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総務部　危機管理室

単位：千円

1
吹田市・吹田市自治会連合
協議会合同防災訓練

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28年（2016年）1月17日
市内全域で各地域が
決めた場所及び市庁
舎

39 総務部 危機管理室

2 吹田市消費生活展

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27年（2015年）5月9日
　～

平成27年（2015年）5月10日

メイシアター１階
第２練習室

425 市民部 市民総務室

3
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27年(2015年）8月1日
　～

平成27年（2015年）8月6日
メイシアター展示室 475 市民部 人権平和室

4
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27年(2015年）8月5日 メイシアター中ホール 393 市民部 人権平和室

5
市民平和のつどい
（2015平和コンサート）

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
和コンサート」を行う。（公財）吹田市文化振興
事業団に委託し、実施。

平成27年（2015年）8月1日 メイシアター大ホール 6,453 都市魅力部 文化スポーツ推進室

市主催イベント実施状況（平成27年（2015年）度実施分）No.1

部局名開催場所※1　イベント概要 所管室課名決算額通番 イベント名 開催日

<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）



総務部　危機管理室

単位：千円

6
市民平和のつどい
（こども文化鑑賞事業）

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、
実施。

平成27年（2015年）8月4日 メイシアター中ホール 597 地域教育部 青少年室

7 じんけんパネル展
毎年、12月の人権週間に、人権啓発パネルな
どを展示し、啓発を行う。

平成27年（2015年）12月4日
　　　　　　　　～
平成27年（2015年）12月10日

メイシアター展示室 0 市民部 人権平和室

8 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27年（2015年）12月6日 メイシアター中ホール 466 市民部 人権平和室

9
女と男のフェスタ
２０１６ｉｎすいた

男女共同参画社会の実現のための啓発と、男
女共同参画プランを進めていくために市民と共
に開催するイベントで、講演会や市内で男女共
同参画に係る活動に取組んでいるグループや
団体の活動展示の場として開催する。

平成28年（2016年）2月20日
メイシアター中ホール、
展示室

868 市民部 男女共同参画室

10 神崎川クルーズ

ＪＲ吹田駅から神崎川までをイベントでつなぎ、
人の流れを作ることで周辺一帯のにぎわいを
創出することを目的とする一連のイベントであ
る「すいたオータムフェスタ」の一環として開催
し、クルーズ船の遊覧により、快適で魅力ある
水辺空間を作りだし、川に親しむイベントとして
実施。

平成27年（2015年）10月17日
～

平成27年（2015年）10月18日

神崎川及び神崎川右
岸河川敷（吹田大橋付
近）

844 都市魅力部 シティプロモーション推進室

通番 イベント名 ※1　イベント概要 開催日

市主催イベント実施状況（平成27年（2015年）度実施分）No.2

部局名決算額 所管室課名

<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）

開催場所



総務部　危機管理室

単位：千円

11 吹田市民劇場

文化会館の機能を生かした舞台芸術の鑑賞や
参加型市民劇場（ジャンルや参加者対象を考
慮し、開催）として、関西フィルハーモニーによ
る七夕コンサート、演劇公演「グループる・ば
る」、Xmasファミリーコンサート、茂山狂言
HANAGATAを開催。（公財）吹田市文化振興事
業団に委託し、実施。

平成27年（2015年）7月4日
平成27年（2015年）7月5日
平成27年（2015年）12月23日
平成28年（2016年）3月12日

メイシアター大ホール
及び中ホール

12,828 都市魅力部 文化スポーツ推進室

12
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クラシック音
楽コンクールと入賞者によるコンサートを行う。
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に
実施。（公財）吹田市文化振興事業団に委託
し、実施。

＜予選＞
　平成27年（2015年）11月1日
＜本選＞
　平成27年（2015年）12月13日
＜入賞者コンサート＞
　平成28年（2016年）1月5日

メイシアター大ホール
及び中ホール

2,587 都市魅力部 文化スポーツ推進室

13 吹田市美術展覧会

市民に創作活動の向上を図ると共に美術観賞
の機会を提供することを目的とし、10月第1土
曜日に満16歳以上の成人を対象に第1部：日本
画、第2部：洋画、第3部：彫塑、第4部：工芸、第
5部：書、第6部：写真、第7部：グラフィックデザ
インの各部門で公募を行い翌日の審査を経
て、翌週より入選作品の展示をする。最終日に
は、表彰式、作品講評を行う。吹田市美術協会
に委託し、実施。

平成27年（2015年）10月10日
～

平成27年（2015年）10月18日
メイシアター展示室他 2,348 都市魅力部 文化スポーツ推進室

14 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27年（2015年）5月17日～
　　平成27年（2015年）6月12日
＜秋季＞
　　平成27年（2015年）9月13日～
　　平成28年（2016年）1月9日

