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報  告  書
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東淀川区

取組み内容

取組みの成果・今後に向けて

平成30年度参加人数など

　「宿題」を含む学習を主な内容として前段 1時間タブレットによる学習
や学校での宿題をおこない、その後、軽食を提供する。食後の 1時間は
主にカードゲームや参加している大人との会話、その他リラックスした
中で時間を過ごす。
　募集は毎回小学校・中学校に保護者向けと児童生徒向けに周知チラシ
を作成し配布する。
　こどもたちの居場所として確立するため、子どもたちを自主性を尊重
し、一緒に楽しみながら関わっている。

　学校・塾・スポーツクラブや広場、家庭、自分の部屋などではない第 3・
第 4番目の「こどもの居場所」を信頼できる地域団体が提供し、意図的
に両親以外の大人と信頼関係を築ける「子どもが居ても良い」場所を提
供することを目的としてきたが、徐々に口こみも含めて、こどもたちの
参加が増え、一定程度効果があがっている。現在、月１回の開催であるが、
今後は月２回実施できるよう、準備をすすめている。

9回実施し、こどもたちも徐々に増え、のべ 180 人が参加

開催日時：毎月第 2火曜日　18：00～ 20：00
活動場所：井高野福祉会館（北江口２－４－８）
参加対象： 大阪市立井高野小学校下在住の
　　　　　小学生・中学生
問 合 先：井高野福祉会館
　　　　　０６－６３４０－８７６５ 

いたかの地域活動協議会

東淀川区

はじめに

　地域生活課題が複雑化、多様化しているなかで、「居場所」が、人と人とのつながりの場づくりとして、また地
域のつながりづくりの拠点として注目され、広がりを見せています。
　孤立を防ぎ、人と人とが支え合うことができる地域づくりを推進していくため、大阪市社会福祉協議会では、Ｎ
ＨＫ歳末たすけあいの配分金を活用した事業「居場所づくり支援事業」を、平成 30年度に創設しました。　　　　　　          
　さまざまな形の居場所の取組みを紹介することにより、今後の各区・地域における新たな活動の展開の一助にし
ていただければ幸いです。
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こども食堂　あゆみ 旭　区

住吉区

取組み内容

取組み内容

取組みの成果・今後に向けて

取組みの成果・今後に向けて

平成30年度参加人数など

平成30年度参加人数など

　こどもも大人も喜んでもらえるようなメニューの提供を心掛ける。
　誰もが気軽に集える「食」というツールを通して、こどもと高齢者、また保
護者と高齢者が楽しみながら、ふれあい親しみをもつ中で、地域で次世代を育
てる大切さを高齢者にも意識してもらう。
　ボランティアの手作り料理を楽しみながら、小さい時からボランティア活動
にふれることで、若い世代にもボランティア意識をもってもらう。

○毎回ボランティアがカレー・からあげ等、手作りの料理を提供。
○季節感を味わってもらうことを意識し、「カレーまつり」では、高齢者
との世代間交流をおこない、「流しそうめん」は、こどもたちに好評だっ
た。
○食後は、地域の大学生の協力で“一緒に遊び”“学習支援”もおこなっ
ている。
○食べるだけでなく、“遊ぶ”“学ぶ”にも、力を入れ、地域の大学生や
高齢者との交流など、地域行事とのコラボを心がけている。
○ボランティアは、２ヶ月に１回、反省会を開催。区の子ども食堂連絡
会にも参加。

　当初は参加人数が少なかったが、チラシや口こみで徐々に地域に知
れわたり、最近は参加者も増え、ごはんを味わいつつ、みんながゆっ
たりと過ごせる共生の場となっている。
　今後は、毎回の参加者がこども 20 人、大人 20 人を目標として、食
事だけでなく、遊びやゲームなども取り入れ、みんなが集えるより楽
しい場所にしていきたい。

　友達や大学生と一緒にバランスの良い食事を摂ることができ、こども
同士、地域の大学生や大人たちとの交流を通して、顔の見える関係がで
きた。また定期的に開催・参加することで、「自分たちの居場所」という
気持ちが生まれた。
　今後も学校のいきいき教室と連携しながら、地域との交流を通してつ
ながりをつくり、地域活動にも関心を持ってもらい、人材育成につなげる。

平成 30 年 7 月から実施に向けて試行的に取り組み、10 月から本格的に
5回開催し、のべ 122 人が利用（こども 73 人、大人 49 人、こども 73 人）

