
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淀川区まちづくりセンター 

〒532-8501 大阪市淀川区十三東 2-3-3 淀川区役所 4 階 

TEL 06-6309-5656    FAX06-6309-5657 

mail yodogawa-machikyou@festa.ocn.ne.jp 

HP  http://yodomachi.jimdo.com/   

Facebook  https://www.facebook.com/ymachisen 

まちセンでこんなことしました 

防災コラム 

淀川まちセン通信は、淀川区の地域活動協議会に関する情報発信、淀川区まちづくりセンターの活動

紹介、多様な地域資源の紹介を目的に、毎月発行していきます。 

 

第２話 身の回りの危険を知る（その１） 

お住まいは、何年前に建てたものですか？ 

昭和 56（1981）年に、地震による建物の倒壊

を防ぎ、建物内の安全を確保することを目的に、

建物の耐震基準が大きく改正されました。建物の

強さを左右しているのは、柱の間隔や壁・柱をな

なめに支える筋交い(すじかい)の量などです。お住

まいの建物の古さや安全性を点検し、普段の維

持・管理をしっかり行うことにより、安全な建物

への改修、そして維持をしていくことができます。 

お住まいの建物が不安、その安全性を知りたい

ということであれば、一般財団法人 大阪建築防災

センター（http://www.okbc.or.jp/index.html）

の無料建築相談なども活用することができます。 

また、物件によっては耐震診断や耐震改修につい

て大阪市の助成を受けることができます。 

阪神・淡路大震災において屋内負傷者の約 5 割

が家具転倒を原因とするものでした。南海トラフ

巨大地震では、周期の長い地震動が長い時間続く

ことが予想され、地震に強いとされている鉄筋コ

ンクリ―ト造のマンションでも家具転倒による閉

じ込めや怪我が懸念されます。 

 災害の危険から身を守るためにも、家族で話し

あい、まずは身のまわりの危険をチェックするこ

とから始めてはいかがでしょうか。 

（一般財団法人 都市防災研究所 土肥英生） 

 

編集後記 

最寄り駅の改札口のすぐ上に、毎年ツバメが巣を

作ります。利用客に迷惑がかからないよう、駅員

さんがいつも掃除をし、ツバメの様子をボードに

書いて知らせてくださいます。場所を共有するに

は、ほんの少しの思いやりが大切なんですね。 

このコーナーは、防災について研究や調査を行い、様々な現場で防災まちづくりに関

わっている(一財)都市防災研究所の土肥英生氏による、災害の被害を軽減するための『減

災まちづくり』コラムです。 

加島：話し合いを重ねて描く私たちのまちのこれから 

 

ワークショップを重ねて地域のビジョンづくり 

■立場の違いを越えて話し合う 

ワークショップ参加者は、地域活動協議会や連合振興町

会の役員、小中学校の先生、子育て世代の方まで、幅広

い世代・立場の方で構成され、普段なかなか話し合うこ

とのないメンバーが意見交換を行う機会となりました。 

 

■自分の地域を改めて見直す機会に 

様々な切り口で地域のことを考えるワークショップを実

施しました。 

まずは個人で「加島の理想の姿」「やってみたい活動」を

考え、共有しました。次に、地図に地域の魅力や課題、

資源などを出し合いました。その後、「子ども・子育て」

「高齢者福祉」「交流促進」「担い手の発掘」「防犯・防災」

のテーマに分かれて、加島の理想の姿と、そのための行

動についてアイデア出しを行いました。そして最後に、

これまでに出てきたキー

ワードを共有し、加島地

域のビジョンにまとめて

いきました。 

 

■参加者みんなでビジョンをつくる 

話し合いを通じて加島のまちのキーワードが 38 個あげ

られ、全員で加島地域のビジョンにまとめていきました。

地域の方に進行役になって頂き、問いかけ、悩みながら、

皆さんが納得する形でビジョンができあがりました。 

全員で話し合い、自分たちでつくったビジョンであるこ

とを実感する時間になったように思います。 

＜ビジョン策定ワークショップの流れ＞ 

第４回『加島地域のビジョンづくり』 
・加島のこれからについてのキーワードをあげる 

・全員で加島のビジョンをまとめる 

第３回『課題解決に向けた方向性の検討』 
・テーマごとのグループで、加島の理想の姿を話し合う 

・その理想に向かうための行動のアイデア出しを行う 

 

第２回『加島の資源マップづくり』 
・加島の地図に、現状や様々な取組、課題などを記入 

・全体で共有し、加島の資源マップをつくる 

 

第１回『理想のまちの姿を描こう』 
・個人で[加島の理想の姿]と[やりたい活動]を検討 

・共有し、テーマに沿ってグループ分け 

・全体で共有し、加島の資源マップをつくる 

 

地域活動協議会でビジョンを策定した淀川区で初
めての事例になりました。淀川区まちづくりセン
ターでは、地域ビジョンやまちづくり計画づくり
のお手伝いも、ご要望に応じて実施しております。 
お気軽にご相談ください。 

加島地域のビジョンが完成!! 

