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令和３年度みんなの取組事例集

・大阪市初！地域巡回コロナワクチン接種
・予約代行から接種会場への送迎まで！
ワクチン接種サポート事業

コロナワクチン接種支援（ P.1～2） オンライン（P.5）

・芝生deヨガ
・防災備蓄品展示会&青空マルシェ
・こどもとシニアが
「つながるぬりえ展 in 都島」

・小・中学生に向けた
「認知症サポーター養成講座」

・たつなんサンタ大作戦！！

・回覧版を電子化！「泉尾東e回覧」&
大学生との防災動画の撮影

・サラリーマンでも地活協会長はできる！
IT化で情報共有をスピードアップ！

防災（P.3～4）

・トランプとカルタがひとつになった
防災グッズ「十三防災トるた」

・極寒の避難生活体験！防災一泊訓練
・まち歩きハザードマップ作り
「防災さんぽ」

・選挙日に開催！「避難所公開DAY」

その他（P.6～8）



大阪市で初めての、コロナワクチン地域
巡回接種を林寺センターで行いました。
スムーズに、42名の方に約1時間で無事
接種が完了しました。

（一社）いくのもりの皆様の活動に、林
寺の住民が主体的に参加し、微力ながら
も、お手伝い出来た事を誇りに思い、感
謝します。

詳細は
こちら

コロナワクチン接種支援
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大阪市初！地域巡回コロナワクチン接種

林寺まちづくり協議会（生野区）

令和３年7月3日。地元の会館を巡回し
た「１回目のワクチン接種」が無事終
わりました。12の地域で合計1075名。
地域のちから、まちぐるみの生野のち
からをまざまざと見せていただきまし
た。

「巡回接種」を実施してくださった医
師・看護師と「いくのもり」の皆さん。
他区からもご参加いただいているボラ
ンティアの皆さん。そして何より「予

生野区まちづくりセンター

何よりも、接種を終えられた人達の安堵
された顔と感謝の言葉が、今後の私達の
地域活動の支えになります。

今後、この巡回接種が区内全体に広がり、
コロナが収束し、一日も早く、かつての
平穏な日常が戻りますように願います。

約」をとりまとめ「予診表」仕上げを
サポートし、当日の運営や送迎、見え
ない苦労まで日頃の地縁の活動があっ
てこそ。

ワクチンの浸透と共にコロナ禍からの
「地域活動復活」の狼煙となったので
はないでしょうか。

各地域で安心の笑顔を広げていかれる
のをまちセンも応援していきます！

https://www.facebook.com/hayashideramachikyou/posts/2193113647492360


その他、複数の地域でワクチン接種の予約代行支援が行われていました。

なかには、配食サービスの場で「コロナのワクチン接種、予約でけへん。
どうしたらええやろか」と相談を受けたことをきっかけに、ワクチン接
種予約代行の支援が始まったという地域も。

地域住民のおこまりごとに耳を傾けることも地域活動協議会の役割です
ね。ええやん！地活協！
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NPO法人南市岡地域活動協議会では、新
型コロナウイルスワクチンの集団接種に
ついて、地域の高齢者の方々52名の予約
を代行し、5月30日接種当日は地域の有
志の方々が会場までの送迎を行いました。
以降数回の送迎を経て、最高齢102歳か
ら68歳までの地域の方、計72名の支援に
つなげました。

なんらかの事情で会場へ向かうのがつら
い方にはとても嬉しい取り組みです。
実際に「昨日はすごく助かった、ありが
とう」というお声があったそうです♪
はじめてのことは誰もが不安なものです。
今日のこの時間で合っているか…などを
確認出来、一緒に行ってくれる人がいる
だけで安心していただけたのではないで
しょうか！

詳細は
こちら

予約代行から接種会場への送迎まで！
ワクチン接種サポート事業

港区まちづくりセンター
（南市岡地域活動協議会）

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=242002054391927&id=100057464027278


「十三防災トるた」とは、災害に対する地域
の安心・安全の意識向上を目的に「子ども達
に自然に楽しく記憶に残してもらう」事をコ
ンセプトに掲げた、トランプ＆かるたが一体
化したカードゲームです。

