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・防災動画～届ける防災！？
・防災倉庫の備蓄物資確認
・マッピングウォーク＆まちなか
安否確認訓練

・子育て支援サークル「たんぽぽ」
オンライン交流会！

・たつなんサンタ大作戦
・ふれあいフェスタと秋祭りONLINE
・クリスマス会

・クリアファイル作成
・コミュニティ回収
・まち協と地元ＮＰＯの連携協力！
・高齢者を見守る！繋がるマップ！

・プログラミング教室
・南大江郷塾

防災（ P.1）

まつり・イベント（ P.3）

講座（P.5）

広報・組織運営・その他（P.7）

・いきいきわくわく教室
・感染予防と健康づくり「女性部研修会」

健康（P.６）



• 今年度は集合型訓練の実施が難しい状況のな
か、元々参加者しか情報を得られない防災訓
練への問題意識から「届ける防災訓練」をま
ちセンが提案。

• 地域独自の防災動画を作成し、地域住民や小
学生にも見てもらい、防災に関心を持っても
らおうという狙いで、地域役員が動画を通し
て紹介。

【動画の内容】
〇小学校の備蓄倉庫ってどうなってるの？
〇公園にあるかまどベンチってどうなるか知っ
てる？
〇アルファ化米ってどうやって作るか知って
る？

詳細は
こちら

防災
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withコロナ時代に対応した地域活動協議会の取組等をSNSでハッシュタグを

つけて投稿する「ええやん地活協！withコロナ大作戦！ハッシュタグキャンペー

ン」。地域のみなさまなどから240件以上の投稿があり（令和３年1月６日時

点）、いただきましたいくつかの取組を事例集としてまとめました。

活動の参考にしていただけますと幸いです。

防災動画～届ける防災！？～

阿倍野区まちづくりセンター
（阪南地域まちづくり協議会）

https://www.facebook.com/abenomachisen/posts/3724165040969446


• 「今は地域活動にとって大変なとき。それで
も小さな息でもし続けていくことが大切」と
の熱い想いから様々な工夫をして事業を実施。

• もともと行っていた清掃活動は参加者が密に
なってしまうことから、マッピングウォーク
を企画。マップ片手に様々なことを想定して
まちを歩くことで、日ごろ気に留めてこな
かった個所を調べてみようという取組。

• まちなか安否確認訓練は、コロナ禍でもでき
る防災訓練ということで、事前配布した黄色
いタオルを家の周りに掲げて、安否確認とす
る取組。

• 地域役員がタオルの掲出状況を撮影してスマ
ホアプリ「LINE」で報告。本部でプリントアウ
トして集計するといった、ハイテクとローテ
クを組み合わせた訓練。

• 城東区役所、大阪市の危機管理室から支
給されている備蓄物資がどこにどんなも
のがどれだけあるかを確認。

• 有事の際に避難所を開設し、物資を提供
するのは地域。地域の意識の高さを感じ
ます。

城東区まちづくりセンター
（菫地域活動協議会）

詳細は
こちら

防災倉庫の備蓄物資確認
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詳細は
こちら

マッピングウォーク&まちなか安否確認訓練

新東三国地域活動協議会（淀川区）

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=199474138421954&id=102680311434671
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3311008205677972&id=346685452110277


たつなんサンタ大作戦

• 12月13日（日）に巽南会館にて実施。
コロナウイルス感染拡大防止のため、
サンタさんからのプレゼントを渡して、
写真を撮ってもらったり、雰囲気だけ
でも楽しんでもらおうと、会館をクリ
スマス仕様に楽しく装飾したり、プレ
ゼントの渡し方を考えたり、例年にな
いような工夫を凝らしながらの開催と
なりました。

生野区まちづくりセンター
（巽南まちづくり協議会）

詳細は
こちら

まつり・イベント
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• コロナ禍における地域活動の新しい取
り組みとして、オンラインでの子育て
支援サークルを開催！

• 初めての試みにドキドキもありました
が、楽しい時間で笑顔あふれる素敵な
クリスマス会でした。

天王寺区まちづくりセンター
（桃丘地域活動協議会）

詳細は
こちら

子育て支援サークル「たんぽぽ」
オンライン交流会！

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1601934766680051&id=361458387394368
https://www.facebook.com/machiten/posts/1451973241673275
https://www.facebook.com/machiten/posts/1451973241673275
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ふれあいフェスタと秋まつりONLINE

• 例年、会館横の公園で「こどもまつり」「ハロウィン」など、数百人規模のイベントで
盛り上がる晴明丘地域ですが、今年度はコロナにより断念。そこで企画されたのが「ふ
れあいフェスタと秋まつりオンライン」

• ふれあいフェスタでは、子どもたちにハロウィン仮装動画を投稿してもらい会館前で放
映。会館に来てくれた子どもたちにはお菓子のプレゼント。

• 秋まつりONLINEでは、地域の団体発表を区民センター大ホールにて撮影。
阿倍野区住みます芸人のビコーン！が司会を務め、無観客でも会場を盛り上げた？

• 会長は「初めての試みだったので、どれだけ上手くいくか心配だった。でも、この時代
だからこその新しい方法が見つかったと思っている。今回だけで終わるのではなく、こ
のようなやり方も含めて、大きい秋まつりを来年は計画したいと思っています」と語る。

