
 

平成27年度事業報告書 

 
特定非営利活動法人 南市岡地域活動協議会  

 
Ⅰ 事業期間 
 
 平成27年4月1日～平成28年3月31日 

 

Ⅱ 事業の成果 

（１）～（19）に掛る事業総収入3,453,384円（内、活動運営補助金2,194,400円）を活用し、公

益法人として南市岡地域を拠点に、安心、安全に暮らせ、子どもの健全な育成を図る事業、人に優し

いまちづくりや地域の活性化を推進するための事業等を行いました。また、他団体等とも連携を図り

ながら、防犯防災、福祉の推進、子どもの育成、地域活性化に取組めるよう体制作りに着手致しまし

た。 

また地域コミュニティの拠点となるような事業にも取り組み、港区の内外からも評価を得る事が

出来た。 

 

Ⅲ 事業の実施状況 

 １ 特定非営利活動に係る事業   

（１）（事業名）  生涯学習ルーム事業 

  （内 容）  小学校多目的室を活用し、地域住民の自主的な文化、学習活動や交流活動の

場を提供するとともに、身近な講座等の開催を通じて、学習機会の提供をお

こない、地域における生涯学習活動の拠点としての役割を果たし、生涯学習

の推進及びコミュニティ作りに寄与した。 

    （実施場所） 大阪市立南市岡小学校多目的室 

    （実施日時） 通年 

    （事業の対象者）地域住民 

    （収 入）  0円 

    （支 出）  89,670円 

（２）（事業名）  高齢者食事サービス事業 

  （内 容）  独居高齢者世帯を対象に食事を提供し、安否確認と閉じこもりを予防に貢献

した。 

  （実施場所） 大阪市港区南市岡２丁目７番１８号 南市岡会館老人憩の家 

    （実施日時） 毎月第４金曜日 11：30～13：00 

    （事業の対象者）独居高齢者 

    （収 入）  137,695円 

    （支 出）  289,206円 

（３）（事業名）  高齢者見守り事業 

  （内 容）  高齢者が健康で生甲斐を持って生活して行けるようサポート（いきいきサロ

ン）した。毎月ネットワーク委員会を開催し、高齢者の見守り活動、友愛訪

問などの情報を交換しながら見守り活動を実施した。 

  （実施場所） いきいきサロン：大阪市立南市岡小学校 多目的室 

         ネットワーク委員会：大阪市港区南市岡２丁目７番１８号南市岡会館老人憩

の家 

    （実施日時） いきいきサロン：毎月第２火曜日 13：30～15：30 

           ネットワーク委員会：毎月第４金曜日（会議） 見守り活動（随時） 



 

    （事業の対象者）高齢者 

    （収 入）  0円 

    （支 出）  61,089円 

（４）（事業名）  港区民まつり事業 

  （内 容）  地域コミュニティの育成を目的として開催される「港区民まつり」に参加。

模擬店を出店する事で、地域活動のコミュニティビジネスよる自主財源確保

する等地域活動の幅を広げる事が出来た。 

    （実施場所） 港区八幡屋公園多目的広場 

    （実施日時） 平成26年10月12日 10：00～16：00 

    （事業の対象者）港区民を含めた来場者 

    （収 入）  114,730円 

（支 出）  107,422円 

 （５）（事業名）  南市岡防災体験学習事業 

  （内 容）  小学校の授業の一環として、地域住民と共に防災を学習する事で、小学生、

保護者の防災意識を高める事に役立った。 

    （実施場所） 大阪市立南市岡小学校 

    （実施日時） 平成27年2月 

    （事業の対象者）地域住民 

    （収 入）  0円 

    （支 出）  0円 

（６）（事業名）  ふれあい栽培活動事業 

  （内 容）  地域活動協議会の各種団体メンバーが、小学校の児童と一緒に栽培活動を通

して世代間の交流を図った。 

    （実施場所） 大阪市立南市岡小学校 

    （実施日時） 毎週水曜日 15：00～16：00 

    （事業の対象者）地域の児童 

    （収 入）  29,775円 

    （支 出）  36,210円 

（７）（事業名）  子育て支援事業 

    （内 容）  子ども（小学校入学前の）の親子が参加し親同士の交流を図り、閉じこもり

予防、虐待の防止を図った。 

    （実施場所） 大阪市立南市岡小学校 多目的室 

    （実施日時） 月一回（第一木曜日）10：30～12：00、月一回程度のミニ集会（不定期） 

    （事業の対象者）地域の子ども（小学校入学以前の）と、その保護者。 

    （収 入）  0円 

    （支 出）  0円 

（８）（事業名）  下校時子供見守り活動事業 

  （内 容）  校区内の通学路などの地域内に於いて、下校時の子どもを見守る事により安

全確保につながった。 

    （実施場所） 大阪市立南市岡小学校通学路 

    （実施日時） 学校の開校日15：00～16：00 

    （事業の対象者）下校時の小学生及び児童 

    （収 入）  0円 

    （支 出）  0円 



 

