
 
 
 
 
 

事業名：地域移行支援プログラム 

 

①【事業の目的】 

 

施設や実家に住んでいる重度の障がい当

事者の方に地域で安心して暮らしていける

ことを伝え、地域の方には障がい者と共に

暮らしていける社会を誰もが住みやすい地

域だということを知ってもらうきっかけとして

この事業を始めた 

団体名：NPO 法人・ムーブメント 

ホームページ等 URL：https://www.npomovement2010.com/ 

②【事業の紹介】（開催日、場所、参加者数など） 
 
４月１０日（土曜日）11 時～16 時 当事者７名 ボランティア５名 
９月１１日（土曜日）11 時～16 時 当事者７名 ボランティア０名 

助成額     ８，０００円 

https://www.npomovement2010.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③【事業実施の成果】（参加者の声、市民や寄附者にアピールしたいことなど） 
 
ボッチャを通じて色んな人と関わることで、まず地域にでることに慣れてもらい、楽しみを知ってもらう

ことを優先し今年度は事業を行った。 

参加者からはもっと回数を増やしてほしかった、との声をたくさんいただいたのでもっと回数が増やせ

るように努力すべきだったと反省している。 

ボランティアからは色んな当事者と関わることができ、よかった、との声をもらった。 

 

④【今後の展望と課題】（今後のスケジュールや課題と感じていることなど） 
 
今年度もコロナウイルスの影響により施設に訪問しての事業はできなかったが、前年度の助成金で

購入したボッチャの用具を使い事業を継続することができた。 



事業内容ニュース                                                     ママコミュ！ドットコム  

「U15 のための防災カレッジ」（中間報告） 

【事業目的】 子どものポテンシャルを生かした防災教育を通して災害に強い「防災力日本一の大阪」を実現する。 

【事業概要】  

１ 「U15 のための防災カレッジ」  

子どもの年齢や防災への関心度、理解度に応じた講座。 

いつでも、どこでも、何度でも学べる防災 

→会場（１３）、配信（１０）、動画（１３）計３６講座。 

２ 大阪ジュニア防災検定【新規】  

防災の知識×地域性を相互判定する全国初の防災検定。 

３ 防災専門家会議【新規】  

防災や地域活動の専門家、実践者による戦略会議。 

４ 防災コミュニティの運営   最新の防災情報を発信、共有する防災コミュニティの運営（LINE 公式アカウント）。 

 

【実施内容】 

１ 「U15 のための防災カレッジ」 実施状況及び参加者数は次の通り。申込組数11４組。 

赤： 訪問先、利用施設の臨時休館、見学受入中止により開催できなかったもの 青： 新たな学習機会の創出に取り組んだもの 

 ①  ②  ③  ④  計（予定含む） 

ベーシック 

 

6/27(日) ７７名 

会場・配信・動画 

7/11(日) ６１名 

会場・配信・動画 

8/8(日) ４６名 

会場・配信・動画 

 3 種6 講座 

184 名 

アドバンス 7/11(日) 2７名 

会場・配信・動画 

8/8(日) 3２名 

会場・配信・動画 

8/20(金) 2３名 

会場・配信・動画 

10/30(土) 10 名 

会場・配信・動画 

4 種9 講座 

６５名 

ユニバーサル

キッチン  

6/13(日) ８名 

会場・配信・動画 

8/29(日) 6 名 

会場・配信・動画 

1/16(日) 4 名 

会場・配信・動画 

 3 種7 講座 

１８名 

プロフェッショ

ナル 

8/2(月) 1５名 

会場・動画 

8/15(日)  

会場・動画 

3/２４(木) 11 名 

会場・動画 

消防隊見学 

会場・動画 

3 種6 講座 

２６名 

     13 種28 講座 

２９３名 

＊プロフェッショナル①は大阪市特別救助隊訓練基地訪問から津波高潮ステーション、安治川水門訪問に変更。 

＊プロフェッショナル②は中止。緊急事態宣言解除後に大阪市特別救助隊見学で再調整。 

２ 「大阪防災検定」 12 月12 日(日) １０：００ Web 受験開始 

各講座内容に因んだ出題＋防災の基礎知識＋大阪関連の災害、防災についての知識を問うもの計25 問 

試験時間40 分、受験者には獲得スコアを提示、満点合格者は表彰予定。 

３ 「防災専門家会議」 7/14(水)、9/8(水)、11/4(木)各２時間、本事業の地域～広域展開を検討、議論。 

４ 「防災コミュニティの運営」 登録者131 名、毎月 1 件配信 

 

