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77
生涯学習推進事業
（区）【学習機会・情報
提供等】

各区役所にお問合せくださ
い。

「区生涯学習推進計画」に基づ
き、各区で区の特色・特性を活
かした取り組みを進めていま
す。

■行政区における生涯学習推進事業

《趣旨・目的》
区における生涯学習を推進するため、「区生涯学習推進計画」の具体化に向けて、施設、機関、団体、コミュ
ニティ、福祉、人権施策等と連携し、区民の生涯学習に関する活動を総合的に支援する。

《事業の概要》
行政と区民が連携し、生涯学習発表会、交流会の実施、区民と協働で実施する事業の実施、区内の教育資
源を生かした事業の実施など、地域における生涯学習の推進を図り、生涯学習のまちづくりをすすめてい
る。

北区役所
政策推進課
（教育連携担当）

http://www.city.osaka.lg.jp/kita/
category/3074-8-0-0-0-0-0-0-
0-0.html

北区役所政策推進課（教育
連携担当）
《電話》06-6313-9743
《Fax》06-6362-382１

北区　生涯学習推進事業

《北区の実施状況》
◇事業名　　　　生涯学習推進事業
◇実施内容　　　・地域資源を活かした各種講座の開催、情報提供・学習相談の実施。
　　　　　　　　　　・北区生涯学習ルームについて、ホームページやチラシを作成。
◇実施場所　　　各小学校

→新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。

都島区役所 まちづくり推進課
https://www.city.osaka.lg.jp/miya
kojima/category/3084-2-6-0-0-
0-0-0-0-0.html

都島区役所まちづくり推進課
《電話》０6-6882-9734
《Fax》０6-6352-4558

都島区　生涯学習推進事業

 《都島区の実施状況》

     ◇実施内容　　 生涯学習ルーム講座
　　◇実施場所　    区内全9小学校など
     ◇延参加人数　講座のべ131回・参加者のべ4,090名
     ◇協働先など　 都島区生涯学習推進員連絡会など

福島区役所
市民協働課
(地域活動支援）

http://www.city.osaka.lg.jp/fukus
hima/category/3086-3-4-0-0-
0-0-0-0-0.html

福島区役所市民協働課
（地域活動支援）
《電話》06-6464-9743
《Fax》06-6464-9987

福島区　生涯学習推進事業

《福島区の実施状況》
     ◇事業名　       福島区生涯学習推進事業
     ◇実施内容　    区内9小学校外で15講座を実施
     ◇実施場所　    各小学校外
     ◇延参加人数　780人

此花区役所
まちづくり推進課
（教育支援・環境）

http://www.city.osaka.lg.jp/kono
hana/page/0000002122.html

此花区役所まちづくり推進課
（教育支援・環境）
《電話》06-6466-9743
《Fax》06-6466-9919

此花区　生涯学習推進事業

《此花区の実施内容・実績》
　　◇事業名　　　　生涯学習ルーム事業
　　◇実施内容　  　区内4小学校で12講座を実施
　　（令和３年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため規模縮小）
　　◇実施場所　　  各小学校
　　◇協働先　　  　 生涯学習推進員此花区連絡会

中央区役所 市民協働課
http://www.city.osaka.lg.jp/chuo
/category/3128-4-6-0-0-0-0-
0-0-0.html

中央区役所市民協働課
(市民活動支援・教育グルー
プ）
《電話》06-6267-9743
《Fax》06-6264-8283

中央区生涯学習推進・支援事業

《中央区の実施状況》
　　　◇事業名　　　中央区生涯学習推進・支援事業 等
　　　◇実施内容　　①区生涯学習推進員研修会　②生涯学習フェスタ　③生涯学習ルーム
　　　◇実施場所　　①中央区役所　②区内生涯学習関連施設　③各小学校等

西区役所
総務課
（教育担当）

http://www.city.osaka.lg.jp/nishi
/category/3155-5-0-0-0-0-0-
0-0-0.html

西区役所総務課（教育担当）
《電話》06-6532-9743
《Fax》06-6538-7316

西区　生涯学習推進事業

《西区の実施状況》
　　◇事業名　　　　　生涯学習による西区まちづくり事業
　　　　　　　　　　　　　（区における生涯学習の推進・生涯学習ルーム事業）
　　◇実施内容　　　　・生涯学習ルーム事業　区内７小学校区にて講座運営
　　　　　　　　　　　　　・夏休み工作教室　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
　　　　　　　　　　　　　・公開体験講座（ヨガ、さをり織り）、生涯学習ルーム作品展
　　◇延参加人数　　2,603人（生涯学習ルーム事業）
　　◇協働先など　　大阪市生涯学習推進員西区連絡会、西区生涯学習関連施設連絡会等

（２）「ひと」と「ひと」をつなぐ

基本情報
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港区役所
協働まちづくり推進
課（教育・人権啓発）

￣

港区役所協働まちづくり推進
課（教育・人権啓発）
《電話》０6-6576-9975
《Fax》０6-6572-9512

港区　生涯学習推進事業

《港区の実施状況》
1◇事業名　　　コミュニティ育成支援事業の枠組みの中で実施（委託）
　◇実施内容　　港区民文化のつどいへの参加（作品展示・動画による舞台発表）
  ◇実施場所　　 港区民センター
2◇事業名　　　  区における生涯学習推進事業
  ◇実施内容　　 各校下における講座の実施（生涯学習ルーム事業）、生涯学習ルーム一覧にかかる区
    ホームページへの掲載、生涯学習ルーム一覧の区内各所での配架、市民活動総合ポータルサイトへ
    の登録支援
  ◇実施場所　　 港区民センター、区内小学校等
  ◇協働先など    生涯学習推進員港区連絡会、地域活動協議会、区民センターなど

「生涯学習だより」につ
いては令和２年３月を
もって廃刊
+B14:J15H15B14:L14

大正区役所 保健福祉課
https://www.city.osaka.lg.jp/tais
ho/page/0000498191.html

大正区役所保健福祉課
(子ども・教育グループ)
《電話》０6-4394-9982
《Fax》０6-6554-7153

大正区　生涯学習推進事業

《大正区の実施状況》
1◇事業名       　大正区生涯学習事業
  ◇実施内容　　　生涯学習関連情報を区広報紙、区HP、SNSで周知
  ◇協働先など　　生涯学習推進員大正区連絡会・大正区生涯学習関連施設連絡会・（一財）大阪市コミュニ
ティ協会大正区支部協議会など

天王寺区役所 市民協働課
http://www.city.osaka.lg.jp/tenn
oji/category/3199-11-1-0-0-0-
0-0-0-0.html

天王寺区役所市民協働課
《電話》06-6774-9743
《Fax》06-6774-9692

生涯学習推進

《天王寺区の実施状況》
　　◇事業名　        生涯学習ルーム事業
     ◇実施内容 　　 生涯学習ルームの運営委託（8小学校下）
     ◇実施場所 　　 各小学校

浪速区役所
市民協働課
（教育・学習支援担
当）

https://www.city.osaka.lg.jp/nani
wa/category/3223-8-0-0-0-0-
0-0-0-0.html

浪速区役所市民協働課
（教育・学習支援担当）
《電話》06-6647-9743
《Fax》06-6633-8270

浪速区　生涯学習推進事業

《浪速区の実施内容・実績》
　　◇事業名　　　　生涯学習ルーム事業
　　◇実施内容　  　区内６小学校で約16講座を実施
　　　　（新型コロナウイルスの影響により活動休止・再開をしながらおこなった）
　　◇実施場所　　  各小学校
　　◇協働先　　  　 生涯学習推進員浪速区連絡会

西淀川区役所
地域支援課（地域支
援）

http://www.city.osaka.lg.jp/nishi
yodogawa/category/3254-5-0-
0-0-0-0-0-0-0.html

西淀川区役所
地域支援課（地域支援）
《電話》０6-6478-9899
《Fax》０6-6478-5979

西淀川区　生涯学習推進事業

《西淀川区の実施状況》
     ◇事業名           西淀川区生涯学習推進事業
     ◇実施内容　      ・ 生涯学習ルーム（13ルーム）
　　　　　　　　　　　     ・こども工作教室　参加人数９人
　　　　　　　　　　　　   ・学びの区民講座（人権啓発推進事業と共催）全2回 　参加人数82人
                              ・みてアートにおける講座体験等を実施。
　　　　　　　　　　　     ・西淀川区民まつり啓発ブース出展
　　　　　　　　　　　　　　　  コロナウイルス感染症拡大防止のため区民まつりが中止。
　　　　　　　　　　　      ・大阪市生涯学習ふぇすてぃばる展示
　　　　　　　　　　　　　　　　コロナウイルス感染症急拡大のため活動紹介の壁面展示を実施
　　　　　　　　　　　      ・区生涯学習フェスタ開催
　　　　　　　　　　　　　　　　計画後、コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。
     ◇実施場所       区内各小学校・区役所・図書館等
     ◇協働先など    生涯学習推進区民会議・生涯学習推進員区連絡会・人権啓発推進協議会・人権啓
                            発推進員区連絡会・図書館等

淀川区役所 市民協働課
http://www.city.osaka.lg.jp/yodo
gawa/page/0000034769.html

淀川区役所市民協働課
《電話》06-6308-9416
《Fax》06-6885-0535

淀川区　生涯学習推進事業

《淀川区の実施状況》
◇事業名：淀川区生涯学習推進事業
◇実施内容・場所
　・生涯学習推進員連絡会支援
　・学校図書館ボランティア講座（3回、淀川区役所、淀川図書館、区内小学校）
・生涯学習事業関係者対象講演会:新型コロナウイルス感染症の影響により中止。
◇延参加人数：31名（学校図書館ボランティア講座)
◇協働先など：淀川区生涯学習推進員連絡会、淀川図書館、読書ボランティアほか

東淀川区役所
保健福祉課
（子育て・教育）

http://www.city.osaka.lg.jp/higas
hiyodogawa/category/3280-1-
0-0-0-0-0-0-0-0.html

東淀川区役所保健福祉課
（子育て・教育）
《電話》06－4809-9807
《Fax》06-4809-9928

東淀川区　学校を活用した地域
連携事業

《東淀川区の実施状況》
　   ◇事業名　　　　 生涯学習ルーム事業
　　 ◇実施内容　　  ・生涯学習ルームの運営委託（16校下）
　　　　　　　　　 　　　・生涯学習ルームの講座内容をホームページや区の広報紙で周知
　　 ◇延参加人数   8,160名
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東成区役所 市民協働課
https://www.city.osaka.lg.jp/higa
shinari/page/0000557672.html

東成区役所市民協働課
《電話》０6-6977-9743
《Fax》０6-6972-2738

東成区　生涯学習推進事業

《東成区の実施状況》
◇事業名　　　生涯学習ルーム事業

◇実施内容　　区内9小学校下にて講座運営
                     （新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い活動自粛多数）
　　　　　　　　　 講座数　33　実施回数のべ220回　参加者のべ1,847人
　　　　　　　　 　HP等にて生涯学習ルームの紹介
　　　　　　　　　 ルーム案内チラシ　市民協働課窓口・市民協働スペースでの配架等

◇協働先など　 大阪市生涯学習推進員東成区連絡会ほか

旭区役所 地域課
https://www.city.osaka.lg.jp/asa
hi/page/0000415591.html

旭区役所地域課
《電話》06-6957-9734
《Fax》06-6952-3248

旭区　生涯学習推進事業

《旭区の実施状況》
  ◇事業名　    　 旭区生涯学習推進事業
  ◇実施内容　 （1）旭区生涯学習ルームフェスティバル（※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中
                          止）
　　　　　　　　　　（2）生涯学習ルーム事業
　　　　　　　　　　（3）地域課題や人権に関する学習会助成事業
  ◇実施場所　　　各小学校、旭区民センター、旭区役所　他
  ◇延参加人数 　約500名
  ◇協働先など   地域教育機関、団体等

城東区役所
市民協働課
市民活動支援担当

―

城東区役所市民協働課
市民活動支援担当
《電話》06-6930-9094
《Fax》06-6931-9999

城東区　生涯学習推進事業

《城東区の実施状況》
  １城東区生涯学習ルームの運営【新型コロナウイルスの感染状況を考慮しつつ実施】
  ２城東まつりにおける各種展示、体験等実施【R3中止】
　３「総合生涯学習センター体験教室」への参加【R3中止】
　４「城東区ＳＡＲＵＧＡＫＵ祭」(ゆめまち未来会議)への参加（無料体験コーナー実施）【R3中止】
　５城東区役所・地下鉄ギャラリー、総合生涯学習センターギャラリー、駅前第１ビル地下ギャラリーへの展
    示
　６城東区生涯学習ルームフェスティバルを開催し活動成果を披露（約200人）

鶴見区役所 総務課（教育）
http://www.city.osaka.lg.jp/tsuru
mi/category/3815-9-0-0-0-0-
0-0-0-0.html

