
単位：千円

1 危機管理室 吹田市一斉合同防災訓練

年１回、吹田市自治会連合協議会と合同で各
小学校区毎に避難等の防災訓練を実施し、災
害時における地域や市及び関連機関との情報
収集・伝達訓練を通じて、迅速な初動体制の確
立を図り、地域の防災力を高める。

平成31年1月20日
市内全域で各地域が
決めた場所及び市庁

舎
77

2 市民総務室
吹田市消費生活展・消費者

のつどい

市民の消費生活に関する意識の高揚と啓発を
図るため、また市内の消費者団体の活動を支
援するため、5月の消費者月間に合わせて開
催。

平成30年5月26日

千里ニュータウンプラ
ザ　エントランスホー
ル・千里市民センター

大ホール

368

3 市民総務室 くらしと計量展
市民の暮らしと計量のかかわりをPRし、計量の
知識やその大切さを啓発するため、11月の計
量月間に合わせて開催。

平成30年11月14日
吹田市役所本庁正面

玄関前ロビー
25

4 人権平和室
市民平和のつどい
（非核平和資料展）

戦争の悲惨さと平和の尊さを思い、非核平和
都市宣言を実りあるものとするために、毎年8
月の広島、長崎の原爆の日を含む1週間の間
に開催している「市民平和のつどい」の中で、
平和に関する資料やパネルなどを展示。

平成30年8月2日
～

平成30年8月8日
メイシアター展示室 155

5 人権平和室
市民平和のつどい

（平和に関する催し）

戦争の悲惨さと平和の尊さを思い、非核平和
都市宣言を実りあるものとするために、毎年8
月の広島、長崎の原爆の日を含む1週間の間
に開催している「市民平和のつどい」の中で、
平和に関する催しとして、公演などを行う。（公
財）吹田市文化振興事業団に委託し、実施。

平成30年8月6日 メイシアター中ホール 480

6 人権平和室 人権フェスティバル
違いを認め合い、共に生きることのできる社会
を作る一環として、毎年12月の人権週間に、講
演会やコンサートなどを行う。

平成30年12月9日 メイシアター中ホール 424

7 人権平和室 じんけんパネル展
毎年、12月の人権週間に、人権啓発パネルを
展示し、啓発を行う。

平成30年12月4日
～

平成30年12月10日

本庁舎正面玄関ロ
ビー

0
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8 男女共同参画センター デュオ祭

利用者相互の交流と親睦を図り、活動団体等
の発表の場を提供することにより男女共同参
画を進めるため、２年に１回、吹田市立男女共
同参画センター・グループの会と共催で、男女
共同参画センターまつりとして開催。

平成31年2月24日
男女共同参画セン

ター
0

9 文化スポーツ推進室 吹田スタジアムフェスタ2018

吹田市をあげてガンバ大阪を応援する機運を
盛り上げ、ホームタウン意識や「ガンバ大阪の
あるまち」としてのふるさと意識の醸成を図ると
ともに、本市でのスポーツ文化の振興や地域
の活性化を図り、にぎわい及び活力のあふれ
るまちの創造に資することを目的として、大型
ビジョンによるガンバ大阪アウェイ試合の観戦
を行う。

平成30年8月19日
市立吹田サッカースタ

ジアム
4,420

10 文化スポーツ推進室 吹田市障がい者体育祭

いろいろな障がいに関わらず、障がい者が身体
を動かすことの喜びを感じるとともに、健康の
維持・増進や意欲の向上に役立てることを目的
として年１回開催する。吹田市障がい者体育祭
実行委員会に委託し実施。

