 

また、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」における要援護者名簿を用い、民生委員が各地域の情報を把握して見守り

に活用できるよう取り組んでいますが、名簿に載らない人の見守りについても課題で

あると考えています。 

（イ）取組み 

一部の地域では２回に分けて全世帯に緊急連絡先の調査に関するチラシをポスティ

ングしたところ、返答率が比較的高くなった実績があります。今後は、他の町会でも

実施できるよう町会長同士で話し合うことを検討しています。また、調査をしても連

絡先の登録を強制することはできないため、何等かの方法で情報を得ることができる

よう併せて検討します。 

町会未加入者への対応としては、ふれあい喫茶等の活動や、広報紙（さざんか花の

町協議会として年４回発行）を町会加入未加入に関わらず全戸配布することで、南港

北地域にも最低限の情報伝達ができるようにしているほか、民生委員同士の連絡を密

にしたり、マンション管理組合の協力を得たりして情報発信や行事への参加者とのコ

ミュニケーション等を心がけ、高齢者等の把握の範囲を広げるよう取り組みます。今

後も、多くの方が関心を持つ防災訓練等の機会を活用し、ヨコつながりの重要性を実

感していただき、一人でも多く町会に加入していただくよう取り組みます。 

 

イ 高齢者等要援護者の見守り活動の促進 

（ア）課題 

閉じこもり傾向にある方をどう支援に結びつけるか、認知症の高齢者を地域でどの

ように見守るか、が課題となっています。連絡がとれず新聞がたまったままになって

いるなど気になる方や、近くに親しい人がおらず支援拒否を続けている方もおられま

す。一部の棟では、「お助け隊」や買い物支援の取組みがされていますが、ボランティ

アに頼むことを遠慮される方もおられることから、支援することが出来る方の掘り起

こしや、相互扶助のような仕組みを考えていくことも必要です。 
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現在は、あったかネットコーディネーターや民生委員が、気になる方の見守りを個

別に行い、地域包括支援センターやブランチと連携しながら、食事サービス、ふれあ

い喫茶、講座、教室等の地域活動への参加を促すことにより、見守り活動に結びつけ

るよう取り組んでいます。町会の役員や班長は１年交代制であるため見守りの体制づ

くりは難しく進み難く、花の町全体での要援護者等の情報把握は難しいため、地区単

位での見守りが必要であると考えています。そのため、町会の班長にも見守りの重要

性を知ってもらうよう、地区単位での学習会を検討していますが、なかなか実現して

いません。「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」によって整備され

る要援護者名簿の適切な活用とともに、町会長と民生委員とのつながりを積極的につ

くるなどしながら地域での見守り活動を活性化していく必要があります。 

（イ）取組み 

今後の見守り活動の推進にあたっては、ケース会議等で当番を決めたり、訪問等に

よる見守りを実施したりするよう、区や区社協の協力を得ながら、各町会を対象にし

た学習会等を実施し、見守りの体制・仕組みづくりについて、引き続き検討を進めま

す。また、民生委員が中心となって、地域独自で行方不明者の情報を各団体へ配信す

るシステム（花の町 緊急時支援ネットワーク「あいネット花」）の構築しました。本

格実施は、段階的に進めていきます。 

さらに、比較的若い世代が多い地域においても、子育て世代も同世代以外の世帯と

つながっていないケースもあり、高齢者のみならず若年層も含めた閉じこもりがちな

方々へのアプローチも検討していきます。地区単位や町会単位の学習会を区や区社協

の支援を得ながら開催することや、買い物支援代行等の有償ボランティアの仕組みを

つくることを検討しています。 

 

ウ 地域活動の担い手の発掘 

（ア）課題 

様々な地域活動においてボランティアの方に活躍いただいていますが、今後も活動

をつないでいくために、より多くの若い世代の担い手に参加してもらう必要がありま

す。南港北地域には若い世代が多く居住していますが、距離が離れており、交流の機

会が少ないことが課題となっています。また、集合住宅で構成されたまちの特性とし

て、店舗が少なく自営業者も少ないことから、昼間に活動できる担い手が少ないとい

う課題もあります。SNS やホームページで情報発信をしているものの、若い世代の地

域活動や福祉への関心は低いと感じており、ボランティアをしたいと考えても何かきっか

けがないと入りづらいのではないかと考えられます。イベントには若い世代のボランティ

アも多く参加しますが、働いている現役世代にとっては、イベント時などの単発的なボラ

ンティア活動には参加できても、継続的な活動への参加は難しいようであり、組織を担う

人材が不足している状況です 
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（イ）取組み 

若い世代が反応しやすい情報を SNS で発信し、子育て情報に限らず地域の情報を

共有できるようにします。また、ポスターでのボランティア募集と並行して、新しい

担い手となるような若い世代に参加してもらいやすいよう、継続的な活動にこだわら

ず、まずはボランティア登録をして何かあるときに声をかけるといった、イベントや

行事ごとに集まって参加できるようなボランティア活動の方法を検討し、責任を持っ

て参加するボランティアとして育成することをめざします。 

 

