
 

太陽の町- 1 - 

 

 

 

 

 

太陽の町 

 

～安心だから、帰ってきたくなる町～ 

 

 
さざんか太陽の町協議会 



 

太陽の町- 2 - 

 

１ 地域の状況 

(1) 地域の範囲 

南港東６～９丁目、南港中４丁目 

 

(2) 地域の特徴 

区の西部に位置する南港ポートタウン内の北東部に位置し、大阪メトロポートタウ

ン線ニュートラムとも隣接した地域で、ポートタウン東・西駅が最寄りの駅として利

用されています。 

住宅地は、分譲マンション(1320戸)・UR団地(1508戸)によって形成され、隣接して

私立相愛大学や市立南港光小学校・南港北中学校が設置されています。 

また、南東部には南港中央公園があり、野球場やテニスコート、バーベキュー等が

出来る設備も併設され、スポーツや散策、アウトドアが身近に感じられる地域です。 

平成 22年から 11％強の人口減少が見られ、15歳未満は 16％強、生産年齢人口は 23％

近く減少し、高齢者人口は 40％近い増加があり、少子高齢化の進展が顕著です。 

 

   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 6,139人 5,451人 5,115人 

・高齢者（65歳以上） 1,061人（17.5％） 1,483人（27.6％） 1,835人（35.9％） 

・単独世帯/独居率（65 歳以上） 240人（30.1％） 350人（32.7％）  

・こども（０～14歳） 

・生産年齢人口（15 歳～64 歳） 

642人（10.6％） 

4,361人（71.0％） 

538人（10.0％） 

3,361人（61.7％） 

458人（ 9.0％） 

2,822人（55.2％） 

・医療機関数 ・病院０・診療所１・歯科診療所１・保険薬局１ 

・市営住宅 なし  
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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 地域ネットワーク委員会で 65 歳以上の要支援者名

簿作成、状況により分類し、要支援マップとして活

用（約 1,000名以上分） 

随時 認知症の方への対応 さきしま地域包括支援センター、南港北ブランチと

協力しながら認知症サポート医とも連携 

随時 もりもり（ふれあい訪問）活動 独居高齢者の孤立防止を目的に森ノ宮医療大学地

域連携センターと連携し、「お困りごと相談」とし

てサポート活動を令和３年５月より実施 

随時 メールによる安否確認 ２日～３日に１回実施 

随時 広報 ホームページによる地域活動紹介（随時更新） 

毎日 はぐくみネットによる見守り活動 通学時、小中学生が対象、7:30～8:00 周辺清掃、

8:00～8:30見守り活動 

毎週 お達者クラブ（百歳体操） 毎週水曜日 1部 13:45～14:45、2部 15:00～16:00 

毎週 グラウンドゴルフ 毎週月～土曜日 9:00～11:00、60歳以上が対象（参

加費等は問合せが必要） 

毎週 ゲートボール 毎週月～土曜日 9:00～11:00、60歳以上が対象（参

加費等は問合せが必要） 

毎週 カラオケ 毎週月・土曜日 13:00～16:00、60歳以上が対象（参

加費等は問合せが必要） 

毎週 大正琴 毎週木曜日 13:00～16:00、60 歳以上が対象（参加

費等は問合せが必要） 

毎週 健康麻雀 毎週金曜日 13:00～16:00、60 歳以上が対象（参加

費等は問合せが必要） 

隔週 利用団体による会館清掃奉仕 ２週に１回 

毎月 ふれあい食事サービス（会食） 毎月第１土曜日 12:00～13:00、65 歳以上が対象

（250円、事前登録要） 

毎月 ふれあい喫茶「燦」 毎月第３土曜日と月１回水曜日 10:00～12:00、概

ね 60歳以上が対象（100円） 

毎月 もりもりまちの保健室 毎月第３土曜日と月１回水曜日のいずれかで、ふれ

あい喫茶「燦」と合わせて開催 

毎月 お達者クラブ（脳トレサロン） 毎月第１火曜日 14:00～15:00、終了後は介護相談

も実施 

毎月 地域巡視 毎月 25日、青少年指導員、青少年福祉委員が実施 
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毎月 のびのびサークル（子育て支援） 毎月第３火曜日 10:30～12:00 乳幼児と保護者お