「十三防災トるた」は、十三小の子ども達が
主体となり、地域やホームページで読み札を
募集しました。

応募いただいた読み札は、どの作品も大変防
災意識が高く、選定委員が決めるのが難しい
くらいでした。

「防災トるた」を通じて、地域の皆さんが防
災・防犯の意識向上が更に強くなればと思い
ます。

詳細は
こちら

十三地域活動協議会
（淀川区）

詳細は
こちら

極寒の避難生活体験！防災一泊訓練

島屋地域活動協議会
（此花区）

トランプとカルタがひとつになった防災グッズ
「十三防災トるた」

11月27日～28日に、島屋地域防災リーダー
の主催で、防災一泊訓練が開催されました。
今回は、消防レスキュー隊の指導のもと、
緊急時の負傷者の搬送方法と、AEDを使っ
ての心肺蘇生法。
極寒の中での、テントでの避難生活を体験。
ファイアースターター(メタルマッチ)で
火を起こし、廃材を燃やして暖をとる体験
など、実際にやらないと分からない体験を
中心に行われました。
夜になって、かなり気温が下がり厳しい寒
さの中、みんなで夜を過ごしました。
訓練自体は、厳しいものでしたが、
みんなで話し合って、困難を乗り越えるこ
とで、お互いのコミュニケーションを高め
ることが出来ました🎵
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https://www.facebook.com/shimaya.chikatukyo/posts/1638674726339776
https://www.jusochikatsu.net/toruta.html#toruta
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詳細は
こちら

地域を４つのグループに分けて、ハザー
ドマップや地域で作った防災マップを手
に約１時間かけて危険ポイントや気づい
たことをチェックしました。

参加者は、各町会長、女性部長、防犯防
災部員、PTA役員などを中心に子どもも
含めて約５０人。

城東区では初めての取り組み。参加者か
らは、「灯台もと暗し、目からウロコで
す」「普段何げなく歩いている道も危険
がいっぱいと気づいた」などの声もあり
ました。

まち歩きハザードマップ作り「防災さんぽ」

詳細は
こちら

菫地域活動協議会
（城東区）

新東三国地域活動協議会
（淀川区）

衆議院選挙投票日に新東三国小学校の投票所
横で避難所公開DAYを行いました。展示時間中、
新東三国小学校の投票所には2500人ほどの住
民の方が投票に来られたようです。その方々
の視界の片隅に小学校が災害時避難所になる
んだなということが記憶に残ったら何よりで
す。
一番皆さんが興味を持たれたのはやはり仮設
トイレでした。ご家族で投票に来られる方が
多く、ハロウィンの仮装をした子どもたちに
癒されました。（可愛かったー♡）
淀川区役所様から太陽工業様をご紹介いただ
き、コロナ禍におけるパーテーション、パネ
ルなども展示させていただきました。

選挙日に開催！「避難所公開DAY」

https://www.facebook.com/smile.chikatsukyo/posts/pfbid0cmNCh6SzWTiRYyQmLcUoFRD8aSy8fn22C6TdQfFLGGmdVEwfhEPENsbXcZoHgHfNl?__cft__[0]=AZXhMxtmp_FHUe5yFd3ZdcgqORxWupdA7-vcPN-cCi3tRXPL45yfmFkRn_cokOjEqdvt0gW5qebKMo_95GjEyACiyr1V3xRh110jEP73tVCQ1K7-XSE6yY0zcqlbLuc0Kqx_nqC-_kwPnk9QzQRY_yrqV82-k-9CgBk9KuggEtlF2-2TKDQeiFYniL6CEM9wWzP8TCut1-KNzJ7qNJANE_LzEEPqx600gjffyCJEAILC2HgOlQVHzXGSm5kjEf4j11H-eXtsmDvg7o1mtQdEZsli&__tn__=,O,P-y-R
https://www.facebook.com/shmikuni/posts/4186943144751136


