
（３）「ひと」と「まち」をつなぐ

ア　「まなび」を基本とした教育コミュニティづくり

①学校などを拠点に子どもと大人がともに活動する場、学習機会の充実

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

144
「小学校区教育協議会ーはぐくみネットー」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/0000008420.html

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

全小学校区に、PTAをはじめとす
る地域諸団体・諸機関、学校関
係者などで構成する「はぐくみ
ネット」を設置。各はぐくみネット
では、保護者や地域の方が、授
業やクラブ活動へのボランティア
参加、登下校の見守り活動、情
報誌の発行など、さまざまな学
校を支援する活動や教育コミュ
ニティづくりにつながる活動を
行っています。

地域の教育資源を学校教育に導入するなど、地域に開かれた学校づ
くりを進め、子どもたちの「生きる力」をはぐくむとともに、学校・家庭・地
域が一体となった総合的な教育力を発揮し、地域における人と人との
つながりによって子どもをはぐくむ「教育コミュニティ」づくりを推進す
る。平成14年度より開始。なお、平成19年度より、各区に事業を移管し
た。

―

　１．各小学校区に「小学校区教育協議会ーはぐくみネットー」を設置。
　　　　①PTAをはじめとする地域諸団体・諸機関、学校関係者などで
　　　　 　「小学校区教育協議会ーはぐくみネットー」を組織。
　　　　②事務局の要として、日常的に情報を集め、連絡調整などを行うコーディネーターを委嘱。
　　　　③見守り活動、図書室活動、ゲストティーチャ―などの学校教育支援、学校や地域の諸事
　　　　　業などの内容を地域に広く発信する広報活動、地域団体とのネットワークを活かした各種
　　　　　イベントの開催。

　　２．「小学校区教育協議会ーはぐくみネットー」の役割
　　　　①学校と地域をつなぐ観点で学校教育を支援
 　　   ②地域における教育コミュニティづくり

　　３．調査研究・研修
　　    ①研修会等の開催
　　    ②実践交流会の開催､事業報告書の作成

　　４．令和３年度実績
　　　　はぐくみネットコーディネーター数1,080人、学校教育支援に関わるボランティア数25,986人

145 生涯学習ルーム事業 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

市内小学校の特別教室等を活
用し、地域住民の自主的な文
化・学習活動の場を提供するとと
もに、身近な講習・講座の開催を
通じて学習機会の提供を行い、
地域における生涯学習活動の拠
点としての役割を果たし、生涯学
習の推進及び教育コミュニティづ
くりに寄与することを目的として、
平成元年度より実施しています。

市内小学校の特別教室等を活用し、地域住民の自主的な文化・学習
活動の場を提供するとともに、身近な講習・講座の開催を通じて学習
機会の提供を行い、地域における生涯学習活動の拠点としての役割
を果たし、生涯学習の推進及び教育コミュニティづくりに寄与すること
を目的とする。なお、平成１９年度より各区に事業を移管した。

―

　　（１）実施校数
　　　　　　平成１６年度より市内全小学校で実施。
　　（２）事業内容
　　　　　　地域諸団体の代表、生涯学習推進員、学校関係者で構成する「運営委員会」により
　　　　　　地域の学習ニーズに即した、自主的な多種多様な講座・教室を開催。
　　　　　　日本語・多文化共生・手話・福祉・環境・パソコン講座・子育てなど現代的・地域的課
　　　　　　題に取り組むことや、他団体と連携して事業を実施する地域連携支援事業を実施。
　　（３）令和３年度実績
　　　　　　講座開催数：７７８講座　　　　　　延参加者数：６４，０２５人

②地域生涯スポーツの振興

146 学校体育施設開放事業
各区役所

経済戦略局

学校体育施設開放事業
担当

スポーツ課

―

各区役所
学校体育施設開放事業
担当

経済戦略局
スポーツ部スポ-ツ課
《電話》06-6469-3866
《Fax》06-6469-3898

市立学校の体育施設を、学校教
育に支障のない範囲で地域に開
放し、地域住民に継続的にス
ポーツ活動の場や機会を提供し
ます。

市立学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で地域住民に開
放し、地域住民に継続的にスポーツの場や機会を提供するとともに、
地域住民による自主的、主体的な運営や活動の推進を図る。住民の
健康・体力の維持増進、生涯スポーツの振興、生活の質の向上に寄
与することを目的とする。

自主運営・自主管理、市民スポーツの振興

　　　・市内小・中学校及び高等学校の運動場・体育館・講堂・格技室・テニスコートなどの
　　　　体育施設を会場として、開放日は、当該学校長が決定する。
　　　・利用対象者は、原則的として校区内の児童、生徒及び住民とする。
　　　・利用調整は、各学校の運営委員会等で行う。

147
市民レクリエーションセンタースポーツ教室事
業

経済戦略局 スポーツ課 ―

（一財）大阪スポ-ツみど
り財団
《電話》06-6577-5269
《Fax》06-6577-5280

初めての人でも身近な場所で気
軽にスポーツに親しむことができ
る機会と場所を提供します。

初めての人でも身近な場所で気軽にスポーツに親しむことができる機
会と場所を提供し、市民の健康づくり・体力づくりに寄与する。

市民のニーズにあった教室づくり

　　　　① 実施時期：第１期（5月～8月）、第２期（9月～11月）、第３期（12月～3月）
　　　　② 対　　　象：１５歳以上の人
　　　　③ 実施場所：市内の小・中学校及び高等学校の体育館及びテニスコート等
　　　　④ 内　　　容：１期10回のスポーツ教室事業
　　　　⑤令和3年度実績
　　　　　　　　　　　　　総参加者数約13,300名

148 修道館 経済戦略局 スポーツ課
http://syudoukan.in
fo/

修道館
《電話》06-6941-1523
《Fax》06-6941-4189

青少年に対して柔道・剣道・なぎ
なた等武道の基本を指導すると
ともに、市民に修練の場を提供し
ています。

市民の心身を鍛錬するために、青少年に対して柔道・剣道・なぎなた
等武道の基本を指導するとともに、一般市民に対しては修練の場を提
供している。

・指導体制の一層の強化及びより効果的な指導方
法の検討を行う。
・指導事業参加者の要望に対応し、初心者から初
段程度まできめ細　かく指導する教室事業を開始
する。
・関係団体と連携し、柔道・剣道・なぎなた等武道人
口の拡大を図る。

・指導事業
青少年への基本指導（令和3年度参加者計14,190人）
・柔道教室・剣道教室事業
正しい柔・剣道を身につけさせ、練習意欲を高め、日常の練習をより充実　させるため、小中学生を
対象に実施している。
　　　　（令和3年度参加者計329人）
・寝技・組手講習会
柔道の技能向上を目的として実施。
（令和3年度参加者数計0人）
　・剣道基本技能講習会
剣道の技能向上を目的として7月に実施。
（令和3年度参加者数計10人）

基本情報 令和3年度の状況

https://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000008420.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000008420.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000008420.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
http://syudoukan.info/
http://syudoukan.info/


③学校教育支援

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

149
発達障がいサポート事
業

各区役所にお問合せくださ
い。

区の小・中学校に在籍する発達
障がい等のある児童生徒のう
ち、行動面で特に支援が必要と
される児童生徒に対し、遠足や
社会見学等の校外学習や放課
後の課外活動等、学校生活全
般をサポートするため、発達障
がいサポーター（ボランティア）
を各学校に配置する。
※区によって異なる。

■発達障がいサポート支援事業

《趣旨・目的》
地域により身近な存在である区役所が、児童・生徒、保護者等個々の状況に応じ、地域の人材を活用して
発達障がいのある児童生徒の登下校や校外活動時に、適切なサポートを行うことにより、児童生徒が社会
参加を身に付け対人関係を構築できるよう支援する。
※区によって異なる。
　
《事業の計画》　発達障がいサポーターは教職員と連携しながら支援を行う。
　
※区によって異なる。

