令和２年度

中区アクションプランリスト

つながる人

豊かな自然

元気なまち

堺市 中区役所

「令和２年度

中区アクションプランリスト」について

中区では、さまざまな人や組織が世代を越えて、地域を越えてつながり、
水と緑の貴重な自然、脈々と受け継がれてきた豊かな歴史文化を礎とし
て、みんなが活躍する活力あふれるまちをめざしています。
平成23年度には、実現したいまちの将来像として「つながる人・豊かな
自然・元気なまち」を掲げ、「中区まちづくりビジョン」を策定しました。
中区まちづくりビジョンでは、めざす将来像のもと
「みんなが笑顔で暮らせる活力のあるまち」
「みんながいきいきと暮らせる安全・安心なまち」
「中区の個性を活かし、みんなで魅力をつくるまち」
「みんながつながり、協働してささえる強いまち」 の4つを基本目標とし、
それらに基づく9つの個別目標の実現に取り組んでまいりました。
これらをもとに「中区区民評議会」関連事業をはじめ、区の特性に応じた
さまざまな事業を実施することで、区民の皆さまと協働のまちづくりを推進
していきます。
また、区役所周辺においては平成31年4月には病院施設が開設され、
令和３年には（仮称）大阪府中堺警察署が新設される予定であることから、
交通環境等の変化が予想されます。区民の皆さまが安心して生活するこ
とができるよう、関係機関とともに、将来を見据えた地域のあり方を検討し
てまいります。
中区の特色を生かしつつ、区民の皆さまが、中区により愛着を持ち、これ
からも住み続けたいと思える魅力あふれるまちを実現するため、「令和２
年度中区アクションプランリスト」を策定し、取り組みを進めます。
堺市中区役所

基本目標１ みんなが笑顔で暮らせる活力のあるまち

個別目標１ 楽しく子育てができ、子どもたちがのびのびと育つまち
1

中区豊かなこころづくり応援事業

所
管
課

自治推進課

BCG接種後に、絵本一冊と子育ての参考となる資料をセットにしたブックスタートパック
を配布する。ボランティアによる読み聞かせ体験に対する乳児の反応から、保護者に「読
み聞かせ方法」も学んでもらう。また今後、保護者が乳児のために絵本を選ぶ参考となる
よう、図書館員がオススメする絵本の展示コーナーも設ける。

本年度 受付数に対する
目標 絵本配布率 100％

2

い

昨年度 受付数に対する
実績 絵本配布率 97％

ま

現在からそして未来へ「いのち♡ありがとう」プロジェクト

所
管
課

中保健センター

・将来親になる子どもたちや子育て中の保護者に、地域の子育てサークル、幼稚園、保育
園、小学校、中学校、高校など、中区内の関係機関と連携して、いのちの大切さを伝え、
自尊感情を高める取り組みを行う。
・若年出産した母（主に21歳以下）を対象に、子育て支援として、年6回の教室を実施す
る。季節のイベントを意識した製作や、調理実習などを行う。
・小中学校・高校・幼稚園・保育
・いのちの健康教育は、小学
園・こども園などでの健康教育
校・中学校など、約 2500人に
の実施
本年度
昨年度 行った。
・若年出産した母の育児行動の 実績
目標
変容
・「baby∞star」を年6回開催し、
・子育て支援関係者の「baby∞
延べ 87人の参加があった。
star」参加

3

所
管
課

中区子育て夏まつり

中区内の子育てサークル・サロンや地域の親子が原池公園体育館
に集まり、コーナーあそびや体操などの楽しい取り組みを通し
て、サークル・サロン同士交流したり、親子のふれあいを深め
る。就学前児童を対象にし、前年度より規模をコンパクトにする
ことで、今後サークル・サロンの利用を考えている子育て世帯と
の交流や、働きかけを目的とする（中区子育て支援関係者会議運
営委員会、中区子育てサークル連絡会と一緒に取り組む）。

本年度 新型コロナウイルス感染拡大
目標 防止のため中止

昨年度
参加人数243人
実績

子育て支援課

4

中区子育てクリスマス会

所
管
課

子育て支援課

所
管
課

子育て支援課

所
管
課

子育て支援課

中区内の子育てサークル・サロンや地域の親子が集まり、クリ
スマス会の楽しい取り組みを通して、サークル・サロン同士交
流したり、親子のふれあいを深める(中区子育て関係者会議運営
委員会、中区子育てサークル連絡会と一緒に取り組む)。
本年度 新型コロナウイルス感染拡大
目標 防止のため実施未定

