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平成27年度 吹田市市民公益活動促進補助金審査結果一覧
ＮＯ

団体名

事業名

事業概要

２人に１人ががんにかかり、３人に１人ががんで亡くなる時
代。
これまで、「がん患者・家族会」や「吹田がん情報コーナー」で
吹田ホスピス ピアサポーター養成研
1
多くのがん患者・ご家族の相談を頂く中で、多くの皆さんが適
市民塾
修
切な情報やお悩みの相談を希望されているのに接してきまし
た。こうしたご相談に対応するピアサポーターの養成研修を、
昨年に続いて実施します。
脳力アップ・五感活性化で軽度認知症や老人の３K（金・健
康・孤独）を吹っ飛ばし、更に「なんでやネン！？」と常に問題
ボランティア
提起とその解決法をグループトレーニング・コミュニティサロン
脳トレ・五感活性化の
市民グループ
風に楽しく活動できる場を、毎月第１と第３水曜・午後１時から
2
為の大人の寺子屋「華
ドリーム・ネッ
４時まで開講。大人の為の寺子屋方式で、華麗な黄金期を迎
金塾」
ト
える為の「華金塾」として、今年で９年目を楽しく迎えていま
す。内容も６カ月分のカリュキュラムを事前に明確化していま
す。
不登校・発達障がい（発達凸凹）・学力や進路、教育トラブル
で悩む親の支援、学習を中心とした子ども支援を柱として、退
職教員が中心となり心理士・主婦・大学生等が加わって活動
吹田子ども支 子育て相談、教育支援
3
しています。
援センター
広場プロジェクト
相談は、月～金、１０時～１７時、電話相談は、２１時まで。求
めがあれば、可能な限り開館日・開館時間以外でも対応しま
す。来所前に、必ずお電話下さい。

4 千里ひまわり

介護施設等の音楽活
動

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健康体操や音楽活動・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。

吹田市の公園の樹木
を調査し名札を掛ける
特定非営利
事により、広く市民・児
活動法人
5
童に樹木に親しみを持
すいた環境学
たせ、緑化啓発とみど
習協会
りの保全と安らぎの空
間を提供する事業。

市内の大小さまざまな公園（２００ヶ所以上）の樹木を定期的
に調査し、名札を取り付ける樹木の配置図を作成し、名札を
掛けて回ります。現在、公園の殆どの樹木には名札がありま
せん。樹木の名前と分類を知る事で、みどりの環境の大切さ
に思いを馳せる事が出来ます。子どもたちが植物学に興味を
持つきっかけになること請け合いです。
各公園を巡回し、損傷した名札の補修や掛け替えを行い、常
に美しい状態を保持します。また、これ等の作業に加え、公園
の樹木リストを作成・編集し興味を持っていただく関係先（行
政・学校等）に配布する計画です。

音訳グループ
6
音訳活動の普及事業
「とも」

・音訳ボランティアに関心のある市民に音訳とはどういう活動
かを知ってもらうため、又現在年５回講師を招いて、メンバー
の資質向上のため音訳ボランティアを行っている。
・ホームページで活動を紹介している。
・会報を年２回発行している。

事業コース

自立支援

自立支援

自立支援

自立支援

自立支援

自立支援

申請額
（円）

95,000

108,000

交付額
（円）

95,000

0

400,000 400,000

60,000

0

500,000 400,000

33,375

33,375

推薦 平均
順位 審査点

コメント

7

平成26年死因の第1位はがんであり、がん患者の不安や悩みを軽減
するため医療機関や患者団体等を中心として患者と同じような経験
を持つ者による支援(ピア・サポート)が広がりつつあります。がん患者
21.7 に対する適切な情報提供や悩みに対応できる「ピア・サポーター」の
要請は高く貴市民塾の養成研修事業は市民の目線で、気軽に対応
できる窓口として大切な活動です。地道な活動ですが広く周知し進め
てください。

16

今後の高齢化社会にとって、脳トレ・五感活性化の為の大人の寺子
屋「華金塾」は独創的な認知症予防の取組みとして評価できますが、
19.3 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。IT等を活
用しより多くの方に事業周知を図られることを希望します。

1

不登校や子どもの貧困が増え、子育てや教育に悩む親が多いなか、
現場に精通した経験者や専門家がサポーターとして活動していること
24.8 は意義深い取組みと評価できます。今後は行政と連携しながらも、
ハードルを一層低くして支援を受けやすい活動となるよう期待しま
す。

