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市民館設立100周年
～大阪のセツルメントの歴史をたどる～



市民館設立１００周年
～大阪のセツルメントの歴史をたどる～

　セツルメント運動とは、19世紀後半、

イギリスの産業革命の時代に起きた貧

富の格差をなくすために、大学教授や

学生たちがスラム地域に入って、人格的

な接触を通じて、地域における生活と社

会福祉の向上を図ろうとする取り組み

のことをいいます。

　セツルメントの“セツル（＝settle）”は

“定住”という意味です。貧困に苦しむ地

域に自ら住み込み、調査をしながら、

人々に教育、文化、法律、医療等を提供

したり、各種の講座やグループ活動を組

織する事業を通して、地域の人々が主体

的に生活できるしくみをつくろうとする

特徴があります。

　世界初のセツルメントは、1884年、ロ

ンドンのトインビー・ホール。その後

1889年、世界最大規模であるアメリカ

のハル・ハウスの創立をはじめ、運動

は、ヨーロッパ各国へ広がっていきまし

た。日本へは英米のセツルメントを学

んだ片山潜が1897（明治30）年に設立

したキングスレー館やアリス・アダムス

の岡山博愛会（1891年）が始まりと言わ

れています。

　

　同時代の大阪は、1888年に火力発電

所を建設し、紡績工場を多数設立し、東

洋のマンチェスターと自負するほどの

一大商工業都市へと発展していました。

一方、軽工業から紡績、製鉄、造船など

の重工業へ転換したことで、公害が発

生し、劣悪な労働条件と物価高騰が原

因で、飢えに苦しむ人々が増え、各地で

スラム街がつくられていきました。

　貧困で苦しむ人々を支援することを

目的として、1909（明治42）年に石井記

念愛染園の前身、愛染橋夜学校・保育

園、日本橋同情館にはじまり、1912（大

正元）年大阪自彊館、1915（大正4）年、

四恩学園などの民間セツルメントが

次 と々設立されました。

　北市民館が創設された直接のきっか

けは、1918年、富山で起こった米騒動で

す。騒動は、大阪に飛び火し、困窮した

民衆が今宮町（釜ヶ崎付近）の米屋を襲

い、騒動が市内各所に広がりました。大

阪市は、米騒動の混乱をおさめるため

全国から集まった義援金の残余を府と

折半し、府はこの義援金をもとに方面委

員後援会を創設し、市は、1921（大正

10）年に初の公立セツルメント、である

北市民館を創設したのです。

　北市民館が建てられたのは天神橋筋

六丁目で、当時は北のスラム街でした。

南のスラム街にはすでに民間セツルメ

ントが動いていましたが、北部は手つか

ずであったために、この場所が選ばれ

たといわれています。

　北市民館の初代館長には、志賀志那

人が任命され、トインビー・ホールや、

ハル・ハウスなどをモデルとし、非衛生

と生活不安にさらされている地域住民

のために、教育、育児・保育、健康、衛

生、生活相談など多種多様の事業を展

開しました。

　身の上相談では、救済・保護・指導あ

るいは環境と生活の関係の調整、法律

相談では無産者の権利に関する説明と

支援、健康相談では、無料診療及び施

薬、児童歯科無料診療をライオン歯磨

と大阪市歯科医師会の協力のもと行い

ました。さらに、愛隣信用組合を設け、

貯金や金融業務を行い、図書館では、読

書指導をしていました。

　志賀志那人は、英米のセツルメント

精神に則り、貧困地域に入り、貧しい

人々や家族と生活を共にしながら、地

域の人々とともに歩もうとしました。市

民館の近くに住み込んだ志賀志那人

は、銭湯で人々と同じ湯につかったり、

今宮宿泊所を訪れ、労務者と闇汁をと

もにして句会を催したり、労働者への

教育という観点から浪曲家・宮川松安

氏の台本を書いたこともあったといわ

れています。

　1921（大正10）年設置の北市民館か

ら、1942（昭和17）年の西淀川市民館ま

で、市内各地に14館が設置されました

が、このうち10館が内職あっせん所に

転用されました。戦時体制が強まるな

か、行政による市民教化的な性格へと

転化され、セツルメント本来の機能を

失わざるを得なかったからだと考えま

す。北市民館を除く残り3館は空襲で焼

失してしまいました。

　戦後は、社会情勢の激変に伴い、

1960年代以降に残っていた市民館も順

次閉館され、北市民館も、1982（昭和

57）年に閉館を迎えるまで61年に渡り、

全国の社会福祉界にとって歴史的シン

ボルとして存在しました。現在は、市内

最後の市民館となった西成市民館だけ

が現存しています。

　

※特集ページの写真については、十分に距離をとるなど新型コロナウイルス感染症拡大防止の対
応を講じたうえで特別に許可をいただきマスクを外し撮影させていただいております。

　今年は、日本初の公立セツルメント（隣保館）である北市民館が創設されて100
年目にあたります。現在、市内に開設された市民館は、1960年代以降順次閉館さ
れ、残っているのは西成市民館１館のみです。しかし、形は変わっても、セツルメン
トは、地域福祉とソーシャルワークの原点として、地域社会に継承されています。
　今回は、大阪における市民館設立の歴史と市内最後の市民館となった西成市民
館の活動を元館長の河﨑洋充さんから伺い、今、必要な地域福祉とソーシャルワ
ークのあり方について考えてみたいと思います。

