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1 こねくしょん 河内長野市 こねくしょん社会見学 社会参加推進
2021/9/12
（中止）

令和3年9月12日 兵庫県淡路市
主に入所施設から地域生活へ移行
した障がい者を対象とする。

社会見学を通じて社会参加をはかるとともに、生活相談会を通じて互いに日頃の悩みや不安を
分かち合い、励まし合うことで、「自分らしい暮らし」を送れるようエンパワメントする事業を予定し
ていたが、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった。

199,000 0 199,000

2
特定非営利活動法人　音
もだち

堺市、富田林
市、河内長野
市、大阪狭山
市、和泉市

障がいを持つお子様から高齢
者まで参加できる音楽イベント
（MUSIC FESTA）

社会参加推進 令和3年10月24日 令和3年10月24日 堺市市民交流広場
障がいを持つお子様から高齢者ま
で、音楽の好きな様々な個性を持つ
方が対象。

・プロ、アマ問わず、障がいを持つ方やお子様から高齢者まで、音楽好きなら誰でも参加可能。・
様々な楽器、バンド、歌、ダンス等個性を生かし、各々の表現方法で音楽の楽しさを共有。・障が
い者と健常者、高齢者と子ども・若者など異なる個性を持つ者同士が互いに助け合う演奏など、
音楽や交流の素晴らしさを体感できるステージ。・障がい者施設ネットワークが手掛ける物販ブー
ス等も用意し、集客を図る。・コロナ追跡システムや除菌アルコール設置などコロナ対策にも配
慮。

200,000 200,000 0

5 SA守口「みつわ」 大阪府下
障がい者自立のための「おも
しろ工作出前教室」と「ニュー
スポーツ教室」

社会参加推進
2021/6/15
（中止）

令和4年3月31日

府立生野聴覚支援学校、
東大阪支援学校、和泉支
援学校、泉北高等支援学
校、茨木支援学校

各支援学校の高学年の知的障がい
者、聴覚障がい者、身体障がい者

・目的：大阪府教育委員会が掲げている「ともに学び・ともに育つ」の教育の一助になるべく、出前
授業を府立の５つの支援学校で学校の希望した授業を行う事で、生徒自身の将来の自立や、就
労の社会参加の一助になるべく企画いたしました。・事業：４種類の教材を準備して、各支援学校
に出前授業を行う①伝統おもちゃの授業②傘袋ロケット作り授業③ぶんぶんコマ作り授業④
ニュースポーツ授業
・各支援学校との調整を行ったが、いずれも立ち入りが認められず、事業は中止となった。

200,000 0 200,000

6
特定非営利活動法人　地
域通貨ねやがわ

寝屋川市内
全域

地域通貨「げんき」の活用でコ
ロナ禍後の助け合い活動の再
構築による地域福祉力の増強

普及啓発物作成 令和3年6月1日 令和4年3月31日 地域通貨ねやがわ

寝屋川市は、人口約２３万人で高齢
化率は２９.３％と高く元気な高齢者
及び支援を必要とする高齢者が対
象者となる。

地域通貨「げんき」を活用し市民の地域コミュニティや地域商業を活性化させるため、地域通貨
「げんき」パンフレットを作成し、市内関係先へ配布する。

200,000 200,000 0

7 ママコミュ！ドットコム 大阪府内
聴覚障がいがある児童／生徒
の命を守る防災支援事業

普及啓発物作成・
講演会等開催

令和3年4月1日 令和4年3月31日
会議室、うめきた外庭ＳＱ
ＵＡＲＥ

聴覚障がいがある児童／生徒と保
護者、支援学校教員、支援学校の
近隣住民など

①聴覚支援学校での防災訓練が実施できないため、11/15オンラインによる防災学習会「聴覚障がいのある
子どもの命を守る防災」。②2/26,28「聴覚障がいのある子のための防災講座」オンラインにより実施。小学校
低学年向けにはクイズを用いた災害時シミュレーション、小学校高学年向けには「なまずの学校」を用いた災
害時シミュレーションも行う。③3/13 うめきたSQUAREにて「屋外での防災学習と体験」防災ｲﾍﾞﾝﾄにて聴覚障
がいのある児童が炊き出しや防災体験に参加④「聴覚障がいのあるこの命を守る防災活動マニュアル」を作
成、冊子配布。府内支援学校へ冊子の配布及び中央聴覚支援学校他に対してはダウンロード版を公開。

