
2019年度　らいとぴあ21　事業報告　ささえあい推進室

大事業項目 事業名 通称事業名 開催時期 対象 内容 参加者数 前年度実績 備考

識字支援事業 北芝よみかき教室
毎月第１、第２金曜日
19時30分から21時

特に地域住
民

文字等の学習が難しかった方たちを
対象に詩集作成等を行い、楽しくよみ
かき等を学習する機会を提供する。

延196名
4月24名,5月19名,6月22名,
7月29名,9月26名,10月20名,11月15名,
12月8名,1月11名,2月22名

延274人
3月はコロナウイル
スの影響で中止

文化体験事業 よりみちコンサート
隔月いずれかの土曜日
14時から15時

市民
プロ演奏者等によるコンサートを開
催。良質な音楽を地域で気軽に聴け
る機会を提供する。

延329名
4月60名,6月60名,8月29名,
10月52名,12月62名,2月66名,

延210人

うたごえ喫茶 隔月いずれかの水曜日 市民
唱歌、流行歌、歌謡曲などを継続的
に楽しむ機会を提供する。

延251名
5月41名,7月50名,9月50名,
11月50名,1月60名,

延254人
3月はコロナウイル
スの影響で中止

まなびカフェ 毎月１～３回程度 市民

世の中の気になるトピックや話題のも
のを取り上げて、ゲストを呼び、少人
数で話したり、体験して学びを深める
場。

延374名
4月30名,5月35名,6月37名,7月29名,
8月29名,9月56名,10月32名,11月45名,
12月34名,1月10名,2月30名,3月7名,

延530人

3月はもう１回、実
施予定であった
が、コロナウイルス
の影響で中止

朝活！けんこう倶楽
部

毎週土曜日
８時から９時

地域住民
地域住民が生活圏内で気軽に持続し
て運動ができる機会を提供する。

延837名
4月78名,5月78名,6月102名,7月84名,
8月97名,9月70名,10月39名,11月99名,
12月78名,1月57名,2月55名,

延779人
3月はコロナウイル
スの影響で中止

かやのお宝人権まつ
り

10月５日（土） 市民

らいとぴあ21を軸として子どもや高齢
者、障がい者市民、外国籍の方等の
みならず広く萱野地域で生活されて
いるすべての人が「であい」「つなが
り」「げんき」になる大きなイベントとし
て実施する。

延500名10月500名, 約500人

へいわ21 ８月６日（火） 市民
萱野小学校が平和登校日に実施す
る「へいわ21」に協力し、地域で平和
について考える機会を提供する。

約７００人 約700人

こどもピースプラン ４月２８日（日）〜５月３日（金）
市民・地域住
民

年間を通して子どもたちが平和につ
いて考えアクションを起こす機会をつ
くる。
具体的には、広島へのピースサイク
リングを、住民主体の実行委員で進
めて実施した。

約６０人 約30人

啓発事業 セミナー 2020年２月２日（日）開催予定 市民

生き方に密接したさまざまなテーマを
とりあげ、それらについてともに考え
る機会をつくる。
２月２日のテーマ「これでわかった部
落の歴史～ひとと皮革（かわ）のつな
がりを考える～」

60名 延288人

生涯学習事業

生涯学習推進事業

地域コミュニティ推進
事業

地域団体・住民交流
事業

人権啓発事業

平和学習事業



展示コーナー活用事
業

展示コーナー活用事
業

展示コーナー活用事
業

随時 市民

人がであい・つながる場として（居場
所機能）、また、らいとぴあ21の事業
の実施・情報の発信の場として様々
な企画を実施する。

延7320名
4月690名,5月820名,6月640名
,7月620名,8月635名,9月615名,
10月600名,11月800名,12月580名,
1月620名,2月640名,3月60名,

延6920人

総合生活相談事業 総合生活相談事業 随時実施 市民 生活全般に関する相談

延968名
4月69名,5月78名,6月68名,7月92名,8
月59名,9月85名,10月66名,11月81
名,12月97名
1月80名、2月92名、3月101名,

