
令和２年度
NHK歳末たすけあい受配事業

社会福祉法人  大阪市社会福祉協議会



地域生活課題が複雑化、多様化している中で、「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、

NHK歳末たすけあいの配分金を活用し「居場所づくり支援事業」を、平成30年度から実施しています。

今年度は、新型コロナウイルス感染症に影響により、活動や交流が制限され、人と人とのつながり方を変容せざる

をえない状況となりました。

その中でも感染症対策を講じたり、さまざまな工夫やアイデアを取り入れた、新たな居場所の取組みや、形態を

変えた新たな活動を紹介することにより、これからも“つながり”が途絶えないように、今後の各区・地域における

新たな居場所の取組み、また柔軟な形での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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中央区

取組み内容

取組みの成果・今後に向けて
本事業は、まだまだ周知されていない現状もあるので、今後は、各区社協に訪問
し、各区に配属されているスクールソーシャルワーカーを紹介してもらう予定です。
また「プログラミングで一緒に遊ぶ」＋「ピアサポーター」としても活躍してもら
える学生ボランティアを募集中です。その他、子ども自身が参加したいと思える
ような、PR動画の制作も企画しています。

①ドキドキ★つくり隊（教室型）
　�学校に行けないまたは休みがちな子どもたちが、ゲーム作りやロボットをプログ
ラムして動かすことを通じて支援者や他の子どもたちとコミュニケーション
をとりながらプログラミングを学べる居場所活動です。

②おうちドキドキ★つくり隊（訪問型）
　�学校に行っていない、または教室に通いにくい子どもの自宅に支援者が出向き、
プログラミングしながらしゃべったり遊べる出張型のプログラミング教室です。
新たに高校・大学生のボランティアによる訪問も計画中です。

・教室型11回、訪問型8回実施
・教室型3人、訪問型1人が参加

令和２年度参加人数など

開催日時
教室型：毎週水曜日�14時～18時
訪問型：毎週月・火曜日�13時～15時

開催場所
教室型：�中央区南船場3-5-11�心斎橋

フロントビル4F
訪問型：対象者（子ども）の自宅

参加対象
不登校・学校が苦手な小・中学生の子どもなど

問 合 先
TEL：06-7777-1890
メール：shibuchi@vesta.ocn.ne.jp

小学校が休みの曜日に地域の施設を借りて開設しています。乳幼児の子育て
世帯が立ち寄りスタッフと会話したり、日頃の悩みなども気軽に話せ、子ども
たちにとっての遊び場所、また、地域のおとなや乳幼児たちが交流できる場所と
なっています。コロナ禍で地域のイベントや集う場が制限されている中、予防対策
をしながら安心して過ごせる場所となっています。また、地域から講師を招き、
折り紙など簡単なツールを通して交流しています。

コロナ禍で実質的な行動や精神面でも制限が多くなっている中、保護者から
「事前予約なく気軽に行ける場所ができてありがたい」「スタッフと会話することで
肩の力を抜ける時間になる」また「学童期と乳幼児の兄弟と一緒に立ち寄ること
ができて、それぞれがのびのびと遊べる場所がありがたい」「保護者にとっても
地域のおとなと関わる子どもの様子を見ることで、違う視点を持つことができた」
との声がありました。
引き続き感染症対策など工夫しながらできる形で、気軽に立ち寄れる場所として
継続し、さまざまな育児環境で感じる可能性がある閉塞感を軽減できるツールの
一つとなり、地域で定着することをめざしています。

開催日時
月2回�主に火曜日と土曜日
10時～15時

開催場所
寶生教�子育て応援施設「まほろば」内
（西区北堀江3-10-11）

参加対象
主に乳幼児、
学童期の子どもとその保護者

問 合 先
090-3652-4086（檜谷）

・計6回実施
・おとな21人�子ども29人が参加

西区

取組み内容

取組みの成果・今後に向けて

令和２年度参加人数など

ゆるくつながる居場所…ゆるり間

ゆるやかにつながる居場所づくり

しぶちー

ドキドキ★つくり隊
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にしよど子ども食堂なもなも

にしよど子ども食堂なもなも

天王寺区オレンジキャラバンの会

10月22日に、オープニングセレモニーとして「一般財団法人100万人のクラシッ
クライブ」の協力で、ヴァイオリンとピアノの演奏会をしました。参加された子ども
や保護者に、弁当、おやつを配布しました。
11月28日は、新型コロナウイルス感染症予防の為、手作り弁当配布のみの活動
となりました。