200,000 200,000 0

8
特定非営利活動法人　雅
夢

大阪府
みんなでドンドコ・バリアフリー
で楽しむ　和太鼓体験会

福祉活動機器購
入・社会参加推進

令和3年12月17日 令和4年1月9日 寝屋川市立エスポアール

知的障がい児・者、身体障がい児・
者、健常児・者�５歳～成人まで（５
歳～小学生については、保護者同
伴）

障がい児・者の社会進出の一助となることを目的に、バリアフリーな和太鼓体験会を行うため和
太鼓１台とバチ５０組を購入する。【福祉機器】和太鼓１台（桶太鼓・桶太鼓台キャスター付き）、バ
チ（ヒノキ材・２４×３６０）５０組　購入後は枚方市立さだ生涯学習センターとする。
○1/9に寝屋川市立エスポワールにて健常児者、障がい児者との交流イベントを実施。バチの持
ち方指導、太鼓のたたき方指導、簡単なリズムを叩く。各チームに分かれて成果発表。○指導者
による和太鼓ミニコンサートの鑑賞。

200,000 200,000 0

9 落語倶楽部「門家」
能勢町、池田
市、大阪市他

高齢者や障がい者、子どもた
ちへの落語を通じた生きがい・
健康づくり

福祉活動機器購
入・社会参加推進

令和3年5月31日 令和3年12月5日
キセラ川西ﾌﾟﾗｻﾞほか能勢
町内店舗（農家café門家）
等

福祉施設利用者やグループホーム
入居者、独居、引きこもりなどの高
齢者や障がい者、子どもたち

コロナの影響により会場を浄るりシアターから変更した。ほか能勢町等の店舗でも落語会を開
催。購入した音響・照明機器等により、どのような場所でも落語を行えることができた。また高齢
者に多い弱視や難聴の方、子どもたちも楽しみ、さらに自ら演じる楽しさをを体感できた。

200,000 200,000 0

10
一般社団法人　エンジェリ
オン

大阪府を中心
として、関西
圏

障がい者と健常者が同じ舞台
で表現できるボーダレスライブ

社会参加推進・講
演会等開催

令和3年11月6日 令和3年11月6日 ライブバー　モエラド

・障がい者の演者さん・健常者の演
者さん・プロ及び伝統芸能の演者さ
ん・障がい者のご家族・一般の来場
者・障がい者雇用を検討している企
業様

11/6　西天満ライブバーモエラドにおいて、障がい者・健常者・プロ・アマを問わず、ダンス、音
楽、伝統芸能など6組のパフォーマンスを演じていただく。27名の参加があった。

200,000 200,000 0

11
ボランティアサークル　お
もてなし課

堺市
知的発達障がい児者とその家
族のためのワークショップと人
形劇の公演鑑賞会

社会参加推進・講
演会等開催

令和4年3月13日 令和4年3月13日
ビッグ・アイ（国際障害者
交流センター）

知的発達障がい児者とその家族・支
援者

障がい児者とその家族を対象に人形劇団「クラルテ」の劇団員を招き、ワークショップ交流会（し
いさな恐竜の製作）と人形劇（「へびくんのおさんぽ」「おまえうまそうだな」を鑑賞する。そのあと
劇団員の方より人形劇の動かし方、仕掛けをみせていただく。当日は31名の参加があり、また大
学生のボランティアも参加があった。感染症に配慮し、検温や消毒を行った。

200,000 200,000 0

12
特定非営利活動法人
ジェイズ・マス・クワイア

大阪市平野
区、寝屋川市

精神障碍者の作詞によるオリ
ジナルCD制作

普及啓発物作成 令和3年4月1日 令和3年11月30日
特定非営利活動法人
ジェイズ・マス・クワイア

大阪市のNPO賛助会員、一般市
民、大阪府寝屋川市精神障碍者の
家族、知人

精神障碍者メンバー（みつわ会ケロちゃんず）が書いた詩を当法人理事の公山と、法人の賛助会
員でもあるKaz Kuwamura氏が作曲を行い、ケロちゃんずのコーラスによりCDを作成し、地域市
民、家族会、関係団体へ配布した。6/26バンド、7/3.10レコーディング、8/4に　CD1,500枚完成。

200,000 200,000 0

14 クックさん
吹田市五月
が丘東

重度身体・精神知的障がい者
自立のための通所作業所で
の支援

その他 令和3年4月1日 令和4年3月31日
第1ヒューマン（五月が丘
作業所）

通所作業所に通う重度身体・精神知
的障がいの人達

自力での外出困難な障がい者が通う作業所にて、さをり織りのコースター・マフラー・ポーチ作り
を通して、身体を動かすことにより残された機能の回復と機運を高め、豊かな暮らしのできる手助
け・援助をします。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、予定の1/4程度の日数しか活動ができず、また食品
を扱うこともできず、その代わり革製品を扱う作業の手伝いを行った。