エ 防災意識の向上 

（ア）課題 

日常からの災害に対する備えが重要と言われていますが、地域においては、災害時

の避難困難者の救助意識等が希薄であることから、常日頃より防災意識を高めるとと

もに、備蓄等も確認していくことが大切です。 

花の町地域内でも、集客施設や企業が多い地域、住宅ばかりの地域など、状況は一

様ではなく、それぞれに適した災害対策があると考えています。 

住宅ばかりの地域では、昼間は地域外に仕事に出ている方がほとんどであり、その

間に災害があれば、地域には子ども、高齢者、学生が残されることになるため、初期

活動等においては中学生が重要な担い手となりえますが、中学校は他地域にあるため、

災害対策における中学校との連携は十分であるとは言えず、太陽の町地域との合同訓

練が必要であるという声もあります。また、集客施設や企業が多い地域については企

業等との連携が必須となりますが、地域内にある企業にどうアプローチしていくかの

検討が必要です。 

  （イ）取組み 

昼間の担い手については、学校・PTA との連携を検討していくとともに、防災リー

ダーを中心に内容を検討し、地域の特性にあった防災訓練を実施しています、。若い世

代の方にも届くよう、訓練の様子などの情報は、地域活動協議会の広報紙「花だより

新聞」に QR コードを掲載し動画で見ることができるようにしたり、フェイスブック

で発信したりしています。 

訓練には高齢の参加者も多く、高齢者等に対する普段の見守り活動を活かす形で、

地域で把握した要援護者に対して災害時における対応をどうしていくかといった点に

ついて検討を行い、災害時でも安心できる地域づくりを進めるために、まずは少しず

つでも地域内の連携を強くしていきます。最終的には、他地域で実施した企業に向け

たアンケート調査をとおして企業等と連携することをめざしていきます。 

 

オ 地域の広がりに合わせた新たな活動拠点の開拓 

（ア）課題 

コスモスクエア駅周辺の南港北地域でのマンション開発が始まり、平成 18 年から

入居が開始され、花の町地域はポートタウン内外に広がるまちとなりました。区内で
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は唯一児童数が増えている南港桜小学校があり、今後の更なる地域の広がりに合わせ

た新たな活動の方向性を検討する必要があります。南港北地域では、町会単位で茶話

会などの独自の活動が始まっているところもありますが、公共の場がないことから、

子育てサロンや食事サービスが開催されていません。ポートタウン内で開催している

子育てサロンには、南港北地域からの参加者が半数近くになることもあります。      

 （イ）取組み 

民生委員・主任児童委員については、校区に２名配置されるところを、南港北地域

に追加で１名配置し対応しています。 

子育てサロンや食事サービスについては、より身近な場所でニーズを満たすことが

できるよう、南港北地域の各マンション管理組合等との連携を進めます。町会がない

集合住宅については、子育てサロンのチラシをポスティングして周知しています。今

後も、ウインターフェスタや盆踊りなどの催しをとおした交流も深めていきます。 

 

カ 子育てサロンや主任児童委員活動の周知 

（ア）課題 

花の町地域では、主任児童委員を中心にして女性民生委員・児童委員とボランティ

アによって、未就園児童を対象とした「すくすく広場」を月１回花の町福祉会館にお

いて開催しており、毎月４～８組ほどが参加しています。引き続き、子育てに入る前

から悩み等を聞き、つながりづくりをしていくために、妊婦の参加も増やし、閉じこ

もりがちになる親子にアプローチしていくことが課題となっています。また、今後北

部の地域にマンションが建つことから、ますます若い世代や子どもが増えることが予

想されるため、相談件数や増えることも想定していますが、当該地域は小学校区とし

ては光小学校区になり他地域内になるため、就学前と就学後で民生委員・児童委員の

支援が引き継がれにくくなるのはないかと懸念しています。   

 （イ）取組み 

引き続き、子育てサロン活動や主任児童委員の活動を知ってもらうため、各棟にポ

スターを掲示したり、３か月健診時等にも子育てサロンを周知できるよう、区役所の

南港ポートタウンサービスコーナーにチラシを配架したり、小学校の入学式後の保護

者会でも民生委員が参加し、リーフレットを配布しています。また、少しでも親しみ

を持ってもらって気軽に相談等をしてもらえるように、地域の広報紙に民生委員の顔

写真とコメントを掲載してもらう等周知に努めてきました。 

今後は、さらなる周知の機会を検討し、より多くの人にサロン活動や主任児童委員

を知ってもらうことで、参加者を増やし、また支援が必要な人を把握できるよう取組

みを進めていきます。 

 

 


