
単位：千円

1 文化スポーツ推進室 吹田市民劇場

舞台芸術を鑑賞できる機会の提供として、古典
芸能、千里金蘭大学共同事業ファミリーミュー
ジカル等の普及啓発事業、関西フィルハーモ
ニー管弦楽団 ウインターコンサート等を開催。

〈祝賀能〉
令和2年11月8日
〈ｳｲﾝﾀｰｺﾝｻｰﾄ〉
令和2年12月27日
〈ﾘﾆｭｰｱﾙおひろめ〉
令和3年1月30日
〈ﾜﾝｺｲﾝｺﾝｻｰﾄ〉
令和3年2月11日
〈ｱｰﾃｲｽﾄ応援ｺﾝｻｰﾄ〉
令和3年2月21日
〈ﾊﾞﾚｴ白鳥の湖〉
令和3年3月21日
〈ﾌｧﾐﾘｰﾐｭｰｼﾞｶﾙ〉
令和3年3月27日・28日

メイシアター大・中
ホール他

33,371

2 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

若者を対象とした普及育成型事業。コンクー
ル、公開レッスン、ブラスクリニック、メイシア
ター少年少女合唱団の活動等を実施。

〈予選〉
令和2年11月22日
〈本選〉
令和2年12月20日
〈ﾌﾞﾗｽｸﾘﾆｯｸ〉
令和2年11月3日～29
日
〈ﾒｲｼｱﾀｰ少年少女合
唱団練習〉
令和2年9月13日
～令和3年3月29日

メイシアター大ホー
ル他

2,186

3 文化スポーツ推進室 吹田市民文化祭
吹田市文化団体協議会に加盟する団体毎の
文化祭と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。

令和2年9月27日
～令和3年3月28日

メイシアター大・中
ホール他

2,864
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4 文化スポーツ推進室
文化会館リニューアルオープ
ン記念文化祭

文化会館リニューアルオープンを記念し、文化
団体の舞台部門7団体・市民公募出演者22団
体の参加で、舞台発表を行い新たな劇場を体
感できる事業を実施。

令和2年10月3日・　4日
メイシアター大・中
ホール他

1,380

5 文化スポーツ推進室
吹田市文化会館リニューアル
オープン記念関連事業

文化会館リニューアルオープンを記念し新たな
劇場(ホール・音響・照明・舞台設備・客席ロ
ビー等）を体感できる事業を実施。

〈ｵｰﾌﾟﾝ記念ｺﾝｻｰﾄ〉令
和2年9月5日
〈ﾊﾞｯｸｽﾃｰｼﾞﾂｱｰ〉
令和2年10月8日
〈劇場体験～0歳児から
楽しむｸﾗｼｯｸ〉
令和3年3月15日

メイシアター大・中
ホール他

4,338

6 文化スポーツ推進室 吹田市美術展覧会

市民の創作活動の向上を図ると共に美術鑑賞
の機会を提供することを目的とし、日本画、洋
画、彫塑、工芸、書、写真、グラフィックデザイ
ンの各部門で公募を行い、作品を展示。

令和2年9月16日
～令和2年9月20日

メイシアター展示室
他

1,333

7 生活福祉室 吹田市戦没者追悼献花式

先の大戦での戦没者、原爆死没者並びに戦争
犠牲者に対して恒久の平和を誓い、追悼の誠
を捧げる。
新型コロナウイルス感染症拡大のため、式典
は行わず献花のみ実施。

令和2年8月27日
千里市民センター
大ホール

1,078

8 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、活動報告等
を行う。

令和2年12月1日
～令和2年12月15日

市役所本庁舎正面
玄関ロビー

323

9 健康まちづくり室
吹田市立健都ライブラリー
開館記念イベント

健都レールサイド公園及び健都ライブラリーの
指定管理業務として、令和２年11月11日の健
都ライブラリーの開館を記念して、その利用促
進のため、多世代に向けた運動教室、文化講
座、吹奏楽コンサート、アニメ上映会などを実
施。延べ379名参加。

令和2年11月12日～15
日、25日、29日、30日

健都ライブラリー
健都レールサイド
公園

指定管理委託料
に含む



10 健康まちづくり室 健都わくわくフェスティバル

健都レールサイド公園及び健都ライブラリーの
指定管理業務として、にぎわい創出を目的に、
各種運動教室、IOT機器を活用したゲーム、防
災教室、鉄道講演会を実施。延べ195名参加。

