
イ　「つなぐ人材」の育成と認知度の向上

市民ボランティアの育成と、ボランティアの認知度向上

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

111
生涯学習推進事業
（区）【人材育成・研修
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。

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　    生涯学習推進員研修会（中止）
     ◇実施場所　    福島区役所

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　　　 　此花区生涯学習推進事業
     ◇実施内容　　　生涯学習推進員此花区連絡会
　　　　　　　　　　　　 生涯学習推進員研修会（新型コロナウイルスの影響により中止）
     ◇実施場所　　　此花区役所
     ◇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
　　◇実施内容　　  生涯学習推進員区連絡会（11回、内5回書面による）、区生涯学習推進員研修会
                           （1回）
　　◇実施場所　　  中央区役所

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

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 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実施せず

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 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実施せず

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の開催支援（7回、淀川区役所）
　・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

基本情報

http://www.city.osaka.lg.jp/fukushima/category/3086-3-4-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushima/category/3086-3-4-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushima/category/3086-3-4-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/konohana/page/0000002122.html
http://www.city.osaka.lg.jp/konohana/page/0000002122.html
http://www.city.osaka.lg.jp/chuo/category/3128-4-6-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/chuo/category/3128-4-6-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/chuo/category/3128-4-6-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishi/category/3155-5-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishi/category/3155-5-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishi/category/3155-5-0-0-0-0-0-0-0-0.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
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/yodogawa/page/0000034769.html
http://www.city.osaka.lg.jp/yodogawa/page/0000034769.html


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》06-6930-9743
《Fax》06-6931-9999

城東区　生涯学習推進事業
《城東区の実施状況》
　１コスモスプロジェクト（小中学校の卒業式で使用する胸花づくり）

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　　　　生涯学習推進事業
　◇実施内容　　生涯学習推進員研修「たまねぎ染めのエコバッグをつくろう」
　◇実施場所     鶴見区役所
　◇延参加人数　12人
　◇協働先　 鶴見区生涯学習推進員連絡会・NPO法人おおさか環境カウンセラー協会・城北環境事業セン
ター

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

阿倍野区　生涯学習ルーム事
業

≪阿倍野区の実施状況≫
・阿倍野区生涯学習推進員連絡会（３回実施）
◇実施内容　生涯学習推進員連絡会の開催
◇実施場所　阿倍野区役所
◇協働先など　阿倍野区生涯学習推進員連絡会

・生涯学習ルームとはぐくみネットとの連携【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）

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生涯学習推進員住吉区連絡会のサポート
　　　　　　　　　　　　 ②はぐくみネットコーディネーターの活動支援
　　　　　　　　　　　　　　　(交流会の開催等・コーディネーター連絡会の開催）
     ◇実施場所　　　住吉区役所
     ◇人数 　　 生涯学習推進員59名、はぐくみネットコーディネーター78名
     ◇協働先など　  生涯学習推進員住吉区連絡会、はぐくみネットコーディネーター

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
　◇生涯学習関係者向け研修
　　　→新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止

東住吉区コミュニティ推進事業
　◇文化祭
　　　→新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止

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

http://www.city.osaka.lg.jp/tsurumi/category/3815-9-0-0-0-0-0-0-0-0.html
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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


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

112 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

https://www.city.os
aka.lg.jp/keizaisenry
aku/page/00005670
33.html

経済戦略局
スポーツ部スポーツ課
《電話》06-6469-3882
《Fax》06-6469-3898

体育・スポーツ・レクリエーション
の普及・啓発に携わるスポーツ
推進委員の活動を支援します。

市民の健康づくりとスポーツ振興に寄与することを目的とする。
根拠となる法令・条例等：スポーツ基本法第３２条、大阪市スポーツ推
進委員規則

活動を充実させることで、さらに市民の健康づくり、
スポーツの普及を図る。

　　体育・スポーツ・レクリエーションの普及・啓発のため、社会体育事業の企画・実施、
　　或いは参画や協力等。
　　主な取組は次のとおり。
　　　　①市長杯ソフトバレーボール大会の実施開催における運営協力（年１回）
　　　　②オータム・チャレンジ・スポーツ実施における運営協力。
　　　　　　・市民の健康づくりやスポーツ普及を目的に、市民を対象にしたニュースポーツや
　　　　　　　新体力テストコーナーを運営。
　　　　③大阪府立高校の学校体育施設開放事業の利用調整
　　　　④総合型地域スポーツクラブの育成
　　　　　　・総合型地域スポーツクラブの設立にむけ、地域での啓発活動。
　　　　⑤その他イベントへの運営協力
　　　　　　　OSAKAシティウオーク2021-2022、Do Sports Fes 2021
　　　　　　　大阪ハーフマラソン・大阪国際女子マラソン、市長杯市民ゲートボール大会

113 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 ―
人権啓発・相談センター
《電話》06-6532-7631
《Fax》06-6532-7640

地域の人権啓発の担い手である
人権啓発推進員を育成するた
め、人権問題に関心を持ち、各
地域で啓発活動を推進する人材
の養成をめざし、研修会等を実
施します。

市民が人権問題を正しく理解し、自身の課題として人権意識の高揚を
図り、人権が尊重される明るく住みよいまちづくりの推進を自発的に周
囲に働きかけることができるよう人権啓発推進員の育成を行う。

人権啓発推進員を地域の人材の核として位置づ
け、人権学習を指導し助言するリーダーとして、ま
た人権啓発活動にかかわる事業・情報・人材を結
びつけるコーディネーターとしての役割や、地域に
おいて人権侵害に関する課題や問題をいち早く発
見し、区役所をはじめとする人権相談窓口に取り次
ぐなどの役割を強化するため、その資質向上に向
けた取組みを進める。

人権啓発の推進や人権相談に協力していただくために、以下の事業を実施している。
・今日的な人権課題や推進員間の情報共有に関する研修の開催
・各種講演会、講座等への参加案内
・各種情報、資料等の提供

114 ボランティア・市民活動センター 福祉局 地域福祉課
https://www.city.os
aka.lg.jp/fukushi/pa
ge/0000479816.html

（社福）大阪市各区社会
福祉協議会

各区内における主に福祉分野を
中心としたボランティア活動相
談・支援依頼相談の受付・連絡
調整・コーディネーション、ボラン
ティア団体の活動支援、ボラン
ティア保険の取り扱い、ボラン
ティア活動に関する講座や学習
会の開催、福祉教育の推進、「セ
ンターだより」等の発行による情
報提供・広報啓発事業等に取り
組んでいます。

大阪市社会福祉協議会のボランティア・市民活動センターを中心に、
各区社協のボランティア・市民活動センターにおいてボランティア養成
講座、需給調整を行い、ボランティア活動の振興を図る。

今後も引き続き、ボランティア活動の推進を図る。

各区社会福祉協議会にボランティア・市民活動センターを設置し、ボランティア活動支援事業を行
う。

(1)ホームページ、メールマガジン、センター内配架による情報収集・編集・発信　　434回
(2)ボランティアに関する活動支援（相談対応）　　556回

115 民生委員・児童委員活動推進事業 福祉局 地域福祉課
https://www.city.os
aka.lg.jp/fukushi/pa
ge/0000493435.html

福祉局生活福祉部地域
福祉課
《電話》06-6208-7951

民生委員・児童委員による相談
支援活動等を円滑に進めるため
に、人権研修など様々な研修を
行い、民生委員・児童委員の資
質と見識の向上をめざします。

民生委員・児童委員及び主任児童委員が相談支援活動等を行ううえ
で、必要不可欠な知識及び技術を修得し、民生委員の資質と見識の
向上を図ることを目的とする。

事業を充実させ、さらなる民生委員・児童委員及び
主任児童委員の資質と見識の向上をめざす。

民生委員・児童委員及び主任児童委員の研修を行う。
（1)人権・個人情報研修※動画研修
（2）フォローアップ研修　（２回開催・参加者162名に加え動画研修）
（3）課題別研修　（１回開催・参加者192名に加え動画研修）
（4）会長研修（１回開催）
（5）指導者研修　※Ｗeb参加に加え動画研修
（6）主任児童委員研修　※動画研修
（7）民生委員児童委委員大会における特別講演（1回開催・参加者約400名に加え動画研修）
（8）部会研修（各区にて随時開催）
（9）活動基礎研修（各区にて随時開催）

116 地域福祉活動推進事業 福祉局 地域福祉課 ―
福祉局生活福祉部
地域福祉課
《電話》06-6208-7970

　各区において、地域福祉活動
の担い手に対する研修や、地域
福祉活動に関する知識の普及啓
発を行い、活動の担い手の発掘
を行っている。

誰もが安心して生きがいのある暮らしができるよう、住民のニーズに
適切なサービスを結びつけていく支援活動、地域住民による支え合
い、助け合い活動等、区民による自律的な地域福祉活動を推進すると
ともに、住民・地域団体・関係機関・行政等が連携して福祉課題の解
決に取り組む総合的な福祉システムの構築を目的とする。

各区において、区長のマネジメントのもと、地域福
祉活動の担い手に対する研修等、見守り・支援のし
くみについて再構築を行う。

地域の実情に応じ、地域福祉の担い手に対する研修事業、地域住民を対象とした地域福祉に対す
る知識等の啓発事業等を行う。

https://www.city.os
aka.lg.jp/fukushi/pa
ge/0000007796.html

https://www.city.os
aka.lg.jp/fukushi/pa
ge/0000007768.html

118
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
https://www.city.os
aka.lg.jp/fukushi/pa
ge/0000346351.html

福祉局障がい福祉課
《電話》06-6208-8081
《Fax》06-6202-6962

手話を学習する場を提供し、聴
覚障がい者に対する手話奉仕員
を養成します。

開始年度：昭和４５年
聴覚障がい者問題の理解を深め、聴言障がい者の社会参加の促進を
図るために、手話を学習する場を提供し、聴覚障がい者に対するボラ
ンティア活動が円滑に行われることを目的とする。

聴言障がい者の社会参加促進のため、継続して行
う。

　　　　①実施時期：令和３年４月～４年３月
　　　　②対　　　象：手話を学ぼうとする人
　　　　③実施場所：市立社会福祉センター・北区民センター他
　　　　④内　　　容：初級課程（各区で実施）
　 　　　　　　　　　 　 中・上級課程（市内６会場で実施）
　　　　⑤令和３年度実績
 　　　　　 受講者数
　　　　　　初級課程　　　407名
　　　　　　中・上級課程　131名

基本情報 令和3年度の状況

身体障がい者・知的障がい者の
福祉の増進を図るため、身体障
がい者・知的障がい者の福祉に
関し、本人またはその保護者か
らの相談に応じ、必要な助言・指
導を行います。

各区に身体障がい者相談員・知的障がい者相談員を設置し、身体障がい者・知的
障がい者の福祉に関し、本人またはその保護者からの相談に応じ、必要な助言・
指導を行うとともに、関係機関の業務の円滑なる遂行及び障がい者に関する理解
の普及に資する業務を行うことにより、身体障がい者・知的障がい者の福祉の増
進を図る。
　　実施の根拠となる法律・条例等：
　　【身体障がい者相談員】 身体障害者福祉法第１２条の３、
　　　　　　　　　　　　　　　　 大阪市身体障がい者相談員要綱
　　　　　　　　　　　　　　　　　開始年度：昭和４２年
    【知的障がい者相談員】　知的障害者福祉法第１５条の２、
                                　　　大阪市知的障がい者相談員要綱
                               　　　 開始年度：平成５年

情報交換や学習を深めることができるよう機会提
供に努める。

【身体障がい者相談員】
　　　　　①相談業務：地域での相談に応じ、必要な助言や指導を行う。
　　　　　②身体障がい者相談員研修会
　　　実施主管：福祉局障がい者施策部障がい福祉課
　　　令和３年度末相談員数　102名

　　【知的障がい者相談員】
　　　　　①相談業務：地域での相談に応じ、必要な助言や指導を行う。
　　　　　②知的障がい者相談員研修会
    　実施主管：心身障がい者リハビリテーションセンター
　　　令和３年度末相談員数　58名

117
身体障がい者相談員
知的障がい者相談員

福祉局 障がい福祉課

福祉局障がい者施策部
障がい福祉課
《電話》06-6208-8081
《Fax》06-6202-6962

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000479816.html
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000479816.html
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000479816.html
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000493435.html
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000493435.html
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000493435.html
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000007796.html
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000007796.html
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000007796.html
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000007768.html
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000007768.html
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000007768.html
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000346351.html
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000346351.html
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000346351.html


119
大阪市高年齢者就業機会確保事業
（（公社）大阪市シルバー人材センター）

福祉局 高齢福祉課
http://www.osakasc
.or.jp/

大阪市シルバー人材セン
ター
（本部）
〒536-0008
大阪市城東区関目3-1-14
《電話》06-6931-0221
《Fax》06-6934-7345

（南部支部）
〒543-0021
大阪市天王寺区東高津町
12-10
《電話》06-6765-6116
《Fax》06-6765-6115

（西部支部）
〒550-0012
大阪市西区立売堀4-10-18
《電話》06-6543-7011
《Fax》06-6543-8474

（北部支部）
〒530-0033
大阪市北区池田町1-50
《電話》06-6882-3830
《Fax》06-6882-3850

何らかの就業を通じて自己の労
働能力を活用し、追加的収入を
得るとともに、自らの生きがいの
充実や社会参加を希望する高齢
者に対し、臨時的・短期的な仕事
を提供しています。

就労を希望する高齢者に、その意欲と能力に応じ、長年培った知識や
経験が有効に活かされるよう、多様なニーズに見合った就労機会を確
保するため、シルバー人材センターへの支援を行う。
　（根拠法令等）
高齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和４６年５月２５日　法律
第６８号）
高齢者就業機会確保事業等補助金（シルバー人材センター事業）の
実施について（平成１３年１１月１日付厚生労働事務次官通知）

昭和５８年度（本部：城東区関目３－１－１４　島岡会館）
昭和６２年度（南部支部開設　天王寺区東高津町１２－１０　大阪市立
社会福祉センター内）
平成３年度（西部支部開設　西区立売堀４－１０－１８　阿波座セン
タービル内）
平成４年度（北部支部開設　北区池田町１－５０）

・会員の多種多様な就業ニーズに応え、一人でも
多くの会員が就業機会を得られるよう、就業開拓活
動を推進し就業機会の拡大を図る。
・シルバー人材センター事業に対して理解を深め、
協力を得るため普及啓発活動を推進する。
・多様化する受注ニーズに即応できるよう有資格
者・有技能者や受注ニーズの高い職種への就業希
望会員など会員加入を促進する。

何らかの就業を通じて自己の労働能力を活用し、追加的収入を得るとともに、自らの生きがいの充
実や社会参加を希望する高齢者に対し、臨時的・短期的な仕事を提供する。
【就業延人員】令和３年度：630,885人