【周知・広報実績】  

ホームページ、SNS、Facebook 広告（6/4～6/13） 

チラシ発送（市内小中学校、区役所等502 件、私立校、団体等72 件） 

プレスリリース(5/19)→産経新聞掲載（6/8 朝刊）、読売テレビ取材（7/11） 

防災関係Youtube、Facebook 等ライブ、オンラインイベントへの出演、登壇 ７件 

 

【連携・協力】  

大阪市立大学都市防災教育研究センター、大阪防災プロジェクト、 

オンライン市役所（全国の自治体職員による防災コミュニティ）、 

よんなな防災会（内閣府防災担当運営の防災専門コミュニティ） 

 

【主催】 ママコミュ！ドットコム 

【後援】 大阪市 

【助成】 （公財）大阪コミュニティ財団、こくみん共済coop 
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団体名：特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会             2021年 10月 15日 

 

「こどもプラザ」事業内容ニュース 

 

1.事業名称  「こどもプラザ」 

2.活動概要  

2021 年度上半期（4 月 1 日~9 月 30 日）の運営は、実施回数(毎週水曜日)25 回のうち、対面が 6

回だけで、ほとんどの対応が ZOOM となりました。こどもたちの希望は対面での学習ですが、非

常事態宣言下では感染のリスクがあるため、対面の学習は一旦中止し、ZOOM での対応に切り替

えざるを得ませんでした。また、当施設所属のこどもが、コロナ感染症の関係で本国(中国)に一時

帰国したこども 2 名が、ZOOM での日本語学習に参加をしました。これは、こどもが日本に戻っ

た時、日本語の能力が維持できるように、と保護者からのたってのお願いがあり、当施設が承諾し

て継続したものです。現在こどもの在籍は 6名となっています。 

3.事業目的 

  この「こどもプラザ」事業は、外国にルーツのあるこどもたちが無理なく学校の授業に慣れること

を支援し、心の安定をもたらす「場」（居場所）としての役割を担い、さらに保護者が抱えている問

題等を気軽に相談できるプラットホームとしての機能も果たすことを目指しています。 

4.今年度の計画目標 

１）こどもプラザの年間利用者（小学生を対象に受け入れを行う） 

                  750人（延べ）※年間 50回×15人＝750人 

２）両親の年間参加者      750人（延べ）※年間 50回×15人＝750人 

３）人材ネットワークの構築   目標 100人（元教員、学生ボランティア、シニアボランティ

アの登録人数を確保する。） 

４）情報交換ネットワークの構築  行政、教育関係者、市内の関係する施設とのネットワークの 

構築（有効と思われる団体との連携を強化） 

５）地域の祭り等への参加      町内会の幹部との交流を深め祭り等に参加を促進 

６）やさしい日本語の推進      隣接する生野区と連携し Newcomerを受け入れる地域の意識

を高める運動を継続する。 

 

5. 2021年 4月 1日～9月 30日までの運営活動スナップ写真 

                             

①こどもプラザの日本語習得の支援風景「ZOOM」   ②こどもプラザの文化交流「七夕飾り」 



 

令和 3 年度中間報告 

事業名：支援を要する学生・生徒のインターンシップ事業 

特定非営利活動法人大阪障害者雇用支援ネットワーク 

https://www.workwith.or.jp/ 

【事業の紹介】（開催日、場所、参加者数など） 

事業内容 開催日 場所 参加者数 

就労準備セミナー 

(1)履歴書・自己 PR 書作成（目標１０名） 

(2)面接の練習（目標１０名） 

(3)スキルチェック（目標５名） 

⑷職場見学（目標１５名×2 回） 

⑸学生ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ報告会（目標３０名） 

 

6/29 

7/6 

7～9 月 

6/16 、

2/25(予定) 

1/18（予定） 

 

リモート 

リモート 

サテライト・オフィス平野 

リモート 

エルおおさか 

 

（1 対１実施）1 名 

（1 対１実施）1 名 

（1 対１実施）11 名 

17 名、未実施 

未実施 

学生インターンシップ登録会 

 

職場実習（2～5 日間）（目標 30 名） 

7/12 

8/24 

7～3 月 

エルおおさか 

エルおおさか 

 