特集

発展の裏で増えていく
スラム街 きっかけは米騒動

英米のセツルメント精神
にならって

初の公立セツルメント、北市民館

▲北市民館（大阪市社会福祉研修・情報センター所蔵）

記念講演会
大阪における市民館100年の歩み
―セツルメントと市民館の歩みをたどる―

日時／８月２８日（土）14：00～16：30（予定）
場所・問合せ／
大阪市社会福祉研修・情報センター

日本福祉大学名誉教授 永岡 正己
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残ったのは、
西成市民館のみ

地域の人とともに歩みたい

●北市民館以降の市民館の推移並びに趨勢（戦後初期まで）
設置年 名　称 所在地（当時） 備　考

▲初代館長　志賀 志那人
　（大阪市社会福祉研修・情報センター所蔵）
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1921（大10）年  6月
1926（大15）年  2月
1928（昭  3）年  5月
1928（昭  3）年  7月
1928（昭  3）年11月
1929（昭  4）年12月

1930（昭  5）年  6月

1937（昭12）年  6月

1940（昭15）年  3月

1941（昭16）年  3月

1941（昭16）年  5月
1941（昭16）年  7月
1942（昭17）年  4月
1942（昭17）年  5月
1947（昭22）年  3月

北市民館
天王寺市民館
大正市民館
浪速市民館
東市民館
玉出市民館

此花市民館

大正市民館分館

今宮市民館

旭市民館

港市民館
東成市民館
港市民館分館
西淀川市民館
今宮（西成）市民館

北区天神橋筋6丁目
天王寺区下寺町3丁目
大正区南泉尾町1丁目
浪速区栄町
東区谷町4丁目
西成区辰巳通1丁目

此花区大野町

大正区泉尾竹之町

西成区旭南通5

旭区今福町

港区市岡元町4
東成区猪飼野大通
港区八幡屋町
西淀川区大和田町
西成区甲岸町21

1926年天王寺市民館の開館により改称
戦時下、内職斡旋所に転用。3月罹災
戦時下、内職斡旋所に転用。3月罹災
戦時下、内職斡旋所に転用。3月罹災
3月罹災
戦時下、内職斡旋所に転用。3月罹災
戦時下、内職斡旋所に転用。3月罹災
後に福島市民館と名称変更
戦時下、内職斡旋所に転用。3月罹災
戦時下、内職斡旋所に転用。6月罹災
後に西成市民館と名称変更
戦時下、内職斡旋所に転用。3月罹災
後に城東市民館と名称変更
3月罹災
戦時下、内職斡旋所に転用。3月罹災
戦時下、内職斡旋所に転用。1945年倒壊
1945年6月罹災
1955年新築移転し西成市民館と改称

【参考】杉原薫・玉井金吾編『大正／大阪／スラムーもうひとつの日本近代史』（増補版）1996年、新評論、294頁
　　　北市民館記念誌編集委員会編『61年を顧みて』大阪市民生局、1983年、55頁
　　　永岡正己「大阪における地域福祉の源流」日本地域福祉学会編『地域福祉の源流』中央法規、1993年、216-221頁
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　あいりん（釜ヶ崎）地区の真ん中に位

置する西成市民館は、1955（昭和30）年

に今宮市民館を移転改称しスタートし

た、市内に唯一残る公立セツルメント

です。西成市民館の敷地は、元・徳風学

校という明治につくられた貧民学校の

跡地で、空襲で焼け残った講堂を再利

用した建物です。

  現在、1階は保育園。2階には、介護、医

療、年金、就労などについて相談できる

「あいりん地域総合相談窓口（あいりん

ブランチ）」のほか、生活苦や借金、生活

保護申請、住居相談、年金受給のしかた

などについて相談できる「よろず相談」

を設置しています。

 