のべ 274 人が参加（こども 97 人、大人ボランティア 120 人、学生ボラン
ティア 57 人）

開催日時：毎月第１土曜日　17：00～ 19：00
活動場所：清水住宅集会所（清水５－ 16－ 16）
参加対象： 高校生までのこどもと保護者
　　　　　 65 歳以上のお一人暮らしの方、
　　　　　75歳以上の方
参 加 費： こども無料　大人 250円　
問 合 先： 清水住宅集会所　０６－６９５３－７２４０ 

開催日時：毎月第１土曜日　12：00～ 16：00
活動場所： 和（やわらぎ）会館 老人憩の家
　　　　　（山之内４－３－ 13）
参加対象：山之内小学校児童（事前登録制）
参 加 費：100円（保険代含む）
問 合 先： 和会館　０６－６６９０－７９９７ 

清水五中町会

山之内子ども食堂運営委員会

旭　区

住吉区 山之内「子ども食堂」



3

城東区

城東区

取組み内容

取組み内容

取組みの成果・今後に向けて

取組みの成果・今後に向けて

平成30年度参加人数など

平成30年度参加人数など

　地域内でこどもたちの宿題や勉強、子育てママの憩いの場、認知症家族の心
の拠り所や各相談窓口などの情報提供、地域住民などが自由に参加できる場所
となっている。老人会の協力により、将棋や囲碁を教えてもらう。
　小学校の前に位置し公園と隣接している場所なので、こどもたちが集いやす
い。11 時から子育て支援の保育園、15 時からキッズほほえみサロン、18 時か
らＪＯＴＯ塾への流れができている。

　高齢者向け、子育て世代・子ども向けに、１か月に１回「映画上映会」
を開催。
　高齢者向けでは、懐かしい映像を見て、昔の記憶を思い出すことで認
知症予防に、また、閉じこもり予防につながるよう、ひとりでも気軽に
参加しやすい内容を企画した。
　子育て世代・子ども向けでは、泣き声を気にせず参加でき、同じぐら
いの子どものいる親同士が集える場として、また、車いすを使っておら
れる方が身近な場所で映画が見られるよう、さらに孤立しやすい状況の
方たちが、外に出るきっかけとなれるような居場所となっている。世代
を超えて楽しめるものを上映し、世代間交流も図った。

　こども～学生～子育て世代～高齢者と“それぞれ世代の塾”ともなっている。
高齢者からは囲碁や将棋、習字、手芸などを、またママ世代からは子育てしな
がらスマホの使い方など、自身のスキルを活かせる場ともなっている。今後も
こどもや多世代の地域住民が集える場、活躍できる場をめざし、ボランティア
の募集や活動について広く周知していく。

　百歳体操や食事サービスなど既存の地域行事に参加されていない高齢
の方が自ら問い合わせをされ参加したり、赤ちゃん連れの方は、さまざ
まな世代の方と交流し会話することで日頃の子育ての慌ただしさも和ら
ぎ、スタッフの見守りのサポートもあって安全に遊ばせることができる
ので安心できるとの声も聞くことができた。開催日時を定着させ、今後
も参加すれば何か楽しめるものがあるようにする。

１回実施し、８人が参加（こども４人、大人４人）。※開始時期が遅れたが、今
後は毎週火曜日に実施していく予定。

8回実施し、のべ 139 人が参加。

開催日時：毎週火曜日　15：00～ 17：00
活動場所：東中浜公園集会所
　　　　　（東中浜 5－ 3－ 30）
参加対象：小・中学生
参 加 費：無料
問 合 先： 東中浜公園集会所　
　　　　　０６－６９６９－３３１６ 

開催日時：毎月第４火曜日 午前
　　　　　（高齢者向け上映会）の予定
　　　　　 ※世代を超えての上映会も随時開催予定
活動場所：鯰江東憩いの家
　　　　　（城東区今福東 2－ 11－ 2）
参加対象：どなたでも
問 合 先： 鯰江東社会福祉協議会
　　　　　０６－６９３３－００９２ 

東中浜社会福祉協議会

鯰江東社会福祉協議会

城東区

城東区

フィルムコンサートを通して住民同士の
顔の見える関係・居場所づくり

世代を超えた人が集えるサロン
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子ども食堂ふれあい

ぽっかぽか子ども＊あさ＊食堂

住吉区

東淀川区

取組み内容

取組み内容

取組みの成果・今後に向けて

取組みの成果・今後に向けて

平成30年度参加人数など

平成30年度参加人数など

○子ども食堂「サルベージ料理」
　家庭で無駄になる食材をを持ち寄り、皆で調理することで、大人と子ども
が一緒に調理し食卓を囲むことでコミュニケーションの機会が生まれ交流
の場となり、食支援の居場所にもなっている。
○子ども食堂「このゆびたかれ」
　障がいの有無に関わらずともに食事し、手作りの作品を作る。コミュニケー
ションの場として現在おこなっているイベントに、こどもたちが参加する
ことで相互理解を深める。

