
（４）「ひと」「まち」「まなび」をつなぐ

ア　大学等の高等教育機関との連携

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

156
生涯学習推進事業
【高校・大学等と連携し
た取組】

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。

港区役所
総務課（総合政策・
公民地域連携）

https://www.city.osaka.lg.jp/minato/categ
ory/3167-4-3-0-0-0-0-0-0-0.html

港区役所総務課（総合政策・
公民地域連携）
《電話》06-6576-9907
《Fax》06-6572-9511

港区　多様な協働による活力あ
る地域社会づくり事業

《港区の実施状況》
1◇事業名　　　　ＷＯＲＫＳ探検団
　◇実施内容　　港区に住む小学生たちが地元の企業の技術や働く楽しさにふれる企業見学・体験イベント

大学との連携協働 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

連携協定を締結している大阪経
済大学、大阪成蹊大学と協力
し、取り組みを進めています。

≪東淀川区の実施状況≫
①
事業名：防災出前講座（大阪経済大学、講座への協力）
事業内容：東淀川区民の健康増進と区民同士の交流づくりを目的に行われている大阪経済大学主催の公
開講座「心・体の健康と防災セミナー」へ区職員が講師として協力を行った。
②
事業名：フレイル予防講座（大阪経済大学、講座への協力）
事業内容：フレイル（心と体の健康状態の悪化）を予防するため、教授とともに地域に出向き、コロナ禍での
健康との向き合い方について指導を実施。

城東区役所
市民協働課
市民活動支援担当

―

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

城東区　生涯学習推進事業
《城東区の実施状況》
　１　信愛女学院短期大学との連携協力事業　【R3中止】

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　   大阪信愛学院短期大学との協力事業（新型コロナウイルス感染拡大の中止）

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》

    【子ども向け夏休み体験イベント「アベノキッズサマープロジェクト」の開催】
　　◇実施日時　　　令和３年８月２日開催予定【コロナの影響により中止】
　　◇実施場所　   　阿倍野区役所・大阪市立第二工芸高校・辻調理師専門学校
     ◇延参加人数
     ◇協働先など　　大阪市立第二工芸高校・民間事業者等

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）

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
　◇大阪城南女子短期大学との連携事業
　　　「区民のための大学公開講座」、 「冬休み子どもミュージカル」
　　　→新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止

基本情報

https://www.city.osaka.lg.jp/minato/category/3167-4-3-0-0-0-0-0-0-0.html
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157 文化交流センター講座 大阪市立大学 社会連携課

https://www.conne
ct.osaka-
cu.ac.jp/openlectur
es/

市立大学文化交流セン
タ-
《電話》06-6344-5425
《Fax》06-6344-5524

市立大学教員や、市立大学を卒
業して各界で活躍する専門家な
どが講師になって、ほぼ毎月公
開講座を開いています。16歳以
上であれば、どなたでも受講でき
ます。

学術研究の成果を社会に還元し、あわせて学術文化の振興に寄与す
ることを目的として、本学創立百周年記念事業の最重要項目の1つとし
て、昭和57年に施設を設置し講座創設。

地域社会の多様な生涯学習のニーズに応えるよ
う、講座の質の充実に努める。

　①実施時期：通年
  ②対　　　象：１６歳以上の方
　③実施場所：大阪市立大学文化交流センター（大阪駅前第２ビル６階）
　④内　　　容：本学教員が講義する文化交流センター講座、
                　　本学を卒業した専門家が講義する専門家講座、
　　　　　　　　　　他組織との連携・共催講座、本学を退職した教員による講座　等
　⑤令和３年度実績（実施事業数・受講者数等）
　　　　　：開　　講　　数　　   19回
　　　　　：延べ受講者数　  367人
　　　　　（新型コロナウイルス感染症対策に留意し、10月から対面方式での公開講座を開催した。）

158 大学院創造都市研究科 大阪市立大学 教育推進課
https://www.gscc.o
saka-cu.ac.jp

創造都市研究科事務室
《電話》06-6605-3507
《Fax》06-6605-3488

「社会人向け大学院」を明確にう
たった大学院研究科です。
※修士課程
　　  平成30年度より募集停止
※博士（後期）
　　  令和２年度より募集停止

主に社会人を対象に、都市の創造活動を担いうる高度の専門知識と
能力を有する指導的人材を養成する。

各種のニーズ調査や、在学生、修了者へのアン
ケート調査などを通じて、教育・研究体系を拡充す
る。

    ①対　　象：社会人
    ②実施場所：大阪市立大学　杉本キャンパス
                    　 梅田サテライト　大阪駅前第２ビル６階

159 市立大学の社会人入学制度等 大阪市立大学 入試課

http://www.osaka-
cu.ac.jp/ja/admissio
ns/undergrad/exam
_adult

事務局学務部入試課
《電話》06-6605-2141
《Fax》06-6605-2133

《趣旨・目的》
市民の生涯学修意欲の高まりに応えて、
広く学修の機会を提供することを目的とし
ます。
《内容》
１．社会人入試
　 大学院入試
　　・理学、工学研究科後期博士課程
２．学部３年次編入学・学士入学
　　・法学、文学
３．科目等履修生
　 (1)学部…商学、経済学、法学、文学、理
学、工学、生活科学、全学共通科目(都市
健康・スポーツ研究センター、人権問題研
究センター、大学教育研究センター含む)
で指定した科目
 　(2)大学院前期博士課程…経営、経済、
法学、文学、理学、工学、看護学、生活科
学研究科で指定した科目