　開館当初は、高度経済成長をめざし、

飛躍的に日本が発展していた時代でし

た。大阪では1970（昭和45）年の万国博

覧会を控え、あいりん地域の日雇労働

者を労働力として十分に確保しておく

必要がありました。一方その頃、地方で

は、石炭から石油へのエネルギー転換

や農業の機械化を背景に生まれた余剰

人員の受け皿が必要

となり、多くの人たち

がこの地へ出稼ぎし

て働くようになりまし

た。6畳1間に5～10人

が住むといった劣悪

な環境でした。

　西成市民館も時代の影響を受け、開

館当初は、婦人会（現・女性部）による茶

道・華道、踊りの会、子ども会活動など娯

楽活動が中心でした。経済成長とともに

各家庭にはテレビが普及し、地域にも、

老人憩いの家などが増え、集まる場が

分散してしまいました。特に1970年代

以降、核家族化し、地域に子どもが減っ

てきたことから、市民館の自主事業は、

住民主体の活動ではなく、貸館利用が

中心になっていきました。

　2007年、指定管理者制度で、社会福

祉法人石井記念愛染園が運営を任され

るようになりました。地域に開かれた館

をめざし、閉められていた玄関のシャッ

ターを朝9時～夜7時まで開放し、トイレ

を自由に利用できるようポスターを貼る

などでイメージチェンジを図りました。 

　地域の各種団体と「市民館の活用に

ついて話し合う

会」を持ち、卓球ク

ラブを創設し、図

書室を開放しまし

た。参加登録すれ

ば無料で、囲碁・将

棋、カラオケ、映画

鑑賞が楽しめる

「ほのぼのクラブ」

をつくり、地域・在

宅支援、生きがい

づくりの拠点をめざしました。地域の人

たちが自主的に集えるクラブ活動は希

少で、純粋に“おじさんたちの文化的な

憩いの場”ができたことは画期的だと自

負しています。 

　現在、新型コロナウイルス感染症の拡

大防止のため休館となっていますが、ふ

れあい喫茶、萩之茶屋文化祭をはじめ、

西成市民館および、あいりんブランチ主

催の市民館講座、健康相談会、忘れん坊

茶屋などを開催し、地域の人たちと一体

となった取り組みを続けています。

　現在、あいりん地域の一人暮らしの男

性の9割以上がかつて地方から出稼ぎ

に来た人たちです。産業は機械化され、

労働者は高齢化していて、そこに建設不

況や公共事業の削減が追い打ちをか

け、労働力としての需要が減少していま

す。高度成長期に労働者の家族をあい

りん地域から分散させる住宅政策が実

施されたこともあり、ほとんどが単身世

帯のため、子どもの姿がみられません。

生活をよりよくするための地域課題は

山積みですが、日本の発展がここにい

る労働者の労働力の上に成り立ってい

ることに感謝するとともに、市内最後の

公立セツルメントとして、住民のみなさ

んの”友人として”ともに生きながら、解

決策を模索していきたいと思います。

（R3.4.15取材）

セツルメント精神を
受け継いで

居場所、仲間、
生きがいづくり

労働者たちが支えてきた
高度成長

焼け残った貧民学校の
講堂からスタート

最後の公立セツルメント
西成市民館（1955～）

▲（左）西成市民館元館長　河﨑 洋充さん
　（右）西成市民館館長　徳山　基治さん

▲多くの人が参加 萩之茶屋文化祭
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　世界初のセツルメントであるロンド
ンのトインビー・ホール（1884）以後の
運動に影響を受け、大阪では、民間のセ
ツルメント運動が起こるとともに、日本
最初の公立セツルメント、北市民館
（1921)が創立されました。
　労働と貧困に苦しむ人たちの”隣人、
友人として”地域に入り、教育・保育、医
療、雇用、法律相談等の支援を行い、協
同組合を組織し、労働者、青年、女性、子
どもたちの各種の講座やクラブ活動な
ど、文化や芸術も提供しました。誰もが
人間らしい生活を享受するための法制
度と権利、社会改革を促進し、地域の
人々が主体的に問題を捉え、生活でき
る力を得ることが目指されました。活動
する者にとっては、地域の人々との生活
から学び、双方向の学習は、今日のアク
ションリサーチに通じる生きた社会調
査でした。セツルメント運動は、今日の
地域福祉やソーシャルワークの源流に
位置づけられ、その活動にはグループ
ワーク、コミュニティワーク、ソーシャル
アクション等の原型がみられます。
　

　北市民館の事業は、単に社会福祉の
窓口としてサービスを提供するのでな
く、クラブ活動や保育組合など、自由で
先進的な事業を通じて、共生社会を創
り出す文化運動の側面を持っています。
人格的な交流を通して、ともに問題を解
決しエンパワメントする視点をもち、人
と行政、専門機関、施設、インフォーマル
なサービスを含むさまざまな資源とネ
ットワークで支えあう協同のしくみと関
係をつくることで、地域に暮らす人々

が、問題の解決を共に考え、コミュニテ

ィを築き、真に豊かな生活が実現できる
ようになることを目指していました。そ
のために、互いに支え合い、主体的な活
動を進めていました。

　戦後、社会教育行政と福祉行政が分
かれ、両方の機能を持っていた市民館
は、運営が維持しにくくなった面があり
ます。また、1960年代以降地域の問題に
よって機能や位置づけが分かれ、対象
別に専門的施設や活動が発展し、社会
福祉協議会の取り組み、当事者主権に
もとづく活動の展開も前進するなかで、
市民館は、次第に区の付設会館になっ
たり貸館事業が多くなり、市民館として
は、80年代には、西成市民館を除いて
すべて閉館となりました。
　しかし、市民館は少なくなっても、セツ
ルメントの理念を維持し、社会福祉の発
展の新たな課題を考えながら、セツルメ
ントの系譜をもつ大阪市地域福祉施設
協議会が活動を続けていますし、コミュ
ニティセンター、近隣センターとしての
役割は現在も地域福祉や人権文化の拠
点として、かたちを変え、専門的機能も
強めながら追求されてきました。
　いま、地域の担い手である自治団体
や社協、民生委員、関係団体などが協力
しながら、防災や子育て、見守り、健康と
生きがいづくりなど、地域課題やニーズ
を発見し、共に生きる社会の発展に向
けて活動していますが、「地域の中から
隣人とともに協同社会を創り出そう」と
する取り組みは、自治とともに、セツル
メント精神に通ずるものと思います。
「ともに生きる」、「誰一人取り残さない」
という考え方は、セツルメントの時代か
らありました。

