
　 11 11

基本的な方向 施策の内容 番号 事業名 所属 担当

1 人権啓発推進事業　（２）②９６ 区役所 各事業担当

2 帰国・来日等の児童生徒支援 区役所 各事業担当

3
PTA・社会教育関係団体対象人権学習会助成事業
（２）②95、（３）②224

区役所 各事業担当

4 区役所における人権相談　（２）②９９
区役所
市民局

各事業担当
人権啓発・相談センター

5 生活困窮者自立支援事業
区役所
福祉局

各事業担当
自立支援課

6 女性のための相談、男性の悩み相談　（２）②１１４ 市民局 男女共同参画課

7
ドメスティック・バイオレンス（DV）専門相談事業、予
防・啓発リーフレット等の配布　（２）②１１５

市民局 男女共同参画課

8
人権啓発・相談センターにおける専門相談員による
人権相談　（２）②１１９

市民局 人権啓発・相談センター

9
障がい者相談支援事業（区障がい者基幹相談支援
センター）

福祉局 障がい福祉課

10 障がい児等療育等支援事業 福祉局 障がい福祉課

11
身体障がい者福祉事業（視覚障がい者点字講習会・
聴覚障がい者パソコン講習会）

福祉局 障がい福祉課

12
身体障がい者相談員、知的障がい者相談員　（３）①
２００

福祉局 障がい福祉課

13
精神保健福祉相談、こころの悩み電話相談、ひきこ
もり相談

健康局 こころの健康センター

14 ひとり親家庭等の法律・生活・就業相談　（３）②２３２ こども青少年局 こども家庭課

15
母子・父子福祉センター「愛光会館」における就業支
援講習会　（２）②１２７、（３）②２３３

こども青少年局 こども家庭課

16 里親委託推進　（２）①６６、（２）②１２８ こども青少年局 中央こども相談センター

17 障がい児保育　(２)①７２ 教育委員会事務局 初等・中学校教育担当

18 障がい者成人教育 教育委員会事務局 生涯学習担当

19 識字推進事業　（２）②１４９ 教育委員会事務局 生涯学習担当

20 図書館の障がい者サービス事業 教育委員会事務局 中央図書館

21 外国語資料の収集 教育委員会事務局 中央図書館

22
行政情報の多言語化・やさしい日本語化及び情報発
信

全所属 ―

23 【施設】大阪国際交流センター 経済戦略局 国際担当課

24 【施設】男女共同参画センター 市民局 男女共同参画課

25
【施設】アジア・太平洋人権情報センター　（２）②１７
４

市民局 人権企画課

26 【施設】長居障がい者スポーツセンター 福祉局 障がい福祉課

27 【施設】舞洲障がい者スポーツセンター 福祉局 障がい福祉課

28 【施設】情報文化センター 福祉局 障がい福祉課

29 【施設】早川福祉会館点字図書室 福祉局 障がい福祉課

30 【施設】職業リハビリテーションセンター 福祉局 障がい福祉課

31 【施設】発達障がい者支援センター　エルムおおさか 福祉局
心身障がい者リハビリテー
ションセンター

※１　区役所が実施する事業については、名称や事業内容、事業担当は区によって異なる。また、一部の区で実施している事業を含む。

（1）誰一人取り残さない
生涯学習支援

①多様性と包摂性に基づき学びを支援
します

施策体系別事業一覧表

※２　世代を問わず、子どもから高齢者までの市民を広く対象とする事業・施設等については、（２）②成人の学びを支援します　に位置付けることとする。

※４　事業名の後にある数字は、再掲する基本的な方向及び施策の内容、事業番号を表す。

※３　（３）①人材育成を図ります　の事業・施設等については、（２）②成人の学びを支援します　に再掲されるべきものが多くあるが、本計画においては

　　　（３）①人材育成を図ります　のみに位置付けることとする。
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　 11 11施策体系別事業一覧表