平成30年9月30日
（大阪府北部地震の

被害により中止）
北千里市民体育館 45

11 文化スポーツ推進室 市長杯（旗）体育大会

市民誰もが参加できる身近なスポーツ大会で
ある市長杯(旗)大会を３１団体が７４種別の大
会を実施し、生涯スポーツの推進や競技ス
ポーツの普及に役立てる。

平成30年4月7日～平
成31年3月30日

市内の各スポーツ施
設他

23,271

12 文化スポーツ推進室 吹田市民劇場

手軽に舞台芸術を鑑賞できる機会の提供とし
て、関西フィルハーモニー管弦楽団 ニューイ
ヤーコンサート、ロシア国立ワガノワ・バレエ・ア
カデミー、宮沢和史コンサートを開催。（公財）
吹田市文化振興事業団に委託し、実施。当初
は大ホールで実施予定であったが、大阪北部
地震の影響により全公演中ホールに変更。

〈ニューイヤーコン
サート〉

平成31年1月5日
〈ワガノワ・バレエ・ア

カデミー〉
平成31年1月28日

〈宮沢和史コンサート〉
平成31年1月31日

メイシアター中ホール 17,521
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13 文化スポーツ推進室
すいたティーンズクラシック

フェスティバル

市内在住・在学、吹田に縁のある10歳～大学
生の若者を対象とした普及育成型事業。コン
クール審査員による公開レッスン、市内中学校
にプロの演奏家を派遣するブラスクリニック、公
募で結成されたメイシアター少年少女合唱団の
活動等を実施。芸術文化活動を支える人材育
成を行うとともに、芸術文化の振興と創造を図
ることを目的としている。（公財）吹田市文化振
興事業団に委託し、実施。当初は例年通りコン
クールも開催予定であったが、大阪北部地震
の影響によりコンクールを中止。

〈公開レッスン〉
平成30年7月31日～8
月10日のうち3日間
〈ブラスクリニック〉

平成31年2月3日～2
月10日のうち2日間
〈メイシアター少年少

女合唱団練習〉
平成30年4月14日～
平成31年3月16日

〈メイシアター少年少
女合唱団コンサート〉

平成31年3月17日

メイシアター第2練習
室他

1,629

14 文化スポーツ推進室 吹田市民文化祭

春季・秋季に分けて、吹田市文化団体協議会
に加盟する団体毎の文化祭と、市民公募の芸
術芸能フェスティバルを開催することにより、市
民に芸術文化活動と芸術鑑賞の機会を提供す
る。吹田市文化団体協議会及び（公財）吹田市
文化振興事業団に委託し、実施。

〈春季〉
平成30年5月20日～

平成30年7月8日
〈秋季〉

平成30年9月16日～
平成31年2月23日

メイシアター大ホール
他

3,072

15 生活福祉室 吹田市戦没者追悼式
先の大戦での戦没者に対し追悼の誠を捧げ
る。

平成30年8月24日 メイシアター中ホール 872

16 障がい福祉室 精神保健福祉パネル展
精神保健福祉普及週間にあわせ、精神保健福
祉の啓発を目的としたパネル・ポスター展示、
リーフレットの設置等を行う。

平成30年10月15日
～

平成30年10月16日

市役所本庁舎正面
玄関ロビー

0

17 障がい福祉室 障がい者週間記念事業
障がい者への理解を深め、その福祉を推進す
るため、障がい者週間にあわせ、シンポジウム
や活動報告等を行う。

平成30年12月3日
～

平成30年12月9日

保健センター研修室
市役所本庁舎正面

玄関ロビー
メイシアター大ホール

650
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18
北大阪健康医療都市

推進室
健都オープンイベント

市立吹田市民病院の移転開院や、駅前複合施
設がオープンし、両施設とJR岸辺駅をつなぐ公
共通路が開通したことを契機に、北大阪健康医
療都市（健都）が目指す健康・医療のまちづくり
を市内外に発信するため、オープン記念式典
のほか、スポーツトークショーや楽しみながら健
康づくりに参加できるイベント等を実施。

