
市が関与したCB／SB起業事例一覧（令和元年度）

担当区 ①事業名称（店舗名称） ②CB/SBによって対処する地域や社会のニーズ ③事業の概要等 ④事業実施者 ⑤行政による支援内容 ⑥参考URL

1 北区 コミュニティ回収
・地域住民のごみ減量・資源意識の向上
・地域コミュニティの活性化

現在、大阪市で実施している古紙・衣類分別収集を、地域活動協議会等の地域コミュニティ
がその主体となって実施。地域コミュニティと契約した再生資源事業者が、大阪市に代わり
古紙・衣類の収集し、地域コミュニティには、古紙・衣類の売却益と大阪市から支援が得ら
れる。
（令和元年7月より実施）

・北天満地域活動協議会

・環境局（北部環境事業センター）と連
携し、地域に制度の説明をし、実施する
地域には、周知方法及びチラシ、苦情
等の連絡体制等のアドバイスを行った。

2 北区 コミュニティ回収
・地域住民のごみ減量・資源意識の向上
・地域コミュニティの活性化

現在、大阪市で実施している古紙・衣類分別収集を、地域活動協議会等の地域コミュニティ
がその主体となって実施。地域コミュニティと契約した再生資源事業者が、大阪市に代わり
古紙・衣類の収集し、地域コミュニティには、古紙・衣類の売却益と大阪市から支援が得ら
れる。
（令和２年３月より実施）

・西天満地域活動協議会

・環境局（北部環境事業センター）と連
携し、地域に制度の説明をし、実施する
地域には、周知方法及びチラシ、苦情
等の連絡体制等のアドバイスを行った。

3 都島区 コミュニティ回収 ・地域活動協議会の財源確保

・市で実施している古紙・衣類分別収集を、地域活動協議会等の地域コミュニティがその主
体となって行うもの。
・対象となる地域で回収された古紙・衣類の量に応じて、再生資源事業者から売却益と、市
から奨励金が支払われる仕組み。

桜宮連合振興町会
環境局と連携し制度や手続説明を行う
ほか、実施にあたり局等との連絡調整
を行う。

http://www.city.osaka.lg.jp/ka
nkyo/page/0000288460.html

4 都島区 コミュニティ回収 ・地域活動協議会の財源確保

・市で実施している古紙・衣類分別収集を、地域活動協議会等の地域コミュニティがその主
体となって行うもの。
・対象となる地域で回収された古紙・衣類の量に応じて、再生資源事業者から売却益と、市
から奨励金が支払われる仕組み。

大東連合振興町会
環境局と連携し制度や手続説明を行う
ほか、実施にあたり局等との連絡調整
を行う。

http://www.city.osaka.lg.jp/ka
nkyo/page/0000288460.html

5 福島区 コミュニティ回収【古紙等】
・ゴミを資源として活用（地域課題の解決）
・分別収集の促進

・古紙、衣類の分別収集について、大阪市の代わりに地域コミュニティが主体となって回収
業者と契約して回収をおこなう。
・地域は回収業者からの古紙、衣類の売却益、大阪市からの奨励金を自主財源とし地域事
業予算に充てることが出来る。

玉川連合

行政協力会において環境局へ再度のコ
ミュニティ回収事業の説明を依頼。事業
に関心を示された地域に具体説明会の
日程調整・各種相談をおこなった結果、
事業実施となり、広報を行った。

6 福島区 コミュニティ回収【古紙等】
・ゴミを資源として活用（地域課題の解決）
・分別収集の促進

・古紙、衣類の分別収集について、大阪市の代わりに地域コミュニティが主体となって回収
業者と契約して回収をおこなう。
・地域は回収業者からの古紙、衣類の売却益、大阪市からの奨励金を自主財源とし地域事
業予算に充てることが出来る。

上福島連合

行政協力会において環境局へ再度のコ
ミュニティ回収事業の説明を依頼。事業
に関心を示された地域に２度の具体説
明会の日程調整・各種相談をおこなった
結果、事業実施となり、広報を行った。
（１０月より）