鶴見区役所総務課教育担当
《電話》06-6915-9734
《Fax》06-6913-6235

鶴見区　生涯学習推進事業

《鶴見区の実施状況》
　◇事業名　　　　鶴見区生涯学習推進事業
　◇実施内容　 　生涯学習一日体験教室（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）
　　　　　　　　　　　家庭教育支援講座（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）
　　　　　　　　　　　生涯学習推進セミナー（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）
　　　　　　　　　　　鶴見区おもてなし茶会
 
 
　◇実施場所     鶴見緑地内「むらさき亭」
　◇延参加人数  160人
　◇協働先　 鶴見区生涯学習推進員連絡会

阿倍野区　生涯学習推
進・ルーム事業

阿倍野区役所
市民協働課
（教育支援）

http://www.city.osaka.lg.jp/aben
o/category/3411-3-3-0-0-0-0-
0-0-0.html

阿倍野区役所市民協働課
（教育支援）
《電話》06-6622-9893
《Fax》06-6622-9840

生涯学習ルーム事業

《阿倍野区の実施状況》

     ◇実施内容　　 生涯学習ルーム講座
　　◇実施場所　    小学校、阿倍野区役所、阿倍野図書館など
     ◇延参加人数　令和３年度参加者のべ2,780名
     ◇協働先など　 阿倍野区生涯学習推進員連絡会など

https://www.city.osaka.lg.jp/higashinari/page/0000557672.html
https://www.city.osaka.lg.jp/higashinari/page/0000557672.html
http://www.city.osaka.lg.jp/tsurumi/category/3815-9-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/tsurumi/category/3815-9-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/tsurumi/category/3815-9-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/abeno/category/3411-3-3-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/abeno/category/3411-3-3-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/abeno/category/3411-3-3-0-0-0-0-0-0-0.html


住之江区役所 協働まちづくり課 ―

住之江区役所協働まちづくり
課
《電話》06-6682-9983
《Fax》06-6686-2040

住之江区　生涯学習推進事業

《住之江区の実施状況》
     ◇事業名・実施内容：
　　　　・区生涯学習ふれあいフェスティバル（新型コロナウイルス感染症対策のため中止）
　　　　・住之江まつり・市生涯学習ふぇすてぃばるでの生涯学習啓発コーナーの実施
　　　　　（新型コロナウイルス感染症対策のため中止）
　　　　・企業等（人形劇団クラルテ・住之江図書館・コミュニティ協会住之江区支部）との連携事業
　　　　　（人形げきフェスタinすみのえ）
　　　　・区広報紙への区内ルーム一覧の掲載
　　　　・各校下代表者会議の開催（４回開催）

住吉区役所 教育文化課 ―
住吉区役所教育文化課
《電話》06-6694-9989
《Fax》06-6692-5535

住吉区　地域教育推進事業

《住吉区の実施状況》
◇事業名　　　 　住吉区地域教育推進事業
◇実施内容　　　①市民活動コーナーの設置
　　　　　　　　　　　　　庁内に、区内で市民活動をおこなう団体等のチラシ配架コーナーを設置

東住吉区役所 区民企画課
http://www.city.osaka.lg.jp/higas
hisumiyoshi/category/3466-0-
0-0-0-0-0-0-0-0.html

東住吉区役所区民企画課
《電話》06-4399-9922
《Fax》06-6622-4564

東住吉区　生涯学習推進事業

《東住吉区の実施状況》
生涯学習推進事業
　◇区民向け講座・教室
　　　「のびのび・ワクワクスタンプラリー2021」
　　　→参加人数217名
　　　「区生涯学習講座」、「区民のための大学公開講座」、 「冬休みミュージカル」
　　　→新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止

　◇生涯学習ルーム（区内全14小学校）
　　　講座のべ416回、参加者のべ2,688名
　
　◇生涯学習情報発信
　　　生涯学習施設情報誌の発行（11回）、区内生涯学習グループ・サークル情報誌の発行（1回）、
 　　 区内ルーム事業の紹介・・・チラシ発行（1回） 、区HP、区広報誌「なでしこ」4月号
　　  生涯学習特集記事の掲載・・・区広報誌「なでしこ12月号」

平野区役所
安全安心まちづくり
課

―

平野区役所安全安心まちづ
くり課
《電話》０6-43０2-9734
《Fax》０6-43０2-988０

平野区　生涯学習推進事業

《平野区の実施状況》
     ◇事業名　　「生涯学習推進事業」
     ◇実施内容  1平野区生涯学習推進委員会
　　　　　　　　　　　　　・平野区生涯学習推進計画の進捗状況の確認
　　　　　　　　　　　2区民協働企画講座の実施
　　　　　　　　　　　　　・事業の企画、運営、検証をするための会議の実施
　　　　　　　　　　　　　・協働団体：平野区生涯学習企画検討委員会
　　　　　　　　　　　　　※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため未実施
　　　　　　　　　　　3生涯学習関連施設連絡会
　　　　　　　　　　　　　・施設間の情報交換と情報共有
　　　　　　　　　　　　　・「平野区生涯学習関連施設ガイドブック」の発行
　　　　　　　　　　　　　・連携強化として、施設情報冊子の作成
                             ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため未実施
　　　　　　　　　　　4生涯学習情報の提供
　　　　　　　　　　　　　・平野区グループ・サークル情報ブックの発行
　　　　　　　　　　　　　・生涯学習人材バンク情報の発行
　　　　　　　　　　　　　・生涯学習ルーム情報の提供
                             ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため未実施
　　　　　　　　　　  ５生涯学習ルーム事業の開講
　　　　　　　　　　　　　・区内２２小学校生涯学習ルームにて各種講座を開講
　　　　　　　　　　　　 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため一部未実施
     ◇実施場所　　　区役所及び区内生涯学習関連施設、区内小学校生涯学習ルームなど

西成区役所 市民協働課
http://www.city.osaka.lg.jp/nishi
nari/category/3484-4-0-0-0-0-
0-0-0-0.html

西成区役所市民協働課
《電話》06-6659-9734
《Fax》06-6659-2246

西成区　生涯学習推進事業

　1◇事業名        　生涯学習推進事業
     ◇実施内容　    スマートフォン講座（1回）
　　 ◇実施場所　   西成区役所
　   ◇延参加人数  16名

 　　◇実施内容　   情報提供・学習相談
　　 ◇実施場所　   西成区役所
　   ◇相談件数  　 48件

http://www.city.osaka.lg.jp/higashisumiyoshi/category/3466-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/higashisumiyoshi/category/3466-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/higashisumiyoshi/category/3466-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishinari/category/3484-4-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishinari/category/3484-4-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishinari/category/3484-4-0-0-0-0-0-0-0-0.html


番号

事業名 所属 担当 HPアドレス 問合せ先 事業の概要 趣旨・目的 事業計画 実施内容・実績

78
消費者向け
各種講座の実施

市民局 消費者センター
https://www.city.os
aka.lg.jp/lnet/page/
0000370420.html

大阪市消費者センター
《電話》06-6614-7522
《Fax》06-6614-7525

主体的・合理的に判断・行動でき
る「自立した消費者」を育成・支
援します。

生活に密着したテーマに関する講演を実施する「エルちゃんの“わん”
デー講座」や、地域、学校等に無料で講師を派遣して、消費者被害の
実例をあげて、訪問勧誘の撃退法やクーリング・オフの書面作成など
実践的な研修を行う地域講座・見学講座・若年者向け消費者教育講
座を実施している。
根拠となる法令・条例等：消費者基本法、大阪市消費者保護条例、消
費者教育の推進に関する法律

引き続き、若年者への消費者被害を未然に防止す
るためにも、教育機関と連携をとりながら消費者教
育の一環として講座の活用の周知に取り組むと共
に高齢者被害の未然防止を図るため、各種講座を
実施する。

（１）エルちゃんの“わん”デー講座
　　①開催時期：年５回（開催月は未定）
　　②対　　象：大阪市内在住・在勤・在学者
　　③実施場所：市民学習センター
　　④内　　容：日常生活に役立つ身近な消費者問題
　　⑤開催実績：年4回　90人

（２）地域講座
　　①実施時期：随時
　　②対　　象：団体・グループ
　　③実施場所：各地域の集会所や会議室等
　　④内　　容：おもに消費者トラブル防止などについて地域の団体・グループ・会社・学校の要請により、その地域に出向いて行う
　　　　　　　　　 講座
　　⑤開催実績：17回　288人

（３）見学講座
　　①実施時期：随時
　　②対　　象：団体・グループ
　　③実施場所：大阪市消費者センター
　　④内　　容：所内施設の案内と消費者被害防止の聴講型講習
　　⑤開催実績：0回

（４）若年者向け消費者教育講座
　　①実施時期：随時
　　②対　　象：市内の学校やＰＴＡ、団体・グループ
　　③実施場所：各学校の講堂や各地域の集会所や会議室等
　　④内　　容：おもに消費者トラブルの対処方法などについて市内の学校やＰＴＡなどの
　　　　　　　　　要請により、各学校や地域に出向いて行う講座
　　⑤開催実績：6回　226人

79
男女共同参画
セミナー事業

市民局 男女共同参画課
http://www.creo-
osaka.or.jp/index.ht
ml

クレオ大阪中央
《電話》 06-6770-7200
《Fax》 06-6770-7705

クレオ大阪子育て館
《電話》06-6354-0106
《Fax》 06-6354-0277

クレオ大阪西
《電話》 06-6460-7800
《Fax》 06-6460-9630

クレオ大阪南
《電話》 06-6705-1100
《Fax》 06-6705-1140

クレオ大阪東
《電話》 06-6965-1200
《Fax》 06-6965-1500

男女共同参画についての理解を
広げ、その推進に向けた取り組
みに役立つ学習や、課題の解決
につながる学習機会を提供して
います。

男女共同参画についての理解を広げ、その推進に向けた取り組みに
役立つ学習や、課題の解決につながる学習機会を提供する

引き続き、男女共同参画社会の実現に向けた今日
的な課題について、知識等の習得、人材の育成、
企業及び地域における取組みの推進に資する学
習事業を実施する。

「男女共同参画セミナー」
①令和３年度実績
中央館：実施回数20　のべ受講者数726
子育て活動支援館：実施回数21　のべ受講者数473
西部館：実施回数20　のべ受講者数592
南部館：実施回数23　のべ受講者数452
東部館：実施回数20　のべ受講者数247

②実施テーマ
女性の活躍推進、地域における男女共同参画の推進、今日的課題、
女性の能力開発・就労・起業、理工系分野での活躍
地域における女性の視点（地域防災活動、地域活動の企画・運営）
女性に対する暴力の根絶、困難を抱えた女性への支援
各種ハラスメント
固定的な性別役割分担意識の解消
男性への意識啓発、国際的な取り組み（ＳＤＧｓ・海外の動向など）
就労支援・両立支援
地域における男女共同参画の推進
ワーク・ライフ・バランスの推進
男性の参画に向けた積極的支援
多様性の尊重、SDGｓの促進

80 食生活習慣改善指導・地域健康講座 健康局 健康づくり課
http://www.city.osa
ka.lg.jp/kenko/page
/0000007788.html

各区の保健福祉セン
ターにお問合せくださ
い。

食生活習慣改善指導
健康講座参加者や骨量検査受
検者等、生活習慣病予防のため
に食生活習慣を改善する必要が
あると認められる方等を対象に、
食生活を総合的に把握し、個々
人に即した具体的な食生活の指
導を行っています。
健康講座などの集団健康教育を
実施しています。

地域健康講座
生活習慣病の予防や健康増進
に関する講座等を、地域に出向
いて実施しています。

開始年度　：昭和58年度

根拠法令　：健康増進法

趣旨・目的：生活習慣病予防や健康増進等の健康に関する正しい知
識をより多くの市民に啓発し、「自らの健康は自らが守る」という意識と
自覚を高めるために、健康講座などの集団健康教育を実施していま
す。

―

　・食生活習慣改善指導
　　　　①実施時期：骨粗しょう症検診実施当日
　　　　②対　　　象：骨粗しょう症検診受診者で、当日検診結果が「経過観察」と判定された者。
　　　　③実施場所：骨粗しょう症検診実施会場（各区役所（保健福祉センター）、各区の小学校等）
　　　　④内　　　容：食生活質問票及び検診結果を基に、事業者栄養士による個別の食生活改善
指導を
　　　　　　　　　　　　行う。
　　　　⑤令和３年度実績（実施事業数、参加者数）
　　　　　　　　　　　285回　、3,525人
　・地域健康講座
　　　　①実施時期：各小学校区年5回を原則
　　　　②対　　　象：原則として６４歳以下の市民
　　　　③実施場所：保健福祉センターや地域の会館など。
　　　　④内　　　容：地域の諸団体及び関係機関等との連携を密にしながら、講演会、健康講座を
　　　　　　　　　　　　開催し、生活習慣病予防や健康維持・増進に関する知識の普及をはかる。
　　　　⑤令和３年度実績（実施事業数、参加事業数）
　　　　　　　　　　　529回　、　5,734人