よび妊婦が対象 

４月 ふれあい花見会 ガーデンハイツ各町会が主催 

４月 花見会 老人会が主催、60歳以上が対象 

５月 親子バーベキュー大会 子ども会が主催、主に小学生が対象 

７月 夏休み映画大会＆天体観測 青少年指導員会とはぐくみ活動委員会が主催、主に

小学生が対象 

７・８月 ラジオ体操 PTAと子ども会が主催、はぐくみネット共催、地域

からの一般参加も可 

７月 校庭キャンプ 光小学校、子ども会が主催、相愛大学のボランティ

ア参加 

８月 南港ポートタウン祭り   

８月 こどもみこし 小・中学生が対象 

９月 町明地域清掃「ひまわり会」 花の町地域と共同主催 

９月 敬老の日の集い 敬老の日、65歳以上が対象 

11月 防災訓練   

12月 中学生餅つき大会   

12月 ふれあい餅つき大会 各町会が主催 

12月 歳末夜警   

１月 男性料理教室 地区社協とボランティアの交流 

２月 子ども料理教室 はぐくみ活動委員会が主催、主に小学生が対象 

３月 いちご狩り 子ども会が主催、小学生が対象 

３月 卒業旅行 子ども会が主催、小学生が対象 

３月 中学卒業生ボーリング大会 青少年指導員会が実施 

年２回 絵手紙 夏と正月に送付、単身の 65歳以上の高齢者が対象 

年４回 広報紙 全戸配布 3,000部 

    

(4) 地域の主な課題と今後の取組み 

ア 町会運営と町会未加入者への対応 

（ア）課題 

高齢者のみの世帯、認知症の方、障がいのある方、生活保護受給者、外国籍の方の

増加等により、ますます地域において支援を要する方を把握しておく必要があります

が、町会の加入率が低い住棟があり、全てを把握することは困難となっています。ま

た、町会加入率の低下や自治会のない UR 等は、地域や区における行事、活動等の情

報が届かないということにもつながっています。棟によっては管理組合の協力を得て

入居時に町会加入を案内していたり、別々に加入することになっていたりと加入方法

も様々です。また、餅つきや納涼大会をはじめとした様々な行事を実施していますが、
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町会加入のメリットを打ち出せていないのが現状です。 

（イ）取組み 

 管理組合の協力を得て入居時に町会の資料や入会申込書を渡すよう取り組んでいる

棟では、少しずつ加入する人が増えています。今後はこのような取り組みを継続し、

可能な限り広げたり、新規入居者への積極的な入会案内等を行ったりすることを検討

します。 

町会未加入者にも地域活動について知ってもらうために、年４回の広報紙「ふれあ

いだより」を町会加入・未加入関わらず全戸配布しており、「ふれあいだより」を読ん

だことをきっかけに町会加入した事例があります。また、地域活動協議会、住宅を管

理する総合管理組合、UR の共催で行う防災訓練や、お祭り等の誰でも参加できる行

事において町会加入の申込書のチラシを配布する、納涼大会のパンフレットに町会加

入を促進する記事を掲載する等して更なる町会加入を呼びかけており、こちらも少し

ずつですが町会加入者を増やす機会となっています。 

  

イ 災害時も含めた要援護者の見守り活動の推進 

（ア）課題 

高齢化に伴い、認知症の方の増加や徘徊等の問題が生じています。ふれあい喫茶や

食事サービス等において、主に男性の利用者同士の認知症の症状を原因としたトラブ

ルが増えています。また、単身の方や、昼間に家族が仕事に出かけている、いわゆる

昼間独居の方や障がいのある方等に対する地域における見守り体制の整備が課題とな

っています。町会費の徴収時の訪問も見守りの機会であると考えていますが、一部に

は年間分をまとめて徴収したり、口座引き落としで徴収したりしている棟もあり、必

ずしも見守りの機会となっていないのが現状であり、今後は多様な見守りの方法を模

索する必要があります。 

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」による行方不明者の協力依頼メールの運用については、個人情報の保護に

も配慮しつつ情報共有できる方法を検討します。同じく「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ついては、施設に入所している方

