
【調査Ⅱ】ＮＰＯと協働で行った事業の状況（平成26年度実績）
○…新規事業

１．企画・事業立案段階への参画

協働事業名称 事業概要 協働相手の名称

1 教育研修 人権教育研修　初任者研修
特定非営利活動法人暮らしづくり
ネットワーク北芝

子ども未来創
造局

教育センター

2 教育研修 人権教育研修　（多文化共生） コリアNGOセンター
子ども未来創
造局

教育センター

3 イキイキさわやかに学ぶ会
ＰＴＡ会員を対象とした人権問題について
の学習会

特定非営利活動法人暮らしづくり
ネットワーク北芝

子ども未来創
造局

人権教育課

4 企画展示
企画展「箕面東部地域の石碑展」のため
の石碑の採拓

アンコールワット拓本保存会 生涯学習部 郷土資料館

5 郷土資料館展示に関する事業

企画展「箕面東部地域の石碑展」、「小畑
遺跡・下止々呂美（塩山）城跡展」の展示
内容に関する打ち合わせや、アドバイス、
拓本の採択

箕面市文化財愛好会 生涯学習部 郷土資料館

6 国際交流サロン
市民及び留学生を対象としたイベントの
企画・実施

国際交流グループチャターボック
ス

生涯学習部 生涯学習課

7 臨床研修医のための英会話研修 病院事業 みのお外国人医療サポートネット 市立病院 経営企画課

合計　7事業　6団体

２．共催・実行委員会

協働事業名称 事業概要 協働相手の名称

1 モレロス大学箕面研修受入事業
本市と国際友好都市（メキシコ・クエルナ
バカ市）にあるモレロス大学の日本語研
修生の受入れ

箕面メキシコ友の会 人権文化部 文化国際課

2
外国人市民への保健・医療サポート
事業

同行通訳の支援や相談活動を行う。国際
交流協会と共催事業

みのお外国人医療サポートﾈｯﾄ、
医師会

人権文化部
人権施策推
進課

3
外国人市民への保健・医療サポート
セミナー2014

外国人市民に対する医療サービスの現状
を把握し、サービスの向上を目指す。

みのお外国人医療サポートネット 人権文化部
人権施策推
進課

4 かやのお宝人権まつり かやのお宝人権まつりの企画・実施
特定非営利活動法人暮らしづくり
ネットワーク北芝、福祉サービス
よってんか等と関係機関・団体

人権文化部
人権施策推
進課

5 不法投棄防止対策
箕面山麓の清掃活動及び回収・パトロー
ル（クリーン作戦）

箕面の山パトロール隊 市民部 環境整備課

6 健康スポーツ事業
ウォーキングイベントの実施、ラジオ体操
の普及

健康スポーツ実行委員会 健康福祉部 健康増進課

7 ウォーキングデイ
健康づくりのためのウォーキングを市民と
共に行う。

みのおウォークメイト 健康福祉部 健康増進課

8 母子保健事業
パパママ教室、２カ月児育児相談会（わら
びーパーク）、４カ月児健診での妊婦や乳
幼児期の親子を対象にした取組み

箕面子ども文庫連絡会 健康福祉部 健康増進課

9 食育サポート隊
地域に根ざした食育サポート隊の活動を
推進し、就学前の親子や子どもへの食育
の機会を提供する。

食生活改善推進協議会
みどりまちづ
くり部

箕面産と食の
育成課

10 地域食育教室 健康（食育）教室
萱野北小学校地区福祉会
食生活改善推進協議会

みどりまちづ
くり部

箕面産と食の
育成課

11
こども会メンバーリーダー講習会（野
外実習）

こども会会員による野外活動知識の習得 箕面市こども会育成協議会
子ども未来創
造局

青少年育成
課

12
こども会メンバリーダー講習会（室内
講習）

こども会会員による活動理論の習得 箕面市こども会育成協議会
子ども未来創
造局

青少年育成
課

13 こども会ドッジボール大会
スポーツ活動によるこども会会員の心身
の健全な発達と相互交流

箕面市こども会育成協議会
子ども未来創
造局

青少年育成
課

14 青少年弁論大会
中学生に論理的な思考力と自己表現力を
身につけることに寄与する

箕面ライオンズクラブ
子ども未来創
造局

青少年育成
課

15 市民スポーツカーニバル 市民スポーツカーニバルの企画・実施
市民スポーツカーニバルふれあ
いフェスティバル実行委員会

生涯学習部
スポーツ振興
課

16 おはなし会 おはなし会 箕面子ども文庫連絡会 生涯学習部 中央図書館

17 子どもと本のまつり等 おはなし会、パネルシアター、人形劇等 箕面子ども文庫連絡会 生涯学習部 中央図書館

合計　17事業14団体

所管部課

所管部課

資料６
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【調査Ⅱ】ＮＰＯと協働で行った事業の状況（平成26年度実績）
○…新規事業