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

中央区内の市立幼稚園に在籍
の発達障がい等の児童生徒の
状況に応じて、発達障がいサ
ポーターを配置する。

《事業名》
発達障がいサポート支援事業

《趣旨・目的》
中央区内の大阪市立幼稚園に在籍する発達障がいやＡＤＨＤ等と診断された園児をはじめ、行動面で特に
支援が必要とされる園児に対し、遠足などの園外活動での安全確保や、式典などの園内行事でのサポート
を行うため、幼稚園の申請に基づき発達障がいサポーターを配置する。

《事業計画》
幼稚園に在籍する発達障がい等のある児童生徒に対し、教職員と連携しながら適切な支援等を行う。

《実施実績》
　【発達障がいサポーター中央区内の幼稚園配置園数及び配置人数】
　　・令和３年度：幼稚園　６園、サポーター登録数　１１名

港区役所
保健福祉課（子育て
支援）

＿

港区役所保健福祉課
（子育て支援））
《電話》０6-6576-9844
《Fax》０6-6572-9514

港区　発達障がい児の養育者
支援事業

港区の実施状況
【事業名】
発達障がい児の養育者支援事業
【実施内容】
ピアカウンセリング（4月20日、6月15日、7月20日、9月21日、10月19日、11月16日、1月18日）
【場所】
港区役所

西淀川区役所 総務課
http://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa
/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。

東成区役所 保健福祉課 ―

東成区保健福祉課
《電話》06-6977-9968
《Fax》06‐6972‐2781

東成区　発達障がい児支援事
業

≪東成区の実施状況≫
◇事業名 　　東成区発達障がい児支援事業
◇実施内容　〇乳幼児発達相談心理相談業務
                    　　乳幼児健診時の面談（１歳半・３歳児健診　月2回）
                       　4，5歳発達障がい相談（２ヶ月に1回）（令和２年度実績　実15名　延べ15名）
　　　　　　　　　　　発達相談（健診後のフォロー　月１～２回）
                    〇発達障がいの早期発見、早期支援のための相談業務。
                    〇 発達障がいに関する講座等の開催。
　　　　　　　　　　　講座（年1回）　　ペアトレ（年１回 ５回連続講座、フォローアップ講座１回）
               　　〇庁内関係部署との連携（保健師、子育て支援室、障がい福祉担当等）
　

基本情報

https://www.city.osaka.lg.jp/minato/page/0000537678.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000042040.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000042040.html


旭区役所
保健子育て課（保健
衛生・保健活動・子
育て支援）

―

旭区保健子育て課（子育て
支援）
(Tel)06-6957-9176
(Fax)06-6954-9183

旭区発達障がいサポート事業

《旭区の実施状況》
　　・事業名　　　　旭区発達障がいサポート事業
　　・実施内容　　委託期間　　R3.4.1～R4.3.31
                          大阪市立旭東幼稚園に在籍する園児の中で、発達障がい等がある園児を対象に
　　　　　　　　　　　遠足等の所外保育での活動を支援するためのサポーターを配置する。

発達障がいサポート事
業（阿倍野区役所）

阿倍野区役所
市民協働課
（教育支援）

ts0002@city.osaka.lg.jp

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

小・中学校に在籍する発達障が
いのある児童生徒のうちADHD
等の重度な児童生徒に対し学
校生活全般をサポートする「発
達障がいサポーター」を配置す
る。

■発達障がいサポート事業
《趣旨・目的》
学校生活全般をサポートする「発達障がいサポーター」を配置し、児童生徒の生活上の行動面に対して、
ソーシャルスキルを含む社会性や対人関係の構築への適応に向け適切なサポートを行う「発達障がいサ
ポート事業」を実施する。
《事業の計画》
各小・中学校からの配置申請に基づき、年度当初にサポーターの配置時間数を決定する。年度途中に各学
校の執行見込状況調査を実施し、配置時間数の調整を行う。サポーターの登録は、随時、学校からの申請
に基づき承認する。

東住吉区役所 区民企画課
区民企画課
《電話》06-4399-9923
《Fax》06-6629-4564

区の小・中学校に在籍する発達
障がいのある、または可能性の
ある児童生徒や保護者に対し
て、学校と連携をとり適切なサ
ポートを行う。

《目的》
区役所が、小中学校に在籍する発達障がいのある、または可能性のある児童生徒や保護者に対して、学校
と連携をとり適切なサポートを行う。

《実施内容》
区役所に「障がい児童支援員」（非常勤嘱託職員）を置き、小中学校に在籍する発達障がいのある、または
可能性のある児童生徒や保護者に対して、学校と連携をとり適切なサポートを行う。また、発達障がいのあ
る、または可能性のある就学前の児童をもつ保護者を対象とした「１年生じゅんびセミナー」を開催し、就学
にむけた相談・助言等の支援を実施する。

「１年生じゅんびセミナー」
　→新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止



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

150 「学校元気アップ地域本部」事業 教育委員会事務局 教育活動支援担当 ―

大阪市教育委員会事務
局
指導部　教育活動支援
担当
《電話》06-6208-9172
《Fax》06-6202-7055

　中学校区に、学校・家庭・地域
が組織的に連携するしくみをつく
り、学校支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの参加を
得て、より効果的な学校支援に
よる学力向上や地域コミュニティ
づくりを進めています。

　中学校区に、学校と地域をつなぐ調整役として「地域コーディネー
ター」を配置し、学校の課題に応じて、地域人材や社会資源を活かし
て、学校・家庭・地域の組織的な連携のもと、地域社会全体で子どもを
育てる仕組み「学校元気アップ地域本部」を設置する。

―

　平成21年度に８中学校区で試行実施を開始し、平成22年度は24中学校区に拡大して試行実施を
継続。平成23年度から76中学校区で本格実施し、平成25年度は市内全中学校区で実施。また平
成26年度からは、地域コーディネーター制により実施している。
学校支援ボランティア登録者数は2,585名（令和3年3月現在）。

151 学校図書館への支援 教育委員会事務局 中央図書館
https://www.oml.cit
y.osaka.lg.jp/?page_i
d=875

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

子どもの読書活動を活性化し、
子どもたちの生きる力を育成す
るため、学校・学校図書館への
支援の充実を図っています。

子どもの読書活動を活性化し、子どもたちの生きる力を育成するた
め、団体貸出などの資料・情報提供や、調べ学習などの資料・情報活
用の支援、おはなし会などの読書普及活動、職場体験学習の受け入
れ、学校図書館主任会への参加等、学校への支援の充実をはかる。
また、学校図書館活用推進事業と連携し、学校図書館への支援・協力
を行う。

・引き続き、団体貸出などの資料貸出や調べ学習
などの資料・情報活用の支援、学校図書館主任会
への参加等学校への支援や、学校図書館への一
層の活用推進に向け支援・協力を行う。

　(1) 資料・情報提供（団体貸出）
　　　　　①内容：各市立図書館から小・中学校等へ調べ学習、読書の時間等を支援するための
　　　　　　　　　　貸出
　　　　　②実績：87,983冊（前年度比0.4％減）
　(2) 資料・情報活用の支援（図書館見学、図書館での調べ学習等）
　　　　　①内容：小学校３年生を主とする学校からの図書館見学、調べ学習支援等
　　　　　②実績：　835件（前年度12％増）
　(3)読書普及活動への支援
　　　　　①内容：おはなし会等の学校での実施
　　　　　②実績：977件（前年度39％増）
　(4)職場体験学習の受け入れ
　　　　　①内容：図書館員の仕事を体験
　　　　　②実績：11件
　(5)学校図書館主任会への参加等
　　　　　①内容：学校図書館主任会への参加、教員研修受け入れ
　　　　　②実績：31件