　こどもたちへの朝ごはんの提供。登校途中に立ち寄り、おにぎり、パ
ン類、スープ、味噌汁、チーズ、のり、果物、ヨーグルトなどを食べ、
学校へ行く。スタッフ（５人）による、おにぎり作りなど簡単な料理、「お
はよう」「いってらっしゃい」など声かけをおこない、朝ごはんを食べて
元気に学校へ行く。
　地域からいただく食材を並べ、ビュッフェ方式で好きなものをとって
食べる。朝ごはんを食べてきた子も、食べてない子も楽しく交流しなが
ら過ごし、登校する。

　こども食堂を立ち上げることにより、住吉区地域こども食堂連絡会に
も参加でき、横のつながりも広がり、区全体のこども食堂活動の活性化
に貢献できた。
　これまでの大人向けのイベント内容をこども向けに変更していく予定。
（紙芝居・本の読み聞かせ・夏休み自由研究の取組みなど）

　こどもたちの利用が増え、本助成で物品を充実させることができた。
２回開催にできたことにより、こどもたちへの周知が定着し、「今度はい
つ？」と楽しみにしてくれるこどもが増えた。こどもたちと食べながら
話すことにより、様子がわわかったり、地域の大人と知り合うことで、
自宅以外の安心できる場所となっている。登校途中であるため、通学路
から離れているこどもの利用が少ないので、前日下校時に合わせてチラ
シを配るなど、周知に努める。地域で朝ごはんを食べる場所として、今
後は、親や地域の方々にも来てもらえるようにしていきたい。

24 回（月 2回× 12 か月）実施し、のべ 140 人が参加。

22 回実施し、のべ 227 人が参加。

開催日時：「サルベージ料理」
　　　　　第３火曜日　10：00～ 13：00 
　　　　　「このゆびたかれ」
　　　　　第３日曜日　10：00～ 15：00
活動場所：陶房昴（住吉区苅田 1－ 3－ 6）
参加対象：こどもと保護者
問 合 先： ＮＰＯ法人ふれあいすばる　
　　　　　０６－６６９９－６５２６ 

開催日時：毎月第 2・4火曜日　7：45～ 8：30 
活動場所：ぽっかぽっかハウス菅原
　　　　　（菅原７－１０－３）
参加対象：小中学生（無料）/高校生以上（50円）
問 合 先： ＮＰＯ法人女性と子育て支援グループ
　　　　　pokkapoka
　　　　　０６－６３７０－４１３８ 

ＮＰＯ法人ふれあいすばる

ＮＰＯ法人 女性と子育て支援グループpokkapoka

住吉区

東淀川区
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朝食子ども食堂
あびんこモーニング

みんなの居場所（地域交流事業）

住吉区

西成区

取組み内容

取組み内容

取組みの成果・今後に向けて

取組みの成果・今後に向けて

平成30年度参加人数など

平成30年度参加人数など

　苅田北小学校の児童を対象に、苅田コミュニティ会館で毎週火曜日 7時 30 分
から朝ごはんを提供。
　朝ごはんを通じて、さまざまな世代がつながり、困りごとを抱えている人も
つながれる暖かい安心できる場となるように、子どもたちが気軽に参加できる
雰囲気で運営している。
　子どもたち一人ひとりが大事にされ、地域ぐるみで子どもを見守り育ててい
く垣根のない居場所となっている。
　あびこ商店街や地域の商店とつながりがあり、食材の提供など協力してもらっ
ている。

　空き店舗を活用し、地域活動、交流の場としてカフェや趣味のサーク
ル活動、介護予防活動の拠点として地域に開放をおこなった。みんなの
居場所カフェで、なじみの方も増え、自分に合ったサークル活動に励ん
だり、地域の活動との連動により、こどもたちとの３世代の交流の場に
もつながった。また、認知症カフェも開催。地域包括支援センターとも
連携を図り、介護の相談があればその場ですぐに対応するなど工夫した。

　朝は家を出る時間、夜も家に帰る時間がバラバラ。ひとりで朝ごは
んを食べる子どもが多いので、みんなで会話を楽しみながら食べる貴
重な機会となっている。今後は、放課後に子どもたちに食事を提供す
る時間を設けて、食後に子どもたちに学習支援を行う。スタッフは大
学生にボランティアでの参加を呼び掛ける予定。