令和3年3月20日～21
日

健都ライブラリー
健都レールサイド
公園

指定管理委託料
に含む

11 地域保健課 世界エイズデーキャンペーン

【目的】
多数の府民へ世界エイズデーをPR
【実施方法】
デジタルサイネージ（液晶電子広告媒体）を用
いた広告
【その他】
エイズ予防週間実行委員会が主催。（委員会
の構成員が大阪府、大阪市、堺市、吹田市や
豊中市等の中核市）
委員会の構成員として負担金を支出。

令和2年11月30日
～令和2年12月6日

JR大阪駅御堂筋
口、なんば駅、JR
天王寺駅、うめだ
HEP前ビジョン

48

12 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、企業や環
境団体等から提出された環境に関する動画等
を本市ホームページに公開した。

令和3年3月17日
～3月31日

本市ホームページ 122

13 公園みどり室 はなみどガーデンマルシェ
花とみどりの情報センターの指定管理業務とし
て、花とみどりに親しむための講習会やワーク
ショップなどを実施。

令和2年11月7日
江坂花とみどりの
情報センター

指定管理委託料
に含む

14 公園みどり室 植物漫画劇場
花とみどりの情報センターの指定管理業務とし
て、花とみどりに係る展示を実施。

令和2年12月2日
～12月6日まで

江坂花とみどりの
情報センター

指定管理委託料
に含む

15 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を実施し
ました。また、所蔵資料の展示も行いました。

令和2年4月2日
～令和2年4月7日

旧中西家住宅（吹
田吉志部文人墨客
迎賓館）

0

16 文化財保護課
旧中西家住宅　秋の特別公
開

紅葉の時期に毎年実施。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を実施
しました。また、所蔵資料の展示も行いました。

令和2年11月21日
～令和2年11月29日

旧中西家住宅（吹
田吉志部文人墨客
迎賓館）

0



17 文化財保護課
令和２年度企画展「吹田の名
品展－西尾家・中西家旧蔵
品－」

江戸時代、西尾家は吹田村仙洞御料の庄屋、
中西家は吉志部東村の淀藩大庄屋を務めまし
た。江戸から明治時代において、庄屋は学者
や文人・画家などを招聘し支援するなど文化的
な活動を行っていました。本企画展では、西尾
家・中西家の美術作品を紹介しました。

令和2年7月18日
～令和2年8月23日

博物館 119

18 文化財保護課
令和２年度ミニ展示「新型コ
ロナと生きる社会－私たちは
何を託されたのか－」

吹田市立博物館では、100年後の人々の情報
源として、新型コロナウイルス感染症（COVID-
19）に関連する地域資料の収集を令和2年2月
から開始しました。本ミニ展示では、7月までに
収集できた資料を展示することで次なる収集に
つなげ、また、今回のコロナ禍が日本に、そし
て吹田に、何をもたらしたのか、また私たちに
何を託したのかを考える機会としました。

令和2年7月18日
～令和2年8月23日

博物館 0

19 文化財保護課
令和２年度秋季特別展「万国
博覧会 “人類の進歩と調和”
に至るまで」

本特別展では、第2回ロンドン万博（1862年）や
ウィーン万博（1873年）などのほか、人類が直
面する核の脅威や公害などの課題解決をめざ
す一方で、ベルギー領コンゴの人々を見世物
的に「展示」して批判を浴びたブリュッセル万博
（1958年）などを紹介することを通して、万博が
テーマを重視するに至った歴史を振り返りまし
た。そして、1970年大阪万博を、経済論理だけ
でなく、文明の祭典として意味あるものにしよう
と議論した自主研究会「万国博を考える会」な
どについても紹介しました。

令和2年10月3日
～令和2年11月29日

博物館 2,011

20 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
会科の学習内容に合わせ、少しむかしの衣食
住や学校生活に関する展示を行いました。ま
た、市内の町の様子の移り変わりを示す展示
コーナーを設けました。

令和2年12月8日
～令和3年4月4日

博物館 370

21
青少年室（のびのび子
育てプラザ・山田駅前

図書館）

開館10周年記念事業「ゆい
ぴあとみんなの10周年！」

開館10周年・市制施行80周年を記念して、記
念講演会や10周年記念作品の展示、クイズラ
リーなどのイベントを行いました。人形劇や手
形アート、プラバン作りなどのイベントブースを
各階に設置し、ゆいぴあ10周年をみんなでお
祝いしました。

令和3年3月27日
吹田市立子育て青
少年拠点夢つなが
り未来館

302