基本的な方向 施策の内容 番号 事業名 所属 担当

32 インターネット等による観光情報発信事業 経済戦略局 観光課（観光施策担当）

33 オーパス・スポーツ施設情報システム 経済戦略局 スポーツ課

34 教育用コンピューターの充実 教育委員会事務局 学校運営支援センター

35 スマホサミット　（２）①７３ 教育委員会事務局 教育活動支援担当

36 生涯学習情報提供システム（いちょうネット）の運用 教育委員会事務局 生涯学習担当

37
ソーシャルメディア（フェイスブック、ツイッター等）の
活用による情報発信

教育委員会事務局 生涯学習担当

38
図書館情報ネットワークシステム事業
（情報提供系システム）

教育委員会事務局 中央図書館

39 【施設】生涯学習センター　（２）②１８１ 教育委員会事務局 生涯学習担当

40
区における多様な体験や学習機会提供の取組
（３）③２３６

区役所 各事業担当

41
区における資格試験の受験を通した学習意欲の向
上の取組

区役所 各事業担当

42 区における運動能力等向上支援 区役所 各事業担当

43 区におけるキャリア教育支援 区役所 各事業担当

44 区独自のスクールソーシャルワーカーの配置 区役所 各事業担当

45 区における教材等を活用した学習サポート 区役所 各事業担当

46 民間事業者や有償ボランティア等による課外学習 区役所 各事業担当

47 小中学生の不登校防止対策の推進 区役所 各事業担当

48 大阪市こどもサポートネット
こども青少年局
教育委員会事務局
区役所

企画課（こどもの貧困対策推進）
教育活動支援担当
各事業担当

49 青少年文楽鑑賞事業 経済戦略局 文化課（文化担当）

50 親子ペア文楽鑑賞優待事業 経済戦略局 文化課（文化担当）

51 子ども自立アシスト事業 福祉局 自立支援課

52 青少年の育成に関する事業 こども青少年局 青少年課（青少年企画）

53 青少年育成推進会議事業 こども青少年局 青少年課（青少年企画）

54 若者自立支援事業 こども青少年局 青少年課（青少年企画）

55 児童いきいき放課後事業　（３）③２４３ こども青少年局 青少年課（放課後事業）

56 地域こども体験学習事業 こども青少年局 青少年課（放課後事業）

57 塾代助成事業 こども青少年局
青少年課（こども育成事
業）

58 ティーンズヘルスセミナー こども青少年局 管理課

59 こども 夢・創造プロジェクト こども青少年局 青少年課（放課後事業）

60 メンタルフレンド訪問援助事業 こども青少年局 中央こども相談センター

61 こども相談センターでの相談・指導 こども青少年局 中央こども相談センター

62 教育相談事業 こども青少年局 中央こども相談センター

63 特別支援教育相談事業 こども青少年局 中央こども相談センター

64 被虐待児の親・子の心理治療事業の実施 こども青少年局 中央こども相談センター

65 スクールカウンセラー事業 こども青少年局 中央こども相談センター

66 里親委託推進　（１）①１６、（２）②１２８ こども青少年局 中央こども相談センター

67 環境にかかわるテーマのこどもポスターコンクール 環境局 環境施策課

（1）誰一人取り残さない
生涯学習支援

②ICTを活用して学びを支援します

（2）ライフステージに応じ
た生涯学習支援

①子ども・青少年の学びを支援します
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　 11 11施策体系別事業一覧表

