
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 人権政策室 共催 憲法と市民のつどい
吹田市人権啓発
推進協議会

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、コンサートなどを行
う。

令和元年5月18日
メイシアター
中ホール

526 526 526 補助金

2
人権政策室
交流活動館

後援 サマーフェスタINきしべ

サマーフェスタINきしべ実
行委員会
一般社団法人吹田きしべ
地域人権協会

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。

令和元年8月18日
令和元年8月19日

光のひろば（青少年
クリエイティブセン
ター運動広場）

2,760 2,000 2,000 補助金

3
人権政策室
交流活動館

後援 スポーツ週間
一般社団法人吹田きしべ
地域人権協会

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
参加するスポーツを通して地域住
民の交流を図る。

＜サッカー大会＞
令和元年10月20日

＜グランドゴルフ大会＞
令和元年11月9日

＜3on3バスケットボール
大会＞

令和元年12月8日

青少年クリエイティ
ブセンター
光のひろば（青少年
クリエイティブセン
ター運動広場）

152 150 150 補助金

4
人権政策室
交流活動館

後援 2019サマー合宿
一般社団法人吹田きしべ
地域人権協会

人権感覚豊かな人づくりを行う人
材育成事業として、ジュニアリー
ダーを中心に、食事作りやキャン
プファイヤー等を通じて、「自然の
大切さ」、「仲間の大切さ」、「互い
に助け合うことの素晴らしさ」を学
ぶ異年齢交流を図る。

令和元年8月6日
令和元年8月7日

三重県立鈴鹿青少
年センターほか

1,746 1,350 1,350 補助金

5
人権政策室
交流活動館

共催
人・つながり・きしべプラ
ザ

一般社団法人吹田きしべ
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

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、
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、子
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、作品展示、舞台発表
等を行う。

令和元年11月30日
青少年クリエイティ
ブセンター
交流活動館ほか

352 350 350 補助金

6 地域経済振興室 共催 吹田産業フェア 吹田産業フェア推進協議会

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。

令和元年5月11日・5
月12日

メイシアター・いず
みの園公園・市役
所駐車場

20,403 10,000 10,000 補助金

開催場所
主催団体の

決算額

市の決算額

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（令和元年度実施分）

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通番 開催日



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

開催場所
主催団体の

決算額

市の決算額

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（令和元年度実施分）

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通番 開催日

7 地域経済振興室 後援 神崎川畔春まつり 神崎川畔企業連絡会

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
トやフードコートなどを実施。

平成31年4月13日 神崎川畔 907 200 200 補助金

8 地域経済振興室 後援 吹田お笑いグランプリ 吹田市栄通り商店会
JR吹田駅周辺地区の商業活性化
を図るために、募集した出場者に
よるお笑いのコンテストを実施。

令和元年10月19日 勤労者会館 417 117 117 補助金

9 地域経済振興室 後援 すいたアジアンフェア アジアンフェア実行委員会

JR吹田駅周辺の6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。

令和元年10月19日・
10月20日

さんくす夢広場 3,168 2,000 2,000 補助金

10 地域経済振興室 後援
吹田ジャズ・ゴスペルラ
イブ

吹田ジャズ・ゴスペルライ
ブ実行委員会

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の会場
で、入場無料の音楽ライブを実
施。

令和元年10月19日・
10月20日

メロード前広場など 1,686 1,000 1,000 補助金

11 地域経済振興室 後援 Village　Mart吹田 じゃない吹田
商店街及び地域の活性化を目的
としてマーケットやライブを実施

４月２０日、５月２６日、６月
２３日、７月２８日、８月２５
日、９月２１日・２２日、１０
月２７日、１１月２４日、１２
月２２日、令和２年１月２６
日、２月２３日

旭通商店街、新旭
町通り商店街

2,417 1,000 1,000 補助金



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

開催場所
主催団体の

決算額

市の決算額

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（令和元年度実施分）

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通番 開催日

12
シティプロモー
ション推進室

共催
第39回「地方の時代」映
像祭2019

「地方の時代」映像祭実行
委員会

全国規模のドキュメンタリー映像
の祭典。贈賞式や受賞作品の上
映、シンポジウム、ワークショップ
などを開催し、映像制作者、市
民、学生たちの交流の場となって
いる。また、映像祭に先立ち、話
題の映像作品やゲストによるトー
クを行う連続フォーラムを、本市の
施設において開催している。