81 生活衛生学習会 健康局 生活衛生課
https://www.city.osaka.lg.j
p/kenko/page/000047595
5.html

各区保健福祉課
生活環境業務担当

《電話》各区保健福祉課
の局番 ＋ ９９７３

※北区は健康課が担当
課です。

市民の皆さんが快適に過ごすう
えで必要な、生活衛生に関わる
身近な問題についてお話しする
職員を派遣します。

環境衛生及び食品衛生に関する講座を希望する市民団体等（事業者
を除く）に対し職員を派遣して講座を開催し、食中毒の予防や貯水槽
の衛生管理等について知識と理解を深めることにより、健康で快適な
市民生活の向上につなげていく。

　各生活衛生監視事務所ごとに、地域の特性に応
じた独自の企画並びに監視員の業務経験を踏まえ
た講習内容を工夫する。

　①実施時期：通年（随時実施）
　②対　　　象：おおむね１０名以上の市内在住、在勤、在学の団体・グループ（事業者を除く）
　③実施場所：申込のあった団体・グループが指定する会場
　④内　　　容：環境衛生・食品衛生
　⑤令和３年度実績：学習会数14回、参加人数87人
　・食中毒の予防
　日時：令和３年４月９日、５月14日、６月11日、７月９日、８月27日、９月10日、10月８日、11月12
日、
　　　　　12月10日、令和４年１月14日、２月25日、３月11日　いずれも10：00～10：20
　場所：いずれも南西部生活衛生監視事務所
　参加者：45人
　・食中毒の予防について
　日時：令和３年９月７日14：00～15：00、９月８日14：40～15：25
　場所：相愛大学（９月７日）、南西部生活衛生監視事務所（９月８日）
　参加者：42人
　

82 こころの健康講座 健康局 こころの健康センター 後日掲載予定
こころの健康センター
《電話》06-6922-8520
《Fax》06-6922-8526

市民を対象に各々のライフサイ
クルに応じたこころの健康づくり
や、心の病気に関する正しい知
識を普及し、市民のこころの健康
の保持・増進を図っています。

市民を対象に各々のライフサイクルに応じたこころの健康づくりを図
り、日常生活の中でのストレス解消法等を学ぶことで、こころの健康に
関する正しい知識を普及し、市民のこころの健康の保持・増進を図る。
　※平成２５年度からは、精神保健福祉普及啓発事業の一環として実
施

引き続き実施。

　　　①実施時期：通年
　　　②対　　　象：大阪市内に在住・在勤の方
　　　③実施場所：こころの健康センター
　　　④内　　　容：主に「こころの健康」に関するテーマについての講演会
　　　⑤令和３年度実績：
　　　　　○こころの健康講座
　　　　　　　　・「コロナ禍の心と身体の健康」　35人
　　　　　　　　・「うつ病について知ろう」　　※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止
　　　　　　　　・「統合失調症について知ろう～医師・支援者の話と当事者の語り」　27人
　　　　　　　　・「職場や社会での不適応と対応について」　26人
　

83 地域環境啓発事業 環境局 環境施策課
https://www.naniwa
-ecostyle.net/

環境局環境施策部
環境施策課
《電話》06-6630-3491
《Fax》06-6630-3580

各地域における環境保全行動の
推進のため、地域特性にあった
啓発事業や環境学習会を実施し
ています。

地域における環境学習や実践活動を幅広く活性化させるために、
様々な啓発事業を展開する。当事業は平成３年度から実施している。

環境学習推進事業と連携して実施する。

　　　①実施時期　年度内（随時開催）
　　　②対象　　　　市民
　　　③実施場所　各区役所等
　　　④内容　　　　各区ごとに地域の状況に応じて、様々な環境問題に関する啓発活動の
　　　　　　　　　　　　取組みを行い、市民の環境保全への意識の高揚を図る。
　　　⑤令和３年度実績（参加者数等）
　　　　　　　　　　　　参加者数　20名（オンライン参加197名）

基本情報 令和3年度の状況
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84 環境学習推進事業 環境局 環境施策課
https://www.naniwa
-ecostyle.net/

環境局環境施策部
環境施策課
《電話》06-6630-3491
《Fax》06-6630-3580

区との連携を強化しつつ、より市
民に近い地域密着型の環境講
座やイベントを実施することによ
り、多くの市民の参加を得て、啓
発効果のより一層の向上を図り
ます。

　実践と結びついた環境学習事業をＮＧＯ/ＮＰＯ・ボランティア等と連
携し、地域に密着して展開することで、持続可能な社会の実現に向け
て主体的に取り組んでいける人材の育成をめざす。

　継続して実施する。

　　　①実施時期　　年度内（随時）
　　　②対　　　象　　市民
　　　③実施場所　　大阪市内、なにわECOスクエア、自然体験観察園
　　　④内容　　 　　 講座・イベント等　　　　　　　　　　　  　　　　　　：  71回
                         　 自然体験観察園事業　　　　　　　　   　　　　　 ：　35回
　　　　　　　　　　　  生き物調査　　　　　　　　　　　　　　　              ：  13回
　　　　　　　　　　　  ECO縁日（令和２年度はオンライン上で開催）  ：　 １回
　　　　　　　　　　　  環境情報発信サイト
　　　　　　　　　　　　「なにわエコスタイル」での情報発信：随時更新

85
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
https://www.naniwa
-ecostyle.net/

環境局環境施策部
環境施策課
《電話》06-6630-3491
《Fax》06-6630-3580

「家庭でできるエコ活動」をテー
マとして、大阪市内の小学生が
作成したポスターを募集します。
これを通じ、児童が自ら進んで環
境に配慮した行動を実践しようと
する態度を育てることをねらいと
するとともに、選出されたポス
ターを環境事業センターの収集
車両の広報板に貼付し市内を巡
回することで啓発を行います。

「家庭でできるエコ活動」をテーマとして、大阪市内の小学生が作成し
たポスターを募集する。これを通じ、児童が自ら進んで環境に配慮した
行動を実践しようとする態度を育てることをねらいとするとともに、選出
されたポスターを環境事業センターの収集車両の広報板に貼付し市
内を巡回することで啓発を行う。

継続して実施する。

　①実施時期　　募集　７月２１日～９月１０日
　　　②対象　大阪市内に在住または在学する小学生
　　　③内容　絵画の募集、審査、作品展示
　　　⑤令和３年度実績（実施事業数、参加者数等）
　　　　　応募件数３３６件、市長賞１名、環境局長賞1名、教育委員会教育長賞1名、優秀賞２２名

86
「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
www.city.osaka.lg.jp
/kankyo/page/0000
307615.html

環境局総務部
企画課
《電話》06-6630-3213
《Fax》06-6630-3580

大阪独自の内容を盛り込み、体
系的かつ発達段階に応じて学習
できる副読本「おおさか環境科」
を作成し、市立小学校児童・中学
校生徒に配付し、学校授業にお
いて環境教育を実施します。

大阪独自の内容を盛り込んだ副読本「おおさか環境科」を作成し、環
境教育を進める。

今後も継続して授業の実施と次年度用の教材作成
を行う。

小学校3･4年生用、5･6年生用、中学生用の副読本の作成による、学校における環境教育の推進

88 ごみ減量・３Ｒ啓発市民セミナー 環境局 家庭ごみ減量課 ―

環境局事業部
家庭ごみ減量課
《電話》06－6630-3259
《Fax》06－6630-3581

大阪市のごみ減量について考
え、実践につなげる手立ての議
論を深めるため、市民参加のも
と、ごみ減量・３Ｒ啓発市民講演
会を開催しています。

　市民の参加により、ごみの減量や３Ｒを身近な取組みとして働きかけ
る様々な施策を展開し、市民との協働のもとに大阪市全体でごみの減
量・３Ｒの推進に取り組む

今後とも、市民と協働して、ごみ減量・３Ｒの推進に
取り組んでいく。

　市民の参加のもと、大阪市のごみ減量、分別について考え、実践につなげる手立ての議論を深め
るためのごみ減量・３Ｒ啓発講演会・学習会や食品ロスを削減するための３きり(使い切り・食べき
り・水きり)を大人から子どもまで、自らが実践しながら学ぶ調理の工夫で食品ロスを減らす料理や、
ごみとして捨てるものを活用したリサイクル工作教室、幼少期からごみ減量の大切さを理解してもら
うことで、家庭を通じた環境意識の醸成や将来世代としての意識定着を促進を図ることを目的とし
た、出前授業(体験学習)等を実施する。
　●令和３年度実績　市民対象 109回  4,496名

89 ごみ減量・３Ｒ啓発市民見学会 環境局 家庭ごみ減量課 ―

環境局事業部
家庭ごみ減量課
《電話》06－6630-3259
《Fax》06－6630-3581

ごみ焼却工場やリサイクル施設
の見学を通して、市民の皆さん
に分別の必要性やリサイクルの
流れの理解を深めてもらうことを
目的としてバスツアーを実施して
います。

　市民・事業者の参加により、ごみの減量や３Ｒを身近な取組みとして
働きかける様々な施策を展開し、市民・事業者との協働のもとに大阪
市全体でごみの減量・３Ｒの推進に取り組む。

　ごみ減量・３Ｒ啓発市民見学会を実施し、市民・事
業者と協働して、ごみ減量・３Ｒの推進に取り組ん
でいく。

　本市では、分別収集した資源ごみ・容器包装プラスチックを、リサイクル処理しているが、市民か
ら分別収集した資源ごみが、どのようにリサイクルされているのかとの質問を多く寄せられている。
本事業は、広く市民に、ごみの焼却処理やリサイクルの流れを見学してもらい、分別の必要性や本
市のリサイクルの流れについての理解を深めていただき、ごみ減量・３Ｒをより一層推進していくた
め、ごみ焼却工場やリサイクル施設の見学会を実施する。
　●令和３年度実績　なし

91 市民消防教室・消防体験教室 消防局 予防課
https://www.city.os
aka.lg.jp/shobo/pag
e/0000431164.html

大阪市消防局予防課
《電話》06-4393-6334
《Fax》06-4393-4580

　防火・防災を実践的に学ぶ体
験型研修です。希望者に対して
大阪市消防局高度専門教育訓
練センターにおいて実施するも
のです。

火災や地震などの災害に備えるため、市民や自主防災組織、事業所
を対象とした「より高度で実践的な防災知識・技術を習得するための
講習」を、高度専門教育訓練センターにおいて実施し、地域の防災力
の向上を図る。

今後も研修内容の拡充を図り、市民の災害対応力
の強化に努める。

《事業の概要》
　　①実施回数：年25回（消防体験教室14回　市民消防教室11回）
　　②対象：受講希望する市内事業所、市内在住、在勤、在学者
　　③実施場所：高度専門教育訓練センター
　　④内容：消防体験教室（３時間～２日間）
　　　　　　　＝市内の事業所や自主防災組織に対して必要な防火・防災の技術を習得させるため様々な
 　　　　　　　　カリキュラムを受講者側と調整して実施する。
　　　　　　　市民消防教室（３時間）
　　　　　　　＝大阪市在住、在勤、在学の者に対し、防火・防災を学ぶため暗中、煙中体験、消火、避難
　　　　　　　　 訓練等様々な実技訓練を実施する

92 春・秋の火災予防運動に伴う事業 消防局 予防課 ―

大阪市消防局予防課

《電話》06-4393-6332
《Fax》06-4393-4580

　全市一斉に効果的な防火・防
災意識の啓発を図り、火災の発
生を防止するため、死傷事故や
財産の損失を防ぎ、安全で明る
く住みやすい生活環境を確保す
ることを目的に実施しています。

全市一斉に効果的な防火・防災意識の啓発を図り、火災の発生を防
止するため、死傷事故や財産の損失を防ぎ、安全で明るく住みやすい
生活環境を確保することを目的とする。

火災予防普及啓発事業を通じて、一人でも多くの
市民が防火・防災について正しい知識を習得し、初
期消火、避難誘導の技能の向上を図り、市民一人
ひとりが自主防火・防災意識を高めることにより安
全なまちづくりを達成する。

　①実施時期　　春の火災予防運動　　３月１日から　７日までの１週間
　　　　　　　　　　  秋の火災予防運動　 11月９日から15日までの１週間
　②対象　　　　　市民等
　③実施場所　　大阪市内全域
　④内容　　　　　防火・防災意識の啓発
　　　　　　　　　　　１．防火ポスター、啓発資材等を活用した防火・防災意識の向上
　　　　　　　　　　　２．防災学習用資器材（訓練用消火器、煙体験、地震体験車等）
　　　　　　　　　　　　　を活用した体験を実施
　　　　　　　　　　　３．防火防災講演会、研修会、防火の集い等の啓発行事の開催
　⑤令和３年度実績（参加者数等）
　　　　　　　　　　 参加者　　計183,684人

