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平成26年度 吹田市市民公益活動促進補助金審査結果一覧
団体名

ＮＯ

事業名

事業概要

現状、天文同好会として各種団体より依頼の天体観望会及び講演会を実
施しています。保有のプラネタリウムにより公共施設で硬質組立ドームを
使用している為、組立時間がかかり、依頼を断る事案が多い。
天文同好会 Ａ エアー式ドーム移動プラ
1
プラネタリウムをより有効的に使用する為にエアー式ドームを導入し、プ
ＯＡ
ネタリウム投影事業
ラネタリウムを身近な箇所で投影、星空について解説することにより市
民、児童に対しプラネタリウムを使用した環境学習を実施することができ
ます。

事業コース

申請額
（円）

自立支援

332,112

交付額
（円）

推薦 平均
順位 審査点

332,112

2 ほっと吹田

自立支援

71,600

63,008

23.2

11

高齢化とともに要介護者や認知症患者が増大する中で、介護する人・される人・関
係者が講話や座談を通じて情報交換し、学び、癒されることをねらいとする大切な
事業です。より多くの方々の参加、成果の地域への還元が得られるよう、広報・ＰＲ
20.0
などに工夫されることを期待します。
今回は申請団体が多く、推薦順に交付した結果、補助金総額を超えてしまいまし
たので、残念ながら減額しての交付となりました。

1

発達障がいや様々な要因により不登校となった子ども達に対して教育の機会均等
を保障するための教育支援・就業支援・居場所づくりという多岐に渡る支援活動を
25.4 退職教職員の協力のもとに行われています。公共性の高い活動ですので類似性
のある市内の他団体ともネットワークを構築していただき、専門性において連携を
図っていただくことを期待します。

12

申請事業はイベントを開催して多くの人を集めることが目的ではなく、「人づくりが
事業の成果」とされていることから、地域に根差した活動の成果発表を期待してい
ます。
20.5
今回は申請団体が多く、推薦順に交付した結果、補助金総額を超えたため残念な
がら減額しての交付となりました。、減額分は運用計画を見直していただき、予算
額との差額は自費での運用をお願いします。

場です。

子ども・青少年の教育の機会均等のための教育支援・就業支援・居場所

吹田子ども支
3
援センター

発達障害、不登校生の、 作り
教育支援と進路を考える ふれあい交流及び教育相談（毎週月曜日～金曜日 １０時～１７時）
求めがあれば、開館日以外でも、開館時間以外でも開館します。
広場設置プロジェクト

自立支援

500,000

500,000

出張している場合もありますので、来所の前に必ずお電話ください。

特定非営利活
自然とエコのチャレンジ
4 動法人 すいた
隊－環境博士になろう
環境学習協会

チームおせっ
5
かい

6

東日本大震災に学ぶ子
供を持つ家庭の防災・減
災・支援マニュアルづくり
事業

吹田自分史の 高齢者に対する「自分
会
史」作成支援活動

7 ママＧＯＧＯ

特定非営利活
8 動法人 なの

花

ＮＰＯ Ｈeart・
9
Ｈeart

「自然とエコのチャレンジ隊－環境博士になろう！」夏休みと春休みの2
回、事業活動を実施します。多くの子どもたちに「吹田市自然体験交流セ
ンター」でスキルを有する会員が子どもたちと交流を図りながら指導し、野
山の自然観察・昆虫教室や里山の探検など自然の素晴らしさの体感やク
ラフト教室・紙すき体験・環境ゲームなど様々な楽しいイベントに参加し、
広く自然と環境の大切さを学びます。また吹田市各所で「エコ教室」を10
回実施します。

自立支援

310,000

272,800

科学離れが囁かれる昨今、エアー式ドームの導入によって、より多くの子ども達が
星空を眺められる機会づくりと各地のプラネタリウムが閉館している状況に一石を
投じていただくことを期待しています。次年度以降の経費的自立についての準備も
お願いします。

