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都島区長 大畑 和彦

「安心のまち、人がつながるまち、

明日に誇れるまち」に向けて

区民の皆さまから、区政運営についてご意見
や評価をいただくため、区役所が昨年度１年
間で取り組んだ主な事業をまとめました。

今後とも、区政運営にご理解とご協力をよろ
しくお願いいたします。

2021年6月
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安全・安心のまちづくり
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防災のまちづくり

防犯のまちづくり

人に優しいまちづくり

経営課題 1

Zoomを用いた防災訓練

京橋地域環境浄化啓発

いきいき教室防犯出前講座



安全・安心のまちづくり

取組実績 防災マップや区広報誌の防災特集などの啓発により、
日ごろからの備えが必要であると感じる区民の割合

防災のまちづくり
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自助の取組の推進

戦
略
1
-1

区民の防災意識の醸成を図るため、幅広

い世代への啓発を行いました。

• 広報みやこじま(区内全戸配付)を活用した防災
マップ等による周知 6回

• 出前講座での啓発の実施 3回

• マンション自治会等への啓発 1回

• 災害への備え（自助）や地域での助け合い（共
助）などＳＮＳを活用した啓発 50回 目標60%以上

出前講座
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94%

※本レポート内で「区民の割合」と表記している箇所については、

都島区民アンケートにて回答した区民の割合を言う。



安全・安心のまちづくり

取組実績 地域防災訓練の支援や出前講座の取組で、意識が高
まったと感じる参加者の割合

防災のまちづくり
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目標70%以上

共助の取組の推進

地域等が実施する防災訓練の支援や、地

域防災リーダーの知識向上に取り組みま

した。

• 地域主体の防災訓練や出前講座への支援 9地域

• マンション等防災組織への支援 1回

• 大規模災害時協力事業所、津波避難ビル等の連
携にかかる区内企業・事業者への協力要請 2事

業所
93%

コロナ禍における地域防災訓練
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安全・安心のまちづくり

取組実績

83%

79%

2020

2019

2018

防犯のまちづくり
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戦
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警察等と連携した防犯活動

地域の防犯力の向上を図るため、警察等

の関係機関、地域団体等と連携した防犯

啓発に取り組みました。

• 出前講座等での防犯啓発 １回

• 高齢者に向けた特殊詐欺防止啓発 1回

• 子どもの見守り等防犯カメラ設置 9台

• 防犯情報や犯罪発生情報などＳＮＳを活用した
情報発信・啓発 31回

区広報誌やSNS、青色防犯パトロールのアナウンス
などの情報発信による取組が、防犯意識の向上につ
ながっていると感じる区民の割合

目標60%以上

青色防犯パトロールカーの運行

83%
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安全・安心のまちづくり

取組実績

58%

79%

2020

2019

2018

防犯のまちづくり
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戦
略
1
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交通マナーアップの啓発

交通事故防止、特に高齢者の事故防止や

自転車マナーアップをめざし、警察等の

関係機関と連携し、地域と協働して交通

ルール及びマナーの啓発活動に取り組み

ました。

• 地域と連携した自転車マナーアップ啓発 15回

• 高齢者の事故防止や自転車マナーアップなどＳ
ＮＳを活用した啓発 ５回

交通安全教室や街頭啓発、自転車マナーアップ啓発
等の取組が交通事故防止につながっていると感じる
区民の割合

目標60%以上

春の全国交通安全運動

64%
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安全・安心のまちづくり

取組実績

81%

2020

2019

ボランティア清掃活動

ボランティア清掃等の活動が環境美化意識の醸成
につながると感じる区民の割合

人に優しいまちづくり
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戦
略
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環境美化の推進

地域、企業、商店会等と協働し、区内の

ボランティア清掃活動を推進するととも

に、環境美化意識の醸成を図るための啓

発活動に取り組みました。

• 市民協働型のボランティア清掃活動 10回

• 区民の環境美化意識を高めるためSＮＳを活用し
た啓発 10回

目標60%以上

84%
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※写真は元年度実施の「都島クリーン作戦」の写真です。



安全・安心のまちづくり

取組実績

人に優しいまちづくり
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戦
略
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路上喫煙禁止地区の啓発

