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ボランティアスタッフ募集 

「この時間なら手伝えるよ」「こんなこと 

なら出来るよ」など、少しでも助けてい 

ただける方は下記までご連絡ください。 

他にも「こんな特技があるよ」「こんなこ

とがしてみたい」「どうしたらいいの？」

という情報、要望や相談もお受けしてい 

ます。 

【お問い合わせ先】 

東淀川区豊新４丁目１８－９ 豊新憩の家

豊新地域活動協議会 事務局長 川﨑敦弘

ＴＥＬ ：０８０－５３１１－６６４１

ＭＡＩＬ：houshin_net@maia.eonet.ne.jp

ＨＰ ：https://houshin.jimdo.com/

　今回の計画策定には地域で活躍されているたくさんの方に係っていただき、

様々な観点から意見や要望、普段感じておられることを出していただきました。

なかなかこれだけ時間をかけて振り返り現状を見つめ、課題を洗い出し、どう

行動し、どういった地域にしたいのかを考えることが無かったように思います。

どのテーマでも言えたことは、「ひとりはみんなのために、みんなはひとりの

ために」という言葉のように、「困ったときはお互いさま」の精神で、他人事で

はなく、一人ひとりが助けを必要とした人に手を差し伸べるようにしていくこ

とが大切ではないかと思われます。今後はもっと多くの方に地域活動を知って

もらい、携わっていただくことが必要なの

だろうと感じます。

たくさんの「こんな地域であって欲しい」

「こんな地域で暮らしたい」という多くの

方々の思いを形にしていけるように、地域

活動協議会を中心に一緒に取り組んでいき

ましょう。
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　皆さんはどんなまちに住みたいと思いますか？「便利なまち」「安全なまち」

「子どもが生き生き育つまち」「年老いても障がいがあっても安心して暮らせる

まち」「活気があるまち」・・・そんな皆さんの望むまちであれば、きっと「こ

のまちに住んで良かった」「住み続けたい」と思えるのではないでしょうか？

　では、子どもを生み育て、歳を重ねても安心して暮らせ、いつまでも楽しく

活気あるまちにしていくにはどうしたら良いのでしょう？

　幸いにも私たちの地域には小学校や区役所、警察署を中心に福祉施設などの

たくさんの地域資源があります。そして多くの商店が立ち並び、様々な企業や

地域で活躍する多くの団体もあり、なんと言ってもこの地域には「このまちを

良くしたい」と思われている人たちが数多く住んでいます。

　地域にある施設や団体、商店等も「まちを良くするために協力したい」と考

えています。

　そんな「このまちを良くしたい」と思うこの地域に住んでいる方々や施設、

団体の望みを形にしていけばきっと「この地域で良かった」と思えるものにな

るのではないでしょうか？

　そこで、平成２８年度に開催した「東淀川区地域保健福祉計画ワークショップ」

の際に豊新地域で出された意見を参考に、「豊新地域の今後の目指すまち」の方

向性を定めようと考え、平成２９年度、まずは１１の分野（テーマ毎の分科会）

に分け、地域の特性（強み）や課題を洗い出すところから始めました。

　さらに、共通する内容で合同分科会としてグループを組み、議論や情報交

換、学習会などを重ね、豊新が今後「この様になってほしい」「この様にした

い」という思いを詰めた「豊新　地域保健福祉計画」を策定しました。

　私たちは今後、この計画の方向をめざしながらも、常に皆さんの意見をいた

だき、修正や進捗を確認しながら「住んで良かった」「住み続けたい」と思え

るまちをめざしていきたいと考えていますので、ご支援・ご協力を賜りますよ

うお願いします。



豊新地域の概況 

③地域の位置・相関図 
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①地域の特徴 

１９７３（昭和４８）年、急速な人口・児童数の増加により、菅原・

豊里・新庄・大隅の４地域の一部を合わせて組織され、豊新地域・豊新

小学校が誕生し、同時に豊新社会福祉協議会も設立されました。豊新（ほ

うしん）とはその名のとおり、「豊かで新しい」という意味です。 

１９７５（昭和５０）年、容量１００トンの耐震貯水槽が多幸公園の

地下に埋設されて以来、毎年『防災訓練の日』を定め、訓練を実施して

います。 

１９７７（昭和５２）年、それまで４地域それぞれで実施していた盆

踊り大会を一つにまとめた『地域盆踊り大会』を開催。以降、毎年開催

しております。 

現在は、２０１３（平成２５）年に発足した『豊新地域活動協議会』

が中心となり、「地域のことは、地域で考え、実行する」を合言葉に、

地元企業や社会福祉施設、学校等とも連携しながら「地域住民の地域住

民による地域住民のための活動」を様々な形態で展開し、保健福祉の増

進に努めております。 

②地域の世帯数・人口・高齢化率（平成２７年・２２年国勢調査より）

世帯数（世帯） 人口（人） 高齢化率 

２７年 ６,８９０ １２,２２１ １９.３%

２２年 ７,１７２ １２,５８６ １５.４%

２７年 
（区全体） ９２,５３６ １７５,５３０ ２３.４%



（※一部、参加または協賛行事を含む）豊新地域で取り組まれている福祉活動の紹介
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高齢者・障がい者を地域で支える