＜トークショー＞
平成30年10月13日

＜式典、イベント＞
平成30年11月17日～
18日，12月8日

＜トークショー＞
関西大学　ソシオAV

ホール

＜式典、イベント＞
健都レールサイド公
園、岸辺駅北公共通

路

9,995

19 環境政策室 万博ごみゼロウォーク

資源リサイクルセンターの指定管理者である
（公財）千里リサイクルプラザが行う受託事業。
市民、事業者、行政等が協働し、万博外周道
路をウォーキングしながら散財ごみの回収・調
査を行う。

平成30年11月17日 万博外周道路 委託料に含む

20 環境政策室 すいた環境教育フェスタ

環境に配慮したライフスタイルやより良い環境
づくりに向けた意識啓発を行うため、市民・事業
者により構成される環境教育フェスタ運営委員
会に企画・運営を委託して、年１回、環境教育
イベントを行う。

平成31年2月2日 メイシアター 286

21 環境政策室 くるくるアースフェスタ

資源リサイクルセンターの指定管理者である
（公財）千里リサイクルプラザが行う受託事業。
地球温暖化防止など、環境問題を広く市民に
啓発する取組（工房・研究所パネル展示、布・
木工・紙すき・ふろしき体験、温暖化防止動画コ
ンテスト作品上映、エコ宣言など）を行う。

平成31年2月17日
ららぽーとエキスポシ

ティ１階光の広場
委託料に含む

22 計画調整室

平成30年度春季　千里ニュー
タウン情報館企画展「ニュー
タウン誕生～千里＆多摩

ニュータウンに見る都市計画
と人々～」

地域住民及びまちづくりに関心を持つ方々との
相互交流・連携促進を目的に、年2回、企画展
を実施している。本企画展は千里と多摩の2つ
のニュータウンのあゆみや特色、特に都市計
画の在り方や人々の生活を振り返り、改めて
ニュータウンを見つめなおす契機となる展示を
実施。

平成30年6月9日
～

平成30年7月8日

千里ニュータウン情報
館、吹田市立博物館

0
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23 計画調整室

平成30年度秋季　千里ニュー
タウン情報館企画展「千里

ニュータウンの校歌・校章展」
同時展示「ニュータウンのひ

みつ地名展」

地域住民及びまちづくりに関心を持つ方々との
相互交流・連携促進を目的に、年2回、企画展
を実施している。本企画展は千里ニュータウン
の小中学校の校歌に歌い込まれた教育理念や
校風とともに、地域の歴史や環境、景観、自
然、イメージを知る展示を行った。また同時に
開催した「ニュータウンのひみつ地名展」では、
地元だけで呼ばれている地名や場所の特殊な
呼び方（愛称）を千里ニュータウン地域（吹田
市）の小学校児童に募集し、「ひみつ地名」の
収集を実施した。児童から回答があった中から
ユニークなものを抜粋し展示を行い、拡大した
千里ニュータウンマップに現地の写真を貼付け
た「ひみつ地名マップ」も展示した。

平成30年11月17日
～

平成30年12月9日
（うち同時展示
同年11月10日

～
12月9日）

千里ニュータウン情報
館、千里ニュータウン

プラザエントランス
200

24 計画調整室
謎解き千里ニュータウン　ゾ
ウのひろばはどこへ行った？

1970年の万博の際タイから来たお母さんゾウ
から日本で生まれた子ゾウ「ひろば」。万博が
終わってからどこにいるのかは分かっておら
ず、その子ゾウの行方を追ったドキュメンタリー
映像を関西大学黒田ゼミが制作し、当映像の
上映会を開催した。上映会終了後映像制作者
や当時を知る市民の方など関係者を集めトー
クセッションを行い、制作時の舞台裏や当時の
様子などのお話をしていただいた。

平成30年8月26日
千里ニュータウンプラ

ザ大ホール
0

25 総務予防室 消防署開放デー
火災予防を推進するために防火連合会の協力
を得て、市民に対して火災予防啓発を行う。

平成30年10月28日

平成31年3月19日

消防本部西消防署
合同庁舎

南消防署

23

26 水道部総務室
水道フェア

「夏休み　すいすいくん祭り」

施設見学や水の実験教室などを通じて、水道
水の安全性やおいしさを知り、ウォーターパ
ワーロケット等、水を使って楽しく遊ぶことで、
水道事業への理解や関心を深め、「地域の水
道」として愛され親しまれる水道を目指すことを
目的とし毎年開催。