基本情報 令和3年度の状況

https://www.oml.city.osaka.lg.jp/?page_id=875
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イ　コミュニティに参加していない層の社会参加促進

地域コミュニティと関わりが薄い層の参加につなげる取組

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

152
種から育てる地域の花
づくり事業

各区役所にお問合せくださ
い。

区民の皆さんの手で種から花を
育て、その花をまちなかの公
園、道路、区役所、学校、幼稚
園、保育所などに植えることで、
きれいな暮らしやすいまちにし、
愛着を深めながら自主的なまち
づくりへの参加意識を高め、潤
いのある美しいまちづくりを進
める。

■種から育てる地域の花づくり事業

《趣旨・目的》
子どもから高齢者まで幅広い世代の方々に花とみどりに関心を持ってもらい、わがまち意識の高揚と一層
の地域コミュニティづくりを推進し、花とみどりあふれる豊かなまちをめざします。
※区によって異なる。
　
《事業の計画》　種まき・植替え、緑化講習会
　
※区によって異なる。

北区役所
地域課
（防災防犯担当）

https://www.city.osaka.lg.jp/kita
/category/3075-3-0-0-0-0-0-
0-0-0.html

北区役所地域課（防災防犯
担当）
《電話》06-6313-9549
《Fax》06-6362-3823

区民の皆さんの手で種から花を
育て、その花をまちなかの公
園、道路、区役所、学校、幼稚
園、保育所などに植えることで、
きれいな暮らしやすいまちにし、
愛着を深めながら自主的なまち
づくりへの参加意識を高め、潤
いのある美しいまちづくりを進
める。

■種から育てる地域の花づくり事業

《趣旨・目的》
子どもから高齢者まで幅広い世代の方々に花とみどりに関心を持ってもらい、わがまち意識の高揚と一層
の地域コミュニティづくりを推進し、花とみどりあふれる豊かなまちをめざします。
　
《事業の計画》　種まき・植替え、花づくり体験

都島区役所 まちづくり推進課
http://www.city.osaka.lg.jp/miya
kojima/page/0000235217.html

都島区役所まちづくり推進
課
《電話》06-6882-9906
《Fax》06-6352-4558

区民の皆さんの手で種から花を
育て、その花をまちなかの公
園、道路、区役所、学校、幼稚
園、保育所などに植えることで、
きれいな暮らしやすいまちにし、
愛着を深めながら自主的なまち
づくりへの参加意識を高め、潤
いのある美しいまちづくりを進
める。

《趣旨・目的》
子どもから高齢者まで幅広い世代の方々に花とみどりに関心を持ってもらい、わがまち意識の高揚と一層
の地域コミュニティづくりを推進し、花とみどりあふれる豊かなまちをめざします。

《事業の計画》
種まき・植替え、園芸教室

《実施実績》
・種まき・植替え（年15回）
・区内各施設への花苗の提供（年2回）
・園芸教室（年5回）新型コロナウイルス感染症拡大防止のため全て中止
・グリーンコーデイネーター意見交換会（年3回）

福島区役所
企画総務課
（企画推進）

―

福島区役所企画総務課
（企画推進）
《電話》06-6464-9906
《Fax》06-6462-0792

区民自らが主体となって種から
花を育て、公共空間などに花苗
を植え、維持管理していくこと
で、うるおいのあるまちづくりを
めざす。また、福島区の顔のひ
とつである阪神野田駅広場や
区役所前等において、魅力的な
花壇を形成することにより、区
内外から多くの人が集いうるお
いのあるエリアを構築する。

《福島区の実施状況》
　◇事業名　　  福島区 花とみどりのまちづくり事業
　◇実施内容 　緑化リーダーと協働で事業を実施（通年）
　　　           　・ 下福島公園花づくり広場の種まき・植替え・出荷･･･年2回（春・秋）
                   ・　区役所前花壇等の植替え、水やり、手入れ
                   ・  緑化相談（毎月第2木曜日）

中央区役所 市民協働課
http://www.city.osaka.lg.jp/chuo
/page/0000376517.html

中央区役所市民協働課
（市民協働グループ）
《電話》06-6267-9834
《Fax》06-6264-8283

区民の皆さんの手で種から花を
育て、その花をまちなかの公
園、道路、区役所、学校、幼稚
園、保育所などに植えることで、
きれいな暮らしやすいまちにし、
愛着を深めながら自主的なまち
づくりへの参加意識を高め、潤
いのある美しいまちづくりを進
める。

■種から育てる地域の花づくり事業

  ◇実施状況　種まき・植替え
 
  ◇事業名　   中央区種から育てる地域の花づくり事業

  ◇実施日　4月5,15,20,23,26日、5月12,18,27日、9月8,13,16日、10月8,11,13,14,15日

  ◇活動場所　区内8箇所「花づくり広場」

種から育てる地域の花
づくり事業

西区役所 地域支援課
http://www.city.osaka.lg.jp/nishi
/page/0000051108.html

西区役所地域支援課
《電話》06-6532‐9972
《Fax》06-6538-7318

　区民自らが花の種をまき、苗
を育て、花づくりを行い、その花
を学校や公園などに飾ること
で、うるおいのある美しいまちづ
くりを進める。
  また、西区緑花会による幼稚
園等を対象とした種から育てる
事業（出前講座）を実施する等
により、新たなふれあいの場を
創出し、ボランティア活動者の
発掘や更なる地域コミュニティ
の活性化に繋げる。

■種から育てる地域の花づくり事業

《趣旨・目的》
 　西区緑花会による花づくりを通じて区民同士の交流や地域コミュニティの活性化につながる活動を行って
いく。具体的には、育てた花を地域の学校や公園、民間施設などに提供し、こどもやお年寄り、マンション住
民などあらゆる世代の区民に花づくりに参加してもらうことにより地域コミュニティの活性化につなげる。
 
《事業の計画》
西区緑花会が中心となって、種から育てる花づくりを行い、育てた花を地域の各施設等に提供し、さらに区
内の幼稚園等に出向き出前講座を実施する。

《実施実績》
・区内各施設への花の提供（年２回）
・緑花会、大阪城公園事務所との定例会議（年４回）
・事業周知、会員募集等の広報（年２回）
・区民を対象とした講習会（コロナウィルス感染拡大防止のため中止)

基本情報
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港区役所
協働まちづくり推進
課

https://www.city.osaka.lg.jp/min
ato/category/3167-3-4-0-0-0-
0-0-0-0.html

港区役所協働まちづくり推
進課（安全・安心）
《電話》06-6576-9743
《Fax》06-6572-9512

港区　種から育てる地域の花づ
くり支援事業

《港区の実施状況》
　　◇事業名　　　 港区種から育てる地域の花づくり支援事業

　　◇実施内容　　活動日　　不定期
　　　　　　　　　　　　活動場所　「港区花づくり広場」（愛称：べんてん花広場）及び
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「ミニ花づくり広場」等

天王寺区役所 市民協働課
https://www.city.osaka.lg.jp/ten
noji/category/3200-4-0-0-0-0-
0-0-0-0.html

天王寺区役所市民協働課
《電話》06-6774-9948
《Fax》06-6774-9692

・区民の「花とみどりのまちづく
り」への関心を高め、区内の緑
化推進と、わがまち意識の高
揚、さらには緑化活動を通じた
地域コミュニティづくりの推進を
図り、地域で率先して緑化活動
に取り組む人材の育成を目的と
し、進める。