市民の生涯学修意欲の高まりに応えて、広く学修の機会を提供するこ
とを目的とする。

市民の幅広い要望に応えられるように、制度の充
実について検討していく。

 １．社会人入試
     大学院入試
           ・理学、工学研究科後期博士課程
 ２．学部３年次編入学・学士入学
           ・法学、文学
 ３．科目等履修生
     ①学部…商学、経済学、法学、文学、理学、工学、生活科学、
                  全学共通科目(都市健康・スポーツ研究センター、人権問題研究センター、
　　　　　　　　　大学教育研究センター含む)で指定した科目
     ②大学院前期博士課程…経営、経済、法学、文学、理学、工学、看護学、生活科学研究科で
         指定した科目

（参考）大阪公立大学
 １．社会人入試
     ①学部・学域入試
           ・現代システム科学域
     ②大学院入試
           ・博士前期課程
           ・博士後期課程

160 市民医学講座 大阪市立大学 庶務課
http://www.msic.me
d.osaka-cu.ac.jp/

医学部・附属病院事務
局庶務課
《電話》
受付　06-6645-3405
事務局06-6645-2711

「現代人と病気」というテーマのも
とに、病気と医療について分かり
やすく解説し、病気の治療と予防
についての知識を深めていただく
ために開催しています。

病気と医療について分かりやすく解説し、市民の健康管理に貢献する
事業であり、大学附属病院の活動の理解と支援を得るためのものであ
る。

医学・医療に関する講演会を継続的に開催し、市民
が病気の治療と予防についての知識を深める機会
の充実を図る。

　　①実施時期　毎月１回（計10回　ただし、３、８月は休講）
　　②対象　市民
　　③実施場所　医学情報センター・ホール
　　④内　　容：　市民を対象とした「市民医学講座」を平成８年３月より開催している。
　　　　　　　　　　　医学研究科・看護学研究科の教職員が、市民の健康促進に役立つような
　　　　　　　 　　　テーマを中心に講演する。
　　⑤令和３年度実績：　統一テーマ「現代人と病気」
　　　　　　　開講数　10回
　　　　　　　延べ受講者数　3,296人
　　※令和３年度は新型コロナウイルスの影響によりWeb配信に変更いたしました。

http://www.medcity
21.jp/

https://www.conne
ct.osaka-
cu.ac.jp/openlectur
es/

163 大学・企業等との連携事業 教育委員会事務局 生涯学習担当 ―
総合生涯学習センター
《電話》06-6345-5000
《Fax》06-6345-5019

市民の多様で高度な学習ニーズ
に応えるため、大学等の高等教
育機関と連携し、学習機会を提
供しています。

大学・民間の高等教育機関と連携し、市民の多様で高度な学習ニーズ
に応える学習機会を提供する。

市民の学習ニーズの多様化、高度化に対応する学
習機会を提供するため、大学等高等教育幾機関と
連携し、講座の開設や情報提供を行う。

　①実施時期：通年
  ②対　　象：どなたでも
　③実施場所：総合生涯学習センター・阿倍野市民学習センター・難波市民学習センター
　④内　　容：≪神戸学院大学≫キッズぼうさいカレッジ・くらしに活きる医学
                 ≪T-KIDSシェアスクール梅田KANDAI MeRISE≫夏休みの自由研究マルっと解決探
                   求型授業　他
　⑤令和3年度実績（実施事業数・受講者数等）　29回開催　参加人数　のべ1032人

H30～ 大学院都市経営研究科 大阪市立大学 教育推進課
https://www.gsum.o
saka-cu.ac.jp

都市経営研究科事務室
《電話》06-6605-3508
《Fax》06-6605-3488

社会人のために設計された大学
院で、平日夜と土曜通学で修了
可能です。授業は交通至便な梅
田サテライト（大阪駅前第２ビル）
で行っています。

社会人を対象に都市経営の諸課題に経済、経営、政策、地域、法律・
行政などの視点から問題解決できる、クリエイティブで高い倫理的識見
を備えた人材を養成する。
平成30年４月　修士課程開設。
令和２年４月　博士前期・後期課程へ課程変更。
　　　　　　　　　（博士後期課程開設。）

都市の再生と創造を目指す新たな研究教育拠点と
して現代都市の課題解決に取組む。

    ①対　　象：社会人
    ②実施場所：梅田サテライト　大阪駅前第２ビル６階
    ③令和３年度実績：
　　　博士前期課程　入学定員　56名　入学者数　52名（志願者数78名）
　　　博士後期課程　入学定員　  5名　入学者数　  5名（志願者数11名）

医学部・附属病院事務
局 MedCity21運営課

《電話》06-6624-4010
《Fax》06-6624-8212

ハルカス大学プロジェクト講座の
一環として、あべのハルカス25階
会議室において（当面は感染防
止のためWEB開催）、市民のみ
なさまに病気の治療と予防につ
いての知識を深めていただくため
に開催しています。

　　①実施時期　年5回
　　②対　　　象　市民（どなたでも）
　　③実施場所　当面はWeb配信とする。
　　④内　　容：　ハルカス大学プロジェクト講座の一環として、市民を対象とした
　　　　　　　　　　　「MedCity21医学講座」 を平成26年７月より開催している。
　　　　　　　　　　　先端予防医療部附属クリニックMedCity21の教職員が、市民を対象に病気の
　　　　　　　　　　　治療や予防に役立つようなテーマを中心に講演する。
     ⑤令和３年度実績：
　　　　　　　　　開講数　５回（当初会場開催を想定も、コロナ禍の為、回数縮小、WEB講座へ切替）
　　　　　　　　　延べ受講者数　400人

161

162 MedCity21医学講座 大阪市立大学 MedCity21運営課

経友会講座
大阪市立大学

経済学部・
　　　　　経済学研究科

本学の経友会（経済学部同窓会
組織）による公開企画講座です。
卒業生をお招きし、企業経営、日
本・世界の経済、自治体行政な
どの分野について、実体験を踏
まえて語っていただきます。