3

介護する人、介護される人、それに携わる人に、この場が癒しの場、そし

介護ちょっとひと息 その て情報交換の場となります。
介護は自分には関係ないと思っている人も「明日はわが身」知って得する
まんま座談会

コメント

南海トラフ問題を抱える吹田市の子育て市民が震災時に自ら取る行動マ
ニュアルを作成します。「チームおせっかい」学習サポートは、平成23年10
月から吹田市に避難される東日本大震災の避難者との交流活動を通じ
て、避難者の被災当初から現在に至る様々な思いを傾聴する中、その貴
重な経験を、もし吹田市で大地震等の災害が発生した時に防災並びに減
災に役立てていただけることを目的に、避難者家族の協力を得ながら作
成します。

自立支援

500,000

0

19

補助金交付審査部会で審査基準・審査手順に従った審査を行った結果、今回は
残念ながら基準点に届かず選外となりましたが、東日本大震災から吹田市に避難
16.2 されてきた方との交流活動を通じ、その貴重な体験をもとにした防災・減災マニュ
アルの作成は、今後起こり得る大震災からも重要なことであり、活動の輪が広がっ
ていくことを期待しています。

人それぞれたどってきた人生は違います。それぞれに言い尽くせない思
いやドラマを含んでいます。その思いのひとつでもいいから書いてみるこ
とに挑戦してみませんか？この事業では健康上の理由等により定例会に
出られない方を支援していきたいと思っております。

自立支援

71,000

0

20

15.5

補助金交付審査部会で審査基準・審査手順に従った審査を行った結果、今回は
残念ながら基準点に届かず選外となりましたが、新しい発想の活動で、これから高
齢者のニーズが増えていくかと考えられますので、今後、活動の周知を図られ、輪
が広がることを期待しています。

ママ元気、マチ元気プロ
ジェクト

吹田市内に在住の小学生及び未就学児を子育て中のママを対象とした、
子連れで参加可能な講座及びイベントを展開します。原則、月曜日から
金曜日までの午前中に１コマ９０分。毎日、様々な内容の講座をワンコイ
ン500円で開催します。０歳児をお連れの方は、同席受講が可能です。１
歳以上のお子様は、同室内での有料保育方式でお預かりします（未就学
児１回５００円、小学生無料）。詳しくは、ママＧＯＧＯホームページをご覧く
ださい。

自立支援

332,021

332,021

6

昨年立ち上げたばかりですが、スタッフの熱意と努力によって着実に事業を実施さ
れ、たくさんの子育てママが参加し、元気になる公益性の高い事業が確立されたこ
とを素晴らしく思います。また、意欲的に地域や他団体との連携を図り、常に活動
23.4
の幅を広げる努力を続けられており、更なる活性化が期待されます。今後とも社会
福祉協議会や地域の子育て支援活動団体とのつながりも保ちながら、主体性を
もって活動を継続してください。

発達障害児を持つ親の
集い事業

発達障害児を持つ親同士が集まって、発達障害の特性について学び、日
頃の悩みやしんどさを話し分かち合う場です。子供達のこれからの健や
かな成長を目指すため療育などの情報交換などもあります。

自立支援

195,225

195,225

5

23.0

7

ヨーガを通じて中高年等の生活習慣病を防ぎ、健康を維持増進させる意義ある事
業と思われますので、今後も地域に密着した活動を継続することを期待していま
21.4 す。
なお、ヨーガ教室が数多くある中で、公益性をうたった事業を展開していくのであれ
ばＮＰＯ法人の認可を受けることをお勧めします。

週１回息のはずむ程度の運動を行わなければ体は衰える一方です。そこ
で生活習慣病予防の為の「50歳からの和みヨーガ」を始めました。呼吸を
「50歳からの和みヨーガ」 意識しながら1呼吸1動作でゆっくり動くヨーガです。深い呼吸は全身運
動、インナーマッスルが鍛えられます。規則正しく行えば自律神経も整い
山田地区
ます。うつ、老人性痴呆、不安障害にも効果があります。山田ゆいぴあ・
南千里ラコルタ等で講座を開いています。お気軽にご参加ください。