　地域の身近な店舗であるため気軽にさまざまな方が交流できる居場所
となっている。みんなの居場所カフェからサークル活動に発展し、サー
クル活動がそれぞれのボランティア活動の場につながっている。また、
介護予防、ボランティア活動の拠点として、生きがいづくりや孤立予防
にもつながっている。地域包括支援センターのサテライトしての機能を
強化するためにも相談員が定期的に滞在する時間も増やすことを検討し
ている。

平成 30 年 6 月から 70 回実施し、のべ 768 人が利用。

みんなの居場所カフェ 46 回、絵手紙教室等サークル活動 30 回、認知症
カフェ 6回、3世代交流会 1回の合計 83 回実施し、のべ 964 人が参加。

開催日時：毎週火曜日 7：30～ 8：15
活動場所：苅田北コミュニティ会館（苅田 2－ 3－ 1）
参加対象：苅田北小学校　小学生
協　　力： 地下鉄あびこ中央商店街、マクドナルドあび

こ駅前店、惣菜咲菜、フードバンク
スタッフ：保護者、四恩学園職員
問 合 先：四恩学園　6607-2220

開催日時：毎週水曜日　14：00～ 16：30
活動場所： レンタルスペース はみんぐ
　　　　　（西成区玉出中 2-8-3）
参加対象： どなたでも
問 合 先： 白寿苑　０６－６６５１－６８８８

社会福法人　四恩学園

社会福祉法人 白寿会

住吉区

西成区
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みんなの居場所 子育てサロン

天王寺区

城東区

取組み内容

取組み内容

取組みの成果・今後に向けて

取組みの成果・今後に向けて

平成30年度参加人数など

平成30年度参加人数など

　天王寺区母と子の共励会が中心となり、地域の各種団体が協働で、保護者の
就業等で食事が“孤食”気味なこどもに対して、食の提供をおこない、地域と
の関係が深まるような場の提供をすることを目的として、年３回開催。民生委員、
主任児童委員等がボランティアで参加し、こどもとのつながりが図られた。
　また地域ボランティアによる工作教室、学生ボランティアによるドッジボー
ル大会などを通じて、こどもと大人の交流が図られた。
　“食”に関する事業のため、管理栄養士等の資格を持つ方をボランティアとし
て運営の協力をいただいた。

事業の３つの柱
①毎週金曜日開催の「みんなの居場所」に、子育て世代の要望に応えて
毎週月・金の週 2回開催の「子育てサロン」を新規開催。
②地域の高齢者世代と学生ボランティアがサポーターとして、子育て中
の若い世代をサポート。地域に居場所開催を通知するポスターを張り
チラシを配付し、広く参加を呼びかけた。地域住民への広報やチラシ
作成などに本助成で購入したパソコンやプリンターを有効活用。
③「地域子育て・孫育て支援講座」を地域の保育園の協力を得て開催。
毎年「幼老共生ケアと地域大家族」をメインテーマに開催している。
2018 年度は「遊びと学び」をサブテーマに連続講座を開催した。

　見守りの必要なこどもの参加があり、民生委員、主任児童委員を始めとする
地域の方や就学前のこどもとその親子が参加されるなど、こどもと地域のつな
がりを深めることができた。
　今後について、天王寺区子ども・子育てプラザで年４回、地域と児童のふれ
あいと子どもの居場所を目的として実施している「おつカレーカフェ」と共催
して、２か月に１回のペースで児童の居場所としての開催する計画をしている。

　地域の子育て世代のコミュニケーションの輪が広がり、居場所を拠点
に世代間交流も盛んになった。「子育てサロン」で知り合った子育て世代
を中心に「団地の団欒食堂だんだん」を実現させるための準備を進めて
いる。

3回（8月 5日、11 月 25 日、12 月 16 日）実施。
のべ 151 人参加（こども 95 人、大人 56 人）。

1 回平均 10 家族 20 人参加。年間通じて毎週月・金曜日の週 2回の合計
100 回開催し、のべ 2,000 人が利用。

開催日時：今後は２か月に１回のペースで
　　　　　実施する予定 
活動場所：天王寺区子ども・子育てプラザ
　　　　　（天王寺区味原町９－１４）
参加対象：こどもと保護者、地域住民
問 合 先：天王寺区子ども・子育てプラザ
　　　　　０６－６７６３－３５２５ 

開催日時：毎週月・金曜日 14：00～ 18：00
活動場所：UR森之宮第 2団地 6号棟　1階集会所
参加対象：どなたでも（団地以外からも可）
メ ー ル：danntinoterakoya2018@yahoo.co.jp

天王寺区母と子の共励会

団地の寺子屋『子育てサロン』

天王寺区

城東区

こどもの居場所事業
「こどもカフェ（こども食堂）」
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