
令和２年度
「第三次東大阪市生涯学習推進計画」に基づく体系別集計

（１）計画に基づく関連施策の体系別予算・決算（Ｒ２年度・Ｒ３年度）

基
本
視
点

基本目標 施策のポイント
R2年度
事業数

R2年度
予算額
（千円）

R2年度
決算額
（千円）

R3年度
予算額
（千円）

（１）学習情報提供と学習相談 12 126,133 116,334 122,084

（２）学習施設の整備と活用 24 2,701,448 2,640,371 3,415,248

（３）学習支援の体制整備 28 1,001,374 788,396 1,043,263

小計 64 3,828,955 3,545,101 4,580,595

（１）ライフステージに応じた生涯学習 42 388,728 352,199 568,971

（２）個人の目的に応じた生涯学習 2 4,981 1,953 4,589

（３）キャリア形成のための生涯学習 8 50,452 47,449 58,682

（４）人材の発掘と育成 9 16,245 12,860 10,074

小計 61 460,406 414,461 642,316

（１）テーマ別の生涯学習 47 399,454 367,025 401,766

（２）学校・家庭や地域活動への支援 31 999,355 912,499 1,041,588

（３）学習の評価と活用 3 6,213 6,213 6,213

小計 81 1,405,022 1,285,737 1,449,567

206 5,694,383 5,245,299 6,672,478合計

ま
な
び
づ
く
り

１．
市民の誰もがい
つでもどこでも楽
しく学べる生涯学
習

ひ
と
づ
く
り

２．
市民の誰もが健
康で心豊かな暮
らしや充実した人
生が送れる生涯
学習

ま
ち
づ
く
り

３．
市民の誰もが自
分のまちに誇りと
愛着がもてる生
涯学習

12

24

28

42

2

8

9

47

31

3

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

（１）学習情報提供と学習相談

（２）学習施設の整備と活用

（３）学習支援の体制整備

（１）ライフステージに応じた生涯学習

（２）個人の目的に応じた生涯学習

（３）キャリア形成のための生涯学習

（４）人材の発掘と育成

（１）テーマ別の生涯学習

（２）学校・家庭や地域活動への支援

（３）学習の評価と活用

ま
な
び
づ
く
り

ひ
と
づ
く
り

ま
ち
づ
く
り

R2年度 事業数

-1-

資料３



（２）計画に基づく令和２年度関連施策の体系別事業対象者

高
齢
者

障
害
者

外
国
人

男
性

女
性

（１）学習情報提供と学習相談 6 9 12 1 1 1 1 1
（２）学習施設の整備と活用 13 15 18 4 4 4 4 4
（３）学習支援の体制整備 11 6 18 0 8 0 0 0

小計 30 30 48 5 13 5 5 5
（１）ライフステージに応じた生涯学習 9 17 33 24 0 0 0 0
（２）個人の目的に応じた生涯学習 0 1 2 0 0 0 0 0
（３）キャリア形成のための生涯学習 0 0 8 3 0 0 0 0
（４）人材の発掘と育成 3 3 8 1 1 5 1 1

小計 12 21 51 28 1 5 1 1
（１）テーマ別の生涯学習 16 37 39 2 1 1 1 1
（２）学校・家庭や地域活動への支援 9 18 19 1 1 1 1 1
（３）学習の評価と活用 1 2 3 0 0 0 0 0

小計 26 57 61 3 2 2 2 2

68 108 160 36 16 12 8 8
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令和2年度　講座・イベント実施状況

（１）ジャンル別　件数及び参加人数

ジャンル 件数 参加人数 件数 参加人数 講座内容

スポーツ・レクリエーション 158 76,767 95 32,662 ◎各種スポーツ教室や娯楽的なイベント。
　（水泳教室、バドミントン教室、キャンプ）

教養・キャリア 100 12,120 58 5,781 ◎教養を深め、キャリアアップにつながる講座。
　（珠算教室、外国語講座、習字教室）

趣味 87 57,277 72 10,796 ◎趣味を楽しむ講座。
　（カラオケ教室、映画鑑賞、高齢者生きがい教室）

教育・子育て 112 55,793 75 16,669 ◎教育の一環として行う講座や子育て支援。
　（よみきかせや紙芝居、教職員研修、世代間交流）

くらし・健康 63 73,777 37 17,135
◎防災・福祉・消費生活や、健康増進の講座。
　（防災訓練、食育キャンペーン、リハビリ教室）

歴史・文学 51 31,062 34 21,800 ◎歴史・文学の講演会や体験講座。
　（歴史講演会、古代体験まつり）

人権・平和・男女共同参画 38 43,466 31 27,565 ◎人権に関るイベントや展覧会。
　（国際識字デー、識字展、よみかき教室、平和のつどい）

文化国際・芸術 52 47,018 29 19,488 ◎文化芸術の普及・発展になる講座や展覧会。
　（国際交流フェスティバル、東大阪市民文化祭）

その他 1 2,400 1 2,400 ◎上記に属さないもの。
　（成人祭）

合計 662 399,680 432 154,296

(808,680) (154,296) ←「東大阪市民ふれあい祭り」の参加人数を含む合計。
  R1年度　409,000人　  R2年度　ふれあい祭り中止

令和2年度令和元年度
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講座・イベント参加者数の推移（平成30年度～令和2年度）
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※令和元年度・令和2年度共に新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため中止と