高齢者も認知症当事者も子どもも一緒に楽しめるテーブルゲーム「脳トレカジノ」
を開催。勝敗を予想しておもちゃの一万円札を賭けます。おもちゃとわかってい
ても一万円札が減ったり増えたりすることで、大人でも楽しみながら真剣に主体
性をもって参加できるゲームです。「次月も参加したい」と思ってもらえるよう、
通帳そっくりの参加カード（お小遣い帳）を用意し、獲得賞金を貯金し、次回につ
なげています。イベント参加費は無料とし、イベントの参加ついでに、百貨店な
ど華やかな場所で買い物したり、お茶を飲んだりと、楽しいおでかけのきっかけ
になるよう、日曜日に開催しています。人と交流し、笑いあうことで右脳の活性
を図っています。

クラシックライブは大人も子どもたちも楽しむことができ、大盛況でした。
コロナ禍のため現在は休止中ですが、3月末には味噌作り体験会を感染症対策を
万全にして実施できるよう準備中です。今後も状況を見ながら、子どもたちが
楽しめる居場所を提供できるようスタッフ一同、力を尽くしたいと思っています。

「脳トレカジノ」のチラシを見た方やあべのハルカス近鉄本店にお買い物に来
た通りすがりの方などの多くの方が興味を持ち参加していただきました。多くの
参加者が、同じテーブルで認知症当事者と普通に会話をし、一緒にゲームを楽し
んでいます。当事者の方からは「楽しかった！また来月もくるね」と言っていた
だいています。今後も引き続き多くの方にご参加して頂けるよう、ゲームの内容等
をよりパワーアップしながら多世代が一緒に楽しめる居場所づくりをめざして
いきます。

開催日時
毎月第3日曜日
14時～15時30分

開催場所
あべのハルカス近鉄本店7階街
ステーション（参加費無料）

参加対象
認知症当事者とそのご家族、
一般の子どもから高齢者

開催日時
月1回�今後主に第2日曜日
（10時30分～13時）開催予定

開催場所
善念寺
（西淀川区大和田5-12-24）

参加対象
西淀川区内の幼児～小学生対象

問 合 先
080-1425-6602（八木宝加）

問 合 先
TEL：090-3840-6725（西村）
メール：itumonikoniko@heart.ocn.ne.jp

・2回実施
・�10月22日100人（子ども53人）�
11月28日47人が参加

・8回実施
・のべ97名が参加

西淀川区

天王寺区

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

令和２年度参加人数など

令和２年度参加人数など

好きやねん大阪生き活きプロジェクト
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中本キッチン

日本に暮らし学ぶ人のための
居場所と学習支援事業

ひがさくクリエイト

eトコ・プロジェクト

母子生活支援施設リアン東さくらのキッチンスペースを借り、月1回、施設
や地域の家族が気軽に利用できる食と居場所になることを目的に、子ども食堂�
「中本キッチン」を開催。毎月メニューはチラシで伝え、1食200円で申込制と
しています。参加者は、リアン東さくら利用者と、地域の子どもや母子家庭で、
担い手は、地域の中本更生保護女性会有志と、母子家庭の就労支援団体「ひがさく
クリエイト」メンバーで実施。食材は、平野区の農園者から新鮮な野菜の提供、
リアン東さくらの寄付の食材を提供してもらい、また参加費200円は、不足分
の食材購入と容器の購入等に活用しています。令和2年12月23日には、から揚げ
とサラダ等クリスマスバージョンとしたことで、50食の申込みがありました。

