
１．松原市の概要 

 
松原市は、大阪府のほぼ中央に位置し、大阪市や堺市、羽曳野

市、藤井寺市に接しています。市域は、東西約5.8km、南北約5.1

㎞、面積約16.66k㎡のほとんどが平坦地です。 

昭和30年2月1日、人口約3万6000人の田園都市として発足し、

平成22年に市政施行55周年を迎えました。都市との交通が便利な

ところから、昭和40年代に急激に人口が増加し、現在では人口約

12万人あまりの住宅都市に変貌しております。 

また、本市は古くから交通網が充実していて、南大阪における道

路交通の要衝地ともなり、その玄関口としての発展を続けているま

ちでもあります。 

安全・安心都市づくりを目標として、暮らしの安全と健康を守る

ために、地域の住民が主体的な取り組みを展開しています。 

 

 

２．経緯 
（１）2010年 4月 セーフコミュニティワーキンググループ設置 

（２）2010年 6月 ワーキンググループ会議を開催し、研究開始 

（３）2010年12月 京都大学へ認証コーディネーター白石陽子氏を訪問 

（４）2011年 2月 白石陽子氏が市長と面談し意思確認 

施政方針で取り組みを位置づけ 

（５）2011年 3月 総合計画で取り組みを位置づけ 

（６）2011年 4月  セーフコミュニティ係を設置 

 

３．人口構成 
総数 126,249 人（男 60,480 人、女 64,370 人、外国人 1,399 人） 2010 年 10 月 1 日現在 

年齢別 総数 男 女 年齢別 総数 男 女 

0-4 4,776 2,489 2,287 55-59 7,526 3,607 3,919

5-9 5,775 2,938 2,837 60-64 10,469 4,926 5,543

10-14 6,724 3,387 3,337 65-69 10,145 4,752 5,393

15-19 6,460 3,299 3,161 70-74 8,146 3,864 4,282

20-24 6,429 3,261 3,168 75-79 5,589 2,481 3,108

25-29 6,402 3,261 3,141 80-84 3,388 1,293 2,095

30-34 7,253 3,680 3,573 85-89 1,767 506 1,261

35-39 10,078 5,038 5,040 90-94 768 158 610

40-44 9,789 4,883 4,906 95-99 223 42 181

45-49 7,994 3,994 4,000 100 以上 30 3 27

50-54 6,518 3,272 3,246   

 

４．死亡原因 
平成 21 年 死亡原因（人口動態より） 

総数 1,180 件 

1 位 悪性新生物        371 件  2 位 心疾患（高血圧性を除く） 209 件 

3 位 呼吸器系の疾患      152 件  4 位 脳血管疾患        121 件 

5 位 消化器系の疾患      54 件  6 位 腎尿路生殖器系の疾患    36 件 

7 位 自殺           36 件  8 位 不慮の事故         32 件 

9 位 内分泌、栄養及び代謝疾患 29 件  10 位 神経系の疾患        20 件 

(※不慮の事故には交通事故 7件を含む) 



 

事件・事故による死亡件数 74 件 
1 位 自殺           36 件  6 位 転倒・転落        2 件 

2 位 不慮の窒息        11 件  7 位 その他の不慮の事故    2 件 

3 位 不慮の溺死及び溺水    10 件 

4 位 交通事故          7 件 

5 位 その他の外因        6 件 

 

５．予防対策と取り組み 

（１） 各年齢層における外傷予防対策と取り組み状況 

①０～１４歳 

予防対策・取組み等 市との連携その他 

薬物乱用防止教室 小・中学校 

子どもの防災教育 小・中学校 

エイズ予防教育 小・中学校 

命の大切さについて講習会 小・中学校 

乳幼児の事故予防パンフレットの配布 市 

子ども 110 番の家 市、警察 

②１５～２４歳、２５～６４歳 

予防対策・取組み等 市との連携その他 

少年を守る日 広報活動 市、青少年指導員協議会 

青年相談 市、保健所、社福協、府、ＮＰＯ 

防犯活動の活動支援 松原防犯協議会 

防犯カメラ設置・維持管理費補助 町会、警察 

ＡＥＤの設置・管理 市 

③６５歳～ 

予防対策・取組み等 市との連携その他 

らくらく健康塾 市、地域包括支援センター（２ヶ所） 

お達者体操くらぶ 市 

独居高齢者の集い 松原市民児協 

見守り、声かけ訪問 地区福祉委員会 

給食サービス 市、松原市社会福祉協議会 

高齢者等見まもりチーム活動 地区福祉委員会・松原市民児協 

 