7 中央区
子育てサークルへの支援
事業

・多胎世帯への子育て支援 中央区子ども子育てプラザにおいて、多胎ファミリー教室を年4回開催し、育児や悩みごとの
相談を受け付けている。

おひさまの会

・区保健福祉センターへのチラシの配架
・区内に設置している「子育て応援団」
の情報提供とともに、その場へつなぐこ
とにより子育て世帯の支援を行ってい
る。

http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000288460.html#
http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000288460.html#
http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000288460.html#
http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000288460.html#
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8 中央区
子育てサークルへの支援
事業

・子育て世帯への支援

・主に1歳半までの子どもを持つ保護者と妊婦やプレパパを対象として、子育て中の相談を
お混っている。
・育児の不安や負担感の軽減のため、リフレッシュコーナーを作り子育て家庭を支援してい
る。

ほっとあい広場実行委員
会

・区保健福祉センターへのチラシの配架
・区内に設置している「子育て応援団」
の情報提供とともに、その場へつなぐこ
とにより子育て世帯の支援を行ってい
る。

9 中央区 子どもの居場所づくり事業

・地域の子どもの居場所づくり
・孤食を減らすことにより、子どもの心と身
体の健全育成につなげる
・非行の未然防止、学力の向上
・ひとり親世帯、共働き世帯の子育て支援
・外国ルーツの子どもたちへの支援

・週1回（水曜日）の夕食の提供
・貧困・孤食の子どもたちに居場所を提供することにより、非行を未然に防止し学力の向上
を図る。

しま☆ルーム
・子どもの居場所づくり連絡会において
連携し情報共有を行っている。

10 中央区 子どもの居場所づくり事業

・地域の子どもの居場所づくり
・孤食を減らすことにより、子どもの心と身
体の健全育成につなげる
・非行の未然防止、学力の向上
・ひとり親世帯、共働き世帯の子育て支援
・外国ルーツの子どもたちへの支援

・毎週木曜日の16時から20時の間、こども食堂を開設
・学習塾及び子ども食堂を実施

ダニエル教室＆子ども食
堂

・子どもの居場所づくり連絡会において
連携し情報共有を行っている。

11 港区
新たなペットボトル回収・リ
サイクルシステム

・ごみの減量、リサイクルの推進
・地域の自主財源の確保

・資源ごみとして大阪市が回収している家庭から排出されるペットボトルを、地域コミュニティ
（地域活動協議会等）と参画事業者が連携協働して回収する。
・分別の徹底により、マテリアルリサイクル（ボトルtoボトル等）を促進し、プラスチックの資源
循環を推進する。
・分別に対する意識をより高めていくことで、さらなるごみの減量・リサイクルを推進する。
・コミュニティビジネスの要素を取り入れることで、自律的な地域運営へ寄与し、活力ある地
域社会づくりに貢献する。

NPO法人南市岡地域活
動協議会

環境局、地域との連絡調整
https://www.city.osaka.lg.jp/h
odoshiryo/kankyo/000048019
4.html

12 大正区
コミュニティ回収
（三軒家西地域）

・ごみ減量への取組を地域全体で行うこと
で、環境保全への意識の向上につなげる
・地域活性化のための財源確保

・大阪市の古紙・衣類収集に代わり、三軒家西地域まちづくり実行委員会が主体となって
「古紙・衣類」 （「6品目」に分別：①新聞  ②雑誌  ③段ボール  ④紙パック ⑤その他の紙
⑥衣類）の回収を行う。
・三軒家西地域まちづくり実行委員会と契約した回収業者が、回収を行う。
・事業実施により得た、回収業者の売却益と、大阪市からの支援金の収入を、自主財源とす
る。

三軒家西地域まちづくり
実行委員会

・事業実施に際し、区役所に手続の相
談があったため、担当局と連携し制度説
明、導入までのサポートを行った。

13 大正区
コミュニティ回収
（北恩加島地域）

・ごみ減量への取組を地域全体で行うこと
で、環境保全への意識の向上につなげる
・地域活性化のための財源確保

・大阪市の古紙・衣類収集に代わり、北恩加島地域まちづくり実行委員会が主体となって
「古紙・衣類」 （「7品目」に分別：①新聞  ②雑誌  ③段ボール  ④紙パック ⑤その他の紙
⑥衣類）の回収を行う。
・三軒家西地域まちづくり実行委員会と契約した回収業者が、回収を行う。
・事業実施により得た、回収業者の売却益と、大阪市からの支援金の収入を、自主財源とす
る。