なった講座・イベントがあり、件数や参加

人数に影響を与えています。
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（２）講座・イベントの実施体制

（３）講座・イベントの周知方法

（４）市ウェブサイト内の「まなび・スポーツ」アクセス件数（H29年～R2年）
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令和２年度

第三次東大阪市生涯学習推進計画に基づく施策の取り組み状況

まなびづくり

1.市民の誰もがいつでもどこでも楽しく学べる生涯学習

（１）学習情報提供と学習相談

◆学習支援サイトを構築します

事業番号 事業名 所属(R2) 所属(R3) 事業概要 令和２年度取組み状況・課題・今後の方向性など

1111 学習支援サイト 社会教育課

生涯学習に関する情報を一元化
し、多彩なプログラムの中から学び
たい情報へ簡単にアクセスできる
システムを、市ウェブサイトに組み
込む。

市ウェブサイト内に”まなび”に関する情報
を集約し、自宅のパソコンからも学びたい
情報を簡単に検索できる学習支援サイト
「まなび・スポーツ」を立ち上げているが、引
き続き、より多くの市民により多くの情報を
提供できるように努め、市民の誰もがいつ
でもどこでも楽しく学べる生涯学習を推進
する。

（２）学習施設の整備と活用

◆図書館利用者へのサービスをすすめます

事業番号 事業名 所属(R2) 所属(R3) 事業概要 令和２年度取組み状況・課題・今後の方向性など

1213
図書館運営事業
(開館時間延長)

社会教育課
（市立図書
館）

市立図書館では平成28年4月より指
定管理者制度を導入。図書館開館
時間の延長・祝休日開館など開館
時間拡大を行い、図書館利用者へ
サービス提供時間の拡充を図る。

令和2年度開館日数及び開館時間
・永和図書館　316日　9時から21時
・花園図書館　271日　9時から21時
・四条図書館　275日　9時から21時
・大蓮分室　　 125日　9時から17時
・石切分室　　　86日　9時から17時

1214
図書館運営事業
(インターネット予約
等サービス)

社会教育課
（市立図書
館）

平成22年6月1日より、家庭からイン
ターネットを介して本の予約及び自
分の貸出資料の状況確認もできるイ
ンターネットサービス（蔵書予約等）
の実施により、図書サービスの拡大
を図る。

インターネット蔵書予約等サービスの実施。
Ｗｅｂ予約数（平成22年6月1日より開始）
・平成30年度　288,554件
・令和元年度　260,643件
・令和2年度　　434,467件

平成28年度より、指定管理者制度を導入し、
インターネットを介した予約サービスを20冊か
ら50冊へ拡大した。今後についても、引き続
きサービス向上に努めていく。

◆施設情報の一元化をすすめます

事業番号 事業名 所属(R2) 所属(R3) 事業概要 令和２年度取組み状況・課題・今後の方向性など

1226
オーパススポーツ施
設情報システム

市民スポーツ
支援課

電話・パソコンやスマートフォンから、
いつでもスポーツ施設の利用申込
や空き情報の確認ができるよう施設
管理の一元化を行っている。また抽
選も自動的に行い、利用料金も口座
振替にするなど、効率的な運用をす
すめている。

システム操作時における個人情報の取扱い
には、特に注意して業務にあたっている。ま
た、平成29年1月にASPサービス契約が終了
となったため、引き続き継続契約を行った。令
和元年７月３１日にオーパス・スポーツ施設情
報システム用機器の賃貸借契約が終了した。
街頭端末機１１台の利用を終了し、９台の業
務用端末機の５年の賃貸借契約を締結した。
また、令和２年３月に、荒本青少年運動広
場、及び長瀬青少年運動広場の２施設を
オーパス・スポーツ施設情報システムに組み
込むため、システムの改修と、２台の業務用
端末機の賃貸借契約を締結した。
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（３）学習支援の体制整備

◆学習支援を充実します

事業番号 事業名 所属(R2) 所属(R3) 事業概要 令和２年度取組み状況・課題・今後の方向性など

1331
東大阪市生涯学
習庁内推進本部・
幹事会の開催

社会教育課

生涯学習に関する施策を総合的か
つ効果的に推進するため、主に本
市課長級職員等を対象とした幹事
会を開催。

令和２年度は、推進本部・幹事会合同会議を
２回及び幹事会を３回（１回は書面開催）開催
し、主に令和３年度からの第四次生涯学習推
進計画の策定に向けて、全庁的・総合的な生
涯学習の推進を図るため、庁内に向けての協
力を呼び掛けた。また、計画策定に係る市民
アンケート調査や骨子案等を提示し意見を集
約ながら生涯学習の施策を新たな計画に反
映し、令和３年３月に、第四次東大阪市生涯
学習推進計画【2021年度～2030年度】を策
定した。
今後は令和３年度から令和12年度までの10
年間の進行管理を行っていく。
各所属のイベントを「まなび・スポーツ」サイト
へ積極的に掲載するよう、引き続き情報提供
を呼び掛けを行った。
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ひとづくり
2.市民の誰もが健康で心豊かな暮らしや充実した人生が送れる生涯学習