（９）（事業名）  はぐくみネット事業 

  （内 容）  子どもにとって多くの人と関わり成長していく事は、様々な価値観を身につ

け、人間性を豊かにし、「生きる力」を育む事につながる。その為、地域社

会の共有財産である小学校を核に、地域社会で様々な人が継続的に子どもに

関わる仕組みを作り、人と人とのつながりによって子どもを育んでいくとい

う「教育コミュニティ」を作る事を目指し、当法人の目標を達成した。 

    （実施場所） 大阪市立南市岡小学校 

    （実施日時） 通年（子ども、学生、大人とがゲームやもの作り、茶道体験等の交流） 

           ふれあいまつり 平成26年12月 9：00～13：00 

           はぐくみネット情報紙の発行 年間10回 

    （事業の対象者）地域住民 

    （収 入）  0円 

    （支 出）  171,082円 

（10）（事業名）  秋のハイキングみかん狩り事業 

  （内 容）  南市岡地域の小学生と中学生を対象に、校外活動を通じて参加者同士が同じ

ものに触れ、見分を深め交流を図れた。 

    （実施場所） 大阪府羽曳野市飛鳥 上ノ太子  

    （実施日時） 平成26年11月 8：00～17：00 

    （事業の対象者）南市岡地域の小学生、中学生及び父兄 

    （収 入）  55,100円 

    （支 出）  120,270円 

（11）（事業名）  学校体育施設開放事業 

  （内 容）  地域住民に継続的なスポーツ活動の場を提供すると共に、地域住民による自

主的、主体的な運営や活動の推進を図る事により、住民の健康、体力の維持

増進、生涯スポーツの振興等に寄与する事が出来た。 

  （実施場所） 大阪市立南市岡小学校 

    （実施日時） 通年 

    （事業の対象者）地域住民 

    （収 入）  0円 

    （支 出）  122,715円 

（12）（事業名）   環境美化事業 

  （内 容）   地域住民にゴミ回収の告知等を通してマナーの向上を図り、地域の清掃等を

行なうなど、地域の環境美化の促進を図った。 

    （実施場所） 大阪市港区南市岡とその周辺 

    （実施日時） 通年 

    （事業の対象者）地域住民等 

    （収 入）  0円 

    （支 出）  0円 

（13）（事業名）  広報事業 

  （内 容）  地域活動協議会で実施する事業や、地域各種団体の活動内容の紹介、地域情

報を広報紙や回覧板等、地域住民の地域活動協議会への理解と協力、参画を

促進する事を目的とし、一定の広報活動の評価を得た。 

                     地域運動会、盆踊り大会等のパンフレット企業広告枠の収入で成果を得た。 

    （実施場所） 大阪市港区南市岡２丁目７番１８号 南市岡会館老人憩の家 



 

