
エ　生涯学習関連施設の活用

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

182 区役所附設会館
各区民センターなどにお問
合せください。

区民の身近にあって、文化・レク
リエーション活動をはじめ、地域
住民のコミュニティ活動を推進
する施設です。

■区役所附設会館

《設置目的》      設置の根拠となる法律・条例：大阪市区役所附設会館条例

《開館時間》      開館時間：午前9時30分～午後9時30分

《休館日》        　 12月29日から翌年1月3日まで

《実施事業》
      ・区民のつどい、講習会等の各種行事の開催
・コミュニティづくりに関する普及啓発
・コミュニティづくりを担う人材の育成
・コミュニティづくりに関する情報の収集及び提供
・コミュニティづくりに関する調査及び研究
・市民の集会その他各種行事の場の提供
・その他市長が必要と認める事業

北区役所 地域課
http://www.osakacommunity.jp/
kita/

北区民センター
《電話》06-6315-1500
《Fax》06-6367-1990

大淀コミュニティセンター
《電話》06-6372-0213
《Fax》06-6371-0107

北区
■北区民センター　　　　　　　 《利用実績》101,151名
■大淀コミュニティセンター　　《利用実績》66,153名

都島区役所 まちづくり推進課
http://www.osakacommunity.jp/
miyakojima-center/

都島区民センター
《電話》06-6352-6100
《Fax》06-6352-8411

都島区
■都島区民センター　　《利用実績》　29,165名
　　利用率　数値目標　76.8％
　　　　　　　年度実績　56.5％

福島区役所
市民協働課
（市民協働）

https://www.osakacommunity.jp
/fukusima/sisetu.html

福島区民センター
《電話》06-6468-1771
《Fax》06-6463-0911

福島区
■福島区民センター　　《利用実績》 50，385名
　　　　　　　　　　　　　　《年間利用率》46.8％

此花区役所
まちづくり推進課
（まちづくり推進）

http://www.osakacommunity.jp/
konohana/sisetu.html

此花区民ホール
《電話》06-6463-1100
《Fax》06-6463－1103

此花区 ■此花区民ホール    《利用実績》40,578名

（一財）大阪市コミュニティ協会
http://osakacommunity.jp/com2
/index.html

（一財）大阪市コミュニティ協会中
央区支部協議会
http://www.osakacommunity.jp./
chuo/

附設会館管理運営 西区役所 地域支援課
http://osaka-
nishikumincenter.jp/

西区民センター
《電話》06-6531-1400
《Fax》06-6531-1402

西区
■区役所附設会館
《利用実績》46,743名
《管理運営主体》 指定管理者（株）ハウスビルシステムによる管理代行

中央区役所
市民協働課
（市民協働）

中央区民センター
《電話》06-6267-0201
《Fax》06-6267-0950

中央会館
《電話》06-6211-0630
《Fax》06-6211-0620

基本情報

中央区
 ■中央区民センター    《利用実績》　46,988名
 ■中央会館　　　　　　　《利用実績》   37,680名
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港区役所
協働まちづくり推進
課

http://www.osakacommunity.jp/
minato/index.html

港区民センター
《電話》06-6572-0020
《Fax》06-6572-0274

港近隣センター
《電話》06-6571-3056
《Fax》06-6571-3056

港区
■港区民センター      《利用実績》 75,992名
■港近隣センター      《利用実績》 25,042名

大正区民ホール
https://www.city.osaka.lg.jp/tais
ho/page/0000382297.html

大正会館
http://www.osakacommunity.jp/t
aisho/index.html

天王寺区役所 市民協働課
http://www.osakacommunity.jp/t
ennoji/index.html

天王寺区民センター
《電話》06-9771-9981
《Fax》06-6774-3002

天王寺区
　
■天王寺区民センター    《利用実績》　84,900名

浪速区民センター 浪速区役所
市民協働課（市民協
働）

http://www.osakacommunity.jp/
naniwa/index.html

浪速区民センター
《電話》06-6568-2171
《Fax》06-6568-3171

浪速区 ■浪速区民センター    《利用実績》44,334名

西淀川区民ホール
https://www.osakacommunity.jp
/nishiyodogawa-hall/

西淀川区民会館
https://www.osakacommunity.jp
/nishiyodogawa-kaikan/

淀川区役所
市民協働課
（市民協働）

https://yodogawa-cc.net/
淀川区民センター
《電話》06-6304-9120
《Fax》06-6304-7304

淀川区 ■淀川区民センター　　《利用実績》52,620名

東淀川区役所 地域課

東淀川区民ホール
https://www.city.osaka.lg.jp/higa
shiyodogawa/page/0000000479.
html

東淀川区民ホール
《電話》06-4809-9734
《Fax》06-6327-1970

東淀川区民会館
《電話》06-6379-0700
《Ｆａｘ》06-6379-0800

東淀川区
■東淀川区民ホール   《利用実績》　31,884名

■東淀川区民会館　《利用実績》　26,341名

東成区役所 市民協働課
http://www.osakacommunity.jp/
higashinari/index.html

東成区民センター
《電話》06-6972-0717
《Fax》06-6972-0838

東成区 ■東成区民センター　　《利用実績》  84,207名

生野区役所 地域まちづくり課
https://www.osakacommunity.jp
/ikuno-center/

生野区民センター
《電話》06-6716-3020
《Fax》06-6716-1797

生野区 ■生野区民センター    《利用実績》 58,303名

旭区役所 地域課 https://asahi.oec-cc.com/
旭区民センター
《電話》06-6955-1307
《Fax》06-6955-1308

旭区 ■旭区民センター　　《利用実績》    67,166名

地域協働課（地域協
働グループ）

大正区民ホール(直営施設)
《電話》06-4394-9743
《Fax》4394-9989
大正会館(指定管理施設)
《電話》06-6553-5511
《Fax》06-6554-7878

大正区
■大正区民ホール　　《利用実績》18,383名
■大正会館　　《利用実績》27,932名

西淀川区役所
地域支援課
（地域支援）

西淀川区民ホール
《電話》06-6472-6000
《Fax》06-6472-4006

西淀川区民会館
《電話》06-6471-9217
《Fax》06-6471-6694

大正区役所

■西淀川区民ホール　　《利用実績》 41,347名
■西淀川区民会館　　   《利用実績》 19,502名

西淀川区
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城東区役所 市民協働課
http://osakacommunity.jp/joto/
sisetu.html

城東区民センター
《電話》06-6932-2000
《Fax》06-6932-2030

城東区 ■城東区民センター　　《利用実績》  83,581名

鶴見区役所 市民協働課
https://www.osakacommunity.jp
/tsurumi-center/

鶴見区民センター
《電話》06-6912-3971
《Fax》06-6912-3900

鶴見区 ■鶴見区民センター    《利用実績》67,366名

大阪市立阿倍野区民セ
ンター

阿倍野区役所
市民協働課（市民協
働）

https://abeno-cc.net/
阿倍野区民センター
《電話》06-4398-9877
《Fax》06-4398-9878

阿倍野区

■阿倍野区民センター

《設置目的》      設置の根拠となる法律・条例：大阪市区役所附設会館条例
《開館時間》      開館時間：午前9時30分～午後9時30分
《休館日》         12月29日から翌年1月3日まで
　　　　　　　　　　その他、保守点検等による臨時休館あり
《実施事業の概要》
  　　　　　　　    １　貸館運営業務　  ２　利用料金徴収及び収納事務
　　　　　　　　　　３　利用料金還付の支払い及び経理処理業務
　　　　　　　　　　４　施設総合管理業務　　５　自主事業の実施

住之江区役所 協働まちづくり課

住之江区民ホール
http://www.city.osaka.lg.jp/sumi
noe/page/0000342833.html

住之江会館
https://osaka-suminoekaikan.jp/

住之江区民ホール
《電話》06－6682－9734
《Ｆａｘ》06-6686-2040

住之江会館
《電話》06-6683-2882
《Fax》06-6683-3606

住之江区
■住之江区民ホール　《利用実績》　29,784名
■住之江会館　　《利用実績》　36,352名

大阪市立住吉区民セン
ター

住吉区役所 総務課 http://sumiyoshiwardc-ogbc.jp/
住吉区民センター
《電話》06-6694-6100
《Fax》06-6694-6115

住吉区 ■住吉区民センター    《利用実績》185,910名

東住吉区役所 区民企画課

東住吉区民ホール
https://www.city.osaka.lg.jp/higa
shisumiyoshi/page/0000415142.
html

東住吉区民ホール
《電話》06-4399-9734
《Fax》06-6629-4564

東住吉会館
《電話》06-6699-1100
《Fax》06-6697-8080

東住吉区

■東住吉区民ホール
主に各種団体活動の発表・練習の場としての利用
■東住吉会館（指定管理者による管理運営）
主に会議やサークル活動としての利用

区役所附設会館 平野区役所
安全安心まちづくり
課

http://www.osakacommunity.jp/
hirano/

平野区民センター
《電話》06-6704-1200
《Fax》06-6704-1421

平野区民ホール
《電話》06-6790-4000
《Fax》06-6790-4001

平野区
■平野区民センター　　《利用実績》  88,440名
■平野区民ホール       《利用実績》　28,876名

西成区役所 市民協働課
https://www.osakacommunity.jp
/nishinari-center/

西成区民センター
《電話》06-6651-1131
《Fax》06-6651-1158

西成区 ■西成区民センター    《利用実績》　　　34,339名
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番号

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

183 大阪市立大学学術情報総合センター 大阪市立大学 学術情報課

https://libweb.medi
a.osaka-
cu.ac.jp/?page_id=28
9

市立大学学術情報総合
センター
図書情報サービス担当
《電話》06-6605-3240
《Fax》06-6605-3252

市民の生涯学習を支援するため
「図書市民利用制度」を設け、大
学図書館が収集した専門的な資
料を提供しています。

《設置年月日》
平成8年10月
《所在地》
大阪市住吉区杉本町３－３－１３８
《開館時間、休館日》
開　館：月～金曜日　午前９時～午後１０時、土曜日　午前１０時～午後７時　日曜
日（一部）　午前１０時～午後５時
休館日：祝日、年末年始、授業のない期間の日曜日、本学入学試験日
　　　　　　蔵書点検日（春・夏季休業中の一定期間）、その他所長が必要と認めた
               日
《施設概要》
延床面積　３７，４３４㎡
・施設概要　※図書市民利用制度対象ゾーン
１Ｆ：文化交流ゾーン　　２Ｆ：レファレンスゾーン　　　３－４Ｆ：図書閲覧ゾーン
５Ｆ：マルチメディアゾーン
７Ｆ：研究閲覧ゾーン　　　Ｂ１Ｆ：雑誌センターゾーン　　Ｂ２－Ｂ３Ｆ：デポジットゾー
ン（集密書庫）

―

《実施事業の概要》
・図書市民利用制度（有料）
  ①サービス内容：　大学図書館資料の貸出、閲覧・複写等 (医学分館も利用可能。但し、貸出は不
可）
  ②対象者：　20才以上で大阪市内に在住もしくは勤務している者（但し、他大学の学生教職員及び
大学受験生を除く）
  ③令和３年度利用実績：　登録者　1,404人、入館者数　28,026人、貸出冊数　8,220冊
　
・市立図書館との連携サービス（無料）
　①サービス内容：　市立図書館からの申込による大学図書館資料の貸出、文献複写資料（複写料
は有料）の送付
  ②対象者：　市立図書館利用登録者
　③令和３年度利用実績：　貸出冊数　157冊　文献複写　10件

184 大阪市立大学附属植物園 大阪市立大学 附属植物園

http://www.sci.osak
a-
cu.ac.jp/biol/botan/
index.html

市立大学附属植物園
《電話》　072-891-2059
《Fax》　072-891-2101

当園は昭和25年に大阪市立大
学理工学部附属の研究施設とし
て発足し、以来、植物学の基礎
研究の対象として多くの植物の
収集と保存に努めてきました。な
かでも、日本産樹木の収集に力
を注ぎ、野外で生育可能な約450
種を植栽し、もってわが国の代表
的な11種類の森の型（樹林型）を
復元しています。この他、学問的
に重要な外国産樹木や花木、草
本類などの展示も行っています。
近年、これらに加え今日的課題
である絶滅危惧植物の保護育成
にも積極的に取り組んでいます。
植物園は研究の場であるととも
に、皆様方の自然学習や生涯学
習の拠点として広く一般にも公開
しています。

《設置目的》
大阪市立大学理工学部附属の研究施設として発足し、昭和34年に理工学部分離
にともない理学部附属植物園となった。
国内外の植物を遺伝子資源として、また研究材料として収集育成し植物学の諸分
野の研究を進めている。また、これらの研究材料は市民の生涯学習や児童生徒
の理科学習にも活用されている。
《設置年月日》
昭和２５年４月１日
《所在地》
大阪府交野市私市２０００
《開園時間、休館日》
開園時間：午前９時３０分～午後４時３０分
休園日：月曜日（祝日の場合は開園）、年末年始（１２月２８日～１月４日）
《施設概要》
敷地面積：２５５,３００㎡
建物　　：①研究棟９９３.２０㎡　②作業棟８６２.１１㎡　③事務所棟１７０.１０㎡
              ④温室計１,２１９.９６㎡
　　　　　　⑤展示・講義室１３４.４０㎡　⑥作業所１０５.３０㎡
              ⑦倉庫等１０１.７７㎡
延面積　：３,５８６.８４㎡

引き続き実施

《実施事業の概要》
①植物園一般公開：新型コロナウイルス感染症予防策を講じた上で開放
②公開講座・観察会等：新型コロナウイルス感染症予防により多くの催しを中止
　 オンラインで開催できた公開講座「第2回　里山を考える研究会」のみ開催
③園内案内：新型コロナウイルス感染症予防により中止
④その他事業：新型コロナウイルス感染症予防により中止
《令和３年度利用実績（年間利用者数等）》
34,676人
　個人20,513人、無料（個人）12,555人－中学生以下等、無料（団体）1,608人－遠足等

《今後の整備予定（到達目標）》
日本の樹林型の復元充実
保有する植物のデータベースの充実
絶滅危惧植物の保護育成への取り組み拡充

185 大阪城天守閣 経済戦略局 観光課（集客拠点担当）
https://www.osakac
astle.net/
（大阪城天守閣）

大阪城天守閣
《電話》06-6941-3044
《Fax》06-6941-2197

昭和6年に市民の寄付金により
創建されて以来、大阪のシンボ
ルとして内外にその存在をアピー
ルしてきました。館内において特
別展、テーマ展など文化財保護
法に基づく重要文化財「公開承
認施設」としての長所をいかした
催事を展開するほか、本丸広場
では各地の伝統芸能・郷土芸能
などが競演する熱気あふれるイ
ベントを開催し、市民や観光客の
幅広い関心に応えています。ま
た展観品の充実・整備に力を注
ぐ一方、「大阪城天守閣紀要」や
「徳川時代大坂城関係史料集」
等の刊行をとおして調査・研究の
成果を広く発信しています。

《設置目的》
歴史及び文化に関する資料を収集保管し、展示するとともに、その調
査研究及び普及指導を行い、市民の文  化と教養の向上、観光振興に
寄与することを目的として 設置された。
設置の根拠となる法律・条例：大阪城天守閣条例
《設置年月日》   昭和６年１１月７日
《所在地》　　     大阪市中央区大阪城１－１
《開館時間、休館日》
                      開館時間：午前９時～午後５時
                      （入館は午後４時３０分まで）
                      休館日　：１２月２８日～翌年１月１日
《施設概要》       延床面積：５,０７２㎡
                      施設概要：敷地面積３,３４０㎡、建物規模5層8階建
                      施設内容　展示室5、図書室、会議室2など
 （平成７年１２月～平成９年３月の期間に大規模 改修を実施）

―

《実施事業の概要》
  館内において特別展、テーマ展など文化財保護法に基づく重要文化財「公開承認施設」としての長
所をいかした催事を展開するほか、本丸広場では各地の伝統芸能・郷土芸能などが競演する熱気
あふれるイベントの開催、集客都市大阪の中核施設として市民や観光客の幅広い関心に応えてい
る。また、展観品の充実・整備に力を注ぐ一方、「大阪城天守閣紀要」や「徳川時代大坂城関係史料
集」等の刊行をとおして調査・研究の成果を広く発信している。

《令和３年度利用実績（年間利用者数等）》３４２，８６３人

186 芸術創造館 経済戦略局 文化課(文化担当)
https://geijutsusoz
okan.jp/

大阪市立芸術創造館
《電話》06-6955-1066
《Fax》06-6955-7901

演劇、舞踏、音楽その他の舞台
芸術の創作、練習又は発表の場
を提供しています。

《設置目的》     　 設置の根拠となる法律・条例：芸術創造館条例
《設置年月日》　　平成１１年１０月竣工、平成１２年１月開館
《所在地》　　　　　大阪市旭区中宮1－１１－１４
《開館時間、休館日》
                         開館時間：午前１０時～午後１０時３０分
                         休館日　：年末年始
《施設概要》       延床面積：約４,３０８.４７㎡（駐車場を含む）
                         施設概要：音楽練習室、演劇練習室、制作者ボック
                         ス

  指定管理者の運営ノウハウを活用して利用者
サービスの向上を図り、また指定管理者の自主事
業なども実施し、稼働率などの向上を図る。

《実施事業の概要》
                      貸館事業

《令和３年度利用実績（年間利用件数等）》
                      利用件数：15,114件
                      貸館稼働率：演劇練習室　73.4％   音楽練習室　57.3％