（１）ライフステージに応じた生涯学習

◆乳幼児期に応じた生涯学習をすすめます

事業番号 事業名 所属(R2) 所属(R3) 事業概要 令和２年度取組み状況・課題・今後の方向性など

1318
育児相談事業
（公立分）

施設給付課

公立保育所,こども園が在宅で子育
て中の家庭を対象に、電話相談、育
児支援すくすく教室事業、赤ちゃん
タイム、園庭開放などのとりくみの中
で相談支援を実施。

各園の子育て支援担当者（再任用職員）が担
当。
園庭開放や赤ちゃんタイム等、中身も充実し
てきている。
園内だけでなく、おでかけをして遊びの交流
や育児相談に応じている。
※ただし、令和2年度は、コロナウィルス感染
症拡大防止の為、年間通して実施に至らな
かった。電話相談のみの対応となった。再開
を待つ問い合わせもあった。

2135
ブックスタート事
業

社会教育課
（市立図書
館）

ブックスタートは、絵本を介して親子
が心ふれあうひとときを持つきっかけ
をつくるものである。乳幼児健康診
断を利用して絵本等を渡し、ボラン
ティアの方及び図書館職員等が読
み聞かせを行う。

令和2年度については、新型コロナウイルスの
影響により事業中止となったが、絵本のみ対
象者へ配布。
【令和2年度】　絵本配布冊数　3,286冊
【令和元年度（参考）】
全77回　3保健センター
※3月は新型コロナウイルスの影響で中止
絵本配布冊数　3,200冊

配布するブックスタートパックの中に絵本と一
緒に図書館行事案内や利用申込書を同封す
ることで、読み聞かせへの興味や図書館行事
への参加等、図書館へ来館するきっかけにつ
なげた。

◆青少年期に応じた生涯学習をすすめます

事業番号 事業名 所属(R2) 所属(R3) 事業概要 令和２年度取組み状況・課題・今後の方向性など

2101
英語教育推進事
業

学校教育推
進室

各学校に外国語指導助手を派遣
し、教職員とのティームティーチング
を通じてコミュニケーション能力の育
成と児童生徒の異文化理解の育成
を図る。

《取組状況》
市立学校園に派遣したALTと教員が合同で
授業を行い、児童生徒のコミュニケーション能
力及び異文化理解の向上をはかった。アン
ケート結果から、コミュニケーションを図ろうと
する意欲の向上がみられる。

《課題》
意欲の向上は見られるが、大阪府チャレンジ
テスト等の結果においては課題が見られる。

《今後の方向性》
学んだ英語を活用する機会を設け、さらなる
学習意欲の向上につなげる。

2141
学びのトライアル事
業

学校教育推
進室

平成21～24年度に実施した「学力
向上対策学校支援事業」の成果と
課題を踏まえ、平成25年度に事業を
開始。生涯学習にもつながる「自ら
学ぶ力」を育成することを目的に、学
校図書館整備をはじめとする学びの
環境づくりや家庭学習をはじめとす
る学習習慣づくり、そして子どもたち
が積極的に学ぼうとする授業づくり、
幼小中高のつながりを意識した学習
活動など、学力向上につながる様々
な取組みを行う。

《取組み状況》
児童生徒の学力向上に向け、学校園の組織
的な取組みの推進、タブレット端末をはじめと
した学びの環境整備、経年調査実施により小
学校で個に応じたきめ細かな指導を行った。

《課題》
全国学力学習状況調査において、全国に比
べて平均正答率に開きがあり、特に記述式の
問題に対して課題がある。

《今後の方向性》
タブレット等ICT機器の効果的な活用をすす
め、学力向上をはかる。
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2109
小中学校における
体験学習（職業体
験）

学校教育推
進室

子どもの「生き方」にかかる、職業観・
勤労観を育成するために、小学校で
は、商業に結びつくキッズマートや
米づくりなどの体験学習、工場など
の社会見学、職業人からの聞き取り
学習を行う。中学校では、職業調
べ、さまざまな職業人の話を聞く学
習（キャリアデイ）、実際の事業所で
の「職場体験学習」などを実施。
平成３０年度から先進的な研究に触
れ、生命・医学に対する関心を高め
ると共に、キャリア発達を促すことを
ねらいとして、大阪大学医学部体験
学習を実施。

＜取組状況＞
・小学校では、ものづくり体験教室に積極的
に取り組んだ。
・中学校では、新型コロナウイルス感染症のた
め、職業体験に参加することができたのは２
校にとどまった。
・大阪大学医学部体験学習も中止となった。
＜課題＞
・生徒が自分の進路を考える貴重な体験の時
間を確保するため、感染症対策に配慮した上
で職業体験ができるだけ実施できるよう協力
事業所へ依頼していく必要がある。
＜今後の方向性＞
職業観・勤労観を身につけさせるため、オンラ
インを活用しながら、体験の機会を確保して
いく。
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◆成人期に応じた生涯学習をすすめます

事業番号 事業名 所属(R2) 所属(R3) 事業概要 令和２年度取組み状況・課題・今後の方向性など

1225
労働福祉増進事
業

労働雇用政
策室

市内の中小零細企業に働く勤労者・
市民を対象にゆとりの時間、生活の
豊を実感し、健康、文化、教養、趣
味などを充実する講座、また勤労者
のｽｷﾙｱｯﾌﾟを図る講座を実施する。
（勤労市民センター委託料の一部を
財源としている。）