延990件

生活課題改善事業 生活課題改善事業 随時実施 市民

７月12日（金）14時から20時まで：年
金なんでも相談会
箕面1日ハローワーク（11月26日
（火））

延52名
7月5名,11月47名,

延106人

仕事サポート事業 仕事サポート事業 随時実施 市民

不安定就労や休職中など、仕事に関
して課題を抱えている方を対象とした
仕事サポート事業。就労体験などか
ら自分に合った働き方を知る経験を
通じて就労までのサポートを行う。

延590名
4月36名,5月55名,6月55名,7月71名,
8月29名,9月44名,10月66名,11月57名,
12月54名,1月39名,2月42名,3月42名,

延574人

当事者活動・ネット
ワーク形成事業

当事者活動・ネット
ワーク形成事業

随時実施 市民

高校中退や無業状態など、困難な環
境に置かれる若者たちを対象とした
当事者活動事業。気軽に立ち寄るこ
とのできる居場所の運営や、地域内
農園での農作業、生きづらさを抱える
若者たちの当事者研究会などを行
う。

延123名
4月8名,5月5名,6月8名,7月5名,
8月14名,9月13名,10月16名,11月9名,
12月15名,1月10名,2月10名,3月10名,

延201人

相談・若者支援事業



2019年度　らいとぴあ21　事業報告　地域教育推進・子育て支援室

大事業項目 事業名 通称事業名 開催時期 対象 内容 参加者数 前年度実績 備考

ぴあぴあルーム

毎週火曜日から土曜日（祝日を
除く）
平日：放課後から17時30分まで
土曜日：９時から17時まで

小学生

昼間の小学生向けの居場所開放を実
施（家や学校などで安心して過ごせる
場がない子が過ごせる工夫をする）。

同じ空間で実施している放課後等デイ
サービス「麦の子」と合同プログラムを
実施する。

延6090名
4月466名,5月311名,6月406名
,7月671名,8月746名,9月549名,
10月419名,11月529名,12月574名,
1月517名,2月423名,3月479名

延5916人

AOBAカフェ
毎週水曜日、金曜日、土曜日
18時〜21時（中学生は20時ま
で）

主に中高生
夜間に中高生年代向けの居場所開放
を実施する。

延2448名
4月213名,5月250名,6月269名,
7月238名,8月178名,9月206名,
10月209名,11月285名,12月219名,
1月180名,2月201名

延1816人

2018年度は「ナイト
ピア」という事業名
で実施していた。
3月はコロナウイル
スの影響で中止

子ども食堂事業 ぴあぴあ食堂
長期休暇時のぴあぴあルーム
開室日

小学生
市民

長期休暇中の昼食提供を実施する。
延1484名
4月173名,7月330名,8月624名,
12月133名,1月92名,3月132名,

延1718人

たねまきっこクラブ 長期休暇時を除く火曜日 小学生
主にぴあぴあルーム、グラウンドで工
作や遊び等のプログラム活動を実施
する。

延402名
5月44名,6月44名,7月39名,
9月50名,10月44名,12月74名,
1月57名,2月50名,

前年度実施無し
3月はコロナウイル
スの影響で中止

こわかつどう 随時 小学生～高校生

子ども・若者のやってみたい！や、大
人の「子ども、若者とこんなことしたら
楽しそう」という企画を単発で実施す
る。

延1146名
4月32名,5月34名,6月19名,7月114名,
8月248名,9月46名,10月76名,11月37名,
12月189名,1月90名,2月89名,3月172名,

前年度実施無し

まーぶチャレンジ 随時 小学生～高校生
子どもたちがやってみたいことを半期
に１回、プラグラム化し実施する。

延20名
9月4名,10月9名,12月7名,

子ども・若者の自己
選択応援事業

ボランティアタイム 毎週土曜日13時から15時まで
中学生から若
者層

不登校、引きこもり等何らかの理由で
外出機会やお仕事体験を必要とする
子ども・若者を対象として軽作業を実
施する。

延142名
4月12名,5月10名,6月15名,7月11名,8月
11名,9月12名,10月8名,11月17名,12月
15名,1月13名,2月17名,3月1名,