基本的な方向 施策の内容 番号 事業名 所属 担当

68 「おおさか環境科」を活用した環境教育の推進 環境局 企画課

69 浄水場見学 水道局 総務課

70 出前水道教室 水道局 総務課

71 キャリア教育推進事業　（３）③２４５ 教育委員会事務局 初等・中学校教育担当

72 障がい児保育　（１）①１７ 教育委員会事務局 初等・中学校教育担当

73 スマホサミット　（１）②３５ 教育委員会事務局 教育活動支援担当

74 学校問題解決支援 教育委員会事務局 教育活動支援担当

75 英語イノベーション事業 教育委員会事務局 教育活動支援担当

76 日本・スイス青少年（中学生）交流事業 教育委員会事務局 教育活動支援担当

77 食に関する指導（栄養教育推進事業） 教育委員会事務局 保健体育担当

78 中学生国際交流事業 教育委員会事務局 生涯学習担当

79 将棋大会 教育委員会事務局 生涯学習担当

80 子どものための情報誌「タッチ」の発行 教育委員会事務局 生涯学習担当

81 子どもたちへの吹奏楽普及推進事業 教育委員会事務局 生涯学習担当

82
生涯学習における工芸制作体験普及事業（２）②１４
２

教育委員会事務局 生涯学習担当

83 幼児期読書環境整備事業 教育委員会事務局 中央図書館

84 子どもの読書活動推進事業 教育委員会事務局 中央図書館

85 学校図書館活用推進事業 教育委員会事務局 中央図書館

86 学校図書館への支援 教育委員会事務局 中央図書館

87 【施設】こども本の森中之島 経済戦略局 文化課

88 【施設】青少年センター こども青少年局 青少年課（青少年企画）

89 【施設】こども文化センター こども青少年局 青少年課（青少年企画）

90 【施設】キッズプラザ大阪 教育委員会事務局 生涯学習担当

91
区における生涯学習推進事業【学習機会・情報提供
等】

区役所 各事業担当

92
区における生涯学習推進事業【地域資源を活かした
各種講座等】　（３）④２５１

区役所 各事業担当

93
区における生涯学習推進事業【市民企画公募事業、
地域協働プログラム等】　（３）④２４８

区役所 各事業担当

94 区における職員出前講座 区役所 各事業担当

95
PTA・社会教育関係団体対象人権学習会助成事業
（１）①３、（３）②２２４

区役所 各事業担当

96 人権啓発推進事業　（１）①１ 区役所 各事業担当

97 種から育てる地域の花づくり事業　（３）③２３７ 区役所 各事業担当

98 学校体育施設開放事業　（３）③２３９
区役所
経済戦略局

各事業担当
スポーツ課

99 区における人権相談　（１）①４
区役所
市民局

各事業担当
人権啓発・相談センター

100 生涯学習ルーム事業　（３）③２４１
区役所
教育委員会事務局

各事業担当
生涯学習担当

101 人権問題職員研修事業 総務局 職員人材開発センター

102
危機管理・防災・安全なまちづくりに関する情報の提
供

危機管理室
市民局

危機管理課
地域安全担当

103
総合型地域スポーツクラブの設立・活動の支援
（３）③２４２

経済戦略局 スポーツ課

（2）ライフステージに応じ
た生涯学習支援

②成人の学びを支援します

（2）ライフステージに応じ
た生涯学習支援

①子ども・青少年の学びを支援します

47 



　 11 11施策体系別事業一覧表

基本的な方向 施策の内容 番号 事業名 所属 担当

104 市民レクリエーションセンタースポーツ教室事業 経済戦略局 スポーツ課

105 地域文化事業 経済戦略局 文化課（文化担当）

106 市民情報プラザ 総務局 行政課（情報公開）

107 区民センターの整備事業 市民局 施設担当

108 女性のチャレンジ支援事業 市民局 男女共同参画課

109 女性のための起業支援事業 市民局 男女共同参画課

110 就労支援機関連携セミナー 市民局 男女共同参画課

111 男女共同参画センター情報提供事業 市民局 男女共同参画課

112 男女共同参画セミナー事業 市民局 男女共同参画課

113
地域の男女共同参画を推進するための地域出前セ
ミナー

市民局 男女共同参画課

114 女性のための相談、男性の悩み相談　（１）①６ 市民局 男女共同参画課

115
ドメスティック・バイオレンス（DV）専門相談事業、予
防・啓発リーフレット等の配布　（１）①７

市民局 男女共同参画課

116 しごと情報ひろば総合就労サポート事業 市民局 雇用女性活躍推進課

117 地域集会施設の整備事業 市民局 地域力担当（地域力創出）

118 人権に関する作品募集事業 市民局 人権啓発・相談センター

119
人権啓発・相談センターにおける専門相談員による
人権相談　（１）①８

市民局 人権啓発・相談センター