自立支援

130,000

130,000

当補助金が頑張りすぎない環境づくりに少しでも役立てば幸いです。貴団体の個
性を大切にしつつも、同分野の活動を展開している他団体との連携に努めていた
だき、将来的にはそのノウハウを広く社会が共有できうるような事例づくりを期待し
ています。
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団体名

事業名

事業概要

吹田市内の幼稚園、小学校低学年、保育所、地域の自治会などに呼び
かけ、子育てに悩みを持つ親達の相談、家庭教育・家族の人間関係等に
特定非営利活
ついての講座を開く。
動法人 近畿 子どもたちの人格を認識 不登校、ひきこもり状態の多くの青少年を社会へ送り出してきた長年の経
10
青少年サポー しての子育て指導（事業） 験・体験と社会での様々な経験・体験を基にした社会的実学と心理学で、
即、役立つ子育ての実践的な指導・支援を行っていく。
ト塾
特に重きをもって指導したいのは、わが子であっても人格を認識しながら
の教育が大切であることです。コミュニケーション構築のスキルです。

介護施設等の音楽療法

日本古来の楽器（三味線・太鼓・尺八）や踊り、また唄（民謡・詩吟・童謡）
で伝承芸能を普及継承する活動をする。社会福祉施設での健康維持を
目的とする体操や音楽療法・対談などを行っている。またボランティア活
動の研修会（勉強会）も行っている。

特定非営利活
動法人 子ども
12
「住まいの絵本館」活動
と住文化研究
センター

毎月2回の定期的な「住まいの絵本研究会」に加えて、子どもを対象とし
た「家プロジェクト」等の実施頻度を多くし、その内容の充実を図り、魅力
的なものにしていく。
9～10月頃には、設立1周年記念事業で、子育てに悩んでいる若い親、子
供や住まいについて学んでいる学生等を対象に、『子ども部屋』をテーマ
として、企業とのコラボレーションで「講演会」と「ワールドカフェ」のワーク
ショップを開催する。同時に「アートウィーク」では、地域住民や多くの方
に、住まいの絵本館に親しみを持ってもらえるよう、アート作品の展示販
売、藍染めの講習会などを開催する予定。

宇宙と自然科学への探
日本宇宙少年 究心と向上心を育て、健
13
団・千里分団 全な青少年の発達を計る
取組

日本宇宙少年団（YAC：Young Astronauts Ｃｌｕｂ－Ｊａｐａｎ）は、宇宙や星
空大好きの小中学校生徒・高校生はもちろん、幼年や保護者の参加も可
能な、年齢・性別を問わないとても楽しいクラブです。ＪＡＸＡと提携してい
ろいろな施設のツアー、ロケット打ち上げの見学なども行っています。
千里分団では、近郊の研究所、科学館、工場などの見学のほか、天体観
測、キャンプ、楽しい理科実験、ハイキング、ロケット実験など、宇宙への
好奇心と関心に応える取り組みを行っています。

11 千里ひまわり

特定非営利活
フリースクールここ
動法人 ここ

特定非営利活
動法人 吹田こ
16
自然探検隊
ども・夢・未来
協会

17 せんり楽ゆう会

アンチエイジングサーク
ル（Ａ・Ａサークル）

申請額
（円）

自立支援

500,000

自立支援

自立支援

自立支援

60,000

250,000

128,500

交付額
（円）

推薦 平均
順位 審査点

0

0

220,000

0

コメント

補助金交付金審査部会で審査基準・審査手順に従った審査を行った結果、今回
は残念ながら基準点に届かず選外となりましたが、不登校、ひきこもり状態の多く
の青少年を社会へ送り出してきた長年の経験と社会での様々な経験・体験を生か
し、さらなる支援・社会貢献活動を続けていかれることを期待しています。