メイシアター他 3,073 都市魅力部 文化スポーツ推進室

決算額 所管室課名

市主催イベント実施状況（平成27年（2015年）度実施分）No.3

通番 イベント名 ※1　イベント概要 開催日 部局名開催場所

<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）



総務部　危機管理室

単位：千円

15 障がい者体育祭

いろいろな障がいに関わりなく、だれでもが参
加できる種目を実施することにより、障がい者
が身体を動かすことの喜びを感じ、障がい者の
健康維持・増進や意欲の向上に役立てる。

平成27年（2015年）9月27日 北千里市民体育館 1,000 都市魅力部 文化スポーツ推進室

16 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27年（2015年）4月5日
　　　　　　　～

平成28年（2016年）3月13日
市内各体育施設他 24,474 都市魅力部 文化スポーツ推進室

17
吹田市戦没者・
原爆死没者追悼式

先の大戦で戦没者・原爆死没者並びに戦争犠
牲者に対し追悼の誠を捧げる。

平成27年(2015年）10月30日 メイシアター中ホール 872 福祉部 生活福祉室

18 吹田市高齢者スポーツ大会
室内軽スポーツを通じて高齢者の健康増進を
図るために年1回、吹田市高齢クラブ連合会に
委託し、60歳以上の市民を対象に開催。

平成27年(2015年)10月20日 目俵市民体育館 167 福祉部 高齢福祉室

19 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27年（2015年）10月29日
～

平成27年（2015年）10月30日
市役所正面玄関ロビー 0 福祉部 障がい福祉室

20 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27年（2015年）12月1日
 ～

平成27年（2015年）12月5日

勤労者会館
メイシアター中ホール
市役所正面玄関ロビー

650 福祉部 障がい福祉室

開催場所 部局名

市主催イベント実施状況（平成27年（2015年）度実施分）No.4

通番 イベント名 ※1　イベント概要 開催日 決算額 所管室課名

<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）



総務部　危機管理室

単位：千円

21 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
者等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28年（2016年）2月11日
メイシアター

282 環境部 環境政策室

22 千里の竹あかり

毎年10月に開催され、地域や竹林の整備・保
全に関心のある市民団体・企業と連携し、「竹」
と「あかり」を題材に日常では体験できないよう
なイベントを開催。幅広い年代の市民が行って
みたくなるような、魅力あふれる市民参加型の
イベントとして、質の向上及び集客を目指して
いる。

平成27年（2015年）10月24日
北千里市民体育館前
竹林

1,070 土木部 公園みどり室

23 たけのこ掘り

毎年、4月に開催され、吹田市特産の竹を利用
したイベントを通じて、多くの市民が自然とふれ
あい竹に親しみを持ち、自然環境、資源保護、
人々の交流の大切さを再認識する場を提供し、
千里の竹林の保全意識の普及啓発を図る。

平成28年（2016年）4月17日

※イベントの性質上、開催時
期が4月初旬から中旬に限定
され、準備等を年度予算によ
り執行することが困難なた
め、開催日は次年度となりま
す。

第７緑地　南苗圃
第８緑地　桃山公園

120 土木部 公園みどり室

24
水道フェア
「夏休み　すいすいくん祭り」

施設見学や水道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
ワーロケットや水遊びプール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27年（2015年）7月26日 水道部庁舎 92 水道部 総務室

25
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。
（じんけん作品展については、人権平和室所管
のじんけんパネル展と同時開催）

平成27年（2015年）12月4日
　　　　　　　～
平成27年（2015年12月24日
※期間内に各施設7日間程
度

メイシアター、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、千里
山・佐井寺図書館、千里ニュー
タウンプラザ、花とみどりの情報
センター江坂

128 学校教育部 教育政策室

開催場所 部局名

市主催イベント実施状況（平成27年（2015年）度実施分）No.5

通番 イベント名 ※1　イベント概要 開催日 決算額 所管室課名

<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）



総務部　危機管理室

単位：千円

26 すいたえいごkids　2015

楽しみながら英語に触れる機会として、年に１
回2日間で行われる。吹田市内の小学校3年
生・4年生が、AET（英語指導助手）とともに英語
のみでダンス・絵本遊び・カード作り・クッキング
の活動を行う。