【連続フォーラム】
令和元年6月12日～
14日
【映像祭】令和元年
11月16日～22日

【連続フォーラム】
メイシアター小ホー
ル
【映像祭】
関西大学千里山
キャンパス、梅田
キャンパス

22,575 1,000 1,000 負担金

13
シティプロモー
ション推進室

共催 吹田まつり 吹田まつり実行委員会

吹田のまちづくりと自治意識の高
揚を図るとともに、市民一人ひとり
に吹田の歴史を知ってもらい、未
来を担う青少年に夢と活力を与
え、あわせて地元商工業の発展
に寄与することを目的に実施す
る。

令和元年8月3日
令和元年8月4日

千里南会場・江坂
会場・JR吹田駅周
辺会場

32,584 14,600 14,600 補助金

14 文化スポーツ推進室 後援 地区市民体育祭 各地区市民体育祭運営委員会

地域住民の健康づくりや親睦を図
るため、市内33地区（35小学校
区）において地区市民体育祭運営
委員会が開催している。

令和元年9月22日～
令和元年10月20日

市内小中学校 31,218 12,835 12,797 補助金

15 健康まちづくり室 後援 てくてくハイク
（公財）吹田市健康づくり
推進事業団

いつでもどこでも手軽に健康づくり
に取り組むことを目的として、市内
外のコースをめぐるウォーキング
イベント。

平成31年4月21日 市内・郊外コース 221 221 221 補助金

16 健康まちづくり室 後援
ノルディックウォークラ
リー

（公財）吹田市健康づくり
推進事業団

万博記念公園自然文化園西側一
帯に設置した８か所のポイントを、
各参加者が自然を感じながら、ノ
ルディックウォークで回るイベン
ト。

令和元年5月19日
万博記念公園自然
文化園西側一帯

282 282 282 補助金

17 健康まちづくり室 共催 みんなの健康展
（公財）吹田市健康づくり
推進事業団

市民の健康づくりの意識向上を図
り、健康づくりを実践するために、
講演会の開催や展示・相談コー
ナーを設置する啓発イベント。

令和元年9月7日、
　　　　　9月8日

大和大学 3,925 3,925 3,925 補助金



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

開催場所
主催団体の

決算額

市の決算額

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（令和元年度実施分）

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通番 開催日

18 健康まちづくり室 共催 2019チャレンジＤＡＹ
（公財）吹田市健康づくり
推進事業団

子どもから高齢者まで、多くの市
民が自然に親しみながら身体を動
かすことで、自らの健康、また家
族の健康への意識を高めてもらう
イベント。

令和元年11月10日
千里北公園
北千里市民体育館
わくわくの郷

3,365 3,365 3,365 補助金

19 健康まちづくり室 後援 スポーツフェスティバル
（公財）吹田市健康づくり
推進事業団

誰もが手軽に楽しむことのできる
スポーツや、音楽に合わせて楽し
く身体を動かすダンス等を通して、
健康づくり・仲間づくりを目指すイ
ベント。

令和元年12月1日
片山市民体育館
目俵市民体育館
南吹田市民体育館

330 330 330 補助金

20 まなびの支援課 後援 各地区公民館文化祭
各地区公民館文化祭実行
委員会

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。

令和元年10月上旬
～11月上旬の土日
祝日など

各地区公民館 8,353 6,801 6,801 補助金

21 青少年室 共催 成人祭 吹田市成人祭実行委員会

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、各種催しを実施する。

令和2年1月13日
ホテル阪急
エキスポパーク

3,745 3,805 3,745 その他

22 青少年室 共催
吹田青少年野外コン
サート

吹田市青少年指導員会

中学生・高校生の吹奏楽やギ
ター・マンドリン舞踏による野外で
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
がほかの参加グループ・観客・青
少年指導員と交流する。

令和元年6月2日 千里南公園 470 470 470 その他

23 青少年室 共催
吹田市こども会
スポーツ大会

吹田市こども会育成協議会

市内のこども会加入の小学生を
対象としたスポーツ大会を開催す
る。競技種目はソフトボール（男子
チーム又は男女混成チーム）、
キックベースボール（女子チーム
又は男女混成チーム）。こども会
のスポーツ活動の推進により、青
少年の体力、協調性の向上を図
る。

令和元年7月27日
                ～28日

中の島公園スポーツ
グラウンド  他

322 297 297 その他

【記入上の注意点】
後援・共催区分欄　・・・・・　後援・共催のいずれかを選択ください。
イベント概要欄　・・・　主催団体を市が後援・共催する理由がわかるように、イベントの目的と内容について記入ください。
決算額欄　・・・　当該イベントに要した主催者側の経費総額と市の経費総額及び補助金・負担金等の額を記入ください。
補助金・負担金等区分欄　・・・　補助金・負担金・その他のいずれかを選択ください。その他の場合は、メール本文でも結構ですので内容について記載ください。