病気と医療について分かりやすく解説し、市民の健康管理に貢献する
事業であり、市立大学の活動の理解と支援を得るためのものである。

引き続き、市民が病気の治療と予防についての知
識を深めるための啓発活動の充実を図る。

令和3年度の状況基本情報

http://keiyukai.info/

大阪市立大学経友会事
務局
（大阪市立大学経済学
部内）
《電話》 06-6605-2250

経友会講座は平成元年度より開設されている経済学部の企画講座の
一つである。経友会は、経済学部の同窓会組織であり、平成１７年度
より毎年、産業界で活躍している卒業生を講師に招き、幅広い産業界
の実体験を後輩に伝えていただいている。また、経済学部の正規の授
業科目であるとともに、一般市民にも公開して行われる。
平成26年度からは商友会と協力し、「商経講座」として開催。これに
よって、レベルの高い講義を提供できるものと考えている。令和３年度
より経済学部（経友会）のみで講義を提供している。

令和３年度は経済学部専門授業科目「産業政策特
殊講義2」として、様々な産業、企業経営、日本・世
界の経済、自治体行政など多様な分野での講義を
予定している。

　　「産業政策特殊講義2」（経済学部専門科目）

　　　①実施時期　　　　　　後期授業（10月～1月）として実施
　　　②対象　　　　　　　　　受講希望者の事前申込による　（多数の場合は抽選）
　　　③実施場所　　　　　　大阪市立大学
　　　④内容　　　　　　　　　産業政策特殊講義2（経済学部専門科目）
　　　⑤令和３年度実績　  本学履修者　114名
　　　　※令和３年度は新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、ハイフレックス方式にて提供

https://www.connect.osaka-cu.ac.jp/openlectures/
https://www.connect.osaka-cu.ac.jp/openlectures/
https://www.connect.osaka-cu.ac.jp/openlectures/
https://www.connect.osaka-cu.ac.jp/openlectures/
https://www.gscc.osaka-cu.ac.jp/
https://www.gscc.osaka-cu.ac.jp/
http://www.osaka-cu.ac.jp/ja/admissions/undergrad/exam_adult
http://www.osaka-cu.ac.jp/ja/admissions/undergrad/exam_adult
http://www.osaka-cu.ac.jp/ja/admissions/undergrad/exam_adult
http://www.osaka-cu.ac.jp/ja/admissions/undergrad/exam_adult
http://www.msic.med.osaka-cu.ac.jp/
http://www.msic.med.osaka-cu.ac.jp/
http://www.medcity21.jp/
http://www.medcity21.jp/
https://www.connect.osaka-cu.ac.jp/openlectures/
https://www.connect.osaka-cu.ac.jp/openlectures/
https://www.connect.osaka-cu.ac.jp/openlectures/
https://www.connect.osaka-cu.ac.jp/openlectures/
http://keiyukai.info/


イ　企業や市民団体との連携

164 こども　夢・創造プロジェクト こども青少年局
青少年課
（放課後事業グループ）

http://kodomo-
yumepro.org/index.h
tml

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

市内の小・中学生を対象に、企
業や大学、専門学校、NPO法人
などと協働で、こども達があこが
れる人物や大阪が誇る文化や産
業の担い手から学ぶ機会を提供
する体験プログラム「こども　夢・
創造プロジェクト」を実施します。

こどもたちが様々なことを学び体験する場を提供し、こどもたちの将来
への夢や希望につなげることを目的とする。 ―

　《令和3年度実績》
　　・実施事業数　　9事業
　　・協力団体　   　10団体
　　・申込者数　　 　２５１名
　　・実参加者数　　１１３名

165 ごみ減量キャンペーン 環境局 家庭ごみ減量課 ―

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

区民まつり等でのごみ減量の普
及啓発や、「レジ袋削減協定」を
結んでいる市民団体・事業者と
協働し、マイバッグキャンペーン
を実施しています。大都市減量
化資源化共同キャンペーンのポ
スター掲示を行っています。

ごみ問題に関する認識を深めてもらい、市民・事業者・行政がともにご
みの減量や３Ｒに積極的に取り組む気運を盛り上げるため、各種イベ
ントへの参加やポスターの掲出により啓発に努めている。

今後とも、市民・事業者と協働して、ごみ減量・３Ｒ
の推進に取り組んでいく。

　〇「大阪エコバッグ運動」
　　　大阪市と「レジ袋削減協定」を結んでいる事業者の店舗でのアンケート実施及び、ウエブを使用したエコバッグ
      アンケートを実施する。
　　　　　　①事業者店舗での啓発
　　　　　　　実施日　 ： 令和３年１０月２０日
　　　　　　　実施店舗： MaxValu 平野駅前店

　　　　　　②ウエブアンケート
　　　　　　　実施期間： 令和３年７月７日～令和３年８月２１日
　　　　　　　回答数　 ： ３,７１０件

　
　○大都市減量化・資源化共同キャンペーン
　　　　①実施時期：１０月
　　　　②対　　　象：市民
　　　　③実施場所：大阪市施設の掲示板や広報板
　　　　④内　　　容：政令指定都市及び東京都特別区が共同でリサイクルを啓発するポスター等を作製し、
　　　　　　　　　　　　３Ｒ推進月間の１０月に各都市で一斉に掲出する。
　　　　⑤令和３年度実績：ポスター掲示枚数　約７００枚（大阪市内）

http://kodomo-yumepro.org/index.html
http://kodomo-yumepro.org/index.html
http://kodomo-yumepro.org/index.html


