資料１

令和 4 年度施策・方針に向けて
令和 2 年度、令和 3 年度は、コロナ禍で従来の取組が進められない状況でしたが、オンライン
による取組を進めるなど、実施方法を工夫しながら進めてきました。
コロナ禍においてもさらに取組をすすめるため、令和 4 年度施策・方針についてご意見を頂戴し
たいと考えています。
区運営方針 経営課題４
【魅力と活力にあふれるまち】
地域や関係機関等の協働により、人・団体等が交流し、にぎわいとうるおいのあるまちづくりと
地域住民による自律的な地域運営と豊かなコミュニティの形成による活力あふれるまちづくりを
支援します。
地域の自主的なまちづくりの活動支援・促進
具体的取組４-１-１【人と人とのつながりづくりの推進】
コロナ禍による区役所主催等各種事業の開催状況
平成 31（令和元）年度は「あべのカーニバル」等の集客を伴う事業は通常に開催しておりまし
たが、令和２・３年度はコロナ禍により“新しい生活様式”に則って、オンラインや動画配信へ事
業スタイルを変更し事業を開催いたしました。
令和４年度以降もウィズコロナのスタイルにより、工夫して事業を開催していく予定です。
【平成 31（令和元）年度】

【令和２・３年度】

【令和４年度以降】

・オンライン

・オンライン・動画配信 もしくは、

・動画配信

・現地開催とオンライン・動画配信の併用

現地開催

平成 31（令和元）年度の取組み
第 38 回 阿倍野区小学生相撲大会
日程５月 26 日（日）、場所大阪市立高松小学校
参加人数 162 名（参加応募 174 名）
第 46 回 あべのカーニバル
日程 10 月 14 日（月・祝）
場所大阪市立工芸高等学校グラウンド及び、区役所周辺
参加人数来場者 約 30,000 人、出店数 42 店、
出演者団体 12 団体

あべのカーニバル

第 61 回 あべのスポーツフェスタ（区民体育祭）
日程 11 月３日（日・祝）
場所大阪府立天王寺高等学校グラウンド
参加人数競技参加者 約 2,806 人、
演奏・演技団体 約 116 人
第 63 回 阿倍野区成人の日記念のつどい
日程１月 13 日（月・祝）、
場所阿倍野区民センター大ホール
参加人数約 690 人（対象新成人数 1,181 人）
たこづくり講習会（指導者用）

スポーツフェスタ

日程１月 26 日（日）、場所参加人数 40 人
たこづくり教室（幼稚園及び小学生低学年以下と保護者）
日程１月 26 日（日）、場所区役所大会議室、参加人数約 300 人（保護者含む）
第 30 回 阿倍野区たこあげ大会（区内在住の小学生及び小学生以下１～６年生）
日程２月 11 日（火・祝）、場所大阪府立天王寺高等学校グラウンド
参加人数約 280 人（保護者含む）

令和２年度の取組み
コロナ禍による感染拡大防止の観点から、一部事業については、オンラインで開催しました。
第 39 回 阿倍野区小学生相撲大会
日程５月 24 日（日） ・・・中止
第 47 回 あべのカーニバル（オンライン開催）
日程 10 月 11 日（日）より動画を配信、参加人数出演者団体 １７団体、視聴者数 約 2,500 人
第 62 回 あべのスポーツフェスタ（区民体育祭）（オンライン開催）
日程 11 月 3 日（火・祝）より動画を配信、参加人数出演者団体 ６団体

視聴者数 約 890 人

第 64 回 阿倍野区成人の日記念のつどい
日程１月 11 日（月・祝） ・・・延期、対象新成人数 1,157 人
第 31 回 阿倍野区たこあげ大会・・・中止
内容大会（２月 11 日（木・祝））は中止となりましたが、１月 24 日（日）～２月５日（日）に
たこの材料配付を行いました。
２月５日（金）より、たこの作り方動画「オンラインたこづくり教室」を YouTube 上で放映。
材料配付人数 140 名