　地域福祉の担い手に期待することの
1つは、専門的なソーシャルワークや医
療、文化、教育にもわたる多様な福祉実
践の中に、原点としてセツルメントの理
念・精神・方法を発展的に活かすこと。
もう1つは、今日の地域社会と貧困、孤
立、虐待などの課題をめぐる新たな状
況の中で、あらためてセツルメント運
動、そして市民館が担っていた使命や
地域の拠点としての役割を再考するこ
とです。
　昨今では、つながりを持とうとしても、
個人情報の問題が立ちはだかってしま
いがちです。しかし、地域が隣人としての
信頼関係でつながれば、解決できること
がたくさんあると思います。北市民館で
も西成市民館でも、さまざまな工夫がな
されてきました。
　いま、新型コロナウイルス感染が続く
状況にあって、痛みや苦しみ、経済的困
難や孤立が深まっています。そのような
中で、離れていてもつながる支援のしく
みも進められていますが、先の見えにく
い今こそ、隣人とともに知恵を集めて、
福祉と人権を中心に据えた社会を、しっ
かりと創り出す時です。
　地域福祉やソーシャルワークの源流
を確かめ、苦難から希望へ、先人たちが
追い求めてきたコミュニティの理想を、
力を合わせて発展させていきたいもの
です。

セツルメントから
受け継いだもの

いま、新しい福祉のかたちを
創り出す時

支えあう関係づくりの拠点

”隣人として”地域に入る

日本福祉大学
名誉教授 永岡 正己さん

地域福祉とソーシャルワークの
源流を確かめる
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【住吉区】

〒558-0011
大阪市住吉区苅田４-３-９
a06-6606-8400　b06-6607-2511

ふれ愛の館しおん
地域密着型特別養護
老人ホーム

〒558-0054
大阪市住吉区帝塚山東５-１０-１５
a06-6676-0753　b06-6676-4006

特別養護老人ホーム
なごみ

〒558-0015
大阪市住吉区我孫子西１-２-１５
a06-6608-3000　b06-6608-3333

特別養護老人ホーム
ウェルネスあびこ

　令和2年4月から介護分野の人材確保に向けた取組みとし
て実施してきた「介護の職場　担い手創出事業」の2年目の
取組みがスタートしました。
　昨年度は、住吉区の3施設がモデル事業所として参画し、ア
シスタントワーカー導入に向けた業務の明確化や手順書の
作成等に取り組み、施設の業務改善や新たな人材の参入に
つながりました。また、アシスタントワーカーの導入によって、
介護職員の負担軽減や利用者支援にあてる時間の増加につ
ながったほか、施設内のリスクマネジメントに寄与する効果
等が見えてきました。
　令和3年度は、住吉区の3施設のフォローアップを行いなが
ら、新たに、生野区と住之江区の6施設にも参画いただき、ア
シスタントワーカー導入（定着）プロセスの構築に向けた取
組みを行います。
　なお、今年度は、アドバイザーによる個別支援と集合研修
を組み合わせた事業展開を予定しており、まず初めに、各施
設の取組みの中心的な役割を担う管理者の方々を対象に、

大阪市のモデル事業●「介護の職場 担い手創出事業」
新たな人材「アシスタントワーカー」新たな人材「アシスタントワーカー」

令和2年度 モデル事業所

アシスタントワーカーとは、介護施設で部屋の掃除、食事の片付け等、
直接介助に携わらない業務を担う“介護現場の新たな人材”です。

事業の取組み内容、スケジュール把握、目標設定についての
研修を実施しました。
　次に、事業担当者向けに、事業所での受入体制の整備につ
いての集合研修を実施しました。
　今後、日頃の業務を再確認し、細分化しながらアシスタント
ワーカーの受入れに向けた体制の整備を行っていきます。