令和２年度はコロナの影響で中止したイベン
トが多かったが、一部７月より感染症対策をと
りながら再開した。今後も感染症対策をしなが
ら各種講座やイベントを通じて、勤労者の福
祉を増進し、勤労者・市民の多様なニーズに
応えられるように事業の目的や内容を見直
し、実施していく。

3125 健康づくり教室

保健所健康
づくり課
（東・中・西
保健セン
ター）

生活習慣病の予防、その他健康に
関する事項について、正しい知識の
普及と自らの健康の保持増進に努
めるという認識を持つことを目的とし
て、疾病別、健康増進、などの各種
健康づくり教室を実施｡

課題：壮年期からフレイル予防啓発を行い、
フレイルについての認知度を上げ、健康づく
りに取り組む機会を増やすこと。

◆高齢期に応じた生涯学習をすすめます

事業番号 事業名 所属(R2) 所属(R3) 事業概要 令和２年度取組み状況・課題・今後の方向性など

3137 介護予防事業
健康づくり課
（東・中・西保
健センター）

高齢者が介護を要する状態となるこ
とを予防するため、体力の維持・向
上、認知症予防、栄養改善等を目
的とした事業を展開している。また、
高齢者が生きがいをもって活動的な
生活を送ることを支援するため、地
域活動組織への支援・協力、ボラン
ティアの育成等をおこなっている。

緊急事態宣言下及びレッドステージにおいて
は、健康部では活動を中止し、解除後におい
ては感染拡大防止に配慮し新たな生活様式
に則って取り組みを行っている。教室等の中
止や縮小によりフレイル状態の増加や進行が
課題であり、教室の代替手段として、ケーブ
ルテレビ等での情報提供やICTの活用等を
行っていく。

2115
　～
 2117

2126
　～
 2131

趣味教養教室等
事業

高齢介護課
（八戸の里・
長瀬・荒本老
人ｾﾝﾀｰ）

高齢者が、趣味教養活動を通じて、
心豊かな生活と交流の輪を広げ、健
康や生きがいのある生活を促進す
る。

教養の向上やレクリエーションの場を提供を
することで、高齢者の健康維持や生きがいづ
くりを推進している。講師や会場の確保、多様
化するニーズへの対応が課題となるが、今後
も教室事業の内容を精査し、新規教室を企
画・実施していく。

2123
　～
 2125

シルバ－ボラン
ティア推進事業

高齢介護課
(高井田・五
条・角田総合
老人セン
ター）

シルバーボランティア活動者にボラ
ンティア活動の場を提供し、利用者
の交流を図るとともに、生きがいを
持って社会に貢献できる人材の育
成を行う。

高齢者のボランティア活動推進と拡充を図り、
地域活動への参加促進に努めた。一時、新
型コロナウイルス感染拡大防止の為、緊急事
態宣言発令のため休館の時期もあったが、そ
の後は感染予防に留意し開催した。次年度
は、特に介護予防ボランティア講座を開催し
新たなボランティアの育成を行い、新しい仲
間づくり等介護予防事業の実施を目指してい
く。

2132
シニア地域活動
実践塾 (元老人大
学 悠友塾)

高齢介護課
（角田総合老
人センター)

高齢者が健康でより豊かな生きがい
のある生活を送ることができるよう、
楽しく集い、学び、語らい、行動する
という機会と場を提供し、講座で得た
ものを身近な地域社会で役立てて
いき日常生活をより充実したものにし
ていくことを目的とする。

学んだことを生かし、地域社会に役立て、地
域活動を実践することで、生きがいを持てる。
令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、一部授業を割愛して授業時間を
短縮して開講した。

-9-



（２）個人の目的に応じた生涯学習

◆ニーズに対応した市民講座を提供します

事業番号 事業名 所属(R2) 所属(R3) 事業概要 令和２年度取組み状況・課題・今後の方向性など

2201 市民講座事業
社会教育セ
ンター

　社会教育センターでは、『社会教
育法』第22条第1号に基づき、毎年
度、定期講座として「東大阪市民講
座」を開設し、市民への学習機会の
提供に努めています。そして、本市
公民館組織の中央館として、生涯学
習は学習者が主体的に学ぶというこ
とを基本に、また、生涯学習活動が
特別な人のための特別な活動にな
らないように、幅広い年代層を対象
に実施していますが、同時に、市民
にとって開かれた市民講座の開催を
心がけ、そうした視点から、「市政だ
より」等で広く市民にＰＲしています。
内容としては、体操系の講座や人気
のパソコン教室の他、親子参加の企
画や定年退職後の団塊の世代向け
企画など、幅広い年代層の市民が
受講に際して親しみをもちやすい市
民講座開催を心がけています。
（なお、H29まで行っていた「青少年
女性センター教養講座事業」は青少
年女性センター閉館に伴い、整理す
る形でH30より本事業と統合した。）