が記載されていることがあります。このような方については管理組合等が把握してい

る場合もあり、管理組合等との情報共有が必要です。 

高齢者や障がいのある方等に関する課題は複合的になってきており、専門機関との

連携が必要ですが、複合的な問題について相談する窓口がなく、さきしま地域包括支

援センターに、とりあえずつないでいるのが現状です。 

（イ）取組み 

太陽の町では、高齢者への絵手紙や各種案内等を１階の集合ポストにポスティング

することにより、ポストの堆積物等から異常の有無を確認し、安否確認を行っていま

す。また、希望者に対してはメールを配信し、返信の有無での安否確認も行っていま

す。 
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今後はこれらの取組みを継続しながら、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」による要援護者名簿情報と合わせて、地

域ネットワーク委員会で作成している要支援者を世帯類型や身体状態ごとに５色に色

分けした「要支援マップ」をさらに充実させて、支援が必要な方の把握に努めていま

す。また、「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」による行方不明者

の協力依頼メールを地域ネットワーク委員会でも受信しています。要援護者名簿の記

載内容については、名簿の基となる情報を管理する区役所や見守り相談室に、より活

用しやすい名簿となるよう意見を提示していきます。 

加えて、特に認知症による徘徊等の問題のある方については、さきしま地域包括支

援センターと協力しながら、２か月に１回定例開催するネットワーク委員会で必要最

小限の情報を共有し、訪問や声掛けや地域の行事に誘う等するとともに認知症予防講

座を実施し認知症への理解を深め、見守りを行っていきます。また、障がいのある方

については自立支援協議会が実施する「何でも相談」につなげています。 

令和３年５月より独居高齢者の孤立や地域との関わりの希薄化による孤独死の多発

等を防止するため、森ノ宮医療大学地域連携センターと連携し、地域高齢者のサポー

ト活動を段階的に実施。当面は「お困りごと相談」として、ネットワーク事務所に連

絡を受け、様々なケースへの対応が出来るよう連携した取り組みを進めていきます。 

災害時の見守り体制については、平成 30 年度の災害を機にルール作りが進んでい

ます。発災後にはネットワーク委員が集まり、要援護者名簿を活用し安否確認を行い

ました。また、災害時には UR やマンションの集会所等を開放し活用するため、鍵の

引継ぎ確認も行っており、常日頃から災害に備え活動しています。さらに、民生委員

は要援護者名簿に記載された方の安否確認を優先的に実施し、その他の方は電話等で

安否確認を行っています。電話での安否確認ができない場合には、高層階から確認へ

行くことになっています。また、マグネットシートを活用した安否確認を実施してい

る住棟もあります。 

 

ウ 地域活動の担い手確保のための環境づくり 

（ア）課題 

 現在、太陽の町では民生委員と有志のボランティアが地域ネットワーク委員として

熱心に見守り活動を行う等、多くの方が地域活動に参加していただいていますが、よ

り幅広い世代の参加により、地域活動をつないでいくことが大切です。より多くの方

に参加していただくためには若い世代とベテランをつなぐ中間層が必要となりますが、

太陽の町では 40・50 代の活動者もおり、世代の分断はあまり問題となっていません。 

太陽の町では以前にはあった、PTA 活動を経て地域活動に参加するという流れは少

なくなっています。若い世代は地域に関心や意識はあっても活動にあてる時間がない

人が多く、実際の活動に参加しづらいという課題があります。今後、一層若い世代に

も活躍していただき、世代交代するきっかけをつくっていく必要がありますが、一部

の人材に期待が集まりすぎ負担がかかりすぎでないか心配する声もあります。   
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（イ）取組み 

年４回発行している広報紙やホームページを活用し、地域活動協議会や地区社協や

地域ネットワーク委員会の活動等を情報発信するとともに、PTA や子ども会の活動を

されている方の中から他の地域活動へも入ってもらえるよう取り組みます。         

子育て支援の利用者として活動に参加していたお母さんたちが、現在は PTA や主任

児童委員等で活動している例や、町会の班長を務めた若い世代の方が任期後の OB で

構成する「協力会」へ入会し、引き続き地域活動へ参加してもらっている例も多くあ

ります。さらに、高齢者向けの行事等にも PTA や子ども会を動員する等して、縦割り

の活動にならないようにしています。このように、様々な入口で徐々に地域活動に参

加してもらい、つながりを保ちつつ、活動しやすい環境づくりに取り組みます。 

    