住吉区のモデル事業所3施設では、引き続きアシスタントワーカーの募集を行っ
ています。詳細は各施設へお問合せください。アシスタントワーカー（AW）募集中

▲5月１２日　集合研修のようす

社会福祉法人　四恩学園 社会福祉法人　ライフサポート協会

社会福祉法人　央福祉会

AW
募集中

AW
募集中

AW
募集中
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【生野区】 【住之江区】

〒544-0021
大阪市生野区勝山南1-17-43
a06-6712-2220
b06-6712-2224

特別養護老人ホーム
夢の箱勝山

じゅ 　こう　えん

いらか

〒559-0002
大阪市住之江区浜口東2-5-14
a06-6671-2500　b06-6671-2611

特別養護老人ホーム
グルメ杵屋社会貢献の家

〒559-0011
大阪市住之江区北加賀屋5-4-23
a06-6686-5301　b06-6686-5302

特別養護老人ホーム
加賀屋の森

〒559-0012
大阪市住之江区東加賀屋1-11-15
a06-6690-0112　b06-6681-4700

グループホーム
アミコ愛・あい・東加賀屋

〒544-0015
大阪市生野区巽南3-7-30
a06-6752-1339　b06-6756-8839

特別養護老人ホーム
甍

〒544-0023
大阪市生野区林寺4-13-14
a06-6714-2221　b06-6714-2233

特別養護老人ホーム
寿幸苑

令和３年度 モデル事業所

社会福祉法人　基弘会 社会福祉法人　ジー・ケー社会貢献会

社会福祉法人　健成会

アミコ株式会社

社会福祉法人　三秀會

社会福祉法人　浪速松楓会

福祉・介護の現場における利用者やその家族等との関
わり、職員同士の連携など、
福祉・介護の仕事の魅力が伝わるエピソード

募集内容

高齢者、障がい児・者を支援する施設・事業所または児童
入所施設において、利用者支援を行う（行っていた）職員

応募資格

所定の応募用紙（ホームページからダウ
ンロード）に必要事項を記入し、メールま
たは郵送にて提出してください。

応募方法

令和3年5月17日㊊～6月30日㊌募集期間

本イラストは、きらめき大賞2019の受賞作品をもとに、大阪アニメ・声優＆ｅスポーツ専
門学校の生徒さんにより制作されたものです

×

みおつくし福祉・介護の仕事
きらめき大賞 2021
みおつくし福祉・介護の仕事
きらめき大賞 2021
福祉・介護の仕事の魅力が伝わるエピソードを募集します福祉・介護の仕事の魅力が伝わるエピソードを募集します
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講座案内
●研修中は常に換気を行うこと
●参加者間の距離を1メートル以上確保し、お互いの接触は避けること
●演者等と聴衆との距離を１メートル以上離し、お互いの接触は行わないこと
●マスク着用の徹底及び消毒液を常備し、手に触れる箇所の消毒に努めること
●後日、状態を確認できるようにするため、参加者の氏名、連絡先を取得すること
●受講者全員に、「大阪コロナ追跡システム」への登録要請を徹底すること
ただし、今後の臨時休館の取扱状況によっては、中止又は延期する場合があります。
ご理解いただきますようお願いいたします。

申込み多数の場合は抽選です。締め切り後に、事業所あてに決定通知を送付します。●福祉従事者向け研修

研修につきましては、
次の措置を講じたうえで
実施する予定です。

忘れてはならない利用者一人ひとり
の「尊厳」。その重要性は理解できて
いても、日々の業務が多忙で振り返る
機会が少ないのではないでしょうか。
人と向き合うことの大切さ、利用者の
思いに寄り添うことの重要性を一緒に
考えませんか。

7月28日（水）
13：30～17：00

定員：３０人
締切：７月7日（水）
受講料：1,500円

利用者に寄り添う
看取りと尊厳とは

大阪市内の社会福祉関
係施設・事業所で介護に
従事する方

浄土宗願生寺
住職　大河内　大博

新任職員としての役割を遂行するた
めの基本を習得し、キャリアアップの
方向を示唆します。

8月6日（金）・
9月2日（木）・
3日（金）
10：00～17：00

定員：３６人
締切：６月３０日（水）
受講料：9,000円+
　　　テキスト代

初任者コース
〈オンライン研修予定〉

大阪市内の社会福祉関係
施設・事業所に勤務する
おおむね2年未満の職員

関西福祉科学大学
教授　橋本　有理子
講師　種村　理太郎　
白鳳短期大学
講師　西川　友理

労働関係法令を正しく理解し、多様な
雇用形態における社会保険・労働保険
等の労務手続きの基礎について学び
ます。

7月27日（火）
13：30～17：00

定員：50人
締切：６月３０日（水）
受講料：1,500円

労務管理研修
大阪市内の社会福祉関係
施設・事業所の労務管理
担当者など

社会保険労務士法人
アイアール
樽谷総合事務所　
代表　樽谷　かず子

プライベート、チームや組織などどの
場面でも信頼関係を築いていくため
に、コミュニケーション技術を磨くこと
を目的とします。

8月11日（水）
8月18日（水）
10:00～16:30

定員：各３０人
締切：７月１０日（土）
受講料：各3,000円

心をつなぐ
コミュニケーション

大阪市内の社会福祉関
係施設・事業所に勤務す
る方

TEAM EXE 代表
パフォーマンスアップ
コーチ
ナカムラ　トモコ

チームリーダーとしての役割を遂行
するための基本を習得し、キャリア
アップの方向を示唆します。

8月5日（木）・
9月１日（水）
10：00～17：00

9月13日（月）
13：00～16：00

定員：３６人
締切：６月２８日（月）
受講料：7,500円+
　　　テキスト代

チームリーダー
コース
〈オンライン研修〉

大阪市内の社会福祉関
係施設・事業所に勤務す
るおおむね5年以上の業
務経験を有する
・近い将来チームリー
ダー等の役割を担うこ
とが想定される職員
・主任・係長等に就いて
いる職員

大阪教育大学　
特任教授　新崎　国広

関西学院聖和短期大学
准教授　立花　直樹

【
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
研
修
】

【
組
織
運
営・管
理
研
修
】

【
介
護
職
員
研
修
】

採用実績をあげている事例を参考に、
求人方法、採用の取組みについて学
び、演習（情報交換）を通して勤務する
施設・事業所の強みや弱みを分析し、
求職者を惹きつける情報提供や発信
の方法について学びます。

8月26日（木）
13:30～16:30

定員：３０人
締切：8月１5日（日）
受講料：無料

求人力・広報力
向上研修

大阪市内の社会福祉関
係施設・事業所に勤務す
る方

大阪城南女子短期大学
人間福祉学科学科長
教授　前田　崇博

【
福
祉
人
材
確
保
支
援
研
修
】

研修名 日　時 受講対象者 講　師 内　容 その他

大阪市社会福祉研修・情報センター　〒557-0024 大阪市西成区出城2-5-20
a06-4392-8201　b06-4392-8272　dhttps://www.wel-osaka.com　7kensyu@shakyo-osaka.jp　申込・問合せ先

●福祉従事者向け研修の申込み方法▶当センターのホームページから申込むか、申込用紙をダウンロードしてFAXでお申込みください
※日程及び締切日は、主催者の都合で変更する場合があります。
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肉も野菜も米も豆も、みそもしょうゆも必要な
ものはできるだけ自分たちで作って暮らしてい
く。自給の技術を若いスタッフに伝えていきな
がら自然とともにある暮らし「最後までその人
らしく」に寄り添う介護を紹介。