187 大阪フィルハーモニー会館 経済戦略局 文化課(文化担当)
http://www.osaka-
phil.com/

大阪フィルハーモニー会
館
《電話》06-6656-7711
《Fax》06-6656-7714

310の固定席をもつメインホール
や、大1（90平方メートル）中2（各
40平方メートル）の市民スタジオ
を設けたクラシック音楽専用の建
物で、大阪フィルハーモニー交響
楽団の練習場のほか、市民が気
軽に音楽の練習や発表のできる
場として貸し出しも行っていま
す。

《設置目的》       大阪フィルハーモニー交響楽団の活動拠点及び
　　　　　　　　　市民の音楽活動の場として活用する目的で設置。
《設置年月日》　　平成３年７月竣工
《所在地》          大阪市西成区岸里１－１－４４
《開館時間、休館日》
                       開館時間：午前１０時～午後９時
　　　　　　　　　　　 休館日：月曜日、祝日の翌日、年末年始
《施設概要》    メインホール６００㎡　 市民スタジオ（大）９０㎡
                      市民スタジオ（中）４０㎡　 メインホール固定３１０席

 区との連携を強化し、市民の音楽活動の拠点とな
るような事業を展開していく。

《実施事業の概要》
                       市民の音楽活動のためのコンサート会場・練習室として使用するため、
                       ホール・スタジオの貸し出しを行う。
                       また、市民に向けたコンサートを実施する。
《令和３年度利用実績（年間利用者数等）》
                       メインホール及び市民スタジオ合わせて576回貸し出し　稼働率20.6％
　　　　　　　　　　にしなりクラシック
　　　　　　　　　　・日時：令和４年３月12日（土）14:00開演
　　　　　　　　　　・会場：大阪フィルハーモニー会館
　　　　　　　　　　・来場者数：154名（収容定員310名。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
　　　　　　　　　　　収容定員の50％を上限に開催。）

188 中央公会堂 経済戦略局 文化課(文化担当)
http://osaka-
chuokokaido.jp

大阪市中央公会堂
《電話》06-6208-2002
《Fax》06-6208-2003

市民の文化活動の拠点として、
会議その他各種行事のために利
用されている施設です。また、大
阪のシンボルでもあります。

《設置目的》      設置の根拠となる法律・条例：公会堂条例
《設置年月日》   大正７年１０月（平成１４年１１月１日　リニューアル
オープン）
《所在地》　　　   大阪市北区中之島１－１－２７
《開館時間、休館日》
                     開館時間：午前９時３０分～午後９時３０分
                     休館日　：毎月第4火曜日、年末年始
《施設概要》　 延床面積：９８８６.５６㎡
                     施設概要：大集会室、中集会室、小集会室、
                     控室１・２、 第１～９会議室、展示室、特別室

  指定管理者の運営ノウハウを活用して利用者
サービスの向上を図り、また指定管理者の自主事
業なども実施し、稼働率などの向上を図る。

《実施事業の概要》　  貸館事業

《令和３年度利用実績（年間利用者数等）》
                     令和３年度年間利用区分数：7,266区分　稼働率41.4％

基本情報 令和3年度の状況

http://libweb.media.osaka-cu.ac.jp/?page_id=289
http://libweb.media.osaka-cu.ac.jp/?page_id=289
http://libweb.media.osaka-cu.ac.jp/?page_id=289
http://libweb.media.osaka-cu.ac.jp/?page_id=289
http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/botan/index.html
http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/botan/index.html
http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/botan/index.html
http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/botan/index.html
https://www.osakacastle.net/（大阪城天守閣）
https://www.osakacastle.net/（大阪城天守閣）
https://www.osakacastle.net/（大阪城天守閣）
http://www.artcomplex.net/art-space/
http://www.artcomplex.net/art-space/
http://www.osaka-phil.com/
http://www.osaka-phil.com/


189
大阪市立
東洋陶磁美術館

経済戦略局
文化課（博物館支援担
当）

https://www.moco.o
r.jp/

（地独）大阪市博物館
機構　大阪市立東洋陶
磁美術館
《電話》06-6223-0055
《Fax》06-6223-0057

住友グループ21社から世界的
に有名な「安宅コレクショ
ン」の寄贈を受け、それを保
存・展示するため、昭和57年
11月に開館しました。館蔵品
は中国陶磁、韓国陶磁を中心
に5,691件におよび、その中に
は２件の国宝と13件の重要文
化財が含まれています。安宅
コレクション中国・韓国陶
磁、李秉昌コレクション韓国
陶磁、日本陶磁等により東洋
陶磁を系統的に展示してお
り、東洋陶磁専門美術館とし
て世界第一級の質と量を誇っ
ています。

《設置目的》東洋陶磁その他これに関する資料を収集保管し、
展示するとともに、その調査研究及び普及指導を行い、市民の
文化と教養の向上に寄与することを目的として設置された。
設置の根拠となる法律・条例：地方独立行政法人法
《設置年月日》昭和５７年１１月７日
《所在地》大阪市北区中之島１－１－２６
《開館時間、休館日》
開館時間：午前９時３０分～午後５時（入館は午後４時３０分
まで）
休館日：月曜日（休日の場合はその日後最初に到来する休日以
外の日）、年末年始(１２月２８日～翌年１月４日)、展示替等
期間
《施設概要》延床面積：３,９２１.８０㎡
施設概要：展示室(１１室)、受付ロビー、ロビー・ラウンジ(５
か所)、映像ライブラリー、講堂、喫茶サロンなど

《今後の整備予定（到達目標）》
質の高い作品を所蔵する東洋陶磁美術館を、よ
り多くの市民にご利用いただくため、以下の事
業を重点に取り組む。
○展示事業
・コレクション展に変化と多様性を持たせるた
め、特集展示などを行うとともに、わかりやす
い展示方法・解説により展開する。
・特別展・企画展では、利用者のニーズを踏ま
えた魅力あるものを展開するとともに調査研究
に基づいた独自性の高いものを実施する。
○普及事業
・広報宣伝を強化するとともにボランティアガ
イドの質の向上（新型コロナウィルス感染拡大
防止のため活動休止中）、講演会の充実、他館
や集客施設・学校などとの提携、各利用者層に
応じた情報提供などに取り組む。
○エントランス増築その他工事
・より多くの市民に親しまれる美術館を目指
し、また周辺地域のさらなる魅力の向上を図る
ため、エントランスの増築を行う。併せて既存
設備の老朽化に伴う設備の改修を行う。

《実施事業の概要》
・資料の収集・保管－収蔵品は、国宝・重要文化財など世界第一級の質と量を誇る。
・展覧会－世界第一級の収蔵品を長年の調査研究により、その魅力を最大限に発揮した展
覧会の実施。
・調査研究－文部科学省科学研究補助金応募可能な研究機関に指定されるなど、高水準の
調査研究実績を持っている。
・講演会等－高い専門性を持つ当館学芸員による講演会等の実施。
・エントランス増築その他工事にかかる実施設計を行い、受注者を決定した。それにより
令和4年2月7日～令和5年秋（予定）までエントランス増築その他工事のため休館になる。

《令和３年度利用実績（年間利用者数）》３７，３１０人

190 大阪市立科学館 経済戦略局
文化課（博物館支援担
当）

https://www.sci-
museum.jp/

（地独）大阪市博物館
機構　大阪市立科学館
《電話》06-6444-5656
《Fax》06-6444-5657

大阪市制100周年記念事業の一
つとして、平成元年に中之島
に開館しました（前身は大阪
市立電気科学館）。宇宙やエ
ネルギーをはじめとする科学
並びに科学技術の普及振興を
図り、市民の教養、文化の向
上に寄与することを目的とし
ています。展示場施設と、プ
ラネタリウムからなり、プラ
ネタリウムでは3か月毎に番組
のテーマを変えて投影してい
ます。

《設置目的》科学及び科学技術に関する資料を収集保管し、展
示するとともに、その調査研究及び普及指導を行い、市民の文
化と教養の向上に寄与することを目的として設置された。
設置の根拠となる法律・条例：地方独立行政法人法
《設置年月日》平成元年7月1日
《所在地》大阪市北区中之島４－2－１
《開館時間、休館日》
開館時間：午前９時３０分～午後５時（観覧券発券は午後４時
３０分まで）
休館日：月曜日（祝休日の場合は開館し翌平日に休館）、
年末年始：(１２月２８日～翌年１月４日)
《施設概要》延床面積：９,３５６.４５㎡
施設概要：地下１階～４階建、鉄筋コンクリート造
プラネタリウムホール480.0㎡　展示場3,156.3㎡

《今後の整備予定（到達目標）》
事業の運営にあたっては、今後一層、効果的か
つ効率的な手法を駆使することが求められてい
る。

○老朽化、旧式化、陳腐化した常設展示場の第
４次展示改装を計画的に進める

《実施事業の概要》
科学館のメインテーマ「宇宙とエネルギー」にしたがい、１階から４階の展示場で参加体
験型展示物を中心として、総計２２１点を展示している。また、学芸員による実験の演示
やプラネタリウム投影の他博物館施設としての調査･研究を行っている。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休館、予定イベントの中止・変更、ハンズオン
展示の休止・改修が求められる中、安全に情報提供、施設利用ができるよう、オンライン
イベントの積極活用、設備への抗ウイルス処理等を実施している。
○プラネタリウム全天周映像システムの改修を完了した。
○オンライン事業実施環境の充実
　ネットワークの現状調査を実施し、環境を整備し、オンライン事業を行った。
○便益設備の充実
　令和3年度の長期休館を利用し、アトリウム、ホワイエのトイレ改修を完了した。

《令和３年度利用実績（年間利用者数等）》
１７９，６９１人（プラネタリウムを含む）

191 大阪市立美術館 経済戦略局
文化課（博物館支援担
当）

https://www.osaka-
art-museum.jp

（地独）大阪市博物館
機構　大阪市立美術館
《電話》06-6771-4874
《Fax》06-6671-4856

天王寺公園の中に位置し、そ
の敷地は住友家の本邸があっ
た所で、美術館の建設用地と
して庭園（慶沢園）とともに
大阪市に寄贈され、昭和11年
５月に開館しました。設立当
初の本館と、平成４年に正面
地下に新設した地下展覧会室
からなり、本館では、内外の
美術作品を紹介する大規模な
特別展を開催するとともに、
コレクション展では、購入や
寄贈により収集した日本・中
国の絵画・彫刻・工芸など東
アジアを中心に8,500件を越え
る館独自の収蔵品と社寺など
から寄託された作品を随時陳
列しています。また地下展覧
会室では、公募展を中心とし
た美術団体の発表の場とし
て、広く活用しています。

《設置目的》美術及び美術工芸に関する資料を収集保管し、展
示するとともに、その調査研究及び普及指導を行い、市民の文
化と教養の向上に寄与することを目的として設置された。
設置の根拠となる法律・条例：地方独立行政法人法
《設置年月日》昭和１１年５月１日
《所在地》大阪市天王寺区茶臼山町１－８２
《開館時間、休館日》
開館時間：午前９時３０分～午後５時（入館は午後４時３０分
まで）
休館日：月曜日（休日の場合はその日後最初に到来する休日以
外の日）、展示替え期間、
年末年始(１２月２８日～翌年１月４日)
《施設概要》延床面積：１７,６１１㎡ 敷地面積４,２３７㎡
施設概要：地上３階地下１階

展覧会事業を中心に実施
・資料の収集・保管
・コレクション展・特別展の開催
・調査研究
・教育・普及事業

《今後の整備予定》
　竣工から80年以上を経ている本館について
は、利用者サービスの向上と美術館機能の強化
を目的に、令和4年秋より令和7年春（予定）ま
で、改修工事のため休館。

《実施事業の概要》

館蔵の名品を中心に日本・東洋の美術品を陳列するほか、利用者のニーズを踏まえた魅力
あるテーマの特別展５本を開催。
さらに、美術団体の創作発表の場として公募展覧会場の提供や、実技教育をする美術研究
所等の運営を実施。

《令和３年度利用実績（年間利用者数等）》３７７，１５４人

192 大阪歴史博物館 経済戦略局
文化課（博物館支援担
当）

http://www.mus-
his.city.osaka.jp/

（地独）大阪市博物館
機構　大阪歴史博物館
《電話》06-6946-5728
《Fax》06-6946-2662

大阪の歴史と文化を総合的に
扱う博物館として、平成13年
11月に難波宮跡と大阪城の近
くに開館しました。1350年を
超える「都市おおさか」の歴
史をさまざまな手法でリアル
に再現し、原寸大の復元、各
種の模型やグラフィック、豊
富な実物資料を通じて、古代
難波宮から近代「大大阪」ま
で、各時代の息づかいを体感
できます。40年にわたり大阪
の歴史や文化を紹介し研究を
続けてきた市立博物館の新館
であるとともに、難波宮を中
心とする考古資料センターの
機能をあわせ持つ施設です。

《設置目的》大阪の歴史及び文化に関する資料を収集保管し、
展示するとともに、その調査研究及び普及指導を行い、市民の
文化と教養の向上に寄与することを目的として設置された。
設置の根拠となる法律・条例：地方独立行政法人法
《設置年月日》平成１３年１１月３日
《所在地》大阪市中央区大手前４－１－３２
《開館時間、休館日》
開館時間：午前９時３０分～午後５時
（入館は３０分前まで）
休館日：火曜日（休日の場合はその日後最初に
到来する休日以外の日）、
年末年始(１２月２８日～翌年１月４日)
《施設概要》・延床面積：２３,６０６㎡(専有部)１８,９８９
㎡(共有
部)
内常設展示部：４,１１８㎡特別展示部：８９２㎡
収蔵庫：２,１８８㎡
・施設概要：１０～７階･･･常設展示「都市おおさか
の歩み」
６階･･･特別展示、４階･･･講堂・研修室
２階･･･学習情報センター｢なにわ歴史塾｣
１階･･･総合案内･タイムカプセル展示

《今後の整備予定（到達目標）》
①計画的な常設展示の実施
②体系的な学校連携の作成と提示

(1)展覧事業
常設展示の魅力を高めるため、内容を掘り下げたものや季節に合わせた企画を特集展示として実施
（新型コロナウイルス感染症対策のため4/25-6/20休館）。また、展示更新を随時実施。
(2)資料収集
郷土大阪を中心とする地域の歴史と文化の資料の保存・研究の実施。
(3)資料のデータ整備・貸出・特別観覧
館蔵資料のデジタル化･マイクロフィルム撮影等を通じて、資料貸出や特別観覧の迅速化を図る。
(4)教育普及活動
なにわ歴博講座の開催、特別展・常設展等会場において学芸員による展示解説、学習情報センター
「なにわ歴史塾」での学芸員による学習相談の実施。（新型コロナウイルス感染症対策のため、常
設展示解説は休止、展覧会解説はスライドトーク、遺跡ガイドツアーは動画投稿に切替）
(5)学校連携
進路学習のための職場体験学習の受け入れ、職業講話講師として小学校へ学芸員を派遣、大学の博
物館実習の受け入れ等を行う。（市内小学生を対象とした考古学体験教室は新型コロナウイルス感
染症対策のため中止、教員研修はリモート実施）
(6)ボランティア関連事業
市民参加型の開かれた博物館活動の事業として、ボランティアの導入（新型コロナウイルス感染症
対策のため活動休止）。
(7)調査研究活動
日常的な資料調査やテーマ研究を通じて成果を蓄積し、広く都市大阪の歴史的特質の解明に関わる
検討を目的とし、学芸員個人の調査研究活動、博物館の共同研究・基礎研究そして文部科学省科学
研究費補助金による研究等を実施。
《令和3年度利用実績（年間利用者数等）》128,826人

https://www.moco.or.jp/
https://www.moco.or.jp/
https://www.sci-museum.jp/
https://www.sci-museum.jp/
https://www.osaka-art-museum.jp/
https://www.osaka-art-museum.jp/
https://www.osaka-art-museum.jp/
http://www.mus-his.city.osaka.jp/
http://www.mus-his.city.osaka.jp/


193
大阪市立
自然史博物館

経済戦略局
文化課（博物館支援担
当）

http://www.mus-
nh.city.osaka.jp
/

（地独）大阪市博物館
機構　大阪市立自然史
博物館
《電話》06-6697-6221
《Fax》06-6697-6225

自然史単系の博物館として、
昭和49年４月に緑豊かな長居
公園内に開館しました（前身
は自然科学博物館）。自然界
の価値ある資料の収集、保管
及び研究を行うとともに、展
示、普及活動を通じて、「自
然を大切にする人間性」を形
成する場として、広く市民等
に利用されています。平成13
年４月に併設された「花と緑
と自然の情報センター」で
は、大阪の身近な自然を紹介
するなどしています。

《設置目的》自然史に関する資料を収集保管し、展示するとと
もに、その調査研究及び普及指導を行い、市民の教養文化向上
に寄与することを目的として設置された。
設置根拠となる法律・条例：地方独立行政法人法
《設置年月日》昭和４７年４月２７日
《所在地》大阪市東住吉区長居公園１－２３
《開館時間、休館日》
開館時間：午前９時３０分～午後５時
（１１月、１２月、１月及び２月は午後４時３０分まで）（入
館は３０分前まで）
休館日：月曜日（休日の場合はその日後最初に到来する平
日）、年末年始(１２月２８日～翌年１月４日)
《施設概要》・延床面積：本館：７,０６６.０１㎡
情報センター：５,０００㎡
・施設概要：本館：ナウマンホール、第1～３展示室、第５展示
室、講堂、会議室、集会室、ミュージアムサービスセンター、
その他事務室研究室等（改行）
情報センター：ネイチャーホール、大阪の自然誌、自然の情報
コーナー、収蔵庫、実習室、総合監視センター等

