
令和２年度 阿倍野区運営方針改定履歴 

※二重下線部分：削除、一重下線部分：追加 

改定年月 変更内容 備考 

R2.10.2 

 

様式２ 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、当年度の取組内容を修正した。 

 

項目 変更箇所 変更前 変更後 

具体的取組 

１－１－１ 

取組内容 ・まちなか防災訓練・防災研修会・

防災関係会議参加者へ関係機関と連

携して啓発：10,000人以上 

・コロナ禍における新たな避難の方法等のチラシ

を配付し啓発を行う。年 5回以上 

・防災関係会議で各地域の取組み等

を共有し地域の取組みを支援：年 3

回以上 

・防災関係会議等で各地域の取組み等を共有し地

域の取組みを支援：年 3回以上 

・区内の小・中学校で防災教育等

（防災研修および訓練）を実施：10

校以上 

・区内の小・中学校で防災教育等（防災研修およ

び訓練）の実施や生徒に対して防災関連資料の提

供：10校以上 

具体的取組 

１－２－１ 

取組内容 ○自転車用ひったくり防止カバーの

取付及び自転車盗難防止ワイヤー錠

の配付を行う防犯キャンペーン活動

（年 12回）、ナンバープレート盗難

防止ネジ取付キャンペーン活動（年

2回）を実施します。 

○自転車用ひったくり防止カバーの取付及び自転

車盗難防止ワイヤー錠の配付を行う防犯キャンペ

ーン活動（年 7回）を実施します。 

○イベント等において「こども 110

番の家」の啓発及び協力家庭等の募

集を行います：年 3回以上 

○イベント等において「こども 110番の家」の啓

発及び協力家庭等の募集を行います。：年１回以

上 

具体的取組 

１－２－２ 

取組内容 ○全国交通安全運動期間に「交通事

故をなくす運動」阿倍野区推進本部

による推進大会（街頭啓発等）を実

施します。：春秋 2回 

○阿倍野区身体障害者団体協議会と

の街頭啓発活動を実施します。：年

2回 

○幼稚園児等を対象とした交通安全

教室（年 12回以上）、小学校児童を

○地域住民及び、幼稚園児等を対象にした交通安

全啓発 DVDを作成し、配布、啓発を行います。 



対象とした交通安全教室（年 10回）

を実施します。 

○地域住民および学校園を対象に交

通安全出前講座を実施します。：年

10回 

○自転車用ひったくり防止カバーの

取付キャンペーン時に、あわせて自

転車マナー向上に向けた啓発活動を

実施します。：年 12回 

〇自転車用ひったくり防止カバーの取付キャンペ

ーン時に、あわせて自転車マナー向上に向けた啓

発活動を実施します。：年 7回 

具体的取組 

１－２－３ 

取組内容 ・JR寺田町駅周辺における 3区合同

啓発活動の実施（年 8回）、及びゆ

めまちロード OSAKA寺田町啓発活動

の実施（年 2回） 

・JR寺田町駅周辺における 3区合同啓発活動の実

施（年 3回）、及びゆめまちロード OSAKA寺田町

啓発活動の実施（年 1回） 

・近鉄大阪阿部野橋駅・JR天王寺

駅・Osaka Metro天王寺駅周辺にお

けるゆめまちロード OSAKAあべの官

民協働会議の開催（年 3回）及び啓

発活動の実施（年 3回） 

・近鉄大阪阿部野橋駅・JR天王寺駅・Osaka 

Metro天王寺駅周辺におけるゆめまちロード OSAKA

あべの官民協働会議の開催（年 3回）及び啓発活

動の実施（年 1回） 

・Osaka Metro昭和町駅（文の里駅

含む）・西田辺駅周辺における啓発

活動の実施（年 12回）及び検討委員

会の開催（年 2回） 

・Osaka Metro昭和町駅（文の里駅含む）・西田

辺駅周辺における啓発活動の実施（年 7回）及び

検討委員会の開催（年 1回） 

・Osaka Metro阿倍野駅周辺におけ

る啓発活動の実施（年 12回） 

・Osaka Metro阿倍野駅周辺における啓発活動の

