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市が補助金や分担金等を出している後援又は共催イベント一覧（平成２７年（２０１５年）度実施分） No.1    総務部　危機管理室

単位：千円

うち補助金及び
負担金等の額

補助金・負担金
等区分

1 憲法と市民のつどい

憲法の大切さを啓発し、人権意識
の普及と高揚を図ることを目的
に、毎年、憲法が制定された5月
に、吹田市、吹田市教育委員会、
吹田市人権啓発推進協議会の共
催で、講演、コンサートを行う。

吹田市人権啓発推進協議会 共催 536 536 536 補助金 市民部 人権平和室

2 サマーフェスタINきしべ

人権啓発と人権問題解決のた
め、子どもから高齢者までを対象
に、盆踊りという伝統文化を通し
て、地域住民の交流を図る。

サマーフェスタINきしべ実行委
員会
吹田市きしべ地域人権協会

後援 2,001 2,000 2,000 補助金 市民部 交流活動館

3 世代間交流スポーツ大会

人権啓発と人権問題解決のた
め、乳幼児・高齢者・ハンディ
キャップのある人・ない人が幅広く
参加するスポーツ大会を通して、
地域住民の交流を図る。

世代間交流スポーツ大会実行
委員会
吹田市きしべ地域人権協会

後援 800 800 800 補助金 市民部 交流活動館

4 人・つながり・きしべプラザ

人権啓発と人権問題解決を目的
に、地域の諸団体や交流活動館
や青少年クリエイティブセンターな
どの地域の施設も一緒になって、
こどもから高齢者、障がい者をは
じめ、誰もが参加できる住民交流
イベントとして、餅つき大会や作品
展示、舞台発表等を行う。

吹田市きしべ地域人権協会
吹田市人権啓発推進協議会
第二中学校区地域教育協議会

共催 350 350 350 補助金 市民部 交流活動館

5 神崎川畔春まつり

川を生かしたまちづくり運動を広
め、住みよく働きやすい共創のま
ちづくりを目的に、ステージイベン
トやロハスイベントなどを実施。

神崎川畔企業連絡会 後援 778 200 200 補助金 都市魅力部 地域経済振興室

6 江坂音楽フェスティバル

江坂地区の商業活性化を図るた
めに、地元中学校や地元のアー
ティストによる音楽イベントやフ
リーバザールなどを実施。

江坂企業協議会 後援 1,778 200 200 補助金 都市魅力部 地域経済振興室

＜掲載対象について＞
市全域の市民を対象とした大会や企画・展示会等のイベントで２００名以上の規模のものを掲載（講習会や講演会のみのものは除く）。

通番
主催団体の

決算額
所管室課名

後援・共
催

区分
イベント名 イベント概要 主催団体名

市の決算額
部局名



市が補助金や分担金等を出している後援又は共催イベント一覧（平成２７年（２０１５年）度実施分） No.2  

総務部　危機管理室
単位：千円

うち補助金及び
負担金等の額

補助金・負担金
等区分

7 吹田ジャズ・ゴスペルライブ

商店街の魅力向上を図るために、
JR吹田駅周辺商店街など8会場
で、入場無料の音楽ライブを実
施。

吹田ジャズゴスペルライブ実行
委員会

後援 1,380 1,000 1,000 補助金 都市魅力部 地域経済振興室

8 千里ニュータウン商業祭

地域商業の活性化に向け、地域
住民との交流を深めることを目的
に、商業祭やフリーマーケットを実
施。

吹田市商業団体連合会 後援 2,709 2,000 2,000 補助金 都市魅力部 地域経済振興室

9 すいた落研寄席
JR吹田地区の商業活性化を図る
ために、関西で活動する学生落語
家等による寄席を実施。

吹田市栄通り商店会 後援 480 200 200 補助金 都市魅力部 地域経済振興室

10 吹田産業フェア

市内の産業を広く市民に紹介し、
市内産業の振興に資するため年1
回、市と共催で事業所や団体の
展示等を行う。

吹田産業フェア推進協議会 共催 19,880 10,005 10,000 補助金 都市魅力部 地域経済振興室

11 すいたアジアンフェア

JR吹田駅周辺の7商店街が商業
者と地域コミュニティの交流を目
的とし、アジア諸国のステージパ
フォーマンスやフードコートなどの
イベントを実施。

アジアンフェア実行委員会 後援 3,641 2,000 2,000 補助金 都市魅力部 地域経済振興室

12
「地方の時代」映像祭
2015

「地方の時代」映像祭は、市民生
活に大きな影響力を持つテレビ映
像と、地域文化・市民自治との関
わりを深め、映像を通して「地方
の時代」の具現化を目的とした、
全国規模で唯一のドキュメンタ
リー映像の祭典である。平成27年
度においても全国から多くの作品
出展があり、多くの方々の来場が
あった。また、プレイベントとしてメ
イシアターでフォーラムを実施。