120
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

http://www.city.osa
ka.lg.jp/kenko/page
/0000017191.html

各区保健福祉センター
栄養士

市民の健康の保持増進をめざ
し、日常生活の実態に即した健
康づくりを推進するため、合理的
な栄養のあり方・適切な運動と休
養・健康管理等、具体的な知識
及び方法について習得した健康
づくり・食育推進のリーダーを養
成し、地域住民に食生活を中心
とした健康自主管理の方法の浸
透を図り、市民の健康水準を高
めることを目的としています。

健康増進対策の一環として、市民の健康の保持増進をめざし、日常生
活の実態に即した健康づくりを推進するため、合理的な栄養のあり
方・適切な運動と休養・健康管理等、具体的な知識及び方法について
習得した健康づくり・食育推進のリーダーを養成し、地域住民に食生
活を中心とした健康自主管理の方法の浸透を図り、市民の健康水準
を高めることを目的とします。（国民の健康づくり地方推進事業）

修了者組織の会員増につながるよう、受講者数及
び高い修了率の確保を図ります。

　　　①実施時期：年度内、各区保健福祉センター及び当該地区の実情を十分考慮して
　　　　　　　　　　　選定します。　（事業が効果的に行われるよう配慮します）
　　　②対　　　象：健康づくりに関心をもち、地域において保健栄養に関する組織活動を行うことが
　　　　　　　　　　　できる方
　　　③実施場所：保健福祉センター
　　　④内　　　容：全９回（６回以上の出席で修了とします。）
　　　　　　　　　　　　「健康づくりのための食生活・生活習慣病予防のための食生活等
　　　　　　　　　　　　（運動・調理実習含む）」
　　　⑤令和３年度実績（実施事業数、参加者数等）
　　　　　　　　　　：受講者数278人　修了者数241人（修了率86.7％）
　　　　　　　　　　　２４区計207回、延参加者数2,063人

121 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）

―

こども青少年局青少年
課（青少年企画）
《電話》06-6208-8157
《Fax》06-6202-2710

子ども会活動を指導するため
に、必要な知識や技能を学ぶた
めの研修を実施します。

《趣旨・目的》
それぞれの役割と課題について学ぶことで子ども会活動の活性化を
図られることから、子ども会活動を支えるリーダー研修を対象別に実
施し、指導者の資質向上を図る。平成5年度より実施。

研修内容の充実とジュニアリーダー・シニアリー
ダーの定着を図り、指導者の人材養成を強化す
る。

　　①対象
　　　(1)  区子連役員等
　　　(2)  ジュニアリーダー（小学校４年生～中学２年生）
　　　(3)  シニアリーダー（中学３年生～高校生・大学生等）
　　　(4)  区子連・単位子ども会役員
　　　(5)  区子連・単位子ども会
　　②実施場所　　区民センター他
　　③内容　子ども会活動を指導するために、それぞれの役割で必要な知識や技能を学ぶ
　　④令和３年度実績（実施事業数、参加者数等）
　　　(1)　ジュニアリーダー・シニアリーダー研修　12人
　　　(2)　各区役員・単位子ども会育成会役員研修　６事業　169人
　　　(3)　各区子連・単位子ども会ジュニアリーダー・シニアリーダー研修　７事業　339人
　　　⇒新型コロナウイルス感染症拡大防止のため一部事業で中止

122
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）

https://www.city.os
aka.lg.jp/kodomo/pa
ge/0000519695.html

こども青少年局青少年
課（青少年企画）
《電話》06-6208-8157
《Fax》06-6202-2710

青少年指導員・青少年福祉委員
が活動するために必要な知識や
技能を学ぶための研修を実施し
ます。

青少年指導員・青少年福祉委員は、大阪市長の委嘱を受け、地域に
おける青少年の健全育成と非行防止に取り組んでいる。
青少年指導員は地域の青少年と第一線で関わるため、日々変化する
社会情勢や子どもたちの気持ちを敏感に感じ取る感性を養うことは大
変重要である。
また、青少年福祉委員は、青少年指導員と地域組織とのパイプ役とし
て、青少年指導員が活動しやすいように団体間の調整を図るとともに
青少年健全育成のための社会環境浄化活動や青少年問題に関する
地域社会への啓発をその役割として活動している。
こうしたことから、子どもたちを取り巻く様々な問題について学習する
機会等を提供する。

　青少年指導員・福祉委員に対して、必要な知識・
技能・心構えの習得を通して、より充実した青少年
活動に資する指導員を養成し、自らが将来にわ
たって青少年の健全育成に携わっていく自覚を持
つとともに、こどもたちの成長過程で重要となる体
験活動の核となる役割を果たすことをめざす。

青少年指導員・青少年福祉委員に対する研修の実施

《令和３年度実績》
　・青少年福祉委員　新任研修会　　⇒新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
　・青少年指導員　全体（実践）研修会　　⇒新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
　・青少年指導員（福祉委員）　中央研修会　　⇒新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

123 大阪市民環境大学 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

地域における環境活動や環境学
習を推進するため、総合的な環
境の視点と環境マインドをもっ
て、インタープリター（解説者）や
ファシリテーター（促進者）として
の指導力・技術力を身につけら
れるよう、講座を実施します。

受講者が、地域における環境活動や環境学習を推進する担い手とし
て、総合的な環境の視点と環境マインドをもって、インタープリター（解
説者）やファシリテーター（促進者）としての指導力・技術力を身につけ
ることをねらいとする。

継続して実施する。

　　　①実施時期     ６月、12月
　　　②対　　　象　　市民
　　　③実施場所　　おおさかATCグリーンエコプラザ
　　　④内容・実績　3回

124
廃棄物減量等
推進員

環境局 家庭ごみ減量課
https://www.city.os
aka.lg.jp/kankyo/pa
ge/0000370535.html

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

第９期廃棄物減量等推進員の委
嘱を実施し、推進員によるごみ
減量自主勉強会の開催や、各
区･地域でのガレージセールの
開催を通じてごみ減量の重要性
を啓発しています。

平成１４年１２月に策定した「ごみ減量アクションプラン」の着実な実行
を図り、地域に密着して市民の自主的なごみ減量活動を促進し、ごみ
の発生抑制、再使用、再生利用のいわゆる３Ｒの推進を図るため、平
成１５年１０月、地域でのリーダーの役割を担う「大阪市廃棄物減量等
推進員（ごみゼロリーダー）」を創設し、地域振興会からの推薦に基づ
き、全市で約４０００名に委嘱している。

地域のリーダー役としてごみ減量・３Ｒの推進活動
を行うためには、ごみ減量・３Ｒに関する知識や企
画立案・実施能力が必要とされるため、ごみ減量・
３Ｒに関する情報や活動ノウハウを習得するための
研修の充実を図る。
また、ごみゼロリーダーの活動として、引き続き、
「ごみ減量アクションプラン」の普及啓発を実施する
とともに、コミュニティ回収や資源集団回収活動、ガ
レージセールなどの３Ｒの活動推進を図る

ごみ減量・３Ｒの推進に向け、環境事業センターとの密接な連携の下に地域のリーダーとして様々
な取り組みを企画・開催するとともに、地域での情報提供及び相談窓口の役割を担う
　　　・「ごみ減量アクションプラン」の着実な実行を図り、分別収集の協力率アップや地域における
　　　　コミュニティ回収や資源集団回収の促進、ガレージセールの企画・開催等を行う。
　　　・ふれあい作業などの環境局事業やごみ減量・３Ｒのための情報提供
　　　・地域要望の把握と連絡
　　　・地域での美化活動等の企画・開催等

http://www.osakasc.or.jp/
http://www.osakasc.or.jp/
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000017191.html
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000017191.html
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000017191.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000519695.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000519695.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000519695.html
https://www.naniwa-ecostyle.net/
https://www.naniwa-ecostyle.net/
https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000370535.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000370535.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000370535.html


125 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（企
画運営担当）

http://www.city.osa
ka.lg.jp/kensetsu/pa
ge/0000178182.html

建設局公園緑化部
調整課（企画運営担当）
《電話》06-6469-3853

花と緑のまちづくりの総合的な地
域緑化活動の担い手となる専門
的知識を有し、地域緑化のニー
ズに応えられる人材を育成し、自
主的かつ継続的に活躍できるよ
う支援を行う。

花と緑のまちづくりを自主的かつ継続的に推進するため、市内で緑化
活動を行う人材の育成と活動の場の創出や拡充を図るための支援を
行う。

花と緑について専門的な知識を有し、地域における
様々な緑化活動等の中心的な役割を担うグリーン
コーディネーターを育成する講習会を実施する。

合わせて市内各地域で活動するボランティア同士
のネットワークを構築し、双方の活動をより活性化
するため、グリーンコーディネーター育成の一環と
して年一回の花壇展示会等を開催する。

グリーンコーディネーターの育成講習会を、平成１３年度から開始。
年間２８日、３０講座の講習会を実施し、毎年２４名のグリーンコーディネーターを育成している。
令和３年度は新型コロナ感染症拡大防止の観点から中止した。

また花壇展示会等については、例年１１月ごろに市内の大規模公園において開催。
令和３年度については新型コロナ感染症拡大防止の観点から中止した。

126 地域防災リーダーの研修 消防局 予防課

http://www.city.osa
ka.lg.jp/kikikanrishit
su/page/000001202
6.html

大阪市消防局予防課
《電話》06-4393-6333
《Fax》06-4393-4580

地域防災力を強化、活性化し、
災害時に効果的な防災活動がで
きるようになるために、住民によ
る防災活動の中核となる「地域
防災リーダー」に対して、防災に
関する知識と技術を習得するた
めの研修を危機管理室と共同で
推進している。

地域防災力を強化、活性化し、災害時に効果的な防災活動ができる
ようになるために、住民による防災活動の中核となる「地域防災リー
ダー」に対して、防災に関する知識と技術を習得するための研修を危
機管理室と共同で推進している。

研修後のアンケート調査結果を踏まえ、研修用教
材及び資器材等の充実に努めるとともに研修方法
についても工夫をこらし、また、市民防災研修推進
プランに照らし、阿倍野防災センターでの研修を組
み入れるなど、地域防災リーダーが災害時に適切
な活動が出来るように、効果的かつ実践的な研修
に努めていく。

　令和３年４月現在333連合振興町会　　 リーダー登録者数9,363名
　　○研修概要
　　　１．防災学習
　　　　　・自主防災組織の必要性
　　　　　・平常時及び非常時の活動要領
　　　　　・その他、防災に関する事項
　　　２．技術訓練
　　　　　・初期消火訓練（消火器・可搬式ポンプ及び水バケツ等による消火訓練）
　　　　　・救出訓練（ジャッキ、バ－ル等の救助資器材を使用した救出訓練）
　　　　　・救護訓練（三角巾等を使用した外傷処置を中心とする訓練）
　　　３．地域防災リーダーアドバンストコース（消火・救助）
　　　　　高度で専門的な知識を習得し、市民への訓練指導を充実させるため、各25消防署の施設等及び資器材を
　　　　　活用した研修を実施
　　　４．地域防災リーダー指導者講習会
　　　　　災害時の活動において、市民を的確に指揮・指導できる地域防災リーダーを育成するための研修を実施

127 女性防火クラブ員 消防局 予防課 ―
大阪市消防局予防課
《電話》06-4393-6333
《Fax》06-4393-4580

住宅防火対策の推進と高齢者等
災害時要援護者を火災から守る
ことが女性防火クラブ員の目的
であり、そのために、防災知識・
技術の研修を行い、さらに育成
し、防火・防災意識の普及啓発を
図り、地域内の住宅火災の低減
につなげていく。

住宅防火対策の推進と高齢者等を火災から守ることが女性防火クラ
ブ員の目的であり、そのために、防災知識・技術の研修を行い、さらに
育成し、防火・防災意識の普及啓発を図り、地域内の住宅火災の低減
につなげていく。

現クラブ員数を維持するとともに、引き続き防火・防
災に関する知識及び技術について研修を行い、自
主防災意識の高揚を図る。また、市民防災研修推
進プランに照らし、阿倍野防災センターでの研修を
組み入れるなど、研修方法にも工夫をこらしていく。

クラブ員に対し、阿倍野防災センター等を活用した防火防災に関する知識の習得や、初期消火訓
練、救急処置訓練等による防災技術の習得を目指した研修を実施し、自主防災意識の普及啓発を
図る。
令和３年４月現在の結成状況　 25クラブ　22,408名

128
ＰＴＡ指導者
育成事業

教育委員会事務局 生涯学習担当 ―

教育委員会事務局
生涯学習担当
《電話》06-6539-3345
《Fax》06-6532-8520

ＰＴＡが社会教育団体としての活
動を活発にし、組織の強化・充実
を図るため、各区・単位ＰＴＡにお
ける指導者の資質向上を図るこ
とを目的として実施しています。

学校と家庭、地域の連携の重要性がいわれる中、地域の教育力の向
上を図るため、これらのＰＴＡ活動のあり方について、また社会教育関
係団体としての活動の活発化について、ＰＴＡ会員や役員が研究協議
する。

今後も右記事業などの講座をＰＴＡ会員が自主的
に企画し、会員相互による資質向上を行い、また次
代を担うＰＴＡ活動の中心的存在となる会員の育成
を行う。

　　○ＰＴＡテーマ別研修
　　　　①実施時期：6月16日（6月16日～30日配信）、12月1日（12月1日～14日配信）、2月8日（2月20日～3月20日配信）
　　　　②対　　　象：ＰＴＡ会員
　　　　③内　　　容：組織運営や複合的な課題（社会的課題等）など総合的な観点からテーマを抽出し
　　　　　　　　　　　　学習するとともに、会員相互が情報共有・意見交換を行う場を設ける。
　　　　④令和３年度実績：参加者はWeb配信等により把握不能。
　
　　○各区ＰＴＡ地域教育活動研修
　　　　①実施時期：５月～３月
　　　　②対　　　象：単位ＰＴＡ役員および実行委員のＰＴＡ指導者
　　　　③内　　　容：活動を行う上で理解しておくことが必要な基本知識や現状認識、区の状況などに
　　　　　　　　　　　　関する学習（研修）の機会を提供し、資質向上を図る。
　　　　④令和３年度実績：参加者４５７人

　　○大阪市立高等学校ＰＴＡ指導者研修事業
　　　　①実施時期：１２月２日（木）
　　　　②対　　　象：高等学校ＰＴＡ役員等
　　　　③内　　　容：市立高等学校ＰＴＡ役員等の指導者の資質向上と、ＰＴＡ活動の充実を図るため、
　　　　　　　　　　　　情報交換とＰＴＡ活動のあり方について学習する。
　　　　④令和３年度実績：参加者　３８名

129
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
https://www.city.os
aka.lg.jp/kyoiku/pag
e/0000060819.html