地域活動や地域の情報などを、よ
り多くの人にタイムリーに伝える
ため、SNSを活用した回覧板にチャ
レンジ。

会館の建て替え工事の進捗状況を
写真付きで発信して評判となり、
会館の引っ越しの際にはe回覧を見
たという人がお手伝いに来てくだ
さいました。

紙の回覧板を完全になくしてしま
うと、SNSになじみのない方が取り
残されてしまうので、大事なお知
らせはこれまで通り、紙の回覧板
でも発信しています。

また、大阪経済大学との連携によ
り、大学生と撮影した防災動画の
配信が予定されています。

回覧版を電子化！「泉尾東e回覧」&
大学生との防災動画の撮影

子育て世代のお母さんでも地域活動に参
画できるように、また、一人でも多くの
住民に地活協の活動に知ってもらい参加
してもらうために、コロナ禍前からIT化
を進めていました。

オンラインを駆使したサラリーマン会長
の奮闘について、詳しくはQRコードへ！

サラリーマンでも地活協会長はできる！
IT化で情報共有をスピードアップ！

泉尾東e回覧
（大正区）

常盤地域活動協議会
（阿倍野区）

詳細は
こちら
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https://kyodo-portal.city.osaka.jp/case/24000011301/
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/case/24000012952/


長池地域活動協議会による
長池小学校の芝生の上でのヨガ
に参加しました☀️
青空の下、フッカフカの芝生の
上でいっぱい体を動かして、家
ではなかなか出来ない体験です
よね♪

芝生deヨガ

清水小学校に保管している備蓄品を地域住民
のみなさんに確認していただくことで、災害
時における各家庭での備えについて考えてい
ただくきっかけとしていただくことを目的に
展示会を開催。

校庭では青空マルシェ（野菜市）や各種地域
団体による出店が行われました。

箱が破れている、包装のごく一部に不良品が
あるといった理由で箱ごと廃棄されてしまう、
「もったいない」新鮮な野菜を中央卸売市場
で仕入れて販売する「青空マルシェ」は、食
品ロスを防ぐSDGsの取組みでもあります。

清水小学校の児童が栽培したさつま芋を使用
した焼き芋の販売も行われ、大盛況のイベン
トとなりました。

防災備蓄品展示会&青空マルシェ

阿倍野区まちづくりセンター
（長池地域活動協議会）

旭区役所市民協働課（市民協働）
（清水校下地域活動協議会）

詳細は
こちら

詳細は
こちら
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https://www.facebook.com/931283876924257/posts/4669235476462393/
https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/page/0000553071.html


桜宮小学校の児童が下絵を描き、それ
に地域の年配者が絵を塗る「つながる
ぬり絵」が完成し、都島区民センター1
階ロビーで掲示、公開しました。

この取組みはNHKラジオで紹介されまし
た。

こどもとシニアが「つながるぬりえ展 in 都島」

北恩加島小学校2年生向け「認知症サポーター養成
講座～キッズキャラバンメイト～」
講師が、「認知症の人を見かけたらどうすればいい
のか」、「どんな病気なのか」など子どもたちに分
かりやすく説明。講座を受けた児童からは、「今日
からキッズサポーターや！」と、とても頼もしい一
面も見ることが出来ました♪

大正北中学校２年生向け「認知症サポーター養成講
座」
グループワークも取り入れ、困っている認知症の人
への声の掛け方など意見を出し合いました。
生徒の皆さんのアンケートには「認知症の方への接
し方や気持ちを知れた」「認知症の人には周りの人
の支えが大切なんだと思った」「色々忘れてしまっ
ても心は残っている」「家族や身近な人が認知症に
なったら今回学んだことを活かして全力でサポート
したい」など素敵な感想がたくさん書かれていまし
た。

地域の子どもたちが認知症について学んだことで正
しい理解が広がり、色んな人が支え合っていける北
恩加島地域になればと思います。

小・中学生に向けた「認知症サポーター養成講座」

桜宮地域活動協議会
（都島区）

北恩加島地域まちづくり
実行委員会（大正区）

詳細は
こちら

詳細は
こちら

7

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0zT2CNKBapfGASEyxPYWddZ6VEFQoxVNSFnMfoJLwMLXgVosV5DahgovL3myvnW9Cl&id=102317223575364&__cft__[0]=AZUrk84A4moRgvWCTpjW5WWGACmiMNip45LBzVMVhBhLBSVdKd9jl3BX-58VtGpcxgK4UMV4v56mg5t176w0F1o3-apa6AD69FMjl-acMcJ6TJ_s9qJPx7XmNqQxvYhhus0p_8QNQQ4UKTJFd5unV0X8sQFKiii47ZoyIs_MPvdg0isgxRwvWop0p7Pg8A9w22c&__tn__=,O,P-R
https://linevoom.line.me/post/_dW0sOkY9VaFiD0vebFC-B2q3xdeQg-3dAacYN-0/1164640094209022912