大阪市消防局
救急部救急課
《電話》06-4393-6633
《Fax》06-4393-4750

大切な生命を助けるために、AEDの使用方法
を含めた応急手当の講習会を開催していま
す。
○　普通救命講習Ⅰ（３時間　無料）
呼吸や心臓が止まったときに大切な「AEDの使
い方」を含む心肺蘇生法を学んでいただく講習
で、主に成人に対する処置の方法を学んでい
ただきます。
○　普通救命講習Ⅱ（４時間　無料）
普通救命講習Ⅰの内容に、心肺蘇生法に関す
る筆記と実技の試験が加わったもので、一定
の頻度で心停止者に対し応急の対応をするこ
とが期待・想定される方を対象とした講習で
す。
○　普通救命講習Ⅲ（３時間　無料）
呼吸や心臓が止まったときに大切な「AEDの使
い方」を含む心肺蘇生法を学んでいただく講習
で、主に乳児及び小児に対する処置の方法を
学んでいただきます。
○　救命入門コース（90分コース、45分コース
無料）
小学校高学年の方(概ね10歳以上)、普通救命
講習の受講希望はあるが講習時間が取れない
方等を対象とした、胸骨圧迫とAEDの使い方を
中心に学んでいただく講習です。なお、45分
コースにあっては訓練資器材を充実させた場
合のみ実施可能ですので、事前に各消防署に
ご相談ください。
○　上級救命講習（８時間　無料）
普通救命講習の内容に、やけど、骨折に対す
る応急手当等を加えた講習です。
○　応急手当普及員講習（24時間　無料）
地域の住民や事業所の従業員等に対して行
う、普通救命講習の指導要領を学んでいただく
講習です。
○　応急手当普及員再講習（３時間　無料）
応急手当普及員の方が応急手当の指導技能
の維持向上を図るための講習です。

傷病者の救命効果の向上を図るためには、救急隊到着までにバイスタンダーが応急手当
をすぐに行うことが重要で、その後の救急隊や医療機関での救命処置の効果を高め、傷
病者の回復に大きく影響してくる。また、大災害時における市民の自主救護能力の向上の
ためにも、応急手当に関する知識と技術の普及を図ることを目的とする。

　大阪市では毎年約2,800人の方が心肺機能停止により救急車で
病院搬送されている。
　これらの方を一人でも多く救うためにはバイスタンダー（そばに
居合わせた人）による応急手当が重要である。
　いざという時に勇気ある一歩を踏み出して応急手当を実施でき
る市民が増えることが「災害に強いまち・安全な都市」につながる
ことから、応急手当の普及啓発について今後も継続して実施して
いく。

総務省消防庁において、全国統一的な応急手当に関する講習会等の基準を策定したことに伴い、平成６年度からこの基準に
沿った講習会を実施している。なお、平成17年度からは、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用方法を含めた心肺蘇生法の講習
を行っている。
　令和４年３月末までの受講者　延べ1,232,779人　（令和３年度受講者23,717人）
○　普通救命講習Ⅰ（３時間　無料）
心肺蘇生法及び大出血時の止血法を指導する講習で、主に成人に対する心肺蘇生法を指導する講習
○　普通救命講習Ⅱ（４時間　無料）
心肺蘇生法及び大出血時の止血法を指導する講習で、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心肺停止者に対し応
急の対応をすることが期待・想定される者（以下「一定頻度者」という。）を対象とする講習
○　普通救命講習Ⅲ（３時間　無料）
心肺蘇生法及び大出血時の止血法を指導する講習で、主に小児、乳児、新生児に対する心肺蘇生法を指導する講習
○　救命入門コース（90分コース、45分コース　無料）
小学校高学年の方(概ね10歳以上)、普通救命講習の受講希望はあるが講習時間が取れない方等を対象とした、胸骨圧迫と
AEDの使い方を中心とする講習。なお、45分コースは訓練資器材を充実させた場合のみ実施可能なため、事前に各消防署へ
相談が必要。
○　上級救命講習（８時間　無料）
普通救命講習の内容に、やけど、骨折に対する応急手当等を加えた講習。
○　応急手当普及員講習（24時間　無料）
地域の住民や事業所の従業員等に対して行う、普通救命講習の指導要領を学ぶ講習。
○応急手当普及員再講習（３時間　無料）
失効前に応急手当普及員再講習を受講した者については、さらに３年間有効とし、それ以降も同様とする。
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応急手当の
普及啓発事業

消防局 救急課
https://www.city.osaka.lg.j
p/shobo/page/000042809
2.html
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94 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 ―

大阪市立総合生涯学習
センター
《電話》06-6345-5000
《Fax》06-6345-5019

大阪市立阿倍野市民学
習センター
《電話》06-6634-7951
《Fax》06-6634-7954

大阪市立難波市民学習
センター
《電話》06-6643-7010
《Fax》06-6643-7050

現代的・社会的課題や大阪市の
行政課題を学習内容として、市
民の方に講座を実施していま
す。

市民の方に、現代的・社会的課題や行政課題の学習機会を提供する
ため、平成５年度より実施している。(ネットワーク型市民セミナーは平
成１８年度より実施。）
※ネットワーク型市民セミナー⇒大阪市の部局と「総合生涯学習セン
ター・市民学習センター」が、ネットワーク（協働等）を組み取り組むセミ
ナー。

継続して実施する。

      ①対　　  象：原則として市内在住・在勤・在学の方
　　　②実施場所：総合生涯学習センター、阿倍野市民学習センター、
　　　　　　　　　　　　難波市民学習センター
　　　③内容（一例）：「これからの働き方・求められる職場の環境とは」　（市民局　雇用女性活躍推
進課）
　
　　　④令和3年度実績
                    講座数（うちネットワーク型） 　　延参加者数(うちネットワーク型)
　　　　総　 合   　 3講座（　3講座）             　  　　   260名(  260名)
　　　　阿倍野      5講座（　5講座）　　                    217名(　217名)
　　　　難   波      5講座（  5講座）                      　150名(150名）
　
　　　　合　 計　　13講座（13講座）　　　　　　　  　　　627名（627名）

95 視聴覚ライブラリー 教育委員会事務局 生涯学習担当

https://www.manabi
.city.osaka.lg.jp/ww
w/toppage/0000000
000000/APM03000.
html

総合生涯学習センター
管理課
《電話》06-6345-5000
《Fax》06-6345-5019

社会教育団体や学校などでの研
修や学習活動に利用いただくた
めの視聴覚教材を収集し、貸出
を行います。

視聴覚機器・教材を収集・保管し、教育・学習活動のために、市内の
学校や社会教育関係団体、保育所、幼稚園などに貸し出しを行なう。

・視聴覚教材のリストを作成し、教材活用方法も紹
介する。
・視聴覚教材の利用を促進するため、新着ビデオ
やおすすめビデオの紹介記事を発信していく。

令和３年度実績：
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　保有総数　 　　利用件数　　利用団体数　　利用人数
16ミリ映画フィルム 　　　　　　　　887　　　　　　 　　43　　 　　　　12　　 　　　　  　817
ビデオテープ、DVD       　  　   3,176　 　　   　    453　 　　     180　　        　20,934
　　　　　   計　　　　 　　   　  　    4,063  　　　　  　 496　　   　    192          　　21,751

https://www.manabi.city.osaka.lg.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html
https://www.manabi.city.osaka.lg.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html
https://www.manabi.city.osaka.lg.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html
https://www.manabi.city.osaka.lg.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html
https://www.manabi.city.osaka.lg.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html


②講師派遣・出前講座の実施

番号 令和3年度の状況

事業名（施設名） 所属 担当 ＨＰアドレス 問合せ先 事業の概要 趣旨・目的、事業計画、実施実績

96
区役所における
職員出前講座

各区役所にお問合せくださ
い。

区役所の取り組みや、暮らしに
役立つ知識・情報などについ
て、区役所職員等が訪問し説
明いたします。

■区役所における職員出前講座

《趣旨・目的》
区民の方々に区政への理解を深めていただくために、区役所をはじめとする行政機関の職員が、直接区
民のもとに出向き、区役所における取組みや暮らしに役立つ知識・情報等について説明、解説することに
より、区民の行政課題等への理解を促進する。

《事業の概要》　※区によって異なる。
    1 実施時期　毎週月～金曜の午前10時～午後8時の2時間以内（祝日・年末年始は除く）
    2 対　　象　　区内に在住、在勤または在学するおおむね10人以上で構成された
　　　　　　　　　　　団体・グループ
    3 実施場所　区内の会場（申込者が確保）
    4 講　　師　　区役所職員、保健福祉センター職員等
    5 費　　用　 無料（材料費や資料代など実費が必要な場合あり）
    6 申　　込　 出前講座メニューの中から希望する講座を選択し、申し込む。
    7 内　　容　 地域アクションプラン、健康講座、在宅高齢者サービス、介護保険制度、
                     食中毒の予防について、国民健康保険料の減免、国民年金について　等

北区役所 総務課
http://www.city.osaka.lg.jp/kita
/page/0000001122.html

北区役所総務課
《電話》06-6313-9546
《Fax》06-6362-3821

キタ・北・講座
《実施状況》
  北区 「キタ・北・講座」    開始年度：平成19年度　　　30テーマ
                                       令和３年度実績：実施件数２件　述べ参加者数70名   １テーマ

都島区役所 総務課（政策企画）
http://www.city.osaka.lg.jp/miya
kojima/page/0000018762.html

都島区役所総務課（政策企
画）
《電話》06-6882-9683
《Fax》06-6882-9787

都島区出前講座
 都島区出前講座
　・開始年度：平成19年度　24テーマ　（令和3年度　31テーマ）
　・令和3年度実績：実施件数  18件　参加者数　約402名

福島区役所
企画総務課
（総務）

http://www.city.osaka.lg.jp/fuku
shima/page/0000307635.html

福島区役所企画総務課
（総務）
《電話》06-6464-9625
《Fax》06-6462-0792

福島区出前講座

  福島区出前講座    開始年度：平成20年度     40テーマ（福島消防署出前講座含む）
                           令和３年度　30テーマ（福島消防署出前講座含む）
                           令和３年度実績：実施件数37件　参加者数    562名

此花区役所 総務課
http://www.city.osaka.lg.jp/kon
ohana/page/0000024677.html

此花区役所総務課
《電話》06-6466-9625
《Fax》06-6462-0942

此花区役所出前講座
「この花亭」

此花区役所出前講座「この花亭」
　　開始年度：平成17年度（35テーマ）
　　令和３年度実績（41テーマ） （此花消防署・弁天町市税事務所の出前講座含む）
　　令和３年度実施件数３件　参加者数85名

中央区役所 総務課
http://www.city.osaka.lg.jp/chu
o/page/0000000605.html

中央区役所総務課（総務グ
ループ）
《電話》06-6267-9625
《Fax》06-6264-8283

中央区役所出前講座
《中央区の実施状況》
　　　　　　　   開始年度：平成18年度　　20テーマ
                  令和３年度実績：実施件数11件　延べ参加者数658名

西区役所 総務課（総務）
http://www.city.osaka.lg.jp/nishi
/page/0000027531.html

西区役所総務課
《電話》06-6532-9625
《Fax》06-6538-7316

西区役所出前講座
西区役所出前講座 開始年度：平成19年度  19講座(弁天町市税事務所講座含む）
　 令和３年度実績：実施件数16件　参加者数 197名

基本情報

http://www.city.osaka.lg.jp/kita/page/0000001122.html
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/page/0000001122.html
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/page/0000018762.html
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/page/0000018762.html
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/page/0000018762.html
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushima/page/0000307635.html
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushima/page/0000307635.html
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushima/page/0000021445.html
http://www.city.osaka.lg.jp/konohana/page/0000024677.html
http://www.city.osaka.lg.jp/konohana/page/0000024677.html
http://www.city.osaka.lg.jp/chuo/page/0000000605.html
http://www.city.osaka.lg.jp/chuo/page/0000000605.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishi/page/0000027531.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishi/page/0000027531.html


港区役所
総務課（総合政策・
公民地域連携）

http://www.city.osaka.lg.jp/mina
to/page/0000318613.html

港区役所総務課（総合政
策・公民地域連携）
《電話》06-6576-9683
《Fax》06-6572-9511

港区出前講座
  港区出前講座　　開始年度：平成19年度　　16テーマ
　　　　　　　　　　　　令和3年度　42テーマ
　　　　　　　　　　　　令和3年度実績：実施件数 3件　参加者数 53名

大正区役所 総務課
http://www.city.osaka.lg.jp/tais
ho/page/0000069120.html

大正区役所総務課
《電話》06-4394-9975
《Fax》06-6553-1981

大正区役所出前講座
  大正区役所出前講座    開始年度：平成19年度　16テーマ（令和３年度25テーマ）
                      令和３年度実績：実施件数　２件　参加者数　55名