ウ　大阪のもつ歴史・文化・自然環境に根ざした資源の還流

地域の貴重な財産（歴史的・文化的遺産、自然環境等）を学習資源として活用。それらを生かして、子ども等に体験や学びの機会を提供。

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

166
生涯学習推進事業
（区）【地域資源を生か
した各種講座等】

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。

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

中央区の歴史と文化を活かした
生涯学習事業

《中央区の実施状況》
　　◇事業名　　　区の歴史と文化を活かした生涯学習事業
　　◇実施内容　　①Let’s  Enjoy！ぶんらく～文楽人形のお話と大道具「ゆきふらし」体験～
　　　　　　　　　　　 ②秀吉が大阪城で舞った「能」とは？ 〜「老松」「通盛」「松風」〜
　　◇実施場所　　①国立文楽劇場　②大阪市立中央会館 ホール
　　◇延参加人数  80名（①30名　②50名）

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

総務課（総合政策・
公民地域連携）

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

港区役所総務課（総合政策・
公民地域連携）
《電話》06-6576-9907
《Fax》06-6572-9511

港区　多様な協働による活力あ
る地域社会づくり事業

《港区の実施状況》
1◇事業名　　　　ＷＯＲＫＳ探検団
　◇実施内容　　港区に住む小学生たちが地元の企業の技術や働く楽しさにふれる企業見学・体験
                        イベント
 
２◇事業名　　　　大正・港オープンファクトリー
　◇実施内容　　区内のものづくり企業と区民の方々との交流やものづくりの魅力発信
　　　　（事業は実施せず）

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

港区の教育資源を活用するな
どし、こどもサイエンスカフェや
外国人住民や留学生との交流
会などの体験型の学習機会を
提供する。

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

《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
　　　　　・学びの区民講座（人権啓発推進事業と共催）全2回　参加人数82人
     ◇協働先など    生涯学習推進区民会議・生涯学習推進員区連絡会・人権啓発推進協議会・人権啓
                              発推進員区連絡会

基本情報

港区役所
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東成区役所 市民協働課
https://www.city.osaka.lg.jp/higa
shinari/page/0000557669.html

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

東成区　生涯学習推進事業

《東成区の実施状況》
◇事業名　       地域連携支援事業

◇実施内容　　  区内１小学校下にて講座運営
　　　　　　　　　  講座数　２　実施回数のべ10回　参加者のべ82人

◇協働先など　 大阪市生涯学習推進員東成区連絡会ほか

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》

    【能楽講座の開催】
　　◇実施日時　　11月３日（水・祝）、11月７日（日）
　　◇実施内容　　「能面と能装束の魅力について知る」「大阪にゆかりの能～能と土地の伝説～」
　　◇実施場所　　大阪市立阿倍野図書館
　　◇参加人数　　のべ30名

住之江区役所 協働まちづくり課 ―

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

住之江区　生涯学習推進事業

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

平野区役所
安全安心まちづくり
課

―

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

平野区　生涯学習推進事業

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

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

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

西成区　生涯学習推進事業

  　 ◇事業名         地域教育資源ネットワーク事業
　　 ◇実施内容　　 区役所が区内の機関等と連携し、その機関の施設・設備・人材等の資源を活かし市
                            民向けの学習機会として2講座を実施
　　　　①講座名　「大フィルを学ぶ♪　オーケストラの練習見学＆お話」
　　　　　　　　　　　    西成区にゆかりのある「大フィル」にまつわるお話と楽団の練習見学
　 　　　　◇実施場所　   大阪フィルハーモニー会館
　   　　　◇参加人数 　　16名
　 　　　　◇協働先など   大阪フィルハーモニー協会
       　② 講座名　「落語体験講座」
　　　　　　　　　　　    西成区にゆかりのある落語家の協力で落語の知識を深める体験型の講座を企画
　 　　　  ◇実施場所　   西成区役所
　   　　　◇参加人数 　　13名
　 　　　　◇協働先など   林家そめすけ（落語家）

https://www.city.osaka.lg.jp/higashinari/page/0000557669.html
https://www.city.osaka.lg.jp/higashinari/page/0000557669.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
http://www.city.osaka.lg.jp/nishinari/category/3484-4-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishinari/category/3484-4-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.osaka.lg.jp/nishinari/category/3484-4-0-0-0-0-0-0-0-0.html


番号

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

167 上方文化講座 大阪市立大学 文学研究科・文学部

http://www.lit.osaka
-
cu.ac.jp/kamigata/in
dex.html

事務局学務部教育推進
課
文学部担当
《電話》 06-6605-2350
《Fax》 06-6605-2357

「上方文化講座」は、大阪の地に
歴史的に育まれた文化、とりわ
け伝統芸能「文楽」に光を当て、
学問的体系の下に学ぼうとする
試みである。講師として第一線で
活躍する文楽技芸員を招き、本
学教員との共同作業により授業
を組み立てていく。当授業は本
学学生のみならず、一般市民に
も公開される。

上方文化講座は平成１６年度より開設された文学部の特別授業科目
であり、大阪の地に歴史的に育まれた文化、わけても伝統芸能「文
楽」に光をあて、学問的体系のもとに学ぼうとする試みである。その第
一の特色は、講師として文楽界の中核を担う一流の技芸員を招き、文
学研究科教員との共同作業により授業を組み立てていく点にある。さ
らに第二の特色として、それが文学部の正規の授業科目であるととも
に、一般市民にも公開して行われる点を挙げることができよう。大阪市
設置の公立大学に相応しい、教育・研究・社会貢献の三者が一体と
なった事業として、従来の公開講座の類とは一線を画した内容を有す
るものである。

例年８月下旬を予定しているが、年度当初より新型
コロナウイルスの影響により、計画不可能。

新型コロナウイルスの影響により、不実施

168 青少年文楽鑑賞事業 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

青少年が文楽を鑑賞する機会を
提供します。

　青少年に対して、文楽鑑賞の機会を設け、大阪の誇る伝統芸能であ
り、ユネスコ世界無形文化遺産の「人形浄瑠璃文楽」に親しむきっか
けとする。

　引き続き 文楽に対する関心と理解を深め、文楽
の普及・振興を図る。

対象：市立中学校・高等学校の生徒（定員によっては小学生も対象とする。）
内容：「国立文楽劇場」で、初心者向けの公演として毎年６月に実施される「国立文楽劇場主催文
楽鑑賞教室」公演を大阪市内の公立中学校生、高校生が観賞する機会を提供する。学校単位で参
加希望を募っている。