渡日して日本で暮らす人、海外からの留学生、外国にルーツのある人が、コロナ
禍でも孤立しないように、「同一の文化・言語を持つ人が交流できる場」「日本人や
多様な文化背景をもつ人と相互に交流できる場」「学習支援の場」などの機能を
持つ居場所を開設しました。Wi-Fi環境、音声翻訳機やホワイトボードなどの
学習環境、アクリルパーテーションによる感染症対策を施した環境を整備し、
多言語な人たちの集える居場所としました。多文化に関心を持つ日本人にも交流
と支援を呼びかけました。

コロナ禍で、配食対応ではありましたが、30食の申込みがありました。家族から
「愛情のこもったものはわかります」というコメントを貰い、担い手のやりがいに
つながりました。今回の助成金を活用させていただいたパソコンで、毎月のチラシ
やリーフレットを作成し、地域住民に知ってもらうことで、皆で子どもを育てる
地域づくりをめざしています。

留学生が参加し、食事をとりながら交流したり、多文化に関心を持つ日本人
親子も参加して、留学生たちが普段出会わない子どもとの交流ができました。近隣
住民が同じマンションの留学生とともに体験に参加したり、また日本語教師から
外国の方を連れていきたいという問い合わせもあり、多様な人が交流できる居場所
となりました。今後も身近な国際交流促進と支援の場として継続し、また必要に
応じて相談支援機関等につなぐなどの役割を担えればと考えています。

開催日時
月1回、主に第4金曜日
18時30分～

開催場所
リアン東さくら
（東成区中本4-1-22）

参加対象
施設利用者と地域住民

問 合 先
080-5353-1741（廣瀬）

開催日時
月曜日�16時～20時
その他�随時開催

開催場所
eトコ�1階�ウリホール
（東成区東小橋2-5-32）

参加対象
外国につながりのある人

問 合 先
eトコ・プロジェクト
HP：https://e-toko.org

・�4回実施�
（12/23、1/29、2/26、3/26）
・140食を配付

・10回実施
・のべ56人が参加

東成区

東成区

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

令和２年度参加人数など

令和２年度参加人数など
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王子地区子ども食事サービス

北中道長屋（アトリエ）いろり亭

王子地区社会福祉協議会

サロンいろり座

近年、働き方改革や多様化、コロナ禍の新たな生活様式など、生活環境が
変化してきています。特に共働き世帯の増加により、地域内の子どもたちの�
居場所づくりが急務の課題となってきています。そこで、王子地区では令和2年�
10月より、「王子地区子ども食事サービス」事業を立ち上げ実施することにしま�
した。王子地区は苗代小学校と丸山小学校の2校の校区が混在しているので、�
本事業を通じて学校間の交流を盛んにし、また子どもの居場所づくりの場を行う
機会を提供することで、地域課題の解決につないでいます。

①絵手紙教室の開催【アトリエ絵手紙】
　�従来から老人ホーム等で絵手紙を教える「大阪市生涯学習インストラクター」であった�
ことから、「北中道長屋」（アトリエ）で絵手紙教室を開講して絵手紙を教えています。
壁全面がホワイトボードになっているため、常時、絵手紙を掲示しています。絵手紙教室�
を行った後、コーヒー（お菓子付き）を提供して、コーヒーを飲みながら掲示している�
絵手紙の作品について話をするなど、メンバー相互の親睦・交流を図っています。【主に
毎週土・日曜日に開催】
②ふれあい喫茶【アトリエ喫茶】
　�絵手紙教室を行わない時間には、コーヒー（お菓子付き）を提供して「地域の居場所」（サロン）
として、地域の皆さんとの親睦・交流を図る場所としています。【随時開催】
③その他
　�北中道長屋（いろり亭）においてミニコンサートやイベントを企画して、地域の皆さんが
気楽に集えるような「地域の交流の居場所」としています。

10月より本事業を開始し、小学校などに周知チラシを配付することにより、実施
を重ねるごとに年々参加者が増えています。コロナ禍のため、感染症対策をしっ
かりとおこない、本事業が地域の子どもたちの憩いの場となるように発展させ
ていきたいと考えています。また、参加する子どもたちが増加に伴い、実施回数
も増加するなども検討の視野に入れて、今後の事業を進めていきます。