教育委員会事務局
生涯学習担当
《電話》06-6539-3347
《Fax》06-6532-8520

地域の学習拠点としての生涯学
習ルーム事業の振興をはじめ、
地域生涯学習事業への参画・協
力、学習相談や情報提供を通じ
て生涯学習の啓発・学習ニーズ
や人材発掘など、生涯学習振興
のための支援・協力を行うなど
コーディネーターとしての役割を
果たす人材を養成します。

地域の学習拠点としての生涯学習ルーム事業の振興をはじめ、地域
生涯学習事業への参画・協力、学習相談や情報提供を通じて生涯学
習の啓発・学習ニーズや人材発掘など、生涯学習振興のための支援・
協力を行うなどコーディネーターとしての役割を果たす人材を養成す
る。平成５年度より実施。
実施の根拠となる法律・条例等：大阪市生涯学習推進員設置要綱（平
成６年４月１日施行）

更に、生涯学習推進員として市民の学習ニーズや
社会参画への意欲を反映し、地域の生涯学習の振
興に対応できるよう質的向上をはかる。

　　１．生涯学習推進員養成講座等
　　　　○養成講座　生涯学習ルーム運営委員長の推薦を受けた方について、生涯学習推進員と
　　　　　　　　　　　　　しての基礎的な知識を学び、施設見学や先輩の推進員を囲んでの意見交換
　　　　　　　　　　　　　などを行う。修了者については、翌年度当初に「大阪市生涯学習推進員」
　　　　　　　　　　　　　として委嘱する。（任期３年）
          令和３年度　必須プログラムと選択プログラムのうち、３コマ受講　計37名が修了
         （令和２年度　必修プログラムと選択プログラムのうち、３コマ受講　計７３名が修了）
       ○生涯学習推進員３年次研修も開催（委嘱後３年ごとに受講）
       ○令和４年４月現在委嘱者数　１，１５０名（令和３年度　１,１８９名）
   ２．生涯学習推進員の活動内容
       ①各種地域生涯学習事業への参画と協力を行う。
       ②市民が学習を進めるために必要な相談や情報提供を行うことを通じて、
          生涯学習についての啓発を行う。
       ③市民の学習ニーズや指導者等の人材の発掘を行い、生涯学習事業に反映させる
　　　　　とともに、活性化を図る。
       ④その他、生涯学習の振興のために支援・協力を行う。

130 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

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

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

地域のなかにあって優れた経
験・知識・技能をもち、ボランティ
ア講師として活動意欲をもつ市
民を、生涯学習インストラクター
として登録し、学習活動を進める
市民グループ等に紹介すること
により、市民相互の自発的な学
習活動を支援します。

仕事や趣味、人生経験などで培った優れた知識・技術・経験をもち、ボ
ランティア活動に意欲をもった人を生涯学習インストラクターとして登
録し、学習活動を進める市民グループ、サークルに紹介することに
よって、市民相互の自発的な学習活動を支援する。平成６年度、登録
事業開始。

・活動詳細をホームページに掲載するなど、積極的
な広報周知を行う。
・市民学習センターでバンク登録者自身の知識や
技術を直接アピール できる機会を設けることによっ
て、利用を促進する。

    ①新規登録者の募集及び選考（令和３年度実績）
          生涯学習インストラクター（翌年度の新規登録者12名）
　　②登録前講座の実施（令和３年度実績）
　　　　　研修4回
　　③登録更新（令和３年度実績）
　　　　　継続者数 新規登録者数 登録者合計
　　　　　　　430　　　　　13　　　　　　443
　　④紹介・成立件数（令和２年度実績）
　　　　　 紹介件数　 成立件数
 　　　　　　　165　　 　　 57

131
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 ―

総合生涯学習センター
企画推進課
《電話》06-6345-5000
《Fax》06-6345-5019

団塊世代、子育てを終えた世
代、青年等幅広い層を対象にま
ちづくりや市民の社会参加につ
ながる学習テーマを体系的に学
べる機会を提供しています。

平成26年度事業開始。
団塊世代、子育てを終えた世代、青年等幅広い層を対象に、まちづく
りや地域活動など市民の社会参加を促進することを目的に、系統的・
専門的な学習内容を提供し、高い学習意欲に応える。

修了者の継続的な学習や交流の場を創出し、学習
成果の地域への還元を図る。

入門科 　「大阪のまち探検コース」「大阪のまち・文化コース」
プレ本科 「まちクリエイト　入門コース－想いをカタチに」「大阪の魅力再発見コース」
本　科　　「まちクリエイト！実践コース－想いをカタチに」「大阪の魅力発信コース」
　　　　　　「特別コース－まつづくりの種まきコース」
専　科　　「いのちを守る防災コース」「こどもと地域社会コース」「まちづくり団体の魅力アップコー
ス」ほか
令和３年度実績：　13コース　のべ受講者数　1,088名

132 教育メディア指導者研修 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

視聴覚教育の振興を図るための
視聴覚教育指導者の育成確保
に関する事業

視聴覚教育の振興を図るため、学校園、社会教育関係団体等を対象
に、各種メディアに関する研修・講習会等を実施する。

継続して実施する。
令和３年度実績
・16ミリ映写機操作技術講習会
　　　全２回　のべ13人参加

http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000178182.html
http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000178182.html
http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000178182.html
http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000012026.html
http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000012026.html
http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000012026.html
http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000012026.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000060819.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000060819.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000060819.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


133 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
https://www.oml.cit
y.osaka.lg.jp/

大阪市立中央図書館
利用サ-ビス担当　館外
サ-ビス
《電話》06-6539-3326
《Fax》06-6539-3336

図書館の館外サービスの新たな
展開をめざすものとして、高齢者
施設と幼稚園･保育所等幼児期
施設の２本立てで、図書配本と、
読書活動支援ボランティアの養
成・派遣を行っています。

少子高齢化が急速に進む社会情勢に対応した新たな図書館サービスとして、来館が困難
な年齢層が多い幼稚園・保育所、高齢者福祉施設を対象に、図書の配本と読書支援のた
めのボランティアの養成・派遣を行う。また、地域文庫等へ図書の長期貸出等の助成を
行っている。

引き続いて、幼稚園や保育所などの子育て支援施
設へ図書の配本とボランティアの派遣を行い、様々
な絵本とふれ合う機会を提供していく。高齢者福祉
施設へも本に触れることで生活に生きがいと潤いを
もたらすことを目指し、配本とボランティア派遣を
行っていく。また、各図書館を拠点として読書活動
支援を行うボランティアの養成のための講座を実施
していく。地域で自主的に運営している文庫で一定
の条件を備えた地域文庫への図書の施設貸出を
継続して行う。

・子育て支援施設への配本（3年度末、合計433施設、47,470冊）を行っている。
・子育て支援施設へのボランティア派遣は12月から施設の状況に応じて再開し、94施設に246回
（のべ回数）訪問した。
・子育て支援施設等で活動支援を行うボランティアの養成講座（3年度末、連続講座と講座3回、379
人（のべ人数））を実施している。
・高齢者福祉施設への配本（3年度末、130件、20,236冊貸出）を行っている。
・高齢者福祉施設へのボランティア派遣は3年度は10月から施設の状況に応じて派遣を再開可能と
したが、施設側の感染防止対策等のため、派遣実績はなかった。
・高齢者福祉施設等で活動支援を行うボランティアの養成講座（3年度末、連続講座と講座3回、185
人（のべ人数））を実施している。
・地域文庫へ施設貸出（3年度末、1施設、300冊貸出）を行っている。

https://www.oml.city.osaka.lg.jp/
https://www.oml.city.osaka.lg.jp/


ウ　つながりの場づくりの推進

多くの人材が交流し、つながりをつくる場の提供

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

134 区民利用スペース
各区役所にお問合せくださ
い。

区役所では、情報コーナーや交
流スペースなどを設置していま
す。

■区民利用スペース

《趣旨・目的》
平成19年10月に区役所の税務事務が市税事務所に移管されたことに伴い、区民との協働のためのスペース
等の設置などを行った。

《事業の概要》　※区によって異なる。
情報コーナー、ミーティングスペース、子ども遊びスペースなどを設置。

北区役所
政策推進課
（教育連携担当）

―

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　区民交流プラザ
■北区　区民交流プラザ
　　区民情報コーナー等を設置
　　市政・区政情報発信と交流のスペースとして活用

都島区役所 まちづくり推進課
http://www.city.osaka.lg.jp/miyak
ojima/page/0000142973.html

都島区役所
総務課
《電話》06-6882-9626
まちづくり推進課
《電話》06-6882-9734
《Fax》06-6352-4558

都島区　市民協働スペース

■都島区　市民協働スペース
　・目的　区内における市民の公益活動推進を目的とする。
　・概要　公益的活動団体（ボランティアグループなど）やNPOなど、地域活動に取り組む団体を対象に、会議
や研修、作業等を行うためのスペースを提供（私的な趣味等は利用不可）。
　・利用方法等　利用時間：年末年始を除く9時～21時)
　・申込方法　まちづくり推進課窓口にて、利用申込書を提出。利用日の2カ月前から受付可。
　　　（注意）電話での申込は不可。1団体につき、月10時間が上限。
　・実績　(R３年度)５団体が計37時間を利用

福島区役所
企画総務課
（総務）

―

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

福島区　 区の歴史と文化を次
世代に継承するための展示コー

ナー

■福島区　区の歴史と文化を次世代に継承するための展示コーナー
　利用申請書により区の歴史等の情報を展示・発信できる。

此花区役所
まちづくり推進課
（まちづくり推進）

―

此花区役所まちづくり推進課
（まちづくり推進）
《電話》06-6466-9734
《Fax》06-6466-9919

此花区　市民協働スペース
このはサロン

■此花区　このはサロン
　　　　平成21年  9月オープン
　　　　・概要
　　　　　公益的活動団体などの活動及び情報公開の場
　　　　・利用時間
　　　　　月～金（祝日を除く）の9：00～17：30（原則2時間以内）

中央区役所 保健福祉課 ―

中央区役所保健福祉課(運
営グループ)
《電話》06-6267-9882
《Fax》06-6267-0998

中央区役所では、乳幼児とその
保護者のための授乳やおむつ
交換ができる待合スペース、お
よび、子育て情報コーナーとして
「カンガルーポッケ」を設置して
います。

■中央区　「カンガルーポッケ」
　乳幼児とその保護者のための授乳やおむつ交換ができる待合スペース、
　子育て情報コーナーを設置。
　月～金（祝日を除く）の9：00～17：30で自由に利用できる。

港区役所
総務課（総合政策・
公民地域連携）

https://www.city.osaka.lg.jp/mina
to/index.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　区民情報コーナー

■港区　区民情報コーナー
　　・パンフレットの設置
　
　　※令和4年3月をもってインターネット情報提供サービス（タブレット端末による案内業務）を廃止したこと
　　　 により、R4予算は0千円。

大正区役所 総務課 ￣

大正区役所総務課
《電話》
06-4394-9951
06-4394-9625
《Fax》
06-6553-1981

大正区　さわやか広場

■大正区　さわやか広場
　　・区民憩いのスペース（区役所コンサート等の催しスペースも兼ねている。）
　　・情報コーナー
　　・ミニギャラリー（展示スペース）
　　・婚姻記念撮影コーナー

基本情報

http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/page/0000142973.html
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/page/0000142973.html
https://www.city.osaka.lg.jp/minato/index.html
https://www.city.osaka.lg.jp/minato/index.html


総務課
（企画調整）

―

浪速区役所総務課
（企画調整）
《電話》06-6647-9683
《Fax》06-6633-8270

浪速区　区民情報コーナー 区民への効果的な情報発信を目的として、カタログスタンド等に各種情報のパンフレットや冊子等を設置

総務課
（総務）

―

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

浪速区　区民ギャラリー 区内で活動する団体等による作品発表の場として庁舎内の展示スペースを区民ギャラリーとして貸出

西淀川区役所 総務課
http://www.city.osaka.lg.jp/nishiy
odogawa/page/0000042040.html

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

西淀川区
親子ゆったりスペース
まちづくり区民協働スペース
自習室

■西淀川区　親子ゆったりスペース
　・絵本・手づくりおもちゃ、マット等を設置
　・子育てに関する情報、子育てサロン・サークル・NPOの取り組みなどの情報提供

■西淀川区　まちづくり区民協働スペース
　・まちづくり活動のためのミーティングや情報交換など区民の集いの場として設置
　・区の歴史・伝統や区内各種団体の資料などの情報提供

■西淀川区　自習室
　・区民の自主学習の場として提供

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当面の間、閉鎖。

淀川区役所
1政策企画課
2総務課

2 総務課
http://www.city.osaka.lg.jp/yodo
gawa/page/0000265542.html

淀川区役所
《電話》 1政策企画課
          　06-6308-9404
　　　　 2 総務課
             06-6308-9625
《Fax》 1・2共通
　　　　 06-6885-0534

1淀川区　区民ギャラリー
2淀川区　区民情報コーナー

■淀川区　区民ギャラリー
　地域における文化の向上を図るとともに、市民に発表の場を提供することにより市民相互の交流を促進し、
もって連帯感あふれる街づくりの推進に寄与するため、庁舎の一部を区民ギャラリーとして区民に無償で貸し
出しを行っている。
■淀川区　区民情報コーナー
　区役所1Ｆに情報コーナーを設置し、行政情報・各種イベント等のパンフレット・チラシ等を置いて、広く区民
に情報発信している。また、市民の非営利かつ公益的な活動の情報発信の場として、チラシやパンフレットの
配架場所を無償で提供している。

東淀川区　区民情報
コーナー

東淀川区役所
総務課
（総合企画）

―

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　区民情報コーナー
■東淀川区　区民情報コーナー
　パンフレットを設置

東成区役所
保健福祉課 https://www.city.osaka.lg.jp/higa

shinari/page/0000479177.html

東成区役所保健福祉課
《電話》06-6977-9162
《Fax》06-6972-2781

ひがしなり市民協働ステーション
「ふれ愛パンジー」
区民のまちづくり活動の拠点と
してミーティングやイベントなど
に利用できるスペース

■東成区　ひがしなり市民協働ステーション「ふれ愛パンジー」
　情報コーナー、市民協働スペース

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

生野区「いくみんの庭」

■生野区　「いくみんの庭」
《趣旨・目的》
区民ロビーとしての利用やまちづくり、つながりづくりを希望する各種団体の打ち合わせ、イベントスペースと
して利用できる。子ども遊びスペースあり。

旭区役所 企画課 ―
旭区役所企画課
《電話》06-6957-9683
《Fax》06-6952-3247

旭区　区民情報コーナー
■旭区　区民情報コーナー
　区民情報コーナー（区役所1階に設置）において、行政情報及び各種イベント等のパンフレット等を配架し、
広く市民に情報発信している。

城東区役所
総務課
（総合企画）

―

城東区役所総務課
（総合企画）
《電話》06-6930-9683
《Fax》06-6932-0979

城東区　区民情報コーナー
■城東区　区民情報コーナー
　区民情報コーナー（区役所1階に設置）において、行政情報及び各種イベント等のパンフレット、チラシ等 を
配架し、広く市民に情報発信している。