・種から育てる地域の花づくり事業
≪主旨・目的≫
・区内の緑化推進や、緑化活動を通じ、地域コミュニティづくりの推進を図る。
・区民に花と緑に関心を持ってもらい、区内の緑化推進やわがまち意識の高揚を図る。
・植物の栽培・育成方法についての基礎知識の習得を、講義及び実習形式にて実施することで、区民に花と
緑に興味・関心をもってもらうきっかけをつくり、家庭での花づくり、並びに地域で率先して緑化活動に取り組
む人材を育成する。

≪事業の計画≫
・緑化講習会
・緑花ボランティア育成講習会
・区役所庁舎横にて種から花を育て、区内各所へ植付けえを行う。

浪速区役所
市民協働課（市民協
働）

http://www.city.osaka.lg.jp/nani
wa/page/0000443820.html

浪速区役所市民協働課（市
民協働）
《電話》06-6647-9883
《Fax》06-6630-8270

緑化推進支援事業

《浪速区の実施状況》
 ◇趣旨・目的
　区民ボランティアによる区内の緑化推進のための運動を支援するとともに、様々な施設への花苗の設置を
促進し、花と緑があふれる潤いのあるまちづくりを進める。
　それと同時に、幅広い世代にボランティアを募り、この活動を区内全域に広めることで、地域の活性化とコ
ミュニティの醸成を図る。
　
 ◇事業名
　緑化推進支援事業

 ◇実施内容
　〇播種、植替、水やり、出荷等　　　活動場所　浪速区老人福祉センター他
  〇種花会議　7月、10月、11月、3月実施（4月～6月、9月、1月、2月は中止。8月、12月は実施予定なし）
　〇緑化推進活動普及のためのイベント実施予定も新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で中止

種から育てる地域の花
づくり事業

西淀川区役所
地域支援課（安全ま
ちづくり）

https://www.city.osaka.lg.jp/nish
iyodogawa/category/3255-8-0-
0-0-0-0-0-0-0.html

西淀川区役所
地域支援課（安全まちづく
り）
《電話》０6-6478-9888
《Fax》０6-6478-5979

西淀川区花と緑あふれるまちづ
くり推進事業

《趣旨・目的》
　緑豊かなまちづくりを目指し、区内全域の緑化に向けた取り組みを推進するため、地域の緑化活動の担い
手となる緑化ボランティアの育成を行うと共に、区民の緑化意識の向上を目的として、各種セミナー・講習会
を実施する。

《事業計画》
　区民の緑化意識の向上とボランティアの人材確保を目的に、年２回の園芸セミナーを実施する。
　緑で地域をつなげる取組として、幼稚園、保育園を対象にした「お花のべんきょうかい」を実施する。
　大野川緑陰道路の「憩いの花壇」の維持管理を地域の団体や企業等と協働で行う。

《実施実績》
　① 区内拠点施設（区役所前・区民会館前・柏里公園）への植栽：３回（4月・6月・11月）
　② 緑化ボランティア新規登録者数：４名（総数：８１名）
　③ 緑化ボランティアの養成：１０名
　④ 園芸セミナーの開催：１回（11月）参加者　２７名（親子12組）
　⑤ 卒業生への花苗配付数：１３校　７８０株
　⑥ 憩いの花壇維持管理（9か所）

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》０6-63０8-9734
《Fax》０6-6885-０535

区民の皆さんの手で種から花を
育て、その花をまちなかの公
園、道路、区役所、学校、幼稚
園、保育所などに植えることで、
きれいな暮らしやすいまちにし、
愛着を深めながら自主的なまち
づくりへの参加意識を高め、潤
いのある美しいまちづくりを進
める。

■種から育てる地域の花づくり事業

《趣旨・目的》
子どもから高齢者まで幅広い世代の方々に花とみどりに関心を持ってもらい、わがまち意識の高揚と一層
の地域コミュニティづくりを推進し、花とみどりあふれる豊かなまちをめざします。
※区によって異なる。
　
《事業実績》令和元年度：種まき・植替え、地域へ花苗を出荷、花づくり養成講座（連続4回）、区民まつりへ
の出展、ミニ寄せ植え講座1回

東成区役所 市民協働課
http://www.city.osaka.lg.jp/higas
hinari/category/3314-10-0-0-
0-0-0-0-0-0.html

東成区市民協働課
《電話》06‐6977‐9904
《Fax》06‐6972‐2738

緑化推進支援事業

≪東成区の実施状況≫
  ◇事業名　　緑化推進支援事業
　◇活動内容　・活動日　毎週月曜日、活動場所　区役所前花壇など
 　　　　　　　　　 ・バラボランティア講習　区内平戸公園で実施（コロナウイルスの感染拡大防止の観点より
一部中止）
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区民による区内の緑化
推進事業

生野区役所 地域まちづくり課
http://www.city.osaka.lg.jp/ikuno
/page/0000083514.html

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

区民の皆さんの手で種から花を育
て、その花をまちなかの公園、道路、
区役所、学校、幼稚園、保育所など
に植えることで、きれいな暮らしやす
いまちにし、愛着を深めながら自主的
なまちづくりへの参加意識を高め、潤
いのある美しいまちづくりを進める。

■種から育てる地域の花づくり事業

《趣旨・目的》
緑化ボランティアグループ「生野区緑花友の会」と協働して花苗を育て広く区民に配布するとともに、緑化講
習会を開催し花苗の育て方等を指導することや緑化ボランティア育成講習会により、花苗を育てる人材を育
成し区内の緑化推進を図る。
　
《事業の計画》　緑化推進活動、緑化ボランティア育成講習会

城東区役所
市民協働課
市民活動支援担当

http://www.city.osaka.lg.jp/joto/
category/3410-8-0-0-0-0-0-0-
0-0.html

城東区役所市民協働課
市民活動支援担当
《電話》06-6930-9743
《Fax》06-6930-9040

城東区　種から育てる地域の花
づくり支援事業

《城東区の実施状況》
　◇事業名　　城東区種から育てる地域の花づくり支援事業
　◇実施内容　緑化ボランティア団体「城東区はなびとコスモスタッフの会」により種から育成した苗を、公共
施設等区内各所へ出荷。（活動場所：鯰江公園内「花づくり広場」等）
　◇その他　　緑化リーダー育成講習会（年6回）　令和2年度新型コロナウイルス感染症の影響により中止
　城東区はなびとコスモスタッフの会、建設局鶴見緑地公園事務所の協力により実施

鶴見区役所 市民協働課
https://www.city.osaka.lg.jp/tsur
umi/category/3821-8-1-0-0-0-
0-0-0-0.html

鶴見区役所市民協働課
《電話》06-6915-9848
《Fax》06-6913-6235

区民の皆さんの手で種から花を
育て、その花をまちなかの公
園、道路、区役所、学校、幼稚
園、保育所などに植えることで、
きれいな暮らしやすいまちにし、
愛着を深めながら自主的なまち
づくりへの参加意識を高め、潤
いのある美しいまちづくりを進
める。

《趣旨・目的》
多くの区民が花と緑にふれる機会を創出し、花と緑を通して、世代の枠を超えた住民同士のコミュニティや
ふれあいづくりを図りながら、花と緑あふれる潤いのあるまちづくりを推進することで、さらなる地域コミュニ
ティの醸成につなげ、地域の活性化をめざす。
　
《事業の計画》今津広場及び緑地広場での種まき・植替え、寄せ植え講習会、新規ボランティア講習会、区
民まつり、高校軽音ライブクリーンプロジェクト、ECO縁日、幼稚園との花飾り、道路植樹桝の花飾り、ボラン
ティア募集の広報紙掲載