120 消費者向け各種講座の実施 市民局 消費者センター

121 消費生活情報の提供及び啓発事業 市民局 消費者センター

122 消費生活相談員による相談 市民局 消費者センター

123 健康増進活動事業補助金 健康局 健康づくり課

124 食生活習慣改善指導・地域健康講座 健康局 健康づくり課

125 生活衛生学習会 健康局 生活衛生課

126 こころの健康講座 健康局 こころの健康センター

127
母子・父子福祉センター「愛光会館」における就業支
援講習会　（１）①１５、　（３）②２３３

こども青少年局 こども家庭課

128 里親委託推進　（１）①１６、（２）①６６ こども青少年局 中央こども相談センター

129 水環境学習会 環境局
環境管理課（水環境保全グ
ループ）

130 生活の中の化学物質 環境局
環境管理課（化学物質対
策グループ）

131 地球環境啓発事業 環境局 環境施策課

132 環境学習推進事業 環境局 環境施策課

133 ごみ減量・3R啓発市民セミナー・市民見学会 環境局 家庭ごみ減量課

134 住まいの耐震出前講座 都市整備局
住環境整備課
（防災・耐震化計画）

135 緑化相談 建設局 公園緑化部調整課

136 野鳥園臨港緑地干潟・湿地環境保全事業 建設局 臨港方面管理事務所

137 防災勉強会への講師派遣 消防局 予防課

138 防火防災広報 消防局 予防課

139 市民消防教室・消防体験教室 消防局 予防課

（2）ライフステージに応じ
た生涯学習支援

②成人の学びを支援します
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　 11 11施策体系別事業一覧表

基本的な方向 施策の内容 番号 事業名 所属 担当

140 春・秋の火災予防運動に伴う事業 消防局 予防課

141 応急手当の普及啓発事業 消防局 救急課

142
生涯学習における工芸制作体験普及事業　（２）①８
２

教育委員会事務局 生涯学習担当

143 たそがれコンサート 教育委員会事務局 生涯学習担当

144 生涯学習情報誌「いちょう並木」の発行 教育委員会事務局 生涯学習担当

145 人権啓発普及事業 教育委員会事務局 生涯学習担当

146 市民セミナー・ネットワーク型市民セミナー 教育委員会事務局 生涯学習担当

147 視聴覚ライブラリー 教育委員会事務局 生涯学習担当

148 大阪市出前講座 教育委員会事務局 生涯学習担当

149 識字推進事業　（１）①１９ 教育委員会事務局 生涯学習担当

150 学習相談事業 教育委員会事務局 生涯学習担当

151 図書館機能を活用したビジネス支援サービス 教育委員会事務局 中央図書館

152 調査相談サービス 教育委員会事務局 中央図書館

153 読書支援事業 教育委員会事務局 中央図書館

154 教職員人権教育研修 教育委員会事務局 教育センター

155 【施設】区役所附設会館 区役所 各事業担当

156 【施設】下水道科学館 建設局 下水道部調整課

157 【施設】花と緑と自然の情報センター 建設局 公園緑化部調整課

158 【施設】大阪城天守閣 経済戦略局 観光課（集客拠点担当）

159 【施設】芸術創造館 経済戦略局 文化課（文化担当）

160 【施設】大阪フィルハーモニー会館 経済戦略局 文化課（文化担当）

161 【施設】中央公会堂 経済戦略局 文化課（文化担当）

162 【施設】東洋陶磁美術館 経済戦略局 文化課（博物館支援担当）

163 【施設】科学館 経済戦略局 文化課（博物館支援担当）

164 【施設】大阪中之島美術館 経済戦略局 文化課（博物館支援担当）

165 【施設】美術館 経済戦略局 文化課（博物館支援担当）

166 【施設】大阪歴史博物館 経済戦略局 文化課（博物館支援担当）

167 【施設】自然史博物館 経済戦略局 文化課（博物館支援担当）

168 【施設】地域スポーツセンター 経済戦略局 スポーツ課

169 【施設】屋内プール 経済戦略局 スポーツ課

170 【施設】修道館 経済戦略局 スポーツ課

171 【施設】おおさかATCグリーンエコプラザ 経済戦略局
イノベーション課（事業創
出）

172 【施設】ATCエイジレスセンター 経済戦略局
イノベーション課（事業創
出）

173 【施設】人権啓発・相談センター 市民局 人権啓発・相談センター

174 【施設】アジア・太平洋人権情報センター　（１）①２５ 市民局 人権企画課

175 【施設】社会福祉研修・情報センター 福祉局 地域福祉課

（2）ライフステージに応じ
た生涯学習支援

②成人の学びを支援します
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基本的な方向 施策の内容 番号 事業名 所属 担当