浪速区役所

http://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000042040.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000042040.html
http://www.city.osaka.lg.jp/yodogawa/page/0000265542.html
http://www.city.osaka.lg.jp/yodogawa/page/0000265542.html
http://www.city.osaka.lg.jp/yodogawa/page/0000265542.html
https://www.city.osaka.lg.jp/higashinari/page/0000479177.html
https://www.city.osaka.lg.jp/higashinari/page/0000479177.html


鶴見区役所
総務課
（政策推進）

―

鶴見区役所総務課
（政策推進）
《電話》06-6915-9683
《Fax》06-6913-6235

鶴見区　行政情報コーナー
■鶴見区　行政情報コーナー
情報発信拠点として区役所1階に行政情報コーナーを設置し、行政情報やイベント等のチラシ・パンフレットを
配架している。

区民利用スペース 阿倍野区役所
総務課
（区政企画）

https://www.city.osaka.lg.jp/abe
no/page/0000530360.html

阿倍野区役所総務課
（区政企画）
《電話》06-6622-9683
《Fax》06-6621-1412

阿倍野区　区民情報コーナー
■阿倍野区　区民情報コーナー
　区役所1階・2階 に情報コーナーを設置し、行政情報・各種イベント等のパンフレット、チラシ等
を置いて、広く市民に情報発信している。

住吉区役所 政策推進課
https://www.city.osaka.lg.jp/sumi
yoshi/page/0000201132.html

住吉区役所政策推進課
《電話》06-6694-9842
《Fax》06-6692-5535

住吉区　区民情報コーナー
■住吉区　区民情報コーナー
　区役所1Fに情報コーナーを設置し、配架依頼に応じて、行政情報・各種イベント等のパンフレット、チラシ等
を配架し、広く市民に情報発信している。

西成区役所
保健福祉課
（地域保健）

―

西成区役所保健福祉課（地
域保健）
《電話》06-6659-9882
《Fax》06-6659-9085

西成区　子育て情報コーナー

■西成区　子育て情報コーナー
　授乳スペースや乳児用体重計・おもちゃ・絵本などを備えており親子が気軽に利用できる。
乳幼児健診時の休憩や待ち時間の利用のほか、育児相談や母親同士の交流広場
としても利用されている。

西成区役所 総務課 ―

西成区役所総務課

《電話》06-6659-9683
《Fax》06-6659-2245

西成区　区民情報コーナー
■西成区　区民情報コーナー
　区役所1Fに情報コーナーを設置し、行政情報・各種イベント等のパンフレット、チラシ等を置いて、広く市民
に情報発信している。

https://www.city.osaka.lg.jp/abeno/page/0000530360.html
https://www.city.osaka.lg.jp/abeno/page/0000530360.html
https://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000201132.html
https://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000201132.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

135 コミュニティ育成事業
各区役所にお問合せくださ
い。

区民まつりなど各コミュニティ育
成事業の開催・運営を各種団
体等と協働して行うことで、市
民交流やコミュニティづくりの促
進を図る。
※区によって異なる。

■コミュニティ育成事業

《趣旨・目的》
区におけるコミュニティづくりを推進するため、地域活動団体、ＮＰＯ等をはじめとした団体、企業等とも協働
し、実行委員会等の設置などにより、企画段階から住民ニーズを把握し、多様な協働による住民全体のコ
ミュニティ活性化と地域文化の向上を図ることを目的とする。
※区によって異なる。
　
《事業の計画》　コミュニティの輪を広げる事業、文化・芸術等を通じてコミュニティの振興を図る事業、
　　　　　　　　　　区民コンサート、こどもの育成を通じコミュニティの振興を図る事業、スポーツ・レクリエー
　　　　　　　　　　ションを通じコミュニティの振興を図る事業
※区によって異なる。

北区民カーニバル事業 北区役所 地域課 ―
北区役所地域課
《電話》06-6313-9734
《Fax》06-6362-3823

区民と協働して実施すること
で、区民の交流やコミュニティ
づくりの促進を図る。

《趣旨・目的》
北区は大阪随一のターミナルを有し、都市魅力に溢れた地域であるとともに、天神祭など歴史と文化が根
付く地域であり、多様な地域特性を持っている。また大規模マンションの建設が進み、人口は急激に増加し
ており、人と人とのつながりが希薄化している。こうしたことから、区民との協働により北区民カーニバルを
実施することで、多様な人々が出会い豊かなコミュニティの輪を広げるきっかけとすることを目的とする。

《事業の計画》
午前：運動会・午後：区民まつりを実施し、コミュニティの輪を広げるきっかけとする。

《実施実績》
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

都島区役所 まちづくり推進課 ―

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

　区民や市民活動団体、地元
企業等、都島区に関わる様々
な方との協働により区民まつり
を開催し、区民誰もが楽しめる
交流の場を提供する。

《都島区の実施状況》
     ◇事業名　       区民まつり事業
     ◇実施内容　　都島区民まつり　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

福島区コミュニティ育成
事業

福島区役所
市民協働課
（市民協働）

事業終了後削除済

福島区役所市民協働課
（市民協働）
《電話》06-6464-9734
《Fax》06-6464-9987

区民がふれあい、区の魅力や
さまざまな地位団体等の活動を
知ってもらい、地域住民が互い
に支え合い助け合うことの環境
づくりや地域コミュニティの大切
さを感じてもらい地域活動への
参加のきっかけ作りを目的とす
る。

《福島区の実施状況》
◇事業名　       福島区コミュニティ育成事業

◇実施内容
コミュニティの輪を広げる事業、文化・芸術等を通じてコミュニティの振興を図る事業を実施
・令和３年度福島区民まつり （中止）
・リモート型防災アトラクション（参加者アンケート９７％が参加して満足と回答）
・「若おかみは小学生！」映画上映会（参加者アンケート９６．６％が参加して満足と回答）

此花区役所
まちづくり推進課
（まちづくり推進）

http://konohanakomiiku.wixsite.
com/konohana

此花区役所まちづくり推進
課
（まちづくり推進）
《電話》06-6466-9734
《Fax》06-6466-9919

コミュニティの育成を目的にす
ることから、単にイベントとして
開催するのではなく、企画検討
や実施事業へ広く区民や地域
の各種団体が参画する協働型
事業として実施する。

（趣旨・目的）
　身近な地域でのコミュニティづくりのきっかけとして、わがまち意識・ふるさと意識を高め、心のふれあう豊
かで明るいまちづくりをめざして、住民ニーズを把握したうえで、地域活動団体、ＮＰＯ等をはじめとした市民
活動団体・企業等と協働し、住民主体のコミュニティの活性化、育成を目的とする。

（事業の計画）
　地域コミュニティの輪を広げ、育む事業
　（此花区民まつり、成人の日記念のつどい、子どもフェスタ、区民文化祭）

中央区役所 市民協働課 ―

中央区役所市民協働課
（市民協働グループ）
《電話》06-6267-9734
《Fax》06-6264-8283

区民まつりなど各コミュニティ育
成事業の開催・運営を各種団
体等と協働して行うことで、市
民交流やコミュニティづくりの促
進を図る。

《趣旨・目的》
　地域文化の振興発展を図るため、多くの区民が集い、交流し、連帯感を高める事業であるとともに、相互
の連携を深めながら、地域に根差した事業を実施する。また、多くの区民にスポーツ・レクリエーションに触
れる機会を提供するとともに、継続的なスポーツ活動を推奨し、生涯スポーツの振興を図る。
《事業の計画》
　区民まつり事業、区民文化のつどい事業、各種講習会事業、区民ギャラリー事業、各種スポーツ・レクリ
エーション事業
《実施実績》
　区民まつり…コロナのため直前に中止決定（４～９月は準備事業のみ実施）
　区民文化のつどい…展示会のみ実施
　各種講習会、区民ギャラリー、各種スポーツ・レクリエーション…一部実施

基本情報

http://konohanakomiiku.wixsite.com/konohana
http://konohanakomiiku.wixsite.com/konohana


コミュニティ育成事業 西区役所 地域支援課 なし
西区役所地域支援課
《電話》06-6532-9734
《Fax》06-6538-7318

住民同士のコミュニケーション
の場の提供や地域住民相互の
ネットワークを構築し、区におけ
るコミュニティづくりを推進する
ため区民まつり等、区民参加型
の事業を展開する

《趣旨・目的》
　区におけるコミュニティづくりを推進するため、全区民を対象に、地域活動団体、NPO等をはじめとした市民活動団
体・企業等、また区民ボランティアと協働しながら、区民誰もが楽しめる交流の場を提供し、豊かなコミュニティの形
成をめざす。
《事業の計画》
・西区民まつりの開催
・児童・青少年の健全育成を推進する事業の展開
・地域コミュニティづくりに関する効果的な情報発信事業の展開
・地域コミュニティへの参加を促すきっかけとなる事業の展開

《事業の実績》
・西区民まつりの開催（「西区民まつり「体育と防災のつどい」」（WEB開催　10/3～11/30）、「文化と健康のつどい」
（WEB開催　11/7～30）
・地域コミュニティへの参加を促すきっかけとなる事業（「西区民たこあげ大会」を開催　1/16）
・児童・青少年の健全育成を推進する事業（子どもフェスタ「こどもワクワク映画会」を開催　2/11）
・地域コミュニティづくりに関する効果的な情報発信事業（広報紙、ホームページ、Twitter、Instagram等にて情報発信
を実施）

港区役所
協働まちづくり推進
課

―

港区役所協働まちづくり推
進課
《電話》06-6576-9734
《Fax》06-6572-9512

港区民まつりをはじめとした各
種事業を通じ、地域コミュニティ
の推進を図る。

《令和３年度実施内容》
イベントごとに撮影したコンテンツを配信するオンライン形式で実施
・港区民まつり
・港区ふれあい音楽会（中止）
・みなとわんぱくまつり・こどもパラダイス
・港区民文化のつどい（作品展示のみ現地開催）

大正区役所
地域協働課
（地域協働グルー
プ）

―

大正区役所地域協働課
（地域協働グループ）
《電話》06-4394-9743
《Fax》06-4394-9989

区民の区や地域への愛着を高
め、自律意識の醸成や地域福
祉、地域防災、地域コミュニティ
の充実につながる住民主体の
まちづくり活動を推進するた
め、区民相互のつながりづくり
の活性化を図る。

《大正区の実施状況》
     ◇事業名　       大正区まちづくり活動強化推進事業　　　　 ※委託期間　R3.8.2～R4.3.31

     ◇実施内容　　 ・区民まつり（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止）
　　　　　　　   　　     ・特設ホームページの開設

天王寺区役所 市民協働課 ￣
天王寺区役所市民協働課
《電話》06-6774-9734
《Fax》06-6774-9692

コミュニティ育成事業

◇天王寺区コミュニティ育成事業

《主旨・目的》
各コミュニティ育成事業の開催・運営を各種団体等と協働して行うことで、市民交流やコミュニティづくりの促
進を図るとともに、心のふれあう温かい地域づくりを進め、区民文化の向上と地域の活性化を図る。

《実施内容》
・区民文化のつどい ：３月１８日（金）　 区民文化のつどい特設サイト　Web開催　14団体参加
・天王寺区民まつり ：11月２８日（日） 区民まつり特設サイト　Web開催、ライブによる動画配信等　34団体
参加
・新春書初め大会 ：1月1６日（日）　区民文化のつどい特設サイト　新型コロナウイルス感染拡大防止対策
をとり実施し、WEB上で展示及び表彰。
・子ども運動会 ：新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い中止
・子ども大会 ：3月18日（金）　子ども大会特設サイト　Web開催　10団体参加
・区民コンサート ：3月31日（木）　区民コンサート特設サイト　Web開催
・天王寺スポーツフェスタ ：11月７日（日）　天王寺スポーツセンターにて実施、６団体参加

浪速区役所
市民協働課（市民協
働）

―
市民協働課（市民協働）
《電話》06-6647-9883
《Fax》06-6633－8270

地域コミュニティの醸成と地域
活動の新たな担い手育成を目
指し、全区民を対象に実施し、
コミュニティ活動の振興や地域
における文化の向上と福祉の
増進を図るとともに、市民相互
の交流を促進し、連帯感とわが
まち意識・ふるさと意識の高揚
を図る。

《趣旨・目的》
浪速区におけるコミュニティづくりをさらに推進するため、全区民を対象に、地域活動団体、ＮＰＯ等をはじ
めとした市民活動団体・企業等と協働しながら、わがまち意識・ふるさと意識の高揚、心のふれあう豊かで
明るいまちづくりの推進、コミュニティの発展、新たなコミュニティの形成・育成などをめざし、多様な協働に
よる住民主体のコミュニティ活性化のための各種事業を実施することを目的とする。

◇実施実績
・第47回ナニワ区民まつり　1月23日（日）　ナニワ区民まつりＯＮ祭（ＷＥＢサイト）　（視聴回数：26,095回：
令和3年10月25日～令和4年3月31日）
・浪速区ハイキングラリー　7回　関西近郊　参加者延153人

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
・第44回浪速区こどもカーニバル
・ニュースポーツ大会
・浪速区民ぶらりハイキング
・浪速区ハイキングライブラリー　5回
・第22回ナニワふれあいスタンプラリー
・2021浪速区民文化祭～生涯学習フェスティバル～



・区民まつり
https://nishiyodomatsuri.jimdofr
ee.com/%E3%81%A9%E3%82%93%
E3%81%AA%E3%82%A4%E3%83%99
%E3%83%B3%E3%83%88/

・区民スポーツ交流事業
https://www.osakacommunity.jp
/nishiyodogawa/index.html

・区民駅伝大会＆親子ミニマラソ
ン
令和3年度中止のため、HP未掲
載

淀川区役所 市民協働課 ―
淀川区役所市民協働課
《電話》06-63０8-9734
《Fax》06-6885-０535

淀川区民まつり、淀川区こども
文化のまつり、淀川区新春たこ
あげ大会

■淀川区民のまつり事業

《趣旨・目的》
区におけるコミュニティづくりを推進するため、地域や各種団体、ＮＰＯ、企業、多様な区民等のより幅広い
担い手と協働し、区民主体のコミュニティ活性化を目的とする。また、次代を担う子どもたちを地域の大人た
ちとの関わりにおいて健全に育むことを目的とする。
　
　《事業の計画》
令和３年９月18日　第46回淀川区民まつり（中止）
令和３年11月３日　第40回淀川区こども文化のまつり（中止）
令和４年１月16日　第48回淀川区新春たこあげ大会（中止）