5

昨年度
参加人数180人
実績

子育て応援イベント「親子で人形劇を楽しもう」

主に在宅の未就学児の保護者を対象に「人形劇」を見てもら
い、親子で楽しみ、ふれあいを深めることを目的とする。また
土曜日に開催し、父親の参加を促す。
本年度 新型コロナウイルス感染拡大
目標 防止のため中止

6

昨年度 新型コロナウイルス感染拡大
実績 防止のため中止

子育て支援関係者交流会

子育て支援関係者会議運営委員会（子育て支援ネットワーク）構成機関による情報交換会
を開催する。
・4月6月の支援者会議、子育て
フォーラムについては、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止の
ため中止。
年6回開催
本年度
昨年度
・今後の会議や交流会につい
中区子育てフォーラム・中区子
目標
実績
ては、新型コロナウイルスの感
育て支援関係者交流会開催
染拡大防止の観点から、開催
方法等について地域支援者と
検討。

7

中区子育て支援啓発事業

所
管
課

子育て支援課

中区の子育て支援の情報を掲載したパンフレットを作成し、中区内の子育て支援資源（中
区内の子育てサークル・サロン、子育て広場等）や子育て支援課業務（各種申請や相談窓
口）の情報提供を行う。また地域で行うイベント等を掲載することで、地域で支えあい見
守っていることを子育てする家庭に周知する。
中区役所や子育てサークル・サ
ロン等に来られた子育て世帯
本年度
昨年度 パンフレット2,500部を配付
に、子育てマップを配布し、子
目標
実績 ポスター50部を掲示
育て情報を提供する
配布 2,000部以上
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子どもの読書環境の充実

中区の市立小学校に、年齢にふさわしい図書を提供するととも
に、児童から図書にかかるポップを募集する。ポップは中図書
館に展示することで、区全体で読書への機運を高める。
本年度 児童からポップ募集し、中図書
目標 館に展示

昨年度 児童からポップ募集し、中図書
実績 館に展示

所
管
課

企画総務課

個別目標２ 若者が集う活力のあるまち
9

成人式の運営

所
管
課

自治推進課

所
管
課

自治推進課

所
管
課

地域福祉課

新成人の前途を地域全体で祝うために、新成人を含む若者達が
実行委員に加わり、アトラクションやコンサートなど企画、準
備から式典の運営を行う。
本年度 新型コロナウイルス感染症防
目標 止対策を行ったうえで実施

昨年度
来場者数 864人
実績

10 SHSなかじょまちづくりミーティング事業
防犯及び交通安全について、女子学生等の若い世代を中心と
した区民の意識高揚を図り、区民が安心して暮らすことので
きる地域社会の実現をめざして、中区内の高等学校（精華高
等学校、大阪府立東百舌鳥高等学校、大阪商業大学堺高等学
校）女子生徒の協力を得て、登下校時等の防犯対策及び交通
安全対策などについて自分の意見を述べる座談会を開催し、
女子生徒の視点で安全安心なまちづくりに関する事業を企
画・実施する。
・4月のパネル展示、及び中区
安全安心まちづくりフェスティバ
本年度 ルでの啓発活動は中止。
昨年度
広報活動1回、パネル展示4回
目標 ・9月、1月のパネル展示は新型 実績
コロナウイルス感染症の状況を
見て実施

個別目標３ だれもが自分らしく暮らせるまち
11 区高齢者支援ネットワーク会議

高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した生活ができるよう、地域や関係機関が連携し
て効果的な支援を行うためのネットワークを構築する。
本年度
年1回会議開催
目標

昨年度
R1.8.29 開催
実績

12 区障害者自立支援協議会

所
管
課

地域福祉課

障害のある方が地域のなかで自分らしく暮らせるよう、障害福祉の関係機関が幅広く参加
し、地域での相談に関するネットワークを構築することを目的に、よりよい支援ができる
ことをめざす。
本年度 年2～3回会議開催
目標 研修会の開催

昨年度 ■年間34回会議・研修会開催
実績 ■中区区民フェスタ参加

所
管
課

13 障害者作業所交流会

地域福祉課

中区にある障害者作業所でネットワークを形成し、障害のある方への理解と地域啓発を目
的に作業所交流イベント（ナカ・ナカマ♡ネットワーク）を開催する。また、当事者交流
会等の取り組みも展開する。
本年度 年3回作業所イベント開催
目標 年6回会議開催