169 親子ペア文楽鑑賞優待事業 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

国立文楽劇場で夏休みに行わ
れる文楽公演を、市内在住・在
学の小学校・中学校の児童生徒
を含むグループが優待価格で鑑
賞できる機会を提供します。

　　青少年に対して、文楽鑑賞の機会を設け、大阪の誇る伝統芸能で
あり、ユネスコ世界無形文化遺産の　「人形浄瑠璃文楽」に親しむきっ
かけとする。

引き続き 文楽に対する関心と理解を深め、文楽の
普及・振興を図る。

対象：市内在住・在学の小学校・中学校の児童・生徒とその保護者
内容：国立文楽劇場「文楽夏休み特別公演」を優待価格で観賞できる。
               （平成元年度より実施）

170 映像文化振興事業 経済戦略局 文化課(文化担当)

大阪アジアン映画
祭
http://www.oaff.jp/

《問い合わせ先》
大阪映像文化振興事業
実行委員会事務局
《電話》06-6373-1211

優れた映像の鑑賞機会を市民に提供
すること及び、大阪での映像制作活動
を支援することにより、映像文化の裾
野を広げ、文化芸術にあふれる大阪を
国内外に発信するとともに、大阪を映
像文化の創造拠点として、交流と人材
育成を図ります。

大阪アジアン映画祭
・優れたアジア映画の紹介、映画関係
者との交流事業等
・毎年秋頃から、字幕講座、アジア映
画講座等を開催

優れた映像の鑑賞機会を市民に提供すること及び、大阪での映像制
作活動を支援することにより、映像文化の裾野を広げ、文化芸術にあ
ふれる大阪を国内外に発信するとともに、大阪を映像文化の創造拠
点として、交流と人材育成を図る。

市民の生活に身近な映画等を通じて映像文化の振
興を図り、芸術文化都市の実現を目指す。

大阪アジアン映画祭
　優れたアジア映画の紹介、映画関係者との交流事業等
　　・期日：令和4年3月10日～20日
　　・場所：梅田ブルク７、ABCホール、シネ・リーブル梅田
　　・入場者数：65,236人（連携企画含む）
　　・上映来場者数：9,901人

171 難波宮跡の保存整備・活用普及

経済戦略局
（関係局）
教育委員会事務局
建設局

文化課 ＿ ＿ ＿

貴重な国民的財産である難波宮跡の保存と活用をはかるため、内
裏・朝堂院跡等、国の史跡指定地の区域を整備し、史跡公園とし
ての往古の歴史的環境を再現して、広く国民の利用に供する。
また、大阪の歴史の原点である史跡難波宮跡を広く市民に知って
もらい、文化都市大阪をアピールし、大阪の歴史への認識を深め
てもらう。

上町台地歴史文化ゾーンの中核として難波宮跡
及び大阪城公園を古代から近世までの大阪の歴
史を総合的に体験・学習できる歴史公園として
一体的に整備する。

難波宮跡は、昭和２９年から始められた６０年以上にわたる発掘調査によって、大極殿、大
極殿院回廊、大安殿の遺構が相次いで発見され、その中枢部にあたる内裏・朝堂院の様相が
ほぼ明らかにされた。この内裏・朝堂院の中心部１４５，０６０．７１㎡については広域保
存の基本方針が確定され、史跡指定地となっている。
現在、大極殿、大極殿後殿、軒廊、大極殿院回廊、朝堂院及び回廊、八角殿院、五間門等の
基壇復元、遺構表示と周辺の緑化、照明・給水・便益設備等の整備を実施したところであ
る。（昭和４６年より実施）
上町台地の歴史・文化ゾーンの整備に向け、その核となる難波宮跡を市民にわかりやすく親
しんでもらえるよう令和２年度史跡難波宮跡保存活用計画を策定し、同整備基本計画を取り
まとめた。

172 泉布観地区の整備
経済戦略局
（関係局）
教育委員会事務局

文化課（文化担当） ＿ ＿ ＿
文化財保護法の観点から文化財の保存・活用を基本としながら、
歴史的価値の高い重要文化財「泉布観」を市民に親しまれる地区
として整備する。

　平成２５年４月にオープンした旧桜宮公会堂
を含む泉布観地区園地を市民に親しまれる場所
として引き続き公開していく。

重要文化財である「泉布観」をはじめ、旧桜宮公会堂（正面玄関のみ重要文化財）を含む
泉布観地区を、文化財の保存・活用を基本としながら、広く市民に親しまれるように周辺地
域と一体となった整備を行う。
　　　　　平成２１年度　　　　泉布観地区整備方針の検討
　　　　　平成２２～２３年度　泉布観外観補修の設計・施工、旧桜宮公会堂の事業者
                              公募
　　　　　平成２４年度　　　　民間事業者による旧桜宮公会堂及び泉布観地区園地整備
                              工事
　　　　　平成２５年４月１２日　泉布観地区園地オープン
　　　　　平成２５年４月１５日　旧桜宮公会堂オープン

173 博物館施設の総合力を活かした魅力の向上 経済戦略局
文化課（博物館支援担
当）

https://ocm.osaka/

経済戦略局文化部
文化課（博物館担当）
《電話》06-6469-5184
《Fax》06-6469-3897

（地独）大阪市博物館
機構
《電話》06-6940-0569
《Fax》06-6940-4471

７０年に及ぶ活動の歴史と、
膨大なひと・もの・情報を有
する博物館・美術館におい
て、施設間の連携・ネット
ワーク強化をはじめ、市民・
民間との協働、他分野との連
携等に取り組み、博物館群施
設としての総合力・集積効果
の発揮による魅力向上を図っ
ています。