21

３５年にわたって伝統芸能の普及継承及び伝統芸能を用いた介護施
設等での高齢者の健康維持や交流のための活動を行っていることに
敬意を表します。しかし、今回は申請団体が多く予算枠を大きく超え
18.8 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。伝統芸能の特性や可能性を活かした、高齢者にとと
どまらず子どもから大人までが「参加」でき、地域がより生き生きとな
るような活動を研究され、続けていかれることを期待します。

11

樹木の名札の取付け、修繕は公共性の高い活動であり、また子ども
たちや多くの市民が樹木に親しみ、環境意識の向上に貢献するとと
もに、行政の緑化推進活動にも役立っていると評価できます。今回は
22.0
申請団体が多く、満額交付には至りませんでしたが、減額分は運用
計画の見直しや他団体からの寄附金等を獲得いただき、より多くの
方が参加しやすい事業展開を心がけてください。

4

音訳ボランティアの取り組みを地道に続け、実績も重ねておられる数
少ない団体で、音訳活動の普及事業は意義深い取組みと評価できま
22.6 す。音楽ボランティアを養成するには、一定期間必要であり事業の継
続性が求められるため、より多くの方が参加しやすい広報活動を積
極的に行ってください。

2/4
平成27年度 吹田市市民公益活動促進補助金審査結果一覧
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団体名

事業名

事業概要

特定非営利
活動法人 吹
田市音楽療 歌とリズムのいきいき
7
法推進会
健康コンサート
おんがく・さ～
くる・コスモス

地域の元気な高齢者から要支援、介護が必要な方、施設入
所の方など様々な高齢者が一緒に参加出来、健康維持を目
的に、会場全員で歌を歌うコンサートです。音楽療法を主体と
したプログラムで、口を動かすことは口腔ケアに繋がり、リズ
ム運動も取りいれながら歌うことで、認知症予防になる「知的
活動と運動」を楽しみながら体験して頂きます。健康増進、孤
立防止、仲間づくり、地域社会との繋がりを図る参加型コン
サートです。

ＮＰＯみんな
みんなの健康ヨーガ
8 の健康ヨーガ
千里山地区
普及協会

２５年度は南千里地区、昨年度は山田地区で中高齢者向け
の生活習慣病予防改善ヨーガ講習事業を行った。どちらも好
評の為継続している。２７年度は千里山地区にて世代別に「６
５歳からの椅子ヨーガ」（高齢者向け介護の要らない体つくり
講習）、「５０歳からの和みヨーガ」（生活習慣病予防講習）、
「（一般成人）みんなの健康ヨーガ」（心身の健康増進講習）と
行い、千里山地区住民の健康環境作りに貢献する。

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
特定非営利
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
自然探検隊
活動法人
す。
9
～チームたぬきで探検
吹田こども・
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
だ！～
夢・未来協会
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。
毎週土曜日の午後、市内の小中高校生が集まり舞台活動を
行います。約４０回の練習では吹田の歴史を学ぶ機会もあ
り、吹田を誇りに感じるきっかけになればと思います。舞台活
吹田夢☆志 夢☆PｒｅｓｅｎｔｓⅢ
動は自己表現の場であるとともに、仲間を認め尊重し自分の
10
団
「いのちのバトン」
役割や責任を自覚するなど、社会性を育む人づくりの場で
す。脚本家や演出家になりたいなど、将来の夢が大きく膨ら
む取組みです。子どもたちと共に大人のサポーターも成長で
きる楽しい瞬間の連続です。

11 ママＧＯＧＯ

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
ママ元気、マチ元気プ 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
ロジェクト
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。無料の掲示
板もスタートします。詳しくは、ママGOGOホームページをご覧
ください。

住まいの絵本プロジェクトは、読み聞かせとはちょっと違う絵
特定非営利
本へのアプローチである。住まいの絵本をしっかり味わいな
活動法人
住まいの絵本プロジェ
がら、それに関連した話題を見せたり聞いたりすることで、
12 子どもと住文
クト活動
日々の暮らしへの関心や意識が自然に広がってゆく。住まい
化研究セン
の絵本は、子どもたちに生きている世界の素晴らしさと大きさ
ター
を分かり易く教えてくれている。