北恩加島地域まちづくり
実行委員会

・事業実施に際し、区役所に手続の相
談があったため、担当局と連携し制度説
明、導入までのサポートを行った。

14 大正区
コミュニティ回収
（鶴町地域）

・ごみ減量への取組を地域全体で行うこと
で、環境保全への意識の向上につなげる
・地域活性化のための財源確保

・大阪市の古紙・衣類収集に代わり、鶴町地域まちづくり実行委員会が主体となって「古紙・
衣類」 （「8品目」に分別：①新聞  ②雑誌  ③段ボール  ④紙パック ⑤その他の紙  ⑥衣類）
の回収を行う。
・三軒家西地域まちづくり実行委員会と契約した回収業者が、回収を行う。
・事業実施により得た、回収業者の売却益と、大阪市からの支援金の収入を、自主財源とす
る。

鶴町地域まちづくり実行
委員会

・事業実施に際し、区役所に手続の相
談があったため、担当局と連携し制度説
明、導入までのサポートを行った。
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15 大正区
コミュニティ回収
（泉尾北地域）

・ごみ減量への取組を地域全体で行うこと
で、環境保全への意識の向上につなげる
・地域活性化のための財源確保

・大阪市の古紙・衣類収集に代わり、泉尾北地域まちづくり実行委員会が主体となって「古
紙・衣類」 （「9品目」に分別：①新聞  ②雑誌  ③段ボール  ④紙パック ⑤その他の紙  ⑥衣
類）の回収を行う。
・三軒家西地域まちづくり実行委員会と契約した回収業者が、回収を行う。
・事業実施により得た、回収業者の売却益と、大阪市からの支援金の収入を、自主財源とす
る。

泉尾北地域まちづくり実
行委員会

・事業実施に際し、区役所に手続の相
談があったため、担当局と連携し制度説
明、導入までのサポートを行った。

16 天王寺区 コミュニティ回収
・地域内の廃棄物の減量及び資源の有効
利用を推進

・団体の活動区域に居住する市民から排出される古紙・衣類を定期的に収集 桃丘地域活動協議会

環境局から事業概要等の説明を地域
へ。区役所が地域会議へ出席。地域と
回収事業者との契約や実施に向けた地
域内広報が円滑に実施されるよう、まち
づくり支援センターへの助言支援を求め
た。令和元年10月から回収開始となる。

17 浪速区 コミュニテイ回収 ・地域課題解決に向けた自主財源確保

・地域コミュニテイが主体となり、コミュニテイ回収実施に向けた地域内での合意形成や周知
を図る。
・地域コミュニテイが契約した回収事業者が、大阪市になり代わり古紙・衣類の分別収集を
行う。
・発生した回収益及び大阪市よりの支援金を活用し、自主財源確保と地域課題の解決を図
る。

立葉地域活動協議会

・地域の自主財源確保に向け、区よりコ
ミュニテイ回収の実施を勧奨した。令和
元年12月よりコミュニテイ回収を開始し
ている。

18 浪速区 コミュニテイ回収 ・地域課題解決に向けた自主財源確保

・地域コミュニテイが主体となり、コミュニテイ回収実施に向けた地域内での合意形成や周知
を図る。
・地域コミュニテイが契約した回収事業者が、大阪市になり代わり古紙・衣類の分別収集を
行う。
・発生した回収益及び大阪市よりの支援金を活用し、自主財源確保と地域課題の解決を図
る。

塩草地域活動協議会
・地域の自主財源確保に向け、区よりコ
ミュニテイ回収の実施を勧奨した。

19 西淀川区 にじいろマルシェinにしよど 地域コミュニティの活性化

・地域住民が中心となって「にじいろマルシェ実行委員会」を立ち上げマルシェを開催した。
・出店者から出店料を徴収し備品等のレンタル料などの運営資金とした。
・西淀川区地域振興会と共同開催し、地域活動の紹介や町会加入の促進をPRするブース
を設置した。