176 【施設】住まい情報センター 都市整備局 住宅政策グループ

177 【施設】天王寺動物園 建設局
公園緑化部調整課（動物
園支援担当）

178 【施設】咲くやこの花館 建設局 公園緑化部緑化課

179 【施設】長居植物園 建設局 公園緑化部緑化課

180 【施設】阿倍野防災センター 消防局 予防課

181 【施設】生涯学習センター　（１）②３９ 教育委員会事務局 生涯学習担当

182 【施設】クラフトパーク 教育委員会事務局 生涯学習担当

183 【施設】大阪城音楽堂 教育委員会事務局 生涯学習担当

184 【施設】大阪国際平和センター（ピースおおさか） 教育委員会事務局 生涯学習担当

185 【施設】中央図書館及び地域図書館 教育委員会事務局 中央図書館

186 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 福祉局 高齢福祉課

187
シルバー人材センター（高年齢者就業機会確保事
業）

福祉局 高齢福祉課

188 老人クラブ育成事業 福祉局 高齢福祉課

189 老人クラブ活動推進事業 福祉局 高齢福祉課

190 高齢者の社会参加促進事業 教育委員会事務局 生涯学習担当

191 高齢者読書環境整備事業 教育委員会事務局 中央図書館

192 【施設】老人福祉センター 福祉局 高齢福祉課

193 区における生涯学習推進事業【人材育成・研修等】 区役所 各事業担当

194 区PTA地域教育活動研修 区役所 各事業担当

195 スポーツ推進委員の活動支援事業 経済戦略局 スポーツ課

196 市民活動総合支援事業　（３）④２６０ 市民局
地域力担当（地域連携グ
ループ）

197 人権啓発推進員の育成事業 市民局 人権啓発・相談センター

198 民生委員・児童委員活動推進事業 福祉局 地域福祉課

199 地域福祉活動推進事業 福祉局 地域福祉課

200
身体障がい者相談員、知的障がい者相談員　（１）①
１２

福祉局 障がい福祉課

201 身体障がい者福祉事業（手話通訳奉仕員養成事業） 福祉局 障がい福祉課

202
健康づくりリーダーの養成（健康講座保健栄養コー
ス）

健康局 健康づくり課

203 子ども会指導者養成事業 こども青少年局 青少年課（青少年企画）

204 青少年指導員・青少年福祉委員の養成 こども青少年局 青少年課（青少年企画）

205 市民環境大学　（３）④２６２ 環境局 環境施策課

206 廃棄物減量等推進員 環境局 家庭ごみ減量課

207 グリーンコーディネーターの育成 建設局 公園緑化部調整課

208 地域防災リーダーの研修 消防局 予防課

209 女性防火クラブ員の研修 消防局 予防課

210 生涯学習推進員養成事業 教育委員会事務局 生涯学習担当

211 はぐくみネットコーディネーター研修事業 教育委員会事務局 生涯学習担当

（2）ライフステージに応じ
た生涯学習支援

（2）ライフステージに応じ
た生涯学習支援

③高齢者の学びを支援します

②成人の学びを支援します

（3）支え合い共に生きる
社会を創る生涯学習支
援

①人材育成を図ります
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212 生涯学習インストラクターバンク事業 教育委員会事務局 生涯学習担当