資料６

３．補助

協働事業名称 事業概要 協働相手の名称

1 みのお市民活動支援金
市民の自発的な公益活動を支援する公
募型補助金

１４団体 人権文化部
市民活動促
進課

2 箕面まつり ときめき広場・パレードの実施 箕面まつり推進協議会 地域創造部 商工観光課

3
明治の森箕面国定公園新緑カーニ
バル

箕面駅前をスタートし、箕面公園内で、ス
タンプラリーを実施。また、箕面ボランティ
アガイドによるオープンハイキング等も実
 施。

箕面市観光協会 地域創造部 商工観光課

4
第２９回サマーフェスタ箕面公園２０１
４

箕面公園内で、７月１２日～８月３１日の
間で夜間ライトアップを実施。７月１９日に
は滝道各所や箕面大滝でキャンドルを灯
すキャンドルロードを実施。

サマーフェスタ箕面公園実行委
員会

地域創造部 商工観光課

5 明治の森箕面国定公園もみじまつり
箕面公園内の四季の感じられる写真コン
クールを実施。
瀧安寺前広場で野点を実施。

箕面市観光協会 地域創造部 商工観光課

7 街かどデイハウス運営事業 街かどデイハウスここ茶ろんの運営 街かどデイハウスここ茶ろん 健康福祉部 高齢福祉課

8 街かどデイハウス運営事業 街かどデイハウス よってんかの運営 福祉サービスよってんか 健康福祉部 高齢福祉課

9 街かどデイハウス運営事業 街かどデイハウス ゆうゆうの運営 リビングゆうゆう 健康福祉部 高齢福祉課

10 街かどデイハウス運営事業
街かどデイハウスわっはっはクラブの運
営

みのお・わっはっはクラブ 健康福祉部 高齢福祉課

11 街かどデイハウス運営事業 街かどデイハウスひまわり粟生の運営
特定非営利活動法人ＮＰＯ千の
風

健康福祉部 高齢福祉課

12 街かどデイハウス運営事業 街かどデイハウスコンセールの運営 箕面市音楽療法の会 健康福祉部 高齢福祉課

13 都市景観に関する調査、啓発 景観形成に関する調査及び意識の啓発 暮らしの景観研究会
みどりまちづ
くり部

まちづくり政
策課

14 まちなかのみどり支援事業
まちなかのみどりの充実を促すモデルと
なる取り組みへの助成

１１団体
みどりまちづ
くり部

公園みどり課

15 青少年健全育成市民大会
青少年関係諸団体が緊密な連携を取る
ための高揚大会

箕面市青少年健全育成市民大
会実行委員会

子ども未来創
造局

青少年育成
課

16 箕面市こども会活動促進事業補助金
子どもたちの健全育成活動を行うこども会
活動を促進するための補助金

箕面市こども会育成協議会
子ども未来創
造局

青少年育成
課

17
箕面市こども安全・健全育成地域活
動推進交付金

地域の子どもの安全、健全育成及び地域
の教育力を図るための交付金

箕面市内小学校区青少年を守る
会（1３校区）

子ども未来創
造局

青少年育成
課

合計　40事業 50団体

所管部課
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【調査Ⅱ】ＮＰＯと協働で行った事業の状況（平成26年度実績）
○…新規事業