にじいろマルシェ実行委
員会・西淀川区地域振興
会

・地域住民が中心となった実行委員会
立ち上げにあたり、地域振興会をはじめ
とした地域団体を紹介し様々な分野の
方が参画できるようにサポートを行っ
た。
・区による地域紹介や町会加入促進
ブースなどの設置についてアドバイスを
行った。

https://ameblo.jp/nijiiromarch
e-nishiyodo/

20 淀川区
高齢者等の買い物支援事
業

徒歩圏内に食料品等の生活必需品を買うことが
できる店舗が少なく、同時に公共交通機関の利
便性も悪い地域となり、高齢者等の買い物が困
難な状況となっているので、それを解消する事業
の要望が地域から提出された。

淀川区が指定した場所において定期的な移動販売を実施し、買い物不便さや高齢者の孤立化・見守り
支援等の地域課題の解決を図る。
昨年度、年度途中より試行的に実施したが、今年度より通年で本格実施する方針とした。

（詳細）
① 　淀川区長が指定する地域と場所において、１か所あたり概ね、食料品等は１週間に１回以上、それ
以外の品目については、１～２カ月に1回以上、移動販売を行う者
② 　地域住民の要望を踏まえ淀川区長が指定する食料品等を移動販売する
③ 　移動販売を行う期間は、概ね２年程度継続して実施する
④ 　移動販売の実施に際して移動販売に係る食品衛生法その他関係法令を遵守する
⑤ 　移動販売の業務に支障のない範囲において、見守り活動に協力する

生活協同組合コープこう
べ
コープ桜塚

・淀川区が、地域との協議で実施場所
の決定を行ったうえで場所を提供し、定
期的な移動販売を実施する事業者を募
集選定してその認可を行なう。昨年度後
半から実施していたが、正式に区として
SBに該当すると判断し、実施する。

https://www.city.osaka.lg.jp/y
odogawa/page/0000454396.ht
ml

21 生野区 コミュニティ回収
・環境に対する意識やごみの減量に対する
啓発

・行政に代わって地域が契約した収集事業者が古紙等を収集する。
・ごみの持ち去りを防ぐため地域で見回りをする等により、地域のコミュニティが活性化す
る。

林寺連合振興町会
団体の自主財源確保の手法の一つとし
て、中間支援組織と連携して事業の周
知等を行った。

https://ameblo.jp/nijiiromarche-nishiyodo/#
https://ameblo.jp/nijiiromarche-nishiyodo/#
https://www.city.osaka.lg.jp/yodogawa/page/0000454396.html#
https://www.city.osaka.lg.jp/yodogawa/page/0000454396.html#
https://www.city.osaka.lg.jp/yodogawa/page/0000454396.html#
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22 生野区 コミュニティ回収
・環境に対する意識やごみの減量に対する
啓発

・行政に代わって地域が契約した収集事業者が古紙等を収集する。
・ごみの持ち去りを防ぐため地域で見回りをする等により、地域のコミュニティが活性化す
る。

巽南連合振興町会
団体の自主財源確保の手法の一つとし
て、中間支援組織と連携して事業の周
知等を行った。

23 生野区 コミュニティ回収
・環境に対する意識やごみの減量に対する
啓発

・行政に代わって地域が契約した収集事業者が古紙等を収集する。
・ごみの持ち去りを防ぐため地域で見回りをする等により、地域のコミュニティが活性化す
る。

小路連合振興町会
団体の自主財源確保の手法の一つとし
て、中間支援組織と連携して事業の周
知等を行った。

24 旭区 こども食堂あさひ

・地域の子どもの居場所づくり
・孤食を減らすことにより、子どもの心と身
体の健全育成につなげる
・ひとり親世帯、共働き世帯の子育て支援

・一人または子どものみで食事をしている子どもを対象に、月１回（17:00～19:00）・大人300
円・子ども100円で食事を提供する。
・時間内は宿題ができるスペースを開放する。