展示室の改装工事をはじめとして、電気・機械
設備の更新により、快適な環境づくりに努め、
来館者の増加を図り、また、普及教育事業等を
継続して実施し、多くの市民が自然に関して興
味や関心を引き、自然に関する理解を深めるよ
う努めていく。

《実施事業の概要》
・展覧会事業
自然界の多様性とその由来、人間とのかかわりを系統的に理解できるよう、実物標本、ジ
オラマ、レプリカ、パネル、ビデオ放映などを配して、ストーリー展を構成している。
・資料収集保管事業
調査研究を通じて近畿地方を中心に広く世界的規模で自然史資料の収集を行い、その整
理・補完を図る。
このようにして整理された標本のデータは、当館発行の収蔵資料目録によって公表され
る。
・調査研究事業
地球上の自然界の多様性とその発達史及び人類の活動との関係等に関する研究を中心に取
り組む。出発点として、地元大阪周辺の自然を中心に、関係する各地の動植物、地質、化
石などの調査をおこなう。また、関係学会に参加して学術交流を進める。
・普及教育事業
あらゆる年齢層の市民を対象に、野外観察会を中心とした多彩な普及行事を実施してい
る。
・充実活性化事業
小・中学生向けに「はくぶつかんたんけん隊」を開催し、日ごろ見ることのできない博物
館の裏側等を紹介する他、展示解説リーフレット「自然史はくぶつかんマップ」の常設配
布、スクラッチクイズ形式のワークシート事業など、展示を通じての学習効果を高めるよ
うにしている。
また、本事業や野外観察会等にボランティアを導入し、普及行事の充実を図っている。
《令和３年度利用実績（年間利用者数等）》２６７，８０４人

194 地域スポーツセンター、及び「開放ＤＡＹ事業」 経済戦略局 スポーツ課
http://opas.jp/osak
ashi/index.html

各スポーツセンタ-へ
(大阪市スポ-ツ総合情
報センタ-)
《電話》06-6691-2711
《Fax》06-6691-2940

 
いつでも誰でも、身近で気軽に健
康づくりができる施設として、地
域スポーツセンターを１区１館に
整備しています。また、開放ＤＡＹ
事業は、ひとりでも、家族や少人
数グループでも、予約なしで、気
軽に利用できる健康づくり事業と
して実施しています。

 いつでも誰でも、身近で気軽に健康づくりができる施設として、地域ス
ポーツセンターを１区１館に整備し、市民の健康増進やスポーツの振
興を図る。また、開放ＤＡＹ事業は、ひとりでも、家族や少人数グループ
でも、予約なしで、気軽に利用できる健康づくり事業として実施してい
る。

　民間独自のノウハウの活用による教室事業などを
実施することによる施設の有効活用とスポーツ振
興・市民の健康増進を図る。

    平成１７年１０月に浪速スポーツセンターが開館したことにより、１区１館の整備完了。
　　　　開館時間は午前９時～午後９時で、各種スポーツ教室等の事業を実施している。

195 屋内プール、及び「水泳教室」 経済戦略局 スポーツ課
http://opas.jp/osak
ashi/index.html

各プ-ルへ
(大阪市スポ-ツ総合情
報センタ-)
《電話》06-6691-2711
《Fax》06-6691-2940

市民に人気の高い水泳を、年間
を通じて楽しめるように、屋内
プールを１区１館整備し、各種水
泳教室も実施しています。

市民に人気の高い水泳を、年間を通じて楽しめるように、屋内プールを
１区１館整備し、市民の健康増進やスポーツの振興を図る。

　指定管理者独自のノウハウの活用による教室事
業などを実施することによる施設の有効活用とス
ポーツ振興・市民の健康増進を図る。

　　平成２１年２月に淀川プールが開館し、２1館整備されている。
　　（このほか、環境局所管で、此花、西淀川・住之江屋内プールが開設されている。）
　　プールの付帯施設としてトレーニング場を設置（一部を除く。）している。
　　開館時間は午前９時～午後９時で、各種水泳教室等の事業を実施している。

196 おおさかATCグリーンエコプラザ 経済戦略局
イノベーション課（事業
創出）

http://www.ecoplaz
a.gr.jp/

おおさかＡＴＣグリーンエ
コプラザ
《電話》06-6615-5888
《Fax》06-6615-5890

環境・SDGsに関する製品・技術
を数多く展示しており、専門のス
タッフが説明を行います。また、
各種イベント、セミナーも開催し
環境・SDGs等に関する最新情報
を提供しています。

環境・SDGsに関連する製品・技術・サービスの展示場所やセミナー等
の開催を通じてビジネス情報を提供することで、環境関連産業の育成・
振興を図るとともに循環型社会づくりに貢献することを目的とする。

《設置年月日》　　  平成１２年６月２０日
《所在地》　　　　　　大阪市住之江区南港北２丁目１－１０　　ATCビル
ITM棟１１Ｆ西側
《開館時間、休館日》
　・開館時間　　午前１０時００分～午後４時３０分
　・休館日　　　月曜日、年末年始
《施設概要》
　・延床面積　　４，５００㎡
　・施設概要　　SDGｓビジネス研究会ゾーン、エコマークゾーン、環境・
SDGｓゾーン、新ビジネス創出ゾーン、すまい・省エネゾーン、循環型社
会形成推進ゾーン、環境教育ゾーン、環境防災ゾーン、環境・CSR報
告書ゾーン、IATCゾーン、セミナールーム、企画展示ゾーン、多目的
ゾーン

4月～3月
　・環境・SDGｓに関する常設展示場の運営
　・環境関連ビジネスに関するセミナー・ビジネス
マッチングイベントの実施

○エコマークゾーン
・(公財)日本環境協会の協力によりエコマーク認定商品の展示やエコマークの商品類型・認定基準等を紹介。
○環境・SDGｓゾーン
・持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）達成に向けた企業のSDGｓへの取組みを紹介。
○新ビジネス創出ゾーン
・新しいビジネス（事業）づくりを考えている企業が、事業内容や希望する連携先等を展示紹介。
○すまい・省エネゾーン
・住宅等の省エネ基準適合義務化に向けた断熱・気密・換気性能に優れた建材・部材を展示。
○循環型社会形成推進ゾーン
・循環型社会形成に向けた3R(Reduce,Reuse,Recycle）促進のためのさまざまな環境技術を展示・提案。
○環境教育ゾーン
・環境ビジネスに対する企業等の取組事例の展示・紹介。
○環境防災ゾーン
・環境の悪化に伴い増加する災害や、震災から身を守るための商品を紹介。
○環境・CSR報告書ゾーン
・企業・団体の環境報告書やCSRレポートを展示。
○IATCゾーン
・次世代FA技術者を育成するため、模擬生産設備を使ったトレーニングを行うとともに最新技術の展示や研究会・セミナーを開
催。
〇SDGsビジネス研究会ゾーン
・MBS（毎日放送）とタイアップして、SDGｓに関心の高い企業の紹介、展示とともに、SDGsビジネス研究会会員企業が創出した
プロダクトやサービスを紹介
○セミナールーム、企画展示ゾーン、多目的ゾーン
・各種セミナーやイベント等を開催。
《令和３年度出展企業数》 　105社

197 ATCエイジレスセンター 経済戦略局
イノベーション課（事業
創出）

http://www.ageless.gr.jp/
ATCエイジレスセンター
《電話》06-6615-5123
《Fax》06-6615-5240

健康や福祉、介護に関する機器
や用品を数多く展示しており、専
門のスタッフが説明を行います。
展示品を実際に見て触って体感
することができるほか、装具を付
けての高齢者疑似体験や車い
す・電動いす試乗などの体験もで
きます。また、各種イベント、セミ
ナーも開催し,健康や福祉等に関
する最新情報を提供しています。
さらに厚生労働省の「介護ロボッ
トプラットフォーム事業」を受託
し、介護ロボットの展示や事業者
への導入支援を行っています。

介護・福祉・健康分野の企業等に対し、関連製品・技術・サービスの展
示場所やセミナー等の開催を通じてビジネス情報を提供することで、同
分野の産業の育成・振興を目的とする。
《設置年月日》　　  平成８年４月２７日
《所在地》　　　　　　大阪市住之江区南港北２丁目１－１０　　ATCビル
ITM棟１１Ｆ東側
《開館時間、休館日》
　・開館時間　　午前１０時００分～午後４時３０分
　・休館日　　　月曜日、年末年始
《施設概要》
　・延床面積　　５，０００㎡
　・施設概要　　福祉・介護プラザ、アクティブ・コミュニティプラザ

4月～3月
　・介護・福祉・健康分野の常設展示場の運営
　・介護・福祉・健康に関するセミナー・ビジネスマッ
チングイベントの実施

○福祉・介護プラザ
・健康に過ごすための生活支援用品や、さまざまな介護機器関連商品を展示。
・福祉車両、車いす、シルバーカーといった安全に行動範囲を広げられる移動機器の展示。
・高齢者疑似体験、電動車いす・車いすの試乗コーナーを設置。
・バリアフリー住宅のモデル展示。
・介護ロボットの展示
○アクティブ・コミュニティープラザ
・介護予防を目的に、コミュニティーづくりをサポートすると共に、生活、趣味、健康、仕事、社会参加
など多様な分野の情報発信のためのイベントやセミナーを開催。

《令和３年度　出展企業数》  85社

http://www.mus-nh.city.osaka.jp/
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/
http://opas.jp/osakashi/index.html
http://opas.jp/osakashi/index.html
http://opas.jp/osakashi/index.html
http://opas.jp/osakashi/index.html
http://www.ecoplaza.gr.jp/
http://www.ecoplaza.gr.jp/
http://www.ageless.gr.jp/


198 大阪国際交流センター 経済戦略局 国際担当課

<施設管理>
http://www.ih-
osaka.jp/

<事業実施>
http://www.ih-
osaka.or.jp/

<施設管理>
（株）コンベンションリン
ケージ
《電話》06-6772-6729

<事業実施>
（公財）大阪国際交流セ
ンター
《電話》06-6773-8182
《Ｆax》06-6773-8421

市民と外国人との国際交流の場
を提供するとともに、市民レベル
の国際交流・国際協力を推進す
ることを目的として昭和62年に開
設された施設です。

在住・来阪外国人を対象とした多
言語での行政支援サービスや外
国人が暮らしやすい地域づくりを
進めていくとともに、市民レベル
での交流や相互理解を促進する
さまざまな国際交流・協力事業を
実施しています。

<施設に関すること>（（株）コンベンションリンケージ）
《設置目的》
市民と外国人との国際交流の場を提供するとともに、市民レベルの国際交流・国
際協力を推進することを目的として昭和62年に開設。
《開館年月日》　 昭和６２年９月２１日
《所在地》　大阪市天王寺区上本町８－２－６
《開館時間、休館日》　開館時間：午前９時～午後９時
　　　　　　　　　　　　　 （インフォメーションセンター毎日午前９時～午後９時）
　　　　　　　　　　　　　　休館日：年末年始（このほかに、臨時に休館することが
                                  あります）
《施設概要》      延床面積：１３,９６７m²
                     施設概要：大ホール、小ホール、会議室、ギャラリー、和室　他
                     施設管理運営（公募により平成26年度からは民間事業者において
                     運営）
《サービス》（１）多言語による情報提供・行政窓口通訳翻訳支援
　　　　　　  （２）■インフォメーションセンターの運営を通じて、以下のサービスを提
                      供
①多言語による市政・生活相談　②外国籍住民のための法律相談にかかる通訳・
受付等
③国際交流等に関する情報提供　④交流スペースの運営　⑤インフォメーションセ
ンターの広報

引続き実施する。

<事業実施に関すること>（（公財）大阪国際交流センター）
大阪を中心とした関西一円において、国際交流・協力活動や外国人への支援を行うとともに、市民
主体のこれらの諸活動の促進及び国際化に資する活動の場の提供を通じ、市民レベルの相互理解
や友好親善を増進し、異なる文化や価値観を有する人々が安心して暮らし活躍できる社会の実現
に貢献することにより、我が国及び国際社会の発展に寄与することを目的とする。
事業《実施事業の概要》
１　国際交流・協力の促進に資する事業
    (1)国際交流の理解促進　(2)国際協力の理解促進　(3)市民レベルの相互交流
２　外国人が暮らしやすい地域づくりに資する事業
    (1)多言語による情報提供・行政関係機関窓口通訳翻訳支援　(2)日本語学習支援
  　(3)多文化共生環境整備　 (4)外国人留学生への支援　（5）外国人コミュニティ連携
３　国際化の担い手の育成に資する事業
　  (1)国際化を担う人材の育成　(2)ボランティア育成・活用　(3)国際交流団体支援・連携
４　国際化に資する情報提供事業　　(1)多様な媒体を活用した情報提供
　

199 区民センターの整備事業 市民局 施設担当 ＿ ＿ ＿
文化・軽スポーツ・レクリエーション活動をはじめ、地域住民のコミュニ
ティ活動の場となる多目的な集会施設を整備する。

市政改革プランを踏まえ、未整備３区の区民セン
ターの整備について、区長との連携のもと、区民の
意見、ニーズを把握しつつ、施設の必要性・有効性
を十分検証して進めていく。

市政改革プランを踏まえ、未整備３区の区民センターの整備について、区長との連携のもと、区民の
意見、ニーズを把握しつつ、施設の必要性・有効性を引き続き検証していく。

200 地域集会施設の整備事業 市民局
地域力担当（地域力創
出）

＿ ＿ ＿

　より良い地域社会の形成に役立て、コミュニティ意識の向上を図り、
また心のふれあうあたたかい近隣社会の形成に資するため、概ね小
学校区レベルにおける地域コミュニティづくりの拠点となる地域集会施
設を整備することを目的とする。

　地域集会施設の未整備地域における設置や既存
の地域集会施設の建替・改修等を進める。

・地域住民が自主的に地域集会施設の整備を行う場合に経費の一部を負担補助している。
・地域集会施設のブロック塀の安全対策を進める。

201 アジア・太平洋人権情報センター 市民局 人権企画課
http://www.hurights
.or.jp/index_j.html

（一財）アジア・太平洋人
権情報センター
《電話》０６-６５４３-７００
２
《Fax》０６-６５４３-７００
４

国連を中心とした国際的な人権
情報の収集・発信事業、国際人
権に関する調査・研究事業、国
際人権についての理解を広める
ための研修・啓発事業、国際人
権についての広報・出版事業、
国際人権についての情報サービ
ス事業を行っています。

《設置目的》　　　アジア・太平洋地域の人権伸長に資する国際的な人
権情報を、収集・提供することを基礎として、人権及びそれを取り巻く状
況等の調査・研究、研修・啓発、相談及び広報・出版などの事業を実施
することにより、人権を通じての大阪の国際交流並びに市・府民の国
際的な人権感覚の醸成に寄与する。
《設置年月日》   平成６年７月２２日（設立）　平成６年１２月７日（開業）
《所在地》         大阪市西区西本町１－７－７ＣＥ西本町ビル８階
《開館時間、休館日》
                     開館時間：午前９時３０分～午後５時３０分
                     休 館 日 ：土・日曜日、祝日、　１２月２９日～１月３日
《施設概要》　国際機関や国内外の人権ＮＧＯ等が発行する出版物な
どの人権状況等に関する資料の閲覧

引き続き、国際人権に関する調査・研究事業及び国際人権につい
ての理解を深めるための拠点施設として、各種広報やサービス事
業を行っていく。

①情報収集・発信事業
　・日本語と英語のウェブサイトのコンテンツの充実と発信力の強化
　・国内外の会議参加や団体訪問を積極的に推進　など
②調査・研究事業
　・「企業・ビジネスと人権」の普及と促進
　・対話を通じた人権教育ワークショップなど人権教育推進のためのプログラム実施　など
③研修・啓発事業
　・国際人権条約の国内実施のモニタリング
　・移住者の人権に関する情報収集・啓発　など
④広報・出版事業
　・ニュースレター「国際人権ひろば」、「ＦＯＣＵＳ」の発行
　・“Human Rights Education in the Asia-Pacific （アジア・太平洋における人権教育） ” の企画編
集
⑤情報サービス事業
　・会員の拡大とサービスの充実
　・Ｅメールインフォの発信　など

203
大阪市立男女共同参画センター（中央館・子
育て館・西部館・南部館・東部館）

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

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

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

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

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

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

クレオ大阪は、男女がともに自分
らしく、いきいきと暮らせる社会を
めざして、女性の自立と社会参
加・参画を促進するさまざまな事
業を全市的に展開しています。
多様な機関、企業、団体などと連
携した事業にも積極的に取り組
んでいます。

■大阪市立男女共同参画センター（中央館・南部館・東部館）
《設置目的》　　　設置の根拠となる法律・条例：大阪市立男女共同参画センター条
例
《開館時間》      午前９時３０分～午後９時３０分
《休 館 日》       ・5月3日から5月7日までの期間(以下「特定期間」)は、5月6日。 (そ
の日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する
休日 (以下｢休日」)に当たる場合はその翌日) 。
・特定期間以外は、月曜日 (その日が休日に当たる場合は、その翌日)、休日の翌
日 (その日が日曜日又は休日に当たる場合はその翌日)、 12月29日から翌年1月
3日まで。
■大阪市立男女共同参画センター（子育て館）
《設置目的》　　　設置の根拠となる法律・条例：大阪市立男女共同参画センター条
例
《開館時間》      平日午前１０時００分～午後９時００分　土・日・祝午前１０時００分
～午後５時００分
《休 館 日》       12月29日から翌年1月3日まで。
■大阪市立男女共同参画センター（西部館）
《設置目的》　　　設置の根拠となる法律・条例：大阪市立男女共同参画センター条
例
《開館時間》      午前９時～午後９時３０分
《休 館 日》       月曜日 (その日が休日に当たる場合は、その翌日)、12月29日か
ら翌年1月3日まで。