■中区区民フェスタ（8/29）

昨年度
■活動紹介・パネル展
実績

■自主製品販売

所
管
課

14 高齢者支援事業

地域福祉課

自分らしく生き、自分のエンディングを自分でデザインしたいという思いを持った高齢者
が増えてきている。安心して日常生活を送り、もしもの時の備えともなるエンディング
ノートの普及や相談機関の情報を提供することで、地域でいきいきと暮らしていけるよう
支援する。
本年度
エンディングノートの普及
目標

昨年度
配布冊数122冊
実績

所
管
課

15 ひるどきコンサート事業
区民に親しまれる開かれた区役所づくりをめざすとともに、区
民が身近な場所で芸術にふれる機会を提供し、地域文化の振興
を図る。
本年度 新型コロナウイルス感染拡大
目標 防止のため実施未定

昨年度 開催回数 3回
実績 来場者数 390人

企画総務課

基本目標２ みんながいきいきと暮らせる安全・安心なまち

個別目標４ 安全・安心なまち
16 中区安全安心まちづくりフェスティバル事業

所
管
課

自治推進課

所
管
課

自治推進課

防犯・交通安全に対する意識の高揚を図り、区民が安全に安心
して暮らすことのできる「安全・安心なまちづくり」の実現を
図ることを目的に、交通安全指導、防犯啓発等を実施する。ま
た、小学校区対抗の自転車競技や模擬店等を通じて地域交流の
場を提供し、地域のつながりを深める。
本年度 新型コロナウイルス感染拡大
目標 防止のため中止

昨年度
来場者数 4,600人
実績

17 西堺交通安全推進事業

交通事故をなくすため、西堺警察署管内における自治連合協議会と区役所が協働して交通
事故防止啓発活動等を行うことにより、「安全・安心のまちづくり」に資することを目的
とする。
１．西堺交通安全大会等に参加し、特に子どもと高齢者の交通事故防止啓発活動を実施
２．地域ボランティアと連携し、交通安全啓発活動を実施
・小学校の登下校時に啓発活動を実施
・春、秋の交通安全週間にあわせ駅前や交通事故多発地域で啓発活動を実施
・地域の中で交通事故等の発生が多い場所などについて議論し、危険箇所等の改善など
について考察する。
西堺警察署主催の交通安全大

交通安全大会来場者数 180名

本年度 会の開催に協力するとともに、 昨年度 （新型コロナウイルスの影響で
目標 中区民への交通安全意識の啓 実績 一部講習会形式での開催に変

発活動を実施

更）

18 中区自主防災訓練支援事業

所
管
課

自治推進課

災害発生時の自主的な防災活動を行うには、日頃から防災への意識を高めることと自主防
災訓練が必要である。地域住民が中心となって「自らの地域は自らで守る」ことを目的に
編成された自主防災組織は、発災後の初期消火、救急・救護、救助、給食等の訓練に取り
組んでいる。そのほかにも、東日本大震災などで再認識された非常持ち出し品等の備えの
重要性の啓発をおこなうため、自主防災訓練を支援する。
新型コロナウイルス感染症防

本年度
止対策を行ったうえで、全校区
目標

(13校区)実施

昨年度
全校区(13校区)実施
実績

19 中区防災まちづくり事業

所
管
課

自治推進課

区民が安心して暮らすことができる安全な地域社会の実現に寄与することを目的として、
自主防災組織リーダーの育成や女性の防災活動参加促進などを行う。また、地域住民自ら
の手で、地域特性を反映した避難所運営マニュアルや校区防災カルテを作成し、実践的な
訓練を実施することで、「自分たちのまち・生命・財産は自ら守る」という地域住民の意
識を高め、発災時の円滑な対応をめざす。
2校区において、校区自主防災

本年度
昨年度 2校区においてカルテの作成を
マニュアル及び校区カルテの作 実績
目標
実施

成

20 まちづくり防災マップ作成事業

所
管
課

自治推進課

まちづくり考房の取り組みの中でモデル的に作成した「まちづくり防災マップ」につい
て、未作成の自治会に対し、作成を促進するとともに、作成年度が古く、更新を希望する
自治会分についても併せて作成を進める。
本年度
1校区
目標