映像発信てれれ　40分　2019年

医療機関や介護施設において重大な問題であ
る個人情報への対応について、現場の質問・疑
問をもとに242に及ぶQ&Aと個人情報保護
法やマイナンバー法についてまとめた。2020
年改正対応版で、新型コロナウイルス感染症
対応も新たに項目立てをしている。

飯田　修平　ほか　著
じほう　2020年

医療・介護における
個人情報保護Ｑ＆Ａ　第２版

ステップファミリー（再婚家族）で起こる虐待の
悲劇。それは、「正しい親」幻想が原因だった！ 
常識化した離婚・再婚家族における親子関係
のあり方の歴史や問題点を論じ、今後どのよ
うに変わっていくべきかを提言する。

野沢　慎司　ほか　著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ　2021年

「ステップファミリー
子どもから見た離婚・再婚」

発達障がい児を育てる保護者と、子どもの通
う保育園・幼稚園の先生は、それぞれに「困り
事」を抱えている。本書では、家庭と園のエピ
ソードを掲載し、安心・解決のためのアドバイス
をまとめ、共有を図る。そのうえで就学に向け
て家庭でできること、園でできることを伝える。

伊藤　祐子　監修
ミネルヴァ書房　2021年

「家庭と保育園・幼稚園で知っておきたい
ＤＣＤ発達性協調運動障害」

相談支援専門員の業務の全体像がわかる事
例集。相談支援の一連の流れ、押さえるべき視
点、サービス等利用計画の作成ポイントなどを
丁寧にまとめた。「親亡きあと」の支援や地域
移行支援、他機関との連携など豊富な事例を収載し、支援の質を高め
たい相談支援専門員必携の一冊。

埼玉県相談支援専門員協会　編集
中央法規出版　2021年

「相談支援専門員のための
実践事例集　支援の質を高める」

●図書・約18,000冊　●DVD・約940本　●雑誌・約27種類
開室時間／月曜日～土曜日（祝日、年末年始は除く）午前９時30分～午後５時
貸出期間／２週間（図書・雑誌等は５冊、DVD・ビデオは５本まで）
利用資格／貸出し期間（２週間）内に、来館しての返却が可能な方
※郵送での返却はできません
※初回の登録時には、住所・名前などの証明ができる本人確認書類(免許証・保険証など)をご持参ください
問合せ先／506-4392-8233　　お電話で図書・DVDの予約も承ります

大阪市社会福祉研修・情報センター2階にある「図書・資料閲覧室」では、社会福祉に関する書籍などを無料で貸し出しています
（認知症、介護技術、手話のDVDや、福祉関係雑誌などが充実しています。）

図書・資料閲覧室からのお知らせ
図書・DVD新着情報

DVD紹介DVD紹介図書紹介図書紹介
「ちょっと変わった有料老人ホーム
ひろんた村 母屋 長崎県 上五島町」

英国と日本のパーソン・センタード・ケア実践
者、研究者を迎えておこなわれた第９回認知症
を考える特別講演会を収録。よい組織文化の７
つの特徴、パーソン・センタードモデル、パーソ
ン・センタードなケアプランについて紹介。

シルバーチャンネル　120分　2019年

「認知症をもつ人と共に
歩むケア・社会へ」

ローリングストック法、必要な水の確保など、災
害時の暮らしを乗り切るための様々な工夫を
学ぼう。また、サバ缶カレーなど、ライフライン
がストップした時でも常備品で簡単においしい
食事が作れる方法を紹介。一度体験しておく
と、いざという時に余裕が生まれる。ぜひ実践
してみてはいかがですか。

ケイエッセンス　51分　2019年

「災害時に役立つ知識と
サバイバルクッキング」

一人暮らしの和紙職人・剛生の元に、ワーキン
グホリデーでやって来た韓国人のヨナ。当初は
和紙作りの手伝いをするはずだったが、職人の
剛生が脳腫瘍で倒れてしまい、なんと介護をす
ることに！しかし、剛生は誰にも心を開かず、偏
見にまみれた悪態をついてばかり。それでもヨ
ナはひるむことなくぶつかっていき、やがて剛
生の気持ちにも変化が訪れる。

オデッサ ＥＴ　109分　2019年

「つむぐもの」
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ホルダー付き軽量リーチャー

資料提供・問合せ▶特定非営利活動法人　自助具の部屋
　　　　　　ab06-4981-8492（月・水・金  10：00～15：00）

NPO自助具の部屋ホームページ▶

主な適応疾患・対象者▶
●頚椎損傷の方など握力が弱く、棒状のリーチャーをしっかりと
　保持することができない人
機能・特徴▶
●手が届かない所の物を引き寄せて取り込むことができる
●手の平ホルダーにより、比較的弱い力でリーチャーを保持できる
●材料にカーボンファイバー、アルミを用いて軽量化している
使い方▶
●ホルダー部に親指を外にして手の平を挿入し、リーチャーを保持して操作する
●先端のフック型は物を引き寄せるとき使用し、L型は物を押すとき使用する

問合せ▶大阪市健康局健康づくり課(歯周病検診･歯科健康相談)a06-6208-9963
　　　　　　　　　　　　　　　　(上記以外のがん検診など)a06-6208-9943