天王寺区役所
企画総務課（事業戦
略室）

http://www.city.osaka.lg.jp/tenn
oji/page/0000001077.html

天王寺区役所企画総務課
（事業戦略室）
《電話》06-6774-9683
《Fax》06-6772-4904

天王寺区出前講座
  天王寺区出前講座    開始年度：平成20年度　　34テーマ（消防署・警察署の出前講座含む）
　　　　　　　　　令和３年度　実績：　実施件数　39件　参加者数　1,876名

浪速区役所 総務課
http://www.city.osaka.lg.jp/nani
wa/page/0000017100.html

浪速区役所総務課
《電話》06-6647-9625
《Fax》06-6633-8270

浪速区役所出前講座
  浪速区役所出前講座　　　開始年度：平成19年度　　21テーマ
　　　　　　　　　令和３年度実績 ： 実施件数１件　参加者数９名

西淀川区役所 総務課
http://www.city.osaka.lg.jp/nishi
yodogawa/page/0000000087.ht
ml

西淀川区役所総務課
《電話》06-6478-9625
《Fax》06-6477-0635

西淀川区役所出前講座
  西淀川区役所出前講座　　　開始年度：平成18年度　　24テーマ
                           令和3年度実績：実施件数26件　参加者数839名

淀川区役所 総務課
https://www.city.osaka.lg.jp/yo
dogawa/page/0000022836.html

淀川区役所総務課
《電話》06-6308-9989
《Fax》06-6885-0534

出前講座「なるほど！よどがわ
座」

  淀川区役所出前講座「なるほど！よどがわ座」　　　開始年度：平成20年度　　19テーマ
　令和３年度実績：実施件数43件　　5テーマ   参加者数　4,174名

東淀川区役所出前講
座「まいど！東淀川こ
ぶし隊」

東淀川区役所 総務課
http://www.city.osaka.lg.jp/higa
shiyodogawa/page/0000000133.
html

東淀川区役所総務課
（総合企画）
《電話》06-4809-9683
《Fax》06-6327-1920

東淀川区役所出前講座
「まいど！東淀川こぶし隊」

東淀川区役所出前講座「まいど！東淀川こぶし隊」　　開始年度：平成18年度　　23テーマ
令和3年度実績：実施件数  3件　  参加者数  30名　　18テーマ

東成区役所 総務課
http://www.city.osaka.lg.jp/higa
shinari/page/0000046745.html

東成区役所総務課
《電話》06-6977-9683
《Fax》06-6972-2732

”出るなり～”
東成区役所職員出前講座

  東成 「”出るなり～”　東成区役所職員出前講座」　　　開始年度：平成17年度　　18テーマ
                           令和3年度実績：実施件数 0件　参加者数   0名

生野区役所 企画総務課
http://www.city.osaka.lg.jp/ikun
o/page/0000025727.html

生野区役所企画総務課
《電話》06-6715-9683
《Fax》06-6717-1160

いくみん出前講座
  生野 「いくみん出前講座」　　　開始年度：平成19年度
　　　　　　　　　令和3年度実績：44テーマ　実施件数1件

旭区役所 総務課
https://www.city.osaka.lg.jp/asa
hi/page/0000017777.html

旭区役所総務課
《電話》06-6957-9625
《Fax》06-6952-3247

旭区職員出前講座
「とび出せ！旭区役所」

  旭区職員出前講座「とび出せ！旭区役所」    開始年度：平成19年度　　27テーマ
　　　　　　　　　令和３年度実績：実施件数９件　参加者数93名

城東区役所 総務課
https://www.city.osaka.lg.jp/jot
o/page/0000016067.html

城東区役所総務課
《電話》06-6930-9625
《Fax》06-6932-0979

城東区役所出前講座
「あーらよ♪出前一庁」

　城東区役所出前講座「あーらよ♪出前一庁」　開始年度：平成18年度　　28テーマ
令和３年度実績：　31テーマ　実施件数0件　参加者数0人

http://www.city.osaka.lg.jp/minato/page/0000318613.html
http://www.city.osaka.lg.jp/minato/page/0000318613.html
http://www.city.osaka.lg.jp/taisho/page/0000069120.html
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http://www.city.osaka.lg.jp/naniwa/page/0000017100.html
http://www.city.osaka.lg.jp/naniwa/page/0000017100.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000000087.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000000087.html
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http://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/page/0000000133.html
http://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/page/0000000133.html
http://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/page/0000000133.html
http://www.city.osaka.lg.jp/higashinari/page/0000046745.html
http://www.city.osaka.lg.jp/higashinari/page/0000046745.html
http://www.city.osaka.lg.jp/ikuno/page/0000025727.html
http://www.city.osaka.lg.jp/ikuno/page/0000025727.html
https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/page/0000017777.html
https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/page/0000017777.html
https://www.city.osaka.lg.jp/joto/page/0000016067.html
https://www.city.osaka.lg.jp/joto/page/0000016067.html


鶴見区役所 総務課
http://www.city.osaka.lg.jp/tsur
umi/page/0000001085.html

鶴見区役所総務課
《電話》06-6915-9625
《Fax》06-6913-6235

鶴見区出前講座
　鶴見区役所出前講座　   開始年度：平成19年度　　21テーマ
                                                   令和３年度　　15テーマ
                           令和３年度実績：実施件数  3件　参加者数 69 名

阿倍野区役所

保健福祉課
（保健活動）
（地域保健）

市民協働課
（市民協働）

市民協働課
（市民協働）
（空家）

http://www.city.osaka.lg.jp/abe
no/page/0000015742.html

阿倍野区役所保健福祉課
（保健活動）
《電話》06-6622-9968
《Fax》06-6629-1349
阿倍野区役所保健福祉課
（地域保健）
《電話》06-6622-9973
《Fax》06-6629-1349
阿倍野区役所
市民協働課（市民協働）
《電話》06-6622-9734
《Fax》06-6621-1412
市民協働課（市民協働）
《電話》06-6622-9787
《Fax》06-6621-1412
(空家)

阿倍野区出前講座

　阿倍野区出前講座　令和３年度実績

　＜地域保健・保健活動＞
　実施件数１回（オンライン開催）　参加者数：20名

　＜防災＞
　　実施件数：４件　参加者数名：131名
　（講座内容）
　・第一生命職員向け防災出前講座　1件　参加者26名
　・松虫２丁目南町会防災出前講座 1件　参加者5名
　・阿倍野日本語読み書き教室防災出前講座  3件　参加者100名

住之江区役所 協働まちづくり課
http://www.city.osaka.lg.jp/sumi
noe/category/3420-14-0-0-0-
0-0-0-0-0.html

住之江区役所協働まちづく
り課
《電話》06-6682-9974
《FＡＸ》06-6682-9794

住之江区出前講座
　住之江区出前講座
　　令和３年度実績：防犯：防災出前講座９件　参加者数1319名

住吉区役所 地域課
http://www.city.osaka.lg.jp/sumi
yoshi/page/0000023928.html

住吉区役所地域課
《電話》06-6694-9840
《Fax》06-6692-5535

住吉区出前講座
「すみちゃんのお話」

住吉区出前講座「すみちゃんのお話」    開始年度：平成19年度　34テーマ（現在22テーマ）
令和3年度実績：実施件数 2件　参加者数 50名

東住吉区役所 総務課
https://www.city.osaka.lg.jp/hig
ashisumiyoshi/page/000003205
8.html

東住吉区役所総務課
《電話》06-4399-9683
《Fax》06-6629-4533

東住吉区出前講座
東住吉区出前講座   　開始年度：平成18年度（26テーマで開始、平成29年2月より11テーマ）
   令和３年度実績：実施件数０件　参加者数０名

平野区役所 総務課
http://www.city.osaka.lg.jp/hira
no/page/0000024305.html

平野区役所総務課
《電話》06-4302-9631
《Fax》06-6700-0190

平野区役所出前講座

　平野区出前講座    開始年度：平成20年度　　10テーマ
                                令和３年度　実施件数19件　参加者数126名
                    　　　　   ※食生活について
　　　　　　　　　　　　　　 テーマ「離乳食・幼児食に関する講話と個別相談」

西成区役所 市民協働課
http://www.city.osaka.lg.jp/nishi
nari/page/0000230307.html

西成区役所市民協働課
《電話》06-6659-9734
《Fax》06-6659-2246

にしなり防災出前講座
西成区防災出前講座　開始年度：平成20年度
　
　　　　　　　　　　　令和3年度実績：実施件数5件　　参加者数282名

http://www.city.osaka.lg.jp/tsurumi/page/0000001085.html
http://www.city.osaka.lg.jp/tsurumi/page/0000001085.html
http://www.city.osaka.lg.jp/abeno/page/0000015742.html
http://www.city.osaka.lg.jp/abeno/page/0000015742.html
http://www.city.osaka.lg.jp/abeno/page/0000015742.html
http://www.city.osaka.lg.jp/suminoe/category/3420-14-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/suminoe/category/3420-14-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/suminoe/category/3420-14-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000023928.html
http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000023928.html
http://cms2.city.osaka.lg.jp/kanri/seisaku/contents_detail.php?frmId=32058&c=40&mod=0&hidA=1
http://cms2.city.osaka.lg.jp/kanri/seisaku/contents_detail.php?frmId=32058&c=40&mod=0&hidA=1
http://cms2.city.osaka.lg.jp/kanri/seisaku/contents_detail.php?frmId=32058&c=40&mod=0&hidA=1
http://www.city.osaka.lg.jp/hirano/page/0000024305.html
http://www.city.osaka.lg.jp/hirano/page/0000024305.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishinari/page/0000230307.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishinari/page/0000230307.html
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97
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
http://www.creo-
osaka.or.jp/index.ht
ml

クレオ大阪中央
《電話》06-6770-7200
《Fax》06-6770-7705

クレオ大阪子育て館
《電話》06-6354-0106
《Fax》06-6354-0277

クレオ大阪西
《電話》06-6460-7800
《Fax》06-6460-9630

クレオ大阪南
《電話》 06-6705-1100
《Fax》 06-6705-1140

クレオ大阪東
《電話》 06-6965-1200
《Fax》 06-6965-1500

地域における男女共同参画を推
進するため、各館担当区におい
て積極的に地域の男女共同参画
の推進をテーマとした出前講座
を実施します。

地域における男女共同参画を推進するため、各館担当区において積
極的に地域の男女共同参画の推進をテーマとした出前講座を実施す
る。

引き続き、各館担当区において積極的に地域の男
女共同参画の推進をテーマとした出前講座を実施
する。

「地域出前セミナー」
①令和３年度実績
中央館：実施回数9　のべ受講者数157
子育て活動支援館：実施回数10　のべ受講者数257
西部館：実施回数９　のべ受講者数324
南部館：実施回数13　のべ受講者数865
東部館：実施回数10　のべ受講者数117

②実施内容（代表的なテーマ）
ワーク・ライフ・バランス
デートDV
子育て応援
アンガーマネジメント
終活・エンディングノート
防災と減災（地域防災、家庭でできる防災備蓄）
メンタルヘルス
SDGs
性感染症の予防

98 地域こども体験学習事業 こども青少年局
青少年課
（放課後事業グループ）

http://www.kodomo
-kirakira.com/

こども青少年局企画部
青少年課
（放課後事業グループ）
《電話》06-6208-8161
《Fax》06-6202-2710

各地域でこどもの健全育成に関
わる大人（団体）を対象に、こども
への関わり方に関する知識・技
術と、こども向け体験学習プログ
ラムの習得についての研修を実
施し、各地域が自らの力でこども
たちに体験学習する機会を提供
できるよう支援するとともに、こど
もたちの心身の成長を促す体験
学習の意義や重要性を広く市民
に啓発することにより、各地域に
おけるこどもの健全育成にかか
る機運の向上と活性化を図り、こ
どもたちの生きる力を育成しま
す。

地域におけるこどもの体験活動の活性化を図ることにより、こどもたち
の「生きる力」を育むとともに地域の教育力の向上につなげる。

・「こどもたいけん＆おとなミニ研修」プログラム
　地域の大人（団体）がこどもへの関わり方に関する知識・技術を学ぶ「おとなミニ研修」と、実際にこ
どもたちが自然体験、文化体験、ものづくり体験などの多様な体験ができる「こどもたいけん」のメ
ニューを多数用意し、幼児から小・中学生および保護者等で構成され活動する地域の団体に、無料
で講師の派遣を行う。催し全体の運営は各団体・グループにお願いし、講師との日程調整などは事
務局が行う。

・啓発プログラム
　こどもたちの心身の成長を促す体験学習の意義や重要性を啓発するため、区、校区など幅広く地
域のこどもとおとなを対象とするイベント・行事や、こどもの健全育成に関わる事業等に対して、無料
で講師の派遣を行う。催し全体の運営は各団体・グープにお願いし、講師との日程調整などは事務
局が行う。

・令和3年度実績
　　こどもたいけん　　   33回　延べ参加人数　　1,972人
　　おとなミニ研修 　　   35回　 延べ参加人数　　295人
　 　啓発プログラム 　    0回　延べ参加人数　    0人