学生 27 名 

学生 22 名 

学生 49 名 

（9 月末 14 名実施） 

個別カウンセリング（目標 40 名） 7～3 月 当 法 人 事 務 所 、

大阪市職業ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

学生 51 名 

教職員、保護者向け視察研修（視察先） 

三菱 UFJビジネスパートナー The Links、 

ダイキンサンライズ摂津、ＮＴＴ西日本ルセント 

11/25（予定） エルおおさか  

教職員、保護者向けセミナー 

（基本セミナー） 

3/18（予定） エルおおさか  

出前研修（目標 6 校） 7/5 中央 IT ビジネス専門学校 教職員 30 名 

【活動概要】 

一般高校・専修学校・大学など支援学校以外の

学校に在籍する何らかの支援を要する（障がい

者手帳の所持不要）学生・生徒に対し、在学中に

企業でインターンシップを行うことにより就業の

イメージを作り自己の課題と強みを見出す機会

を提供する。インターンシップを通じ働くことを

身近にとらえ、卒後の社会参加に対するハード

ルを下げ、職業準備性を高める。企業体験の前

後には研修会を開催し、各自の就業機会の可能

性を探る。 

学生インターンシップ登録会 

学生インターンシップ登録会 

職場実習の挨拶 

https://www.workwith.or.jp/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

団地の団欒食堂（だんだん） 
①【事業の計画内容】 

１．食堂事業：年間 14 回（定例毎月 1 回×12 カ月、子ども会 1 回、クリスマス会 1 回 計 14 回）開催。コロナ禍を考慮

して調理の簡単な軽食とする。 

２．研修事業：年間 4 回開催（食堂事業を円滑に実施していくうえで世話人として必要な項目について、運営にあたる子育て

ママ達でテーマと講師を自主的に企画し 4 回の連続研修を運営する） 

３．コロナ禍により食堂事業の実施に支障が出る場合、食堂事業の目的である「一緒に食卓を囲むことで、子育て世代同士・高

齢者世代同士・乳幼児を含めた多世代間の交流を深め、地域の中に「幼老共生ケアと地域大家族」の意識の高揚を図る」を補完

するような活動を子育て世代の若いママ・パパたちを中心に企画・立案し事業実施にあたる。 

②【上半期の実施内容】 

・ 団地集会所がロックアウトのため食堂事業は事実上中止、子

育てママ達は食堂事業を補完する活動をさぐるミーティングと

自分たちの研修事業のテーマを探るミーティングに取り組んだ 

・ 外部団体との協働として、令和 2 年度に引き続き大阪市社

会福祉協議会の「地域子ども支援ネットワーク事業」に協力し、

子ども支援物資の配布活動に協力した。 

③【今後の展望と課題】 

１．食堂事業：10・11 月期、コロナ禍 

の影響を見極めつつ軽食調理の実践的研 

修に努める。12 月期：多世代交流サロ 

ンと共催で幼老共生のクリスマス会「地域食堂」の開催。1・

２・３月期：定例の「だんだん食堂」を毎月 1 回開催 

２．研修事業：10・11 月期、子育てママを中心の研修を企画

立案、12 月期、講師の決定と内容の打ち合わせ・教材の準備、

１・２・３月期、研修会連続 4 回実施 

３．食堂事業を補完する活動：。① 地域スマホ教室 ② 写

真で見る 1・2・3 年前（子ども向け）、20・40・60 年前（高

齢者・地域向け） ③ 多世代交流による「地域物語」の企画 

助成額︓ 66,000 円 

・ SNS の利用が一時話題になったが、世話人

会としては団地内公園での井戸端会議や自宅で

の対面の打ち合わせも重視している。 

・ 頻繁な打ち合わせの成果として、任意団体

「だんだん食堂」が予定より早く発足できた。 

2021 年度大阪市市民局中間報告会「事業内容ニュース」：団地の寺子屋 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

