
2021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191名
4月26名,9月23名,10月26名
,11月21名,12月7名,
1月60名,2月19名,3月9名

延175人

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40名
1回40名

延60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170名
4月38名,9月38名,11月28名,1月
37名,3月29名

延174名

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172名
4月14名,5月6名,6月6名,7月18
名,
8月11名,9月3名,10月9名,
11月35名,12月15名,1月13名,
2月27名,3月15名

延221人

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716名
4月68名,6月18名,7月88名,,8月
64名,9月71名,10月89名,
11月64名,12月66名1月65名
.2月59名,3月64名

延749人

啓発事業 セミナー 2022年3月3日、3月19日 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。
3/3「色とりどりの地域教育」
3/19「タブーじゃない！
　　　　　　わたしの大切なプレジャー」

延70名
3月2回70

延66人

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868名
4月103名,6月4名,7月16名,
8月13名,9月10名,10月22名,
11月96名,12月161名,1月205名,
2月132名,3月106名

延1647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



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366件 延563件

生活課題改善事業 生活課題改善事業 随時実施 市民 箕面1日ハローワーク（11月19日） 延33名 延38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400名,
4月30名,5月30名,6月22名,
7月24名,8月34名,9月28名,
10月29名,11月21名,12月35名,
1月18日,2月56名,3月73名

延389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91名
4月9名,5月2名,6月6名,7月8名,
8月8名,9月8名,10月10名,
11月10名,12月6名,1月8名,
2月8名,3月8名

延122人

相談・若者支援事業



2021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3227名
4月346名,5月165名,6月231名,7月390名,
8月451名,9月291名,10月248名,11月264名,
12月274名,1月214名,2月133名,3月220名

延3508名

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1087名
4月199名,5月58名,6月94名,7月91名,8月60名,
9月61名,10月99名,11月119名,12月77名,1月65
名,
2月65名、3月99名

延939名

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649名
4月98名,8月261名,12月60名,1月165名,3月65
名

延347人

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1096名
4月163名,5月19名,6月70名,7月98名,8月199名,
9月72名,10月128名,11月71名,12月99名,1月33
名,
2月51名,3月93名

延1232人

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221名
4月17名,5月15名,6月14名,7月28名,8月14名,
9月22名,10月27名,11月13名,12月17名,1月21
名,
2月18名,3月15名

延165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404名
6月98名,11月153名,12月153名

実施なし

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389名
4月34名,5月9名,6月3名,7月22名,8月12名,
9月33名,10月26名,11月52名,12月94名,1月48
名,
2月17名,3月39名

延201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1名
3月1名

延16人

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

子ども・若者のはたら
く体験事業

社会体験促進
事業



防災体験事業 こどもと防災 9月16日,3月24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。

延名55名
9月30名,3月25名 延30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99名
7月68名,8月26名,12月2名,1月3名

延28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270名
4月13名,5月4名,6月23名,7月6名,8月13名,
9月19名,10月35名,11月28名,12月30名,1月46
名,
2月31名,3月22名

延298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636名
6月58名,7月117名,11月123名,12月106名,
1月74名,2月52名,3月106名

延978人

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362名
4月32名,5月17名,6月16名,7月26名,8月21名,9
月20名,10月27名,11月26名,12月37名,1月41
名,2月46名,3月53名

延327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1139名
5月120名,6月67名,7月2名,9月5名,10月235
名,11月131名,12月222名,1月10名,2月347名

延1449人

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851名
4月37名,5月68名,6月74名,7月112名,8月72名,
9月57名,10月75名,11月63名,12月76名,1月64
名,
2月59名,3月94名

延1609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。

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