99 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）

http://www.city.osa
ka.lg.jp/toshiseibi/p
age/0000256544.ht
ml

大阪市都市整備局市街
地整備部住環境整備課
防災・耐震化計画グ
ループ
《電話》06-6208-9622
《Fax》06-6202-7025

木造戸建住宅を中心とした住ま
いの地震対策や地震に関する知
識について、建築の専門家が出
向き、わかりやすく説明します。
ご希望の方には個別相談も実施
します。

木造戸建住宅を中心とした住まいの地震対策や地震に関する知識に
ついて、建築の専門家が出向き、わかりやすく説明
ご希望の方には個別相談も実施

市民の耐震化に関する意識や知識を向上させるた
め、大阪市耐震改修支援機構と連携した効果的な
情報提供を行い、民間住宅の耐震化を促進する。

◇対象
大阪市内に木造住宅を所有されている方を中心とした１０人以上のグループ
◇実施日時
原則として、月曜日から金曜日（祝日、年末年始を除く）の午前９時から午後９時まで
所要時間は、１時間から２時間程度（個別相談を除く）
◇実施場所
大阪市内の地域集会所など（申込者で用意）
◇講師
大阪市耐震改修支援機構のメンバーなど
◇申込方法
ＦＡＸもしくは電話（講座開催希望日の１ヶ月前まで）
その後、代表者の方と開催日時や講座内容について調整
◇費用
無料（希望されるテーマにより材料代や資料代などが必要な場合あり）

《令和３年度実績》
０回

100 緑化相談 建設局
公園緑化部調整課（企
画運営担当）

―

建設局
大阪城公園事務所
(06)6941-1144
真田山公園事務所
(06)6761-1770
八幡屋公園事務所
(06)6571-0552
長居公園事務所
(06)6691-7200
扇町公園事務所
(06)6312-8121
十三公園事務所
(06)6309-0008
鶴見緑地公園事務所
(06)6912-0650

各公園事務所で植物・園芸に関
する相談をおこなっています。ま
た、花と緑の相談車（ひふみ号）
が市内各所を周り緑化ＰＲや講
習会・園芸相談を実施していま
す。

民有地緑化・まちの花飾りの促進など、都市緑化の推進。
区役所と連携し、緑化相談・緑化講習会を継続実施
する。

都市緑化技術に関する情報提供や緑化講習会の開催など、緑化に関する技術指導や相談会を行
う。
令和３年度も、区役所と公園事務所が連携し、区役所・区民ホールなどで区レベルでの緑化相談や
緑化講習会を実施した。
また、地域団体等からの依頼に応じて地域の集会所、公園等でも緑化相談や緑化講習会を実施し
た。

令和３年度実績
・緑化講習会　139回　緑化相談　45回　技術支援　187回
　さらに、当局所管の中型バス（ひふみ号）を市内の各公園へ運行し、公園内で緑化相談や緑化講
習会を実施した。
・バス運行　９回

101 水環境学習会 環境局
環境管理課（水環境保
全グループ）

○水環境のイベント
http://www.city.osa
ka.lg.jp/kankyo/pag
e/0000193768.html

環境局環境管理部
環境管理課
水環境保全グループ
《電話》06-6615-7984
《Fax》06-6615-7949

大阪市内を流れる川のきれいさ
を色で視覚的に判別できるパック
テストや、海洋プラスチックごみ
問題についてパワーポイント等を
用いてわかりやすく説明します。

「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」実行計画に基づき、大阪市内河川
のきれいさや水生生物の豊かさなどの水環境に関する啓発及び海洋
プラスチックごみ問題についての啓発を目的とする。

継続して実施する。

〇大阪市出前講座（平野区）
加美小学校ふれあい広場において、６年生に対し市内河川の水質実験や海洋プラスチックごみ問
題に関する講座を実施
令和３年11月13日（土曜日）　参加者64名

〇大阪市出前講座（住之江区）
敷津浦小学校授業において、４年生に対し市内河川の水質実験や海洋プラスチックごみ問題に関
する講座を実施
令和４年１月18日（火曜日）　参加者63名

基本情報 令和3年度の状況

http://www.creo-osaka.or.jp/index.html
http://www.creo-osaka.or.jp/index.html
http://www.creo-osaka.or.jp/index.html
http://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000305938.html
http://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000305938.html
http://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000256544.html
http://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000256544.html
http://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000256544.html
http://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000256544.html


102 生活の中の化学物質 環境局 化学物質対策Ｇ

➀大阪市出前講座
https://www.manabi
.city.osaka.lg.jp/yoya
ku/DeliverylectureD
etailInfo.html?cont=
444

②夏休み親子講座
の開催
（準備中）

環境局環境管理部
環境管理課
化学物質対策グループ
《電話》06-6615-7988
《Fax》06-6615-7949

普段の生活で何気なく利用して
いる化学物質を中心に、知って
おきたい正しい「リスク」や「付き
合い方」についてお話します。

市民に、身の回りの化学物質についてわかりやすく説明し、理解しても
らうことにより、化学物質に関する知識を日常生活に活用してもらうこと
を目的とする。 継続して実施する。

➀大阪市出前講座
申込のあった団体・市民ｸﾞﾙｰﾌﾟ等に対し参加型の講習会を開催。
令和３年度実績
令和３年11月18日（木）エルズカレッジおおさか52人
令和４年２月４日（金）大阪府高齢者大学25人※
　　※高齢者大学において新型コロナウイルス感染者の増加のため、中止となった。

②夏休み親子講座の開催
大阪市総合生涯学習センターと協働で、申し込みのあった親子に対し参加型の講座を開催。
令和３年８月５日（木） ～６日（金）参加者12組※
　　※新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言発令のため中止となった。

103 防災勉強会への講師派遣 消防局 予防課 ―
市内各消防署において
実施

　事業所の防火管理者や地域の
住民等を対象とする防火防災講
演会、防火教室に講師を派遣
し、防火・防災に関する知識の普
及啓発を図っています。

事業所の防火管理者や地域の住民等を対象とする防火防災講演会、
防火教室に講師を派遣し、防火・防災に関する知識の普及啓発を図
る。

今後も引き続き、事業所の関係者や住民に対し、地
域に密着した啓発を行っていく。

事業所の防火管理者や地域の住民等を対象に防火防災講演会、防火教室を開催する。
≪令和３年度実績≫
・防火防災講演会　　　 　　26回開催（ 1,349名）
・防火研修会・懇談会　　 920回開催（20,627名）
・防火教室　　　　　　   　  370回開催（21,382名）

104 出前水道教室 水道局 総務課
https://suido-
kinenkan.jp/group.ht
ml

水道記念館
《電話》06－6320-2874

「高度浄水処理」をはじめとする
水づくりの仕組みをお伝えする、
体験型実験を交えた出前講座で
す。

主に小学校に出張し、水道に関する実験など体験型授業を行い、高度
浄水処理をはじめとする水づくりの仕組みや水源保全の大切さ、日常
生活における水道の役割等広く水道事業への理解を深めるとともに、
学校活動の一助として行っている。主な対象は小学４年生であるが、
一般の受付も行っている。

引き続き実施

①実施時期　５月～３月
②対象　小学校を主とした各種団体
③実施場所  市内小学校等
④内容　小学校等への出張授業
⑤令和３年度実績：130件、7,810人
　　　　　　　　　　　　　　　内訳　市内小学校：120校（件）、6,706人
                    　　　　　　　　　　その他：10件、1,104人

105 浄水場見学 水道局 総務課
https://suido-
kinenkan.jp/group.ht
ml

水道記念館
《電話》06－6320-2874

水道の歴史や、浄水場内の見学
をとおして、「高度浄水処理」をは
じめとする水づくりの仕組みをお
伝えします。

浄水場構内を見学し、高度浄水処理をはじめとする水づくりの仕組み
や水源保全の大切さ、日常生活における水道の役割や水道の歴史等
広く水道事業への理解を深めるとともに、学校活動の一助として行って
いる。主な対象は小学４年生であるが、一般の受付も行っている。

引き続き実施

①実施時期　年間を通じて行う
②対象　小学校を主とした各種団体
③実施場所　浄水場構内
④内容　浄水場構内案内
⑤令和３年度実績：142件、3,748人
 　　　　　　　　　　　　　　 内訳　市内小学校：114クラス（件）、3,501人
　　　　　　　　　 　 　　　　　　　　その他：28件、247人

106 大阪市出前講座 教育委員会事務局 生涯学習担当

https://www.manabi
.city.osaka.lg.jp/ww
w/toppage/0000000
000000/APM03000.
html

大阪市立総合生涯学習
センター
企画推進課
《電話》06-6345-5004
《Fax》06-6345-5019

大阪市の取り組みや、暮らしに
役立つ知識・情報などについて、
本市職員が訪問し説明いたしま
す。

平成18年1月に策定した「生涯学習大阪計画」に基づき、大阪市の各
担当・事業所の取組みや、暮らしに役立つ知識・情報などについて説
明し、市民にとって必要な課題やテーマについて学習する機会を提供
することを目的とする。（開始年：平成１９年２月）

継続して実施する。

   ・実施時期：原則として月曜～金曜（祝日を除く）の午前9時～午後9時まで
                   土曜・日曜・祝日は各担当・事業所の状況に応じて応相談
   ・対　　象：市内に在住，在勤または在学する10人以上で構成された団体・グループ
                 ただし、原則として同一団体からの同一テーマへの申し込みは年度につき１回限り
   ・講　　師：本市職員（原則として課長級以上）、もしくは担当の専門職員。
   ・費　　用：無料（ただし材料費、資料代など実費が必要な場合あり）
   ・会　　場：申込みの団体で準備（大阪市内に限る）
   ・申込方法：所定の申込書により、開催希望日の3ヶ月前から1ヶ月前までに各担当・事業所、
                  または総合生涯学習センターまで郵送・ファックスにて申し込む
                  「大阪市生涯学習情報提供システム」サイト内の「大阪市出前講座」のページからの
                  申し込みも受け付ける
《令和3年度実績》
     ・テーマ数　31テーマ
   　・実施講座数　50講座

https://suido-kinenkan.jp/group.html
https://suido-kinenkan.jp/group.html
https://suido-kinenkan.jp/group.html
https://suido-kinenkan.jp/group.html
https://suido-kinenkan.jp/group.html
https://suido-kinenkan.jp/group.html
https://www.manabi.city.osaka.lg.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html
https://www.manabi.city.osaka.lg.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html
https://www.manabi.city.osaka.lg.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html
https://www.manabi.city.osaka.lg.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html
https://www.manabi.city.osaka.lg.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html


③市民主体の学習活動等の支援

番号 令和3年度の状況

事業名（施設名） 所属 担当 ＨＰアドレス 問合せ先 事業の概要 趣旨・目的、事業計画、実施実績
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生涯学習推進事業
（区）【市民企画公募事
業、地域協働プログラ
ム等】

各区役所にお問合せくださ
い。

「区生涯学習推進計画」に基づ
き、各区で区の特色・特性を活
かした取り組みを進めていま
す。

■行政区における生涯学習推進事業

《趣旨・目的》
区における生涯学習を推進するため、「区生涯学習推進計画」の具体化に向けて、施設、機関、団体、コ
ミュニティ、福祉、人権施策等と連携し、区民の生涯学習に関する活動を総合的に支援する。

《事業の概要》
行政と区民が連携し、生涯学習発表会、交流会の実施、区民と協働で実施する事業の実施、区内の教育
資源を生かした事業の実施など、地域における生涯学習の推進を図り、生涯学習のまちづくりをすすめて
いる。

此花区役所
まちづくり推進課
（教育支援・環境）

http://www.city.osaka.lg.jp/kon
ohana/page/0000002122.html

此花区役所市民協働課
（教育支援・環境）
《電話》０6-6466-9743
《Fax》０6-6466-9919

此花区　生涯学習推進事業

《此花区の事業計画》
　　◇事業名　　此花区生涯学習ルーム（地域連携支援）事業
　　◇事業内容　　区内8校35講座
　　◇協働先　　生涯学習推進員此花区連絡会
　　　　　新型コロナウイルス感染症の影響により令和３年度実施なし

港区役所
協働まちづくり推進
課（教育・人権啓発）

―

港区役所協働まちづくり推
進課（教育・人権啓発）
《電話》０6-6576-9975
《Fax》０6-6572-9512

港区　生涯学習推進事業

《港区の実施状況》
1◇事業名　　　コミュニティ育成支援事業の枠組みの中で実施（委託）
　◇実施内容　　港区民文化のつどいへの参加（作品展示・動画による舞台発表）
  ◇実施場所　　 港区民センター
2◇事業名　　　  区における生涯学習推進事業
  ◇実施内容　　 各校下における講座の実施（生涯学習ルーム事業）
  ◇実施場所　　 港区民センター、区内小学校等
  ◇協働先など    生涯学習推進員港区連絡会、地域活動協議会、区民センターなど