資料６

４．事業協力・協定

協働事業名称 事業概要 協働相手の名称

1 職員研修事業 一般職員研修（人権研修Ⅰ）
特定非営利活動法人暮らしづくり
ネットワーク北芝

総務部 職員課

2 職員研修事業 新規採用職員研修（人権） 豊能障害者労働センター 総務部 職員課

3 職員研修事業
新規採用職員研修、新任監督者研修、そ
の他希望者における福祉体験研修

豊能障害者労働センター、障害
者市民事業所　ぐりーん＆ぐりー
ん、特定非営利活動法人そよか
ぜ、障害者の働くパンハウスワー
ク・ランド

総務部 職員課

4 職員研修事業 人権セミナー（NPO活動）
特定非営利活動法人　市民活動
フォーラムみのお

総務部 職員課

5 市民安全対策事業
地域住民が愛犬の散歩時間を利用して、
地域のパトロールを実施

外院の里わんわんパトロール隊 総務部
市民安全政
策課

6 市民安全対策事業
地域住民が愛犬の散歩時間を利用して、
地域のパトロールを実施

みのおワンワンパトロールＷＥＳ
Ｔ

総務部
市民安全政
策課

7 市民安全対策事業
地域住民が愛犬の散歩時間を利用して
地域パトロールを実施

小野原ワンワンパトロール 総務部
市民安全政
策課

8 歯っぴぃ健康フェスタ　２０１４ 市民へのウォーキングデイ等の紹介 みのおウォークメイト 健康福祉部 健康増進課

9 ウォークメイト講座
ウォークメイトの養成を講座形式で実施
 （４回）

みのおウォークメイト 健康福祉部 健康増進課

10
地域のイベントでの出前健康相談
コーナー

市民へのウォーキングデイ等の紹介、及
び計測等の補助

みのおウォークメイト 健康福祉部 健康増進課

11 離乳食教室
５～９か月児の保護者を対象にした離乳
食についての教室

食生活改善推進協議会
みどりまちづ
くり部

箕面産と食の
育成課

12 パトロールに関する協定の締結 地域の安全・安心や環境美化などの推進
ＮＰＯ箕面わんわんマナーネット
ワーク

みどりまちづ
くり部

動物担当

13 出張ひろば事業 子育て支援事業応援スタッフ養成講座
NPO法人京都子育て支援ネット
ワーク

子ども未来創
造局

子育て支援
課

14 親支援プログラム 子育て中の母親を対象にしたプログラム
ＮＰＯ法人キッズ＆子育て応援隊
ＭｅｒｒｙＴｉｍｅ

子ども未来創
造局

子育て支援
課

15 企画展示
企画展「くらしの道具展」に伴う団体見学
における補助としてのお話し会

お話し会「のんのき」 生涯学習部 郷土資料館

16 むかし体験講座
むかし体験講座「秋の箕面でドングリ遊
び」でのガイドと講師（箕面山で木の実や
落ち葉を採集しての小物作り）

箕面観光ボランティア「MVクラ
 ブ」

生涯学習部 郷土資料館

17 郷土資料館運営事業
資料館開館業務、閉館業務および開館時
の来館者対応と受付

箕楽会（箕面市退職者会） 生涯学習部 郷土資料館

18 箕面シニア塾 文化学科（まち歩き・箕面探検） みのお市民まちなみ会議 生涯学習部 生涯学習課

19 箕面シニア塾 文化学科（まち歩き・箕面探検） 暮らしの景観研究会 生涯学習部 生涯学習課

20 箕面シニア塾 文化学科（まち歩き・箕面探検） 箕面の山パトロール隊 生涯学習部 生涯学習課

21 箕面シニア塾 文化学科（まち歩き・箕面探検） 箕面観光ボランティアガイド 生涯学習部 生涯学習課

22 平成26度箕面紙芝居まつり 第26回箕面紙芝居まつりの企画運営 人と本を紡ぐ会 生涯学習部 中央図書館

23 対面朗読 視覚障がい者に対する対面朗読 ささゆり声の会 生涯学習部 中央図書館

24 要約筆記 病院事業
箕面市要約筆記サークル「もみ
 じ」

市立病院 経営企画課

25 雑巾づくり 病院事業 箕面市立病院奉仕ボランティア 市立病院 病院管理室

26 受付案内業務 病院事業 市立病院ボランティア 市立病院 病院管理室

27 医療通訳ボランティア 病院事業 みのお外国人医療サポートネット 市立病院 医療事務室

合計　27事業 26団体

所管部課
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【調査Ⅱ】ＮＰＯと協働で行った事業の状況（平成26年度実績）
○…新規事業