引き続き、重点的取組みを推進する拠点施設とし
て、男女共同参画センターの役割を果たしていく。

　　◇中央館（クレオ大阪中央）
　　　　・設置年月日　　 平成13年10月
　　　　・所在地 　　　　　天王寺区上汐５－６－２５
　　　　・延床面積、施設概要　　　　７,６６７.７６㎡地上４階地下３階建
　　　　・令和３年度利用実績（年間総利用者数）　201,541人
    ◇子育て活動支援館（クレオ大阪子育て館）
　　　　・設置年月日 　　平成１１年
　　　　・所在地　　　　　北区天神橋６－４－２０
　　　　・延床面積、施設概要　　　　１,６０６．９９㎡地上10階地下駐車場７階部分
　　　　・令和３年度利用実績（年間総利用者数）　14,116人
　　◇西部館（クレオ大阪西）
　　　　・設置年月日 　　平成 ６年11月
　　　　・所在地 　　　　　此花区西九条６－１－２０
　　　　・延床面積、施設概要　　　　１,５８９.５８㎡地上３階地下駐車場
　　　　・令和３年度利用実績（年間総利用者数）　24,791人
   ◇南部館（クレオ大阪南）
　　　　・設置年月日 　　平成 ８年 ３月
　　　　・所在地　　　　　 平野区喜連西６－２－３３
　　　　・延床面積、施設概要　　　　３,１６２.４㎡地上７階建うち１階から３階部分
　　　　・令和３年度利用実績（年間総利用者数）　50,434人
　　◇東部館（クレオ大阪東）
　　　　・設置年月日 　　平成10年３月
　　　　・所在地 　　　　　城東区鴫野西２－１－２１
　　　　・延床面積、施設概要　　　　３,０９２.３４㎡地上３階地下１階建
　　　　・令和３年度利用実績（年間総利用者数）　59,399人
《実施事業の概要》
　　　１　管理運営
　　　２　情報の収集及び提供事業
　　　３　男女共同参画の形成に関する講演会・講習会・研修会等の開催事業
　　　４　相談事業
　　　５　男女共同参画社会の形成に関する啓発事業
　　　６　男女共同参画社会の形成に関する調査及び研究（中央館のみ）
　　　７　子育て支援に関する人材育成のための講習会、研修会等の開催事業（子育て館のみ）
　　　８　子育て支援に関する活動を行う者及び団体に対する助言等の支援（子育て館のみ）

204
大阪市人権啓発・相談センター(啓発資料及
び啓発映像ソフト等による人権啓発事業）

市民局 人権啓発・相談センター
http://www.city.osa
ka.lg.jp/shimin/page
/0000095095.html

大阪市市民局
人権啓発・相談センター
《電話》06－6532－7631
《Fax》06－6532－7640

大阪市人権啓発･相談センターで
は多様な人権問題に対応する総
合的な拠点施設として、さまざま
なメディアを利用し、地域に根ざ
した効果的な人権啓発事業を実
施しています。
　人権啓発DVDの貸出しも行って
います。（平日の９：００～１７：３
０)

多様な人権問題に対応する総合的な施設として開設、多くの市民の人
権意識の高揚を図るため、さまざまな人権問題に関する啓発資料及び
映像ソフト等の購入を行い、広く市民等に貸出し・配布を行っている。

引き続き、さまざまな人権問題に関する啓発資料及
び映像ソフト等の購入を行い、広く市民等に貸出し・
配布し、人権への理解の促進を図る。

令和3年度（令和3年4月～令和4年3月）実績
【啓発用DVD】
(1）貸出本数404本
(2）視聴延べ人数9,506人
(3) 全配架本数290本(タイトル単位）

http://www.hurights.or.jp/index_j.html
http://www.hurights.or.jp/index_j.html
http://www.creo-osaka.or.jp/index.html
http://www.creo-osaka.or.jp/index.html
http://www.creo-osaka.or.jp/index.html
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000095095.html
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000095095.html
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000095095.html


205 大阪市社会福祉研修・情報センター 福祉局 地域福祉課
https://wel-
osaka.com

大阪市社会福祉研修・
情報センター
《電話》06-4392-
8200(代)

《設置目的》
社会福祉に関する各種の情報を総合
的に提供し、社会福祉に関する知識の
普及、啓発等を行うとともに、社会福
祉に携わる人材の確保及び育成を図
ることにより、市民の福祉の増進に寄
与します。

《実施事業の概要》
(1) 社会福祉研修・介護実習事業
社会福祉関係者及び市民を対象とし
て、多種多様な研修・実習を実施しま
す。
(2) 調査研究事業
福祉ニーズの動向等について調査・研
究を実施します。福祉情報誌の発行、
ホームページの開設等の広報・啓発も
実施します。
(3) 貸室事業
センターの空貸室について貸室事業を
行います。
(4) その他の事業
「福祉職員のためのメンタルヘルス相
談事業」等の事業を行います。

《設置目的》
社会福祉に関する各種の情報を総合的に提供し、社会福祉に関する知識の普
及、啓発等を行うとともに、社会福祉に携わる人材の確保及び育成を図ることによ
り、市民の福祉の増進に寄与する。
（設置の根拠となる法律・条例：大阪市社会福祉研修・情報センター条例、同条例
施行規則）

《設置年月日》
平成15年１月30日

《所在地》
大阪市西成区出城２丁目５番20号

《開館時間、休館日》
開館時間：午前９時～午後９時（土曜日、日曜日は午前９時～午後５時）
ただし、展示ギャラリー、図書・資料閲覧室、総合相談コーナーは午後５時まで
休館日：国民の祝日（土･日曜日を除く）、年末年始（12月29日～翌年１月３日）

《施設概要》
延床面積：5981㎡
施設概要：展示ギャラリー、図書･資料閲覧室、会議室、演習室、介護実習室 、大
会議室

　今後も引き続き本件施設の利用を図るため、社会
福祉関係者を中心に周知を図っていく。

《実施事業の概要》
(1) 研修・実習事業
　　社会福祉関係者及び市民を対象として、多種多様な研修・実習を実施。
(2) 調査研究事業
　　福祉ニーズの動向等について調査・研究を実施。福祉情報誌の発行、ホームページの開設等の
広報・啓発も実施。
(3) 貸室事業
　　センターの空貸室について貸室事業を実施。
(4) その他の事業
　　「福祉職員のためのメンタルヘルス相談事業」等の事業を実施。

《令和３年度利用実績（年間利用者数等）》
・研修参加人数　延　 7,101人
・貸室利用人数　延　22,989人

206 大阪市長居障がい者スポーツセンター 福祉局 障がい福祉課
http://www.fukspo.o
rg/nagaissc/

長居障がい者スポーツ
センター
　《電話》06-6697-8681
　《Fax》06-6697-8613

スポーツ施設の利用提供、ス
ポーツ教室の開催、各種スポー
ツ大会の開催、障がい者スポー
ツの振興

《設置目的》　　　設置の根拠となる法律・条例：障害者スポーツセンター条例
《施設概要》
　　◇大阪市長居障がい者スポーツセンター
　　　　　　設置年月日：昭和４９年５月２日
　　　　　　所在地：大阪市東住吉区長居公園１－３２
　　　　　　延床面積：８,５０３.７９㎡
　　　　　　施設概要：プール、体育館、小体育室、卓球室、ボウリング室、
                               トレーニング室、研修室２、会議室３、遊戯室、
                               ラウンジ等
　　　　　　開館：平日　午前９時～午後９時 、日・祝　午前９時～午後６時
　　　　　  休館：毎週水曜日及び第３木曜日（その日が、祝日にあたる場合は開
                       館）
                  １２月２９日～翌年１月３日

《今後の整備予定（到達目標）》
既存事業のさらなる充実を図り、市民の多様なニー
ズに応えられるように努める。

《実施事業の概要》
      スポーツ施設の利用提供、スポーツ教室の開催、各種スポーツ大会の開催、
      障がい者スポーツの振興
《令和３年度利用実績（年間利用者数等）》
       〔長居〕延　60,429人

207 大阪市舞洲障がい者スポーツセンター 福祉局 障がい福祉課
http://www.fukspo.o
rg/maishimassc/

舞洲障がい者スポーツ
センター
　「アミティ舞洲」
　《電話》06-6465-8200
　《Fax》06-6465-8207

スポーツ施設の利用提供、ス
ポーツ教室の開催、各種スポー
ツ大会の開催、障がい者スポー
ツの振興、宿泊施設の運営（舞
洲）

《設置目的》　　　設置の根拠となる法律・条例：障害者スポーツセン
ター条例
《施設概要》
　    ◇大阪市舞洲障がい者スポーツセンター
            設置年月日：平成９年１０月１日
            所在地：大阪市此花区北港白津２－１－４６
            延床面積：１４,３７４.０８㎡
            施設概要：プール、アリーナ、サブアリーナ、卓球室、ボウリン
                         グ室、トレーニング室、 研修室３、会議室２、図書
                         室、宿泊室、浴室、ラウンジ等
            開館：平日　午前９時～午後９時 、
                   日・祝　午前９時～午後６時
            休館：毎週火曜日及び第３月曜日（その日が、祝日にあたる
                    場合は開館）
                   １２月２９日～翌年１月３日
　　　　　　　　　　※宿泊室、研修室は無休

《今後の整備予定（到達目標）》
既存事業のさらなる充実を図り、市民の多様なニー
ズに応えられるように努める。

《実施事業の概要》
      スポーツ施設の利用提供、スポーツ教室の開催、各種スポーツ大会の開催、
      障がい者スポーツの振興、宿泊施設の運営（舞洲）
《令和３年度利用実績（年間利用者数等）》
       〔舞洲〕延　51,527人

208 情報文化センター 福祉局 障がい福祉課
http://www.iccb.jp/i
nfo/

日本ライトハウス情報文
化センター
《電話》06-6441-
0015(代表)
《Fax》 06-6441-0095

１．点訳ボランティアの養成と指
導
２．点字図書と録音図書の校正と
製作
３．音訳ボランティアの養成と指
導
４．点字図書､録音図書の受け入
れ、整備と目録作成
５．点字図書、録音図書の貸出と
受付

《設置目的》      設置の根拠となる法律・条例：身体障害者福祉法第２
８条及び第３４条
《設置年月日》   昭和１０年１０月１５日
《所在地》　       大阪市西区江戸堀１－１３－２
《開館時間、休館日》
                     開館時間：午前９時～午後５時
                     休館日　：日曜・月曜、祝祭日及び年末年始
《施設概要》      延床面積：１,５６３㎡
      事業概要：
      １．点訳ボランティアの養成と指導
      ２．点字図書と録音図書の校正と製作
      ３．音訳ボランティアの養成と指導
      ４．点字図書､録音図書の受け入れ、整備と目録作成
      ５．点字図書、録音図書の貸出と受付

《実施事業の概要》
      点字図書及び録音図書の製作及び貸出
《令和３年度利用実績》
      ○点字図書及び録音図書の保有状況（Ｒ４.３.３１現在）
　　　　　 区　　分 　　　　　　　　　　冊（巻）数 　　　　　　タイトル数
 　　　　　点字図書 　　　　　　　　　３８，１９６冊 　　　　　１０，７３５冊
 　　　　　録音図書 　　　　　　　　　３７，１３４巻 　　　　　２０，２０８巻
      ○点字図書及び録音図書の利用状況
 　　　　　区　　分 　   貸出冊（巻）数
 　　　　　点字図書 　　　　７，８７３冊
 　　　　　録音図書　 　　９９，１６８巻
　
　　　○点訳・音訳ボランティア養成事業
 　      ◇点訳ボランティア
  　　        　　　　　   　　　　講習会開催回数　　　 修了者数
　　　　　　　令和3年度　　　　　　年２２回　　　　　　　１６２人
　　    ◇音訳ボランティア
　            　　　　　　　　　　　講習会開催回数 　　修了者数
　　　　　　　令和３年度　　　　　年３９回　　　　　　　　　６９人

https://wel-osaka.com/
https://wel-osaka.com/
http://www.fukspo.org/nagaissc/
http://www.fukspo.org/nagaissc/
http://www.fukspo.org/maishimassc/
http://www.fukspo.org/maishimassc/
http://www.iccb.jp/info/
http://www.iccb.jp/info/
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http://www.city.osa
ka.lg.jp/fukushi/pag
e/0000007229.html

http://www.fukspo.o
rg/hayakawa/index.
html

http://www.city.osa
ka.lg.jp/fukushi/pag
e/0000007236.html

210 大阪市職業リハビリテーションセンター 福祉局 障がい福祉課
https://www.v-
sien.org/

大阪市職業リハビリ
テーションセンター
《電話》06-6704-7201
《Fax》06-6704-7274

心身障がい者リハビリテーションセン
ターの職業訓練部門として、心身障が
い者の職業的自立を図るため、各機関
と連携をとりながら職業能力開発訓練
を行い、その就労促進を図るとともに、
啓発活動を行います。

○身体障がい者対象
 情報処理科
・OA実務コース  （1年）　10名
○知的障がい者対象
 情報処理科
 ・ビジネスパートナーコース  （１年）
13名
 ・ワーキングスキル科（１年） 15名
○発達障がい対象
 ジョブコミュニケーション科（1年） 5名
○精神障がい者対象
　ワークアドバンスト科（１年）7名
〇障がいのある方（障がいの種別を問
わない）
　ICTテレワーク科（１年）５名

《設置目的》      障がい者能力開発訓練施設運営補助金交付要綱に
基づき、障がい者の職業に必要な能力を開発し向上させるとともに、
生活指導を行い社会適応能力の修得及び障がい者の職業的自立
を促進することにより障がい者の就業促進を図ることを目的として
いる。
《設置年月日》   昭和６０年４月１日から開始
《所在地》　       大阪市平野区喜連西６丁目２番５５号
《開館時間、休館日》
                     開館時間：午前９時～午後５時３０分
                     休館日：土曜日・日曜日・祝日・年末年始
《施設概要》      ・延床面積　　１，８４９．９２㎡
                   　・施設概要　　障がい者職業能力開発施設

《今後の整備予定（到達目標）》
    事業については引き続き実施。福祉分野にかか
わらず、他分野との関わりを拡げ、職業リハビリ
テーションセンターにおける事業内容の充実ならび
に障がいのある人への就業支援の拡充を目指して
いく。

《実施事業の概要》
      障がい者の職業的自立を援助するため、公共職業安定所等と密接な連携をとり企業への
     就業を目指して職業能力開発訓練を行っている。
        ・情報処理科　ＯＡ実務コース（アカウンティング専攻・デザイン専攻）　  　     　  １０名
　　　　　　       　　　 ビジネスパートナーコース（ＯＡ機器操作・簿記会計等）  　    　 　１３名
        ・ワーキングスキル科（機械組立・物流作業・リサイクルトナー等）　　 　　　　 　　 １５名
        ・ワークアドバンスト科（ＯＡ技能・物流作業・清掃サービス等）　　　　 　　    　  　　７名
　　　 ・ジョブコミュニケーション科（物流作業・組立加工・清掃サービス等）　　　　　　　 １０名
　　　 ・ICTテレワーク科（資格取得・WEBページ作成等）　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 ５名

《令和３年度利用実績（年間利用者数等）》
        ・情報処理科  ＯＡ実務コース（アカウンティング専攻・デザイン専攻）　    　　  　１０名
　　　　　　       　　　 ビジネスパートナーコース（ＯＡ機器操作・簿記会計等）　　  　    １３名
        ・ワーキングスキル科（機械組立・物流作業・リサイクルトナー等）　　 　　　　   　１５名
        ・ワークアドバンスト科（ＯＡ技能・物流作業・清掃サービス等）　　　　 　　       　　７名
　　　 ・ジョブコミュニケーション科（物流作業・組立加工・清掃サービス等）　　　　　　　　５名
　　　 ・ICTテレワーク科（資格取得・WEBページ作成等）　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４名（受講中）

212 老人福祉センター運営事業・整備事業 福祉局 高齢福祉課
https://www.city.os
aka.lg.jp/fukushi/pa
ge/0000370446.html

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

各老人福祉センター

各種相談・各種講座及び、レクリ
エーションの便宜供与等を実施
することにより、高齢者の生きが
いづくり、教養の向上、社会参加
の促進を図り、さらに老人クラブ
活動への指導・助言を行うなど
高齢者の地域における生きがい
づくりの拠点施設としての役割を
担う。

《設置目的》
　高齢者に関する各種の相談に応じ、高齢者に対して、健康の増進、教養の向上
及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与するとともに、高齢者の 地域福
祉活動を支援する。
　 設置の根拠となる法律・条例：老人福祉法及び大阪市立老人福祉センター条例
《設置年月日》   昭和46年ほか
《所在地》　　　　 大阪市北区同心1-5-27ほか
《施設概要》　　　集会室、娯楽室、多目的室、事務室など
《開館時間、休館日》
　　　　　　　　　　　開館時間：午前１０時～午後５時
　　　　　　　　　　　休館日 　：日曜日、祝日、１２月２９日～翌年１月３日

―

       ①高齢者の生活に関する相談
       ②講演会、講習会及び教養講座の開催
 　　 ③高齢者の健康の増進及び地域福祉活動に関する情報の収集及び提供
       ④高齢者のレクリエーション活動の機会の提供
       ⑤高齢者の地域福祉活動その他自主的活動の支援
　
《令和3年度利用実績（年間利用者数等）》
        延349,432人

213 青少年センター こども青少年局
青少年課
（青少年企画）

http://www.city.osa
ka.lg.jp/event/categ
ory/3031-7-5-0-0-
0-0-0-0-0.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