18

17.5

17

補助金交付金審査部会で審査基準・審査手順に従った審査を行った結果、今回
は残念ながら基準点に届かず選外となりましたが、日本古来の伝承芸能を通して
17.4 高齢者に心と身体の活性化を図る音楽療法活動は、高齢者に人気があると思い
ますので、シニア世代が楽しくいきいきと輝く素晴らしい取組みを続けていかれるこ
とを期待しています。

8

住まいの絵本館設立から2年目を迎え、さらに充実した事業が展開されることを期
待します。予算総額から見て大きな比重を占める消耗品費と通信運搬費について
は効果的な運用をお願いします。
20.0
今回は申請団体が多く、推薦順に交付した結果、補助金総額を超えたため残念な
がら減額しての交付となりました。減額分は運用計画を見直していただき、予算額
との差額は自費での運用をお願いします。

14

子ども達に宇宙や科学に対する探究心を深めるなど夢のある取組みで、青少年の
健全な育成に寄与されています。今後はより多くの青少年が集うよう、HPの活用な
ど広報の更なる充実を図っていただきたいと思います。
18.1
今回は申請団体が多く予算枠を大きく超え、推薦順位の高い順に交付額を決定し
た結果、残念ながら交付には至りませんでしたが、活動がさらに発展していくことを
期待します。

自立支援

125,000

0

14

市役所ロビーやメイシアター等で子ども達の絵画や書写の展示に足を止めること
がよくありますが、子ども達の創作活動を支援、奨励する意義のある取組みです。
18.5 今回は申請団体が多く、予算枠を大きく超え、推薦順位の高い順に交付額を決定
した結果、残念ながら交付には至りませんでしたが、今後も出品参加校が増え、活
動がさらに発展することを期待しています。

これまで週3回開いてきた青少年の居場所を、彼ら卒業生を中心としたス
タッフの協力のもと週5回に増やし、不登校児童・生徒を対象にしたフリー
スクール事業を行う。
さらなるステップとして、活動場所であり自らの居場所となる一軒家の補
修作業や日曜大工の経験、野菜作りやキャンプ・釣りなどに出かけたり、
音楽イベントの企画・運営に携わるようになることが目標である。

自立支援

359,300

316,184

9

紆余曲折がありながらも不登校の子ども達の居場所づくりが着実に進んでいる様
子が伺えました。フリースクールがソーシャル（コミュニティ）ビジネスの好例となる
21.1 ことを期待しています。なお、活動費調達の多角化にも取り組んでください。
今回は申請団体が多く、推薦順に交付した結果、補助金総額を超えてしまいまし
たので、残念ながら減額しての交付となりました。

子どもたちが自然の美しさや厳しさを感じるとともに、仲間と協力しながら
自ら行動できる力、生きる力を身につけていけるよう、自然に親しみ興味
を感じるプログラムを企画しています。
また、異年齢で助け合いながら挑戦するなかで、思いやりの心やリーダー
シップ、頑張る力を養うとともに、環境学習を通じて里山保全などへの興
味づけを行い、自然との共生の大切さを学び成長できる場を提供してい
ます。

自立支援

441,000

441,000

3

22.0

10

介護予防をめざし社会学習を通じ親睦を図る公共性の高い事業と評価されまし
た。対象者が65歳以上であり、今後グループ全体の加齢化による継続性・活性化
の課題や学習成果をどのように地域福祉へ還元できるのか、公益性についても期
20.0
待しています。
今回は申請団体が多く、推薦順に交付した結果、補助金総額を超えてしまいまし
たので、残念ながら減額しての交付となりました。

ＭＯＡ美術館吹
市内在住の小学生が「美」を感じ、表現した作品を展示します。
ＭＯＡ美術館吹田市児童
14 田市児童作品
今後は病院などへも展示して、子供たちの元気なエネルギーを多くの方
作品展
に与えていける橋渡し役をしていきたいと思っています。
展実行委員会