資料６

５．後援

協働事業名称 事業概要 協働相手の名称

1 まんどろ火祭り まんどろ火祭りの開催 かやの中央まち育て交流会 人権文化部
市民活動促
進課

2
フィールドワーク「ホタルを知ろう」
（SAVE JAPAN プロジェクト2014＠大
 阪）

ホタルの幼虫見学やホタルスポット巡り、
ホタルの棲みやすい環境を知る取組

特定非営利活動法人市民活動
フォーラムみのお

人権文化部
市民活動促
進課

3
大阪府北部コミュニティカレッジ年度
制講座事業

シニアを対象とした年度制講座（野菜と草
花づくりを楽しむ科）

ＮＰＯ法人大阪府北部コミュニ
ティカレッジ

人権文化部
市民活動促
進課

4
ＮＰＯ事務力アップセミナー＋事務力
検定

ＮＰＯ事務力アップセミナー＋事務力検定
の開催

特定非営利活動法人市民活動
フォーラムみのお

人権文化部
市民活動促
進課

5 船場わくわく子どもまつり
子どもと地域の大人が一緒に企画・開催
する祭り（マルシェ、遊び場）

NPO法人キッズ＆子育て応援隊
MerryTime

人権文化部
市民活動促
進課

6
あったかファミリースクール 第19回街
角オアシスin箕面

子育てや教育をテーマとした講演、寸劇、
 歌、語り合い

NPO法人あったか演劇研究会 人権文化部
市民活動促
進課

7
第27回箕面紙芝居まつり・第25回箕
面手づくり紙芝居コンクール

箕面紙芝居まつりの企画運営 人と本を紡ぐ会 人権文化部 文化国際課

8 人形劇をたのしもう! 親と子の舞台芸術鑑賞 箕面おやこ劇場 人権文化部 文化国際課

9 第22回メキシコ文化の夕べ メキシコ伝統音楽のコンサート 箕面メキシコ友の会 人権文化部 文化国際課

10 第5回クリスマスツリーフェスタ
「未来につなごう夢と希望の灯り」をテー
マに分け隔てのない地域創りを目指し地
域活性の一助とする。

NPOホープビジョン 地域創造部 箕面営業課

11 みんなでつくる春のバザー
障害者の雇用促進や経済活動の創出、
人権啓発に向けた取り組みを行う。

豊能障害者労働センター 健康福祉部 障害福祉課

12 共に生きるコンサート

社会的ハンディキャップを有する人たちと
地域の人たちとの音楽交流を通してノー
マライゼーションの実現をめざすコンサー
ト

「共に生きるコンサート」実行委
員会

健康福祉部 障害福祉課

13 重度訪問介護従事者養成研修講座
重度訪問介護業務全般の知識・技術を身
につける講座

NPO法人箕面市障害者の生活と
労働推進協議会

健康福祉部 障害福祉課

14 「着物市」
障害者の社会参加や地域との交流を目
的とした着物市

豊能障害者労働センター 健康福祉部 障害福祉課

15
ぐりーん＆ぐりーん１５周年記念チャ
リティー企画　現代国際巨匠絵画展

世界的名画の鑑賞
一般社団法人ぐりーん＆ぐりー
ん

健康福祉部 障害福祉課

16 防災シンポジウム
障害者防災について、今後の支援体制充
実のための話し合い

障害者防災ネットワーク 健康福祉部 障害福祉課

17 景観フォーラム
景観フォーラムを通じて、景観形成に対す
る関心を深める。

暮らしの景観研究会
みどりまちづ
くり部

まちづくり政
策課

18
箕面市民フォーラム　住まいの耐震
化のすすめ

住宅の耐震化について、耐震診断や補強
方法、補助制度等の説明、相談を含む
フォーラムを開催する。

人・家・街 安全支援機構
みどりまちづ
くり部

建築指導課

19 こども会フェスタ
こども会会員の文化活動の発表および活
動ＰＲ

箕面市こども会育成協議会
子ども未来創
造局

青少年育成
課

20 ジャグリングで遊ぼう
ジャグリングで子ども自ら楽しみながら遊
 ぶ。

チャレンジ・ジャグリング実行委
員会

生涯学習部 文化国際課

21 第22回メキシコ文化の夕べ メキシコ文化の夕べの開催 箕面メキシコ友の会 生涯学習部 文化国際課

22 手づくり紙芝居講座 紙芝居の作り方を指導 人と本を紡ぐ会 生涯学習部 中央図書館

23 紙芝居演じ方講座 紙芝居の演じ方を指導 人と本を紡ぐ会 生涯学習部 中央図書館

合計　23事業 18団体

６．その他

協働事業名称 事業概要 協働相手の名称

1 不法投棄防止対策
箕面山麓の清掃活動及び回収・パトロー
ル（通常回収）

箕面の山パトロール隊 市民部 環境整備課

合計　1事業 1団体

所管部課

所管部課
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