青少年に対し音楽、舞踏、美術
その他の芸術の創作、練習又は
発表の場を提供することにより、
青少年の自主的な創作活動の
支援、青少年相互の交流を促進
するとともに、青少年の文化と教
養を高めます。

《設置目的》　　青少年に対し音楽、舞踏、美術その他の芸術(以下「音
楽等」という。)の創作、練習又は発表の場を提供することにより、青少
年の自主的な音楽等の創作活動を支援し、青少年相互の交流を促進
するとともに、青少年の文化と教養を高め、もって青少年の健全な育
成に寄与することを目的とする。
《設置年月日》　 平成１６年２月２０日
《所在地》         大阪市東淀川区東中島１－１３－１３
《開館時間、休館日》
                     開館時間：午前９時００分～午後１０時
　　　　　　　　　　　　　　　　　（宿泊室については、午後４時～翌日午前
                                     １０時）
                     休館日　：毎月第３水曜日（祝日の場合、振替あり）、
　　　　　　　　　　　　　　　　　年末年始（１２月２８日～１月４日）
《施設概要》     練習発表室、音楽スタジオ、ダンス練習室、音楽練習
                     室、会議室、宿泊室　他

多様な広報手段を通じて周知を図り、利用促進を
図る。

・創作活動、発表の場の提供（貸室）および設備、機材等の貸し出し
・宿泊施設の提供
・レストランなど地域の活性化を目的とした施設の運営
《令和３年度利用実績（年間利用者数）》
利用人数：文化ゾーン　80,399人　　宿泊ゾーン　2,132人　　合計　82,531人

214 大阪市立こども文化センター こども青少年局
青少年課
(青少年企画）

http://www.city.osa
ka.lg.jp/event/categ
ory/3031-4-0-0-0-
0-0-0-0-0.html

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

・舞台芸術事業
（こども劇場・こども芸術劇場・こ
どもフェスティバル・こども教室な
ど）
・人材養成事業
・情報提供・相談事業

《設置目的》　    優れた演劇、音楽、映画等の鑑賞及び絵画、その他
の文化活動を通じ、健全な本市児童の育成を図ることを目的とする。
《設置年月日》　  昭和５４年１月７日
《所在地》　        大阪市此花区西九条６－１－２０（平成２８年４月、西
区北堀江４－２－９から移転）
《開館時間、休館日》
                      開館時間：午前９時００分～午後９時３０分
                      休館日　 ：月曜日（祝日の場合はその翌日）、年末年
                      始（１２月２９日～１月３日）
《施設概要》　　 ホール（客席３８６席）・控室

多様な広報手段を通じて周知を図り、左記事業の
参加者増を図る。

・こども劇場：毎月１～２回程度、こども向けの演劇・人形劇・コンサート等を開催する。
・こども広場：毎月１回、ボランティアグループとの協働で、親子で楽しめる人形劇などの
鑑賞プ ログラムを実施する。
・こどもフェスティバル：地域や学校で活動するこどもたちのグループによる合同舞台発
表会を年に２回実施する。
・こども教室：ブラスバンド、ミュージカル等の文化活動を体験する機会を提供する。
《令和３年度利用実績（年間利用者数等）》
    事業参加者数6,353人

209 早川福祉会館点字図書室 福祉局 障がい福祉課

早川福祉会館
《電話》06-6622-0122
《Fax》06-6622-0121

早川福祉会館点字図書
室
《電話》06-6622-0123
《Fax》06-6622-0020

１．点字図書、録音図書の受け
入れ、整備と目録作成
２．点字図書､録音図書の貸出と
閲覧
３．点訳・音訳ボランティア養成と
指導
４．録音図書刊行物の製作（録
音指導、編集）
５．貸室事業
６．障がい者基幹相談支援セン
ター事業

《実施事業の概要》
    点字図書及び録音図書の製作及び貸出

《令和３年度利用実績》
    ○点字図書及び録音図書の保有状況（Ｒ４.３.３１現在）
        区　　分     　　　　冊（巻）数 　　　　タイトル数
       点字図書　　　　　 　６，４１１冊 　　　　２，２８７冊
       録音図書　　　　　 ４２，０８７巻 　　　１１，３８９巻

　○点字図書及び録音図書の利用状況
 　　　　区　　分 　　　　　貸出タイトル数
 　　　点字図書　　　　　　２，１２９冊
 　　　録音図書 　　　　　４２，６５０巻

　○点訳・音訳ボランティア養成事業
 　　　 ◇点訳ボランティア
  　　　　　　　　　　　　　講習会開催回数　　　 修了者数
　　　　令和３年度　　　　　　年４１回　　　　　　　　６５人
　　　　◇音訳ボランティア
　　　　　　　　　　　　　　講習会開催回数 　　　修了者数
　　　　令和３年度　　　　　　年５５回　　　　　　　　８２人

《設置目的》      設置の根拠となる法律・条例：早川福祉会館条例
《設置年月日》　 昭和３７年９月（点字図書室：昭和３７年１１月開設）
《所在地》         大阪市東住吉区南田辺１－９－２８
《開館時間、休館日》
                     開館時間：
　　　　　　　　　　　　　点字図書室：午前９時３０分～午後５時
　　　　　　　　　　　　　貸室：午前９時３０分～午後９時
　　　　　　　　　　　　　その他：午前９時１５分～午後５時３０分
                     休館日 　：日曜、祝日及び１２月２９日～翌年１月３日
《施設概要》　    延床面積：３，４３７．５５㎡（点字図書室３７５㎡）
     １．点訳図書、録音図書の受け入れ、整備と目録作成
     ２．点訳図書､録音図書の貸出と閲覧
     ３．点訳・音訳ボランティア養成と指導
     ４．録音図書刊行物の製作（録音指導、編集）
     ５．貸室事業
　　 ６．障がい者基幹相談支援センター事業

―

基本情報 令和3年度の状況
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215 大阪市立住まい情報センター 都市整備局 住宅政策グループ
http://www.osaka-
angenet.jp/

大阪市都市整備局企画
部
住宅政策課住宅政策グ
ループ
《電話》06-6208-9224
《Fax》06-6202-7064

住まい情報センターを拠点とし
て、大阪市内の住宅に関する各
種の情報提供や相談業務等を
行うとともに、住まいに関するセ
ミナー・シンポジウム等の普及啓
発事業などを実施している。
さらに、大阪の住まいや暮らしの
歴史等を展示するなど「住むま
ち・大阪」の魅力情報の発信やイ
メージアップ等を図るため、住ま
いのミュージアム（大阪くらしの
今昔館）の運営を行っている。

《設置目的》
  住まい情報センターは、住まいに関する各種の情報を総合的に提供するととも
に、大阪の住文化に関する資料の収集、保管及び展示並びにその調査及び研究
を行うことにより、市民の住生活の向上及び市内居住の促進並びに市民の文化の
向上に寄与することを目的とする。
○設置の根拠となる条例：大阪市立住まい情報センター条例（平成11年3月17日制
定、条例第30号）

《設置年月日》　 平成１１年１１月６日

《所在地》         大阪市北区天神橋６丁目４番２０号

《開館時間》
                 〔住情報プラザ〕　　　　〔ホール、研修室、会議室〕
　平日・土曜 　 午前９時～午後７時　　　午前９時～午後９時
　日曜・祝日 　 午前１０時～午後５時　　午前９時３０分～午後５時
                 〔大阪くらしの今昔館〕
                       午前１０時～午後５時（入館は午後４時半まで）
 

《休館日》
○住情報プラザ、ホール、研修室、会議室
　火曜日（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日（日曜日、月曜日の場合を除く）、 年
末年始
○大阪くらしの今昔館
　火曜日、年末年始、その他臨時休館あり

住まい情報センターを拠点に、住まい・まちづくりに
取り組む専門家団体やNPO等との協働・交流を促
進する「住まい・まちづくりネットワーク」の取り組み
を進め、より一層の情報提供や相談等の充実と、
居住地としての魅力情報の発信を行います。

① 相談事業
住まい選びや住まい方、大阪市の住宅施策など、住まいに関する様々な相談に対して、相談員が常時面接または電
話により応対する一般相談や、特に高度で専門的な知識を要する相談内容に対して、専門家団体等との連携によ
り、建築士やファイナンシャルプランナーなどが定期的に面接で応対する専門家相談を実施しています。
② 普及・啓発事業
市民の方々が、よりよい住まいづくりや暮らしの実現に向け、住まいに関する情報や知識を自発的・積極的に広く入
手できる機会を提供するため、さまざまなテーマでセミナー・講演会・シンポジウム等を開催しています。
③ ライブラリー事業
住まいと暮らしおよび大阪に関する図書や雑誌、企業広報誌、絵本などを揃えるとともに、図書のテーマについて語
り合う「ブックトークサロン」を実施することにより、大阪に住み暮らすことへの興味や愛着を育み、住まい・まちづくり
への自主的な行動をサポートしています。
④ 展示事業
大阪くらしの今昔館において江戸時代の大坂の町家、町並みの実物大での復元や、近代大阪の住まいと暮らしの模
型や資料での展示など、大阪の住まいと暮らしの歴史等を視覚的にわかりやすく再現することにより、「住むまち・大
阪」の魅力情報の発信とイメージアップを図り、都市居住の促進を図っています。
《令和3年度利用実績（年間利用者数等）》
・相談件数　３４，３７７件※専門家相談を含む
・セミナー等　開催回数　４１回
・ライブラリー利用者数　１６，７６１人
・大阪くらしの今昔館入館者数　６０，６２８人

216
下水道科学館
（令和4年4月再オープン）

建設局 下水道部調整課 https://www.osaka-
ssm.jp/

下水道部調整課
《電話》06-6615-7586
《Fax》06-6615-7690

「海外展開」「技術開発」「学習・研修」
の３つの機能をもつ下水道に関する情
報発信拠点として再オープン。
「海外展開」・「技術開発」については、
水環境問題への貢献や人材育成、新
たな技術を開発することで、処理の効
率化を図り経費の縮減などに努めてい
ることを紹介する。
「学習・研修」では、体験・体感しながら
下水道を学び親しんでもらう常設の下
水道学習施設として、下水道のしくみ
や下水道事業全般について紹介し、下
水道の必要性を学んでいただく。　ま
た、下水道の使用者（汚水排出の原因
者）に対し、徴収した下水道使用料が
様々な機能を有する下水道事業でど
のように使われているかを理解いただ
けるようPRする。

《設置目的》
　市民の快適な生活を支える下水道について楽しく体験的に理解を深めてもらうた
めに設置。

《設置年月日》　平成７年４月２９日

《所在地》　大阪市此花区高見１－２－５３

《開館時間、休館日》
休館中

《施設概要》
　延床面積：３,５００㎡（地上6階、地下1階）
　施設概要：「水のふしぎ」や「市民生活と下水道」などのテーマを設定して展示して
おり、楽しみながら下水道のしくみや働きについて学ぶことのできる参加体験型の
施設。

休館中

《令和3年度実施内容》
 　休館中

《令和3年度利用実績（年間利用者数等）》
 　休館中

217 咲くやこの花館 建設局 公園緑化部緑化課
https://www.sakuya
konohana.jp/

咲くやこの花館
《電話》06-6912-0055
《Fax》06-6913-8711

熱帯から乾燥地帯、高山、極地
圏までの地球上の様々な気候帯
に生育する植物を配置し、栽培
展示しています。また、季節ごと
に様々なイベントも実施していま
す。

《設置目的》
  平成2年に鶴見緑地で開催された国際花と緑の博覧会の大阪市のパビリオンとし
て設置された国内最大級の大温室であり、植物を通じて来館者の学習の場や感性
を育む場とすることを目的としている。
                         設置の根拠となる法律・条例：都市公園法、大阪市公園条例

《設置年月日》　　　平成２年４月１日（「国際花と緑の博覧会」）
                             同９月３０日　いったん閉館
                             平成３年４月２７日　再オープン

《所在地》　　　　　  大阪市鶴見区緑地公園２－１６３
《開館時間、休館日》
                            開館時間：午前１０時～午後５時（入館は午後４時３０分まで）
                            休館日：月曜日（休日の場合は翌平日）、年末年始（１２月２８
                            日～ １月４日）
《施設概要》          延床面積：約６,８９０㎡
                                施設概要：総合植物館（熱帯水生植物コーナー、熱帯雨林
                                植物室、 熱帯食虫植物コーナー、熱帯花木室、ハイビス
                                カスワールド、サボテン・多肉植物室、高山植物室、極
                                地植物室、フラワーホール、展示室、咲くやフローラルサ
                                 ロン、 花と緑の相談コーナー、外部庭園）

より一層魅力のある企画やイベントの導入を図り、
活性化に取り組み、入館者数の増加を図り、入館
者が快適・安全に植物の知識を深め、楽しみながら
自然と人間との関わり合いを知ってもらう。

《実施事業の概要》
  各種のイベントが行われたり、来館者の休憩所にもなるフラワーホールを中心部に設け、この周
囲に熱帯から乾燥地帯、高山・極地圏までの地球上のさまざまな気候帯に生息する植物を、温室・
冷室８ゾーンにわけて配置し、栽培展示している。その植物の数は、約5500種、15,000株になる。
《令和３年度利用実績（年間利用者数等）》
咲くやこの花館入館者：184,318人
※R3.4.25～6.20緊急事態宣言発出に伴い休園

218 長居植物園 建設局 公園緑化部緑化課
http://www.nagai-
park.jp/n-
syoku/index.html

長居植物園
《電話》06-6696-7117
《Fax》06-6696-7405

バラ園、アジサイ園、ボタン園な
どの専門園等で、季節の花な
ど、美しく咲き誇る植物を一年を
通じて楽しめます。
また、自然史博物館と一体となっ
た植物園として、自然観察や自
然学習に適し、大阪の植物の歴
史などを様々な観点から学ぶこ
とができます。

《設置目的》
　大阪地方の太古から現時に至るまでの森林を再現した「歴史の森」やバラ園、ボ
タン園などの鑑賞園、人間の生活にかかわりのあるハーブや果樹などの植物を集
めた教材園、各種見本園などを通じて、自然から学び豊かな情操を養うことを目的
としている。
                         設置の根拠となる法律・条例：都市公園法、大阪市公園条例
《設置年月日》   昭和４９年４月２７日
《所在地》　　　　 大阪市東住吉区長居公園１－２３
《開館時間、休館日》
 開館時間：午前９時３０分～午後５時００分（入園は午後４時３０分まで） 【3月～10
              月】
               午前９時３０分～午後４時３０分（入園は午後４時まで）　【11月～2月】
 休園日：月曜日（休日の場合はその翌平日）、年末年始（１２月２８日～１月４日）
《施設概要》　    敷地面積：２４.２ha
                           施設内容：バラ園、ボタン園、アジサイ園、
                                         ハーブ園など１１の専門園や大花壇など

 良好な都市景観の形成や都市環境の改善のため
に、身近な緑の魅力が感じられる環境づくりを進め
ていく。

《令和３年度利用実績（年間利用者数等）》
299,253人
※R3.4.25～6.20緊急事態宣言発出、R3.11.2～R4.3.31魅力向上事業にかかる改修工事に伴い休
園

219 花と緑と自然の情報センター 建設局
公園緑化部調整課（企
画運営担当）

http://www.nagai-
park.jp/n-syoku/n-
jyoho.html

花と緑と自然の情報セ
ンター
《電話》06-6694-8788

平成１３年４月に花と緑と自然の
情報ネットワークの中核施設とし
て、花と緑と自然のあらゆる情報
の収集・蓄積・発信基地として開
館した。植物展示や映像。図書
コーナー・緑の相談コーナー各
種講習会などを開催しています。

《設置目的》
　長居植物園のビジターセンターとして植物園のインフォメーションや来園者サービ
スを行うとともに、花と緑に関する情報発信、イベント・講習会等の開催による緑化
の専門的な知識及び技術を持つ人材の育成や緑化の普及啓発により、花と緑の
まちづくりを推進することを目的とする。
設置の根拠となる法律・条例：都市公園法、大阪市公園条例

《設置年月日》     平成１３年４月２７日
《所在地》           大阪市東住吉区長居公園１－２３
《開館時間、休館日》
                    　 開館時間：午前９時３０分～午後５時００分 【3月～10月】
                                         午前９時３０分～午後４時３０分　【11月～2月】
                       休館日：月曜日（休日の場合はその翌平日）、
                                        年末年始（１２月２８日～１月４日）
《施設概要》　　　　 延床面積：８,１５０㎡
                           施設内容：花と緑のエリア（スタディゾーン、セミナー室等）
                                         自然のエリア（ネイチャースクエア、ネイチャーホー
                                         ル）

  花と緑と自然の情報センターを拠点に地域の緑化活動を担う人
材の育成を行い、地域のボランティア活動情報や緑化技術の提供
など、花と緑に関するさまざまな情報を発信することにより、本市
の緑化施策を一層進めていく。

　①人材育成事業
      花と緑のまちづくりに向けた知識や技術を提供するための講習会や、緑化活動に携わる
　　　人々の交流の場の提供を行う。
　　　また緑化リーダーやグリーンコーディネーターなど、花と緑のまちづくり事業の担い手の
　　　育成の場として活用している。
　②花と緑に関する情報発信
　　　花と緑と自然に関する市内各所の開花状況や講習会展示会等の開催情報など、
　　　さまざまな情報を収集、蓄積し、それらの情報を加工し、発信する基地として双方向の
　　　受発信機能を有している。
　③緑化相談・指導、講習会等
　　　各種緑化相談を受け指導を行うほか、開花時期に合わせて講習会を行うなど、
　　　人々の緑に対する理解を深める。
　④その他緑化普及・啓発事業

《令和３年度利用実績（年間利用者数等）》
533,212人
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(地独)天王寺動物園

