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～安心、安全、住んでよかった海の町～ 
 

 

脳トレサロン 
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１ 地域の状況 

(1) 地域の範囲 

   南港中３･７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西南部に位置し、緑が多く、静かな住環

境の地域です。北部をニュートラムが走り、ポートタウン西駅があります。コンテナ

ターミナルや物流倉庫等も多く、物流の拠点となっています。UR 団地と分譲マンショ

ンが中心の地域です。 

平成 27 年国勢調査では、人口は平成 22年国勢調査時から 10.5％ほど減少していま

すが、高齢者人口は 41％強増加しており、顕著な高齢化が見られます。 

 

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 5,547人 4,962人 5,321人 

・高齢者（65歳以上） 1,023人（18.5％） 1,448人（29.4％） 1,891人（35.5％） 

・単独世帯/独居率（65 歳以上） 132人（18.5％） 216人（22.0％）  

・こども（０～14歳） 

・生産年齢人口（15 歳～64 歳） 

478人（8.6％） 

4,028人（72.6％） 

414人（8.4％） 

3,062人（61.7％） 

530人（10.0％） 

2,900人（54.5％） 

・医療機関数 ・病院０・診療所３・歯科診療所１・保険薬局０ 

・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 高齢者等要援護者の把握 要援護者名簿を各地域で管理するほか、全世帯を対象と

した見守りに関するアンケートの結果や日常的な活動

を通じて支援を必要とする方を把握 

毎週 百歳体操 毎週水曜日 13:00～14:00、14:00～15:00 

感染防止対策として定員 14名以下で実施 

各活動によ

る 

親壽会（しんじゅかい） 

※緊急事態宣言中以外は

開催 

55歳以上が対象（月会費 250円） 

グラウンドゴルフ：毎週月・水・金曜日 9:00～10:30（月

参加費 200円） 

「見て・歩く会」：不定期 

うぐいす会（カラオケ）：毎週金曜日 13:00～15:00（月

参加費 200円）（休会中） 

民謡部：第２・第４金曜日 

くすのき会（書道部）：毎週木曜日 13:00～15:00 

囲碁クラブ：不定期開催 

各活動によ

る 

環境美化活動 

※緊急事態宣言中以外は

開催 

清掃：毎月第１土曜日 8:30～9:30、1 月 8 月以外年 10

回程度実施 

花壇植替え：年２回 

草刈り 

毎月 高齢者食事サービス事業 

※今年度は会食せずに持

ち帰りで開催中 

会食：毎月第３木曜日 11:30～13:00 65 歳以上が対象

（200 円、１週間前までに事前予約要）、お花見は４月

開催  

毎月 ふれあい喫茶 福祉会館、毎月の高齢者食事サービス事業実施後の直近

の土曜日 10:30～12:00 

毎月 子育てサークル「海の子

クラブ」 

毎月第３火曜日 10:30～12:00、未就学児と保護者およ

び妊婦が対象 

毎月 脳トレサロン 毎月第２火曜日 14:00～15:00、海の町在住の 65歳以上

の方が対象 

毎月 夜間巡視 毎月第２土曜日 21:00～ 

毎月 25日 21:00～(青少年指導員・青少年福祉委員) 

年４回 体験教室 文化活動、女性部が主催 

随時 広報紙「あこがれ」 全戸配布 

７月 南港ポートタウンまつり 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止 

７月/８月 納涼会 各町会で７月もしくは８月開催 

10月 農園収穫 幼稚園児と小学生が対象 

10月 海の町まつり 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止 
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11月 避難・防災訓練 年１回南港緑地域と合同実施、海の町地域住民、アスー

ル保育園、咲州みなみ小中一貫校、水都国際中学校・高

等学校、自衛隊が参加 

12月 クリスマス会   

12月 もちつき大会 各町会で開催 

12月 歳末夜警 12月 28日 29日 30日実施 

２月 親子ボーリング大会 小学生と保護者が対象 

 

(4) 地域の主な課題と今後の取組み 

ア 地域における安全・防犯活動の継続 

（ア）課題 

以前は、背中部分に「さざんか海の町協議会 見守りサポーター」と記載した青色

のベストとウィンドブレーカーをあらゆる地域活動の際に着用していました。目を引

く色で作られたベストに犯罪抑止の効果も期待していました。現在では、ベストが個

人購入扱いになったこと、在庫がないことから、必ずしも全員がベストを着用してい

る状況ではありません。新たなベストの作成が課題です。 

これまで実施してきた夜間巡視については、町会によって温度差があり、活動の様

子は様々です。また、地域担当の交番との連携が課題となります。 

今後は現状に応じた地域における安全や防犯のあり方を考える必要があります。 

（イ）取組み 

今後も引き続き、毎月第２土曜日夜９時からの夜間巡視と、毎月 25 日夜９時から

の青少年指導員や青少年福祉委員による夜間巡視とを継続可能な方法で実施していき

ます。 

          