昨年度
1校区
実績

所
管
課

21 地域安全推進事業

自治推進課

区民・警察等との連携・協働により広報啓発活動を行うことによって、防犯意識の高揚を
図り、安全に対する自主的、積極的な取り組みを促進する。防犯灯や街頭防犯カメラの設
置促進、地域の防犯環境を整備・充実させ、地域防犯力の向上を図り、犯罪発生の機会を
減少させる。
本年度 防犯灯設置総件数 325本
昨年度 防犯灯設置総件数 350本
目標 校区防犯カメラ設置台数 13台 実績 校区防犯カメラ設置台数 15台

22 中区わんわんパトロール事業

所
管
課

自治推進課

所
管
課

企画総務課

区民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現をめざし
て、地域住民自らがパトロールグッズを携帯して犬の散歩を行
うことで、防犯意識の向上および犯罪の抑止を図る。

本年度
実登録件数 170件
目標

昨年度
実登録件数 145件
実績

23 交通安全対策事業

スマートフォンなど携帯機器の普及に伴い、歩きながらや自転車等を運転しながら端末を
操作する、いわゆる「ながらスマホ」が問題になっている。このような行為が及ぼす危険
性、自転車運転マナーの向上について、地域・行政・警察が一体となって周知啓発活動を
実施する。
本年度 交通ルール、マナーの向上に
目標 向けた講習会の開催

昨年度 大阪商業大学堺高等学校で交
実績 通安全講習会を実施

24 防災に関する情報発信事業
災害からいのちを守るために、主に子育て世代の方を対象にした冊子の
作成・準備物品・パネルの展示等を行う。冊子の内容は、子育て世代が
備える物品、知っておいてほしい知識、家族や地域で取り組んでほしい
内容、感染症の予防などを予定している。乳幼児健康診査やイベントで
周知を行う。
・子育てサークルや地域のイベ
防災ブックを作成し、保健セン
ント、保健センター事業での健
ター事業やイベント、育児サー
本年度 康教育の実施
昨年度 クルなどで配布、配架した。ま
目標 ・防災ブックの配布、配架、およ 実績 た、「健康フェスタ」などのイベ
びパネル展示や準備物品の啓
ント開催時に、パネルや準備物
発を実施
品の展示で防災を啓発した。

所
管
課

中保健センター

個別目標５ 健康でいきいきと暮らせるまち
25 「なかっチ」中区のいきいき・なかよし健康づくり

所
管
課

中保健センター

所
管
課

中保健センター

中区健康づくりイメージキャラクター「なかっチ」をイベント
などで活用し、健康づくりの意識啓発や区民意識の醸成を図る
とともに自主活動グループの活性化を推進する。

・保健センターの事業案内に
「なかっチ」を挿入し、さらなる
本年度
意識付けを図る
目標
・あらゆる啓発活動の中で「な
かっチ」を活用する

保健センターや地域での健康
昨年度 教育、啓発時、配布物に「な
実績 かっチ」を挿入して意識付けを

図った。

26 区民と取り組む中区むし歯ゼロ作戦

う蝕多発期であるとともに自らの生活習慣形成期である学童を中心に、生活習慣病である
むし歯の予防に関する知識の普及を歯の自主活動グループ等とともに実施する。

全小学校での歯科指導支援の

小学校での歯科指導支援（4

本年度 継続
昨年度 校）
目標 初等教育研究会（保健部会）で 実績 支援学校での教職員向け歯科

の養護教諭との連携

指導（1校）

27 自主活動グループ支援事業

所
管
課

中保健センター

区民がいきいき健康に暮らすことができるように、ウォーキング・太極拳・堺コッカラ体
操・チューブ体操・歯科(中8020メイト会)・栄養（歩み会）の自主活動グループの育成
と、継続するための支援を実施する。区民との協働で、交流会・学習会・活動の発表・健
康情報の啓発なども実施し、区民同士が支えあう関係づくりにつながっている。また、健
康づくりに主体的に取り組む「健康づくり自主活動グループ」の活動支援により、周囲の
人への健康意識を高める。

・自主活動グループ参加者と協
働して、交流会・学習会・ステッ
プアップ講座・活動の発表等を
健康づくり自主活動グループ参
実施した。
本年度 加者と保健センターが協働し、 昨年度 ・中区健康フェスタでは、参加
目標 健康づくりの普及、啓発を実施
実績 者と一緒に当日の肺がん検診
できるようにする。
の受診勧奨を行った。
・健康づくり自主活動グループ
参加者に対する研修を実施（12
月）した。