42,000 11,320 30,680

https://mamacomu.com/#
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16
特定非営利活動法人　泉
大津市和花

泉大津市
地域の中で孤立されている方
が、気軽に参加できる「憩いの
場」をつくる

社会参加推進 令和3年4月1日 令和4年3月31日
コミュニティサロン　和花
（のどか）

子どもから高齢者・障がいのある
方・認知症の方・介護されている方

・サロンの中で、お茶を飲みながら気軽にお話できる関係を築き、安心できる場を提供する。（毎
月・木曜日）感染症対策を行い、人数をコロナ前の半数とし、開催時間を短縮した。（参加総数
505名）
・7/7（七夕）12/23（クリスマス会）のイベントを実施。メロディーベルやハーモニカによる演奏。
・4/22（音楽回想法）11/1（落語）11/11（ハーモニカ演奏）など講座には各10名程度参加。

200,000 200,000 0

17
NPO法人　ワイワイセッ
ション

吹田市、大阪
市

連続講座・勉強会　「自閉症、
知的障がいの余暇活動支援」

講演会等開催 令和3年6月1日 令和4年3月31日

吹田市文化会館、吹田市
立公益活動センター、大
阪府社会福祉会館、吹田
市立千里山コミュニティセ
ンター

福祉活動の運営や実施に興味・関
心のある方、教育・心理・福祉を専
攻する学生、その他一般

自閉症、知的障がい者の余暇活動の意義と必要性について連続講座（計4回）、専門家、保護
者、支持者等の様々な立場の方の話を聴くことで、その意義と必要性について理解を深める内
容。勉強会は連続講座に関連のあるテーマについて引き続き学ぶ機会を創出することによって、
障がい者理解に関する啓発を行い、支援に関する幅広い知識を備えた人材を育成するものであ
り、計10回（5テーマ×2回）実施。

200,000 200,000 0

18
一般社団法人　よりそい
ネットおおさか

大阪府全域

高齢者や障がいのある矯正施
設退所者や起訴猶予者等の
支援拡大に向けた研修会の
実施

講演会等開催 令和3年8月1日 令和4年3月31日
大阪府社会福祉会館（オ
ンライン配信）

福祉・司法・保険医療関係者、特に
高齢者や障がい者等の支援に係わ
る方々が主な対象者

・罪を犯した障がい者や高齢者の支援の現場で働く、福祉支援者向けの刑事司法手続きや対人
援助を学ぶための入門講座であり、多くの方に視聴いただけるよう配信期間を長く設定した。全
体を３部構成とし、第1部は基本編として刑事手続きの流れ、第2部は実践編とし、具体的な対人
援助の方法についての講義、最後は参加者の質問に答えるライブ形式とし、受講者が実践に生
かせるような構成とした。計9回

200,000 200,000 0

19
大阪府下避難者支援団体
等連絡協議会

大阪府下
大阪府下避難者の地域生活
支援事業

その他 令和3年4月1日 令和4年3月31日 大阪弁護士会館
東日本大震災および東京電力福島
第１原子力発電所事故により大阪府
下に避難されている避難者

・例年、学校の場お借りして、東日本大震災の避難者交流会を予定していたが、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により会場にて集う場は中止となった。
代替手段として、支援者へ定期敵に送付する「ホッとネット定期便」に同封したアンケートにより意
見を徴収し、手記集や定期便に掲載することで思いの交流を図る取り組みを行った。（年6回発
送）
・4月、7月、10月、1月にオンラインによる定例会を開催し、今後の会の在り方や交流の方法につ
いて意見交換をを行った。

180,000 54,024 125,976

20 NPO法人　Reジョブ大阪 大阪市内
第３回　高次脳機能障がい者
が実行委員を担う、集う、ま
るっと文化祭（オンライン開催）

社会参加推進・講
演会等開催

令和3年9月26日 令和3年10月25日
NPO法人Reジョブ大阪事
務所

高次脳機能障がい者とその家族、
支援者、その他医療関係者、一般
の人

オンラインによる「まるっと文化祭」を開催する。3部構成で今年のテーマは「ぼくらの困りごとと工
夫」とし、第1部は当事者の立場から、当事者、家族、支援団体などから8名に出演いただく。第2
部は講演「障がい者と防災」として看護師ほか2名より講演いただく。第3部は基調講演「復職、就
職における困りごと支援」について。YouTube動画は9/26から1ヶ月間配信可能とし、当日だけで
500名を超える閲覧があった。