「地方の時代」映像祭実行
委員会

共催 21,160 1,000 1,000 負担金 都市魅力部
シティプロモー
ション推進室

＜掲載対象について＞
市全域の市民を対象とした大会や企画・展示会等のイベントで２００名以上の規模のものを掲載（講習会や講演会のみのものは除く）。

通番 イベント名 イベント概要 主催団体名
後援・共

催
区分

主催団体の
決算額

市の決算額
部局名 所管室課名



市が補助金や分担金等を出している後援又は共催イベント一覧（平成２７年（２０１５年）度実施分） No.3 

総務部　危機管理室
単位：千円

うち補助金及び
負担金等の額

補助金・負担金
等区分

13 吹田まつり

まつりを通じて、市民の一人一人
が認識し、未来を担う青少年に夢
と活力を与え、併せて市内の商工
業の発展に寄与することを方針と
して実施。

吹田まつり実行委員会 共催 28,482 11,600 11,600 補助金 都市魅力部
シティプロモー
ション推進室

14 さくらまつり
敷地内に咲くさくら見物とともに、
ゲストによるショーや模擬店出展
などにより市民交流を図る。

特定非営利活動法人吹田歴史
文化まちづくり協会

共催 146 146 146 補助金 都市魅力部 文化スポーツ推進室

15 地区市民体育祭　

スポーツを楽しみながら地域住民
の健康づくりや親睦を図るため、３
３地区において地区市民体育祭
運営委員会が開催。

各地区市民体育祭運営委員会 後援 32,231 13,072 13,072 補助金 都市魅力部 文化スポーツ推進室

16

てくてくハイク
スカイクロス＆シャトルゴ
ルフ
スポーツフェスティバル
吹田万博国際ふれあい
マラソン

「てくてくハイク」、「スカイクロス＆
シャトルゴルフ」、「スポーツフェス
ティバル」、「吹田万博国際ふれあ
いマラソン」を通じて、市民の健康
づくりを推進する。

公益財団法人吹田市健康づく
り推進事業団

後援 19,196 15,601 15,601 補助金 都市魅力部 文化スポーツ推進室

17 みんなの健康展

市民が主体的に健康づくりに取り
組むための知識の普及等を目的
に、参画団体によるパネル展示や
体験型コーナーの設置等を行うイ
ベント。

（公財）吹田市健康づくり推進
事業団

共催 7,582 7,341 7,341 補助金 健康医療部 保健センター

＜掲載対象について＞
市全域の市民を対象とした大会や企画・展示会等のイベントで２００名以上の規模のものを掲載（講習会や講演会のみのものは除く）。

通番 イベント名 イベント概要 主催団体名
後援・共

催
区分

主催団体の
決算額

市の決算額
部局名 所管室課名



市が補助金や分担金等を出している後援又は共催イベント一覧（平成２７年（２０１５年）度実施分） No.4

総務部　危機管理室
単位：千円

うち補助金及び
負担金等の額

補助金・負担金
等区分

18 平和・健康リレーマラソン

さんくす広場から千里南公園まで
の市内走行と公園内特設コース
内リレーマラソンの2種類で構成さ
れる健康づくりのための運動イベ
ント。

（公財）吹田市健康づくり推進
事業団

後援 5,358 5,242 5,242 補助金 健康医療部 保健センター

19 各地区公民館文化祭

日ごろの公民館活動の成果を発
表し、地域文化の振興と市民の生
涯学習に対する意欲の高揚に資
するとともに、公民館と地域との
連携を図るため講座や同好会等
による作品展示や演芸発表等を
行う。

各地区公民館文化祭実行委員
会

後援 8,510 6,830 6,830 補助金 地域教育部 まなびの支援課

＜掲載対象について＞
市全域の市民を対象とした大会や企画・展示会等のイベントで２００名以上の規模のものを掲載（講習会や講演会のみのものは除く）。

主催団体の
決算額

市の決算額
部局名通番 イベント名 イベント概要 主催団体名

後援・共
催

区分
所管室課名