市民講座については、市民が受講に際して
親しみやすい講座開催を心がけ、知識や教
養を得るばかりでなく、生活に心の豊かさを感
じてもらえるよう、趣味・娯楽・興味・健康と
いった市民の学習ニーズに幅広く応えていけ
るよう、講座内容の充実に腐心してきました。
しかし、現実的には、市民講座を受講してい
る市民は中高年者が多く、「生涯学習の推
進」という美名の下、講座内容も趣味・娯楽系
に傾斜している懸念があったことは否めませ
ん。
一個人の生涯学習活動における「生きがい」
という部分は、これからも大切にしていかなけ
ればなりませんが、将来的には、社会教育施
設の役割として、学習成果が市民の生活関係
や地域の相互活動に結びつく講座を企画し
ていくことも必要だと考えています。

（３）キャリア形成のための生涯学習

◆キャリアサポートをすすめます

事業番号 事業名 所属(R2) 所属(R3) 事業概要 令和２年度取組み状況・課題・今後の方向性など

2301
異業種交流促進
事業

モノづくり支
援室

市内の異業種交流グループ間の情
報交換や交流を図る目的で結成さ
れた東大阪市異業種交流グループ
連絡協議会の活動を支援することに
より本市産業の活性化を図るもの。

市内異業種交流グループ12団体のネットワー
ク形成を促進するとともに、市内異業種交流
グループ間の交流にとどまらず他グループや
他地域の企業との交流を図り、ビジネスチャン
スの創出に努めている。

2303
母子家庭の母等の
ための就業支援講
習会事業

子ども家庭
課

母子家庭の母等が、就業に際して
必要な技能習得や、より良い就業に
就くためのキャリアアップなどを目的
として、就業支援講習会を実施する｡
※25年度から父子家庭の父も対象。

市政だよりに情報を掲載することで周知を
行った。近年、現在就いている職業のスキル
アップのために、就業支援講習会を受講する
方も増えている。講習会の受講が直接就職等
に結びついていない事例もあるが、講習会を
受講することにより個人のスキルアップにつな
がっており、将来の就職等に結びつく可能性
があると考える。令和3年度も前年度に引き続
き介護福祉士試験対策講座や介護福祉士実
務者研修、登録販売者試験対策講座を開講
し、より就職や転職に結びつくよう支援を行っ
ていく。

（４）人材の発掘と育成

事業番号 事業名 所属(R2) 所属(R3) 事業概要 令和２年度取組み状況・課題・今後の方向性など

2402
まちづくりコーディ
ネーター育成事業

地域活動支
援室

協働事業をより具体的かつ現実的な
活動として展開するために必要な地
域人材の育成及び、地域で協働事
業をコーディネートしていく技能を習
得する人材を育成する。

令和２年度より「まちづくりコーディネーター育
成事業」を廃止し、「NPO等活動基盤強化事
業」へ統合。
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2404
市民講座講師登
録制度（まちのす
ぐれもの）

社会教育セ
ンター

文化・スポーツ・芸術活動などのさま
ざまな活動を行っている市民を市民
講座の講師として登録し、学習の成
果を他の学習者へ伝える。

生涯学習活動を推進していく上で、生涯学習
活動に取り組みたい市民に対して講師となる
登録者を紹介する「まちのすぐれもの」は非常
に有益な人的資源であると考えますが、あまり
活用されていないのも実情です。
人材情報が各部局ごとに提供されており、そ
うした情報の統一や連携により、利用者が活
用しやすいものにしていく必要があるととも
に、市民の多様な学習ニーズに対応できるよ
う、講師紹介や新規講師登録手続きを行い、
人材情報の登録・発信・紹介について、引き
続き実施していく必要があると考えます。

2409
NPO等活動基盤
強化事業

地域活動支
援室

ＮＰＯ法人や市民活動団体の組織
及び活動の基盤を整え強化していく
ため、設立運営や市民活動に関す
る相談、情報発信、団体間の連携促
進を積極的に行うとともに、ＮＰＯ法
人等の団体に対する事業企画・組
織運営のための講座や交流会を開
催する。
（※平成25年度より実施）

NPO法人・市民活動団体向けに講座を4回実
施。今後はNPOアドバイザーの認知度を測
り、相談支援のあり方を検証していく必要があ
る。
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まちづくり

3.市民の誰もが自分のまちに誇りと愛着がもてる生涯学習

（１）テーマ別の生涯学習

◆ラグビーのまち東大阪を活かした生涯学習をすすめます

事業番号 事業名 所属(R2) 所属(R3) 事業概要 令和２年度取組み状況・課題・今後の方向性など

3150
ラグビー普及啓発
事業

花園ラグビー
場活性化推
進課

「ラグビーのまち東大阪」の提言に沿
いラグビーが市民に愛されるととも
に、ラグビーを通じて市民の健康増
進を図り、親しむことを目的として、
市内小学校におけるタグラグビー授
業の実施や中学生ラグビー大会の
開催など、ラグビーに触れるきっかけ
づくりやラグビーへの理解を深めるこ
とができる事業を行っている。

　市内小学校を対象としたタグラグビー事業
では、児童がラグビーに触れるきっかけをつく
るだけではなく、指導者(先生)向けの講習会
も実施し、成人一般にもラグビーに親しむ環
境を提供している。
　中学生ラグビー大会やラグビーカーニバル
事業では、プレーヤー間の交流はもちろんの
こと、一般の方も自由に大会を観戦することが
でき、ラグビーに関心のない層にもラグビーを
知る足がかりとなっている。
　今後、幅広い世代にラグビーに親しんでい
ただけるような施策を推進していく。