所
管
課

28 食と歯と口の健康づくり

中保健センター

健康づくりの一環として、「中区いきいき健康倶楽部」での取り組みを実施する。
食生活改善推進協議会中支部（歩み会）・中8020メイト会と協働で、栄養バランスや減塩
などの食についてや歯と口の健康を広める。

本年度 新型コロナウイルス感染拡大
目標 防止のため中止

・体組成測定会（ハロウィンイベ
ント）で、食生活改善推進協議
昨年度
会中支部歩み会と協働し、減塩
実績
汁物の試飲と野菜摂取目標量
の啓発を実施。（319名参加）

29 堺産地場産物を使った食育体験講習会

所
管
課

中保健センター

所
管
課

中保健センター

所
管
課

中保健センター

堺産の地場産物を使った調理実習や講話を行うことにより、地
産地消を推進し、栄養バランスなどを学ぶ。正しい食生活を実
践できる力を身につけることを目的とした食育体験講習会を開
催する。

本年度 新型コロナウイルス感染拡大
目標 防止のため中止

健康フェスタで地場野菜を作っ
た親子中華まんづくりを2回実
昨年度
施。
実績
（未就学児17名、保護者16名参
加）

30 健康フェスタ
体験型健康チェックや健康相談、健康関連の啓発などを実施。
また、自主活動グループなどの協力のもと、さまざまな年齢層
が参加できるように子ども向けブースなども開設している。中
区区民フェスタと同時開催。

本年度 新型コロナウイルス感染拡大
目標 防止のため中止

昨年度
参加者数2,256人
実績

31 がん検診受診率向上対策
死亡原因の1位である「がん」についての正しい知識を啓発
し、がんに対する理解を促すことで、がん検診の受診率向上に
つなげる。また、イベントミックスの手法を用いて、日ごろが
ん検診に関心を持たない区民に対しての意識付けを図る。
・保健センターや地域でのがん
予防の健康教育 72回
イベントミックスの視点で、様々
・健康フェスタ、ハロウィンなど
本年度 な地域のイベントに参加し、区 昨年度
のイベント開催時の啓発実施
目標 民の健康に対する意識を高
実績
・保健センター事業に合わせた
め、検診受診につなげる
乳がん体験者の講演実施（71
人参加）

32 区民の主体的な健康づくり推進事業

所
管
課

中保健センター

子どもに対して好ましい生活習慣を啓発することで、子ども自身の健康意識を高めるとと
もに、保護者への波及効果もねらう。

本年度 小学3、4年生を対象に「からだ
目標 の探検隊」を実施する。

・小学校3、4年生を対象に「か
らだの探検隊」を実施した。
昨年度 参加者が自宅や学校で、学習
実績 内容を報告することで、周囲へ
の波及効果もあった。（3・4 年
生34人、保護者15人参加）

所
管
課

33 乳幼児のむし歯ゼロ作戦

中保健センター

2歳ごろは乳臼歯（奥歯）が生え始める大事な時期であり、このタイミングに歯科保健指導
を行うことで、乳幼児のむし歯を減少させることをめざして実施する。
中区に住む2歳児に、1歳6か月児健康診査時のむし歯菌活動性検査結果と2歳の歯科相談の
案内を郵送し、積極的に受診勧奨を行う。
中区の2歳児全員に対して、子

本年度
どもの歯の相談室等において
目標

歯科保健指導を実施する。

対象者484名

昨年度
受診者340名
実績

受診率70.2％

基本目標３ 中区の個性を活かし、みんなで魅力をつくるまち

個別目標６ 歴史や文化を守り、育て、活かすまち
所
管
課

34 中区文化のつどい事業

自治推進課

文化サークルの発表の場を設けることにより、中区に居住し、
または就労する人々の相互の交流と親睦を深めるとともに、地
域コミュニティの活性化を図り、もってわがまちを愛する健康
で心豊かなまちづくりに資することを目的として中区文化のつ
どいを開催する。
本年度 新型コロナウイルス感染症防
目標 止対策を実施したうえで実施