阿倍野区
ふれあい花づくりリレー

阿倍野区役所
市民協働課
（市民協働）

http://www.city.osaka.lg.jp/aben
o/page/0000137088.html

阿倍野区市民協働課
（市民協働）
《電話》06-6622-9787
《Fax》06-6621-1421

区民の方々の手で種から花を
育て、その花をまちなかの公
園、道路、区役所、学校、幼稚
園、保育所などへリレー方式で
植え付けることで、きれいな暮ら
しやすいまちにし、愛着を深め
ながら自主的なまちづくりへの
参加意識を高め、潤いのある美
しいまちづくりを進める。

《趣旨・目的》
市民ボランティアにより種から花を育て、小学校・公園・商店街など、まちなかに花を植え管理することで、地
域への愛着を深め、うるおいのある美しいまちづくりに繋げる。また、区内の放置自転車や迷惑駐車等への
抑止効果についても期待できる。
《事業の計画》
種まきから配置を行い、花苗の育成・管理を実施。

花と緑のまちづくり事業 住之江区役所 協働まちづくり課
http://www.city.osaka.lg.jp/sumi
noe/category/3887-5-0-0-0-0-
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》06‐6682‐9798

区民の皆さんの手で種から花を
育て、その花をまちなかの公
園、道路、区役所、学校、幼稚
園、保育所などに植えることで、
きれいな暮らしやすいまちにし、
愛着を深めながら自主的なまち
づくりへの参加意識を高め、潤
いのある美しいまちづくりを進
める。

◇事業名　花と緑のまちづくり事業
◇事業目的
　花や緑を育てることで、生きがいや地域コミュニティづくりを行うとともに、まちにうるおいを与え、ヒートアイ
ランド現象などの環境にも寄与する事業を展開する。また、これらの活動を実施していく人材を育成する。
◇事業内容
　生きがい、地域コミュニティづくりのため５か所の花づくり広場を開設。うち4か所においては小学校内にあ
り、種蒔き、植替え、花壇への植え付けなど種花ボランティアと児童が協働実施。春、秋の年２回、５か所の
花づくり広場で１回につき約8,000株（年間約16000株）を栽培‐出荷・運営はボランティアが自主的に実施。
　区はこの事業が円滑に進んでいくための支援として、資材・場所の提供、ボランティアの育成、様々な世代
が活動に参加できる環境づくりに携わっている。

住吉区　花さかスミちゃ
ん（種から育てる住吉
区の花づくり）事業

住吉区役所 地域課
http://www.city.osaka.lg.jp/sumi
yoshi/page/0000398690.html

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

区民の皆さんの手で種から花を
育て、その花をまちなかの公
園、道路、区役所、学校、幼稚
園、保育所などに植えることで、
きれいな暮らしやすいまちにし、
愛着を深めながら自主的なまち
づくりへの参加意識を高め、潤
いのある美しいまちづくりを進
める。

《住吉区の実施状況》
     ◇事業名　      花さかスミちゃん（種から育てる住吉区の花づくり）事業

     ◇実施内容　　 活動日　毎日、活動場所　住吉区我孫子2丁目9番1～2号「花づくり広場」
    　　　　　　　　　　学校、保育所、園、地域等への花苗配付（6月、11月）と植付教室、
　　　　　　　　　　    花さかスミちゃんふれあいフェスタの開催（3月）
　　　　　　　　　　　 ※ふれあいフェスタ（3月）は新型コロナウィルス感染症の影響により中止
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クラインガルテン
広場事業

東住吉区役所 区民企画課
http://www.city.osaka.lg.jp/higas
hisumiyoshi/category/3465-5-
0-0-0-0-0-0-0-0.html

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

東住吉区クラインガルテン広場
事業
《事業の概要》
東住吉区を花と緑にあふれる、
美しい住みよいまちにするため
に、クラインガルテン広場運営
のボランティアスタッフにより種
から育てた花で駒川欄干や地
域集会所、公園などを飾りつ
け、種や苗から育てた野菜を地
域の食事サービス等で使用す
るために提供する。また花づく
り、野菜づくりを通じた緑を愛す
る地域のコミュニティの醸成の
ため、寄せ植え講習会、やさい
づくり体験塾や各種クラインガ
ルテン広場のイベントを実施す
るとともに、区主催事業等での
講習会等を実施する。

　
■　東住吉区クラインガルテン広場事業
《趣旨・目的》
東住吉区を花と緑にあふれる、美しい住みよいまちにすると共に、花づくり、野菜づくりを通じて、緑を愛する
地域のコミュニティの醸成を目指して、行政と協働で住民主体のまちづくりの推進を図る。
《事業の計画》
花と野菜の種まき、各種講習会やイベントの実施等
《実施状況》
◇事業名　      東住吉区クラインガルテン広場事業
◇実施内容　　活動日　毎日、活動場所　クラインガルテン広場
    　　　　　　 　　　駒川の橋の欄干への花飾り植替え（年２回）
                    　　地域集会所や公園に花苗提供（年２回）
                    　　地域の食事サービスに野菜提供（年２回）
                    　　幼稚園等との収穫体験
　　　　　　　　　　　区役所への迎春寄せ植え
　　　　　　　　　　　寄せ植え講習会
　　　　　　　　　　　春のクラインガルテンまつり（感染症拡大防止のため、規模と内容を変えて実施）
                    　　秋のクラインガルテンまつり（いも堀り体験会・壁掛けハンギング講習会）
　　　　　　　　　　　やさいづくり体験塾［春夏コース・秋冬コース］（春夏コースは感染症拡大防止のため、中
                          止）
　　　　　　　　　　　コケ玉づくり講習会（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

―

平野区安全安心まちづくり
課
《電話》06-4302-9743
《Fax》06-4302-9920

　区内に1箇所の「花づくり広
場」を設置し、花づくりボランティ
アとして地域住民の参加のも
と、種から花苗を栽培し、公園・
道路・区役所・学校・幼稚園・保
育所など公共施設に植えること
で、自主的なまちづくりへの参
加意識を高め、美しいまちづくり
を進めていこうとする活動を支
援するとともに、社会貢献という
生きがいとコミュニティの醸成を
目的とする。また、区の花であ
る「わたの花」の種を保存し、河
内木綿の普及啓発を行うこと
で、区民の地域への愛着や関
心を醸成することを目的とす
る。

《平野区の実施状況》
     ◇事業名　       平野区　種から育てる地域の花づくり事業

     ◇実施内容　　　・平野公園内「花づくり広場」にて種まき・栽培・出荷（年2回）
                               活動日：月曜日から土曜日まで朝・夕の各１時間程度

　　◇活動人数　　　種花ボランティア　　36名
 

西成区役所 市民協働課
http://www.city.osaka.lg.jp/nishi
nari/category/3480-5-5-0-0-0-
0-0-0-0.html

西成区役所　市民協働課
（緑化担当）
《電話》06-6659-9734
《Fax》06-6659-2246

西成区　種から育てる地域の花
づくり事業

《西成区の実施状況》
　◇事業名　西成区種から育てる地域の花づくり事業
　◇実施内容　・「花づくり広場」（区役所東側、その他区内に4か所拠点あり）にて種まき・栽培・出荷（年2
                       回）
　　　　　　　　　 ・区内花壇（駅前、公園、歩道等）にて植替え・水やり・手入れ
　　　　　　　　 　・花と緑の講習会　月１回（10月～12月）開催　西成区花づくり広場・区民センターホールにて
                      実 施
　　　　　　　　　　※９月開催予定分は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
　　　　　　　　  ・ボランティア育成講習会　全3回（1月～2月）開催　区役所会議室・区民センター会議室にて
                      実施
　　　　　　　　　・区内未利用地の緑化推進
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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

153
生涯学習推進事業
（区）【地域や生涯学習
に関する情報発信等】

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　　　　地域資源を活かした情報提供・学習相談　等
◇実施内容　　　まちあるき講座、まちあるきマップ、生涯学習マップの作成等
◇実施場所　　　北区役所他
◇延参加人数　　216名
◇協働先など　　北区ガイドボランティア「ヤジ馬ヤジ北」　等