2108
運動部活動指導
者配置事業

学校教育推
進室

「ラグビーのまち」東大阪において、
ラグビーの魅力を普及させるととも
に、中学校ラグビー部の活性化を図
るため、専門職嘱託を配置し、ラグ
ビーの技術指導及び体育授業補助
を行う。

【取組み状況】会計年度任用職員の配置（4
名）により、ラグビー部員の技術向上と共に東
大阪市のラグビー部の強化・普及に大いに役
立っている。また、学校現場で授業等の補助
を行い、学校教育に深い理解を持ち取り組ん
でいる。
【課題】専門の指導者の確保。
【今後の方向性】令和元年度より高等学校に1
名の指導員を配置した。高等学校と小中学校
とのラグビー交流会などを開催し、より多くの
子どもたちがラグビーの魅力を感じることがで
きるよう努める。

◆モノづくりのまち東大阪を活かした生涯学習をすすめます

事業番号 事業名 所属(R2) 所属(R3) 事業概要 令和２年度取組み状況・課題・今後の方向性など

3123
東大阪市少年少
女発明クラブ

モノづくり支
援室

次代を担う子供たちにモノづくりの楽
しさを知ってもらうため、小学５年生
から中学２年生を対象にしたモノづく
り教室を市立産業技術支援センター
で開催している。（原則として第２、
第４土曜　クラブ定員３０名）

令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大
の影響から開始時期を例年の4月から9月に
変更した。開催回数15回、延べ参加人数280
人。
なお、公開教室については、8月実施の「夏
休み親子ものづくり体験教室」において30人
の参加があった。

3124
モノづくり教育推進
事業

モノづくり支
援室

「モノづくりのまち東大阪」の理解と
総合学習の観点から、NPO及び市
内企業の協力により、市内小学生を
対象としてモノづくりの楽しさを知っ
てもらい、将来の東大阪を担う人材
の育成を行なう。

のべ54校、135クラス、4,173人の応募中、の
べ47校、130クラス、4,034人が当事業に参加
した。コロナウイルス感染症拡大対策のため、
動画での教室実施となった。ご協力いただい
ている企業の人的体制の要因もあり、各体験
教室の参加人数を安易に増やすことはできな
いが、小学生を対象としてモノづくりの楽しさ
を深く知ってもらえるよう内容の充実を図って
まいりたい。

2109

小中学校における
体験学習（職業体
験）
【再掲】

学校教育推
進室

子どもの「生き方」にかかる、職業観・
勤労観を育成するために、小学校で
は、商業に結びつくキッズマートや米
づくりなどの体験学習、工場などの社
会見学、職業人からの聞き取り学習を
行う。中学校では、職業調べ、さまざま
な職業人の話を聞く学習（キャリアデ
イ）、実際の事業所での「職場体験学
習」などを実施。
平成３０年度から先進的な研究に触
れ、生命・医学に対する関心を高める
と共に、キャリア発達を促すことをねら
いとして、大阪大学医学部体験学習
を実施。

＜取組状況＞
・小学校では、ものづくり体験教室に積極的に
取り組んだ。
・中学校では、新型コロナウイルス感染症のた
め、職業体験に参加することができたのは２校
にとどまった。
・大阪大学医学部体験学習も中止となった。
＜課題＞
・生徒が自分の進路を考える貴重な体験の時
間を確保するため、感染症対策に配慮した上
で職業体験ができるだけ実施できるよう協力事
業所へ依頼していく必要がある。
＜今後の方向性＞
職業観・勤労観を身につけさせるため、オンライ
ンを活用しながら、体験の機会を確保していく。
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◆郷土愛を育む生涯学習をすすめます

事業番号 事業名 所属(R2) 所属(R3) 事業概要 令和２年度取組み状況・課題・今後の方向性など

3122
司馬遼太郎記念
館及び周辺資源
活用事業

文化のまち
推進課

司馬遼太郎記念館と周辺資源等を
活用し、「文化のまち」を市内外にア
ピールする事業を実施する。

文化創造館のオープンとラグビーワールド
カップ2019の開催にあわせて文化施設マップ
を改定し、海外の方にも「文化のまち、東大阪
市」を知ってもらえるよう新たに英語版も作
成。
令和２年度は日本語版、英語版とも増刷を
行った。

3129
郷土博物館管理
運営事業

文化財課

郷土博物館は、郷土文化や歴史を
広く理解していただくため、各種の
資料展示、講座、考古学教室、史跡
ハイキングなどの普及、啓発事業を
行っている。

令和2年度はコロナウイルス感染拡大防止に
より中止となった企画もあるが、各種展示のほ
か、体験学習やハイキング、講座等を開催し
た。また博物館学芸員が地域に出向いて行う
出前講座も実施した。
令和3年度についても、コロナウイルス対策を
講じたうえで実施したい。

3130
鴻池新田会所管
理運営事業

文化財課

鴻池新田会所は、国史跡及び重要
文化財に指定され、年間を通じ一般
公開しており、関係資料の展示、イ
ベントの実施、貸室事業を行ってい
る。

令和2年度はコロナウイルス感染拡大防止に
より中止となった企画もあるが、コロナ禍での
取組みとして、Zoomを使用したリモートでの歴
史講演会を実施した。コロナウイルス対策を
し、体験学習、展示、貸室を利用したイベント
等を開催した。
令和3年度についても、体験学習やイベント、
講演会など実施していきたい。