安心して暮らせるまちづくり～防災・防犯～ 

子どもを地域で育てる 

他の地域に自慢できる魅力的なまちづくり 



◆青少年の健全育成関連

◆地域コミュニティづくり関連

◆その他 

◆安全安心なまちづくり関連
月 日 曜 事業名 場所 

毎月 毎週  防犯パトロール活動 豊新地域全域 

学校登校日 登下校 子ども見守り活動 〃 

通年   防犯推進活動 〃 

４   春の交通安全運動 〃 

９   秋の交通安全運動 〃 

１１   防災訓練・避難所開設訓練 豊新小学校ほか 

◆社会福祉・厚生関連
月 日 曜 事業名 場所 

５   障がい者施設交流会 どなたでも ワークセンター豊新 

７   社会を明るくする運動 〃 区民ホールなど 

９   敬老のつどい 概ね 70歳以上 豊新小学校 

１１ ３  東淀川区民のつどい どなたでも 区民ホール及びその周辺

３   人権情報紙「人プラス」 豊新地域全域 

毎月 第４ 月 高齢者食事サービス 概ね 70歳以上 豊新憩の家 

上記の翌々日 水 〃 〃 豊新福祉会館 

毎月 第２ 土 ふれあい喫茶コスモス どなたでも 豊新憩の家 

毎月 第 2･4 火 ふれあい喫茶ひまわり 〃 ぷらっと豊新 

毎月 第 1･3 土 いちさんどカフェ 〃 〃 

毎月 第２ 月 豊新おやこひろば 0～4 歳児まで 豊新福祉会館 

毎月 毎週 月･木 百歳体操 概ね 60歳以上 ぷらっと豊新 

毎月 毎週 火･金 〃 〃 豊新憩の家 

毎月 毎週 水 〃 〃 よどまちステーション

毎月 毎週 月･水･金 放課後学習事業 小学生 豊新小学校 

毎月 平日 月～金 こどもの居場所づくり事業 主に小中学生 豊北会館 

随時  学習活動見守り事業 小学生 豊新小学校 
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主な年間行事（項目別） 