NPO 法人榎本地域活動協議会へのコミュニティ回収視察 

4 月 24 日（金）にまちセンスタッフと、コミュニティ回収を検討して

いる地域の方で、鶴見区の NPO 法人榎本地域活動協議会を訪問し、木

村理事長を始め役員の方に、大阪市内で唯一取り組んでいるコミュニテ

ィ回収について、お聞きしました。 

コミュニティ回収とは？？ 

古紙・衣類６品目の資源回収を、大

阪市ではなく、地域活動協議会が契

約した民間業者が行う仕組みで、行

政回収がなくなる代わりに、大阪市

から奨励金などが地域に入ります。

今年度は淀川区独自支援事業とな

っており、地域活動協議会の自主財

源獲得の方法の１つとして注目さ

れています。 

 

淀川まちセン通信 
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2015 年 5 月 

■榎本地域のコミュニティ回収 

榎本地域活動協議会は、既に古紙回収な

どを行っている団体には強制せず、協力

できる人により、平成 26 年 11 月にコ

ミュニティ回収をスタートさせました。 

契約していない業者による持ち去り対

策として、看板設置や貼り紙配布と合わ

せて、役員の方が、朝６時から契約業者

の回収が始まる９時頃まで、車で地域を

回り、出された資源を会館に運び、持ち

去りを防いでいます。 

これらの取組みの結果として、想定をは

るかに上回る回収量を集めることがで

きています。 

 

■今後取り組む地域へのアドバイス 

・協力しない町会などがあっても、行政

回収はなくなるので、周知は必要。 

・回収業者は、近場で柔軟に対応できる

業者と契約したほうがいい。 

・せっかくの分別意識が持ち去りで無駄

にならないよう考える必要がある。 

加島地域活動協議会は、平成 26年 12月から平成 27 年 2 月にかけて、全４回のワーク

ショップを行い、地域ビジョンを策定しました。これは、役員や事務局の方々から「地域

が共通の意識を持ち、目指す方向性を明確にするビジョンをつくりたい」との声をきっか

けに、加島地域活動協議会が主催し、淀川区まちづくりセンターがワークショップの企画・

運営を行いました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■三国地域 三国げんき倶楽部 

5 月 7 日（木）三国社会福祉会館 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者を対象に毎月勉強会が行われ

ています。今回は伊達合同事務所の司

法書士さんを講師に、「愛する人へのメ

ッセージ」と題したエンディングノー

トの話を真剣に聞いていました。 

■西中島地域 春まつり 

4 月 26 日（日）西中島小学校 

子ども達を中心に、グランドゴルフ

やシャッフルボールなどで楽しみまし

た。地域の方によるカレー、うどん、

焼き芋のコーナーもありました。 

 

よどまち未来セッション 『まち歩き企画講座（3 回連続講座）』のご案内 

 『まち歩き』は“まちづくり”の第一歩です。“自分の住むまち”の魅力を発見したり、防災や防犯など

“まち”の課題解決のきっかけをつかんだり、観光資源にしたり。“まち”の空気を共に感じ、見て聞い

て歩くことで、まちを更に好きになる機会になるかもしれませｎ。 

そんな『まち歩き』を企画できるようになることを目指した『まち歩き企画講座』を開催します。 

 興味のある方は是非ご参加ください。 

 

 

（子どもの体験活動や読書活動に！） 

■独立行政法人国立青少年教育振興機構 子ども夢基金   

子どもの健全な育成を図ることを目的としたものです。 

今回の募集では、子どもを対象とする体験活動や読書活動及

びその活動の指導者を育成する活動が対象となります。 

・実施期間 平成 27 年 10 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

・助成上限額 50 万円 

・応募締切 6 月 24 日 

http://yumekikin.niye.go.jp/jyosei/index.html 

（地域の高齢者食事サービスや見守り活動のパワーアップに！） 

■明治安田生命保険相互会社と一般社団法人全国老人給食協力会 地域支え合い活動助成プログラム 

高齢者が安心感をもって、地域で自分らしく暮らし続ける仕組みづくりを後押しするための助成プログラム

です。 

ボランティア団体・ＮＰＯ等の非営利団体が行う配食サービス、会食サービス、孤立予防のための居場所運営、

生活助け合い活動、 見守り活動などを対象に、その活動の立ち上げ資金や 備品購入資金を助成します。 

・助成限度額は、15 万円 

・申し込み締め切りは、6 月 30 日 

http://www.mow.jp/ 

地域での取り組み 

まっさんのお役立ち情報 

淀川だれそれ 
淀川区をステージにして、さまざまな活動をしている人や団体を紹介するコーナーです。

詳しい活動については、ホームページ又はまちセンホームページをご覧ください 

応用地質株式会社関西支社 ジオテクニカルセンター 防災・探査グループ 山内 政也さん 

URL：http://www.oyo.co.jp        

地域で行われた地域活動協議会の事業について、紹介するコーナーです 

まちセンからのお知らせ 

■木川南地域  花見食事会 

4 月 19 日（日）木川南社会福祉会館 

 