平成30年7月22日 水道部 336



単位：千円

所管室課名 決算額

市主催イベント実施状況（平成３０年度実施分）

通番 イベント名 イベント概要 開催日 開催場所

27 教育政策室
じんけん作品展及び巡回じん

けん作品展

市民の人権意識を高めるために、毎年12月
に、市内の施設8か所で、児童・生徒から応募さ
れたじんけん作品を展示し、啓発を行う。

平成30年12月4日
～

平成30年12月20日
※期間内に各施設7

日程度開催

メイシアター展示室、
千里ニュータウンプラ
ザ、夢つながり未来

館、南山田市民ギャラ
リー、青少年クリエイ
ティブセンター、内本
町コミュニティセン

ター、江坂花とみどり
の情報センター、千里

山・佐井寺図書館

81

28 中央図書館 子どもと本のまつり

児童の読書活動の推進をはかり、図書館利用
を促進するため、毎年、4月23日の子ども読書
の日から5月12日のこどもの読書週間、及び5
月の図書館振興の月にかけて、人形劇、おは
なし会、工作等の行事を実施。

平成30年4月21日
～

平成30年5月23日
各図書館・分室 44

29 中央図書館 楽しく描いたミニ絵画展

吹田市内の作業所などに通う人たちが所属し
ているサークル「バケッタ・マジーカらくがきクラ
ブ」のメンバーが千里ニュータウンを描いた作
品を展示。（共催：吹田市・豊中市千里ニュータ
ウン連絡会議）

平成30年9月21日
～

平成30年9月24日
千里図書館 0

30 中央図書館
ハロウィン 幽霊・魔女・おば

けを書いてみよう！

図書館利用者の子どもたちにおばけや魔女の
絵を書いてもらったり、かぼちゃやネコのオリジ
ナルイラストに色を塗ってもらったりしたものを
館内に展示。季節の彩りをしてもらった。

平成30年10月17日
～

平成30年11月5日
千里山・佐井寺図書館 0

31 中央図書館
展示「もっと知りたい！スリラ

ンカの魅力」

モラトワ市が吹田市と友好交流都市提携を結
んでおり、吹田市とも縁のあるスリランカの写真
パネル、現地の布製品などの特産品を展示し、
異文化への理解を深める。（協力：在大阪スリ
ランカ民主社会主義共和国領事館）

平成30年11月16日
～

平成30年11月18日
千里図書館 0

32 中央図書館 リサイクル本フェア
資源の有効利用と図書館のPRのため、市民に
リサイクル本を提供。

平成31年1月23日 さんくす図書館 0
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33 中央図書館 リサイクル本フェア
資源の有効利用と図書館のPRのため、市民に
リサイクル本を提供。

平成30年11月2日 山田分室 0

34 文化財保護課 旧中西家住宅　春の特別公開
桜の時期に毎年実施。庭園のほか、普段は公
開していない離れ座敷や茶室の公開。所蔵資
料の展示も行う。

平成30年4月4日
～

平成30年4月12日
旧中西家住宅 0

35 文化財保護課

西村公朝作品収蔵記念
平成30年度(2018年度)春季
特別展「西村公朝 芸術家の

素顔」

初代博物館館長で仏像修復、制作で著名な西
村公朝氏の作品が博物館に収蔵されたことを
記念して未公開作品を含む66点を公開し、西
村公朝の芸術家としての姿や、その素顔を紹
介しました。

平成30年4月21日
～

平成30年6月3日
博物館 1,252

36 文化財保護課

平成30年度企画展「ニュータ
ウン誕生－千里＆多摩

ニュータウンに見る都市計画
と人々－」

多摩ニュータウン内にあるパルテノン多摩との
共催事業として「千里ニュータウン」と「多摩
ニュータウン」の開発手法、経緯といった異なる
点とニュータウンとしての特有の共通課題につ
いて、相互に比較する視点からその特徴を見
つめなおしました。