213 生涯学習まちづくり市民大学「いちょうカレッジ」 教育委員会事務局 生涯学習担当

214 識字・日本語指導者養成事業 教育委員会事務局 生涯学習担当

215 親力アップサポーター養成事業 教育委員会事務局 生涯学習担当

216 PTA指導者育成事業 教育委員会事務局 生涯学習担当

217 読書活動支援ボランティアの養成 教育委員会事務局 中央図書館

218 【施設】ボランティア・市民活動センター 福祉局 地域福祉課

219 区における妊婦教室等 区役所 各事業担当

220 地域における子育て相談等の場の提供 区役所 各事業担当

221
子育て支援情報の発信や子育てイベント、講座等の
開催

区役所 各事業担当

222 子育て支援事業　（３）③２３８ 区役所 各事業担当

223 区役所庁舎を活用した親子交流の場の提供 区役所 各事業担当

224
PTA・社会教育関係団体対象人権学習会助成事業
（１）①３、（２）②９５

区役所 各事業担当

225 地域子育て支援拠点事業 こども青少年局 管理課

226 乳幼児の育児相談 こども青少年局
管理課
保育所運営課
保育企画課

227 ブックスタート事業 こども青少年局 管理課

228 子育て活動支援事業 こども青少年局 管理課

229 父親の育児参加啓発事業 こども青少年局 管理課

230 地域ふれあい子育て教室 こども青少年局 管理課

231 児童虐待防止のための啓発 こども青少年局 こども家庭課

232 ひとり親家庭等の法律・生活・就業相談　（１）①１４ こども青少年局 こども家庭課

233
母子・父子福祉センター「愛光会館」における就業支
援講習会　（１）①１５、　（２）②１２７

こども青少年局 こども家庭課

234 家庭教育充実促進事業 教育委員会事務局 生涯学習担当

235 家庭教育振興事業 教育委員会事務局 生涯学習担当

236
区における多様な体験や学習機会提供の取組
（２）①４０

区役所 各事業担当

237 種から育てる地域の花づくり事業　（２）②９７ 区役所 各事業担当

238 子育て支援事業　（３）②２２２ 区役所 各事業担当

239 学校体育施設開放事業　（２）②９８
区役所
経済戦略局

各事業担当
スポーツ課

240 「小学校区教育協議会－はぐくみネット－」事業
区役所
教育委員会事務局

各事業担当
生涯学習担当

241 生涯学習ルーム事業　（２）②１００
区役所
教育委員会事務局

各事業担当
生涯学習担当

242
総合型地域スポーツクラブの設立・活動の支援
（２）②１０３

経済戦略局 スポーツ課

243 児童いきいき放課後事業　（２）①５５ こども青少年局 青少年課（放課後事業）

244 学校元気アップ地域本部事業 教育委員会事務局 教育活動支援担当

245 キャリア教育推進事業　（２）①７１ 教育委員会事務局 初等・中学校教育担当

246
区や地域における生涯学習支援
（教育コミュニティづくり支援）

教育委員会事務局 生涯学習担当

（3）支え合い共に生きる
社会を創る生涯学習支
援

③教育コミュニティづくりと地域学校協
働活動を推進します

（3）支え合い共に生きる
社会を創る生涯学習支
援

②家庭教育を支援します

（3）支え合い共に生きる
社会を創る生涯学習支
援

①人材育成を図ります
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247
区における生涯学習推進事業【フェスティバル、交流
会、施設連絡会等

区役所 各事業担当

248
区における生涯学習推進事業【市民企画公募事業、
地域協働プログラム等】　（２）②９３

区役所 各事業担当

249
区における生涯学習推進事業【地域や生涯学習に関
する情報発信等】

区役所 各事業担当

250
区における生涯学習推進事業【高校・大学等と連携
した取組】

区役所 各事業担当

251
区における生涯学習推進事業【地域資源を活かした
各種講座等】（２）②９２

区役所 各事業担当

252 区民利用スペース 区役所 各事業担当

253 コミュニティ育成事業 区役所 各事業担当

254 新たな地域コミュニティ支援事業 区役所 各事業担当

255 映像文化振興事業 経済戦略局 文化課（文化担当）

256 博物館群の総合力を活かした魅力の向上 経済戦略局 文化課（博物館支援担当）

257 難波宮跡の保存整備・活用普及
経済戦略局
教育委員会事務局
建設局

文化課（文化担当）
文化財保護課
公園緑化部調整課

258 泉布観地区の整備
経済戦略局
教育委員会事務局

文化課（文化担当）
文化財保護課

259 地域公共人材活用促進事業 市民局
地域力担当（地域連携グ
ループ）

260 市民活動総合支援事業（３）①１９６ 市民局
地域力担当（地域連携グ
ループ）

261 ごみ減量キャンペーン 環境局 家庭ごみ減量課

262 市民環境大学（３）①２０５ 環境局 環境施策課

263 HOPEゾーン事業 都市整備局
住宅政策課（まちなみ環境
グループ）

264 マイルドHOPEゾーン事業 都市整備局
住宅政策課（まちなみ環境
グループ）

265 街角ミュージアム 教育委員会事務局 文化財保護課

266 大阪の歴史再発見事業 教育委員会事務局 文化財保護課

267 森の宮遺跡展示室の一般公開 教育委員会事務局 文化財保護課

268 NPO・市民活動企画助成事業 教育委員会事務局 生涯学習担当

269 大学・企業等との連携事業 教育委員会事務局 生涯学習担当

270 グループ活動支援事業 教育委員会事務局 生涯学習担当

（3）支え合い共に生きる
社会を創る生涯学習支
援

④学びによるネットワークづくりと企業・
NPO・高等教育機関など多様な主体と
の連携・協働を進めます
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