15

事業コース

アンチエイジング（Ａ・Ａ）サークル事業
①「楽しい歌声の広場」で気分転換
②ロコモ体操で運動機能若返り
③弁護士を囲んで身近な法律の勉強
④薬剤師にお薬について学ぶ
⑤福祉問題を学び備える
⑥脳を刺激するトレーニング
⑦公的施設を見学し社会学習する
⑧ハイキングで街歩き

スタート支援

100,000

97,650

子どもの遊びをとりまく環境が変わり、子どもの成長や人間関係などに影響を与え
ているといわれる中で、子ども達に自然のすばらしさや命の大切さを伝えるととも
にコミュニケーション能力や協調性なども高めようとする意義ある事業です。この取
組みを通じて活動の輪が周辺にも広がっていくことを期待します。
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団体名

18 ゆう・きっず

事業名

事業概要

発達障がいまたはその
周辺の子をもつ親の会事
業

発達が気になる子を持つ親が集まり、相互に情報交換をしながら、日頃
の悩みを話し合い、共に考え、支え合っていく会です。友達とうまく関われ
ない。こだわりが強く、気持ちや行動の切り替えが苦手。不登校気味で
…。特性の強い子を育てていく上では、特に母親に大きな負担がかかり
ます。発達障がいの診断の有無にかかわらず、気になる子を持つ親同
士、一緒に子育てを楽しめるようになりたいと考えています。

男女共同参画センターで時代や地域のニーズに合った講座や親子ふれ
あい祭り（9月・12月）を保育付きで開催します。また、デュオ祭（2月）に参
デュオnetすい
19
みんなで楽しく社会参加 加します。メルマガやＨＰなどによって、講座の情報やセンター情報ライブ
た
ラリーの新刊案内などの情報を発信します。幅広い年齢層の市民が情報
交換し、交流し、学び、社会参加できるよう支援していきます。

20

いのちをみつ
めた医療

病院やケアの現場など、様々な診療科や状況下の患者、患者家族、医療
人等のグリーフケアが必要な人を中心に、広く市民が共有できる、いのち
病院やケアの現場に歌を をテーマにした歌を制作する。例えば病院内でのコンサートで、すべての
診療科の患者、患者家族、医療人等が、完成した歌を一緒に聞き、歌うこ
届けようプロジェクト
とで、各々の立場や状況を越えて、協働して温かい医療、更には社会を
つくっていこうと考える契機になることを願う。
合

計

事業コース

スタート支援

スタート支援

スタート支援

申請額
（円）

100,000

100,000

38,950

交付額
（円）

推薦 平均
順位 審査点

100000

0

0

4,644,708 3,000,000

コメント

2

発達障がい児またはその周辺の子をもつ親たちが、繋がり支え合い共通の悩み
を語り合うことで、前向きに生きる力を得るための「親の会」の活動は、たいへん意
22.2 義深いものです。親の会の活動を通じ、自信を持って子どもたちと向き合い、子育
てを楽しめるよう頑張ってください。また、発達障がい児に対する理解を深めるた
めの社会への働きかけにも期待しています。

16

補助金交付審査部会で審査基準・審査手順に従い審査を行った結果、今回は残
念ながら基準点に届かず選外となりました。しかしながら、貴組織の事業目的であ
る市民の社会参加を支援するという活動は、意義深いものであると考えます。今後
16.1
も貴組織の独自性を明確にされ、また他組織との共同開催（実行委員会形式な
ど）を検討されるなどの工夫をしていただきながら、多くの市民に期待される事業を
継続していってください。

13

病院内の精神的な支えとしての取り組みは評価できるところです。しかしながら、
音楽はジャンルも多様で好みに個人差が大きいため、公益性・共感性の部分では
評価が分かれてしまいました。
18.5
今回は申請団体が多く予算枠を大きく超え、推薦順位の高い順に交付額を決定し
た結果、残念ながらあと一歩のところで交付には至りませんでしたが、今後も賛同
者の輪を広げていかれることを期待しています。