3133
埋蔵文化財セン
ター管理運営事業

文化財課

埋蔵文化財センターは、発掘調査
の拠点としての役割と収蔵施設の役
割を持ち、また広く市民等を対象に
発掘調査速報展や講演会等を実施
すると共に小・中学生を対象とした
勾玉づくり等の参加型体験学習を実
施。また、小中学校を対象とした職
員による出前授業も実施。

令和2年度はコロナウイルス感染拡大防止に
より予定していた市主催の講演会が中止と
なったが、勾玉づくりなどの体験学習や展示
などを実施した。
令和3年度は、仏像の展示を行い、講演会に
ついても開催を予定している。コロナウイルス
対策を講じた上で、体験学習や講座を実施し
てきたい。

3143
旧河澄家管理運
営事業

文化財課

旧河澄家は江戸時代の庄屋屋敷で
あり、また上田秋成来訪の遺構であ
る奥座敷「棲鶴楼」や樹齢約500 年
のカヤの木を有し、市の民俗文化
財、史跡、天然記念物に指定されて
いる。この貴重な文化財を歴史探訪
の道の案内休憩拠点や古民家を利
用した体験学習事業、貸室事業等
に広く活用を図る。

令和2年度はコロナウイルス対策を講じた上
で、地元との協業による子ども向け体験学習
や企画展示、講座・講演会等を実施した。
令和3年度も地域コミュニティの拠点として、
地元と協業し、体験学習や展示、講座等を実
施してきたい。

（２）学校・家庭・地域活動への支援

◆市民の自主的な活動を支援します

事業番号 事業名 所属(R2) 所属(R3) 事業概要 令和２年度取組み状況・課題・今後の方向性など

3226
リージョンセンター
公民協働事業

地域活動支
援室

各市民プラザを拠点に、本市と市民
が協働して行う事業に対して助成金
を交付することにより、地域の特性を
生かしたまちづくりを推進する。

各リージョンセンター企画運営委員会におい
ては、地域の特性を活かしたまちづくりを行う
とともに、各種教室事業やイベントを開催し、
地域資源を活用した個性ある取り組みも行わ
れたが、参加者数は伸び悩んでいる。また、
新型コロナウイルス感染症の影響により中止
した事業が多く、今後は、新しい生活様式に
適した、新たな企画を創出するきっかけを提
供していく必要がある。
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◆地域で活動する団体を支援します

事業番号 事業名 所属(R2) 所属(R3) 事業概要 令和２年度取組み状況・課題・今後の方向性など

3221
地域まちづくり活
動助成事業

地域活動支
援室

地域のまちづくり活動を進めてもらう
ために、市内に活動拠点をおく市民
活動団体が実施する、まちづくりに
つながる活動に対して助成を行う。
団体の活動暦、活動レベル、活動内
容に応じて、4種類の助成金を設定
している。また、助成金の交付だけ
でなく、講座を開催し、市民活動団
体のスキルアップを図っている。

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の
影響により申請取り下げが多く、8件申請が
あった。8件を採択したがうち1件が辞退し、7
団体へ助成金を交付した。採択件数の内訳
は、スタート支援部門7件。また、新たに助成
金の申請を希望する団体の数が減少傾向に
あることから、今後は助成制度を更にＰＲして
いく必要がある。また、新しい生活様式に対
応した制度の変更が求められる。

◆学校・家庭・地域が連携した事業を支援します

事業番号 事業名 所属(R2) 所属(R3) 事業概要 令和２年度取組み状況・課題・今後の方向性など

3211
総合的教育力活
性化事業

青少年教育
課

中学校区ごとに地域教育協議会を
設置し、学校、家庭、地域が協働
し、地域の教育力の再構築を図り、
地域社会あげてさまざまな取り組み
を促進することで、学校教育や地域
における諸活動を活性化するととも
に、豊かな人間関係づくりを通じて
一人ひとりが自己実現できるよう支
援し、子どもに「生きる力」を育むこと
を目的として活動している。

 各中学校区ごとに地域教育協議会を設置
し、学校・家庭・地域が連携して様々な取り組
みを行い、地域の教育力向上を図っている中
で、世代間交流や情報の共有が行われ、結
果的に全年齢的な学びの場となっている。
　また、代表者会議を行うことにより、地域を越
えた交流と情報の広がりの機会が生まれてい
る。

3229
子ども安全安心推
進事業

学校教育推
進室

「地域の子どもは地域で守る」を合言
葉に、地域と保護者が一体となり、
子どもたちの登下校の安全確保を
推進する。主な活動として、見守りや
見回り活動を通した不審者対応や
交通安全対策を行っている。

<取り組み状況>
愛ガード運動協力員による見守り、見回り、交
通安全活動により地域の子どもたちが安全安
心に登下校できている。また、スクールガード
リーダーが巡回指導を行い、各推進委員会の
会議に参加し、効果的な活動になるよう指導･
助言を行っている。
＜課題＞
愛ガード運動協力員の人員確保
＜今後の方向性＞
市政だよりや学校だより、東大阪市ホーム
ページで愛ガード運動の活動の紹介や協力
依頼を行うとともに、各愛ガード運動推進委員
会会議等に参加し連携強化及び協力の依頼
を行う。