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》
　　◇区ホームページ、Facebook、Twitterを活用した生涯学習情報等の発信
　　◇広報みやこじまへの掲載（生涯学習ルーム　５月）

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HP及び区広報紙に生涯学習ルーム講座一覧・活動発表会等のイベントを掲載
　　　　　　　　　　　　 活動発表会のポスター掲示・チラシ配布
 
 

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　　　区における生涯学習推進事業
　　◇実施内容　　区HPおよび広報紙での生涯学習ルーム・イベントの紹介
　　◇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　　・「広報ちゅうおう」７月号で区内生涯学習ルーム、９月号で区生涯学習関連施設連絡
                             会による生涯学習フェスタの特集記事を掲載。
　　　　　　　　　　　・区役所が主催・共催する生涯学習の講座・催しについて随時チラシ配布の他、「広報
                            ちゅうおう」、中央区ホームページ、ツイッターにおいても随時情報提供および事業の
                            報告を掲載
　　　　　　　　　　　・毎月、区内生涯学習関連施設主催の催しを中央区ホームページにおいて紹介

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》
生涯学習に関する情報発信
◇実施内容  ・区ＨＰに区内生涯学習ルームの講座一覧を掲載
　　　　　　　　　・区広報紙に生涯学習ルーム一覧（5月号）等の記事を掲載
　　　　　　　　　・生涯学習ルーム一覧や各種事業のチラシ・ポスターの配布・回覧・掲示

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
《生涯学習関連情報の発信》
◇広報みなと、区HP、ツイッターを活用した生涯学習情報等の発信
◇生涯学習ルーム一覧や各種事業のチラシ・ポスターの配布・回覧・掲示
◇市民活動総合ポータルサイト、いちょうネット、いちょう並木を活用した生涯学習情報等の発信

基本情報
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「生涯学習だより」につ
いては令和２年３月を
もって廃刊

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》
 ◇事業名       　大正区生涯学習事業
  ◇実施内容　　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の開催
  ◇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　　      生涯学習推進
     ◇実施内容 　　 区広報紙生涯学習特集号

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　　　生涯学習推進事業
　　◇実施内容　　区HPおよび広報紙での生涯学習ルーム・イベントの紹介
　　◇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　・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。
　　　　　　　　　　　・生涯学習推進員区連絡会情報誌「スタートル」発行
　　　　　　　　　　　・各はぐくみネット情報誌発行
　　　　　　　　　　　・SNSによる生涯学習に関する情報発信
　
     ◇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

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
　・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

東淀川区役所
保健福祉課
（子育て・教育）

https://www.city.osaka.lg.jp/higa
shiyodogawa/page/0000405231.
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》
　　 ◇実施内容　　・東淀川区ホームページに講座一覧を掲載
　　　　　　　　　　　　・区役所及び生涯学習関連施設に講座一覧を配架
　　　　　　　　　　　　・ 生涯学習ルーム事業や各校区の講座を紹介する情報誌を配架
　　　　　　　　　　　　・広報「ひがしよどがわ」10月号において生涯学習特集ページを掲載

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》
◇実施内容　　区体験フェスタ・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）
                     　HP等にて生涯学習ルームの紹介
　　　　　　　　　　生涯学習ルーム案内チラシ作成、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
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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》06-6715-9734
《Fax》06-6717-1163

生野区　生涯学習推進事業
《生野区の実施状況》
 生涯学習ルームの活動状況を区ホームページに掲載
 区内生涯学習関連施設に生涯学習ルーム活動状況を配架

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》
　 ◇実施内容　・旭区ホームページ掲載
　　　　　　　　　　・広報あさひ掲載
　　　　　　　　　　・町会回覧
　◇生涯学習ルーム講座一覧作成、市民協働課スペースでの配架等
   ◇送付先など   地域教育機関、町会、団体等

城東区役所
市民協働課
市民活動支援担当

https://www.city.osaka.lg.jp/joto
/page/0000018378.html

城東区役所市民協働課
市民活動支援担当
《電話》06-6930-9743
《Fax》06-6930-9040

城東区　生涯学習推進事業

《城東区の実施状況》
　区生涯学習関連情報の発信
　１　区の広報紙「ふれあい城東」を活用した生涯学習情報の発信
　２　生涯学習HP（城東区HP内）　随時更新
　３　その他各種ちらし等による広報

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　生涯学習ルーム講座
案内を行う

生涯学習ルームに関する情報発信を行い、参加募集を行うとともに、生涯学習への関心を高める。
◇実施内容  ・区ＨＰに区内生涯学習ルームの講座一覧を掲載
　　　　　　　　・区広報紙に生涯学習ルーム一覧（２月号）

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　生涯学習推進事業

《阿倍野区の実施状況》
    【「あべの生涯学習だより」の発行】
　　◇発行時期　　　毎月15日、年12回発行
　　◇配架場所　   　阿倍野区役所・阿倍野図書館・各小学校生涯学習ルームほか、生涯学習関連施設
                              等
     ◇協働先など　　阿倍野区生涯学習推進員連絡会・阿倍野図書館・阿倍野市民学習センター・阿倍野
                              区老人福祉センター

　　【区広報紙「広報あべの」での生涯学習ルーム紹介】
　　◇実施日時　　　令和３年７月号にて記事掲載
　　◇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

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
http://www.city.osaka.lg.jp/sumi
yoshi/page/0000403422.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　     生涯学習ルーム事業に関する情報発信
　　　　　　　　　　　 区HPに、区内ルーム事業の紹介ページを掲載。「広報すみよし」８月号において、
　　　　　　　　　　　 生涯学習特集記事の掲載

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」
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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


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

 
　
     ◇生涯学習に関する情報発信
　　　 ・毎月25日発行の生涯学習情報紙「まなびや」を 区内の生涯学習関連施設及び交通機関の駅構内
          等に配架（年12回）
　　　 ・生涯学習ルーム開催講座一覧を 区内の生涯学習関連施設等に配架
　
　

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


ウ　地域への愛着の醸成

地域におけるつながりづくり、地域をテーマとする学習機会の提供等

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

154
成人の日記念のつどい
事業

各区役所にお問合せくださ
い。

新成人に対して、区をあげて祝
福する場として成人の日記念
ののつどいを開催し、自立した
社会人としての自覚と責任ある
態度を持つことを再確認する機
会を与える。

■成人の日記念のつどい事業

《趣旨・目的》
地域からの祝福を受けることにより、人と人との繋がりの重要性の再確認や自分自身も地域の一員である
という認識を持ち、将来、地域問題に関心を持つ人材となるための一助とする。
　
《事業の計画》　成人の日記念のつどいの開催

北区役所
政策推進課
（教育連携担当）

https://www.city.osaka.lg.jp/kita
/page/0000491476.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

新成人の皆さんをお祝いする
ために、記念式典を開催する。

■北区はたちのつどい事業
《趣旨・目的》
北区内の各種団体と協働し、新成人を祝い励ますとともに、成人になったことの自覚を促す。
《事業の計画》
北区はたちのつどいの開催
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和２年度が開催延期となったため、令和２年度延期分・令
和３年度分を２日間に分けて開催。

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

都島区　成人の日のつどい事
業

■成人の日記念のつどい事業
《趣旨・目的》
おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげますため、青少年の健全育成関連
団体の協力を得て、成人の日のつどい式典を開催する。
《事業の計画》
成人の日記念のつどいの開催
《都島区の実施状況》
◇事業名　       令和２年度及び令和３年度都島区成人の日のつどい事業
◇実施内容　　 「成人の日のつどい」　令和4年1月10日（月）　大阪市立東高等学校（現大阪府立東高等
学校）
◇参加人数　令和２年度　新成人883名中404名参加
　　　　　　　　令和３年度　新成人827名中561名参加