イ 高齢者等の急病や事故等緊急時への対応 

（ア）課題 

認知症や単身の高齢者が増加しており、緊急時に必要な家族の連絡先等の情報を得

やすくする必要性が高まっています。海の町地域でも高齢化が進んでいるため、地域

としての対策が必要と考えられますが、町会ごとで管理組合と町会の関係が異なるた

め地域全体として対応は難しい状況です。 

また、海の町地域では、かつては町会を中心に「あんしんカプセル」の普及を進め

てきましたが、地域ネットワーク委員会において調査したところ、利用者数が減って

いたり、多くのカプセルの情報更新ができていなかったりといった現状が分かりまし

た。 

また、地域独自でさきしま地域包括支援センターと協力して取り組んできた「緊急

連絡カード」（対象者本人による登録により、地域包括支援センターや地域において緊

急連絡先を把握し、不測の事態に備える取組み。本人がカードに自ら記入し、持ち歩

くことにより、緊急連絡先等を第三者に示すことができる。）については、普及が難し
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いことと、情報のとりまとめ等についても管理が難しいことから、現在は取組みを休

止しています。 

 

 （イ）取組み 

あんしんカプセルについては、情報更新が必要な方に対しては、記載内容を更新し

ています。「緊急連絡カード」について、地域での取組みは休止しましたが、新たにさ

きしま地域包括支援センターが平成 31 年度の事務所の移転に際して全戸配布したパ

ンフレットの中に、氏名や血液型とともに緊急連絡先を示すことのできるカードを掲

載したことから、今後はこのカードを外出時に携帯することで、緊急時に家族等への

連絡が容易になるよう取り組んでいきます。 

 

ウ 高齢者等、要援護者の見守り活動活性化について 

（ア）課題 

 海の町においても高齢化は進みつつあり、高齢者等の要援護者は増加傾向にあるこ

とから、今後は近所づきあいの延長線上にあるものとして、見守り活動を活性化して

いく必要があります。 

 平成 27 年度から開始の行政情報をもとに作成された「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は、民生委員により災害も含めた有

事の際を中心に活用されています。平成 30 年度の災害時には名簿に記載された全戸

の安否確認を行ったものの、要援護者の状況によってはヘルパー等の事業者が安否確

認を行う体制が既に出来ていたり、名簿に記載された連絡先に連絡が取れなかったり

といった課題が露わになりました。 

 （イ）取組み 

 民生委員が要援護者名簿の情報を地図に落とし、気になる人を中心に訪問していま

す。また、地域内には介護事業所や障がい関係の事業所が多く入っている集合住宅も

あることから、地域包括支援センターにおいては、事業所と顔の見える関係づくりを

進め、民生委員の協力も得て「民生委員会・事業所連絡マップ」を作成しました。 

さらに、近所づきあいの延長線上に日常の見守りや災害時の助け合いがあるという

考え方のもと、令和元年９月には、普段の声掛け、災害時の安否確認、避難支援、見

守りボランティアへの参加意思を問う４項目からなるアンケートを、地域内の全戸を

対象に実施しました。アンケートを通じて判明した日常の見守りを希望する方に対し

ては、民生委員が中心となって電話や訪問などの対応を行っています。 

そのほか、平成 31 年度から福祉会館で実施している百歳体操は、関係者間の連携

強化や高齢者の見守りにつながっています。また、地域ネットワーク委員会等では、

見守り活動を活性化するために学習会を実施しており、今後もこうした活動を通じて、

要援護者の把握を行い、地域での日常的な見守り活動へとつなげていきます。 

令和２年度においては要援護者支援活動の一環として、要援護者の方の安否確認お

よび状況確認を実施しました。また、令和３年度には 80 歳以上の高齢者の方を対象
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に、新型コロナワクチンの予約状況を確認し、予約ができていない方に対して民生委

員による支援を行いました。 

 

エ 新たな地域活動の担い手確保のための環境づくり 

（ア）課題 

ボランティアの高齢化が課題となっています。気軽に活動できやる気を持てるよう

な仕組みや、企業や病院等と連携し担い手となってもらうような工夫も必要です。地

域ネットワーク委員は 1 年任期であり、任期後にボランティアとして活動してもらえ

るよう声掛けをしていますが、担い手の確保は難しい状況であり、ボランティアの数

も減ってきています。 

（イ）取組み 

 調理経験のある方が食事サービス等の経験を活かせるボランティアに加わることで、

周囲の他のボランティアの方々のやる気があがったり、食事サービス自体の質が向上

したりと、新たなよい動きが生まれる事例も出てきています。これまでのやり方では

継続や広がりを保つことが困難になってきているため、気軽にちょっとボランティア

に参加できるような方法を検討していきます。 

 また、見守りアンケートで見守りボランティアへの参加を希望された方を対象に、

ボランティア説明会を開催しました。さらに、令和３年３月には勉強会が開催されま

した。今後も、継続して勉強会を開催し、ボランティア参加希望者間のつながりを作

るとともに、それぞれに合った形での見守り活動への参加を促していきます。 

 地域の企業等との関わりについては、以前には企業が実施する防災訓練等に参加し

た実績があります。現在、地域活動協議会と地域ネットワーク委員会の会議に、町会

や各部会、小中学校、地域包括支援センター等に加えて、今後は地域の企業等にも参

加してもらえるよう引き続き準備をすすめます。また、南港南中学校の生徒を防災リ

ーダー制度があり、訓練等で小学生の誘導役を担ってもらう等、災害時の担い手とし

ての中学生の力にも期待しています。 

 