東淀川区役所 地域課 ―
東淀川区役所地域課
《電話》06-4809-9603
《Fax》06-6327-1970

東淀川区民まつりは東淀川区
民全員を対象とした区内最大
のイベントであり、各種団体に
よる催物やステージパフォーマ
ンスがまつりの見どころとなっ
ている。

■コミュニティ育成事業
《目的》
東淀川区の地域団体の自主的な活動を促進することで、東淀川区における人的、地縁的なつながりの醸
成を推進することを目的とした事業である。その手段として、多くの区民などが参加することによるわがまち
意識・ふるさと意識の向上や、心ふれあう豊かで明るいまちづくりを目指して、地域活動協議会、地域活動
団体、NPO等をはじめとした市民活動団体・企業・大学等とも協働しながら、住民主体により区民まつりを開
催する。

《事業の計画》第46回東淀川区民まつりの実施（コロナのため中止）

東成区役所 市民協働課 ―
東成区役所
《電話》06-6977-9734
《Fax》06-6972-2738

区民まつりなど各コミュニティ育
成事業の開催・運営を各種団
体等と協働して行うことで、市
民交流やコミュニティづくりの促
進を図る。

《事業の計画》　東成区民まつり、東成区民ギャラリー
《実施実績》　　 東成区民まつり　感染症拡大防止の観点から中止
　　　　　　　　　　東成区民ギャラリー出展団体　延べ22グループ

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

生野区　コミュニティ育成事業

《生野区の実施状況》
　◇事業名　　　生野区コミュニティ育成事業
　
　◇実施内容　・生野区紫陽花まつり
                         →中止（新型コロナウイルス感染拡大防止のため）
　　　　　　　　　　・生野まつり　11月14日（日）
     　                   →中止（新型コロナウイルス感染拡大防止のため）
                       ・I love IKUNO！～オンラインでであえるひろば2021～　2月13日（日）配信開始
　　　　　　　　　　・区民ギャラリー・紫陽花ギャラリーの運営　展示数延べ20団体518点
　　　　　　　　　　・いくのくスプリングコンサート　3月13日（日）
　　　　　　　　　　　→中止（新型コロナウイルス感染拡大防止のため）

区民まつりを筆頭に区民が親し
みやすく参加しやすい事業や、
スポーツ大会など仲間とのふれ
あいや地域住民の交流促進に
向けた事業を展開する。

■コミュニティ育成事業

《趣旨・目的》
　地域社会において、人間同士の交流を活発にし、地域住民の連帯感を高め、新しい地域社会をつくって
いこうとする住民のコミュニティ活動の場づくりを行うほか、区内におけるスポーツ等に対する多様なニーズ
に応え、また、多くの区民に対してスポーツに触れる機会を提供することにより、区民に対して継続的なス
ポーツ活動を奨励し、生涯スポーツの振興を図り、地域交流を促す。

≪事業計画≫
4月～3月　区民スポーツ大会等開催（卓球・ゲートボール・軟式野球・ソフトボール・剣道・・少年野球・バ
レーボール・ハイキング）　令和3年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、卓球、
剣道、少年軟式野球については中止。
9月　区民まつり開催。令和３年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、現地開催
を中止し、WEB上での開催。
2月　区民駅伝＆親子ミニマラソン大会開催。令和３年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防止
の観点から、中止。

西淀川区役所
地域支援課
（地域支援）

《電話》（06）6478－9734

http://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000412699.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000412699.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000412699.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000412699.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000412699.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000266330.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000266330.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000266330.html


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

NPO等をはじめとした市民活動
団体等と協働しながら、わがま
ち意識・ふるさと意識を高め、
心のふれあう豊かで明るいまち
づくりをめざす。

《旭区の実施状況》
◇事業名：旭区コミュニティ育成事業
◇実施内容：区民まつり特設サイトの開設、区民スリーアイズ大会の開催（10月３日（日）旭区民センターで
開催、参加者約50人）、各種区民スポーツ大会の開催

城東区役所 市民協働課 ―

城東区役所市民協働課
 （市民協働）
《電話》06-6930-9734
《Fax》06-6930-9040

城東区コミュニティ育成事業

■コミュニティ育成事業
《事業の目的》
近年の核家族化、情報社会の進展等で区民の価値観が多様化する中で、地域における連帯意識が希薄
化し、本来の相互扶助機能の低下が問題となっている。身近な地域問題を地域で解決していく自律的な地
域づくりに向けて、地域コミュニティの役割はますます重要になっている。こうしたことから、単にイベントとし
て開催するのではなく、実施する事業へ多くの区民、各種団体等が参加する仕組みづくりを構築し、自律的
な地域コミュニティ育成を目的に本事業を実施する。

《事業の内容》
　・コミュニティの輪を広げる事業　【城東まつり】【R3中止】

鶴見区役所 市民協働課
https://www.city.osaka.lg.jp/tsur
umi/category/3821-0-0-0-0-0-
0-0-0-0.html

鶴見区役所市民協働課
《電話》06-6915-9166
《Fax》06-6913-6235

区民まつりをはじめ各コミュニ
ティ育成事業の開催・運営を区
民及び地域の各種団体と協働
して行うことで、コミュニティ活性
化を図る

■コミュニティ育成事業
《趣旨・目的》
鶴見区におけるコミュニティづくりを推進するため、地域活動団体、ＮＰＯ等をはじめとした市民活動団体、
企業等と協働し、鶴見区コミュニティ育成事業実行委員会や事業の関係団体と連携をとり、企画段階から
住民ニーズを把握し、多様な協働による住民主体のコミュニティ活性化のための各種事業を実施する。
《事業の計画》
コミュニティの輪を広げる事業

阿倍野区役所
市民協働課
（市民協働）

https://www.city.osaka.lg.jp/abeno/page
/0000170069.html

阿倍野区役所市民協働課
（市民協働）
《電話》06-6622-9787
《Fax》06-6621-1412

区民まつりなど各コミュニティ育
成事業の開催・運営を各種団
体等と協働して行うことで、市
民交流やコミュニティづくりの促
進を図る。

《阿倍野区の実施状況》
◇事業名　      阿倍野区コミュニティ育成事業

◇実施内容　　小学生相撲大会　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
　　　　　　　　　  オンラインあべのカーニバル（区民まつり）　10月10日（日）　動画配信
　　　　　　　　　　阿倍野区民体育祭（オンラインスポーツフェスタ）　12月1日（木）　動画配信
　　　　　　　　　　成人の日記念のつどい　令和4年1月10日（月・祝）
　　　　　　　　　　　　　　大阪市立阿倍野区民センター
              　　　 たこあげ大会　令和4年２月11日（金・祝）
　　　　　　　　　　　　　　大阪府立天王寺高校グラウンド　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

豊かなコミュニティとマ
ルチパートナーシップ
等形成促進事業

住之江区役所 協働まちづくり課 ―
住之江区協働まちづくり課
《電話》06-6682-9734
《Fax》06-6686-2040

住之江区　コミュニティ育成事
業

《区の実施状況》
     ◇事業名　      豊かなコミュニティとマルチパートナーシップ等形成促進事業

     ◇実施内容　　 各種スポーツ競技大会　４月～３月
　　　　　　　　　　　　 さざぴー音楽祭　10月
                 　　　　　たこづくり講習会　12月
　　　　　　　　　　　　 区民ハイキング　３月
　　　　　　　　　　　　 区民ギャラリーの運営　4月～3月

https://www.city.osaka.lg.jp/tsurumi/category/3821-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.osaka.lg.jp/tsurumi/category/3821-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.osaka.lg.jp/tsurumi/category/3821-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.osaka.lg.jp/abeno/page/0000170069.html
https://www.city.osaka.lg.jp/abeno/page/0000170069.html


住吉区役所 地域課 https://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/p
age/0000540867.html

住吉区役所地域課
《電話》06-6694-9984
《Fax》06-6692-5535

つながりの場づくり推進事業

《住吉区の実施状況》
◇事業名　　　　つながりの場づくり推進事業　※委託期間　R3.4.1～R4.3.31
◇実施内容　　 第47回すみよし区民まつり区民まつりは新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点か
ら現地開催
を中止。　しかし、人とのつながりが大切であるため、5つのテーマを設けて、区民から動画や写真を募集
し、ホームページ等で公開。

◇5つのテーマは、
（1）住吉区活動PR
（2）すみよし区民まつりのあゆみ
（3）住吉区ペットコンテスト
（4）住吉区の笑顔自慢
（5）住吉区ぶらさがり選手権

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》06-6629-4564

東住吉区コミュニティ推進事業

コミュニティ育成事業 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》06-4302-9920

区民まつりなど各コミュニティ育
成事業の開催・運営を各種団
体等と協働して行うことで、市
民交流やコミュニティづくりの促
進を図る。
※区によって異なる。

■コミュニティ育成事業

《趣旨・目的》
・コミュニティ活動の振興、健康・福祉の増進、文化の向上を図る事業を行い、機会を提供することで市民相
互・多世代の交流を促進し、連帯感あふれるまちづくりを目指す。本事業を契機として、多様な世代の地域
コミュニティへの参画の促進、新たな地域活動の担い手の発掘・育成につなげる。
《事業の計画》
コミュニティの輪を広げる事業（区民まつり）※R3は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、特設
ホームページやYouTubeを活用した区民まつりを開催。
スポーツ大会（6大会）
若い世代が歴史・文化に親しむ事業（新春ファミリーフェスタ）※かるた大会は、新型コロナウイルス感染拡
大防止のため中止
区民ギャラリーの運営

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

区民まつりや区民体育レクリ
エーション大会をはじめとした
多様な主体が参加、協働できる
事業を実施し、地域コミュニティ
の活性化をめざす。

≪趣旨・目的≫
様々な機会を通じてこれまで関わりのなかった区民や団体がつながり、地域という枠組みだけでなくより多
様な主体が参加、協働できる場を創出し、区におけるコミュニティの活性化を図る。

≪事業の計画・実施実績≫
　・西成区民体育レクリエーション大会　中止
  ・ あったかハートフェスティバル　　中止
  ・ 西成区民まつり　　　中止
　・西成区民文化祭　　中止
  ・創立４５周年西成少年少女合唱団記念事業　中止

https://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000540867.html
https://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000540867.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/higashisumiyoshi/category/3466-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
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生涯学習推進事業
（区）【フェスティバル、
交流会、施設連絡会
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）

https://www.city.osaka.lg.jp/kyoi
ku/page/0000060819.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　　　　生涯学習活動の紹介・発表会　等
◇実施内容　　　北区生涯学習ルームフェスティバルの開催
◇実施場所　　　北区役所、北区民センター他
◇協働先など　　大阪市生涯学習推進員北区連絡会

→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 ―
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　　　　生涯学習活動紹介・発表の実施
　◇内容
    　 ・都島区民まつり　中止（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため）
　　   ・生涯学習フェスティバル　　中止（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため）
　　　 ・区民ギャラリーを利用して展示　新規（発表の手法を工夫して実施。４ルーム・１か月）
　　　 ・区役所YouTubeで活動紹介（２ルーム）

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         福島区生涯学習活動発表会（中止）
　 　◇実施内容
　 　◇実施場所
　 　◇延参加人数

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

《此花区事業計画》
　　◇事業名　　区における生涯学習事業
　　◇実施内容　　此花区生涯学習フェスティバルの開催
　　　　　　　　　　　（新型コロナウイルスの影響により規模を縮小し、令和4年4月に作品発表会を開催）
　　◇実施場所　　此花区民一休ホール
　　◇協働先　　生涯学習推進員此花区連絡会
　　　　　実施なし

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
　１　◇実施内容　　　区生涯学習関連施設連絡会（3回）、生涯学習フェスタの開催
　　　◇実施場所　　　区内生涯学習関連施設等
　　　◇延参加人数　　約180人
　　　◇協働先など　　区内生涯学習関連施設等
　２　◇実施内容　　　①区民文化のつどい　②中央区生涯学習ルームギャラリー展
　　　◇実施場所　　　①J:COM中央区民センター　②中央区役所
　　　◇協働先など　　生涯学習推進員中央区連絡会　　※①は演芸発表は中止で作品展示のみ開催

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　     区における生涯学習の推進
　　◇実施内容    (1)生涯学習を担う人材の発掘と活動支援、生涯学習のPR
　　　　　　　　　　　　　西区民まつり「文化と健康のつどい」　オンラインによる開催
                          (2)生涯学習施設連絡会　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
    ◇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

基本情報

https://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000060819.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000060819.html
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushima/category/3086-3-4-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushima/category/3086-3-4-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushima/category/3086-3-4-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/konohana/page/0000002122.html
http://www.city.osaka.lg.jp/konohana/page/0000002122.html
http://www.city.osaka.lg.jp/chuo/category/3128-4-6-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/chuo/category/3128-4-6-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/chuo/category/3128-4-6-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishi/category/3155-5-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishi/category/3155-5-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishi/category/3155-5-0-0-0-0-0-0-0-0.html


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　　　　生涯学習推進員港区連絡会（役員会、校区代表者会議を含む）の実施
　◇実施内容　　 大阪市生涯学習推進員協議会運営委員会の報告
　　　　　　　　　　　市生涯学習ルームふぇすてぃばるにかかる情報共有および事務連絡など
  ◇実施場所　　 港区民センターなど
2◇事業名　　　  区における生涯学習推進事業
  ◇実施内容　　 「市生涯学習ルームふぇすてぃばる」新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

大正区役所 保健福祉課
https://www.city.osaka.lg.jp/tais
ho/page/0000485084.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》
  ◇事業名       　 大正生涯学習フェスティバル（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止）
  ◇実施内容　　　各生涯学習ルーム等作品展示・舞台発表・体験コーナー他
  ◇実施場所　　　区コミュニテイセンターホール・大正スポーツセンター他
  ◇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 財）大正区コミュニティ協会

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 　       生涯学習推進
     ◇実施内容 　　 天王寺区生涯学習ルーム発表会
　　　　　　　　　　　　　新型コロナウイルス感染症拡大防止の為開催せず
     ◇協働先など　  天王寺区生涯学習推進員連絡会

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   ・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。
　　　　　　　　　　　・みてアートにおける講座体験等を実施。
　　　　　　　　　  　 ・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。
　　　　　　　　　　　 ・生涯学習区内関連施設連絡会開催
　　　　　　　　　　　 ・はぐくみネットコーディネーター区連絡会
     ◇実施場所      区役所
     ◇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・はぐくみネットコーディネーター

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
　・生涯学習関連施設連絡会（淀川区役所）：新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止
　・淀川区内読み語りグループ交流会（淀川区役所）：新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止
　・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：31名（生涯学習関連施設連絡会除く）
◇協働先など：読書ボランティア、淀川図書館、淀川区子ども・子育てプラザ、淀川区生涯学習推進員連絡
会ほか