延164人

まーぶハローワーク 各月２回程度
中高生から若
者層

18歳くらいまでの子どもたちが仕事体
験をするイベントを実施する。

延2645名
4月472名,5月278名,6月399名,
8月313名,9月126名,10月174名,
11月501名,12月153名,1月229名,

延4799人
3月はコロナウイル
スの影響で中止

生活支援・居場所づく
り事業

子ども・若者の居場
所開放事業

子ども・若者の活動
応援事業

社会体験促進事業



まーぶボランティア 随時実施
小学生から若
者層

らいとぴあを始めとした箕面市内の各
種団体・個人から子ども・若者にお手
伝いを発注してもらい、それに子ども
から就労体験が必要な若者が取り組
む。

延350名
4月72名,5月23名,6月21名,7月76名,
8月27名,9月13名,10月18名,11月27名,
12月15名,1月15名,2月15名,3月28名

延342人

こども・若者商店 随時実施
小学生〜若者
層

箕面市内外の多様なイベント等にて、
子どもから若者が出店する。

延131名
4月5名,5月21名,6月14名,7月10名,
8月23名,9月11名,10月16名,11月10名,
12月8名,1月3名,2月10名,

延18人
3月はコロナウイル
スの影響で中止

防災体験事業 こどもと防災 1月16日
小学生〜中高
生

日常で防災・減災を意識できるように、
避難所体験や震災追悼の催しに参加
する。

1月6名 延7人

個別学習事業 随時 小学生
他機関・学校などから相談でつながっ
た小学生を対象に個別学習を実施す
る。

5月1名 延14人

小学生集団学習事業
長期休暇時のぴあぴあルーム
開室日

小学生
長期休暇に、小学生対象の集団学習
会を実施する。

延109名
7月51名,8月58名,

延167人

中高生学習会 毎週水曜日及び金曜日 中高生

学習意欲の維持を目的に、自主学習
の場を提供する。わからないところは、
学習サポーターに教えてもらえる体制
をとる。

延667名
4月72名,5月87名,6月69名,7月54名,
8月52名,9月55名,10月62名,11月68名,
12月40名,1月60名,2月45名,3月3名

延860人

高校中退・不登校向
けアプローチ事業

高校中退・不登校向
けアプローチ

随時
高校生から若
者層

高卒資格取得に向けた学習会や通信
制高校のレポート作成のサポートを実
施する。

延13名
6月2名,7月3名,8月1名,9月2名,
10月1名,11月2名,12月1名,1月1名

延6人

サークル支援事業 こども・若者サークル

月曜日から土曜日9時から21時
まで
（サークルによって実施時間が
異なる）

小学生から若
者層

バスケやフットサル、料理などのサー
クル活動ができるように仕組みを整
え、活動をサポートする。

延96名
5月5名,6月29名,8月4名,
12月15名,2月43名,

延437人
3月はコロナウイル
スの影響で中止

サポーター活動応援
事業

サポーター活動 随時実施
中学生以上の
市民

中学生以上の市民がらいとぴあの事
業内でのボランティア活動を実施す
る。

延464名
4月19名,5月23名,6月59名,7月11名,
8月54名,9月40名,10月67名,11月43名,
12月48名,1月44名,2月39名,3月17名

延431人

学校連携事業
人権総合学習サポー
ト事業

人権・総合学習応援
隊

随時 主に小学校
学校園所が実施する人権にまつわる
さまざまな授業づくりを一緒に実施す
る。

延2003名
5月23名,6月208名,7月43名,
9月152名,10月145名,11月158名,
12月256名,1月382名,2月636名,

延2013人
3月はコロナウイル
スの影響で中止

指定管理管轄外の事業

障害児通所支援事業
放課後等デイサービ
ス事業

麦の子
毎週火曜日から土曜日（祝日を
除く）

小学生～
高校生

地域で障害児の居場所づくりや交流活
動・自立支援に向けた活動を実施す
る。

延1582名
4月131名,5月114名,6月113名,
7月126名,8月137名,9月147名,
10月145名,11月133名,12月134名,
1月129名,2月138名,3月135名,

延1728人

地域資源を活用
し、ぴあぴあルーム
を拠点として社会
体験促進事業に比
重をおく。

子ども・若者のはたら
く体験事業

学びサポート事業

子どもの学習サポー
ト事業

自主活動応援事業