市内には様々な博物館が多数あるが、それぞれの専門性を活かし
ながら、有機的に連携させることによって博物館群としての総合
力を高め、魅力的でかつ効率的な事業実施を行う。

これらの事業を実施検証し、より効果的・効率
的な博物館施設の魅力を発信していく事業を展
開することで、博物館施設が市民にとってより
身近で魅力あるものとなり、人材育成・多様な
知識習得が活発に行われる場となることをめざ
す。

◇博物館機構広報誌「Osaka Museums」17～20号発行（合計約12万部）
博物館機構HPの運営
facebook「もっと！大阪Museums」、twitter「大阪Museums」、Instagram「大阪
Museums」、YouTube「Osaka Museums（大阪ミュージアムズ）」の活用
Twitter：投稿数：81　フォロワー：5,103
Instagram：投稿数：3　フォロワー293
Youtube：登録者数：497人
Facebook：フォロー：1,454
総合案内パンフレット（日本語版）の配布
大阪市内の博物館群を紹介する冊子「大阪市ミュージアムガイド」の配布(14,500部）
「出前講座」の実施（1件）
◇キャンパスメンバーズ制度の実施：来館者数合計6,416人
◇大阪市立大学との包括連携に基づく博学連携事業の実施
博物館経営論、博物館資料保存論、博物館展示論の各講義への講師派遣
ミュージアム連続講座ほか、シンポジウムや講演会への演者の派遣と実施

174 大阪中之島美術館 経済戦略局
文化課（博物館支援担
当）

https://nakka-art.jp

（地独）大阪市博物館機
構
《電話》06-6940-0569
《Fax》06-6940-4471

大阪中之島美術館準備室が所
蔵する第一級のコレクションを活
用して、市立美術館や東洋陶磁
美術館とは異なる新たな魅力に
あふれる美術館を、2022年２月
の開館に向け整備します。
大阪中之島美術館については、
歴史的にも文化的にも豊かな蓄
積をもつ中之島を拠点として文
化の振興や都市の魅力向上に
貢献していきます。

 大阪中之島美術館準備室が所蔵する第一級のコレクションを活用し
て、市立美術館や東洋陶磁美術館とは異なる新たな魅力にあふれる
美術館を、2022年２月の開館に向け整備に取り組む。
 大阪中之島美術館については、歴史的にも文化的にも豊かな蓄積を
もつ中之島を拠点として文化の振興や都市の魅力向上に貢献してい
く。

　新しい美術館の整備事業の推進を行い、美術資
料の収集・保管・既収集作品の修復や美術情報の
収集も引き続き推し進めていく。また、既存施設や
民間事業者との連携等により収蔵作品展を開催
し、既に収集した作品の公開を通して新しい美術館
の整備計画に関する市民のニーズを把握するとと
もに、市民や企業等からの支援（寄贈・寄託）を求
めていく。

◇ 新しい美術館の整備事業
新しい美術館の運営の検討及び開館準備業務
開館記念特別展「Hello! Super Collection 超コレクション展 ―99のものがたり―」：来館者数126,310
人
◇ 公式HPのリニューアル、Twitter、Instagram、YouTube、Facebookアカウントの開設及び運用
Twitter：投稿数：248　フォロワー：5,521
Instagram：投稿数：172　フォロワー：22，644
Youtube：登録者数：127人
Facebook：フォロー：778
◇ PFI事業者や外部機関と協働し、トークイベント、シンポジウム等、開館プレイベントの実施

基本情報 令和3年度の状況

http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/kamigata/index.html
http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/kamigata/index.html
http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/kamigata/index.html
http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/kamigata/index.html
http://www.oaff.jp/
http://www.oaff.jp/
http://www.oaff.jp/
http://www.oaff.jp/
https://ocm.osaka/
https://nakka-art.jp/


175 ＨＯＰＥゾーン事業 都市整備局 まちなみ環境グループ

https://www.city.os
aka.lg.jp/toshiseibi/
page/0000459905.h
tml

大阪市都市整備局
企画部住宅政策課まち
なみ環境グループ
《電話》06-6208-9621
《Fax》06-6202-7064

　歴史的・文化的な雰囲気やまちなみ
などに恵まれた6つの地域を、大阪の
居住地イメージを高めるゾーン（HOPE
ゾーン）として位置付け、地域との連
携・協働により、地区の特色を活かし
たまちなみ整備を促進し、魅力ある居
住地づくりを進める事業。
　まちなみ修景等の補助事業終了
（※）後も引き続き、地区ごとに定めた
「まちなみガイドライン」の周知・普及啓
発やこれまでの実績等を活かした地区
の魅力発信に取り組んでいます。

※平成29年度までに全ての地区で補
助事業終了

「住むまち・大阪」の魅力向上をめざし、地域と連携・協働で、地域の特
徴を活かした魅力ある居住地づくりを進める。 ・補助事業終了地区における「まちなみガイドライ

ン」の周知、普及啓発、及び地区の魅力発信

・すべての地区において補助事業は終了しているが、引き続き「まちなみガイドライン」の周知・普及
啓発やこれまでの実績等を活かした地区の魅力発信に取り組んだ。

　（事業開始時期）地元協議会設立＝事業の開始（協議会活動開始）
　　平成11年5月　平野郷地区HOPEゾーン協議会設立（平成25年度解散）
　　平成12年12月　住吉大社周辺地区HOPEゾーン協議会設立（平成27年度解散）
　　平成16年8月　空堀地区HOPEゾーン協議会設立（平成25年度解散）
　　平成20年6月　天満地区HOPEゾーン協議会設立（平成29年度解散）
　　平成20年7月　田邊地区HOPEゾーン協議会設立（平成29年度解散）
　　平成20年8月　船場地区HOPEゾーン協議会設立（平成29年度解散）