事業コース

自立支援

自立支援

自立支援

自立支援

自立支援

自立支援

申請額
（円）

交付額
（円）

500,000 441,242

416,200

0

500,000 352,800

500,000

0

356,447 356,447

150,000

0

推薦 平均
順位 審査点

コメント

6

音楽療法を主体にしたプログラムを、楽しみながら体験できる参加型
活動には長年の実績があり体制も整っています。メイシアター大ホー
ルを用いた参加型のコンサートは、健康増進だけでなく、仲間づくり
22.0
や社会参加にも効果的な取組みと評価できます。今回は申請団体が
多く、満額交付には至りませんでしたが、より多くの方が参加しやす
い事業となるよう心がけてください。

20

地域住民の健康環境づくりに貢献する事業だと思いますが、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
18.6 定した結果、残念ながら交付には至りませんでした。今後、事業実施
地域の拡大に加え、事業全体の広がりを視野に事業実施されること
を希望します。

9

自然探検を通じて子どもの育成と市民がともに成長を目指す意義深
い事業です。子どもたちには、上手く行ったときより、上手くいかな
かったときの経験が貴重であることを、自ら感じ体験していくことが、
21.0 これからの成長過程において大事なことと思っています。リーダーを
育てる取組みも同時にされており、今後子どもたちを支える側にたっ
て関わっていくことを期待します。なお、事業内容から継続事業と判
断し、昨年度補助金額の5分の4にあたる352,800円を補助します。

23

舞台活動は、自己の表現や他者とのコミュニケーションを磨き、社会
を豊かにする可能性を秘めています。子どものスポーツへの関心が
高い中で、このような活動を楽しみながら継続されていることに敬意
18.0 を表します。しかし、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。メンバーが固定化することなく、より多くの方が参加しや
すい事業となるよう心がけてください。

2

子育て中のママや子どもが元気になることをめざし、内部講師及び保
育スタッフに謝金はなく、人件費0円で頑張っている様子が伝わってき
ます。事業名は変わりませんが、新たにまちづくり推進や、WEB無料
23.3
掲示板新設を図ることで発展と強化が期待できるため満額交付とし
ます。今後も官民連携を推進し、他地域のモデルになるよう期待しま
す。

18

「住まいの絵本プロジェクト」は、貴センターの特色を活かし、特に子
ども達に住文化に関心を持ってもらうユニークな取組みとして評価で
きますが、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
19.3
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。今後も絵本を通して子ども達に多くの夢を与えてくださるよう期待
します。
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団体名

事業名

「人の輪と心 聴覚障がい児の保護
13 を育む」
者及び聴覚障がい児
ひまわり教室 者支援事業

14 ゆう・きっず

事業概要

聴覚障がい児の保護者や聴覚障がい当事者が集まり学び合
う場を企画している。縦横の交流は将来の見通しにつながり、
障がいの認識や人との関わり方やコミュニケーションについて
学ぶ機会になる。また、音声と手話での絵本の読み聞かせは
聞こえる人と聞こえない人が自然につながる楽しい場である。
聴覚障がいについての悩みをいつでも相談できる場所であ
る。聴覚障がい理解啓発の出前授業も行う。

発達が気になる子をもつ親が集まり、日頃の悩みや困り事を
話し合ったり、情報交換をしながら、互いにつながり、支え合う
ための会です。専門の講師を招いての学習会も開催していま
発達障がいまたはその
す。学校や園でトラブルが多かったり、家庭内でも言動が荒
周辺の子をもつ親の会
れたり、特性の強い子を育てていく上では、特に母親に大きな
事業
負担がかかります。発達障がいの診断の有無に関わらず、気
になる子をもつ親同士、一緒に子育てに向き合っていきましょ
う。

「良質な音楽の提供」、「音楽モチーフグッズの提供」、「活動
を継続するための人材育成」、この３本の柱を中心として主
に、北摂地域で、コンサートやマルシェ、音楽イベント塾を開
ラ ミュズィク
ラ ミュズィク マルシェ 催していますが、ラ ミュズィク マルシェ せんり ２０１５は、
マルシェ
せ
15
せんり ２０１５ in 万 その集大成であり、この活動に共感していただいた、音楽家
んり実行委員
博記念公園
や作家の皆さんと、地域の方々の一大交流イベントです。万
会
博記念公園（上の広場）にて、会場いっぱいの音楽マルシェ
の出店と、プロ・アマを問わず、さまざまなジャンルの上質な
演奏を行います。
吹田のバリア
駅のバリアフリーチェック
フリー・交通ア 吹田のバリアフリー・交
16
歩道や公共施設の利用のしやすさや使いやすさを市民と共
クセスをめざ 通アクセスをめざす会
に考えていく。
す会