平成27年（2015年）8月20日
平成27年（2015年）8月21日

夢つながり未来館
（ゆいぴあ）

661 学校教育部 指導室

27 ガンバリサイクル本フェア

ガンバ大阪との連携を推進し、図書館のPRを
行うため、年1回、ガンバ大阪の吹田市民サー
ビスデーに合わせて開催し、市民に図書館のリ
サイクル本を提供。

平成27年（2015年）6月7日 万博競技場前 0 地域教育部 中央図書館

28 さわる絵本展

視覚障がいを持った子どもや親のための「さわ
る絵本」をボランティアグループ「さわる絵本の
会つみき」の協力を得て展示し、市民に絵本を
楽しんでもらうとともに啓発を行う。

平成27年（2015年）6月26日
～

平成27年（2015年）6月29日
千里図書館多目的室 0 地域教育部 中央図書館

29 リサイクル本フェア

北千里地区公民館との連携を推進し、図書館
のPRを行うため、年1回、北千里地区公民館文
化祭の一環として開催し、市民にリサイクル本
を提供。

平成27年（2015年）10月31日 北千里地区公民館 0 地域教育部 中央図書館

30 千里ニュータウンミニ写真展

写真家産木民彦さんにご寄贈いただいた千里
ニュータウンの写真の中から、春の風景を写し
たものを選んで展示。昔の千里ニュータウンの
状況がわかり、昔を知る人には懐かしく、若い
人には新鮮な催しとなった。

平成28年（2016年）2月26日
～

平成28年（2016年）2月29日
千里図書館多目的室 0 地域教育部 中央図書館

31
春季展示　『生誕100年 西村
公朝展　－ほとけの姿を求め
て－』

仏像修理、制作、仏教伝道に多大なる業績を
残した西村公朝の生誕100年を機会に西村の
多様な業績の源である「仏像修理技術者」とし
ての活動に焦点を当て、関連資料や修理に携
わった仏像、《十大弟子像》など代表作品を展
示し、「仏師」としての姿も紹介した。

平成27年（2015年）4月25日
～

平成27年（2015年）6月7日
吹田市立博物館 3,588 地域教育部 文化財保護課

開催場所 部局名

市主催イベント実施状況（平成27年（2015年）度実施分）No.6

通番 イベント名 ※1　イベント概要 開催日 決算額 所管室課名

<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）



総務部　危機管理室

単位：千円

32
企画展　『さわって楽しむはく
ぶつかんinすいた』

西村公朝氏が制作した「ふれ愛観音像」・仏像レプリ
カ、ユニバーサル・ミュージアム研究会による展示品
等により、見るだけでなく展示品に能動的に関わっ
ていこうとする探求のプロセスによって、来館者一人
一人が学びを深め、皮膚感覚・聴覚・嗅覚など、さま
ざまな感覚を使って感性を磨くことができるような博
物館体験を提供した。

平成27年（2015年）6月14日
～

平成27年（2015年）7月5日
吹田市立博物館 291 地域教育部 文化財保護課

33
夏季展示『まもる自然・つくる
環境－こんなのみつけたよ
－』

公募による市民展示実行委員会を組織し、展
示、関連行事の企画、準備、運営を行ってい
る。吹田市の自然と環境をテーマに、現在市域
に残る自然を次世代にいかに継承し、将来の
環境をどのように構築していくのか、大人だけ
ではなく、子どもたちも含めて、自然や環境問
題を考える機会とする展示とした。

平成27年（2015年）7月18日
～

平成27年（2015年）8月23日
吹田市立博物館 2,500 地域教育部 文化財保護課

34 端午の節句

端午の節句を楽しんでもらうための企画とし
て、毎年開催。主屋において五月人形などを飾
り、主屋の前庭にはこいのぼりを飾る。また、西
尾家に伝わる端午の節句関連の資料も展示。

平成27年（2015年）4月18日
～

平成27年（2015年）5月6日

旧西尾家住宅（吹田文
化創造交流館）

地域教育部 文化財保護課

35 墨を使った作品展

西尾家は代々書に造詣が深く、また書の掛け
軸なども多く残されていることから、墨を使った
作品の展示会を開催。市内で活動している書
道や水墨画のグループの作品、保育園・幼稚
園児が墨を使って描いた絵などの展示会を行
う。

平成28年（2016年）1月16日
～

平成28年（2016年）1月24日

旧西尾家住宅（吹田文
化創造交流館）

地域教育部 文化財保護課

36 ひな祭り

伝統文化に親しんでもらうことを目的として毎年
開催。主屋座敷において雛飾りの展示を行う。
西尾家に伝わるひな祭り関連の資料も展示。ま
た、期間中には、こどもの着物着付けなどのイ
ベントも開催。

