
大阪市

令 和 3 年 ４ 月

み ん な の 取 組 事 例 集 P a r t . ５

・下校時見守り活動
・防火訓練
・避難所開設受付訓練
・エコバッグの配布
・オンライン防災講演会

防災・安全（ P.1）

講座・会議（P.8）

・地域清掃活動
・公園清掃

・健康講座
・いきいき元気教室
・いきいきふくろう
・八幡屋地域 子育てサロン
・ボランティア委員会
・瓜破北たすけあい活動の会

まつり・イベント・健康（ P.4）

・グラウンドゴルフ
・すみれいこいの広場
・放出よさこい
・祝！成人式
・食事サービスのシミュレーション
・体力測定

環境（P.11）

・宿題カフェ
・磯路地域 桜通りぼんぼり



• 小学校の修了式。下校時間に合わ
せて、民生委員さんが乗務した青
パトも巡回。

• 「すみれっ子」たちも元気に安全
に下校することができました。

詳細は
こちら

防災・安全
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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450件以上の投稿があり（令和３年３月３１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。

下校時見守り活動

菫地域活動協議会
（城東区）

https://www.facebook.com/smile.chikatsukyo/posts/3647446698700024#_=_
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• 新家地域での防火訓練
• 東日本大震災から10年。この間にも各
地で大雨災害や地震にみまわれ、今現
在は新型コロナ感染症が世界で猛威を
振るい、自然界の力の大きさを思い知
らされることばかりです。

• そんな中、コロナ対策のため小人数で
の防火訓練を実施。

• 災害を小さくくい止めることができた
り、回避することができるよう、こま
めに訓練をしていくことが大切。

詳細は
こちら

防火訓練

避難所開設受付訓練

つるカフェ（鶴見区）
（今津地域活動協議会）

詳細は
こちら

福島区まちづくりセンター
（新家地域活動協議会）

• 今津小学校にて、避難所開設受付訓練
を実施。避難者は正門の受付で検温を
行い、平熱の場合は体育館へ避難誘導
し、熱が高い場合は中庭で再検温。

• 再検温でさらに熱が高い場合は問診後
に、別室へ誘導。

• 防護服（レインコート）の着方・脱ぎ
方の体験。

• 脱ぐときには、外側を触らずできるだ
けそ～っと脱ぎ、外側が内側へくるよ
うに丸めて脱衣入れへ分別。手袋も同
様。

• 着るときよりも脱ぐ時の方が注意が必
要です。

• ソーラー蓄電池はパネルを広げて実際
に充電を行い、約1時間で5％ほど充電
できました。この1台で100台分のスマ
ホの充電が可能

https://www.facebook.com/fmachi2020/posts/180817047181684
https://www.facebook.com/turucafe/posts/1845488238947735
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見守りを兼ねたエコバッグの配布

弘治地域活動協議会
（西成区）

詳細は
こちら

• ネットワーク委員会を中心に民生委員
の方にも協力していただき高齢者の皆
様にエコバッグを配布、元気なお顔の
確認。

• 新東三国地域活動協議会副会長増田
裕子氏による防災講演会を実施。

• マンション防災や地域防災にとりくま
れるようになったきっかけや経緯、災
害時ラインによる情報交換、大丈夫タ
オルの活用等、受講者の顔を見ながら
話され、とても分かりやすく心に訴え
る講演会となりました。

• 参加できなかった方でも視聴できるよ
うYouTubeで配信。

詳細は
こちら

オンライン防災講演会

茨田北地域活動協議会
（鶴見区）

https://www.facebook.com/egaokouji/posts/1077909622696581
https://www.facebook.com/MattaKitaInfo/posts/4096710177055501
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• コロナ感染予防の為 問診、検温、消
毒をおこないマスク、手袋の着用。さ
らにおしゃべりも控え、密も避けなが
ら実施。