令和３年度の取組予定
第 48 回 あべのカーニバル（オンライン開催）
・コロナ禍による感染拡大防止の観点から、動画の募集を行うなどオンラインでの開催とします。
日程 10 月 10 日（日）から動画配信予定
第 63 回 あべのスポーツフェスタ（阿倍野区民体育祭）
日程 11 月３日（水・祝）【予定】、場所大阪府立天王寺高等学校グラウンド
その他開催方法は現在協議中です
第 65 回 阿倍野区成人の日記念のつどい
日程１月 10 日（月・祝）【予定】、場所阿倍野区民センター 大ホール
第 32 回 阿倍野区たこあげ大会
日程２月 11 日（金・祝）【予定】、場所大阪府立天王寺高等学校グラウンド
その他たこづくり教室の開催日は未定です

令和４年度施策展開へのご意見
コロナ禍において持続可能な取組みの方法
・地域の取組みを実施する工夫
・コロナ禍にこそすべき取組み など

具体的取組４-１-３【新たな地域コミュニティ支援事業】
コロナ禍による区役所主催等各種事業の開催状況
平成 31（令和元）年度は各地域の「お祭り」や「防災訓練」
、区役所・まちづくりセンター主催
の「あべのほっとカフェ」
、
「地域活動フォーラム」等集客を伴う事業は通常に開催しておりました
が、令和２年度はコロナ禍により各区とも事業は中止としているところが多い中、阿倍野区では「ほ
っとカフェ」や、
「地域活動フォーラム」については “新しい生活様式”に則って、オンラインや
動画配信へスタイルを変更し事業を開催いたしました。
令和３年度は「ほっとカフェ」オンライン事業については、阿倍野区を含む４～５区で開催して
おります。
令和４年度以降もウィズコロナのスタイルにより、工夫して事業を開催していく予定です。
【平成 31（令和元）年度】

【令和２・３年度】

【令和４年度以降】

・オンライン

・オンライン・動画配信 もしくは、

・動画配信

・現地開催とオンライン・動画配信の併用

現地開催

平成 31（令和元）年度 区役所・まちづくりセンターの主な取組み
「あべのほっとカフェ」
・阿倍野区内の地域活動協議会と、地域で活動する企業・団体・学校など様々なスキルやネットワークを持
つ方々との出会いの場を設け、地域が抱える課題の解決策を探り、連携を模索する機会を目的に開催
・区役所会議室において、５月、７月、８月、11 月にそれぞれ「広報」、「防災」、「福祉・子ども」、
「地域づくり」をテーマに合計４回開催。
・参加者は各回 39 名～56 名で、合計 179 名参加。

あべのほっとカフェ

あべのほっとカフェ
地域活動フォーラム
「あべのほっとカフェ～Special～」
日程 9 月 28 日（土）
場所区役所 大会議室、参加人数 105 名
内容１．講演会「地域とわたしのステキな関係」
２．参加企業・学校・団体アピールタイム

地域活動フォーラム「あべのほっとカフェ～Special～」

令和２年度 区役所・まちづくりセンター・各地域の主な取組み
「あべのほっとカフェ オンライン」
・平成 31（令和元）年度に引き続き同事業を実施。コロナ禍による感染拡大防止の観点から Zoom による
『オンライン』で開催。
・６月～１月まで月１～２回実施し、合計 11 回開催。
・参加者は各回 11 名～22 名で、合計 189 名参加。
・テーマは、「コロナ禍の地域活動、これからの地域活動」、「いまたくらんでいること」、「現状とこれ
からの取組み」、「いまだからこその防災訓練を考える」、「いまだからこその広報を考える」、「地域で
活動する企業・団体の活動紹介」、「フォーラムの振り返り」
地域活動フォーラム「あべのほっとカフェ
～Special～（オンライン）」
日程 12 月 13 日（日）
場所 Zoom によるオンライン
参加人数 84 名
内容各地域のコロナ禍における事業紹介
マンション防災を考えるセミナー
（オンライン）
◎地域とのつながりが薄いマンション住民などを