浪速区役所
市民協働課（教育・
学習支援担当）

https://www.city.osaka.lg.jp/nan
iwa/category/3223-8-0-0-0-
0-0-0-0-0.html

浪速区役所市民協働課
（教育・学習支援担当）
《電話》06-6647-9743
《Fax》06-6633-8270

浪速区　生涯学習推進事業

《浪速区の実施状況》
＜新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止した事業＞
　　◇事業名　       生涯学習推進員事業
　・ 大阪市生涯学習フェスティバル
　・浪速区区民文化祭(オンライン開催は行ったが,生涯学習からは参加を見合わせた）
◇協働先など　  生涯学習推進員浪速区連絡会、各社会教育関係団体、
　　　　　　　　　　　　　大阪市コミュニティ協会浪速区支部協議会ほか

西淀川区役所
地域支援課（地域支
援）

http://www.city.osaka.lg.jp/nishi
yodogawa/category/3254-5-0-
0-0-0-0-0-0-0.html

西淀川区役所
地域支援課（地域支援）
《電話》０6-6478-9899
《Fax》０6-6478-5979

西淀川区　生涯学習推進事業

《西淀川区の実施状況》
     ◇事業名           西淀川区生涯学習推進事業
     ◇実施内容　      ・ 生涯学習ルーム（13ルーム）
　　　　　　　　　　　     ・こども工作教室　参加人数９人
　　　　　　　　　　　　   ・学びの区民講座（人権啓発推進事業と共催）全2回 　参加人数82人
                              ・みてアートにおける講座体験等を実施。
　　　　　　　　　　　     ・西淀川区民まつり啓発ブース出展
　　　　　　　　　　　　　　　  コロナウイルス感染症拡大防止のため区民まつりが中止。
　　　　　　　　　　　      ・大阪市生涯学習ふぇすてぃばる展示
　　　　　　　　　　　　　　　　コロナウイルス感染症急拡大のため活動紹介の壁面展示を実施
　　　　　　　　　　　      ・区生涯学習フェスタ開催
　　　　　　　　　　　　　　　　計画後、コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。
     ◇実施場所       区内各小学校・区役所・図書館等
     ◇協働先など    生涯学習推進区民会議・生涯学習推進員区連絡会・人権啓発推進協議会・人権啓
                            発推進員区連絡会・図書館等

淀川区役所 市民協働課
http://www.city.osaka.lg.jp/yod
ogawa/page/0000034769.html

淀川区役所市民協働課
《電話》06-6308-9416
《Fax》06-6885-0535

淀川区　生涯学習推進事業

《淀川区の実施状況》
◇事業名：淀川区生涯学習推進事業
◇実施内容・場所
　・淀川区生涯学習フェスティバル2021（淀川区民センター）：新型コロナウイルス感染症の影響により中止
し、区役所1階人権啓発コーナーにて活動紹介と一部作品を展示。
　・絵本展「ものがたりのちから」：区役所でイベント開催予定であったが、新型コロナウイルスの影響によ
り、イベント形式での開催は中止。代替手段として読書ボランティアの活動の様子や活動に対する思いを
まとめた動画を作成・YouTubeで公開。
◇延参加人数：0名
◇協働先など：淀川区生涯学習推進員連絡会、淀川図書館、淀川区子ども・子育てプラザ、読書ボラン
ティアほか

生野区役所
地域まちづくり課 http://www.city.osaka.lg.jp/ikun

o/page/0000404077.html

生野区役所地域まちづくり
課
《電話》06-6715-9734
《Fax》06-6717-1163

生野区　生涯学習推進事業

《生野区の実施状況》
　　【新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点により休止講座あり】
　◇事業名　　　　　　生涯学習ルーム（地域連携支援）事業
　◇事業内容　　 　　生涯学習ルーム　全70講座中　開催54講座
　◇実施場所 　　　  大阪市立北鶴橋小学校 他生野区内小学校 18校中14校
　◇延参加人数 　   約3,800人
　◇協働先など　　　生野区生涯学習推進員連絡会

基本情報

http://www.city.osaka.lg.jp/konohana/page/0000002122.html
http://www.city.osaka.lg.jp/konohana/page/0000002122.html
https://www.city.osaka.lg.jp/naniwa/category/3223-8-0-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.osaka.lg.jp/naniwa/category/3223-8-0-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.osaka.lg.jp/naniwa/category/3223-8-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/category/3254-5-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/category/3254-5-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/category/3254-5-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/yodogawa/page/0000034769.html
http://www.city.osaka.lg.jp/yodogawa/page/0000034769.html
http://www.city.osaka.lg.jp/ikuno/page/0000404077.html
http://www.city.osaka.lg.jp/ikuno/page/0000404077.html


阿倍野区　生涯学習推
進・ルーム事業

阿倍野区役所
市民協働課
（教育支援）

http://www.city.osaka.lg.jp/abe
no/category/3411-3-3-0-0-0-
0-0-0-0.html

阿倍野区役所市民協働課
（教育支援）
≪電話≫06-6622-9893
≪Ｆａｘ≫06-6622-9840

生涯学習推進・ルーム事業

≪阿倍野区の実施状況≫
・生涯学習ルーム交流会【コロナの影響により中止】

・アベノキッズサマープロジェクト（子ども向け夏休み体験イベント）【コロナの影響により中止】

・あべのカーニバル（ブース出展）【コロナの影響により中止】

住之江区役所 協働まちづくり課 ―

住之江区役所協働まちづく
り課
《電話》06-6682-9983
《FＡＸ》06-6686-2040

住之江区　生涯学習推進事業

《住之江区の実施状況》
     ◇事業名・実施内容：
　　　　・区生涯学習ふれあいフェスティバル（新型コロナウイルス感染症対策のため中止）
　　　　・住之江まつり・市生涯学習ふぇすてぃばるでの生涯学習啓発コーナーの実施
　　　　　（新型コロナウイルス感染症対策のため中止）
　　　　・企業等（人形劇団クラルテ・住之江図書館・コミュニティ協会住之江区支部）との連携事業
　　　　　（人形げきフェスタinすみのえ）
　　　　・区広報紙への区内ルーム一覧の掲載
　　　　・各校下代表者会議の開催（４回開催）

平野区役所
安全安心まちづくり
課

―

平野区役所安全安心まちづ
くり課
《電話》０6-43０2-9734
《Fax》０6-43０2-988０

平野区　生涯学習推進事業

《平野区の実施状況》
     ◇事業名　　「生涯学習推進事業」
     ◇実施内容  1平野区生涯学習推進委員会
　　　　　　　　　　　　　・平野区生涯学習推進計画の進捗状況の確認
　　　　　　　　　　　2区民協働企画講座の実施
　　　　　　　　　　　　　・事業の企画、運営、検証をするための会議の実施
　　　　　　　　　　　　　・協働団体：平野区生涯学習企画検討委員会
　　　　　　　　　　　　　※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため未実施
　　　　　　　　　　　3生涯学習関連施設連絡会
　　　　　　　　　　　　　・施設間の情報交換と情報共有
　　　　　　　　　　　　　・「平野区生涯学習関連施設ガイドブック」の発行
　　　　　　　　　　　　　・連携強化として、施設情報冊子の作成
                             ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため未実施
　　　　　　　　　　　4生涯学習情報の提供
　　　　　　　　　　　　　・平野区グループ・サークル情報ブックの発行
　　　　　　　　　　　　　・生涯学習人材バンク情報の発行
　　　　　　　　　　　　　・生涯学習ルーム情報の提供
                             ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため未実施
　　　　　　　　　　  ５生涯学習ルーム事業の開講
　　　　　　　　　　　　　・区内２２小学校生涯学習ルームにて各種講座を開講
　　　　　　　　　　　　 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため一部未実施
     ◇実施場所　　　区役所及び区内生涯学習関連施設、区内小学校生涯学習ルームなど

西成区役所 市民協働課
http://www.city.osaka.lg.jp/nishi
nari/category/3484-4-0-0-0-
0-0-0-0-0.html

西成区役所市民協働課
《電話》06-6659-9734
《Fax》06-6659-2246

西成区　生涯学習推進事業

　1◇事業名        地域協働学習プログラム開発事業
     ◇実施内容　  生涯学習推進員西成区連絡会と協働で企画等を行い、市民向けに2講座企画。1講座
　　　　　　　　　　　　実施。
　　 ◇協働先　　　 生涯学習推進員西成区連絡会
　
 　　①講座名　「大人のぬり絵体験講座」
　　　◇実施場所　   西成区役所
       ◇参加人数　　14名
　
　 　②講座名　「心と身体を癒すアロマセラピー講座」
　　　◇実施場所　   西成区役所
　　　◇参加人数　　15名

　　③講座名　「オンライン体験講座」
　　　◇実施場所　   西成区役所
　　　◇参加人数　　18名

http://www.city.osaka.lg.jp/abeno/category/3411-3-3-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/abeno/category/3411-3-3-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/abeno/category/3411-3-3-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishinari/category/3484-4-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishinari/category/3484-4-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishinari/category/3484-4-0-0-0-0-0-0-0-0.html


番号 令和3年度の状況

事業名（施設名） 所属 担当 ＨＰアドレス 問合せ先 事業の概要 趣旨・目的、事業計画、実施実績

108
ＰＴＡ・社会教育関係団
体対象人権学習会助
成事業

各区役所にお問合せくださ
い。

ＰＴＡをはじめとする社会教育関
係団体や生涯学習を目的とす
るグループが、区と協働して人
権や家庭教育に関する学習会
を実施する。
※区によって異なる。

■ＰＴＡ・社会教育関係団体対象人権学習会助成事業

《趣旨・目的》
人権（虐待・いじめ、子どもをとりまく人権の課題、人権を尊重しあう人間関係づくりなど）や家庭教育（親子
で学ぶ防犯教室、子育て中の保護者のためのストレスマネジメントなど）に関する学習会を実施することに
より自主的・主体的な学習活動を支援する。
※区によって異なる。

《事業の計画》　学習会実施
※区によって異なる。

都島区役所 まちづくり推進課
https://www.city.osaka.lg.jp/miy
akojima/category/3084-2-6-0-
0-0-0-0-0-0.html

都島区役所まちづくり推進
課
《電話》０6-6882-9734
《Fax》０6-6352-4558

都島区　生涯学習推進事業

 《都島区の実施状況》

　◇事業名　　　　学習会助成事業
　◇実施内容　 　学習会開催に対する助成
　◇助成団体数　0団体

福島区役所
市民協働課
（地域活動支援）

http://www.city.osaka.lg.jp/fuku
shima/category/3089-5-5-0-0-
0-0-0-0-0.html

福島区役所市民協働課
（地域活動支援）
《電話》06-6464-9743
《Fax》06-6464-9987

ＰＴＡをはじめとする社会教育関
係団体や生涯学習を目的とす
るグループが、区と協働して人
権や家庭教育に関する学習会
を実施する。

■ＰＴＡ・社会教育関係団体対象人権学習会助成事業
《趣旨・目的》市民の自主的な学習活動を支援する。
《実施実績》実施希望団体なし

此花区役所
まちづくり推進課
（教育支援・環境）

なし

此花区役所　まちづくり推進
課
（教育支援・環境）
《電話》06-6466-9743
《Fax》06-6466-9919

ＰＴＡをはじめとする社会教育関
係団体や生涯学習を目的とす
るグループが、区と協働して人
権や家庭教育に関する学習会
を実施する。

《趣旨・目的》ＰＴＡをはじめとする社会教育関係団体や生涯学習を目的とするグループが、人権や家庭教
育に関する学習会を実施する場合の講師謝礼等について支援する。
《事業内容・実績》
　　◇事業名　       此花区ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業
　　◇実施内容　    人権や家庭教育に関する学習会
　　◇実施件数　　　0件（令和３年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため）
　　◇参加人数

中央区役所 市民協働課 なし

中央区役所市民協働課（市
民活動支援・教育グループ）
《電話》０6-6267-9743
《Fax》０6-6264-8283

ＰＴＡ・社会教育関係団体や生
涯学習を目的とするグループが
実施する、人権や家庭教育に
関する学習会の助成

《中央区の実施状況》
5～10月　各団体にて実施計画の立案、区に実施計画書を提出、区にて実施計画書の承認
6～2月　各団体にて事業実施、実施報告書の提出、助成金（講師謝礼金等）の支払
《実施実績》
２団体５件実施

西区役所
総務課
（教育担当）

―

西区役所総務課（教育担
当）
《電話》06-6532-9743
《Fax》06-6538-7316

PTAをはじめとする社会教育関
係団体や生涯学習を目的とす
るグループが、区と協働して人
権や家庭教育に関する学習会
を実施する場合に、講師謝礼
等を一部負担する事業

《西区の実施状況》
◇事業名　　　 西区PTA・社会教育関係団体対象学習会支援事業
◇実施内容　　家庭教育学習会　延参加人数0人　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
◇実施場所　　各学校園