《電話》06-6771-8401

天王寺動物園は大都市・大阪の
中心に位置する都市型動物園と
して、約１８０種１０００点の動物
を飼育展示する動物園であり、
動物が生息する環境を再現する
生態的展示を導入して、環境教
育に役立てるとともに、市民が憩
い楽しめる場を提供している。ま
た、血統登録、獣医療、他機関と
の共同研究などを通じて希少種
の保全に貢献するとともに、様々
な教育普及プログラムの策定・
実施を通じて市民の動物や動物
愛護、また地球環境への関心を
高める事業を進めている。

《設置目的》　　　動物を導入し、飼育して公衆の観覧に供するととも
に、動物の生態に関する調査研究及び教育活動を行い、併せて絶滅
のおそれのある動物（以下「希少動物」という。）の繁殖その他希少動
物の種の保存に資する活動を行うことにより、動物の生態についての
市民の理解と関心を深めるとともに、環境保全に関する市民の意識の
醸成を図り、もって生物多様性の保全に寄与することを目的とする。
《設置年月日》　 大正４年１月１日
《所在地》　　　　 大阪市天王寺区茶臼山町1-108
《開館時間、休館日》
                        開園時間：午前９時３０分～午後５時００分
                        但し５・９月の土・日・休日は１時間延長（いずれも入
                        園は１時間前まで）
                   　　休園日　：月曜（休日にあたる場合は翌日）、
　　　　　　　　　　　　　　　 　１２月２９日～1月１日
《施設概要》      敷地面積：約１１ｈａ

　大規模な改修工事以外にも、小規模な補修や解
説パネルの改訂・増設などの機会を捉えて、生態
的展示手法や動物の行動を引き出す展示の工夫
（環境エンリッチメント）、環境をテーマとした動物解
説パネルなどを取り入れ、来園者がより深く動物や
環境のことを学習できる施設作りを目指す。

(1)動物園普及活動
①飼育係によるワンポイントガイド
飼育担当者が動物舎の前で動物の生態や餌、個々の性格などを来園者にわかりやすく解説する。また、種
ごとの特徴的な行動を引き出すため、道具や餌を用いた環境エンリッチメント（飼育動物の生活の質を豊か
にする工夫）の取り組みも実演。
令和３年度実績：　　410件　 　　12,534人
②動物講話
ビデオやスライド、標本や餌、治療器具等を用いて、30分から１時間の講話を、月2回程度日曜日に実施。
令和３年度実績：「天王寺にZOO～m in－どうぶつのとっておき話」　16件　530人
③企画展
４月「いきものなにもの？みんなで考える生物多様性展」　12,283人
８月、１月イオンモール「天王寺動物園パネル展」
８月　「戦時中の動物園」　13,426名
１１月 「秘密のジュウイSHOW」 522名（アンケート回答者数）
１２月・1月　「干支展」 6,734名
ズーミュージアム等にてパネルや剥製
令和３年度入場者数実績：　　32,965人
④ナイトZOO
夜間開園し、動物の夜の姿を見ていただくとともに、夜の動物園のガイドを実施するイベント。
8月、10月　　　９日間実施　　　参加者多数
令和３年度入場者数実績：　　8月 10,747名、10月 10,375名
⑤ドリームデイ・アット・ザ・ズー
障がいのある方とそのご家族等を休園日の動物園に無料で招待するイベントを実施予定としていた。動物
ガイドや、動物とのふれあい、協力団体によるイベント等。
令和3年度はコロナウイルス感染症拡大防止対策として中止。
⑥バックヤードツアー
天王寺動物園サポーターに対し実施し、動物や獣舎等について学んでいただくイベントを行う
令和3年度実績：　０名
コロナウイルス感染症拡大防止対策のため延期
⑦その他（動物イベント等）
飼育の日、GW動画配信、ヒツジの毛刈り、ホッキョクグマに氷柱プレゼント等のライブ配信※や、カバの歯
みがきイベントなどを行った。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、通常の開園日に来園者前で実施するのではなく、休園
日等に実施し、その様子をライブ配信した。
(2)動物相談
○市民や来園者が抱いた動物に関する疑問や飼い方、病気へのアドバイスなどを獣医師および飼育員が
行う。
○直接来園、もしくは電話、メール等による相談を受け、獣医師および飼育員が回答する。
（電話相談は16時～16時30分受付）。
令和３年度実績：来園相談  1件、電話相談 32 件、メール相談　2件、郵便相談　0件
(3)動物園ディスカバープログラム
○動物園の専門職員による講話や見学ガイドを通じて、動物の扱いやいのちの大切さ、動物を取り巻く環
境への理解を深め、豊かな人間性を涵養する。
①動物ショートガイド
各種学校・団体を対象（1回30名まで）。飼育担当者が動物舎の前で15～30分間動物の説明を行う。
令和３年度：　　０件　０人　　コロナウイルス感染症拡大防止対策として中止
②ズー・スクール
各種学校・団体を対象（1回70名まで）。職員がビデオ、スライドを交えて、動物や、動物園の現状、飼育や
治療のエピソード、戦争中の動物園などのテーマで30分～120分程度の講話を行う。
令和３年度：　　30件　1,612人
③動物園ガイドウォーク
各種学校・団体を対象（1回25名まで）。職員が園内を参加者と一緒に歩き、動物や動物の展示について解
説する。
令和３年度：　　4件　79人
④動物園・職場紹介
各種学校を対象。動物園で働く職員の職務内容、動物の各種情報、動物園の概要等を説明し、質問に回
答する。
令和３年度　　11件　49人
⑤出張スクール
大阪市内施設に限り、ご希望の会場まで動物園の職員が出向き、各種テーマに応じた講話や、仕事紹介を
60分～120分程度で行う。
令和３年度　10件　878人
(4)動物園への実習受け入れ
○野生動物を対象とした飼育や医療に関する知識や技術、野生動物に関する考え方、博物館施設機能等
に関する専門性の高い実習や講義を行う。
①職業体験学習　：　中学・高校生対象（1校6名まで）。
令和３年度実績：０件　０人コロナウイルス感染症拡大防止対策として中止
②飼育実習　　　：　動物学、畜産学等を学ぶ大学生、専門学校生を対象。
令和３年度実績：１０人
③獣医実習　　　：　獣医学科の大学生対象　　令和３年度実績：６人
④学芸員実習　　：　学芸員資格取得をめざす大学生、一般対象　　令和３年度実績：６人
(5)大学等研究機関との協働
○調査研究の推進を目的として、大学等の研究機関と共同研究を中心とした連携を進める。
令和３年度実績：
・北海道大学　クマ類着床遅延研究に関する共同研究
・立命館大学　行動的QOLを指標とした、チュウゴクオオカミに対するQOL拡大のための取り組み
・近畿大学総合社会学部心理系専攻　オリを隔てて飼育されている個体間の親和的行動
・大阪大学大学院人間科学研究科　カリフォルニアアシカの行動調査
・大阪大学大学院人間科学研究科　飼育ホッキョクグマ母子の体毛の緑化に関する調査
・神戸女学院大学　動物園の動物に関する環境保全教材の開発と動画配信による啓発効果の検証
・京都大学人類進化論研究室　オオカミの遠吠えにおける順位との関係と個体差
・大阪府立大学獣医学類　動物園動物における悪性腫瘍の解明とデータベース化
・京都大学野生動物研究センター　飼育下アジアゾウにおけるDNAメチル化を指標とした年齢推定の研究
・日新電機㈱　匂いセンサを活用した配電盤・制御盤内小動物侵入の事前検知可否検証
・岩手大学 理工学学部　ルーセットオオコウモリ由来の無限分裂細胞の作製
・近畿大学総合社会学部心理系専攻　フンボルトペンギンの個体間の羽づくろい・近接行動
・国立科学博物館　現生鳥類の成長に伴う骨格形態の変化とその進化的な意義
・農研機構　環境DNA分析によるアオサギ属鳥類の検出手法の開発
・北海道大学　マレーグマおよびブチハイエナの繁殖に関する共同研究
(6)ボランティアとの協働
○ボランティアグループ「大阪動物園ボランティアーズ」「絵本読み語りボランティア・zoo人（ずーっと）」「zoo
friends」と共に動物園の来園者に対して動物の解説や環境教育、絵本の読み語りによる情操教育等を行
い、生涯学習の場を提供する。
令和３年度：スポットガイド　 4件、絵本の読み語り   8件、イベント　1件、写真展　１件
(7)サマースクール
○野生動物に関する飼育体験や講義、工作などを通じて、参加者が身近に動物を感じ、野生動物自身や
それを取り巻く環境についての認識を深めることを目的とした1日完結型のイベント。小学校4年生から6年
生を対象。夏休み期間中に実施。
令和３度実績：　０名　コロナウイルス感染症拡大防止対策のため
(8)生態的展示手法を導入した動物園施設の整備 等
○動物の生息環境を再現しつつ動物特有の行動を引き出す獣舎や、動物と自然、人間との関わりを解説し
た展示パネル等を通して、野生動物の置かれた現状や地球環境について総合的に学習することができる
施設となるよう整備を行う。
　平成8年度：　カバ舎完成。
　平成9年度：　サイ舎完成。
　平成10・11年度：　アフリカサバンナゾーン草食動物エリア完成。
　平成15年度：　アジアの熱帯雨林ゾーン完成。
　平成18年度：　アフリカサバンナゾーン肉食動物エリア完成。
　令和２年度 ：  学習棟「TENNOJI　ZOO　MUSEUM」と休憩棟「FooZoo」、「GooZoo」完成
※令和３年度は新規施設の完成なし。
 《令和３年度利用実績（年間利用者数等）》　　　839,003人

天王寺動物園 建設局 公園緑化部調整課（動
物園支援担当）

https://www.tennoji
zoo.jp/
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221
野鳥園臨港緑地干潟
・湿地環境保全事業

建設局

港湾局

【建設局】臨港方面管理
事務所

【港湾局】計画整備部施
設管理課緑地管理グ
ループ

http://www.osaka-
nankou-bird-
sanctuary.com

大阪市建設局臨港方面
管理事務所

《電話》 06-6613-7716
《Fax》06-6613-7718

ＮＰＯにより干潟・湿地の環境を保
全し、環境学習会を実施していま
す。

1 事業について
《目的》野鳥園臨港緑地の干潟・湿地の環境を保全し、環境学習の場を市民に提供す
ること

2 施設について
《設置目的》      大阪港における良好な環境の保全に資するとともに、市民に健康的
な憩いの場として、野鳥の良好な生息場所を整備し、市民が野鳥観察体験できる施設
を提供することを目的としている。
 設置の根拠となる法律・条例：大阪市港湾施設条例
《設置年月日》　 昭和５８年９月１７日
《所在地》　　　   大阪市住之江南港北３－５－３０
《展望塔の開館時間、休館日》
　開館時間：午前９時～午後５時。
　休館日　：毎週水曜日（祝日の場合は利用可能。但し、元日を除く）、及び元日1月
                1日。
※緑地部分については、365日24時間立ち入り可能
《施設概要》　  展望塔延床面積：６３８m2
                   施設概要：展望棟兼展示室・会議室・図書室・研修室・観察所等

・干潟・湿地の環境保全
・野鳥観察会などの環境学習

・干潟・湿地の環境保全
　鳥類調査や干潟・湿地への漂着ゴミの回収と干潟の維持管理に活かすための現況調査及び底生生
物調査を実施した。また、カキ礁は水質浄化機能やシギ・チドリ類の餌場、多様な海岸生物の生息場所
など大切な役割を持つが、干潟を覆うように増えるため、鳥が餌を採りやすくなるよう、カキ礁を移動させ
る作業を行った。その他、干潟の清掃や導水管の点検等、環境保全作業を実施した。

・野鳥観察会などの環境学習
　野鳥の観察指導及び季節ごとに年５回観察会を実施した。

222 阿倍野防災
センター 消防局 予防課

http://www.abeno-
bosai-
c.city.osaka.jp/tasuk
aru/

大阪市消防局予防課
《電話》06-4393-6336
《Fax》06-4393-4580

南海・東南海地震や南海トラフ巨
大地震などの大災害に備えるた
め、自分の住む地域の特性に応じ
た災害危険を認識することで、自
分に必要な知識や技術を選択し、
体験を通じて学ぶことができる、体
験型防災学習施設です。

《設置目的》
  平常時には市民や児童・生徒などを対象に防災に関する意識の啓発や
知識の習得を目的とした啓発活動を行うとともに、地域社会における防災
活動の推進者である地域防災リーダーや女性防火クラブ員、企業の防災
担当者などを対象に、より高度な防災技術等の習得をする。（大阪市防災
センター条例）
《設置年月日》  平成16年５月１日
《所在地》
     大阪市阿倍野区阿倍野筋３丁目13番23号（阿倍野防災拠点）あべの
フォルサ３階
《開館時間、休館日》
     開館時間：午前10時～午後６時
     休館日：毎週水曜及び毎月最終週木曜日（祝日の場合はその翌日）
年末年始（12月28日～１月４日）
《施設概要》   延床面積　　　2,304㎡

平成31年４月に展示内容を刷新した防災体験学習エ
リアをはじめ防災体験学習施設としての魅力の向上
を図るとともに、消防局が実施する防災研修の起点と
して、市民の利用を推進し、防災意識の普及に努め
る。

施設概要　　　阿倍野防災センターは、市民を対象にした防災に関する意識の啓発、知識・技術の習得
を目的とした体験型学習施設の「防災体験学習エリア」と、地域防災リーダー、女性防火クラブ及び防火
管理者、企業の防災担当者等を対象とした高度な防災技術等の習得を目的とした「防災研修訓練エリ
ア」から成る啓発・研修を行う施設である。
《利用実績（年間利用者数等）》
　令和３年度　　　　来館者数　　　　41,969名
（コロナ禍の影響に伴い、開館日数が減り来館者数が減少）

223 大阪国際平和センター（ピースおおさか） 教育委員会事務局 生涯学習担当
https://www.peace-
osaka.or.jp/

(公財)大阪国際平和セン
ター
《電話》06-6947-7208
《Fax》06-6943-6080

戦争と平和に関する資料の収集、
保存、整備、展示等を行うととも
に、調査研究・情報提供等の事業
を実施しています。

  「大阪空襲の犠牲者を追悼し、平和を祈念するとともに、空襲を中心に
大阪の人々の戦争体験に関する情報及び資料の収集、保存、展示等を
通じて、戦争の悲惨さ及び平和の尊さを次の世代に伝え、平和を願う豊
かな心を育み、もって世界平和に貢献する」ことを目的に設置されている
大阪国際平和センターの運営補助を行う。

リニューアルした常設展示を核として、設置目的の実
現のため、今後とも、大阪府とともに運営補助を行う。

□ 特別展示事業
・「ピースおおさか収蔵品展2021～時代を語る資料たち～」
・開館30 周年記念特別展「どうぶつのいのちとへいわ ～戦時下の天王寺動物園と
これからの未来～」
□ 企画事業
・ 平和祈念事業
　（ 終戦の日平和祈念事業、開館30 周年平和祈念事業、開戦80 年平和祈念事業、大阪大空襲平和祈
念事業）
・ ウィークエンド・シネマ、親子まつり【ゴールデンウイーク（※新型コロナウイルス流行に伴う休館により
中止）、夏休み、春休み】
・府政学習会（大阪府府政情報室との連携事業）（今年度は参加団体なし）
□その他の事業
・特別展「生と死の間で ホロコーストとユダヤ人救済の物語」の他施設開催時協力（神奈川県立地球市
民かながわプラザ（あーすぷらざ）、人道の港 敦賀ムゼウム）
□出前事業
・大阪市立中央図書館外４市立図書館（※１図書館は新型コロナウイルス流行により中止）、大阪府立
図書館、大阪市立総合生涯学習センター、天王寺動物園
□ 資料収集・提供
・ 資料の収集、 平和学習資料の貸出（写真パネル、空襲体験画、ビデオ、DVD、16ミリフィルム等の貸
出）、収蔵品管理と情報提供、「語り部」の派遣（紹介）
□ 広報・啓発
・ホームページの運営、様々な広報媒体による広報、Wi-Fiの設置、大阪空襲死没者名簿（原簿）・銘板
の管理、大阪空襲死没者を追悼し平和を祈念する「刻の庭」の管理運営

224 総合生涯学習センター 教育委員会事務局 生涯学習担当
https://osakademan
abu.com/umeda/

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

市民の生涯にわたる学習活動を
支援し、生涯学習の振興を図るこ
とにより、市民の文化と教養を高
め、市民生活の向上に寄与する事
を目的として設置された施設で、
総合生涯学習センターは、本市の
生涯学習を推進する中核施設とし
ての役割を果たしています。

《設置目的》　　　設置の根拠となる法律・条例：社会教育法、生涯学習セ
ンター条例
《設置年月日》　 平成１４年１１月２３日
《所在地》　　　　 大阪市北区梅田１－２－２－５００
《開館時間、休館日》
      開館時間：午前９時３０分～午後９時３０分
      休館日　：毎月第1・３月曜日、年末年始
《施設概要》
   延床面積：３１０２.９９㎡
   施設概要：研修室、会議室、ギャラリー、メディア研修室、情報ロビー、
インターネットコーナー、映像コーナー、ネットワークコーナー、 ネットワー
クラボ、 ネットワークスタッフ室、ワークステーション