（３）学習の評価と活用

◆まなびの成果を発表する場を提供します

事業番号 事業名 所属(R2) 所属(R3) 事業概要 令和２年度取組み状況・課題・今後の方向性など

3225
東大阪市民ふれあ
いまつり補助金事
業

地域活動支
援室

東大阪市民ふれあい祭り開催に対
する補助事業

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響
により、令和２年度は開催中止となった。令和
３年度についても、感染終息の目途がたたな
いことから、５月の開催は中止となった。今
後、コロナ禍及びポストコロナでの開催に向け
て実行委員会と協議していく。

3301
市民文化芸術祭
事業

社会教育セ
ンター

子供からお年寄りまでの文化交流の
場として、また市民文化向上の場と
して「東大阪市民文化芸術祭」を開
催。市民文化は市民自らが企画・運
営を行っていくという見地から、公募
を基本とした市民参加・協働による
実行委員会方式を採っている。
 「舞台部門」「展示部門の」２部門で
構成されています。

東大阪市民であれば誰もが参加・観覧できる
この催しは、文化交流の場、市民文化向上の
場として非常に大きな役割を果たしていると考
えております。
今年度は三密等のコロナウイルス感染防止対
策を講じたうえで東大阪市文化創造館にては
じめて開催することができました。今後の方向
性としては、より若い世代の参入のため、市内
小学校への告知、また会場である文化創造
館と協力することで今まで文化芸術祭の事を
知らなかった層への参加を呼びかける必要が
あると考えます。
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◆まなびの成果を評価します

事業番号 事業名 所属(R2) 所属(R3) 事業概要 令和２年度取組み状況・課題・今後の方向性など

3303
文化芸術人材バン
ク事業

文化のまち
推進課

東大阪市内で文化芸術活動を行う
団体及び個人の情報を集積し、市
民に人材の情報を公開及び周知す
ることにより、市民が文化芸術に親し
める環境づくりを図るとともに、人材
に活動の場を提供し、本市文化芸
術振興に寄与する。

今後もより多くの市民に周知するために、関
連の文化的事業等を通じて広報を図りたい。

2404
市民講座講師登
録制度（まちのす
ぐれもの）【再掲】

社会教育セ
ンター

文化・スポーツ・芸術活動などのさま
ざまな活動を行っている市民を市民
講座の講師として登録し、学習の成
果を他の学習者へ伝える。

生涯学習活動を推進していく上で、生涯学習
活動に取り組みたい市民に対して講師となる
登録者を紹介する「まちのすぐれもの」は非常
に有益な人的資源であると考えますが、あまり
活用されていないのも実情です。
人材情報が各部局ごとに提供されており、そ
うした情報の統一や連携により、利用者が活
用しやすいものにしていく必要があるととも
に、市民の多様な学習ニーズに対応できるよ
う、講師紹介や新規講師登録手続きを行い、
人材情報の登録・発信・紹介について、引き
続き実施していく必要があると考えます。

◆まなびの成果を活かせる場を提供します

事業番号 事業名 所属(R2) 所属(R3) 事業概要 令和２年度取組み状況・課題・今後の方向性など

3304
市民活動拠点整
備事業

地域活動支
援室

市民活動情報サイト「愛称：スクラム
は～と」を開設・運営し、市民活動団
体の情報を集約・発信するとともに、
団体間の交流や協働を促進する。

平成23年度より「東大阪市市民活動情報サイ
ト（スクラムは～と）」を開設、運営しており、一
定の効果が出ている。令和2年度は新規登録
団体は4団体あった。
登録団体数が伸びている一方で、定期的に
更新する団体は限られており、情報発信に関
する活性化が必要である。

2132
シニア地域活動実
践塾(元老人大学
悠友塾)　【再掲】

高齢介護課
（角田総合老
人センター)

高齢者が健康でより豊かな生きがい
のある生活を送ることができるよう、
楽しく集い、学び、語らい、行動する
という機会と場を提供し、講座で得た
ものを身近な地域社会で役立てて
いき日常生活をより充実したものにし
ていくことを目的とする。

学んだことを生かし、地域社会に役立て、地
域活動を実践することで、生きがいを持てる。
令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、一部授業を割愛して授業時間を
短縮して開講した。

2123
　～
 2125

シルバ－ボラン
ティア推進事業【再
掲】

高齢介護課
(高井田・五
条老人ｾﾝ
ﾀｰ・角田総
合老人セン
ター）

シルバーボランティア活動者にボラ
ンティア活動の場を提供し、利用者
の交流を図るとともに、生きがいを
持って社会に貢献できる人材の育
成を行う。

高齢者のボランティア活動推進と拡充を図り、
地域活動への参加促進に努めた。一時、新
型コロナウイルス感染拡大防止の為、緊急事
態宣言発令のため休館の時期もあったが、そ
の後は感染予防に留意し開催した。次年度
は、特に介護予防ボランティア講座を開催し
新たなボランティアの育成を行い、新しい仲
間づくり等介護予防事業の実施を目指してい
く。
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