事業名： 登校拒否・不登校、社会的ひきこもりから回復・自立への援助 

【事業の目的】 

全国の小中学校の不登校児童生徒数は 8 年連続

で増加し 19 万 6127 人。大阪市は小中学校で 4，

675 人が不登校です。ひきこもりは全国で 100 万人

以上、大阪市では 4,1 万人と発表されました。コロナ

禍で登校しづらい・社会に出づらい子ども若者はさ

らに増えています。 

私たちの事業の目的は、相談活動を通して「学校

に行きたくてもいけない」「働きたくても外に出ること

ができない」という子どもや若者が、自分の力で立

ち上がり、「豊かな学校生活」や「社会生活の喜び」

を感じてもらうことにあります。 

団体名： NPO 法人おおさか教育相談研究所 

【事業の紹介】 
1 相談活動 → 今年度上半期は日・祝除く毎日相談室等で実施。面談相談 79 件、電話相談 162 件、計 241 件。 

 「コロナ禍無料電話相談」 → 8/28・29 の両日相談室で開催。４台の電話で 1 件１時間ほどの相談を 27 件。 

2 学習の援助 → 本人の希望により実施するが、今年度現在は希望梨。 

3 講演と無料相談会 → 八尾 10/10 で開催。今後大阪市内４か所（西区・旭都島区・大正港区・東住吉区）の 

各地域のコミセン等で開催予定。 

4 教職員向け連続講座 → コロナ禍の中で教職員は感染対策に多忙を極め連続講座としては計画を話し合う

こともなかなかできなかった。講師としては寝屋川・茨木に 6 月、7 月の校内研修などに参加し

た。また淀川区役所子ども支援室学習会（11 月 25 日）に参加予定で準備・相談を始めている。 

5 家族交流会→ 開催が困難な状況が続いたが、４月１日・7 月 10 日に開催 18 名参加。この後 11 月 27 日、1

月 22 日に開催を予定している。 

八
尾
市
で
の
講
演
と
無
料
相
談
会 

8.23 付 毎日新聞 
対面相談風景 

8/28 無料電話相談会での TV 取材 

昨年発刊「登校拒否を克
服する道すじ」 



障がい児の予防歯科事業「すまいる for kids」 

団体名：特定非営利活動法人関西ウェルビーイングクラブ 

ホームページ等 URL：www.kansai-wellbeing.com/ 

【活動目的・概要】 

障がい児のお口の健康を守るために予防歯科医療としての「口腔ケア」の習慣化を目指す事業である。  

１）障がい児全般に対する事業：施設、オンラインでのムシ歯予防教室、個別相談の実施 

２）歯科受診が苦手な障がい児に対する事業：予防歯科の歯科通院を目的とした個別トレーニングの実施 

３）歯科医院に対する事業：①障がい者歯科の知識・技術習得のためのセミナー開催 ②障がい児を定期的に健

診できるようにするためのサポート 

【計画】 

1. 健康教室開催 

2. 受診トレーニング開催 

3. 歯科医療者向けセミナー開催 

4. 哲学対話 

【活動】 

1. 健康教室の開催（6/25 場所：社会福祉法人ライフサポート協会 参加者 33 名） 

・ 大阪市全区役所、社協に事業パンフレット、健康教室案内チラシ配布 

・ 6/25 オンラインとリアルのハイブリッド開催 

・ ㈳ライフサポート協会との共同開催で保護者、福祉職員が参加 

・ 10/21、11/18、12/16 にオンラインでの開催予定 

2. 受診トレーニング開催（5 月～9 月 計 6 回開催、延べ８人参加） 

・ 大阪市全区役所、社協に事業パンフレット、健康教室案内チラシ配布 

・ 東成区城東区の通所施設に広報 

・ 東成区、城東区の歯科医院で開催 

3. 歯科医療者向けセミナー（11/28、2/27 に開催予定） 

・ SNS、ホームページ、歯科材料店、DM 等で広報活動中 

4. 哲学対話（R４/３/10 開催予定） 

・ ㈳ライフサポート協会と共同開催 



ゼロ会議 ～2021 年大阪府児童虐待死ゼロ～

ゼロ会議は 2021 年に、大阪府警発表の児童虐待死亡件数を 0 件にすることが目的の民間運動です。

2019 年～21 年までの 3 ヶ月に 1 度、府民を対象としたイベントゼロ会議を開催。参加者は無料で講習を受け

抑止の知識を習得して頂きます。身近な親をサポートできる民間人を増やすことで、虐待死まで至るケース

を抑止します。2 年目を終えメンバーは約 5,000 人となり、今年度は10,000人を目指しています。

【事業の目的】

団体名：ゼロ会議運営委員会

ホームページ URL：https://www.ikuhaku.com/zero/ 助成金：778，000円