あべのほっとカフェ オンライン

対象に、関心の高い「防災」をテーマに開催し、
地域で実際に防災の活動を行っている住民と意見交換することで、共助の観点から地域とのつながりを
深めてもらうきっかけとする。
日程１月 23 日（土）、場所 Zoom によるオンライン、参加人数 68 名
各地域で工夫された事業（一部選定）
・現地開催できない「防災訓練」の代替事業として、リーフレット『自宅で防災訓練』を作成し全世帯に配布
・現地開催できない「お祭り」等事業の代替事業として、地域活動協議会事業を紹介したクリアファイルを作
成し全世帯に配布
・現地開催できない「お祭り」等事業の代替事業として、各種地域団体のステージ発表の様子を動画で配信
・事業の規模を縮小したり、他事業と合同で、コロナ感染対策を行い開催

令和３年度 区役所・まちづくりセンターの主な取組み

「あべのほっとカフェ オンライン」
・令和２年度に引き続き同事業を実施。コロナ禍による感染拡大防止の観点から Zoom による『オンライ
ン』で開催。
・第１回「地域活動の現状と課題」、日程５月 13 日（木）、参加人数 35 名
・第２回「新しいカタチの防災事業・こども事業・イベント事業①」
日程６月 10 日（木）、参加人数 33 名
・第３回「新しいカタチの防災事業・こども事業・イベント事業②」
日程７月８日（木）、参加人数 28 名
・第４回以降も月一回開催予定。
地域連絡会議のオンライン開催
◎各地域活動協議会会長、各連合振興町会長、区地域振興会女性部長、区役所からは区長、副区長、各課長を
出席者とする会議で、月１回行政からの依頼事項、連絡事項、情報共有、意見交換を行う。
緊急事態宣言期間中の６月 18 日（金）は出席者全員がオンライン（Microsoft Teams）により
会議に出席した。
地域活動フォーラム「あべのほっとカフェ
～Special～（オンライン）」（予定）
日程 12 月 11 日（土）開催予定
場所オンラインもしくは、
現地開催（区役所）とオンラインの併用
マンション防災を考えるセミナー（予定）
◎昨年度に引き続き、地域とのつながりが薄い

地域活動フォーラムにオンライン出席の

マンション住民などを対象に、関心の高い「防災」を

山田区長

テーマに開催し、地域で実際に防災の活動を行っている
住民と意見交換することで、共助の観点から地域とのつながりを深めてもらうきっかけとする。
日程２月頃開催予定
場所オンラインもしくは、現地開催（区役所）とオンラインの併用

令和４年度施策展開へのご意見
コロナ禍において持続可能な取組みの方法
・区役所、まちづくりセンター、各地域の事業（取組み）について、工夫するべき点
・コロナ禍にこそすべき取組み など

誰もが自慢したくなる魅力あるまちづくり
具体的取組４-２-１【あべのブランド・魅力向上への取組み】

令和２年度の主な取組み

“あべのブランド”にふさわしい区内魅力スポットを選定
・都市景観資源（33 か所）や商店街等の魅力資源
「マップナビおおさか」に上記のコンテンツを掲載し発信
・広報誌で特集

・YouTube でマップナビおおさかの操作方法を発信

令和３年度の取組み
おさんぽマップの作成
・あべのブランドを中心に区内を回遊できるよう、選定
済みの魅力スポットに、商店街を追加し、区の魅力
スポット満載の“おさんぽマップ”（紙地図）を作成。

あべの区おさんぽマップ（イメージ）
おさんぽイベント、スタンプラリーの実施
・あべのブランドの定着に向け、おさんぽイベントを開催。
・回遊を促す仕組みとして、フリー参加型のスタンプラリー
を実施。
あべのブランド スタンプラリー（イメージ）

令和４年度施策展開へのご意見
より効果的な「あべのブランド」の施策展開について