月 日 曜 事業名 場所 

６   小学生女子キックベースボール大会 小学生 区内小学校ほか 

７   小学生ソフトボール大会 〃 〃 

８   校庭（校外）キャンプ 小学 5･6 年生 豊新小学校ほか 

8･10   中学生親善スポーツ大会 中学生 区内中学校 

１１   親子ハイキング 子どもと親 各方面 

１１   生涯学習フェスティバル in東淀川 どなたでも 区民ホール 

１   中学校音楽フェスティバル 中学生 大阪経済大学フレアホール

１   凧づくり凧あげ大会 子どもと親 豊新小学校 

随時   青少年ボランティア育成事業 中学生～ 地域・郊外 

毎月 ２５  青少年非行防止活動 豊新地域全域 

月 日 曜 事業名 場所 

５ 第２ 日 健康の日のつどい 豊里中央公園 

８ 第１ 土・日 豊新地域盆踊大会 豊新小学校 

１２   寄せ植え講座（全２回） 豊新憩の家・ぷらっと豊新

２ 第３ 日 ウィンターフェスティバル 豊新小学校 

随時   児童遊園環境整備事業 アプロ･豊新第７児童遊園

毎月 毎週 月 ま～じゃん教室 ぷらっと豊新 

毎月 毎週 水 ディスコン教室 〃 

毎月 第 1･3 月 ふれあい手芸教室 〃 

毎月 第 1･3 水 ふれあい音楽ひろば 〃 

随時   花と緑のまちづくり事業 豊新地域全域 

毎月 第 3 月 シニアの読み聞かせ事業 豊新憩の家 

月 日 曜 事業名 場所 

毎月 毎週 日 カラオケ教室 豊新憩の家 

毎月 毎週 火 囲碁将棋教室 〃 

毎月 毎週 水 詩吟教室 〃 

毎月 毎週 木 麻雀教室 〃 

毎月 毎週 金 民踊教室 〃 

毎月   広報活動 豊新地域全域 
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（１）グループ① 

 ○日時：７月１５日（土）１９時～２０時３０分  （出席者２４人） 

 ○対象：第１分科会、第２分科会、第３分科会、第４分科会 

（２）グループ② 

 ○日時：７月１６日（日）１９時～２０時３０分  （出席者１４人） 

 ○対象：第５分科会、第６分科会、第７分科会 

（３）グループ③ 

 ○日時：７月３０日（日）１９時～２０時３０分  （出席者２０人） 

 ○対象：第８分科会、第９分科会、第１０分科会、第１１分科会 

 ○アドバイザー：梅花女子大学 綾部准教授（※以後、毎回出席） 

 分科会の結果を踏まえ、新たに２～４分科会ずつのグループとしてＡ～Ｄの４つの

班に集約し、班毎にテーマを設定。それぞれワークシートを用いながらテーマ毎にワ

ークショップ形式による話し合いを行う。 

【新たなグループ＆テーマ】 

グループ 構成する分科会 新たなテーマ 

Ａ班 第１・第２・第３ 高齢者・障がい者を地域で支える 

Ｂ班 第８・第９ 安心して暮らせるまちづくり～防災・防犯～

Ｃ班 第４・第５・第６・第７ 子どもを地域で育てる

Ｄ班 第１０・第１１ 他の地域に自慢できる魅力的なまちづくり 

（１）第１回 

 ①９月２日（土）１９時～２０時３０分  （出席者２２人） 

 ○対象：Ａ班、Ｂ班 

 ②９月３日（日）１９時～２０時３０分  （出席者２１人） 

 ○対象：Ｃ班、Ｄ班 

（２）第２回 

 ①１０月２８日（土）１９時～２０時３０分  （出席者２０人） 

 ○対象：Ａ班、Ｂ班 

 ②１１月１３日（月）１９時～２０時３０分  （出席者２６人） 

 ○対象：Ｃ班、Ｄ班 
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「豊新 地域保健福祉計画」策定に向けた分科会  ＆ワークショップ等開催概要
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１．事前説明会 

○日時：６月２５日（日）１９時～２０時  （出席者３８人） 

○対象：分科会関係者 

豊新地域活動協議会を中心に、豊新地域として「地域版保健福祉計画」の策定に取

り組むにあたり、これまでの経緯や計画の意義等について関係者に理解してもらうた

めの場として、事前説明会を開催。以後、「高齢者・障がい者に対する地域福祉」「住

民の健康増進」「青少年の健全育成」「安全・安心なまちづくり」「活気あるまちづく

り」の大きく５つのテーマで、各テーマ２～３ずつ、計１１の分科会に分け、地域課

題の洗い出しや具体的取り組みの検討を行い、進捗状況に応じてワークショップを開

催し、計画の骨子につなげることを確認。 

【分科会のテーマ】 

大区分 分科会名 テーマ 

高齢者・障がい者に対する 第１分科会 要援護者の見守り活動 

地域福祉 第２分科会 高齢者・障がい者生きがいづくり 

住民の健康増進 第３分科会 介護、生活習慣病の予防 

第４分科会 スポーツリクリエーションの充実 

青少年の健全育成 第５分科会 子育て 

第６分科会 健全な身体・心のはぐくみ 

第７分科会 小中学校および関係機関との連携 

安全・安心なまちづくり 第８分科会 災害時の連絡体制 

第９分科会 警察、消防、区役所との連携 

活気あるまちづくり 第１０分科会 住民参加のイベント 

第１１分科会 地域資源・人材の発掘 

 １～１１の分科会を３つのグループ、計３日間に分け開催。テーマ毎にそれぞれフ

リートーク形式による話し合いを行う。 

ー 9ーー 8ー

２．分科会 

３．合同分科会（ワークショップ①～②） 

開催場所：豊新憩の家（または、ぷらっと豊新） 



合同分科会②（A 班･B 班 H29.10.28）

合同分科会①（C 班･D 班 H29.9.3） 合同分科会①（A 班･B 班 H29.9.2）

分科会（グループ③ H29.7.30） 分科会（グループ② H29.7.16）

合同分科会②（C 班･D 班 H29.11.13）

中間まとめ報告会（H29.12.16） 学習会（H29.12.18）

 計画づくりに至る経緯や意義をあらためて確認するとともに、各班２日間にわたる

ワークショップで作成したワークシートをもとに、どのような内容であったか各班の

代表から発表し、内容を共有。 

○日時：１２月１６日（土）１９時～２０時１５分  （出席者３０人） 

○対象：地域関係者（各分科会のメンバー等） 

 中間まとめ報告会の“ふりかえり”を行うとともに、私たちを取り巻く現在の社会

情勢に見る制度・仕組みから、「地域版保健福祉計画」の必要性や目指す方向性につ

いてあらためて確認。続いて、他区における先駆的実践事例として、北区豊崎東地域

の取り組みについて報告を受ける。 

○日時：１２月１８日（月）１９時～２０時３０分  （出席者３４人） 

○対象：地域関係者（各分科会のメンバー等） 

 これまでのワークショップでの話し合いの結果を踏まえ、Ａ～Ｄの各班において計

画の素案のもととなるワークシートの完成を図る。具体的には、ワールドカフェ方式

により、自分の属する班だけでなく、他の班も時間を区切って順に自分たちの班の課

題や目標について確認、共有し、加えるべき内容があればその旨、追記するとともに、

最終的にはテーマ毎に「短期」「中期」「長期」の目標までを導き出す作業を行う。 

○日時：２月１７日（土）１９時～２１時  （出席者３５人） 

○対象：地域関係者（各分科会のメンバー等） 
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分科会（グループ① H29.7.15）事前説明会（H29.6.25）

４．中間まとめ報告会 

５．学習会（公開講座） 

６．策定準備会（ワークショップ③） 