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　生涯学習推進事業

《東淀川区の実施状況》
　１  ◇事業名　   生涯学習推進員東淀川区連絡会及び意見交換会
 　　 ◇実施内容　生涯学習推進員との意見交換
　２  ◇事業名　  生涯学習ルーム事業や各校区の講座を紹介
　　　◇実施内容　・区役所内で生涯学習ルーム事業や各校区の講座を紹介するパネルの掲示と情報誌を
作成し配架。
　　　　　　　　　　　・東淀川図書館展示ブースにおける２ヶ月間の作品展示。
　　　　　　　　　　　・「生涯学習早春ちょこっと体験講座」の企画（コロナ禍の影響により中止）

https://www.city.osaka.lg.jp/taisho/page/0000485084.html
https://www.city.osaka.lg.jp/taisho/page/0000485084.html
http://www.city.osaka.lg.jp/tennoji/category/3199-11-1-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/tennoji/category/3199-11-1-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/tennoji/category/3199-11-1-0-0-0-0-0-0-0.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
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/higashiyodogawa/category/3280-1-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/category/3280-1-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/category/3280-1-0-0-0-0-0-0-0-0.html


東成区役所 市民協働課 ―
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》
・フェスティバル
　◇事業名　 　　　東成区生涯学習ルーム体験フェスタ
　◇実施内容　　　※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　　　東成区民センター
　◇延参加人数
　◇協働先など　　大阪市生涯学習推進員東成区連絡会（主催）

・区民まつり
　◇事業名　　　　 東成区民まつり
　◇実施内容　　　※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　　　東中本公園
　◇協働先など　　大阪市生涯学習推進員東成区連絡会

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

/page/0000404077.html

生野区役所地域まちづくり課
《電話》06-6715-9020
《Fax》06-6717-1163

生野区　生涯学習推進事業

《生野区の実施状況》
　◇フェスティバル
　　・ 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症拡大防止の観点により中止】
　
 ◇ 交流会
 　・生涯学習推進員生野区連絡会
　　　実施場所　生野区民センター・生野区役所
  　　開催回数　6回
　　　延参加人数　152人
　　　【新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点により回数及び人数減】

　◇生涯学習関連施設連絡会
　　・構成団体　区民センター・図書館・スポーツセンター・老人福祉センター・子ども子育てプラザ・
　　　生野屋内プール・在宅サービスセンター・区役所
　　　【新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点により中止】

旭区役所 地域課 現在ＨＰ掲載なし
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）

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》06-6930-9743
《Fax》06-6931-9999

城東区　生涯学習推進事業

《城東区の実施状況》
生涯学習ルームフェスティバルを開催し次の事業を実施
　・生涯学習ルーム作品展
　・生涯学習ルーム体験教室
　・生涯学習ルーム舞台発表会
生涯学習推進員連絡会を会開催（月１回）

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　 　鶴見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症拡大防止のため中
                          止）
　　　　　　　　　　　施設連絡会（年６回、内２回新型コロナウイルス感染症拡大防止のため書面開催し、ア
                          ンケート等により情報共有を行った）
　◇実施場所    　区内生涯学習関係施設
　◇延参加人数   40人
　◇協働先など　 鶴見区生涯学習推進員連絡会、咲くやこの花館など

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》

    【あべのカーニバルブース出展】【コロナの影響により中止】
　
　　【生涯学習ルーム交流会】【コロナの影響により中止】

http://www.city.osaka.lg.jp/ikuno/page/0000404077.html
http://www.city.osaka.lg.jp/ikuno/page/0000404077.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
https://www.city.osaka.lg.jp/sum
iyoshi/page/0000454025.html

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　　  「第24回すみよし区文化フェスティバル」
　「生涯学習大阪計画」の基本理念である「ひと・まち・まなびをつなぐ生涯学習」の推進に向けた取組みとし
て、区内で行われているさまざまな文化活動の成果発表や、社会教育関係団体による各種啓発を行い、区
民が新たな「まなび」に触れる機会を創出することで、「まなびの循環」を通じた地域における文化活動・交流
の活性化を目的に実施する。
令和３年度は規模を縮小し、作品展示会を実施。
◇実施場所　　　住吉区民センター
◇参加人数   　　約200人
◇協働先など　  住吉区まなび・つながりネットワーク

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》
1生涯学習推進事業
　◇連絡会等
　　　「生涯学習推進員東住吉区連絡会」（4回）、生涯学習施設連絡会（2回）

2東住吉区コミュニティ推進事業
　◇文化祭
　　　→新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止

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         区生涯学習発表会・交流会
　　 ◇実施内容　    西成区生涯学習フェスティバル
　 　◇協働先など    生涯学習推進員西成区連絡会、生涯学習関連施設西成区連絡会ほか
※新型コロナウイルスの影響により舞台発表、体験コーナーは中止。区民ギャラリーにて2週間作品展示及
び、生涯学習ルーム紹介、関連施設紹介の展示を行った。

　２ ◇事業名　　　　生涯学習関連施設連絡会
　　 ◇実施場所　　 西成区役所

https://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000454025.html
https://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000454025.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/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


エ　団体・グループの育成・支援

地域活動協議会や社会教育関係団体などの団体・グループに対する側面的な育成・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

137
新たな地域コミュニティ
支援事業

各区役所にお問合せくださ
い。

各種地域団体や企業、ＮＰＯ
等、多様な主体が、地域社会
の将来像を共有しながらそれ
ぞれ特性を発揮し、校区等地
域におけるさまざまな地域課題
に取り組むため、民間の専門
的な知識やノウハウを幅広く活
かす観点から、多様な機能や
特性を持った中間支援組織を
活用して、自律的な地域運営
の仕組みづくりを支援する。
※区によって異なる。

■新たなコミュニティ支援事業

《趣旨・目的》
中間支援組織を活用して、地域活動協議会の活動にかかる支援及び地域の自律運営にかかる支援等を
行うことにより、新たな市政改革プランにおける大きな公共を担う活力のある地域社会づくりを実現するこ
とを目的とする。
※区によって異なる。
　
《事業の計画》
　区役所が提供するスペース内に事務所を設置し、地域まちづくり支援員等をを配置
●アドバイザー
地域まちづくり支援員の業務内容を総括し必要な助言・指導を行う。また、必要に応じて区役所や地域団
体等の相談に応じる。
●地域まちづくり支援員
地域活動の実績を有し、地域事情に精通するとともに、ファシリテート及びコーディネートの手法、会議等
運営の知識やノウハウを有し地域が円滑に自律運営を行えるよう支援する。
※区によって異なる

地域活動支援事業 北区役所 地域課 ―
北区役所地域課
《電話》06-6313-9734
《Fax》06-6362-3823

地域活動協議会の自立に向け
た支援や助言指導、区の防災
業務並びに地域防災支援業務
など区の地域コミュニティに関
わる業務を行う。

《北区の実施状況》
地域運営アドバイザーの直営化
地域活動協議会への自律に向けた支援や助言指導、また、区の防災業務並びに地域防災支援業務など
の区の地域コミュニティに関わる業務を行う。
特に地域防災支援業務については、地域活動に参加していないマンション住民を中心に、地域の防災活
動を通して、地域活動協議会との連携を深めていく業務を行う。

都島区役所 まちづくり推進課
https://www.city.osaka.lg.jp/miy
akojima/category/3084-2-1-0-
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　新たな地域コミュニ
ティ支援事業

《都島区の実施状況》
     ◇事業名　 　　　都島区地域コミュニティ支援事業

     ◇実施内容　　　※委託期間R３.4.1～R４.3.31
　　　　　　　　　　　　　ア）地域課題やニーズに対応した活動に向けた取組
　　　　　　　　　　　　　イ）地域活動に関わりの薄い住民の参加促進に向けた取組
　　　　　　　　　　　　　ウ）多様な活動主体との連携・協働に向けた取組
　　　　　　　　　　　　　エ）組織運営に必要な基本的事項の定着に向けた取組

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/3087-1-9-4-
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　新たな地域コミュニ
ティ支援事業

《福島区の実施状況》
     ◇事業名　       福島区新たな地域コミュニティ支援事業

     ◇実施内容　　 ・地域活動協議会の活動にかかる支援　　※委託期間Ｈ31.4.1～R2.3.31
                      　　 ア）地域課題解決のための支援
                            イ）各地域活動協議会間の連携にかかる支援
    　　　　　　　　　　・地域活動協議会の自律運営にかかる支援
　　　　　　　　　　　   ア）幅広い世代の住民の地域活動の参加・参画を促すための助言・指導
     　　　　　　　　     イ)地域における担い手育成や人材育成への助言・指導

令和３年度　此花区地
域活性化支援事業

此花区役所
まちづくり推進課
（まちづくり推進）

http://www.city.osaka.lg.jp/kono
hana/page/0000436552.html

此花区役所まちづくり推進
課
（まちづくり推進）
《電話》06-6466-9734

・地域活動協議会における課
題解決のための取組支援
・地域活動協議会の補助事業・
本市委託事業の事務補助
・大きな公共の実現に向けた支
援
・区が行う地域支援向上に向け
た支援
・その他

【趣旨・目的】地域の課題解決、人材育成の支援を行うとともに、地域における会議等のファシリテーション
や活動情報を幅広く発信するなど、区役所と地域が密接に連携しながら支援を行うことが必要であり、この
ような支援を進めるために、地域課題の解決方策の策定、その方策の地域活動協議会による事業化の支
援や地域担当職員の地域支援等について、地域活動の支援にかかる実績を有する民間事業者を活用す
ることにより、大きな公共を担う活力ある地域社会づくりを実現することを目的とする。

【事業計画】
上記目的を達成するため、区地域担当職員と連携して地域支援ができる体制を業務責任者を明確にして
構築。

基本情報

https://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/category/3084-2-1-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/category/3084-2-1-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/category/3084-2-1-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushima/category/3087-1-9-4-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushima/category/3087-1-9-4-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushima/category/3087-1-9-4-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/konohana/page/0000436552.html
http://www.city.osaka.lg.jp/konohana/page/0000436552.html


中央区役所 市民協働課
https://www.city.osaka.lg.jp/chu
o/page/0000540488.html

中央区役所市民協働課（市
民協働グループ）
《電話》06-6267-9833
《Fax》06-6264-8283

各種地域団体や企業、ＮＰＯ
等、多様な主体が、地域社会
の将来像を共有しながらそれ
ぞれ特性を発揮し、校区等地
域におけるさまざまな地域課題
に取り組むため、民間の専門
的な知識やノウハウを幅広く活
かす観点から、多様な機能や
特性を持った中間支援組織を
活用して、自律的な地域運営
の仕組みづくりを支援する。

《趣旨・目的》
中間支援組織を活用して、地域活動協議会の活動にかかる支援及び地域の自律運営にかかる支援等を
行うことにより、新たな市政改革プランにおける大きな公共を担う活力のある地域社会づくりを実現するこ
とを目的とする。
　
《事業の計画》
区役所が提供するスペース内に事務所を設置し、地域まちづくり支援員等をを配置。
●アドバイザー
 地域まちづくり支援員の業務内容を総括し必要な助言・指導を行う。また、必要に応じて区役所や地域団
体等の相談に応じる。
●地域まちづくり支援員
地域活動の実績を有し、地域事情に精通するとともに、ファシリテート及びコーディネートの手法、会議等
運営の知識やノウハウを有し地域が円滑に自律運営を行えるよう支援する。

新たな地域コミュニティ
支援事業

西区役所 地域支援課 http://www.city.osaka.lg.jp/nishi/page/0000311411.html
西区役所地域支援課
《電話》06-6532‐9734
《Fax》06-6538-7318

中間支援組織を活用して、地
域活動協議会が自律的な地域
運営が行える仕組みづくりを支
援する

《趣旨・目的》
　各種地域団体や企業、NPO等、多様な主体が、地域社会の将来像を共有しながらそれぞれの特性を発
揮し、校区等地域におけるさまざまな地域課題に取り組むため、民間の専門的な知識やノウハウを幅広く
活かす観点から、多様な機能や特性を持った中間支援組織を活用して、自律的な地域運営の仕組みづく
りを支援する。

《事業の計画》
地域の自律運営にかかる積極的支援
・地域における担い手育成や人材育成への助言・指導及び人材の確保や育成の手段としての継続的な広
報等
・幅広い世代の住民の地域活動、地縁型団体への参加・参画を促すための取組みへの支援
・多様な地域活動との連携・協働にむけたネットワークづくりへの助言・指導
・組織運営にかかる自律の定着にむけた支援
・自主財源の獲得に向けた積極的な支援
・地域活動協議会形成支援

港区役所
協働まちづくり推進
課

https://www.city.osaka.lg.jp/min
ato/category/3167-1-13-0-0-
0-0-0-0-0.html

港区役所協働まちづくり推
進課《電話》06-6576-9884
《Fax》06-6572-9512

港区新たなコミュニティ支援事
業

《港区の実施状況》
     ◇事業名　       港区新たなコミュニティ支援事業

     ◇実施内容　　 ・大阪市港区における新たな地域支援業務　　※委託期間R3.4.1～R4.3.31
                      　　 （１）地域活動協議会の自律的運営に向けた支援業務
　　　　　　　　　　　　　　ア）地域課題への取組
　　　　　　　　　　　　　　イ）つながりの拡充
　　　　　　　　　　　　　　ウ）組織運営
    　　　　　　　　　　　・その他

大正区役所
地域協働課
（地域協働グルー
プ）

https://www.city.osaka.lg.jp/tais
ho/page/0000492166.html

大正区役所地域協働課
（地域協働グループ）
《電話》06-4394-9743
《Fax》06-4394-9989

大阪市大正区における新たな
地域コミュニティ支援事業

《大正区の実施状況》
     ◇事業名　       大阪市大正区における新たなコミュニティ支援事業

     ◇実施内容　　 ・地域活動協議会の活動にかかる支援　　※委託期間R3.4.1～R4.3.31
                      　　   ア）地域課題解決のための支援
                              イ）各地域活動協議会間の連携にかかる支援
    　　　　　　　　　　・地域活動協議会の自律運営にかかる支援
　　　　　　　　　　　　   ア）幅広い世代の住民の地域活動の参加・参画を促すための助言・指導
     　　　　　　　　      イ)地域における担い手育成や人材育成への助言・指導

天王寺区役所 市民協働課
http://www.city.osaka.lg.jp/tenn
oji/category/3201-5-2-0-0-0-
0-0-0-0.html

天王寺区役所市民協働課
《電話》06-6774-9734
《Fax》06-6774-9692

新たな地域コミュニティ支援事
業

《天王寺区の実施状況》
◇事業名　　天王寺区における新たな地域コミュニティ支援事業

◇実施内容　・地域活動協議会の活動にかかる支援　※委託期間R3.4.1～R4.3.31
・地域課題解決のための支援　・各地域活動協議会間の連携にかかる支援・地域活動協議会の自律
運営にかかる支援
・幅広い世代の住民の地域活動の参加・参画を促すための助言・指導
・地域における担い手育成や人材育成への助言・指導

https://www.city.osaka.lg.jp/chuo/page/0000540488.html
https://www.city.osaka.lg.jp/chuo/page/0000540488.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishi/page/0000311411.html
https://www.city.osaka.lg.jp/minato/category/3167-1-13-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.osaka.lg.jp/minato/category/3167-1-13-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.osaka.lg.jp/minato/category/3167-1-13-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.osaka.lg.jp/taisho/page/0000492166.html
https://www.city.osaka.lg.jp/taisho/page/0000492166.html
http://www.city.osaka.lg.jp/tennoji/category/3201-5-2-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/tennoji/category/3201-5-2-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/tennoji/category/3201-5-2-0-0-0-0-0-0-0.html