問合せ▶大阪市健康局健康づくり課　a06-6208-9961

　歯周病は、気付かないうちに徐々に進行していくことから「沈黙の病気」とも言われており、成人期以
降に歯を失う一番の原因になっています。また歯周病は、肥満、糖尿病、心疾患、脳梗塞など、全身の健
康と関連があることが分かっています。
　自分の歯でおいしく食べられることは人生の楽しみのひとつです。歯周病にならないようにするため
に、定期的に歯周病検診を受けましょう。

●令和３年度歯周病検診（問診・口腔内診査）
340・45・50・55・60・65・70歳
　　　（昭和26･31･36･41･46･51･56年の
　　　1/1～12/31生まれ）の大阪市民
5500円（生活保護世帯・市民税非課税世帯の方
　　　は無料）
2市内取扱歯科医療機関（要予約）

●歯科健康相談（個別相談）
3大阪市民
5無　料
2各区保健福祉
　　　センター

Y胃がん検診･大腸がん検診・肺がん検診・子宮頸がん検診・乳がん検診・前立腺がん検診
（７月以降検診開始予定）・骨粗しょう症検診

■大阪市で受けることができる歯周病検診と相談

その他にも検診を実施しています
種 別

あなたのお口は健口（けんこう）ですか？

かしこく食べよう！ゲンキをつくろう！

しっかり噛むといいこといっぱい

「よく噛んで、食べよう！」
　よく噛んで食べることは、食べ物を飲み込みやすくするだけでなく、
食べ物がおいしくなったり、消化・吸収を助けたり、健康に役立つ効果が
あります。健康のため、ひと口30回を目安によく噛んで食べましょう。

★肥満予防▶よく噛んで食べると、脳にある満腹中枢が働いて食べすぎをふせぐことができます。
★味覚の発達▶よく噛んで味わうことにより、食べ物の味がよくわかります。
★言葉の発音はっきり▶よく噛むことにより、口のまわりの筋肉を使うため、表情が豊かになり、口をし
っかり開けて話すときれいな発音ができます。
★脳の発達▶よく噛む運動は、脳細胞の働きを活発にします。子どもの知育を助け、高齢者は認知症
の予防に役立ちます。

★全身の体力向上と全力投球▶力を入れて噛みしめたいとき、歯をくいしばることで力がわきます。
★胃腸快調▶よく噛むと、消化液分泌が盛んに行われ、食べ物をより消化しやすくし、胃腸への負担が
軽くなります。

★がんの予防▶唾液には、食べ物の中に含まれた細菌や発がん性物質を減らす作用があります。
★歯の病気予防▶よく噛むと唾液がたくさん出て、口の中をきれいにします。この唾液の働きがむし
歯や歯周病を防ぎます。

6月は食育月間です

健康生活
応援グッズ

公益社団法人
関西シルバーサービス協会 事務局
〒542-0065　大阪市中央区中寺1-1-54　
　　　　　　  大阪社会福祉指導センター内

問合せ

a06-6762-7895  b06-6762-7894
dhttp://kansil.jp

●座いす型リフトアップチェア
　リクライニング1100
昇降する座面が立ち座りをサポートし、腰や膝への
負担を軽減。ゆったりとくつろぐことができるリクラ
イニング機能。コンパクトでインテリア性の高いデ
ザインで和室にぴったりです。

●電動リフトアップチェアKD-862
手元スイッチレバーで座面の昇降が可能。バックレ
ストは頭部を支持する高さがあり、汚れが染み込み
にくい張地を採用しています。

●独立宣言 リクライニング
立ち座りが楽になるリフトアップ機能に加え、背も
たれが傾斜するリクライニング機能や座った姿勢
のまま安定できるチルト機能が、胸の苦しさを和
らげ、長い時間くつろげます。

立ち座りを安全に

今月の自助具

いすからの立ち座りを
電動で支援

背もたれの傾斜で
長時間くつろげる電動昇降座いす

リフトアップチェアに
リクライニング機能をプラス
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〔広告〕 〔広告〕

パンフレットやカタログなど、
作りたいものがカタチにならず困っていませんか？

当社なら企画から取材・撮影・デザイン・
印刷・納品にいたるまで、各専門スタッフが、
お客様のイメージをトータルでカタチにします。

※詳しくは下記までご連絡ください。

〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1-23 丸丹ビル306号
TEL：（06）6358-1010  FAX：（06）6358-1011  E-mail：info@ad-emon.com

カタチ
にする
プロ

大阪市社会福祉研修･情報センター
〒557-0024 大阪市西成区出城2-5-20　a06-4392-8201 　 b06-4392-8272
7kensyu@shakyo‐osaka.jp　dhttps://www.wel-osaka.com

●申込先・問合せ先▶

年刊研究誌「大阪市社会福祉研究」では、市内で社会福祉の実践を行っている団体、グループ及び個人が
自発的に研究活動を行い、その成果をまとめた「研究論文」及び「実践報告」を募集します。

【募集範囲】
①大阪市社会事業施設協議会に加盟する各施設の職員
②大阪市社会福祉協議会及び各区社会福祉協議会の職員
③大阪市福祉局・こども青少年局及び各区保健福祉センターの職員
④大阪市内で社会福祉の実践を行っているグループ、個人などで
大阪市社会福祉研修･情報センター所長が認める者

※いずれも、個人による研究のほか、グループによる共同研究・
執筆も可とします。

【原稿内容】
①テーマは「社会福祉」の範囲とします。
②研究論文、研究ノート、実践報告等、福祉の実践のうえで生起
する諸問題について、その解決のための示唆や方向づけを与
えるものとします。
③原稿は、未公開（未発表）のものに限ります。