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

福島区　成人の日記念のつど
い関係事業

《福島区の実施状況》
     ◇事業名　       福島区成人の日記念のつどい関係事業

     ◇実施内容　　 「成人の日　記念のつどい」　ホテル阪神　大阪

成人の日記念のつどい
事業
（コミュニティ育成事業）

此花区役所
まちづくり推進課
（教育支援・環境）

￣

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

新成人に対して、区をあげて祝
福する場として成人の日記念
のつどいを開催し、自立した社
会人としての自覚と責任ある態
度を持つことを再確認する機会
を与える。

《実施内容・実績》
◇事業名　此花区成人の日記念のつどい事業
◇実施内容　成人の日記念のつどい
◇実施日　令和4年1月10日（月・祝）
◇実施場所　此花区民一休ホール

中央区役所 市民協働課
https://www.city.osaka.lg.jp/chu
o/category/3127-4-0-0-0-0-
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

成人の日記念のつどいを開催
し、新成人となった青少年を祝
い、成人になった自覚と次代を
担う若者に社会的関心を喚起
する。

■成人の日記念のつどい事業
《趣旨・目的》
成人の日記念のつどいを開催し、新成人となった青少年を祝い、成人になった自覚と次代を担う若者に社
会的関心を喚起する。
《事業の計画》
７月  実行委員会の開催
８月　企画委員会に参画する新成人の募集
８月～１月　企画委員会の開催
1月　中央区成人の日記念のつどい

成人の日記念のつどい
事業

西区役所 地域支援課 ―
西区役所地域支援課
《電話》06-6532‐9734
《Fax》06-6538-7318

新成人に対して、区をあげて祝
福する場として成人の日記念
のつどいを開催し、大人になっ
たことの自覚をはじめ、地域活
動やボランティアなどの社会参
加を促す。

■成人の日記念のつどい事業

《趣旨・目的》
新成人として大人になったことの自覚を促すとともに、自ら生き抜こうする青年を祝い励ます目的で開催す
る。
　
《事業計画》
区内青少年の実態・ニーズを把握している主要団体の長をもって構成した「西区成人の日記念のつどい実
行委員会」を設置し、事業内容等を計画のうえ、式典を開催する。式典では、来賓・主催団体紹介、市長
メッセージ（DVD上映）、激励の言葉、はたちの誓い、くすだま割りを行う。

《事業実績》
混雑を避けるため３回に分けて開催した（中学校区別）。
式典では、市架斉唱、来賓・主催団体紹介、市長メッセージ（DVD上映）、激励の言葉、はたちの誓い、花
束贈呈、くすだま割りを行った。
参加者数：446名

基本情報

https://www.city.osaka.lg.jp/kita/page/0000491476.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kita/page/0000491476.html
https://www.city.osaka.lg.jp/chuo/category/3127-4-0-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.osaka.lg.jp/chuo/category/3127-4-0-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.osaka.lg.jp/chuo/category/3127-4-0-0-0-0-0-0-0-0.html


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

新成人に対して、区をあげて祝
福する場として成人の日記念
のつどいを開催し、自立した社
会人としての自覚と責任ある態
度を持つことを再確認する機会
を与える。

《趣旨・目的》
おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげますため、青少年の健全育成関連
団体の協力を得て、成人の日の記念のつどい式典を開催する。
《事業の計画》
港区成人の日記念のつどいの開催
《港区の実施状況》
◇事業名　       港区成人の日記念のつどい
◇実施内容　　 令和4年1月9日（日）　アートホテル大阪ベイタワー

大正区役所
地域協働課
（地域協働グルー
プ）

https://www.city.osaka.lg.jp/taisho/page/0000549159.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

大正区成人式の実施事業

《大正区の実施状況》
     ◇事業名　       成人式の開催
     ◇実施内容　　 「令和３年　大正区成人式」
    　　　　　　　　　　令和４年１月９日（日）　大正区民ホール
　　※令和３年度は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでの「新成人祝賀連携事業」をもって代えることとし
た。

天王寺区役所 市民協働課
www.city.osaka.lg.jp/tennoji/pag
e/0000256085.html

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

成人の日記念のつどいの開催

《天王寺区の実施状況》
     ◇事業名　       成人の日記念のつどいの開催
     ◇実施内容　　 「令和４年　天王寺区成人の日記念のつどい」
    　　　　　　　　　　令和４年1月９日（日）　天王寺区民センター

浪速区役所
市民協働課
（教育・学習支援担
当）

―

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

新成人に対して、区をあげて祝
福する場として成人の日記念
ののつどいを開催し、自立した
社会人としての自覚と責任ある
態度を持つことを再確認する機
会を与える。

《浪速区の実施状況》
     ◇事業名　       浪速区成人の日記念のつどい事業
     ◇実施内容　　 「成人の日　記念のつどい」
    　　　　　　　　　　令和4年１月１0日（月・祝）　ホテルモントレ　グラスミア大阪
     ◇参加者数　　137名

西淀川区役所
地域支援課
（地域支援）

https://www.city.osaka.lg.jp/nis
hiyodogawa/page/0000466293.h
tml

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

西淀川区　成人の日記念事業

《西淀川区の実施状況》
     ◇事業名　       西淀川区成人の日記念事業

     ◇実施内容　　 「成人の日　記念のつどい」
    　　　　　　　　　　令和4年1月10日（月・祝）　西淀川区民ホール　参加人数653人

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

新成人に対して、区をあげて祝
福する場として成人の日記念
ののつどいを開催し、自立した
社会人としての自覚と責任ある
態度を持つことを再確認する機
会を与える。

■成人の日記念のつどい事業

《趣旨・目的》
地域からの祝福を受けることにより、人と人との繋がりの重要性の再確認や自分自身も地域の一員である
という認識を持ち、将来、地域問題に関心を持つ人材となるための一助とする。
　
《事業の計画》　成人の日記念のつどいの開催

東淀川区役所
保健福祉課（子育
て・教育）

https://www.city.osaka.lg.jp/hig
ashiyodogawa/page/000053083
7.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

新成人に対して、区をあげて祝
福する場として成人の日記念
ののつどいを開催し、自立した
社会人としての自覚と責任ある
態度を持つことを再確認する機
会を与える。

《趣旨・目的》
新成人に、おとなになったことの自覚を促すとともに、自ら生き抜こうとする青年を祝い励まし、これを契機
として地域における青年活動に積極的に参加する機運を高める。
《事業の計画》
成人の日記念のつどいの開催

東成区役所 市民協働課
https://www.city.osaka.lg.jp/hig
ashinari/page/0000500718.html

東成区役所市民協働課
《電話》０6-6977-9005
《Fax》０6-6972-2738

東成区成人の日記念のつどい
事業

《東成区の実施状況》
◇事業名　     東成区人の日記念のつどい事業
◇実施内容　 「成人の日　記念のつどい」
    　　　　　　　令和4年1月10日（月）　東成区民センター
　
◇参加者　　　461人

生野区役所 地域まちづくり課
https://www.city.osaka.lg.jp/iku
no/page/0000532087.html

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

新成人に対して、区をあげて祝
福する場として成人の日記念
ののつどいを開催し、自立した
社会人としての自覚と責任ある
態度を持つことを再確認する機
会を与える。

■成人の日記念のつどい事業

《趣旨・目的》
成人の日の前日に記念行事を開催し、20歳の門出を祝福するとともに、新成人のコミュニティづくりの場を
提供する。
また、青少年の健全育成に関係する各種団体の参加・協力を得て実施することで、新成人と地域との繋が
りづくりの一環とし、地域活動やボランティアなどの社会参加にも繋げる。