港区役所
協働まちづくり推進
課（教育・人権啓発）

―

協働まちづくり推進課（教
育・人権啓発）
《電話》０6-6576-9975
《Fax》０6-6572-9512

PTAをはじめとする社会教育関
係団体や生涯学習を目的とす
るグループが、港区役所と協働
して人権や家庭教育に関する
学習会を実施する場合に、区
役所が講師謝礼等を一部負担
する事業

≪港区の実施状況≫
　◇事業名　港区人権・家庭教育に関する学習会助成事業
　◇実施内容　人権学習会：1件、参加人数90人
　　　　　　　　　　家庭教育学習会：1件、参加人数25人
　◇実施場所　三先幼稚園、田中小学校

天王寺区役所 市民協働課
http://www.city.osaka.lg.jp/tenn
oji/page/0000316454.html

天王寺区役所市民協働課
《電話》06-6774-9743
《Fax》06-6774-9692

ＰＴＡ・社会教育関係団体対象
学習会助成

《天王寺区の実施状況》
◇事業名
　PTA・社会教育関係団体対象学習会助成事業
◇実施内容
　ＰＴＡをはじめとする社会教育関係団体や生涯学習を目的とするグループが、区役所と協働して人権や家
庭教育に関する学習会を実施する場合に、区役所が講師謝礼金等の一部を負担。

基本情報

https://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/category/3084-2-6-0-0-0-0-0-0-0.html
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http://www.city.osaka.lg.jp/fukushima/category/3089-5-5-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushima/category/3089-5-5-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/tennoji/page/0000316454.html
http://www.city.osaka.lg.jp/tennoji/page/0000316454.html


浪速区役所
市民協働課(教育・
学習支援担当)

―

浪速区役所市民協働課
（教育・学習支援担当）
《電話》06-6647-9743
《Fax》06-6633-8270

浪速区　PTA・社会教育関係団
体対象学習会助成事業

　
　
≪浪速区の実施状況≫
　◇事業名　浪速区PTA・社会教育関係団体対象学習会助成事業
　◇実施内容　人権学習会　参加人数約20人
　◇実施場所　難波支援学校

西淀川区役所
地域支援課
（地域支援）

―

西淀川区役所地域支援課
地域支援グループ
《電話》06-6478-9743
《Fax》06-6478-5979

みんな大好き西淀川事業（人権
啓発関連）
社会教育関係団体対象学習会
助成事業

《西淀川区の実施状況》
◇事業名　みんな大好き西淀川事業（人権啓発関連）社会教育関係団体対象学習会助成事業

◇実施内容　家庭教育学習会　参加人数　33人

◇実施場所　各学校園

淀川区内社会教育関
係団体等学習会経費
一部負担事業

淀川区役所 市民協働課
https://www.city.osaka.lg.jp/yod
ogawa/page/0000481960.html

《電話》06-6308-9415

ＰＴＡをはじめとする社会教育関
係団体が、人権や家庭教育に
関する学習会を実施する際の
経費を一部負担する。

◇区内の2PTAから実施希望があり、学習会の経費に対して助成を行った。

東淀川区役所
保健福祉課（子育
て・教育）

http://www.city.osaka.lg.jp/higas
hiyodogawa/page/0000431799.h
tml

東淀川区役所保健福祉課
（子育て・教育）
《電話》06-4809-9807
《Fax》06-4809-9928

ＰＴＡをはじめとする社会教育関
係団体や生涯学習を目的とす
るグループが、人権や家庭教
育に関する学習会を実施する。

《東淀川区の実施状況》
◇事業名　　　　東淀川区ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業
◇実施実績　　 なし

東成区役所 市民協働課
https://www.city.osaka.lg.jp/higa
shinari/page/0000565130.html

東成区役所市民協働課
《電話》06-6977-9743
《Fax》06-6972-2738

東成区　生涯学習推進事業

《東成区の実施状況》
◇事業名　       東成区ＰＴＡ・社会教育関係団体対象人権学習会助成事業

◇実施内容　    家庭教育学習会（１回）　参加者83人
　　　　　　　　　　 人権学習会（２回）　延べ参加者97人

◇実施場所　    東小橋幼稚園、東中本小学校

生野区役所 地域まちづくり課 ―

生野区役所地域まちづくり
課
《電話》06-6715-9920
《Fax》06-6717-1163

生野区　ＰＴＡ・社会教育関係団
体対象
人権学習会助成事業

《生野区の実施状況》
【新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点により事業申請団体1件のみ】

◇事業名　　　　生野区ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業

◇実施内容　  ・ラジオ体操講習会

◇実施場所　  ・区民センター

旭区役所 地域課
https://www.city.osaka.lg.jp/asa
hi/page/0000436362.html

旭区役所地域課
《電話》06-6957-9734
《Fax》06-6952-3248

ＰＴＡをはじめとする社会教育関
係団体や生涯学習を目的とす
るグループが、地域課題や人
権に関する学習会を実施する。

■社会教育関係団体対象地域課題や人権に関する学習会助成事業
《趣旨・目的》
人権社会教育関係団体や生涯学習を目的とする旭区内の団体・グループが実施する地域課題や人権に
関する学習会に対して、区役所が予算の範囲内において講師謝礼等を一部助成することで、市民の自主
的な学習活動を支援する。
助成件数　2件

城東区役所
市民協働課
市民活動支援担当

―

城東区役所市民協働課
市民活動支援グループ
《電話》06-6930-9093
《Fax》06-6930-9040

ＰＴＡ・社会教育関係団体対象
人権学習会助成事業

《城東区の実施状況》
     ◇事業名　       城東区ＰＴＡ・社会教育関係団体対象人権学習会助成事業
     ◇実施内容　    家庭教育学習会
　　 ◇実施件数　　　１件
     ◇実施場所　    大阪市立鯰江幼稚園PTA

https://www.city.osaka.lg.jp/yodogawa/page/0000481960.html
https://www.city.osaka.lg.jp/yodogawa/page/0000481960.html
http://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/page/0000431799.html
http://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/page/0000431799.html
http://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/page/0000431799.html
https://www.city.osaka.lg.jp/higashinari/page/0000565130.html
https://www.city.osaka.lg.jp/higashinari/page/0000565130.html
https://www.city.osaka.lg.jp/higashinari/page/0000565130.html
https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/page/0000436362.html
https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/page/0000436362.html


鶴見区役所 総務課（教育）
http://www.city.osaka.lg.jp/tsuru
mi/category/3815-14-0-0-0-0-
0-0-0-0.html

鶴見区役所総務課教育担
当
《電話》06-6915-9734
《Fax》06-6913-6235

ＰＴＡをはじめとする社会教育関
係団体や生涯学習を目的とす
るグループが、区役所と協働し
て人権や家庭教育に関する学
習会を実施する。

《鶴見区の実施状況》
     ◇事業名　       鶴見区ＰＴＡ・社会教育関係団体対象人権学習会助成事業
     ◇実施内容　  　１団体（榎本幼稚園PTA）　１学習会（家庭教育学習会）
　　　　　　　　　　　　　参加者13人
　　◇実施場所　　　榎本幼稚園

生涯学習推進・ルーム
事業

阿倍野区役所
市民協働課
（教育支援）

https://www.city.osaka.lg.jp/abe
no/category/3411-3-3-0-0-0-
0-0-0-0.html

阿倍野区役所市民協働課
（教育支援）
《電話》06-6622-9893
《Fax》06-6622-9840

PTA社会教育関係団体助成事
業

《阿倍野区の実施状況》
　
     ◇実施内容　　ＰＴＡ等学習会
　　◇実施日時　　区内小中学校　２校実施。
　　◇実施場所　   区内小中学校
     ◇延参加人数　170名
     ◇協働先など　 阿倍野区PTA協議会など

住之江区役所 協働まちづくり課 ―

住之江区役所協働まちづく
り課
《電話》０６-６６８２-９９８３
《Fax》０６-６６８６-２０４０

住之江区　ＰＴＡ・社会教育関係
団体　対象人権学習会助成事

《住之江区の実施状況》
     ◇事業名　       住之江区ＰＴＡ・社会教育関係団体対象人権学習会助成事業
     ◇実施件数　　　０件
     ◇実施内容　    人権学習会　参加人数０人
                      　　 家庭教育学習会　参加者０人

住吉区役所 教育文化課
― 住吉区役所教育文化課

《電話》06-6694-9989
《Fax》06-6692-5535

住吉区社会教育関連学習会等
助成事業

《住吉区の実施状況》
     ◇事業名　　　 　住吉区社会教育関連学習会等助成事業
     ◇実施内容　　  地域教育学習会、人権啓発学習会など
     ◇実施実績　　　0件（申請なしのため）

東住吉区役所 区民企画課
https://www.city.osaka.lg.jp/higa
shisumiyoshi/page/0000567616.
html

東住吉区役所区民企画課
《電話》06-4399-9908
《Fax》06-6629-4564

東住吉区社会教育関係団体対
象学習会助成事業

■社会教育関係団体対象学習会助成事業
《東住吉区の実施状況》
◇事業名　    東住吉区社会教育関係団体対象学習会助成事業
◇実施内容　 人権学習会、 家庭教育学習会ともに参加（申請）なし
　　　　　　　　　※令和２年度も参加（申請）なし
　　　　　　　　　※令和元年度の参加者は、人権学習会260名、 家庭教育学習会7名
◇実施場所   実施されず
　　　　　　　　　※従来は学校体育館ほか

社会教育関係団体学
習会促進事業

平野区役所
安全安心まちづくり
課

―

平野区安全安心まちづくり
課
《電話》06-4302-9743
《Fax》06-4302-9880

平野区社会教育関係団体学習
会促進事業

《平野区の実施状況》
　◇事業名　　　平野区社会教育関係団体学習会促進事業
　◇実施内容　 家庭教育学習会　参加人数20人
　◇実施場所　 各団体の活動場所など

西成区役所 市民協働課
http://www.city.osaka.lg.jp/nishi
nari/category/3484-4-0-0-0-
0-0-0-0-0.html

西成区役所市民協働課
≪電話≫06-6659-9734
≪Fax≫06-6659-2246

西成区　社会教育関連学習会
等助成事業

≪西成区の実施状況≫
　　◇事業名　　　社会教育関連学習会等助成事業
　　◇実施内容　　PTA等社会教育関係団体が行う人権教育等の学習会を区役所と協働
　　　　　　　　　　　実施し、講師謝礼金等の一部を助成することで、団体の活動を活性化し、
　　　　　　　　　　　市民の自主的な学習活動を支援する。
　　◇実施場所　　区内小中学校など
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番号

事業名 所属 担当 HPアドレス 問合せ先 事業の概要 趣旨・目的 事業計画 実施内容・実績

109 健康増進活動事業補助金 健康局 健康づくり課
https://www.city.os
aka.lg.jp/kenko/pag
e/0000494970.html

健康局健康推進部
健康づくり課
《電話》06-6208-9961
《Fax》06-6202-6967

一次予防の普及啓発を図るため
の事業に対しその経費の一部を
補助することにより本市の市民
の健康寿命の延伸及び普及啓
発事業を通しての健康づくり並び
に市民の健康の保持と増進を図
ることを目的に、大阪市健康増
進活動事業補助金交付要綱を定
めています。

開始年度　：平成23年度
　
根拠法令　：健康増進法、大阪市健康増進活動事業補助金交付要綱

趣旨・目的：市民の健康寿命の延伸及び普及啓発事業を通しての健
康づくり並びに市民の健康の保持と増進を図る。

―

　　【補助対象事業】
　　一の区の区域を対象として一次予防の普及啓発を目的として実施する次の各号のいずれかに
    該当するもの
　　　（１）「喫煙率の減少」につながる講習会等普及啓発事業
　　　（２）「肥満者の減少」につながる講習会等普及啓発事業
　　　（３）「運動習慣者の増加」につながる講習会等普及啓発事業
　　　（４）「食育の推進」につながる講習会等普及啓発事業
　　【令和３年度実績】
　　交付団体数：８団体

110 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 ―
総合生涯学習センター
《電話》06-6345-5000
《Fax》06-6345-5019

生涯学習を通じて現代的・社会
的課題に取り組む市民グループ
やＮＰＯなどを対象に、助成団体
を公募し、事業を委託する。

生涯学習を通じて現代的・社会的課題や地域の教育力向上に取り組
む市民グループやＮＰＯなどを対象に、活動支援希望団体を公募し、
審査のうえ、事業を委託する。

「まちづくり・学習応援コース」「子育て・家庭教育応
援コース」別に事業企画案を公募し、モデル事業を
実施し、その成果を生涯学習ルーム事業に拡げる
など、「教育コミュニティ」づくりに活かす。

令和3年度実績
　助成団体　7団体
　参加者数　のべ861名

基本情報 令和3年度の状況

https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000494970.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000494970.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000494970.html