①ゼロ会議の開催（年4回） →2回開催

5月開催→配信に変更：7月配信→事前収録、YouTubeライブ配信に変更

・WEBチラシの作成

・SNSでの告知→facebookや公式LINEによる案内

・メンバーによる告知

・浪速区と連携での告知

9月開催→参加人数：78名

・WEBチラシの作成

・SNSでの告知→facebookや公式LINEによる案内

・メンバーによる告知

②音楽イベント等に参加

・9月開催MUSIC CIRCUS へ参加中止

・11月開催予定Rocks ForChile（ロックスフォーチル）への参加予定

③年間を通して子どもや親が泊まることのできる場所の運営

・開催なし

【事業紹介】

https://www.ikuhaku.com/zero/


新型コロナウィルス感染の影響で、これまでと同様の事業実施や継続が難しい状況が続いていますが、2021

年４月以降はオンラインでの対応できるように袋瀬に変更や積極的な対応を行い大阪市だけでなく、大阪府

や県外から参加してもらうことが出来ました。

またライブ配信と事前に収録した映像を使ったハイブリッド配信という新しい企画にもチャレンジすること

が出来ました。事前収録では大阪市浪速区から浪速区長と子育て支援課課長などにも参加していただき、こ

のプロジェクトに対してどんな取組みが出来るかを話すことができ、市民へも届けることが出来ました。

【事業実施の成果】

①ゼロ会議の開催・オンラインやハイブリッド配信を行うことで事業が継続でき、これまでより幅広い年齢

層へのアプローチが出来た。大学での特別講座や大学生から活動に参加したいとの連絡があり、若い世代で

の認知度が広がった。これまでは口コミや紹介での広がりが大きかったが、SNSなどを活用しもっと幅広い年

齢層への認知度を広げれるように、もっとSNS等の告知や案内をもっと強化して、認知度の裾野を広げる作業

を強化していきたい。

②音楽イベント等に参加

当初計画していたイベントの他にも主演依頼があり、認知が上がってきたが、緊急事態宣言等でイベントが

開催されない事がつづき、直前での変更などにも対応できるように対策をとる必要があった。

今後も音楽イベントや地域のイベントへの出演を継続して参加していきたい。取組の内容をもっとオープン

で身近なものとして考えれるような文化を広げていきたい。

③年間を通して子どもや親が泊まることのできる場所の運営

SNSを活用して対応する取組ができ、普段とは違い広いきな範囲での方と繋がることが出来た。

緊急事態宣言や蔓延防止対策の影響で、人と人が繋がる場が減少。オンラインでも繋がれるような方法を事

前に検討し対策する必要があり、今後も緊急事態宣言などが発令させる可能性があるので、オンラインでも

繋がれるような体制を整えていきたい。

【今後の展望と課題】



放課後スペース viva!しゅくだいカフェ 

 
団体名「放課後スペース viva!しゅくだいカフェ運営委員会」 
 
事業名称「放課後スペース viva!しゅくだいカフェの運営」 
 
活動概要・目的 
放課後の子どもの居場所不足や、地域とのつながりの欠如などの課題解消のために、 

① 子育て世帯の「家族だんらん(夜の 2時間)」の確保 

② 放課後、子どもたちが安全に安心して学べる、遊べる居場所づくり 

③ 課題やハンデを持つ子供を、自然なコミュニケーションの中でサポートすること 

以上の３つを目的とし、月~金曜日の15~19時に子ども達に対し完全無料で居場所を提供する。  

 

         
 

今年度計画 
週に一度、子どもたちが料理をゲーム感覚で習得していけるプログラム「ジブンメシクエスト」を開催し、

子どもたちが料理を習得していくことを目指しながら、年に数回、地域の方々との交流を図る 

「ハロウィン撮影会」や、夏には自然を感じられる「サマーデイキャンプ」の開催など、イベントを開催し

ます。（コロナウイルスの状況に合わせて、ジブンメシクエストやイベントの開催を延期または中止などの対応を適宜取っていく予定です。） 

そのような場合にイベントを中止した場合であっても、子どもたちの居場所として、できる限り居場所を

運営し続けます。 

           

活動実績 
スタートから5年で 403人が登録。日々20～40人ほどの子どもたちが居場所として活用しています。 

(コロナウイルス による緊急事態宣言以降は5～15人ほど) また、不登校で自宅にひきこもっていた子

や、特別支援対象の子のサードプレイスとしても定着し、さらに親の帰宅が遅いなどで、食の安定しない

子のヘルプを受けとめることもできるようになってきました。 