京橋地域の「路上喫煙禁止地区」が区民に浸透し
たと感じる区民の割合

京橋地域の「路上喫煙禁止地区」の制度

周知や路上喫煙ポイ捨て防止など喫煙者

マナー向上に向けた啓発活動に取り組み

ました。

• 市民協働型の路上喫煙禁止の啓発活動 6回

• 区役所電子掲示板へエリアマップ等の掲載 通年

• 喫煙者のマナー啓発ポスターを作成し、路上喫煙
禁止地区に掲示 1回

路上喫煙マナー向上啓発

62%
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目標60%以上

※写真は元年度以前実施の「ゆめまちロードOSAKA」の写真です。



子育てイベント「人形劇」

人と人がつながり、助け合うまちづくり
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経営課題 2

子ども見守り活動

コミュニティ豊かなまちづくり

いきいきと健康に暮らせる
福祉のまちづくり

(福祉・健康) (子育て支援)

地域福祉コーディネーターによる
「おうち日和」の配付
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人と人がつながり、助け合うまちづくり

取組実績

90%

80%

64%

2019

2018

2017

区民まつりにおいて、地域とつながる機会となった
と感じる参加者の割合
（※2020年度は、中止により未測定）

コミュニティ豊かなまちづくり
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地域コミュニティの推進

区広報誌による情報発信

戦
略
2
-1

感染症拡大の影響を受け、区民まつりの中

止や地域活動の中止・延期など予定どおり

に取組を進め難い状況であったが、区広報

誌等で地域活動の情報発信を行い、地域住

民の地域活動への理解促進に努めました。

※都島区民まつりは、新型コロナウイルス感染症
拡大の影響により中止

・区広報誌掲載 3回

・Facebookによる情報発信 87回
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目標 77%以上



人と人がつながり、助け合うまちづくり

取組実績

85%

85%

81%

2020

2019

2018

2017

コミュニティ豊かなまちづくり
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地域活動協議会による自律的な

地域運営の促進

地域活動協議会のオンライン化支援

戦
略
2
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地域活動協議会の活動を効果的に支援

し、より多くの住民参加による自律的な

地域運営を実現をめざしました。

• 地域活動協議会補助金の交付による財政的支援
9地域

• 中間支援組織による活動の支援（地域カルテ活
用、実情に即した活動の促進、地域活動に関わ
りの薄い住民の参加促進等） 通年

地域活動協議会の構成団体が自分の地域に即した支
援を受けることができていると感じた割合

目標 86%以上
86%

みやこじまレポート2020



人と人がつながり、助け合うまちづくり

取組実績

10,052 

件
9,154 

件
9,025 

件

10,831 

件

2016 2017 2018 2019

いきいきと健康に暮らせる福祉のまちづくり(福祉・健康)
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地域福祉コーディネーターによる

福祉相談の充実や見守り体制の強化

地域の身近な相談窓口、関係機関とのつ

なぎ役や制度の狭間に埋もれている人を

発見する機能のほか、地域の見守りの中

心となり、「要援護者の見守りネット

ワーク強化事業」の名簿を活用し、見守

りの体制を強化しました。

• 地域福祉コーディネーター活動 9地域10名

• 福祉の訪問・相談等 年間240日

• 要援護者名簿の管理や整備等 通年

地域福祉コーディネーターによる見守り活動件数
（※2020年度は、活動手法の変更により未測定）

都島区おでかけ「スタンプラリー」の開催
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目標
年間9,000件
以上



人と人がつながり、助け合うまちづくり

取組実績

99%

97%

88%

巡回子育て教室

出産直前講座

ふたごみつご教室

育児に関して役に立ったと回答した参加者の割合
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戦
略
2
-2 いきいきと健康に暮らせる福祉のまちづくり(福祉・健康)

妊娠期からの親子のきずな

はぐくみ支援

就労妊婦や多胎妊婦が不安なく出産・育

児が行えるよう支援するとともに、産後

の授乳や子育てについて相談しやすいよ

うに身近な地域等で講座や教室を行いま

した。

• プレワーキングマザー対象出産直前講座
5回 106名参加

• 母乳子育て教室 25回 288名参加

• ふたごちゃんみつごちゃんの

プレパパプレママ教室 2回 17名参加

目標 80%以上

プレワーキングマザー対象出産直前講座
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