昨年度 新型コロナウイルス感染拡大
実績 防止のため中止

個別目標７ 水と緑に包まれた、環境にやさしいまち
35 中区花いっぱい魅力創造まちづくり事業

所
管
課

企画総務課

所
管
課

企画総務課

所
管
課

自治推進課

ビジョン重点プランの一つとして、地域に潤いと安らぎのある
環境を創り出し、人々の交流を生み出すことを目的に、市民グ
ループが育苗を行い、地域に配付し、公共場所に飾ってもら
う。また、担い手の発掘・育成のために情報発信や、学習・交
流の場を設ける。
・配布株数：3,000株
（令和2年9月以降実施予定）

本年度
・新型コロナウイルス感染拡大
目標

防止のため春の種まき・株分け
を中止しました。

昨年度
配付株数：5,054株
実績

36 まちなかギャラリー事業
公共施設への落書きを防止し美しいまちなみを創るとともに区
民等の芸術文化に対する関心を高め、区域の活性化に寄与する
ことを目的として、「ＭＯＡ美術館堺市児童作品展」にて特別
賞及び金賞を受賞した中区小学校児童作品を加工したものを中
区内の公共施設へ設置する。
本年度
昨年度
設置場所への落書き件数 0件 実績 設置場所への落書き件数 0件
目標

37 不法投棄未然防止パトロール
廃棄物の不法投棄を未然防止するため、パトロールを実施する。
廃棄物の不法投棄を未然防止

本年度
するため、パトロールを週4日
目標

実施

昨年度
週4日実施
実績

基本目標４ みんながつながり、協働してささえる強いまち

個別目標８ 人と人とがふれあう温かいまち
38 中区ハロウィンキャンドルナイト

所
管
課

企画総務課

所
管
課

自治推進課

所
管
課

自治推進課

所
管
課

企画総務課

区役所のコミュニティーガーデンを会場として、多くの幅広い
世代の方が交流できるイベントを開催し、一層区民に親しまれ
る開かれた区役所をめざす。
本年度 新型コロナウイルス感染拡大
目標 防止のため中止

昨年度
来場者数 1,100人
実績

39 中区区民フェスタ事業
中区に居住し、または就労する人々の相互交流と連帯感を高め
るとともに、魅力あるまちづくりに対する意識の高揚を図り、
もって地域社会の発展に寄与することを目的として中区区民
フェスタを開催する。主に中区内高等学校・地域サークルによ
るステージ及び盆踊りや、各校区模擬店や各団体によるブース
出展を実施する。

本年度 新型コロナウイルス感染拡大
目標 防止のため中止

昨年度
来場者数 25,000人
実績

40 地域まちづくり支援事業
地域の課題解決にむけた校区まちづくり協議会の取り組みに対
して、支援を行い、市民協働・市民参加による地域力の強化に
つながるまちづくりを推進する。
本年度
全校区(13校区)実施
目標

昨年度
全校区(13校区・19事業)実施
実績

41 中区魅力発信事業
中区の伝統産業である注染・和晒や、区内の施設などの地域資
源を活用し、中区の魅力を区内外へ広く発信する。
①区役所のエントランスホールを中区の伝統産業である注染・
和晒によって装飾することで四季折々の風情を演出する。
②注染製品の夏季特別展示及び販売会を区役所で開催する。
本年度 来庁者へのアンケート調査によ 昨年度
（新規）
目標 る満足度 90%
実績

個別目標９ だれもが公共をにない、主体的にまちづくりを進めるまち
所
管
課

42 中区区民評議会

企画総務課

区における施策、事業等に係る総合的な計画の策定及び改定に関する事項、区民の生活に
密接な関係のある課題を解決するための施策、事業等の方向性及び方針に関する事項につ
いて、調査審議を行う区民評議会を運営する。

本年度
年5回会議実施
目標

昨年度
年3回会議実施
実績

所
管
課

43 情報発信講座開催事業

企画総務課

区内への新規転入者や若者世代をはじめ、区民の方の地域活動への関心を高め、参画を促
すことを目的として、自治会をはじめとする地域活動者がホームページやSNS等のツール
を活用して必要な情報を発信できるよう講座を開催する。
また、講座開催後は、地域でのホームページの立ち上げやＳＮＳの活用等を推進するた
め、きめ細やかなアフターフォローについても調整・検討を行う。
本年度
情報発信講座の開催
目標

情報発信講座テキスト作成

昨年度
（新型コロナウイルス感染症の
実績

影響により講座開催を中止）