176 マイルドHOPEゾーン事業〔上町台地〕 都市整備局 まちなみ環境グループ
https://www.city.os
aka.lg.jp/toshiseibi/
page/0000110798.h
tml

大阪市都市整備局企画
部
住宅政策課まちなみ環
境グループ
《電話》06-6208-9621
《Fax》06-6202-7064

　貴重な歴史的資源や豊かな緑など
に恵まれた上町台地のうち、JR環状線
の内側約900haにおいて、居住地とし
ての魅力情報の発信、まちづくり団体
等の活動支援、ポイントとなる場所で
のまちなみ整備等を促進し、大阪の居
住地イメージの向上と魅力ある都市居
住の促進を図る事業。
　まちなみ修景等の補助事業終了
（※）後も引き続き、「まちなみガイドラ
イン」の周知・普及啓発やこれまでの
実績等を活かした地区の魅力発信に
取り組んでいます。

※平成27年度で補助事業終了

上町台地で研究やまちづくり活動を行う個人・各種団体等と連携・協
働し、上町台地における歴史に育まれた文化環境と緑豊かな生活環
境などを最大限に活かしながら、個性豊かな魅力ある居住地の形成と
居住地のイメージの向上を図る。

・「まちなみガイドライン」の周知、普及啓発、及び
民間のまちづくり団体と連携した地区の魅力発信

・補助事業が終了した平成28年度以降は、民間のまちづくり団体メンバー等により設立された実行
委員会が引継いで「オープン台地　in　OSAKA」（※）を実施しており、こうした活動と連携しながら、
引き続き居住地魅力の発信に取り組んでいる。

（事業開始時期）協議会設立＝協議会活動開始
　　平成18年6月　上町台地マイルドHOPEゾーン協議会設立（平成27年度解散）

（※）上町台地の魅力的な空間や場所を開き、魅力を発信する市民参加型事業。
　　　平成22年度から27年度まで、市と協議会が連携して開催。

177 街角ミュージアム 教育委員会事務局 文化財保護課 ―

（一財）大阪市文化財協
会
《電話》06-6943-6833
《Fax》06-6920-2272

《趣旨・目的》
中央区・住吉区・平野区など多くの遺跡を有す
る区を中心に、郷土史やまちづくりをテーマとし
て活動する団体・ＮＰＯや公共機関（区役所、図
書館）文化財協会とが協働して、地域の歴史を
考える講座や展示・ワークショップを行い、市内
の公共機関や学校の展示スペース、民間建築
物のエントランスホール等において、発掘調査
により出土した地元の資料を中心に、地域の
歴史や自然環境・リサイクルをテーマとした展
示を行っています。
《事業の概要》
内　  　容：古代～近世の土器、瓦、陶磁器等
の出土品と説明展示
実施場所：市内32ヵ所
◇北区　太融寺ほか(計2ヵ所)
◇此花区　環境施設組合舞洲工場
◇中央区　エル・おおさか、中央高校、くすりの
道修町資料館ほか（計12ヵ所）
◇天王寺区　区役所区民ギャラリー
◇生野区　区役所展示コーナー
◇旭区　区民センター郷土史料室
◇阿倍野区　区民センターほか(計2ヵ所)
◇住吉区　大阪市立大学、我孫子南中学校(計
2ヵ所)
◇東住吉区　区画整理記念会館
◇平野区　区役所区民ギャラリー、瓜破会館、
                   クラフトパーク、環境施設組合平
野工場、
                   加美東小学校、川辺小学校ほか
(計8ヵ所)
◇西成区　特別養護老人ホーム

中央区・住吉区・平野区など多くの遺跡を有する区を中心に、郷土史
やまちづくりをテーマとして活動する団体・ＮＰＯや公共機関（区役所、
図書館）と文化財協会とが協働して、地域の歴史を考える講座や展
示・ワークショップを行い、市内の公共機関や学校の展示スペース、民
間建築物のエントランスホール等において、発掘調査により出土した
地元の資料を中心に、地域の歴史や自然環境・リサイクルをテーマと
した展示を行っている。

 遺跡発掘による出土資料のある区の市民団体や
公共機関との連携をさらに深め、街角ミュージアム
の拡大とそれを軸にした地域間のネットワークづく
りを進める。

　　　内　　　容：　古代～近世の土器、瓦、陶磁器等の出土品と説明・写真パネルを展示
　　　実施場所：　市内32ヵ所
　　　　　　　　　　　◇北区　太融寺ほか(計2ヵ所)
　　　　　　　　　　　◇此花区　環境局舞洲工場
　　　　　　　　　　　◇中央区 　エル・おおさか、中央高校、くすりの道修町資料館ほか（計12ヵ所）
　　　　　　　　　　　◇天王寺区　区役所区民ギャラリー
　　　　　　　　　　　◇生野区　区役所展示コーナー
　　　　　　　　　　　◇旭区　区民センター郷土史料室
　　　　　　　　　　　◇阿倍野区　区民センターほか(計2ヵ所)
                 　 　　　　　◇住吉区　大阪市立大学、我孫子南中学校(計2ヵ所)
　　　　　　　　　　　◇平野区　区役所区民ギャラリー、瓜破会館、クラフトパーク、環境局平野工場、
　　　　　　　　　　　　　　　　加美東小学校、川辺小学校、ほか(計8ヵ所)
　　　　　　　　　　　◇東住吉区　区画整理記念会館
　　　　　　　　　　　◇西成区　特別養護老人ホーム