特定非営利
17 活動法人 な

の花

発達障がい児を持つ
親の集い事業

発達障がい児を持つ親同士が集まって、発達障がいの特性
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。

年３回のイベントを開催します。春（４月）は千里山に楽しい笑
い声をお届けする「千里山寄席 落語会」を開催します。秋（１
０月）は関西大学の学生・地域商店街の協力を得て千里山地
千里山元
「元気で楽しい千里山」 域の世代を超えた家族および住民が楽しめる「Rua Fe1iz～
18 気！プロジェ
まちづくり事業
千里山平和カーニバル～」を開催します。冬（１１月）は関西
クト
大学の学生・園児・お年寄り・千里山地域のお店の協力を得
て「イルミネーション～絆のともしび～」を開催します。キャンド
ルと音楽で素敵な時間を共有できます。

事業コース

自立支援

自立支援

自立支援

自立支援

自立支援

自立支援

申請額
（円）

交付額
（円）

200,000 200,000

153,000 153,000

500,000

34,710

0

0

195,450 195,450

500,000

0

推薦 平均
順位 審査点

コメント

3

聴覚障がいを持った保護者や当事者が相談できたり、学び・交流し、
聞こえる人と聞こえない人がつながる場づくりを数年間実施されてい
22.8 ることに敬意を表します。この活動が、吹田がいろいろな人が安心し
て共に暮らせる街になっていくことの牽引役を果たしていくことを期待
します。

8

特性のある子どもたちを育てることは、人材を育てることであり大事
な意義深い事業です。お母さんの役目、お父さんの役目がそれぞれ
違った場で必要になってくると思いますので、週末にはお父さんの出
番を求めることも必要と感じます。また、学校・園（保育園、幼稚園等）
21.3
の関係者が子どもたちの特性を理解し、対処法を学習することは不
可欠です。親と学校・園が車の両輪として機能する必要があります。
勉強会等により多くの方の参加を呼びかけ、輪を広げるよう心がけて
ください。

15

音楽を通じて市民が交流できる場をつくり、みんなをつなぐことは意
義深い活動です。しかし、今回は申請団体が多く予算枠を大きく超え
19.6 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。プロ、アマを問わず参加し楽しむ企画でありながら、
人件費・報償費の占める割合が高いように見受けられます。

17

障がいの有無や文化・国籍・年齢・性別などの違いを問わないユニ
バーサルデザイン化されたまちづくりへの貢献は高く評価されます
19.5 が、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。対象
団体だけではなく広く市民への働きかけを期待します。

5

発達障がいの正しい知識や理解が得られていない現状があり、また
発達障がい児を育てる親も発達障がいの正しい知識がないため、戸
惑い、孤立した子育てをしている現状があります。様々な悩みの相談
に柔軟に対応できるようピアカウンセリングの研修を受けるなど会員
22.0
のスキルアップを図ることで、親同士が集まって日頃の悩みや大変さ
を話し、分かち合う場を提供するところが吹田市では少なく、子どもた
ちのこれからの健やかな成長を目指すために療育などの情報交換も
され、支援の輪を広げる活動に期待します。

22

千里山地域のまちの活性化や子どもたちが健全に育つまちづくりに
寄与する意義深い活動ですが、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
18.7
には至りませんでした。貴団体の自治会、商店街、大学及びＦＭラジ
オ等と協働した大きなエネルギーで、住民参加のイベントが成果をあ
げられますよう期待します。
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19

団体名

事業名

特定非営利
スタディサポート事業
活動法人ここ

体験型環境学習支援
事業
すいた体験活
20
ー児童たちが、畑作り
動クラブ
とビオトープの補修に
チャレンジー

事業概要

学校や塾の授業についていけない子どものための学習支援
を行う。場所はNPO法人ここの活動場所の他、夏休みや冬休
みには地域の公民館やコミュニティセンターも利用する。