【原稿字数】 
参考文献･図表等も含め、１８，４００字以内（パソコンで作成され
た原稿）とします。

【応募方法】 
所定の応募用紙により、6月20日（日）
までに下記センターへ「応募用紙」を
お送りください。原稿の締め切りは
7月20日（火）とし、提出論文から編集
委員会にて掲載論文を選定し、掲載候
補となったものについて、あらためて
「執筆依頼」を送付します。

【そ の 他】 
①「大阪市社会福祉研究」への提出論
文については、政治的・宗教的活動に使用しないこととしま
す。
②「大阪市社会福祉研究」に掲載された論文及び実践報告に
ついて審査し、優秀と認められた場合に、同心会より研究奨
励賞、研究努力賞、会長賞が授与されます。

※「応募用紙」は、ホームページのお知らせ欄よりダウンロー
ドできます。

 大阪市社会福祉研究 第44号「研究論文」及び「実践報告」募集 大阪市社会福祉研究 第44号「研究論文」及び「実践報告」募集



研修関係の問合せ
図書・資料閲覧室の問合せ 午前９時～午後５時

午前９時～午後９時（土・日曜日は午後５時まで）
（会議室の申込・お支払いは午前９時３０分～午後５時）

直通電話番号項　　目 お問合せ時間

０６‐４３９２‐８２０１
０６‐４３９２‐８２３３

午前９時～午後５時

会議室など利用の問合せ ０６‐４３９２‐８２００

かけられて 嬉しかった一言 その人に
𠮷田　由宇さん（令和2年度「人権に関する作品募集事業」キャッチコピー　高校生の部　佳作）

交通／ご来所には［大阪シティバス］［JR］［地下鉄］をご利用ください

大阪シティバス

地下鉄・四つ橋線・御堂筋線

JR大阪環状線・大和路線
「長橋二丁目」バス停すぐ
52系統（なんば　～あべの橋）

所 在 地
設置主体
運営主体

電 話
ファックス
U R L

／〒557-0024 大阪市西成区出城2丁目5番20号
／大阪市
／（指定管理者）
　社会福祉法人 大阪市社会福祉協議会
／a06-4392-8200（代表） 
／b06-4392-8206
／https://www.wel-osaka.com

「花園町」駅（①・②出口）から徒歩約15分
「大国町」駅（⑤出口）から徒歩約15分

「今宮」駅から徒歩約10分

〔テーマ〕人権全般

貸室ご利用の皆様へ

利用日の6か月前（6か月前の同じ日）から、電話や窓口で予約いただいたうえ、
所定の用紙で申し込みください。
受付時間は午前９時３０分から午後５時まで

空室状況をホームページに掲載しています。1

利用申込の受付は6か月前からです。2

※ＦＡＸでの申し込み可能な期間は、利用日の6か月前の午前９時３０分から利用
日の３日前までです。

※当分の間、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、利用条件を変更してい
ます。
　詳しくは、ホームページの「貸室のご案内」をご覧ください。

空室状況は、ホームページの「貸室のご案内」→「空室一覧」に、ＰＤＦで6か月分掲載。

a06-4392-8200
b06-4392-8206

（単位：円）
午　前

9：30～12：30
午　後

13：00～17：00
夜　間

18：00～21：00
全　日

9：30～21：00
会議室

介護実習室
演習室
大会議室

会議室 東
会議室 西

48
16
24
16
8
72

3,800
1,900
2,900
5,700
1,000
5,800

5,100
2,600
3,800
7,600
1,300
7,700

3,800
1,900
2,900
5,700
1,000
5,800

11,400
5,800
8,600
17,100
3,000
17,400

4
　
階

5階

時間区分
室区分　利用人員のめやす

■会議室等の使用料
利用できる貸室および料金は、次のとおりです。ご予約は利用日の6か月前からです。

ウェルおおさか 検索
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スズキ自動車

ガソリンスタンド 市営
中開東住宅

市営
出城東住宅

高齢者
在宅支援
センター

国道
25号線な

に
わ
筋

西出口

①②

国道43号線

ホームセンター
コーナン

ファミリーマート

大和
中央
病院

出城郵便局

鶴見橋商店街

ニトリ 国
道
26
号
線

地
下
鉄
四
つ
橋
線

ナニワ
交通

日産自動車

ほっかほっか亭

いすゞ 自動車
交番

長橋

南開
南開西

公園

JR環状線

関西本線（大和路線）

大阪シティバス
長橋二

Ⓟ

Ⓟ

Ⓟ

Ⓟ
Ⓟ

大阪市社会福祉研修・
情報センターのご案内

人権啓発キャッチコピー

⑤

CENTER INFORMATION

よし　だ　 　　ゆ　う

※新型コロナウィルス感染症拡大防止対策のために利用人員のめやすに制限をかけています。ご了承ください。
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「ウェルおおさか」に広告を掲載しませんか
詳しくはお問合せください…▶大阪市社会福祉研修・情報センター
a06-4392-8201　b06-4392-8272　7kensyu@shakyo-osaka.jp

開館時間／午前9時から午後9時まで（土・日曜日は午前9時から午後5時まで）
　　　　　図書・資料閲覧室は午前9時30分から午後5時まで（月～土曜日）
休 館 日／国民の祝日（土・日曜日と重なる場合は除く）、年末年始（12月29日～翌1月3日）
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