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 

太陽の町地域では、月に１回、主任児童委員を中心に民生委員・児童委員やあった

かネットコーディネーターおよびボランティアにより、太陽福祉会館において子育て

サロン「のびのびサークル」を開催しています。他区や他地域からも参加があり、利

用者数は安定していますが、保育園や幼稚園の利用が増えたことにより、参加する児

童の低年齢化が進んでいます。サロンでは、来てくれる方の満足を第一に考えており、

単純に参加人数を増やせばよいとは考えていませんが、子育てに悩みがある方、ニー

ズのある方、一人ではサロンに入りづらいと感じている方に来てもらいたいという点

が課題となっています。 

（イ）取組み 

より多くの人に子育てサロンの活動や主任児童委員を知ってもらうため、地道に声

かけをすることはもちろん、南港４地域合同でサロンや主任児童委員を紹介するリー

フレットを作成し３か月健診時に配布したり、区役所南港ポートタウンサービスコー

ナーに配架したり、地域活動協議会の広報紙に参加を呼び掛ける記事を掲載していま

す。区や大阪市の広報紙にも子育てサロンについての記事が掲載されるよう提案して

いきます。今後も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い、情報を

届けられるようにするとともに、支援が必要な人を把握できるように取組みを進めて

いきます。 

 

オ 地域の子どもとの関わりの変化 

 （ア）課題 

  住之江区では平成 27 年度より小中学校において学校選択制が導入されており、地

域に住む子どもが地域にある小学校や中学校に通学するという環境が変化しつつあり

ます。地域の小学生を対象とした行事に、他地域のこどもが参加する姿を見る機会も

増えており、他地域の子どもを受け入れる体制について検討する必要があります。ま

た、平成 30 年度には同じ南港内で小中一貫校が、平成 31 年度には中高一貫校が開校
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され、学校の体制の変化が、地域コミュニティにも影響することがあることから、広

く南港全体で考える視野も必要であると考えています。 

（イ）取組み 

小学生等を対象とした行事については、現状では、はぐくみ活動委員会等が他地域

の子どもについても受け入れています。少し遠いところから参加する子どもに配慮し、

チラシ等には保護者同伴もしくは送迎での参加を促しています。特に夜に開催する映

画大会に保護者が責任を持って送り迎えをしてもらうよう促しています。 

 

カ 外国人居住者等への対応 

（ア）課題 

外国語を母語とする住民が増えており、ごみに関すること等の生活に密着した情報

提供についても、多言語化する必要があると感じています。また、平成 31 年度に開

催された G20 サミットやその後の関西・大阪万国博覧会の開催を契機として、南港ポ

ートタウン内にも外国人観光客等の来訪が予想され、南港ポートタウン内に統一の多

言語対応の表示物や案内板の設置について検討する必要があるため、UR に多言語対

応の表示物設置を申し入れていますが、未だ実施されていないのが現状です。 

また、日本語を母国語としない住民との関係については、インターネットの発達に

より同じ国の出身同士でコミュニティを形成する傾向にあり、住民との交流が少なく

なり誤解が生じることもあります。ポートタウン西ビル等に国際交流拠点を設け、外

国人住民と地域住民が交流できる環境をつくる必要があると考えています。 

（イ） 取組み 

増加する外国語を母国語とする住民や外国人観光客等に対応するため、中国語・英

語の表示物を作成しています。 

 

キ 府立咲洲高校跡地利用計画の早期作成 

（ア） 課題 

太陽の町地区のほぼ中心にある、府立咲洲高校の跡地は廃校後利用計画が作成され

ず放置されています。グラウンドは地域のスポーツ活動等に利用されていますが、抜

本的な利用計画が不明で、地域住民は不安を抱えているのが現状です。早期に大阪府

や関係機関が連携し、ポートタウン活性化の核となりうる施設・利用計画を住民に示

す必要があると考えています。また、跡地には令和２年４月より災害時、緊急消防隊

の拠点として利用される予定ですが、平常時は各種イベント等やコミュニティスペー

スとして有効活用できないか検討が必要です。 