浪速区役所
市民協働課（市民協
働）

http://www.city.osaka.lg.jp/nani
wa/page/0000291371.html

市民協働課（市民協働）
《電話》06-6647-9883
《Fax》06-6633－8270

地域団体や企業、ＮＰＯ等、多
様な主体が、地域社会の将来
像を共有しながらそれぞれ特
性を発揮し、地域におけるさま
ざまな課題に取り組むため、民
間の専門的な知識やノウハウ
を幅広く活かす観点から、多様
な機能や特性を持った中間支
援組織を活用して、自律的な地
域運営の仕組みづくりを支援す
る。

中間支援組織を活用し、地域活動協議会の自律運営と地域の実情にあわせた支援を実施することによ
り、新たな市政改革プランにおける大きな公共を担う活力のある地域社会づくりを実現することを目的とす
る。

実施実績
（１）地域活動協議会の自律運営にかかる積極的支援
　ア　若い世代など幅広い市民参画の促進、地域における担い手育成や人材育成への助言・指導
　イ　幅広い世代の住民の地域活動への参加・参画を促すため、事業の効果的な実施を支援
　ウ　多様な地域活動との連携・協働に向けたネットワークづくりへの助言・指導
　エ　自主財源の獲得に向けた情報提供や申請等手続きの助言・指導
　オ　地域活動協議会が行政の委託事業を受託するためや地域課題をビジネス手法で解決するための助
言・指導
　カ　地域活動協議会の事務局機能充実に向けた支援や、開かれた組織運営、会計等の透明性確保に
向けた助言・指導
　キ　ＮＰＯ等法人化に向けた情報提供や申請手続きの助言・指導
　ク　区内の地域活動協議会等の情報交換や連携の促進
　ケ　地域の歴史や資源と発掘・普及することなどを通じて、世代間交流の促進を支援
（２）多様な主体との連携・協働の促進
　ア　NPO、専門学校、企業等、地縁型団体等の多様な主体と連携・協働した地域活性化の推進
　イ　多様な主体の活動促進のため「市民活動総合ポータルサイト」等を活用した助言・指導

西淀川区役所 地域支援課
http://www.city.osaka.lg.jp/nishi
yodogawa/page/0000266330.ht
ml

《電話》06-6478－9734

　中間支援組織を活用して、地
域活動協議会が、自律的な地
域運営が行える仕組みづくりを
支援する。

■新たなコミュニティ支援事業

≪趣旨・目的≫
　各種地域団体や企業、ＮＰＯ等、多様な主体が、地域社会の将来像を共有しながらそれぞれ特性を発揮
し、校区等地域におけるさまざまな地域課題に取り組むため、民間の専門的な知識やノウハウを幅広く活
かす観点から、多様な機能や特性を持った中間支援組織を活用して、自律的な地域運営の仕組みづくり
を支援する。

≪事業計画≫
・区民・地域活動協議会役員からの相談対応
・地域活動協議会の自律運営に向けた資料の提示
・気軽に立ち寄ることのできる支援拠点としての整備　　　　　… など

平成30年4月1日より「街角企画株式会社・有限会社OM環境計画研究所・公益財団法人公害地域再生セ
ンター地活協事業推進共同企業体」が受託・運営

淀川区役所 市民協働課
https://www.city.osaka.lg.jp/yod
ogawa/category/3265-2-3-0-
0-0-0-0-0-0.html

淀川区役所市民協働課
《電話》06-6308-9734
《Fax》06-6885-0535

各種地域団体や企業、ＮＰＯ
等、多様な主体が、地域社会
の将来像を共有しながらそれ
ぞれ特性を発揮し、校区等地
域におけるさまざまな地域課題
に取り組むため、民間の専門
的な知識やノウハウを幅広く活
かす観点から、多様な機能や
特性を持った中間支援組織を
活用して、自律的な地域運営
の仕組みづくりを支援する。

■新たなコミュニティ支援事業

《趣旨・目的》
中間支援組織を活用して、地域活動協議会の活動にかかる支援及び地域の自律運営にかかる支援等を
行うことにより、新たな市政改革プランにおける大きな公共を担う活力のある地域社会づくりを実現するこ
とを目的とする。
　
《事業の計画》
　区役所が提供するスペース内に事務所を設置し、地域まちづくり支援員等をを配置。
●アドバイザー
地域まちづくり支援員の業務内容を総括し必要な助言・指導を行う。また、必要に応じて区役所や地域団
体等の相談に応じる。
●地域まちづくり支援員
地域活動の実績を有し、地域事情に精通するとともに、ファシリテート及びコーディネートの手法、会議等
運営の知識やノウハウを有し地域が円滑に自律運営を行えるよう支援する。

東淀川区役所 地域課
https://www.city.osaka.lg.jp/hig
ashiyodogawa/page/000042825
6.html

東淀川区役所地域課
《電話》06-4809-9825
《Fax》06-6327-1970

自助・共助を担う地域力のある
まち

《趣旨・目的》
　地域活動協議会の民主的で開かれた組織運営、会計の透明性の確保を支援し、地域住民や企業から
の信頼を得られる組織づくりの支援を行い、多くの参加者や新たな担い手が参画する活動に繋げ地域力
の向上をめざす。

《事業の計画》
・地域づくりアドバイザーによる地域の自律に向けた効果的な支援や場づくり及び講座開催
・地域担当職員による地域活動協議会の支援

東成区役所 市民協働課
http://www.city.osaka.lg.jp/higa
shinari/category/3314-1-5-0-
0-0-0-0-0-0.html

東成区役所市民協働課
《電話》06－6977-9118
《Fax》06－6972-2738

各種地域団体や企業、ＮＰＯ
等、多様な主体が、地域社会
の将来像を共有しながらそれ
ぞれ特性を発揮し、校区等地
域におけるさまざまな地域課題
に取り組むため、民間の専門
的な知識やノウハウを幅広く活
かす観点から、多様な機能や
特性を持った中間支援組織を
活用して、自律的な地域運営
の仕組みづくりを支援する。

■新たなコミュニティ支援事業
《趣旨・目的》
中間支援組織を活用して、地域活動協議会の自律運営にかかる支援等を行うことにより、市政改革プラン
における大きな公共を担う活力のある地域社会づくりを実現することを目的とする。
《事業の計画》
区役所が提供するスペース内に事務所を設置し、地域まちづくり支援員等を配置。
●アドバイザー
地域まちづくり支援員の業務内容を総括し必要な助言・指導を行う。また、必要に応じて区役所や地域団
体等の相談に応じる。
●地域まちづくり支援員
地域活動の実績を有し、地域事情に精通するとともに、ファシリテート及びコーディネートの手法、会議等
運営の知識やノウハウを有し地域が円滑に自律運営を行えるよう支援する。

http://www.city.osaka.lg.jp/naniwa/page/0000291371.html
http://www.city.osaka.lg.jp/naniwa/page/0000291371.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000266330.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000266330.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000266330.html
https://www.city.osaka.lg.jp/yodogawa/category/3265-2-3-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.osaka.lg.jp/yodogawa/category/3265-2-3-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.osaka.lg.jp/yodogawa/category/3265-2-3-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/page/0000428256.html
https://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/page/0000428256.html
https://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/page/0000428256.html
http://www.city.osaka.lg.jp/higashinari/category/3314-1-5-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/higashinari/category/3314-1-5-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/higashinari/category/3314-1-5-0-0-0-0-0-0-0.html


生野区役所 地域まちづくり課
https://www.city.osaka.lg.jp/iku
no/page/0000291132.html

生野区地域まちづくり課
《電話》06-6715-9734
《Fax》06-6717-1163

生野区新たな地域コミュニティ
支援事業

《生野区の実施状況》
　◇事業名　生野区新たな地域コミュニティ支援事業　　※委託期間  R3.4.1～R4.3.31
　◇実施内容　・地域活動協議会の自律運営にかかる積極的支援業務
　　　　　　　  　　・地域の実情に応じて、地域活動協議会の事務局機能充実に向けた支援、
　　　　　　　　　　開かれた組織運営、会計等の透明性確保に向けた助言等

旭区役所 地域課
https://www.city.osaka.lg.jp/asa
hi/page/0000540983.html

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

地域運営アドバイザー事業
（直営化）

《旭区の実施状況》
◇事業名：地域運営アドバイザー事業（直営化）
◇実施内容：各種支援（出納事務、事業計画、各種会議の進行等）、区内の地域活動協議会等の情報交
換及び連携の促進、地域活動協議会連絡会からの応相談及び区から地域活動協議会への連絡、地域活
動協議会事業の広報業務等

新たな地域コミュニティ
支援事業

城東区役所 市民協働課
https://www.city.osaka.lg.jp/jot
o/category/3410-0-0-0-0-0-
0-0-0-0.html

城東区役所市民協働課
《電話》06-6930-9734
《Fax》06-6930-9040

各種地域団体や企業、ＮＰＯ
等、多様な主体が、地域社会
の将来像を共有しながらそれ
ぞれ特性を発揮し、校区等地
域におけるさまざまな地域課題
の解決に取り組むため、民間
の専門的な知識やノウハウを
幅広く生かす観点から、多様な
機能を持った中間支援組織を
活用して、自律的な地域運営
に向けた支援を行う。

◇実施内容
中間支援組織を活用して、地域活動協議会が、自律的な地域運営が行える仕組みづくりを支援する
・若い世代など幅広い市民参画の促進、地域における担い手育成や人材育成への助言・指導
・幅広い世代の住民の地域活動への参加・参画を促すため、事業の効果的な実施を支援
・多様な地域活動との連携・協働に向けたネットワークづくりへの助言・指導
・自主財源の獲得に向けた情報提供や申請等手続きの助言・指導
・地域が地域課題をビジネス手法で解決するための情報提供や、専門相談機関等への連絡・調整
・地域団体間の連携・協働に向けた支援や、開かれた組織運営、会計等の透明性確保に向けた助言・指
導
・NPO等法人化に向けた情報提供や申請手続きの助言・指導

鶴見区役所 市民協働課
https://www.city.osaka.lg.jp/tsu
rumi/category/3821-4-1-0-0-
0-0-0-0-0.html

鶴見区役所市民協働課
《電話》06-6915-9166
《Fax》06-6913-6235

　各種地域団体や企業、NPO
等、多様な主体が、地域社会
の将来像を共有しながらそれ
ぞれ特性を発揮し、校区等地
域におけるさまざまな地域課題
に取り組むため、民間の専門
的な知識やノウハウを幅広く活
かす観点から、多様な機能や
特性を持った中間支援組織を
活用して、自律的な地域運営
の仕組みづくりを支援する。

《趣旨・目的》
中間支援組織を活用して、地域活動協議会の活動にかかる支援及び地域の自律運営にかかる支援等を
行うことにより、新たな市政改革プランにおける大きな公共を担う活力のある地域社会づくりを実現するこ
とを目的とする。

《事業の計画》
鶴見区内に事務所を設置し、地域まちづくり支援員等を配置。
●アドバイザー
地域まちづくり支援員の業務内容を総括し必要な助言・指導を行う。また、必要に応じて区役所や地域団
体等の相談に応じる。
●地域まちづくり支援員
地域活動の実績を有し、地域事情に精通するとともに、ファシリテート及びコーディネートの手法、会議等
運営の知識やノウハウを有し地域が円滑に自律運営を行えるよう支援する。

阿倍野区役所
市民協働課（市民協
働）

http://www.city.osaka.lg.jp/aben
o/page/0000170069.html

阿倍野区市民協働課（市民
協働）
《電話》06-6622-9787
《Fax》06-6621-1412

各種地域団体や企業、ＮＰＯ
等、多様な主体が、地域社会
の将来像を共有しながらそれ
ぞれ特性を発揮し、校区等地
域におけるさまざまな地域課題
に取り組むため、民間の専門
的な知識やノウハウを幅広く活
かす観点から、多様な機能や
特性を持った中間支援組織を
活用して、自律的な地域運営
の仕組みづくりを支援する。

《阿倍野区の実施状況》
     ◇事業名　       阿倍野区新たな地域コミュニティ支援事業

     ◇実施内容　　 ・地域活動協議会の活動にかかる支援　　※委託期間R3.4.1～R4.3.31
                      　　 ア）地域課題解決のための支援
                           イ）各地域活動協議会間の連携にかかる支援
    　　　　　　　　　　・地域活動協議会の自律運営にかかる支援
　　　　　　　　　　　　ア）幅広い世代の住民の地域活動の参加・参画を促すための助言・指導
     　　　　　　　　    イ)地域における担い手育成や人材育成への助言・指導

大阪市住之江区におけ
る新たな地域コミュニ
ティ支援事業

住之江区役所 協働まちづくり課
http://www.saza73.jp/suminoe-
machisen/

住之江区役所
協働まちづくり課
《電話》06－6682－9734

　各種地域団体や企業、NPO
等、多様な主体が、地域社会
の将来像を共有しながらそれ
ぞれ特性を発揮し、校区等地
域におけるさまざまな地域課題
に取り組むため、民間の専門
的な知識やノウハウを幅広く活
かす観点から、多様な機能や
特性を持った中間支援組織を
活用して、自律的な地域運営
の仕組みづくりを支援する。

《趣旨・目的》
中間支援組織を活用して、地域活動協議会が、自律的な地域運営を行えるよう仕組みづくりを支援し、市
民との連携・協働による魅力あるまちづくりに向け、地域コミュニティの活性化につながる事業を展開し、よ
り元気で力強い地域社会の実現をめざす。
《事業の計画》
区役所が提供するスペース内に事務所を設置し、「アドバイザー」及び「地域まちづくり支援員」を配置。
●アドバイザー
業務を総合的に把握し、かつ、調整を行い、地域まちづくり支援員を指揮監督する。
●地域まちづくり支援員
ファシリテート及びコーディネートの手法、会議等運営の知識やノウハウを有し地域が円滑に自律運営を
行えるよう支援する。
●「すみのえ情報局」を活用した地域活動の発信
　すみのえ情報局でのさまざまな情報発信や、各地域活動協議会の広報分野において地域の情報を発信
するための活動者を募集し、動画・画像撮影等の支援を行う。また、年度末にコンテストなどを開催し、す
みのえ情報局の普及を推進する。

https://www.city.osaka.lg.jp/ikuno/page/0000291132.html
https://www.city.osaka.lg.jp/ikuno/page/0000291132.html
https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/page/0000540983.html
https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/page/0000540983.html
https://www.city.osaka.lg.jp/joto/category/3410-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.osaka.lg.jp/joto/category/3410-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.osaka.lg.jp/joto/category/3410-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.osaka.lg.jp/tsurumi/category/3821-4-1-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.osaka.lg.jp/tsurumi/category/3821-4-1-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.osaka.lg.jp/tsurumi/category/3821-4-1-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/abeno/page/0000170069.html
http://www.city.osaka.lg.jp/abeno/page/0000170069.html
http://www.saza73.jp/suminoe-machisen/
http://www.saza73.jp/suminoe-machisen/