子どもサンタ４７人
７５歳以上独居訪問１６０人
子どもたちがプレゼントを作って高齢者に渡しました。
涙ぐむ方もおられ、最高のプレゼントになりました。

たつなんサンタ大作戦！！

この投稿は事例集作成時点で243いいね、111シェアを記録。投稿
を見た人からは「もらい泣きする～😭」「なにこれ、最高やん」
「自分がプレゼントもらったら、もちろん嬉しいけど、自分のプ
レゼントを誰かが喜んでくれたら、もっと嬉しいよね。子ども会
に提案してみようっと！」など、取り組みへの賛同、共感のコメ
ントが多くありました！

巽南まちづくり協議会
みんなのホームページ
（生野区）

詳細は
こちら
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https://www.facebook.com/tatsunan.machikyou/posts/pfbid02EgsnQMeE71cmiuovhex4QqZvuHHKxAFHdtgVcfbRvjTrFDerkSg2Gb7x41HvDgVvl?__cft__[0]=AZVx1fwPaJBDaxp8i3J_gNQSEEBkCYKd-QTWGrUE4PkuKVPJq-rG7ie6p5LyRzxlFFQzRK_B3LbcH5sDtEYLhMZq7O-8TjnsnE2tRwmqHDJkWp3t2M2-M5rYiOmBPPAZSTyZauVLNDxgP2BLBxr9oOTm-rEPCmX_yFAKELnaLHBzTZuVoKuW7F3FHSLTfedUdoMaA6JQXiEyz1bWwIMfvdAyetWcfzecd9AaiPdRpikZ68V03ckPnm2R1K5MC6Z98AEQ3BS669IB-gn8O5HB3cZE&__tn__=,O,P-y-R


おすすめポイント①

ボランティア募集やイベント告知が簡単にできる！

操作方法が分からない時も徹底サポート！Webサイトをイチから作る必要はありません！

おすすめポイント②

地域住民に地活協を見つけてもらえる。
住所で地活協を検索できるので、今まで広報が届かなかった方にも見つけてもらえます！

おすすめポイント③

団体登録は無料！必要な書類なし。
パソコン・スマホから簡単に登録できます。

地域活動に関心ある層にダイレクトに届く！

大阪市市民活動総合ポータルサイト

「自分の地域でも何かやってみたい」と思われた方へ！

大阪市認定の市民活動のスペシャリスト
「地域公共人材」が応援に駆けつけます！

・担い手発掘・育成
・自主財源の創出
・イベント企画
・オンライン化 など

ご案内

詳細は
こちら

https://kyodo-portal.city.osaka.jp/?msclkid=06a7fa5caff511ec9e51a104ded37519
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/jinzai/


地域を支える自治会・町内会の主な活動

お問い合わせは各区役所の
市民協働担当課までお願いします

防災訓練 災害備蓄 見守り 声かけ

交流 お祭り 地域清掃 回覧板

もしもの時、いざという時に
支えあえるのが近隣住民。

災害に備えて
訓練や備蓄を
実施しています。

通学の見守りや夜間の見回
り、高齢者への声掛けなど
安心して
暮らせる
ように活動
しています。

夏祭りや世代間交流を通じ、
ご近所さんで顔見知りになる
ことで、
きずなづくりに
つながって
います。

地域の清掃活動により、まち
をきれいにしています。
また、回覧板等を活用し、
地域の情報提供を
行っています。

大阪市では、おおむね小学校区ごとに、地域団体やNPO、企業などが参画す
る地域活動協議会が、地域課題の解決などのまちづくり活動を進めています。

その活動の軸となり、地域住民の一番身近にあるのが「自治会・町内会」です。

地域に関心をもち、ご近所のつながりを作ることは、いざという時に協力し合え、
地域の皆さんの安全につながります。

いざという時に助け合える関係をつくるために、

ぜひ、自治会・町内会に加入 しましょう！