オ 町会運営と地域行事の活性化 

（ア）課題 

南港ポートタウン地域は全てが集合住宅から構成されており、同じ住棟での関わり

が重要となるため、管理組合の存在が大きくなる等、他の地域とは違う特色がありま

す。また、海の町地域では当初から自治会と町会を同じ組織としていますが、一部の

集合住宅においては、町会がなく居住者管理組合がある等、地域内でも町会や管理組

合の状況は異なります。 

地域活動協議会と地区社協で年数回町会の加入未加入に関係なく広報紙を全戸に配

布し、より多くの方に行事や活動に参加してもらい、ゆくゆくは町会へも加入しても

らおうと取り組んでいますが、食事サービス等の行事に参加する方は住民のごく一部

に限定されており、福祉会館の開館日数が週４日のこともあり、福祉会館の存在自体
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を知らない方もいます。また、町会のない住宅については、一部の活動の周知はでき

ているものの、町会自体についての周知が十分にはできていません。 

（イ）取組み 

 地域の運営は、町会単位で実施することが基本であり、今後、町会を活性化すると

ともに、UR 賃貸住宅や新たに賃貸として入居が始まった旧雇用促進住宅において、

町会設立の支援や町会加入率の向上に向けて取り組んでいきます 

また、食事サービス等の生活に密着した活動は、町会による各世帯の状況把握をも

とに町会単位で各住棟の集会所等を活用して利用者が固定化しないよう細やかに実施

し、それを地域活動協議会が支える形へ変えていくことを検討してきましたが、担い

手が不足していることもあり、会館で地域全体を対象に行うこととしています。 

   

カ 集合住宅のエレベーターが止まらない階に居住する高齢者の支援 

（ア）課題 

南港地域にはエレベーター不停止階（スキップフロア）がある集合住宅がたくさん

あります。車いす利用者にとっては移動が困難で外出に支障があるとともに、送迎や

移動の介助のサービス提供を受けようとしても受け入れ事業者が限られています。 

（イ）取組み 

 バリアフリー化がなされていない住宅にお住まいの方に対し、地域包括支援センタ

ーと協力して介助サービスの案内や事業者に関する情報提供を行う等、ニーズを見極

めながら見守りを行っていきます。 

 

キ 子育てサロンの活動および主任児童委員の周知 

（ア）課題 

 海の町地域では、主任児童委員と民生委員・児童委員およびボランティアによって、

子育てサロン「海の子クラブ」が海の町福祉会館において月１回開催されています。

近頃では母親だけでなく父親や孫を連れた年配の方の姿も見られるようになっていま

す。そのため、開催回によっては会場が手狭になることもあります。 

 （イ）取組み 

 より多くの人に子育てサロンや主任児童委員の活動を知ってもらうため、口コミや

ポスター等で周知を行っています。南港地域には、日本語を母国語としない方も多く

おられることから、日本語、英語、中国語を併記した子育てサロンの案内ポスターを

新たに作成し、集客施設等への掲示などを通じて周知を図っています。「海の子クラブ」

では他地域からの利用者も含め、利用者が増えてきており、参加人数によって部屋の

使い方を工夫しています。増える利用者に対応するため、他地域のように小学校の部

屋を活用する等、小学校への協力要請を検討します。 

 令和２年度は、子育てサロンのクリスマスイベントとして希望者にプレゼントを配

布しました。日頃からサロンを利用している方以外の方からの応募も多く、新たにつ

ながることができた家庭もありました。また、クリスマスイベント参加者に対して、
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『子育て支援情報紙「わいわい」』を毎月配布しています。 

ク 新たな学校との連携 

（ア）課題 

 海の町地域では、平成 30 年度に大阪市立南港渚小学校と大阪市立南港緑小学校が

廃校・統合され、大阪市立南港南中学校敷地内に新たに施設一体型の咲州みなみ小中

一貫校が開設されましたが、以前よりも関わる機会が少なくなっています。 

また、平成 31 年度には小学校跡地に、大阪市立水都国際中学校・高等学校が開校

しました。海の町地域内でこれまで培われてきた中学校連絡会等の海の町地域と南港

緑地域双方の民生委員長等が関わってきた連携が継続できるよう、今後も取り組んで

行く必要があります。 

（イ）取組み 

学校選択制により海の町地域の子どもが必ずしも小中一貫校に通うとは限らないた

め、民生委員による一部のお祝い行事などは見直しました。今後は大阪市立水都国際

中学校・高等学校も併せて、学校との新たな関係づくりを進めていきます。 

 