①情報収集・提供と学習相談
    ・｢生涯学習情報提供システム｣、生涯学習情報誌
「いちょう並木」等により、生涯学習に関するさまざま
な学習情報の提供、情報発信を行う。
   ・生涯学習関連の図書・資料・視聴覚教材の収集、
提供を「情報ロビー」で行い、あわせて「学習相談コー
ナー」を設置し、幅広く学習相談に応えている。
②現代的・社会的課題に関する学習機会の提供
   ・現代的・社会的課題に市民が主体的に対応し自
己実現できるよう、新たな学習プログラムの開発を行
い、市民学習センターをはじめ、各生涯学習施設にそ
の成果を提供する。
③人材養成・研修
   ・市民主体の生涯学習を進めるため、生涯学習推
進員や「はぐくみネット」コーディネーターや「生涯学習
インストラクターバンク事業」などの市民ボランティア
に対して、人材養成・研修事業の充実を図っている。

①情報収集・提供と学習相談
    ・｢生涯学習情報提供システム｣、生涯学習情報誌「いちょう並木」等により、生涯学習に関するさまざまな学習情報の
提供、情報発信を行う。
   ・生涯学習関連の図書・資料・視聴覚教材の収集、提供を「情報ロビー」で行い、あわせて「学習相談コーナー」を設置
し、幅広く学習相談に応えている。
②現代的・社会的課題に関する学習機会の提供
   ・現代的・社会的課題に市民が主体的に対応し自己実現できるよう、新たな学習プログラムの開発を行い、市民学習セ
ンターをはじめ、各生涯学習施設にその成果を提供する。
③人材養成・研修
   ・市民主体の生涯学習を進めるため、生涯学習推進員や「はぐくみネット」コーディネーターや「生涯学習インストラクター
バンク事業」などの市民ボランティアに対して、人材養成・研修事業の充実を図っている。
④「教育コミュニティ」支援
  ・日常的に各小学校区のコーディネーターや学校に対する情報提供・相談、「教育コミュニティ」で活用できる学習プログ
ラムを提供し、地域社会での活動を支援している。
⑤企画開発とネットワーク
  ・ＮＰＯや企業、高等教育機関などとの協働により、「教育コミュニティ」づくりなどで活用できる新しい学習プログラムを開
発している。
  ・関西の大学・大学院と連携し、社会人向けに、仕事帰りなど参加しやすい時間帯に高度な学習機会の提供を行ってい
る。

《令和３年度利用実績（年間利用者数等）》
    　　１．総合生涯学習センター・・・年間利用率　55.2％（92,712人）

225
市民学習センター（阿倍野・難波）

教育委員会事務局 生涯学習担当
https://osakademan
abu.com/

阿倍野市民学習センター
《電話》06-6634-7951
《Fax》06-6634-7954

難波市民学習センター
《電話》06-6643-7010
《Fax》06-6643-7050

市民の生涯にわたる学習活動を
支援し、生涯学習の振興を図るこ
とにより、市民の文化と教養を高
め、市民生活の向上に寄与する事
を目的として設置された施設で、
弁天町、阿倍野、難波、城北の４
つの市民学習センターがありま
す。

《設置目的》
　　設置の根拠となる法律・条例：社会教育法、生涯学習センター条例

《開館時間、休館日》
　　開館時間：午前９時３０分～午後９時３０分
　　休館日　：難波・・・毎月第1・３水曜日、年末年始
　　　　　　　　 阿倍野・・・毎月第1・３火曜日、年末年始
《施設概要》
講堂、スタジオ、アトリエ、和室、研修室、会議室、ギャラリー、ロビーなど
・阿倍野
　　所在地：阿倍野区阿倍野筋３－１０－１－３００（あべのベルタ３階）
　　設置年月日：平成６年６月１日
　　延床面積：１,８９２㎡
・難波
　　所在地：浪速区湊町1－４－１（ＯＣＡＴビル４階）
　　設置年月日：平成１２年２月１０日
　　延床面積：１,７９４㎡

①「教育コミュニティ」支援
　　・総合生涯学習センターなどとともに、日常的に施設周辺の行政区や小
学校区と連携し、
　　　｢小学校区｣の学習活動への支援を行う。
　　・生涯学習ルーム事業を支えている生涯学習推進員をはじめ、生涯学習
に携わる市民
　　　ボランティアに対する研修・助言・相談を行い、「小学校区」における市
民の自主的な学
　　　習活動を支援する。
②市民グループやＮＰＯなどとのネットワーク事業の推進
　　・立地条件や専門的職員の持つ企画ノウハウ等を活かし、総合生涯学
習センターや各部
　　　局と協働して、「ネットワーク型市民セミナー　拠点型」の企画開発・実
施を担うことにより、
　　　市民の主体的な学習を支える。
　　・大学・大学院などの高等教育機関等と連携し、高度で多様な学習ニー
ズに対応する事業
　　　を実施する。
③現代的・社会的課題についての学習機会の提供と情報提供・学習相談機
能の充実
　　・市民の主体的な学習活動を支援するため、専門的職員が少子・高齢社
会や健康、人権、
　　　子育て、教育、環境などの社会的課題に関する体験型・問題解決型の
多様な学習機会の
　　　創出・提供を行う。
　　・市民の学習活動を支えるため、公的施設や民間の事業者、学習グルー
プなどのチラシ・パ
　　　ンフレット、ポスターなどの収集・整理・配布・閲覧に努め、幅広い学習
情報の提供を行うと
　　　ともに、学習のきっかけづくりとなるような情報発信に努める。

《実施事業の概要》
①「教育コミュニティ」支援
　　・総合生涯学習センターなどとともに、生涯学習ルーム事業を支えている生涯学習推進員をはじめ、生涯学習に携わ
る市民ボランティアに対する研修・助言・相談を行い、「小学校区」における市民の自主的な学習活動を支援している。
②市民グループやＮＰＯなどとのネットワーク事業の推進
　　・事業の企画や広報、部屋確保などの面での助言・支援をしながら、市民グループやＮＰＯと協働事業を行い、市民の
主体的な学習を支援している。
　　・大学・大学院などの高等教育機関と連携し、高度で多様な学習ニーズに対応する事業を実施している。
③現代的・社会的課題についての学習機会の提供と情報提供・学習相談機能の充実
　　・市民の主体的な学習活動を支援するため、専門的職員が少子・高齢社会や健康、人権、子育て、教育、環境などの
社会的課題に関する体験型・問題解決型の多様な学習機会の創出・提供を行っている。
　　・地域社会で活動するグループ・団体の情報、講師情報、生涯学習に役立つ各種の情報源情報などを、個人情報保護
に留意しつつ多様な手法により提供するとともに、市民の学習と活動を結び付けていくための相談事業を行っている。
　　・市民の学習活動を支えるため、公的施設や民間の事業者、学習グループなどのチラシ・パンフレット、ポスターなどの
収集・整理・配布・閲覧に努め、幅広い学習情報の提供を行うとともに、学習のきっかけづくりとなるような情報発信に努め
ている。

《令和３年度利用実績（年間利用者数等）》

　　２．阿倍野市民学習センター・・・年間利用率　52.8％（72,698人）
　　３．難波市民学習センター・・・年間利用率　51.0％（69,868人）

基本情報 令和3年度の状況

http://www.osaka-nankou-bird-sanctuary.com/
http://www.osaka-nankou-bird-sanctuary.com/
http://www.osaka-nankou-bird-sanctuary.com/
https://www.peace-osaka.or.jp/
https://www.peace-osaka.or.jp/
https://osakademanabu.com/umeda/
https://osakademanabu.com/umeda/
https://osakademanabu.com/
https://osakademanabu.com/


226 キッズプラザ大阪 教育委員会事務局 生涯学習担当
https://www.kidsplaz
a.or.jp

キッズプラザ大阪
《電話》06-6311-6601
《Fax》06-6311-6605

次代を担う子どもたちの個性と可
能性を最大限に伸ばし、心身とも
に健やかに育むことを目的とし、
子どもの文化の情報発信・交流拠
点となる遊体験型学習施設「子ど
ものための博物館」として設置して
います。

 次代を担う子どもたちの個性と可能性を最大限に伸ばし、心身ともに健やかに育むこ
とを目的とし、子どもの文化の情報発信・交流拠点となる遊体験型学習施設「子どもの
ための博物館」として設置。
《設置年月日》　　平成９年７月１０日
《所在地》　　　　　大阪市北区扇町２－１－７
《開館時間、休館日》
     開館時間：午前９時３０分～午後５時
     休館日　：第２・第３月曜日（８月は第４月曜日）※ただし、その日が祝日の場合
     は翌日
              　 １２月２８日～１月２日、臨時休館日
《施設概要》
延床面積：８,３４２.７９㎡
施設概要：大阪市北区扇町開発土地信託事業により整備された「扇町キッズパーク」
の１・３階の一部及び４・５階

キッズプラザ大阪における、遊びを通した、家庭・保育
所・幼稚園等では得難い情操教育・体験学習の提供
や、保育・幼児教育センター等との連携を行い、幼児
教育の一層の充実に寄与することをめざすとともに、
施設の魅力向上を図ります。

   コーナー事業（科学・自然・体・文化・社会など）・
   プログラム事業（わいわいスタジオ・デジタル体感ひろばアクア・コンピューター工房・
   パーティーキッチン・ワークショップスペース・創作工房）・企画展・イベント　等

《令和３年度利用実績（年間利用者数等）》　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため令和３年４月２
５日～６月２１日まで臨時休館
   入館者数：個人９０，１０８人／団体３４，７５４人　合計１２４，８６２人

227 クラフトパーク 教育委員会事務局 生涯学習担当
https://www.craftpar
k.net/

クラフトパーク
《電話》06-4302-9210
《Fax》06-4302-9212

「出会いのよろこび」「学ぶ楽しさ」
「創るよろこび」をコンセプトに、木
工・染色・織物・金工・ガラス・陶芸
と多彩な分野の工房に充実した設
備を備え、人それぞれの心にある
“自分の手で何かをつくってみた
い”という願いに応える、手づくり
工芸の総合施設です。

《設置目的》　　   設置の根拠となる法律・条例：大阪市立クラフトパーク条例
《設置年月日》　　平成１１年１０月１日
《所在地》　　　　　大阪市平野区長吉六反１－８－４４
《開館時間、休館日》
    開館時間：午前９時３０分～午後５時
   休館日　：毎週火曜日、年末年始（１２月２８日～１月４日）
《施設概要》
   延床面積：４，４４９㎡
   施設概要：工房（吹きガラス、陶芸、染色、織物、金工、木工、キルンワーク、
　              バーナーワーク、ステンドグラス）、自由創作室（トールペイント、
                サンドブラスト、切子ガラス、糸紡ぎ、七宝クラフト）
　 造形学習室、創造空間「遊」、クラフトホール、展示室、図書室等

創作教室等のほか、学校やイベント等への出前講座
の実施や市民ニーズを反映した事業編成やプログラ
ム開発を行い、各種教室の開催のよる学習機会の提
供や、工芸によるものづくりの楽しさの普及、受講者
数の増加を図るとともに、受講生による自主的なグ
ループ育成や、各地域等における教室でクラフトの指
導ができるような人材育成など、幅広い事業展開に取
り組む。

・教室事業：クラフトの各分野の技能を習得できる場として、本格的な設備を有する９つの工房で創作教
室（基礎・本科・専科コース）や体験教室等を開催する。
・貸室事業：展示室では、個展、グループ展会場として貸し展示室を実施。クラフトホールでは、発表会、
研修、講演会等会場として貸しホールを実施。
・収集展示事業：創造空間「遊」や展示室を利用して、長吉長原地域の埋蔵文化財（土器など）大阪の伝
統芸能（河内木綿、大阪欄間、浪速錫器等）の常設展示や、講師・指導者等の作品発表会や企画展示
等を実施。
・情報発信事業：ホームページでの情報発信、出張体験教室等のイベントによる広報を実施。
・その他の事業：施設外での出前講座、出張体験等、ネットワークを活かした事業、地元と共催による交
流イベント等、大学・企業との連携事業を実施。
・こどもからおとなまで安心して学びに取り組めるよう、新型コロナウイルス感染予防対策を徹底のうえ、
各種事業を実施。
《令和３年度利用実績（年間利用者数等）》　　※新型コロナウイルスのの感染拡大防止のため1期講座
は令和３年４月２５日より臨時休講
  　３３，４０４人

228 大阪城音楽堂 教育委員会事務局 生涯学習担当
https://osakacastlep
ark.jp/ongakudo/

大阪城音楽堂
《電話》06-6947-1197
《Fax》06-6947-5731

市民の情操教育及びレクリエー
ション運動の普及向上を図るた
め、音楽の演奏その他の行事を行
うことを目的として設置された施設
で、音響・照明設備を備え、音楽、
講演会など各種の催しに広く利用
されている野外施設です。

《設置目的》　　　　設置の根拠となる法律・条例：大阪市立音楽堂条例
《設置年月日》　　 昭和５７年５月開館
《開館時間、休館日》
　　開館時間：午前９時３０分～午後９時
　　休館日　：毎週月曜日（祝日の場合は翌日以降の最初の平日）、
　　年末年始（１２月２８日～１月４日）
《施設概要》
延床面積：931.7㎡
施設概要：1F 舞台、2Ｆ リハーサル室・楽屋、調音調光室
客席（椅子席1,945席、芝生席約1,000席）

―

《実施事業の概要》
 　大阪城音楽堂の設置目的に沿い、広く市民に開放された音楽イベント施設として、教育委員会主催事
業の他、音楽・講演会等の各種催しに利用された。

《令和３年度利用実績》
　利用件数：101件
　利用者数50,636人

オ　ICT等さまざまなツールを活用した情報発信と学習機会の拡充

https://www.city.osa
ka.lg.jp/kikikanrishits
u/index.html

https://www.city.osa
ka.lg.jp/shimin/page/
0000370272.html

229
中央図書館
及び
地域図書館

災害に強いまちづくり・安全で安心
して暮らせるまちづくりを推進し、
市民一人ひとりの防災や防犯に対
する意識の高揚を図るため、各種
リーフレット等やホームページを用
いて情報提供を行っています。

①市民・事業者等への防災・減災の情報発信
１）市民防災マニュアルの配布
自主防災組織力の向上を図るため、日頃から地域ぐるみで防災や減災の取組みに役立つ「市民防災マニュアル」（Ａ４、
36ページ、カラー）を平成27年3月に市内全世帯へ配布済。平成27年度以降は新たに市内へ転入した世帯へ配布した。ま
た、マニュアルについては危機管理室ホームページに掲載するとともに、必要に応じて危機管理室及び各区役所にて配
布している。令和元年度には、避難情報の見直しに伴う内容の変更などを反映するために改訂を行った。令和2年度には
翻訳版（英語・中国語・韓国語）を危機管理室ホームページに掲載した。
２）「津波・水害から命を守るために」水害ハザードマップの配布
河川や下水道で想定している以上の大雨が降った場合や南海トラフ巨大地震や東南海・南海地震による津波が発生した
場合に浸水が想定される区域と、避難場所、避難の方法等について掲載し、区別に作成。区役所区民情報コーナー、大
阪市役所危機管理室にて配布（Ａ４×６面、２つ折＋巻き３つ折、カラー）。また、危機管理室ホームページに掲載。さら
に、よりわかりやすい啓発情報の提供に向けて、データの作成を行った。
②「大阪市安全ガイドブック」の発行
ひったくりをはじめとする身近な犯罪の被害にあわないための知識の普及・啓発（Ａ５、中綴12ページ、カラー、9,330部発
行）について、区役所、サービスカウンターで配布。
③ 危機管理室ホームページの更新、管理運営

大阪市立中央図書館
利用サービス担当　サー
ビス企画
《電話》06-6539-3300
《Fax》06-6539-3335

災害に強いまちづくり・安全で安心して暮らせるまちづくりを推進し、市民
一人ひとりの防災や防犯に対する意識の高揚を図るため、各種リーフレッ
ト等やホームページを用いて情報提供を行う。

今後とも市民一人ひとりの防災・防犯意識の高揚と防
災・防犯運動の推進を図るため、市民に情報を提供し
ていく。

大阪市立図書館は、西区の中央
図書館と、西区以外の各区にひと
つずつの地域図書館を合わせて
合計２４館あります。大阪市のす
べての図書館は、力をあわせてあ
なたのお役に立てるよう努めてい
ます。

《設置目的》
「図書館は、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に
供し、その教養、調査研究等に資することを目的とする。」(「大阪市立図書館条例」)

《開館時間、休館日》
○中央図書館
開館時間：（月～金）午前９時１５分～午後８時３０分（第１・第３木曜日は休館）、
                （土・日、祝・休）午前９時１５分～午後５時
休館日　：毎月第１・第３木曜日（祝・休日は開館）、年末年始、蔵書点検期間

○地域図書館
開館時間：（火～金）午前１０時～午後７時、
　　　　　　　（土・日、祝・休、7/21～8/31の月曜日）午前１０時～午後５時
休館日　：月曜日、毎月第３木曜日（祝・休日,7/21～8/31の月曜日は開館）、
　　　　　　年末年始、蔵書点検期間