NPO法人あさひ

・チラシの配布
・地元の学校へ紹介
・各こども食堂の支援を目的として「あさ
ひこども食堂ネットワーク会議」を開催

25 城東区 コミュニティ回収 ・地域活動協議会の財源確保

・大阪市が行っている「古紙・衣類収集」について、地域活動協議会等の地域コミュニティが
主体となって行う。地域コミュニティは、回収業者と契約を行い、その回収業者が古紙・衣類
収集を行う。
・地域コミュニティは、回収業者から売却益を得ることで自主財源を確保することができ、ま
た、古紙・衣類収集を地域が主体となって行うことにより、地域内のコミュニケーションを深
め、「絆づくり」を図る効果が見込まれる。

今福地域活動協議会

・自主財源の確保を目的としたＣＢ/ＳＢ
支援講座として「コミュニティ回収勉強
会」を8月29日に開催
・環境局やまちセンと連携し、既実施地
域にも協力を得ながら、地域での合意
形成や、契約事業者選定にかかる支援
を実施
・令和元年12月より事業を開始

26 城東区 コミュニティ回収 ・地域活動協議会の財源確保

・大阪市が行っている「古紙・衣類収集」について、地域活動協議会等の地域コミュニティが
主体となって行う。地域コミュニティは、回収業者と契約を行い、その回収業者が古紙・衣類
収集を行う。
・地域コミュニティは、回収業者から売却益を得ることで自主財源を確保することができ、ま
た、古紙・衣類収集を地域が主体となって行うことにより、地域内のコミュニケーションを深
め、「絆づくり」を図る効果が見込まれる。

城東地域活動協議会

・自主財源の確保を目的としたＣＢ/ＳＢ
支援講座として「コミュニティ回収勉強
会」を8月29日に開催
・環境局やまちセンと連携し、既実施地
域にも協力を得ながら、地域での合意
形成や、契約事業者選定にかかる支援
を実施
・令和2年2月より事業を開始

27 鶴見区 新たなペットボトル回収 ・ごみ減量、リサイクルの推進
・現在、資源ごみとして回収している家庭から排出されるペットボトルを、地域活動協議会等
と参画事業者が連携協働して回収する
・回収で得た売却益を地域活動協議会等の収入とする

特定非営利活動法人緑・
ふれあいの家

・事業を実施する環境局を支援し、地域
への説明などに協力した

https://www.city.osaka.lg.jp/ka
nkyo/page/0000484249.html

28 鶴見区
YouTubeチャンネル収益化
に向けての周知

・情報発信により、活動の周知・理解の促
進を図り、担い手の確保にもつなげる
・自己資金の確保

・現在、地域情報の発信ツールとして利用しているYouTubeチャンネルの収益化を目標に
チャンネル登録者数の増加に向けて周知を行う。なお、収益化によって得た収益を地域活
動協議会等の収入とする。

NPO法人榎本地域活動
協議会

・区役所主催の『鶴見区地域活動研究
会vol,13（通称：ツルラボ13）』において、
youtubeチャンネル収益化についての方
法を説明した。

https://www.youtube.com/cha
nnel/UCRCY4ZhxZngEWPvC2
w5Pvkg

https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000484249.html#
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https://www.youtube.com/channel/UCRCY4ZhxZngEWPvC2w5Pvkg#
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29 鶴見区 新たなペットボトル回収 ・ごみ減量、リサイクルの推進
・現在、資源ごみとして回収している家庭から排出されるペットボトルを、地域活動協議会等
と参画事業者が連携協働して回収する
・回収で得た売却益を地域活動協議会等の収入とする

榎本連合振興町会、今
津連合振興町会

・事業を実施する環境局を支援し、地域
への説明などに協力した

https://www.city.osaka.lg.jp/ka
nkyo/page/0000484249.html

30 阿倍野区 コミュニティ回収
・事業実施による、売却益や奨励金等の収
入を、地域等の自主財源の確保につなげ
る

現在、大阪市で実施している古紙・衣類分別収集を、地域活動協議会等の地域コミュニティ
と契約した再生資源事業者がその主体となって、大阪市に代わり古紙・衣類の収集を行う。