• 豪華賞品を用意。ホールインワンも多
数出るなど、楽しまれました。

詳細は
こちら

グラウンドゴルフ

• 全戸に配布した地域の新聞を見て、外
に出たがらない高齢の身内にどうかと
見学者が。

• ご相談事もあったが、地域包括セン
ターの担当者に、その場で即、引き継
ぐことができた。地域の情報を皆さん
にお伝えすることの大切さと、地道で
も誰もが気軽に訪れることのできる居
場所を作っていく必要性を実感。

詳細は
こちら

まつり・イベント・健康

城東区まちづくりセンター
（放出地域活動協議会）

すみれいこいの広場

菫地域活動協議会
（城東区）

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=261061552263212&id=102680311434671
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3627465657364795&id=419120104866049
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• 放出よさこいチーム『はなこい』の練
習。消毒 検温 換気 マスク 密を
さけながらの練習を楽しみ、終了後は
掃除消毒も実施。

放出よさこい

詳細は
こちら

城東区まちづくりセンター
（放出地域活動協議会）

詳細は
こちら

旭区まちづくりセンター
（太子橋校下地域活動協議会）

体力測定会

• コロナ禍における不要不急の外出自粛
要請により、地域活動も制限されてい
ましたが、少しづつ、できることから
始めてみようとの思いで、太子橋会館
で体力測定会を実施。

• 検温や手指消毒をはじめとした感染予
防対策をおこないつつ、健康相談を実
施。

おひとりさまサロン

• 独居高齢者の方々が少しでも地域と繋
がりを持てるよう映画会を開催。

• ２時間という長い上映時間でしたが、
中座もなく楽しまれた様子。次回は外
で身体を動かして頂きます。

城東区まちづくりセンター
（森之宮地域活動協議会）

詳細は
こちら

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=262341252135242&id=102680311434671
https://www.facebook.com/asahikumachicen/posts/2896441800627332
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=265537821815585&id=102680311434671
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• 高齢者食事サービスの活動再開に向け
て、シミュレーションを実施しました！

• コロナ禍での活動実施には、さまざまな
工夫が必要です。特に、飲食を伴う活動
ではいろいろな対策が必要となってきま
す。机の配置や動線、みなさんで話し合
い、実際にいろいろな確認を行いまし
た。

• 城北老人憩の家では新しいテント式の屋
根を設置し、椅子やテーブルを置いたテ
ラス席を設けました。空きスペースの有
効活用で、密を避けるための工夫を取り
入れつつ、今後はオープンカフェとして
の活用などを想定しています。

食事サービスのシミュレーション

詳細は
こちら

旭区まちづくりセンター
（城北校下地域活動協議会）

詳細は
こちら

祝！成人式

3月21日（日）午前11時から、鴫野小学校
に於いて、令和2年度成人式を開催。新型
コロナ禍により延期となっていました
が、何とか年度内開催することができま
した。
生憎の雨模様でしたが、85人の新成人が
参加。
山形鴫野活動協議会会長、大東城東区
長、中島元鴫野小学校校長の祝辞、集合
記念写真、そして新成人代表謝辞で式を
終了しました。その後は、担任であった
先生を中心に、久し振りの友達との会話
で大いに盛り上がっていました。
お世話いただいた町会役員の皆様お疲れ
様でした。

城東区まちづくりセンター
（鴫野地域活動協議会）

https://www.facebook.com/asahikumachicen/posts/2901498756788303
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=265539665148734&id=102680311434671
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詳細は
こちら

磯路地域 桜通りぼんぼり
• 花が咲き始めた桜通りに子どもたちが
絵をつけた手作りのぼんぼりが、3日間
かけてすべて掛けられました。

• 例年よりも暖かく花が咲き始めるのが
早かったので、皆さん間に合うか
な！？と急ぎながら作業をされていま
した。

• 桜通りde桜祭りは開催されませんが、
桜通りを通られる際はぜひぼんぼりと
桜を楽しんで春を感じてください。

• 子どもの居場所作りとして始めた「宿
題カフェ」今回は、大正区まちづくり
センター主催の「災害時のおいしいレ
シピコンテスト」に参加。子供達と考
えて作ったレシピ5点が区長賞をはじ
め、全てに賞をいただきました。