《事業の計画》　成人の日記念のつどいの開催
≪実施実績≫
令和2年度新成人と令和3年度新成人を対象に実施。

https://www.city.osaka.lg.jp/taisho/page/0000549159.html
http://www.city.osaka.lg.jp/tennoji/page/0000256085.html
http://www.city.osaka.lg.jp/tennoji/page/0000256085.html
https://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000466293.html
https://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000466293.html
https://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000466293.html
https://www.city.osaka.lg.jp/higashinari/page/0000500718.html
https://www.city.osaka.lg.jp/higashinari/page/0000500718.html
https://www.city.osaka.lg.jp/ikuno/page/0000532087.html
https://www.city.osaka.lg.jp/ikuno/page/0000532087.html


旭区役所 地域課
https://www.city.osaka.lg.jp/asa
hi/page/0000511855.html

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

新成人を対象に、大人になった
ことを自覚し、自ら生き抜こうと
する青年を祝いはげますことを
目的に、「成人の日記念のつど
い」を開催する。

■成人の日記念のつどい事業
成人式を青少年健全育成の一環と捉え、新成人が自分たちをこれまで育ててきてくれた地域に対する感
謝の気持ちを新たにし、次代の担い手として積極的に地域づくりに参画するための契機とする。
《事業の計画》　成人の日記念のつどいの開催　参加者　562人

城東区役所
市民協働課
市民活動支援担当

事業終了後削除済

城東区役所市民協働課
市民活動支援担当
《電話》06-6930-9093
《Fax》06-6930-9040

城東区　成人の日記念のつど
い事業

■成人の日記念のつどい事業

《目的》　新成人の門出を祝うととともに、成人であるということの責任を改めて認識していただくための啓
発を行う事を目的とする。
　
《事業の計画》　「成人の日記念のつどい」の開催
　
《城東区の実施状況》
◇事業名　     城東区成人の日記念のつどい事業
◇実施内容　 「城東区成人の日　記念のつどい」
    　　　　　　　令和4年1月10日（月・祝）　城東区民センターで3部制により開催
◇参加者　　　998人 （新成人）

鶴見区役所 総務課（教育）

http://www.city.osaka.lg.jp/tsur
umi/category/3815-6-4-0-0-
0-0-0-0-0.html

https://www.city.osaka.lg.jp/tsu
rumi/page/0000506177.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　成人の日記念のつど
い事業

《鶴見区の実施状況》
     ◇事業名　       鶴見区成人の日記念のつどい事業
     ◇実施内容　　 「成人の日　記念のつどい」
    　　　　　　　　　　令和４年１月10日（月・祝）　鶴見区民センター
　　◇参加人数　　　763名

コミュニティ育成事業 阿倍野区役所
市民協働課（市民協
働）

https://www.city.osaka.lg.jp/abe
no/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

新成人に対して、区をあげて祝
福する場として成人の日記念
のつどいを開催し、自立した社
会人としての自覚と責任ある態
度を持つことを再確認する機会
を与える。

《阿倍野区の実施状況》
     ◇事業名　       阿倍野区成人の日記念のつどい事業

     ◇実施内容　　 「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

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　成人の日記念のつ
どい事業

《住之江区の実施状況》
     ◇事業名　       住之江区人の日記念のつどい事業

     ◇実施内容　　 「成人の日　記念のつどい」
    　　　　　　　　　　令和４年1月10日（月・祝）　インテックス大阪

住吉区役所 教育文化課
https://www.city.osaka.lg.jp/su
miyoshi/page/0000532069.html

住吉区役所教育文化課
《電話》06-6694-9989
《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（委託先：コミュニティ協会）
     ◇実施内容　　  住吉区成人の日記念のつどい
　　　　　　　　　　　　 令和４年１月９日（日）
     ◇実施場所　　　住吉区民センター
　　◇参加人数　　　約800人
　　◇協力　　　　　　青少年指導員・青少年福祉委員

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

東住吉区　成人の日記念のつ
どい事業

≪東住吉区の実施状況≫
　◇事業名　東住吉区成人の日記念のつどい事業

　◇実施内容　「成人の日　記念のつどい」
　　　　　　　　　令和４年1月10日(月・祝)　ヤンマースタジアム長居

平野区役所
安全安心まちづくり
課

https://www.city.osaka.lg.jp/hira
no/page/0000563798.html

平野区役所安全安心まちづ
くり課
《電話》06-4302-9734
《Fax》06-4302-9920

平野区　二十歳（はたち）のつ
どい事業

■平野区 二十歳（はたち）のつどい事業

《趣旨・目的》
成人として大人になった自覚を促すとともに、自ら生きていこうとする青年を祝い励ますことを目的とする。
また、区役所と区内の各種団体が協力して事業を実施することにより、青少年に対するコミュニティづくり
の機会を創生する。

《事業の計画》
成人の日記念のつどいの開催

《実施実績》
令和４年１月10日（月・祝）　平野区民センターにて、新型コロナウイルス感染症対策のため式典のみ３部
制で実施。当日来場者数　1,163名（参加率約57％）

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

新成人が主体となって
記念式典等の企画運営を行う
「成人の日記念のつどい事業」
の実施

■成人の日記念のつどい事業
《趣旨・目的》
新成人を祝福するとともに、新成人の自覚を促す。また、新成人自ら企画運営に携わることで新たな地域
活動の担い手となる人材が活躍できる場を創設する。
《事業の計画》
成人の日記念のつどいの開催
《西成区の実施状況》
R２年度とR３年度成人の日記念のつどいをそれぞれ開催
R２年度新成人については、USJにおいても新成人祝賀事業を開催

https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/page/0000511855.html
https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/page/0000511855.html
http://www.city.osaka.lg.jp/tsurumi/category/3815-6-4-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/tsurumi/category/3815-6-4-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/tsurumi/category/3815-6-4-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/tsurumi/category/3815-6-4-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/tsurumi/category/3815-6-4-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/tsurumi/category/3815-6-4-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.osaka.lg.jp/abeno/page/0000170069.html
https://www.city.osaka.lg.jp/abeno/page/0000170069.html
http://www.city.osaka.lg.jp/abeno/page/0000168723.html#05
https://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000532069.html
https://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000532069.html
https://www.city.osaka.lg.jp/hirano/page/0000563798.html
https://www.city.osaka.lg.jp/hirano/page/0000563798.html
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155 地域文化事業 経済戦略局 文化課(文化担当) ―

経済戦略局文化部文化
課
(文化担当)
《電話》06-6469-5173
《Fax》06-6469-3897

市民が身近に芸術文化にふれる
機会を提供するため、区役所等
が実施する事業への支援や、文
学振興事業を実施しています。

芸術文化を身近で気軽に触れたり鑑賞できる機会を市民に提供す
る。また、地域における芸術文化の水準向上と発展を図るとともに、市
民の芸術文化の振興を図る。

引き続き、地域における芸術文化の水準向上と発
展をはかる。

　　　○地域巡回事業
　　　　　　区民センターなど身近な施設を利用して、市民が芸術文化に気軽に触れる機会を提供
　　　　　　する。区役所、区コミュニティ協会等と連携して地域における文化事業運営のノウハウ
　　　　　　を蓄積するとともに文化事業に対する市民のニーズを知る。
　　　○文学振興事業
　　　　　　大阪に数多くある、大阪にゆかりのある文学者の生没の地や文学作品の主要舞台と
　　　　　　なった場所に因んだ催しを行うことで、大阪が豊かな文学の伝統をもつまちであること
　　　　　　を再認識してもらい、大阪文学と大阪文化への理解を深めてもらう機会を提供する。

基本情報 令和3年度の状況