平成28年（2016年）2月13日
～

平成28年（2016年）3月3日

旧西尾家住宅（吹田文
化創造交流館）

地域教育部 文化財保護課

決算額 所管室課名

市主催イベント実施状況（平成27年（2015年）度実施分）No.7

通番 イベント名 ※1　イベント概要 開催日 開催場所 部局名

400

<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）



総務部　危機管理室

単位：千円

37

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実施した。

平成27年（2015年）9月6日
～

平成27年（2015年）9月23日
吹田市立博物館 0 地域教育部 文化財保護課

38
秋季展示　　「絵図っておもし
ろい　－国絵図と村絵図－」

江戸時代に発展を遂げた日本図や、幕府に提出さ
れた摂津国絵図の写し、地域の田畠開発絵図や川
絵図などを含む村絵図、木版刷りで刊行された寺社
参詣図等、近代の絵図・地図を展示し、吹田の人々
が生きた空間、生活した景観を知ることのできる絵
図の世界を紹介した。

平成27年（2015年）10月3日
　～

平成27年（2015年）11月29日
吹田市立博物館 2,110 地域教育部 文化財保護課

39
特別企画『むかしのくらしと学
校』

博物館と学校教育の連携を目的として、小学校３年
生の社会科単元「くらしのうつりかわり」をテーマにし
て明治～昭和前期頃の衣食住の道具、遊具、学習
用具の変化を学習する展示で、道具の体験コー
ナーを10か所に設置している。本展は博物館ボラン
ティアによって児童への体験指導を含めた運営に
よって毎年開催している。

平成27年（2015年）12月8日
　～

平成28年（2016年）4月3日
吹田市立博物館 482 地域教育部 文化財保護課

40

第５回青少年活動サポートプ
ラザ夏祭り
熱くなれよ！フェスティバル！
ハッピーでナイスなナツ！

青少年の健全育成を目的に毎年開催。中高校
生や大学生を中心とした夏祭り実行委員が、バ
ンド・ダンスなどのステージ発表や縁日、屋台、
ゲーム大会など様々な催しを企画し、準備から
当日の運営まで自主的に行う。

平成27年（2015年）8月9日
吹田市立子育て青少
年拠点夢つながり未来
館

47 地域教育部 青少年室

41

夢つながり未来館開館５周年
記念事業
～みんなおいでよGO！周年
～

夢つながり未来館の開館５周年を記念し、開催
しました。
夢つながり未来館の利用団体によるブラスバン
ド演奏や各種体験コーナー、作品展示のほか、
JAXA宇宙教育センターによる宇宙科学実験教
室や青少年委員会企画によるステージ発表な
ど施設全体で各所管が一体となり実施。

平成28年（2016年）3月26日
吹田市立子育て青少
年拠点夢つながり未来
館

60 地域教育部
青少年室

（のびのび子育てプラ
ザ、山田駅前図書館）

42 成人祭

新成人を祝福し励ますとともに、成人祭を
契機として、人と人との出会いとふれあいを
大切にするため、青少年関係団体の協力
を得て、各種催しを実施。

平成28年（2016年）1月11日 メイシアター大ホール 2,867 地域教育部 青少年室

<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）

決算額

市主催イベント実施状況（平成27年（2015年）度実施分）No.8

通番 イベント名 ※1　イベント概要 開催日 開催場所 部局名 所管室課名



総務部　危機管理室

単位：千円

43 地域安全・青少年育成吹田市民大会

犯罪のない安全で住みよい地域社会づくりにつ
いて、広く市民の関心を喚起し、家庭・学校・地
域・行政が一体となった市民運動を展開。

平成27年（2015年）11月13日 メイシアター大ホール 1,799 地域教育部 青少年室

44 吹田青少年野外コンサート

中学生・高校生の吹奏楽部やギター・マンドリ
ン部等による野外での演奏。日頃の音楽活動
を野外で発表する機会を提供し、参加者が他
の参加グループ・観客・青少年指導員と交流す
る。

平成27年（2015年）6月7日 千里南公園 470 地域教育部 青少年室

45 ヤングフェスティバル

青少年によるロック・ポップス等の演奏と、ヒッ
プホップ等のダンスの発表の場。また、青少年
が自ら考え実行できるという機会、他の仲間集
団と交わる場を提供することにより青少年の自
発性・社会性を養う。併せて青少年指導員との
結びつきを一層深め、地域の連帯意識を向上
させる。

平成27年（2015年）11月22日 メイシアター中ホール 482 地域教育部 青少年室

46 子どもクラブまつり

毎年3月に実施。
子ども達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
マジックの舞台発表、折り紙や人権作品展示の
コーナーなど。

平成28年（2016年）3月20日
青少年クリエイティブセ
ンター体育館

166 地域教育部
青少年クリエイティブ
センター

市主催イベント実施状況（平成27年（2015年）度実施分）No.9

通番 イベント名 ※1　イベント概要 開催日 開催場所 決算額 部局名 所管室課名

<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）