 

 

 

 

 

 

 

当日から雨模様で、木川南公園での

実施はできませんでしたが、地域の皆

さんが社会福祉会館に大勢集まり、美

味しいお弁当をいただきました。 

 

今回は、いま地域活動に使えそうな助成金の情報を 3 つお届けします。 

淀川区まちづくりセンターでは、助成金申請のお手伝いもしています。 

お気軽にお問い合わせください。 

（高齢者や障害者のためのボランティア活動に！） 

■公益財団法人太陽生命厚生財団  

ボランティアグループ等が行う事業への助成 

生活福祉分野で地域に根ざし、地道な活動を行なっている

ボランティアグループ等が実施する事業への助成制度です。 

在宅高齢者または在宅障害者等のために福祉活動や文化活

動を行うのに必要な費用または機器、機材、備品等を整備す

る費用を助成します。 

・助成限度額は、50 万円 

・申し込み締め切りは、6 月 30 日 

http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/promotion_recruitment/index.html 

淀川区 NPO 連絡会 

現在淀川区には、様々な分野で活動して

いる NPO が、100 団体程度あります。そ

れぞれの NPO が独自に活動するだけでは

なく、互いにつながり連携を図っていくた

めに、平成 27 年 2 月に『淀川区 NPO 連

絡会』が設立されました。4 団体の代表が

呼びかけ人となり、現在 19 団体が会員と

なっているとのことです。 

当面は、淀川区 NPO 通信や facebook

による情報発信、清掃活動、手話教室など

の活動を行いながら、今後の NPO 連絡会

の役割や意義を探っていくとのことです。 

地域活動協議会においても、NPO のもつ

専門性とうまく連携することで、課題解決

や担い手発掘につながることが、期待され

ています。 2 月に開催された設立総会 

■三津屋地域 みつやの運動会 

５月 10 日（日）三津屋小学校 

 

 

 

 

 

 

 

天候にも恵まれ、子どもから高齢者

まで、1200 名以上の方が参加。美津

島中学校吹奏楽部の演奏によるラジオ

体操、町会対抗の三方綱引きやリレー、

障害物競争など、盛り上がりました。 

 

■新東三国地域 クリーンウォーク 

5 月 10 日（日）新東三国地域 

大勢の方が集まり、地域や河川敷、

小学校の清掃を行いました。東三国中

学校からも大勢参加し、地域活動をサ

ポートするジュニアリーダーのユニフ

ォームのお披露目も行われました。 

 

■神津地域 ガレージセール 

5 月 9 日（土）神津会館 

 

 

 

 

 

 

 

ふれあい喫茶と合わせて、初めてガ

レージセールが開催されました。神津

女性部の接客のもと、使わなくなった

衣類やかばん、日用品などが、次々に

売れていきました。 

 

まちセンを通じて地域と繋がり、昨年は

３地域の防災訓練で地震災害リスクの説明

や液状化実験・建物の耐震性に関する実験

を披露した応用地質株式会社。防災に携わ

る地震被害や土砂災害など様々な知識と経

験を保有しています。 

「防災訓練やまちセンの防災講座に参加

したことで、行政側の視点だけでなく、地

域の方の視点・防災意識が見え、とても勉

強になっています。今気になるのは南海ト

ラフ被害想定。津波だけクローズアップす

るのでなく、震度６強の揺れが相当強いの

で、液状化被害も意識することが大切です。

応用地質としてできること・地域にお役に

立てることで交流を深めていきたいです」

と話す担当の山内さん。 

応用地質は、各地の行政の仕事で防災マ

ップづくりやワークショップなども支援も

しています。（tune） 

■日程・場所（予定） 

1 回目 6 月 23 日（火）19 時～ 淀川区役所  

2 回目 7 月 4 日（土）15 時～ 未定 

3 回目 7 月 14 日（火）19 時～ 淀川区役所 

■定員 

 15 名（淀川区在住・在勤の方） 

 

 

■内容 

 1 回目・・・“まち歩き”について学びます 

 2 回目・・・実際に“まち歩き”をします 

 3 回目・・・“まち歩き”を企画します 

 

場所・時間など、変更になる場合がありまず。参加

申し込み・お問い合わせは淀川区まちづくりセンタ

ーまでご連絡ください。 

地域の防災訓練での実験風景！ 

説明中の山内さん 

https://www.facebook.com/kikawaminami/photos/a.364091520364003.1073741828.354904367949385/672965246143294/?type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=644219322376397&set=pcb.644221032376226&type=1