178 大阪の歴史再発見事業 教育委員会事務局 文化財保護課 ―

教育委員会事務局総務
部文化財保護課
《電話》06-6208-9166
《Fax》06-6201-5759

《趣旨・目的》
大阪の歴史と文化財により親しんでい
ただくために、「大阪の歴史再発見」と
題し、大阪の歴史や文化に関する様々
なテーマで、専門家による講演と本市
学芸員の解説による見学会を開催し、
文化財への理解を深めるとともに、市
民文化の向上に資する。平成１６年度
開始。

《事業の概要》
①実施時期：10月～12月にかけて3回
程度実施。さらに仏教美術の特別公開
などを行う。
②対象　　：市民
③実施場所：市内各所
④内容　　：「大阪の歴史再発見」と題
し、大阪の歴史や文化に関する様々な
テーマで、専門家や本市学芸員による
講演会・見学会を行う
⑤令和3年度予定
　「四天王寺の建造物探訪」など

大阪の歴史と文化財により親しんでいただくために、「大阪の歴史再
発見」と題し、大阪の歴史や文化に関する様々なテーマで、専門家に
よる講演と本市学芸員の解説による見学会を開催し、文化財への理
解を深めるとともに、市民文化の向上に資する。平成１６年度開始。

―

 
《事業の概要》
　　　　①実施時期：11月～12月にかけて4回実施。
　　　　②対　　　象：市民
　　　　③実施場所：大阪市内各所
　　　　④内　　　容：「大阪の歴史再発見」と題し、大阪の歴史や文化に関する様々なテーマで、
　　　　　　　　　　　　専門家や本市学芸員による講演会・見学会を行う
　　　　⑤令和3年度実績：全4回（対令和2年度比　133％）
　　　　　　　　　　　　　　　　  参加者 計213名（対令和2年度比　164％）
【第1回】「大阪の近代化遺産を訪ねる－久金属工業－」参加者89名　【第2回】「大阪の近代化遺産を訪ねる－鴻池
組本店－」参加者49名　【第3回】「住吉大社の建造物探訪」参加者36名　【第4回】「四天王寺の建造物探訪」参加者
39名
　

179 森の宮遺跡展示室の一般公開 教育委員会事務局 文化財保護課 ―

教育委員会事務局総務
部文化財保護課
《電話》06-6208-9168
《Fax》06-6201-5759

《趣旨・目的》
森の宮遺跡は、上町台地の東斜面に
位置する縄文時代から近世までの複
合遺跡です。遺跡から発掘された縄文
～弥生時代の土器や豊臣氏の大坂城
の軒瓦などを、出土した現地で見てい
ただけるよう、展示室を1年間に数日、
一般公開しています。
《事業の概要》
①実施時期：春・夏・秋に計5日
②対象：市民
③実施場所：森の宮遺跡展示室
（森ノ宮ピロティホール地下階）
④内容：森の宮遺跡からの出土品（原
始～古代の土器、瓦等）説明展示

森の宮遺跡は、上町台地の東斜面に位置する縄文時代から近世まで
の複合遺跡です。遺跡から発掘された縄文～弥生時代の土器や豊臣
氏の大坂城の軒瓦などを、出土した現地で見ていただけるよう、展示
室を1年間に数日、一般公開しています。

―
森の宮遺跡展示室のあるピロティホールの改修工事や新型コロナウィルス感染症拡大防止による
安全対策のため実施なし

https://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000459905.html
https://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000459905.html
https://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000459905.html
https://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000459905.html
http://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000110798.html
http://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000110798.html
http://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000110798.html
http://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000110798.html
http://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000110798.html


180 たそがれコンサート 教育委員会事務局 生涯学習担当
http://www.shion.jp
/

公益社団法人大阪市音
楽団
《電話》06-6684－2130
《Fax》 06-6686-3377

夏の夕刻時に陸上・海上・航空
自衛隊、オオサカ・シオン・ウィン
ド・オーケストラなどの各専門団
体により、クラシックやポピュラー
音楽などのコンサートを実施す
る。

中学生・高校生を対象に吹奏楽演奏を行う機会を設け、次代の音楽
文化の担い手を育成するとともに、幅広い市民に生の音楽演奏を聴く
機会を提供し、生涯学習の普及振興を図る。
当初昭和２５年６月、明治４５年より始まり、戦前中断していた公園奏
楽が、「たそがれコンサート」と名付けられて天王寺音楽堂で再開され
る。全国で開催されているたそがれコンサートの発祥となる。

―

事業名称：たそがれコンサート実施
日時：７月21日～８月18日（毎週水曜）午後７時～
実施場所： 大阪城音楽堂対象：一般市民
入場料：無料　　　　入場者数：900名

181 子どもたちへの吹奏楽普及推進事業 教育委員会事務局 生涯学習担当 ―

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

市立中学校の生徒（吹奏楽部）
に対するプロの指導及び、市内
小学生・幼稚園児等が吹奏楽に
触れる機会の創出。

・吹奏楽講習会を通じて、市立中学校の吹奏楽部に対してプロの吹奏
楽演奏者が演奏指導を行う。また、同様に地域の指導者等にも指導・
助言を行い、地域における演奏活動や指導に活かす機会を設けるこ
とにより生涯学習の推進を図る。
・市内小、幼、保育所の児童・園児等を対象に吹奏楽合同鑑賞会を専
門の音楽ホールで実施することにより、吹奏楽を通じて子どもたちの
情操を豊かにし、生涯学習の推進を図る。

―
・市立中学校吹奏楽部に対するプロによる高度な技術指導
・吹奏楽講習会に、地域の指導者等が参加することによる演奏指導の啓発
・市内小、幼、保育所の子どもが参加する専門の音楽ホールでの吹奏楽合同鑑賞会

http://www.shion.jp/
http://www.shion.jp/