高松地域

・各地域の会議等で事業の趣旨等につ
いて説明を行い、導入までのサポートを
行った。令和２年２月から事業を開始し
ている。

31 住之江区 コミュニティ回収
・ごみの減量、リサイクルの推進
・まちの美化、環境教育
・地域の自主財源の確保

・大阪市が行っている「古紙・衣類収集」について、地域コミュニティが主体となって行う。地
域コミュニティは、回収業者と契約を行い、その回収業者が古紙・衣類収集を行う。
・地域コミュニティは、回収業者から売却益を得ることで自主財源を確保することができ、ま
た、古紙・衣類収集を地域が主体となって行うことにより、地域内のコミュニケーションを深
め、「絆づくり」を図る効果が見込まれる。

海の町連合町会
・コミュニティ回収実施事業者と地域の
橋渡し役となった

32 住之江区 コミュニティ回収
・ごみの減量、リサイクルの推進
・まちの美化、環境教育
・地域の自主財源の確保

・大阪市が行っている「古紙・衣類収集」について、地域コミュニティが主体となって行う。地
域コミュニティは、回収業者と契約を行い、その回収業者が古紙・衣類収集を行う。
・地域コミュニティは、回収業者から売却益を得ることで自主財源を確保することができ、ま
た、古紙・衣類収集を地域が主体となって行うことにより、地域内のコミュニケーションを深
め、「絆づくり」を図る効果が見込まれる。

太陽の町連合長会
・コミュニティ回収実施事業者と地域の
橋渡し役となった

33 住吉区
コミュニティ回収事業（住吉
地域）

ごみの減量や資源の再利用のほか、環境
教育やまちの美化、地域のコミュニティづく
りに向けた取組が求められている。

家庭から出る新聞、段ボール、紙パック、雑誌などの古紙や古布などの再生資源物を地域
が自主的に収集活動し再生資源業者に引き渡す活動を実施する。

住吉連合地域活動協議
会

地域主催の説明会にて収集業務の概
要説明など

34 東住吉区 南百ふれあい食堂
・地域の子どもの居場所づくり
・地域の子育て世代やひとり親世帯、共働
き世帯等への子育て支援

主に南百済小学校区域の子育て世代の家族の子どもや親子を対象として、毎月１回12時
30分から子ども無料、大人300円で食事を提供しており、その後は16時まで遊び場所を提供
している。

南百ふれあい食堂運営
委員会（連合町会長、民
生委員等で構成）

新規開設前に、子どもの居場所運営に
ついての留意事項（衛生面、その他）の
確認のため来所され、情報提供を行い、
参考資料を配付した。

35 東住吉区 コミュニティ回収
ごみの減量や資源の再利用のほか、環境
教育やまちの美化、地域のコミュニティづく
り

家庭から出る新聞、段ボール、紙パック、雑誌などの古紙や古布などの再生資源物を、町
会、自治会、子ども会、マンション管理組合などの住民団体や地域活動協議会などが、自主
的に回収活動し再生資源業者に引き渡すことにより、立派な資源として活かすことができる
活動

育和連合振興町会

区役所政策推進課と中部環境事業セン
ターが連合振興町会役員向け説明会を
実施することで、コミュニティ回収事業開
始につながった。

https://www.city.osaka.lg.jp/ka
nkyo/page/0000009027.html

https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000009027.html#
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36 東住吉区 コミュニティ回収
ごみの減量や資源の再利用のほか、環境
教育やまちの美化、地域のコミュニティづく
り

家庭から出る新聞、段ボール、紙パック、雑誌などの古紙や古布などの再生資源物を、町
会、自治会、子ども会、マンション管理組合などの住民団体や地域活動協議会などが、自主
的に回収活動し再生資源業者に引き渡すことにより、立派な資源として活かすことができる
活動