《施設概要》
館名〔所在地〕《延床面積（㎡）》（設置年月日）
・中央　 〔西区北堀江４－３－２〕《３４,５３２.８６》（昭和３６年１１月１日）
・北 　　 〔北区本庄東３－８－２ 〕《６１０.６６ 》（昭和５９年８月２１日）
・都島   〔都島区中野町２－１６－２５〕《６６２.０１》（昭和５３年７月５日）
・福島   〔福島区吉野３－１７－２３〕《６６７.６８》（昭和６２年５月２６日）
・此花　 〔此花区四貫島１－１－１８〕《８３２.６４》（昭和５２年１１月１日）
・島之内〔中央区島之内２－１２－３１〕《８７２.１９》（平成元年９月１９日）
・港      〔港区弁天２－１－５〕《５９８.６３》（昭和５７年５月７日）
・大正   〔大正区千島２－６－１５ 〕《６４４.４４》（昭和６１年５月７日）
・天王寺〔天王寺区上之宮町４－４７〕《１,１３８.００》（昭和６０年４月１３日）
・浪速 　〔浪速区敷津西１－５－２３ 〕《６０６.３６》（昭和５９年４月２５日）
・西淀川〔西淀川区御幣島１－２－１０〕《１,４９９.０６》（昭和４７年７月１４日）
・淀川   〔淀川区新北野１－１０－１４〕《６２０.８６》（昭和５８年１０月２１日）
・東淀川〔東淀川区東淡路１－４－５３〕《１,２０８.５３》（昭和５５年４月２３日）
・東成   〔東成区大今里西３－２－１７〕《１５０１.８４》（昭和５１年６月１日）
・生野 　〔生野区勝山南４－７－１１〕《８９３.８１》（昭和５６年５月２０日）
・旭      〔旭区中宮１－１１－１４ 〕《１,４７９.９９》（昭和５０年４月２２日）
・城東   〔城東区中央３－５－４５〕《１,２７９.６５》（昭和４８年７月１３日）
・鶴見   〔鶴見区横堤５－３－１５〕《１,４７２.５７》（昭和５１年１２月１５日）
・阿倍野〔阿倍野区阿倍野筋４－１９－１１８〕《１,４６６.８３》（昭和５０年１０月２１日）
・住之江〔住之江区南加賀屋３－１－２０〕《７８８.５３》（昭和５２年１１月１日）
・住吉   〔住吉区南住吉３－１５－５７〕《１,６６７.３１》（昭和５７年１０月７日）
・東住吉〔東住吉区東田辺２－１１－２８〕《６２９.５９》（昭和５４年１月１７日）
・平野 　〔平野区平野東１－８－２〕《１,５９９.４３》（昭和４７年７月１日）
・西成   〔西成区岸里１－１－５０〕《６０７.２２》（昭和６０年３月１５日）

―

230 危機管理・防災・安全なまちづくりに関する情報の提供
危機管理室

市民局
―

危機管理室危機管理課
《電話》06-6208-7388
《Fax》 06-6202-3776

市民局区政支援室地域
安全担当
《電話》06-6208-7317
《Fax》 06-6202-7555

教育委員会事務局 中央図書館
https://www.oml.city
.osaka.lg.jp/

(1) 図書館資料の収集整理
     図書（年間約１３０,０００冊）と雑誌その他の資料の収集整理。検索用データの整備等。
(2) 利用サービス事業
   ①資料の閲覧及び貸出
        図書館資料の館内閲覧、貸出をはじめ読書相談等のサービス。
   ②調査相談業務
       利用者からの調査相談に応えられるよう資料の整備に努めるとともに、
       資料に基づき様々な調査相談に応じている。
   ③情報提供
       市立図書館全館のオンラインシステムとインターネット技術を活用した
       情報提供サービス。
　 ④地域の読書環境整備事業
　　　幼稚園や保育所等の子育て支援施設および高齢者福祉施設等を対象に施設貸出用図書の貸出や読書支援ボラン
ティアによる読み聞かせ・紙芝居等の実施、またボランティア講座を開催し読書支援ボランティアを養成している。
   ⑤子どもの読書普及事業
      学校、保健福祉センター、保育所等他施設との連携を図るとともに、図書館事業の豊
      富化により、子どもの図書館利用を促進し、読書活動への意欲を高める。
   ⑥その他の事業
      障がい者サービス、外国資料コーナーの充実・利用促進、ビジネス支援、
      読書普及のための行事、展示等の事業を実施。
(3) 市史編纂事業
     平成8年に完結した「新修大阪市史」（本文編全１０巻）を史料で裏付け補完する「史料編」
     を編集、刊行している。また、研究論文等を掲載する市史紀要「大阪の歴史」、分量的に
　　 まとまった史料を翻刻し紹介する「大阪市史史料」、市民に大阪の歴史に理解と関心を
　　 もってもらうため、歴史上の事件等を平易・簡潔に紹介した「編纂所だより」(年2回)を発行。
　　 図書館事業での展示の実施や講座・講演に講師を派遣している。

《令和３年度利用実績（年間利用者数等）》    令和3年度年報参照

https://www.kidsplaza.or.jp/
https://www.kidsplaza.or.jp/
https://www.craftpark.net/
https://www.craftpark.net/
https://osakacastlepark.jp/ongakudo/
https://osakacastlepark.jp/ongakudo/
https://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/index.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/index.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/index.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000370272.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000370272.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000370272.html
https://www.oml.city.osaka.lg.jp/
https://www.oml.city.osaka.lg.jp/


231 インターネット等による情報発信事業 経済戦略局 観光施策担当
http://www.osaka-
info.jp/jp/
（大阪観光局）

大阪観光局
情報発信担当
《電話》０６－６２８２－５９０９

経済戦略局観光部観光課
観光施策担当
《電話》０６－６４６９－５１５６
《FAX》０６－６４６９－３８９６

ホームページ「ＯＳＡＫＡ－ＩＮＦＯ」
の管理運営や携帯サイト、メール
マガジン、TwitterやFacebookなど
ＳＮＳを活用した観光情報の発信

大阪へのより一層の集客をはかるためには数ある観光地の中から大阪を
選択してもらうことが必要であることから、直接集客につながる情報を積
極的に発信する。

より一層幅広く詳細な情報提供を求める多様なユー
ザーのニーズに応えるよう的確かつ迅速な情報発信
の充実に努める。

○事業内容
６言語対応（日本語、英語、中国語（繁体字・簡体字）、韓国語、タイ語）のホームページ「ＯＳＡＫＡ－ＩＮＦ
Ｏ」の管理運営や携帯サイト、メールマガジンによる情報発信、TwitterやFacebookなどＳＮＳを活用した
観光情報の発信

○令和３年度実績
ホームページ「ＯＳＡＫＡ－ＩＮＦＯ」
ページビュー数（６言語）： 34,420,825(前年度比：約７１パーセント)

232 オーパス・スポーツ施設情報システム 経済戦略局 スポーツ課
https://www.opas.jp
/osakashi/

大阪市スポ-ツ総合情報
センター
《電話》06-6691-2711
《Fax》06-6691-2940

各種スポーツ情報の収集や施設
の利用予約ができます。
大阪府と府下17市町村が共同運
営するオーパス・スポーツ施設情
報システムに平成25年4月から完
全移行しました。

市内の各スポーツ施設をネットワーク化し、インターネット、携帯ウェブ、電
話や公共施設に設置する街頭端末などを利用して、スポーツ施設の利用
予約を行い、また、スポーツ施設・スポーツ教室・イベント等の情報を提供
する。システムは24時間稼働し、利用者の利便性の向上を図る。

―

　　・スポーツ施設の利用申込み・予約等
　　・スポーツ施設情報案内
　　・各施設でのスポーツ教室・大阪市主催のスポーツ大会の案内等

大阪府と府下17市町が運営するオーパス・スポーツ施設情報システムに平成25年4月1日から完全移行
した。

233 市民情報プラザ 総務局
行政課（情報公開グルー
プ）

http://www.city.osak
a.lg.jp/somu/page/0
000440457.html

総務局　市民情報プラザ
《電話》06-6208-8100
《Fax》06-6227-4033

市民情報プラザは、大阪市の市政情報
を広く提供するために設けられました。
市政に関する冊子・地図などの刊行物を
自由に閲覧することができ、刊行物の販
売や案内も行っています。また、広報ビ
デオなどの視聴ができます。

平成21年4月に行政資料センターとハウ情報コーナーを統合し、市民にわ
かりやすい情報発信を行うため設置された。

運営については、本市の厳しい財政状況を考慮し、民間事業
者を活用して、歳出経費を削減しつつ市民サービスの向上を
図るため、平成22年度より民間委託を行い、経費の削減を図っ
た。
引き続き、市民情報プラザにおける経費削減とより良いサービ
スの提供に努めたい。

・　市政情報の提供　・・・　大阪市で配布されているチラシ・パンフレットを取り揃え、ワンストップで市民
に情報提供できるよう資料を充実、最新の行政資料をわかりやすく提供、有償刊行物の販売を実施、市
内各地の地理・交通機関などの案内　など
・　情報発信機能　・・・　本市作成のビデオを閲覧できるスペースを開設し、各所属が制作した映像情報
を市民に提供　など

234
消費生活情報の提供
及び啓発事業

市民局 消費者センター
https://www.city.osa
ka.lg.jp/lnet/

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

複雑・多様化する消費者問題に的
確に対応し「自立した消費者」を育
成するため、消費生活情報の提供
を行います。

消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現
に寄与することを目的とし、消費者安全の確保のために必要な情報を収
集し、電子ビラや啓発パンフレット等により効果的な消費生活情報の提供
を行う。
根拠となる法令・条例等：消費者安全法、大阪市消費者保護条例

より効果的に消費者教育を行うため、引き続き、ニー
ズの動向や利用者の意見等の把握に努め、より効果
的な情報を提供する。

（１）電子ビラによる情報発信
　　　　①内容・形態：相談事例や最新の注意情報等を電子ビラ「エルちゃんのトラブルバイバイ♪ニュース」で配信
　　　　　　　　　　　　　し注意喚起。
　　　　②実　　　績：配信回数　年6回
　　　　③配  信  先:区役所、区地域包括支援センター、介護施設など237箇所
（２）生活情報誌「くらしすと」の発行　（府市連携事業）
　　　　①内容・形態：タイムリーな消費生活情報の提供と講座やイベント等広く市民に広報する情報誌の発行。
　　　　　　　　　　　　　（令和元年度より電子媒体としてホームページ上の掲載及び配信のみ）
　　　　②実　　　績 ：配信回数　年４回
　　　　③配　信　先：区役所、区地域包括支援センター、介護施設など211箇所
（３）消費啓発パンフレットの発行
　　　　①内容・形態： 対象とする年代に分け「若年者向け」「一般向け」「高齢者向け」の３種類を作成し、
　　　　　　　　　　　　　消費者トラブルの事例紹介やその対処方法、各種相談窓口などを掲載した啓発パンフレット
　　　　　　　　　　　　　の発行。
　　　　②実　　　績 ：　「若年者向け」28,000部、「一般向け」3,000部、「高齢者向け」7,000部
　　　　③配　布　先：　「若年者向け」は市内の中学・高等学校に、「一般向け」高齢者向け」は各種講座開催時に
　　　　　　　　　　　　　配布
（４）講演会（府市連携事業）
　　　　①内容・形態：　府民・市民を対象に消費者問題により関心を持っていただくことを目的として、消費生活に
　　　　　 関わる啓発講座を開催（YouTubeにて限定配信）
　　　　②実　　　績：　　開催1回

235 防火防災広報 消防局 予防課
http://www.city.osak
a.lg.jp/shobo/index.h
tml

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

市民一人ひとりの防火・防災につ
いての正しい知識、技能の向上に
努めるとともに、各種行事を通じ
て、自主防火・防災意識の普及啓
発に努めています。

市民一人ひとりの防火・防災についての正しい知識、技能の向上に努め
るとともに、各種行事を通じて、自主防火・防災意識の普及啓発に努め
る。

火災、地震等の災害発生時における地域での活動支
援体制を充実強化するとともに、市民への防火・防災
意識の高揚と防災知識・技術の向上を図るため、市
民防災研修推進プランに基づく研修を実施し、さらに
「地域防災力の向上」と「自主防災体制の確立」に向
け邁進し、災害に強いまちづくりに努める。

　　1．幼年期における防火意識の啓発を推進するため、市内全幼稚園、保育所の５歳児に対し、防火絵本を作成し、配
布を行い防火啓発を推進する。
　　2．児童に対する防火・防災意識を啓発するため、小学校3年生向けに教科書の副読本として「大阪市の消防」を作成
し、配布する。
　　3．市民防災研修推進プランに基づき、青少年層に対する防災研修の推進を図るため中学生用「私たちの防火・防災
ハンドブック」を作成し、中学１年生（全中学校）に配布する。
　　4．中学生に対する可搬式ポンプ操作要領の指導を通じ、防火防災意識の啓発を推進する。
　　5．住宅防火などの推進を図るため、区民ホールや地域の集会所、消防署で住宅用防災機器等の展示、119番通報訓
練や公園等での初期消火訓練を推進する。
　　6．市民防災学習用資器材を活用し、市民が集まる機会をとらえて、防火防災に関する知識・技術の普及啓発を図る。
　　7．１月26日の文化財防火デーに合わせ、この日を中心に、市民の文化財に対する防火意識の啓発を推進する。
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生涯学習情報提供システム
（いちょうネット）の運用

教育委員会事務局 生涯学習担当

https://www.manabi.
city.osaka.lg.jp/www/
toppage/0000000000
000/APM03000.html

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

多様化・高度化する市民の生涯学
習ニーズに応えるため、インター
ネットを活用し、大阪市の生涯学
習に関する様々な情報を提供する
とともに、講座・イベントの申込や
施設の予約申込・空き状況の確認
をオンラインで行えるサービスを提
供しています。

多様化・高度化する生涯学習へのニーズに応え、各インターネットを活用
し、市民が必要とする生涯学習情報の提供や市民学習センター等の空室
予約や講座・イベントの申込が可能なシステムを整備している。平成2７年
３月に、システムをリニューアルした。

市民ニーズの把握や満足度調査を実施し、検索機能
の強化や情報の提供方法の工夫を図り、市民の立場
に立った情報提供に努め、市民サービスの向上と生
涯学習の振興に寄与する。

《事業の概要》
○システムの概要：
・生涯学習関連の事業・施設・人材・教材などの情報をインターネットを通じて体系的に提供する。（学習テーマやキーワー
ドによる検索も可能）
・施設、事業予約システムにおいては、インターネットを通じて、生涯学習関連施設の空室状況の確認および各種講座・イ
ベント事業の申込みができる。
・各施設においては、システムによる生涯学習情報の一元的な提供により、職員の学習相談業務や事業企画・統計管理
などの業務を支援する。
○令和３年度実績：アクセス件数　115,378件
○業務利用拠点：総合生涯学習センター、市民学習センター(2館）、クラフトパーク、こども文化センター、中央公会堂、区
役所（24区）等

237 生涯学習情報誌「いちょう並木」の発行 教育委員会事務局 生涯学習担当 ―
総合生涯学習センター
《電話》06-6345-5000
《Fax》06-6345-5019

大阪市および市関係施設の生涯
学習情報や博物館等の展示紹
介、大阪市の歴史や文化に関する
記事を紙面で市民に提供。

大阪市および市関係施設の生涯学習情報や博物館・美術館等の展示紹
介、大阪市の歴史や文化に関する記事など、市民の生涯学習につながる
幅広い情報をわかりやすくまとめて紙面で提供する。

「生涯学習大阪計画」に基づき、情報の発信、学習機
会の提供を行う。

令和３年度実績
「いちょう並木」の発行
・発行部数等：毎月10日に25,000部、年11回発行（A4判・24ページ、12・1月併号は32ページ、オンライン
マガジン作成）
・設置場所：区役所、公共施設、ＯｓａｋａＭｅｔｒｏ主要駅など400か所

238 図書館情報ネットワークシステム事業 教育委員会事務局 中央図書館
https://www.oml.city
.osaka.lg.jp/

大阪市立中央図書館企
画・情報担当
《電話》06-6539-3325
《Fax》06-6539-3337

市立中央図書館ほか23館全館を
オンラインで結ぶ、図書館業務全
般にわたる基盤システムです。
図書館のホームページからは、蔵
書の予約や、利用状況の確認をし
ていただけます。また、電子資料
（電子書籍・データベース・デジタ
ルアーカイブ）や他機関資料が一
括検索できるなど、市民の方が、
課題解決に必要な情報に、より速
く、効率的にアクセスすることが可
能となるように努めています。

市民が必要な情報をいつでもどこでも入手できるように市立図書館全館
のオンラインシステムを整備・拡充し、他都市の図書館システムとの連
携、並びにインターネット技術を活用し情報提供サービスの拡充を図る。
（平成2年10月『大阪市総合計画２１』で広域的な図書館情報ネットワーク
システムの構築について指摘。平成2年度より開発開始、順次機器導入
開始。）

継続して実施する。

《事業の概要》
・平成8年　　　   図書館情報ネットワークシステム本稼動
・平成13年5月   図書館情報ネットワークシステム再構築、インターネットでの蔵書検索・貸出予約・
　　　　　　　　　　 音声応答サービス・イメージ情報データベースのホームページ公開・事業参加申込機能の追加
                        などの新サービスを順次展開
・平成19年1月　 図書館情報ネットワークシステム機種更新・音声応答サービスのシステム再構築
・平成19年4月　 利用者用情報検索端末での商用データベース提供拡充
・平成24年1月　 電子書籍サービス提供開始
・平成26年1月   図書館情報ネットワークシステム再構築・イメージ情報をデジタルアーカイブとしてリニューアル
　　　　　　　　　　 音楽配信サービス、メールマガジン、新着おしらせメール配信開始
　　　　　　　　　　 他機関所蔵資料の横断検索・各種データベースとの統合検索が可能な「次世代OPAC」機能の提供
                       を開始
・平成29年3月　デジタルアーカイブ画像オープンデータ公開
・平成29年6月　「『大阪市ICT戦略』に沿った図書館の今後のあり方」を策定
・令和 2年1月   図書館情報ネットワークシステム機種更新
・令和 3年7月　デジタルアーカイブとジャパンサーチの連携開始
《令和3年度実績）》
   電子図書館機能利用件数　　　　　　　　 　505,066件（令和3年度目標25万件）
   インターネットアクセス件数（トップページ)　10,148,426件（前年度比0.9％増）
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