地域コミュニティ支援事
業

住吉区役所 地域課 ―
住吉区役所地域課
《電話》06-6694-9984
《Fax》06-6692-5535

各種地域団体や企業、ＮＰＯ
等、多様な主体が、地域社会
の将来像を共有しながらそれ
ぞれ特性を発揮し、校区等地
域におけるさまざまな地域課題
に取り組むため、民間の専門
的な知識やノウハウを幅広く活
かす観点から、多様な機能や
特性を持った中間支援組織を
活用して、自律的な地域運営
の仕組みづくりを支援する。

《住吉区の実施状況》
 ◇事業名
住吉区における地域コミュニティ支援事業

 ◇趣旨・目的
中間支援組織を活用して、地域活動協議会の自律運営を図るべく積極的支援等を行うことにより、コミュニティ豊か
で住民全体の自律的な地域運営が行われる地域社会の実現をめざすことを目的とする。

 ◇実施内容　　※委託期間R3.4.1～R4.3.31
（１）地域活動協議会の自律運営にかかる積極的支援
・　若い世代など幅広い市民参画の促進に向けた助言、指導
・　地域活動協議会の構成団体の連携促進および担い手育成に向けた支援
・　地域活動協議会と他の活動主体との連携・協働に向けた支援
・　適正な組織運営に向けた支援
・　会計事務にかかる支援
・　地域活動協議会の広報機能の強化に向けた支援

（２）その他
・　相談や受付体制の構築
・　区内の地域活動協議会の情報交換や連携の促進
・　区役所との情報共有
・　業務計画書の作成
・　業務報告書の提出等
・　連絡調整会議について

東住吉区役所 区民企画課
http://www.city.osaka.lg.jp/higa
shisumiyoshi/category/3465-2-
0-0-0-0-0-0-0-0.html

東住吉区役所区民企画課
《電話》06-4399-9734
《Fax》06-6629-4564

各種地域団体や企業、ＮＰＯ
等、多様な主体が、地域社会
の将来像を共有しながらそれ
ぞれ特性を発揮し、校区等地
域におけるさまざまな地域課題
に取り組むため、民間の専門
的な知識やノウハウを幅広く活
かす観点から、多様な機能や
特性を持った中間支援組織を
活用して、自律的な地域運営
の仕組みづくりを支援する。

■新たなコミュニティ支援事業

《趣旨・目的》
中間支援組織を活用して、地域活動協議会の活動にかかる支援及び地域の自律運営にかかる支援等を
行うことにより、新たな市政改革プランにおける大きな公共を担う活力のある地域社会づくりを実現するこ
とを目的とする。
　
●支援員
必要に応じて地域団体等の相談を受け支援する。

<実施実績>
・地域活動協議会の事業や運営について効率的・効果的な実施を促進するため、地域の実情に応じた支
援の実施
・実施計画作成及び事業報告作成に関する相談業務
・各地域活動協議会に対する事業周知や組織強化等の広報に関する提案

自律的な地域運営に向
けた支援事業

平野区役所
安全安心まちづくり
課

https://www.city.osaka.lg.jp/hira
no/page/0000461002.html

平野区安全安心まちづくり
課
《電話》06-4302-9734
《Fax》06-4302-9880

各種地域団体や企業、ＮＰＯ
等、多様な主体が、地域社会
の将来像を共有しながらそれ
ぞれ特性を発揮し、校区等地
域におけるさまざまな地域課題
に取り組むため、民間の専門
的な知識やノウハウを幅広く活
かす観点から、多様な機能や
特性を持った中間支援組織を
活用して、自律的な地域運営
の仕組みづくりを支援する。

《平野区の実施概要》
　◇事業名　自律的な地域運営に向けた支援事業
　◇実施内容　・地域活動協議会の活動にかかる支援　※委託期間R3.4.1～R4.3.31
　　・地域における担い手確保や人材育成等への助言・指導
　　・幅広い世代の住民の地域活動への参加・参画を促すため、事業の効果的な実施を支援
　　・多様な地域活動との連携・協働に向けたネットワークづくりへの助言・指導
　　・自主財源の獲得に向けた情報提供や申請等手続きの助言・指導
　　・平野区内23地域のそれぞれの状況に応じた事業企画・実施を支援
　　・若い世代が地域活動に参画できる仕組みの構築を支援　　　　　　　　　　　　　など

西成区役所 市民協働課
http://www.city.osaka.lg.jp/nishi
nari/page/0000436345.html

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

大阪市西成区における新たな
地域コミュニティ支援事業

《西成区の実施状況》
◇趣旨・目的
　地域活動協議会に対する組織運営や適切な会計処理の他、地域資源の活用といった分野においてきめ
細やかな支援を行うことにより、大きな公共を担う活力ある地域社会づくりを実現することを目的とする。

◇実施内容
　地域活動協議会の自律的な運営の促進にあたって、当該団体の組織運営、適切な会計処理の他、地域
資源（ヒト・モノ・カネ・情報）を客観的なデータに基づき把握するとともに、地域課題に応じた活動に活用す
るための支援
　（具体的な業務内容）
（1） 地域活動協議会の運営への助言、指導に関する業務
（2） 地域活動協議会の組織運営及び会計処理に関する業務
（3） 地域活動協議会における客観的データの整理及び利活用に関する業務
（4） 地域活動協議会の構成団体への参画に関する業務
（5） 新たな担い手の確保及び人材の育成に関する業務
（6） 自主財源の獲得に向けたCB/SBに関する業務
（7） 区役所事業との連絡調整に関する業務

◇実施実績
　区内地域活動協議会構成団体を対象に実施したアンケート結果
「地域活動協議会の構成団体が、地域活動協議会に対し地域の実情やニーズに即した支援が実施されて
いると思う割合」　85.1%

http://www.city.osaka.lg.jp/higashisumiyoshi/category/3465-2-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/higashisumiyoshi/category/3465-2-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/higashisumiyoshi/category/3465-2-0-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.osaka.lg.jp/hirano/page/0000461002.html
https://www.city.osaka.lg.jp/hirano/page/0000461002.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishinari/page/0000436345.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishinari/page/0000436345.html


番号
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138
総合型地域スポーツクラブの設立・活動の支
援

経済戦略局 スポーツ課

https://www.city.os
aka.lg.jp/keizaisenry
aku/page/00005539
09.html

経済戦略局
スポーツ部スポ-ツ課
《電話》06-6469-3865
《Fax》06-6469-3898

子どもから高齢者まで、地域の
誰もが、身近で、いつでも手軽に
スポーツを楽しむことができる
「総合型地域スポーツクラブ」づく
りの取り組みを、地域住民の主
体となって自主的・自発的なクラ
ブづくり・クラブ運営ができるよう
に側面的にサポートします。

「スポーツの楽しさがあふれるまち大阪」実現のためのソフト事業のひ
とつ。市民スポーツの振興を目的とする。
子どもから高齢者まで、地域の誰もが、身近で、いつでも手軽にス
ポーツを楽しむことができる「総合型地域スポーツクラブ」づくりの取り
組みを、地域住民が主体となって自主的・自発的なクラブづくり・クラブ
運営ができるように側面的にサポートする。「スポーツ基本計画」（文
部科学省：平成24年策）

新たなクラブ設立のために地域説明会の開催や協
力者の組織化を推進・支援し、全区に１つ以上のク
ラブを設立を図る。また、既存クラブに対して定期
的な連絡会を開催し行政側からの情報提供やクラ
ブ間の情報交換の場を設けると共に、クラブ間交
流会等の実施によりクラブ同士の相互連携を促進
する。

令和３年度末までに21クラブ（16区）が設立されている。

139 大阪市市民活動総合支援事業 市民局
地域力担当（地域連携
グループ）

https://kyodo-
portal.city.osaka.jp/

市民局区政支援室地域
力担当（地域連携グ
ループ）
《電話》06-6208-7344
《Fax》06-6202-7073

「市民活動総合ポータルサイト」
において、市民活動・ボランティ
ア活動に役立つさまざまな資源
情報を収集・発信しています。ま
た、「交流の場」の開催など、多
様な活動主体の連携・協働を促
進しています。

「大きな公共を担う活力ある地域社会づくり」に向け、
・誰もが公共の担い手として地域活動や市民活動、社会貢献活動に
参画しやすい
・誰もが活動を進めるうえで必要な情報が容易に取得しやすい
・活動を進めるうえで他の団体や企業と連携・協働を進めやすい
環境を整備する。

引き続き、市民活動・地域活動の支援を継続してい
く。

①市民活動に役立つ資源情報の発掘・収集・発信
　・「大阪市市民活動総合ポータルサイト」の管理運営等
　・市民活動に役立つ資源情報の発信　687件（R3）
②多様な活動主体の連携促進
　・市民活動団体、企業、行政等多様な活動主体が交流する「交流の場」の開催　5回（R3）
　・新たに生まれた連携取組の成立件数　5件（R3）

140
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）

https://www.city.os
aka.lg.jp/shimin/pag
e/0000268766.html

市民局区政支援室地域
力担当（地域連携グ
ループ）
《電話》06-6208-7344
《Fax》06-6202-7073

地域団体や市民活動団体の皆さ
んの「お困りごと」「取り組んでい
きたいこと」の解決や実現に向け
て、第三者的な立場で「話し合い
のファシリテーター」や「地域内外
に存在する地域資源（ヒト（人
材、他の団体など）・モノ（物資な
ど）・カネ（助成・寄附金など）・情
報）と団体をつなぐコーディネー
ター」として団体の取組を支援す
る「地域公共人材」という人材を
登録します。
地域公共人材の派遣を希望する
団体から、活動の状況・課題など
を聴き取り、それらに適した地域
公共人材の派遣を行うことで、自
律的な地域運営や活動、さらに
は地域経営の継続性を促しま
す。

個々の団体等の連携や話し合いによる合意形成を促進するため、各
主体間で中立的な立場のもと活動をコーディネートし、話し合いの場で
ファシリテートを担うことができる人材である「地域公共人材」を育成す
る。また、新たに育成した「地域公共人材」だけでなく、既に地域にお
ける活動のなかで「地域公共人材」と同様の役割を担っている人材も
含めて活躍の場を提供することで、これらの人材のさらなる充実を支
援し、もって地域に多様な協働（マルチパートナーシップ）を生み出し
て、活力ある地域社会づくりの一助となることを目的とする。

引き続き、活力ある地域社会づくりに向けて市民活
動団体への派遣を推し進めていく。

　○地域公共人材バンク登録者の運営・管理
　　・人材バンク登録者数：７名（累計139名）
　○地域公共人材バンク登録者と市民活動団体とのコーディネート
　　・派遣件数：６団体　25回

142 老人クラブ育成事業 福祉局 高齢福祉課 ―

大阪市福祉局高齢者施
策部
高齢福祉課
《電話》06-6208-8054
《Fax》06-6202-6964

老人クラブの円滑化、育成及び
高齢者の社会参加の促進を図る
ため、市老連が行う事業や区老
連・単位老人クラブが行う事業に
対し運営を助成します。

地域を基盤とする高齢者の自主的な組織である老人クラブの育成を
図るため、活動経費の一部を補助する。昭和３２年度開始。厚生労働
省通知「老人クラブ活動等事業実施要綱」

老人クラブ会員数、加入率が減少している中で、老
人クラブへの加入促進を図るため、広報活動の充
実や新規加入に結び付くような取り組みなど、より
一層高齢者の多様なニーズに応えた魅力ある老人
クラブへの支援を行っていく。

補助内容：老人クラブが会員の教養の向上、健康の増進又は地域活動を行うために要する経費
で、年間９０千円以内
対　　　象：本市が定める老人クラブ運営基準に準拠して組織され、市長が承認した老人クラブ
　　　令和３年度実績：クラブ数　６７０クラブ　　会員数　３６，８９８人
　　　（対令和２年度比）クラブ数 ９５％　　　　　 会員数 ８９％

143 老人クラブ活動推進事業 福祉局 高齢福祉課 ―

大阪市福祉局高齢者施
策部
高齢福祉課
《電話》06-6208-8054
《Fax》06-6202-6964

大阪市内各単位老人クラブ、各
区老人クラブ連合会及び大阪市
老人クラブ連合会が行う活動等
の相談に応じ、必要な指導を行
うとともに、高齢者の地域活動の
推進、関係機関の業務に対する
協力等高齢者の福祉の増進を
目的とするため、大阪市老人クラ
ブ連合会に老人クラブ活動推進
員を３名設置します。

単位老人クラブ、各区老人クラブ連合会及び大阪市老人クラブ連合会
が行う活動等の相談に応じ、必要な指導・助言を行うとともに、高齢者
の地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力等高齢者の福祉
の増進を目的とし、専門職員を設置する。
実施の根拠となる法律・条例等：厚生労働省通知「老人クラブ活動等
事業実施要綱」
開始年度：昭和３２年度。

老人クラブ会員数、加入率が減少している中で、老
人クラブへの加入促進を図るため、広報活動の充
実や新規加入に結び付くような取り組みなど、より
一層高齢者の多様なニーズに応えた魅力ある老人
クラブへの支援を行っていく。

大阪市内における老人クラブ活動を推進するため、老人クラブ活動推進員を大阪市老人クラブ連合会に設置し、次
の業務を実施。
（1） 老人クラブ活動推進事業
・ 区老人クラブ連合会活動及び事業の企画立案・指導
・ 単位老人クラブの結成、運営に関するマニュアルの作成及び支援
・ 単位老人クラブ活動及び事業の実施にかかる指導・援助　など
（2） 健康づくり・介護予防支援事業
・ 高齢者向けスポーツ・体操等の指導者養成研修会等を開催するための支援
・ 介護予防にかかる取組の先駆的事例の収集・普及　など
（3） 地域支え合い事業
・ 友愛訪問活動、交通安全運動及び火災防止活動などの社会奉仕活動の指導・援助
・ 世代間交流事業等生きがいづくり事業の支援　など
（4） 若手高齢者組織化・活動支援事業
（5） 関係機関との連絡調整並びに各種調査の実施等
（6） 区老人クラブ連合会及び単位老人クラブ補助金の管理・監督
・ 大阪市から執行される区老人クラブ連合会及び単位老人クラブ補助金の適正執行の指導・助言及びとりまとめ事
務
（7） その他
・ 高齢者の生きがいと健康づくりに資するとともに社会参加の促進を目的とする各種事業の指導・援助
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