    （実施日時） 通年 

    （事業の対象者）地域住民 

    （収 入）  562,384円 

    （支 出）  50,000円 

（14）（事業名）  南市岡地域避難訓練事業 

  （内 容）  大規模災害時に自助、共助、公助の役割分担のもと、迅速かつ的確な対応が

おこなわれるよう住民の防災意識を高め、地域防災力の強化を図った。 

  （実施場所） 大阪市港区南市岡地域及び大阪市立南市岡小学校 

    （実施日時） 平成27年3月 9：00～11：00 

    （事業の対象者）地域住民 

    （収 入）  0円 

    （支 出）  17,500円 

（15）（事業名）  南市岡交通指導員活動事業 

    （内 容）  自転車を中心に、交通マナーを高める目的及び事故防止を図った。 

    （実施場所） 国道43号線市岡元町交差点 

    （実施日時） 平成26年10月8：30～9：30 平成26年11月8：30～9：30 

    （事業の対象者）国道、交差点利用者 

    （収 入）  0円 

    （支 出）  7,500円 

（16）（事業名）  南市岡地域歳末警戒夜警事業 

  （内 容）  歳末警戒を実施する事で、防犯や火災を未然に防止する等、地域住民の防犯

防災意識と連帯感を図った。 

    （実施場所） 大阪市港区南市岡地域 

    （実施日時） 平成26年12月末頃 20：30～24：00 

    （事業の対象者）地域住民 

    （収 入）  5,000円 

    （支 出）  44,492円 

（17）（事業名）  防犯カメラ防犯灯維持管理事業 

  （内 容）  歩行者や自転車の通行の安全を確保するとともに、夜間に発生するひったく

りなどの犯罪発生を防止に貢献出来た。 

  （実施場所） 防犯灯：大阪市港区南市岡校下９町会、南市岡会館老人憩の家   

防犯カメラ：大阪市港区二丁目南町会、一丁目町会 

    （実施日時） 通年 

    （事業の対象者）地域住民を含めた通行人 

    （収 入）  190,900円 

    （支 出）  196,901円 

（18）（事業名）  ひったくり防犯パトロール事業 

  （内 容）  地域内に於いてひったくり犯罪の防止、住民の身近な犯罪である街頭犯罪を

減少させ、安全で安心して暮らせるまちづくりを目指し、地域の安全に寄与

する事が出来た。 

    （実施場所） 大阪市港区南市岡の主な道路 

    （実施日時） 毎月第一・第三水曜日 10：00～11：00 

    （事業の対象者）地域住民及び通行人等 

    （収 入）  0円 



 

    （支 出）  50,054円 

（19）（事業名）  行事運営協力模擬店事業 

  （内 容）  大阪市港区内の色々な行事に参加し、運営作業等を学び経験して実際に模擬

店を出店する事で、地域活動に貢献した。 

    （実施場所） 港区八幡屋公園、大阪市立南市岡小学校 

    （実施日時） 10月（港区民まつり） 12月（ふれあいまつり） 

    （事業の対象者）港区民を含めた来場者 

    （収 入）  163,400円 

    （支 出）  78,686円 

（20）（事業名）  南市岡ふれあい広場「朝市」事業 

    （内 容）  基本毎月第三日曜日と定期的に開催されるふれあい広場「朝市」では、地域

及び近隣の住民等あらゆる年齢層の方々が集える場として、南市岡会館と会

館前の公園を利用し、ふれあい喫茶や産地直送の野菜等を販売。その収益を

地域避難所である南市岡小学校の災害時備蓄品の購入に充てる目的で実施し、

多くの市民から賛同を得られた。 

    （実施場所） 南市岡会館と会館前の公園 

    （実施日時） 第三日曜日 9：00～11：00 

    （事業の対象者）地域住民及び市民等 

    （収 入）  2,091,084円 

    （支 出）  1,359,869円 

（21）（事業名）  地域課題解決型「広報みなと」配布事業 

  （内 容）  港区広報紙を全戸配布（南市岡地域）する事で、地域の要介護、高齢者、待

機児童等に声掛け見守りをする定期的な機会を得、地域福祉の実践、安心で

安全なまちづくりにという地域課題の解決を図った。 

    （実施場所） 大阪市港区南市岡地域 

    （実施日時） 毎月1日～4日間 

  （事業の対象者）南市岡地域在勤在住者 

    （収 入）  3,167,600円 

（支 出）  3,167,600円 

（22）（事業名）  児童いきいき放課後事業 

  （内 容）  大阪市立南市岡小学校児童を対象に、授業後から下校時までの時間を活用し

て、児童の勉強補修やレクレーション等を図り、子どもの健全な育成の一助

を成した。 

    （実施場所） 大阪市立南市岡小学校児童 

    （実施日時） 通年（平成27年4月～28年3月分） 

  （事業の対象者）大阪市立南市岡小学校児童 

    （収 入）  11,887,817円 

（支 出）  11,887,817円 

（23）（事業名）  港区広報掲示板管理事業 

  （内 容）  港区役所の掲示板６２基の管理。港区広報紙を始め港区役所の掲示物の掲示

作業及び掲示板のメンテナンス等を行い、区民への情報発信に役立つ事が出

来た。 

    （実施場所） 大阪市港区全域 

    （実施日時） 毎月２回 



 

  （事業の対象者）大阪市民 

    （収 入）  453,200円 

（支 出）  13,547円 

 

 

Ⅳ 社員総会の開催状況 

 第１回通常総会 

（日 時）  平成27年5月21日 19時00分から19時40分 

（場 所）  南市岡会館老人憩の家 ２階会議室 

（社員総数） 36名 

（出席者数） 26名 

第2回臨時総会 

（日 時）  平成28年3月17日 19時00分から19時25分 

（場 所）  南市岡会館老人憩の家 ２階会議室 

（社員総数） 34名 

（出席者数） 27名 

 

Ⅴ 理事会その他の役員会の開催状況 

 第１回理事会  

（日 時）  平成27年5月21日 18時30分から18時55分 

（場 所）  南市岡会館老人憩の家 １階会議室 

（役員総数） 6名（理事4名、監事2名） 

（出席者数） 6名 

第2回理事会  

（日 時）  平成28年3月17日 18時00分から18時40分 

（場 所）  南市岡会館老人憩の家 １階会議室 

（役員総数） 6名（理事4名、監事2名） 

（出席者数） 6名 

 