（２） 生活環境における外傷予防対策と取り組み状況 

①家庭の安全 

予防対策・取組み等 市との連携その他 

緊急通報システム 市、消防、大阪ガスセキュリティサービス 

地区福祉委員会活動 地区福祉委員会 

住宅用火災警報器設置促進 消防団、婦人防火クラブ、町会 

安全安心メール 市 

②外出時の安全、交通安全 

予防対策・取組み等 市との連携その他 

交通安全キャンペーン 松原市老人クラブ連合会、警察 

交通安全教室 松原市老人クラブ連合会、警察 

福祉マップ 松原市民児協 

公園パトロール 市、町会、自主管理組織 

交通安全総点検 市、警察、PTA 

安全安心メール 市 

交通安全講習 市、警察署 



③職場の安全 

予防対策・取組み等 市との連携その他 

人権相談 市、大阪法務局 

女性相談 市、大阪府女性相談センター 

労働相談事業 市、大阪府総合労働事務所 

労働安全衛生指導 労働基準監督署 

④学校の安全 

予防対策・取組み等 市との連携その他 

防犯ブザーの配布 市 

学校施設の安全点検 小・中学校 

セフティスクールサポート事業 市、小学校 

子ども見守り活動 老人クラブ 

登下校時の見守り 市、松原市民児協・更生保護女性会、小・中学校 

登下校の安全指導 市、ボランティア 

安全安心メール 市 

青色防犯パトロール 市 

 

（３） 意図的な要因による外傷予防と取り組み状況 

⑤犯罪被害防止 

予防対策・取組み等 市との連携その他 

情報モラル教室 小・中学校 

セフティスクールサポート事業 市、小学校 

見守り、声かけ訪問 地区福祉委員会 

子ども 110 番の家 市、警察 

防犯用ホイッスル 市 

防犯カメラ設置・維持管理費補助 町会、警察 

青色防犯パトロール 市、防犯協議会、町会 

⑥暴力被害防止対策 

予防対策・取組み等 市との連携その他 

子どもの虐待防止 小・中学校 

女性相談・ＤＶ相談 市、大阪府女性相談センター 

高齢者虐待防止ネットワーク 市、医師会、地域包括支援センター、関係機関 

こんにちは赤ちゃん事業 市 

児童の言動、身体状況等のﾁｪｯｸ 市 

⑦自殺防止対策 

予防対策・取組み等 市との連携その他 

教育相談 市、小・中学校 

自殺予防講演会 市、保健所・大阪府こころの健康総合センター 

ゲートキーパー養成研修 保健所・大阪府こころの健康総合センター 

 

（４） 防災･火災による外傷予防対策と取り組み状況 

⑧災害被害防止 

予防対策・取組み等 市との連携その他 

子ども関係施設における非難訓練 小・中学校 

災害時一人も見逃さない運動 松原市民児協 

防災訓練 市、消防団、防犯協議会、地区福祉委員会・自治会・自主防災会 

高齢者等見まもりチーム活動 地区福祉委員会・松原市民児協・老人会・自治会 

消防訓練 市、消防団 

住宅用火災警報器設置促進 消防団、婦人防火クラブ、町会 

防災無線 市 



 

（５） その他の外傷予防対策と取り組み状況 

⑨救急措置の普及 

予防対策・取組み等 市との連携その他 

ＡＥＤ設置 市、小・中学校、保育所、各施設 

AED 講習会 市、松原市民児協 

救急・救命訓練 自治会・地区福祉委員会 

上級救命講習 市、消防団 

⑩レジャー及びスポーツ 

予防対策・取組み等 市との連携その他 

障害者スポーツ教室 市 

防犯協議会の活動支援 防犯協議会 

⑪その他 

予防対策・取組み等 市との連携その他 

世代間交流会 市、松原市民児協 

精神障害者とのふれあいの集い 市、松原市民児協 

更正保護施設参観 市、松原地区保護司会・更生保護女性会 

 

６．住民の安全の品質向上のための住民組織 

老人クラブ 

社会福祉協議会 

民生委員児童委員協議会 

地区福祉委員会 

町会、自主管理組織 

消防団 

婦人防火クラブ連合会 

幼年消防クラブ 

地域教育協議会 

青少年指導員協議会 

こども会育成連絡協議会 

青少年対策会議 

防犯協議会 

自主防災組織連絡協議会 

地域婦人団体協議会 

PTA 協議会 

障害児・障害者団体連絡会 

火災予防協会 

事業場防犯協会 

 