令和2年4月から新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が発令されたため、公共施設・
老人福祉センターでのサークル活動等を中止しましたが、主に高齢者を対象として「北中道
長屋（アトリエ）」ではコロナウイルス感染症対策を十分に講じた上で「アトリエ絵手紙教
室」等を開催しています。「地域の交流の居場所」を提供し、笑顔で楽しいサロンにできたと
考えています。
今後は「北中道長屋（アトリエ）いろり亭」を土・日曜日だけでなく、平日もオープンして、
さまざまなイベントを開催し「地域の交流の居場所」にしていきます。

開催日時
毎週土曜日・日曜日（2021年4月
より平日、土・日曜日も開催）

開催場所
北中道長屋（アトリエ）いろり亭
（東成区中道1-9-10）

参加対象
一般（要予約）

開催日時
毎月第3土曜

開催場所
王子福祉会館
（阿倍野区阿倍野筋4丁目7-17）

参加対象
王子地域に在学・在住している
小・中学生

問 合 先
06-6622-6779
（王子福祉会館・簑谷）

問 合 先
090-5150-1405（中河）

・6回実施（令和2年度実績）
・�子ども128名、スタッフ48名�
が参加

・�72回実施（アトリエ絵手紙65回、
アトリエ喫茶1回、ミニコンサート
1回、いろり座（定例会）5回）
・�延べ381名が参加（アトリエ絵手
紙326名、アトリエ喫茶6名、ミニ
コンサート17名、いろり座（定例
会）32名）

阿倍野区

東成区

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

令和２年度参加人数など

令和２年度参加人数など
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創作活動を通した子どもの居場所づくり

新北スマイル食堂

アトリエCALUTAT

さざんか新北島協議会

身体表現やお絵描き、料理などのさまざまな創作活動を通した居場所づくりを
すすめることで、子どもの健全育成を図ることを目的として活動しています。
今までは自宅や知人のガレージ、空き部屋などを借りて創作活動をすすめてきま
したが、桑津小学校の近くの長屋を借りて4月から新しい場所で本格的な活動を
おこなっています。

新北スマイル食堂開設のため会議を3回開催し、小学校への登録用紙の配付依頼
と準備物（のぼり、エプロン）の作成、周知ビラを作成する等、運営者で検討し
ました。3月12日に、50人分のカレーを作り、試行会を開催。地域の商店や企業、
スーパー（いかるが牛乳、マクドナルド、ライフ、カナートイズミヤ）に寄附等の
協力を得ることができました。

小学校から近い場所で実施できることや活動拠点を確保できたことにより、
参加者の増加を見込めるため、実施回数も増やしていきたいと考えています。
子どもたちの仲間づくりや創作活動の推進により健全育成をさらに推進して
いきます。

会議を重ねることで、各地域・団体とのつながりができました。新型コロナの
影響で実際に開催はできませんでしたが、ボランティア間の会議を重ねることに
より、具体的なイメージ合わせができたり、団結力が高まりました。今は、5人の
子どもたちの登録ですが、登録者を増やすため、チラシの掲示など周知活動を
おこなっています。

開催日時
隔週水曜日（不定期で追加開催）
13時～19時

開催場所
東住吉区桑津5-9-26

参加対象
幼児年中～小学生

問 合 先
090-1909-9514

開催日時
毎月1回�第2金曜日
17時～18時30分

開催場所
新北島南公園福祉会館
（住之江区新北島2-3）

参加対象
新北島地域の小学生

問 合 先
06-6683-3531
（新北島南公園福祉会館）

・3月から順次実施
・のべ30人が参加

・1回実施（プレ開催）
・30人（主に運営者）

東住吉区

住之江区

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

令和２年度参加人数など

令和２年度参加人数など



この報告書は、共同募金の配分金により作成されています。

令和３年３月

〒543-0021 大阪市天王寺区東高津12-10
社会福祉法人 大阪市社会福祉協議会

TEL. 06-6765-5606 　　FAX.06-6765-5607

令和２年度
NHK歳末たすけあい受配事業