• 入賞したレシピの中からお菓子のじゃ
がりこにツナやコーンなどを入れたサ
ラダをつくり、防災について考えまし
た。

宿題カフェ

詳細は
こちら

泉尾東地域まちづくり実行
委員会（大正区）

港区まちづくりセンター
（磯路地域活動協議会）

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=198306682094798&id=100057464027278
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=110546447780727&id=110525664449472


講座・会議
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健康講座

• 昨年６月に予定していた健康講座、コ
ロナウィルス感染拡大のために中止と
なったため、自宅で学習できるよう、
在宅版テキストを、すみれ病院が作
成。

• 今回のテーマは「骨粗鬆症」。菫憩の
家、区役所１階の地活協コーナーの
ラックに配架。 詳細は

こちら

• いきいき元気教室が開催されました。
口腔ケアのお話でした。

詳細は
こちら

いきいき元気教室

菫地域活動協議会
（城東区）

弘治地域活動協議会
（西成区）

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3607598662684828&id=419120104866049
https://www.facebook.com/egaokouji/posts/1077906756030201
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八幡屋地域 子育てサロン

詳細は
こちら

• 八幡屋会館老人憩の家で１年ぶりに子育てサ
ロンが再開

• 事前申込制は初めての試みでしたが、４組の
親子が参加。

• 歯科衛生士のお話でした。

• 『和紙貼りのティッシュBoxカ
バー作り』手工芸中級編と言って
もいいぐらいの作業工程でした
が、5人のサポーターでフォロー
しながら約２時間半で完成。

いきいきふくろうDAY

東桃谷地域まちづくり協議会
（生野区）

詳細は
こちら

港区まちづくりセンター
（八幡屋地域活動協議会）

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=197105362214930&id=100057464027278
https://www.facebook.com/higamomo/posts/3802004979835696
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瓜破北たすけあい活動の会

詳細は
こちら

• 瓜破北地域では、有償ボランティア
の活動が活発。今年度なかなか開催
できなかった活動者のつどいが開催
され、久しぶりに顔を合わせた活動
者たちが活動の話や最近起きた身近
な話に花を咲かせました。

• また、コロナ禍での活動に対する対
応策も話されました。また今回は依
頼者も参加され、素敵な交流の場と
なりました。

• 東中川会館にて、ボランティア委
員会を実施。

• 今回は、コロナの感染防止対策の
ため少人数で、地域にお住いの見
守り対象の方を地図に落とし込ん
でいく作業をしました。

ボランティア委員会

生野区まちづくりセンター
（東中川地域まちづくり協議会）

詳細は
こちら

平野区まちづくりセンター
（瓜破北地域活動協議会）

https://www.facebook.com/hiranomachisen/posts/1181136255638059
https://www.facebook.com/ikuno.machikyou/posts/1661666837373510
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みんなで町をきれいに公園清掃

詳細は
こちら

• 鴫野公園の清掃を行いました。
落ち葉・枝木・雑草・ごみ等が
きれいになり、子どもも大人も
気持ち良く公園利用されていま
す。

城東区まちづくりセンター
（鴫野地域活動協議会）

• 今回は千島グランド前の歩道を主
に清掃。

• コロナで千島グランドを利用する
事も少ないのか、いつもよりお弁
当のパックのポイ捨てなどは少な
かったようです。

• 令和3年度も清掃活動は続けます。

地域清掃できれいなまちづくり

泉尾東地域活動協議会
（大正区）

詳細は
こちら

環境

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=265538638482170&id=102680311434671
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=110546254447413&id=110525664449472


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！

事例集の作成はいったん終了となりますが、こ
の取組をきっかけに、ひきつづきハッシュタグを
つけた投稿と情報の共有が継続されれば幸いです。

［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

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Facebook

Instagram

Twitter

ハッシュタグ投稿数（令和３年3月31日時点）

各30件程度 390件程度

ご協力ありがとうございました！