• 過去の記録写真を使った地活協紹介動画も作成。

阿倍野区まちづくりセンター
（晴明丘地域活動協議会）

詳細は
こちら

• 新型コロナ感染防止のため、お弁当のテ
イクアウトを実施。

• 地域の行事中止が相次ぐ中、これまで高
齢者食事サービス事業に参加されていた
方を招待しての開催です。

• 演奏や手作りプレゼントもあり、楽しい
ひと時を過ごされました。

港区社会福祉協議会
（築港地域活動協議会）

クリスマス会

詳細は
こちら

https://www.facebook.com/abenomachisen/posts/3721547157897901
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2845555159057365&id=1711496479129911


プログラミング教室

• 地域の元システムエンジニアの方などが子ども
たちを対象に毎月第３日曜日、プログラミング
教室を開催。

• 子どもたちは熱心に聞き入り、大人も一緒に学
びながら賑やかに行われ、甲冑ロボが登場する
と大変な盛り上がり。

• 令和２年度から小学校でプログラミングが必修
授業となりましたが、コロナ禍で短縮授業と
なったため、地域と学校が協力・連携して実
施。

詳細は
こちら

南大江郷塾

• 「人物でたどる『大大阪』」と題し、3
回にわたって大阪歴史博物館学芸員か
ら大大阪時代に活躍した人物のお話を
聞く講座。

• 検温チェックにマスク必須の参加で、
感染拡大防止対策を行いながら実施。

中央区まちづくりセンター
（南大江地域活動協議会）

詳細は
こちら
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講座

城東区まちづくりセンター
（今福地域活動協議会）

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=210749420627759&id=102680311434671
https://www.facebook.com/chuouku.machisen/posts/1659432614221439


• 例年はバスで研修に出かけるが、今回は講
演会とワークショップに変更。

• 保健師さんから「新型コロナウイルス感染
予防と健康づくり」のお話。

• 午後からは認知症予防、見守り活動、消臭
剤づくりのワークショップを実施。

• コロナとうまく付き合いながら「地域で一
緒にできること」を考えるような女性部研
修会でした。

住之江区まちづくりセンター
（さざんか加賀屋協議会）

詳細は
こちら

コロナ感染予防と健康づくり「女性部研修会」
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• 区社協と協働し、健康体操など介護予防の
ための様々なプログラムを毎月行っていま
す。

• 皆さんとても積極的に動かれ、体を動かし
たり身近な人々と顔を合わせる喜びを感じ
ているようでした。

このはなまちセン（此花区）
（春日出地域活動協議会）

いきいきわくわく教室

詳細は
こちら

健康

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=961057714403856&id=286078545235113
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3182453505199182&id=299151913529370


クリアファイル作成

• 高松地域の学校等で配布されるクリア
ファイルが完成。

• コロナ禍で恒例のお祭りや大切な防災訓
練が開催できず、何か代わりにできるこ
とはないか、ということで作成。

• 正面には地活協のロゴやこれまでの地域
イベントの様子がわかる写真もあり、イ
ベントなどが再開できるようになってほ
しいと思います。

阿倍野区まちづくりセンター
（高松地域活動協議会）

コミュニティ回収

• マンション町会の回収をどうするか、大
阪市からの奨励金を地活協事業にどう役
立てるか、町会に分配するかなどが議論
のポイント。

• 地域内の一部の町会区域等を除いた回収
でスタートすることも可能です。

詳細は
こちら

詳細は
こちら

7

広報・組織運営・その他

城東区まちづくりセンター
（放出地域活動協議会）

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3726760170709933&id=931283876924257
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=213079843728050&id=102680311434671


まち協と地元NPOの連携
協力！

• 御幸森まちづくり協議会はNPO法人IKUNO

多文化ふらっとと「大阪市生野区における

御幸森小学校の跡地活用を核としたまちづ

くりに関する連携・協力協定」を締結。

• コリアタウンのある御幸森校区を舞台に、

学校跡地も含めたまちづくり全般において

連携共同して進んでいかれるそうです。

生野区まちづくりセンター
（御幸森まちづくり協議会）

高齢者を見守る！繋がる
マップ！

• さざんか粉浜活動協議会は地域の高齢化率
が高く「地域の高齢者を見守るため」粉浜
の事業所＆町会長をはじめとする地域の皆
さんとで、「町会＆事業所・専門職がつな
がるための連絡マップ」を作成。現在１９
か所の事業所の代表者と２４の町会長の顔
写真と連絡先を掲載することで、「つなが
り」がハッキリ【見える化】され、急な対
応や連絡などに大変役立っているとのこ
と。

• ケーブルテレビ局「ベイコム」さんに取材
いただきました。

詳細は
こちら

詳細は
こちら
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住之江区まちづくりセンター
（さざんか粉浜活動協議会）

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1607864206087107&id=361458387394368
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=985113831998244&id=286078545235113


SNSへの

アカウント

登録

ハッシュタグ

検索

SNSの検索窓で「＃ええやん地活協」もしくは
「＃地活協withコロナ大作戦」と入力して検索。

→ 地活協の取組を一覧で見ることができます！

① 投稿のテーマ（ハッシュタグ）を選ぶ

・感染防止対策やコロナ禍による課題への対応

→ハッシュタグ『＃地活協withコロナ大作戦』

・地域活動全般

→ハッシュタグ『＃ええやん地活協』

② SNSで投稿

ハッシュタグを

つけて投稿

② SNS以外で投稿

区役所・まちセンに申込

（メール、FAX、窓口など）

投稿方法

0 50 100 150 200

Facebook

Instagram

Twitter

ハッシュタグ投稿数（令和３年1月６日時点）

各15件程度 210件程度

［お問い合わせ］ 各区役所市民協働担当課・まちづくりセンター

今年度の投稿に
ハッシュタグ
追記でもOK！