平成30年6月9日
～

平成30年7月8日
博物館 1,000

37 文化財保護課
平成30年度夏季展示「水から

かんがえよう！」

生命の源であり生物に欠かせない、くらしに必
要であると同時に、水害など私たちを脅かす存
在でもある「水」をキーワードに吹田の自然と環
境問題について紹介し、考える機会としました。

平成30年7月21日
～

平成30年8月26日
博物館 2,461

38 文化財保護課

平成30年度博物館実習展
『大学生による館蔵品展

－歴史・美術・考古・民俗資
料がいっぱい－』

博物館学芸員資格取得課程である博物館実習
受講生に通常、常設展示では公開されていな
い、収蔵庫に保管されている美術作品、民俗資
料、考古資料、歴史資料の各分野の資料を用
い、大学生の独自の視点で資料展示を行いま
した。

平成30年9月9日
～

平成30年9月24日
博物館 0
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39 文化財保護課

建都オープン記念平成30年
度秋季特別展「東洋一の夢
の跡 －吹田操車場遺跡展

－」

健都オープンを記念して「東洋一の規模」と称
えられた旧国鉄吹田操車場の跡地に広がる吹
田操車場遺跡について発掘調査の成果を通じ
て明らかになってきた岸部地域の開発史につ
いて紹介しました。

平成30年10月6日
～

平成30年12月2日
博物館 1,270

40 文化財保護課
特別企画

『むかしのくらしと学校』

学校教育との連携展示として小学校3年生社会
科単元「くらしのうつりかわり」をテーマに数十
年前の衣・食・住や学校生活に関する展示を行
いました。資料に触れたり、使用できる体験
コーナーを設け、ボランティアの指導解説によ
る効果的な学習をはかりました。

平成30年12月11日
～

平成31年3月31日
博物館 460

41 青少年室
市民平和の集い

（夏休みこども劇場）

　戦争の悲惨さと平和の尊さを思い、非核平和
都市宣言を実りあるものとするために、毎年８
月の広島、長崎の原爆の日を含む１週間の間
に開催している「市民平和のつどい」の中で、
平和に関する催しの一環として文化鑑賞などを
行う。
　（公財）吹田市文化振興事業団に委託して実
施している。

平成30年8月3日 メイシアター中ホール 598

42
青少年室（のびのび子
育てプラザ・山田駅前

図書館）

第8回青少年活動サポートプ
ラザ夏祭り

「つなげて！話して！みんな
HEY輪」

青少年委員会、ロビーワーカーを中心とした夏
祭り実行委員会が、縁日などの催しを、企画か
ら準備、当日の運営まで主体的に行いました。
当日は多くの参加者でにぎわいました。

平成30年7月29日
子育て青少年拠点夢

つながり未来館
0

43
青少年室（のびのび子
育てプラザ・山田駅前

図書館）
国際交流フェスティバル2018

関西大学国際部の学生と一緒に、外国からの
留学生や文化に触れる機会を設けました。

平成30年11月10日
子育て青少年拠点夢

つながり未来館
0

44
青少年室（のびのび子
育てプラザ・山田駅前

図書館）
ゆいぴあのお正月あそび

3施設の合同事業として開催。福笑いやお面作
り、大型かるた、おみくじなどお正月遊びをみん
なで楽しみました。

平成31年1月8日
子育て青少年拠点夢

つながり未来館
0

45
青少年

クリエイティブセンター
子どもクラブまつり

毎年３月に実施。
子どもたちが企画運営を行う青少年クリエイ
ティブセンター主催行事。
内容は食べ物やゲームなどのお店、ダンスや
マジックなどの舞台発表、折り紙や人権作品展
示のコーナーなど。

平成31年3月24日
青少年クリエイティブ

センター体育館
93