南田辺連合振興町会

区役所政策推進課と中部環境事業セン
ターが連合振興町会役員向け説明会を
実施することで、コミュニティ回収事業開
始につながった。

https://www.city.osaka.lg.jp/ka
nkyo/page/0000009027.html

37 東住吉区 コミュニティ回収
ごみの減量や資源の再利用のほか、環境
教育やまちの美化、地域のコミュニティづく
り

家庭から出る新聞、段ボール、紙パック、雑誌などの古紙や古布などの再生資源物を、町
会、自治会、子ども会、マンション管理組合などの住民団体や地域活動協議会などが、自主
的に回収活動し再生資源業者に引き渡すことにより、立派な資源として活かすことができる
活動

矢田東連合振興町会

区役所政策推進課と中部環境事業セン
ターが連合振興町会役員向け説明会を
実施することで、コミュニティ回収事業開
始につながった。

https://www.city.osaka.lg.jp/ka
nkyo/page/0000009027.html

38 東住吉区 新たなペットボトル回収
・事業実施による、売却益等の収入を、地
域等の自主財源の確保につなげる

現在、大阪市で実施しているペットボトル収集を、地域活動協議会等の地域コミュニティと契
約した再生資源事業者がその主体となって、大阪市に代わりペットボトルの収集を行う。

湯里地域
・各地域の会議等で事業の趣旨等につ
いて説明を行い、事業の実施を促す。

https://www.city.osaka.lg.jp/ka
nkyo/page/0000490234.html

39 東住吉区 子どもひまわり食堂

・地域の実態に即し、長期休みの子どもた
ちの生活の心身の健全育成につなげる
・地域の子どもの居場所づくり
・ひとり親世帯、共働き世帯の子育て支援

・開催状況：不定期
・学校の長期休み時に地域の会館で開催。小学生100円・中学生以上200円で食事を提供。

矢田中地区民生委員児
童委員協議会

・区役所へ子ども食堂についての支援
について相談に来られ情報提供行う。
・子どもの居場所連絡会において連携し
情報提供を行っている。

40 平野区 コミュニティ回収

・古紙・衣類の資源化促進によるごみの減
量化
・地球資源の循環による自主財源の確保
・地域コミュニティの活性化

大阪市が行っている「古紙・衣類収集」を地域コミュニティが主体となって行い、地域で契約
した再生資源収集業者から売却利益を得ることで自主財源を確保することができる。また、
ごみの減量化や資源の再利用を促進し、さらには、まちの美化や地域コミュニティの活性化
にも効果が見込まれる。

新平野西連合町会 環境局が地域へ説明し実施
https://www.city.osaka.lg.jp/k
ankyo/page/0000288460.html

41 平野区 コミュニティ回収

・古紙・衣類の資源化促進によるごみの減
量化
・地球資源の循環による自主財源の確保
・地域コミュニティの活性化

大阪市が行っている「古紙・衣類収集」を地域コミュニティが主体となって行い、地域で契約
した再生資源収集業者から売却利益を得ることで自主財源を確保することができる。また、
ごみの減量化や資源の再利用を促進し、さらには、まちの美化や地域コミュニティの活性化
にも効果が見込まれる。

平野西連合町会 環境局が地域へ説明し実施
https://www.city.osaka.lg.jp/ka
nkyo/page/0000288460.html

42 平野区 ＬＩＮＥスタンプ販売

・地域独自で作成したマスコットキャラク
ターをLINEスタンプとして販売することによ
り、自主財源の確保とマスコットキャラク
ターを周知することにより地域活動協議会
に愛着をもってもらう。

・地活協の広報誌などでLINEスタンプを広報し、120円でLINEスタンプとして販売する。 平野西連合町会
地域の広報担当がまちづくりセンターに
相談し、支援した。
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43 西成区 コミュニティ回収
・地域活動の継続的な実施に向けた自主
財源の確保につなげる。

・連合振興町会の活動範囲において、資源ごみの行政回収を業者回収とすることで、回収
量に応じた売却益と市からの奨励金を得る。

千本連合振興町会

・区、まちセンが実施に向けて、地域住
民への周知方法の情報提供を行い、手
続に関しては関連部署と連携し、必要
書類の作成などの支援を行う。