実施（年 9回） 

具体的取組 

２－２－１ 

取組内容 ・ピア・カウンセリング：月 1回 ・ピア・カウンセリング：年 10回 

・運動サポート：月 1回 ・運動サポート：年 10回 

・発達が気になる親子の居場所「ぴ

ああべのん」：週 1回 

・発達が気になる親子の居場所「ぴああべの

ん」：週 1回（6月～） 

・保護者向け勉強会(学齢期)：年 3

回 

・保護者向け勉強会(学齢期)：年 1回 

・専門家（作業療法士・理学療法

士）による助言指導：年 12回程度 

・専門家（作業療法士・理学療法士）による助言

指導：年 10回程度 

・専門家（言語聴覚士）による助言

指導：年 17回 

・専門家（言語聴覚士）による助言指導：年 15回 



具体的取組 

２－２－２ 

取組内容 ・子育て支援者講座：年 2回 ・子育て支援者講座：年 1回 

・親子フェスタ（つながりフェス

タ）の開催：年 1回 

・子育て支援連絡会動画作成及び区役所・キュー

ズモールへの掲示物による啓発 

具体的取組 

２－２－５ 

取組内容 〇子どもの養育者に対する食育ミニ

セミナー：年 1回 

〇食育展：年 1回 

・離乳食講習会：月 1回 ・離乳食講習会：年 9回 

・乳幼児健診時：月 3回 ・乳幼児健診時：年 30回 

〇子育て支援施設等での講話・調理実

習：年 10回程度 

〇子育て支援施設等での講話・調理実習：年 8回程

度 

具体的取組 

３－２－１ 

取組内容 ・ウォーキング大会：年 3回 ・ウォーキング大会：年 1回 

・あべのちょこっとウォーク：年 7回

（各老人クラブ連合会との協働) 

・あべのちょこっとウォーク：年 4回（各老人クラ

ブ連合会との協働) 

具体的取組 

４－１－１ 

取組内容 ・あべのカーニバル（区民まつり）1

回 

・あべのカーニバル（区民まつり）1回（オンライ

ン開催） 

・あべのスポーツフェスタ（区民体育

祭）1回 

・あべのスポーツフェスタ（区民体育祭）1回（オ

ンライン開催） 

具体的取組 

４－２－１ 

取組内容 ・あべの筋を魅力ある空間として維

持発展させていくため、あべの筋沿道

周辺の地域によるまちづくり団体の

組織化（TMO）等を支援し、まちの環

境向上の取組みを行います。（年 4回） 

・あべの筋を魅力ある空間として維持発展させて

いくため、あべの筋沿道周辺の地域によるまちづく

り団体の組織化（TMO）等を支援し、まちの環境向

上の取組みを行います。（年 2回） 

具体的取組 

４－２－２ 

取組内容 ・種まき：年 2回、花苗配置数：22,000

株 

・種まき：年 1回、花苗配置数：10,000株 

具体的取組 

５－１－１ 

取組内容 ・ケーブルテレビでの情報発信を月

平均 8回行います。 

 

具体的取組 

５－１－３ 

取組内容 ・全体会の開催：3回程度 ・全体会の開催：2回程度  

具体的取組 

５－２－２ 

取組内容 ・阿倍野区実施の事業報告「あべのレ

ポート」の発行：月 1回 

・阿倍野区実施の事業報告「あべのレポート」の発

行：年 3回 

 

  



R2.10.2 様式２ 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、プロセス（過程）指標を修正した。 

 

具体的取組 

１－１－１ 

プロセス（過程）指標 ・地域防災リーダー訓練により災害

時に役立つスキルが身についた地域

防災リーダーの割合 70%以上 

・地域防災リーダー研修等により災害時に役立つ

スキルが身についた地域防災リーダーの割合 70%

以上 

 

・防災教育を受けた生徒のうち、

「地震に対する日ごろの備えが必要

だ」と思った割合 80%以上 

・防災教育を受けた生徒や防災関連資料で学習し

た生徒のうち、「地震に対する日ごろの備えが必

要だ」と思った割合 80%以上 

 

 