①１年生の児童が、一年間を通して畑作りの農業体験をす
る。ジャガイモやサツマイモを自分たちで育てることで、お百
姓さんの苦労や食の大切さ、ありがたさを実体験する学習。
②ビオトープは、野生の生きものとふれあえる場として、全校
児童に愛されています。児童たちは自分たちの手ですばらし
いビオトープに再生したいという強い思いを持っているので、
児童たちの夢をぜひ実現させてやりたい。

事業コース

自立支援

申請額
（円）

416,750

交付額
（円）

0

スタート支援 100,000 100,000

介護・福祉に関する発表会を行っています。会を行うのは、吹
田市内で働く普通の介護職員です。日々の楽しかった・嬉し
わたしにでき 語り合おう介護の魅力 かった事や悲しかった事など、そばで共に生きて、感じたこと
21 ることプロジェ ～あなたの笑顔に癒さ を、職員や家族の言葉でお話しし、施設での暮らし、そこでの スタート支援
クト
れる～
日常などを感じて頂きたいです。只の発表会だと退屈ですし、
幅広い年齢の方に興味を持って頂きたいと思い、楽しいイベ
ントや出し物・出店も行う予定です。（H２８年３月開催予定）

80,836

80,836

「やさしい椅子ヨーガ」をラコルタ会議室などで開催していま
す。高齢の方、膝・腰痛等で運動に不安のある方、運動不足
の方、ストレスで疲れ気味の方、体が硬いと感じる方でも、無
yoga
space
理なく簡単にできる椅子とマットを使ったヨーガです。ヨーガの
22
「やさしい椅子ヨーガ」
スタート支援 100,000 100,000
紬ーつむぎー
体操や呼吸法で心身の深いリラックスを味わいましょう。自律
神経も整い、脳を活性化して認知機能も向上し、筋力強化に
よりアンチエイジング効果も期待されます。お気軽にご参加く
ださい。
これまで毎週木曜日に片山公園で行っていた自主保育活動
に加え、５月からは月に１度程度の割合でコミュニティスペー
ス『モモの家』を１０：００～１６：００まで開放します。ワーク
モモとこども
ショップの時間も設けますが、その他は庭遊びをしたり絵本を
23
こどもの未来創造事業
スタート支援 91,850 91,850
プロジェクト
読んだりと自由に過ごせます。出入り自由。お昼は、おにぎり
とお味噌汁のセットを５００円で販売します。（要事前予約）田
舎のおばあちゃんの家のような古民家で日常から離れ、心も
体も解放！

推薦 平均
順位 審査点

コメント

19

青少年の一人一人がそれぞれのペースで過ごせる居場所づくりの意
義は大きく評価できますが、メンバーの固定化や生徒の募集方法等
に活動の広がりや具体性が欠けているように見受けられます。今回
18.6 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。これを機に活
動費調達の多角化や学習支援スタッフなどの人件費を見直すことに
も取組んでください。

10

学校という共同生活の場を利用して、子どもや先生が自然の営みや
命の大切さを実感できる体験型の学習環境づくりに取組んでおられ
21.1 評価できます。世代間交流についても、社会学習の場になっており、
子どもたちの自主的な活動を前面に出し、裏方に徹することに留意し
ながら、活動を継続されることを期待します。

13

プロの介護職員による介護される方もする方も、そして今は介護に関
わりのない全ての人が癒され、介護の魅力が伝えられるイベント等を
19.5 開催することは意義深い取組みとして評価できます。施設間や介護
職員の横のつながりが深まる良い事業ですので、活動の周知や成果
の波及などにも注力いただき取組まれることを期待します。

12

高齢化社会における怪我や病気、認知症の予防、心身の健康増進
の必要性は広く認識され、加齢による健康不安や周囲への遠慮から
心身のストレスを抱える人は多い現状で、「やさしい椅子ヨーガ」の講
19.6
習会を通して、健康高齢者を増やしていく取組みと評価できます。広
報活動を積極的に行い、ヨーガの周知、参加者拡大、会の発展につ
ながることを期待します。

13

19.6

週1回の自主保育活動に加え、月1回コミュニティスペース「モモの家」
を開放し、親と子の心や体を開放する意義深い取組みと評価できま
す。広報など積極的に行い、より多くの方が参加しやすい事業展開を
心がけてください。