200,000 200,000 0

21
一般社団法人　認知症予
防活動コンソーシアム

大阪市、八尾
市、東大阪
市、神戸市

ニヨ活フェス秋２４hオンライン
社会参加推進・講
演会等開催

令和3年9月19日 令和3年9月21日
あべのハルカス近鉄本
店、ニヨ活事務所

認知症や認知症予防に興味のある
方（老若男女関係なくどなたでも参
加できるイベントです。）

〇「ニヨ活フェス」と題して認知症とその予防に興味のある中高年、高齢者、介護従事者、認知症
当事者とその家族の方も一緒になって楽しめるオンライン番組配信とリアル参加型イベント。〇
9/19　あべのハルカスにてミニ音楽コンサート、脳トレヨガ体操、ダンスパフォーマンス開催。観覧
者465人。○9/20あべのハルカスにて心理学講座、認知症サポーター養成講座、心理カウンセ
ラー、ファイナンシャルプランナー、ケアマネージャー等の講座を開催。観覧者191人。○
9/21zoom講座、YouTube配信。「ゆいごん白書」「認知症予防の現状と予防の大切さについて」
「座ったままできるタイ式ヨガ・ルーシーダットンで健康寿命をのばそう」動画視聴者数が7,000回
を超えた。

200,000 200,000 0

23
～発達障がいの子を持つ
親の会～　あゆみらいず

大阪市阿倍
野区

発達障がいのある児童とその
家族を支えるための講演会の
実施

講演会等開催 令和3年5月26日 令和4年3月28日
阿倍野区市民学習セン
ター、あべのボランティア
活動センター、事業所

発達障がい児（者）の家族及び支援
者、発達障がいに関心のある府民
（地域住民）

・発達障がいの特性や、専門的な知識や適切な支援に関する情報と学びの場を提供することで、
障がい児（者）や家族が地域で安心して生きていくための講演会を８回実施する。
・ZOOMを活用したり会場で実施するなど、開催手法をその都度変更し、講演会と講演会を実施
した。毎回10～25名の参加者があった。

200,000 200,000 0

24
社会福祉法人　地域ゆめ
の会　後援会ゆめぐるま

大阪市旭区
障がい児者の自立に向けての
交流ハイキング

社会参加推進 令和3年11月3日 令和3年11月3日 スガイ農園 障がいのある人とその家族と支援者

コロナにより実施日、場所を変更したが、「てくてくぱくぱく交流会」の名称で障がい児者が家族だ
けでなくボランティアなどの支えにより、交流ハイキングを実施。○スガイ農園にて有田みかん狩
りを楽しむ。○国民宿舎自麻にて昼食をとり、展望台からの景色を楽しんだりお土産を購入した。
○湯浅醤油醤油蔵にて工場内の見学及び買い物を行った。

200,000 200,000 0

25
NPO法人　南河内こどもス
テーション

羽曳野市近
隣、南河内地
域

障がい者や高齢者、こどもた
ちの社会参加を目指して

社会参加推進 令和4年2月11日 令和4年2月11日 羽曳野市市民会館

羽曳野市、藤井寺市内の小学校低
学年（人形劇が低学年向けの為）、
幼稚園、保育児及び発達障がいま
たは養護施設のこどもたちと高齢者

入場者数を制限して取り組み、障がいを持つこどもたちや幼児、小学校低学年のこどもたちに、
人形劇団クラルテによる人形劇「うりこ姫とあまんじゃく」（2回公演）を観劇していただく。開催にあ
たり徹底して消毒を行い、そのほか換気や看護師にも待機をしてもらった。

200,000 200,000 0

26
ハッピーなライフを考える
会

大阪市と近郊
都市

楽しい音楽を身近に感じよう 社会参加推進 令和3年12月25日 令和3年12月25日 阿倍野市民学習センター
障がい児者（身体・知的・精神）、高
齢者、児童、当会の趣旨に賛同する
者

障がい児者が安心して楽しめるよう、バリアフリーに配慮した会場を使用し、歌や音楽などの生
パフォーマンスを楽しむライブイベントを開催した。感染症対策として、部屋の喚起、施設内の消
毒、また当日は看護師だけでなく社会福祉士やヘルパーも配置した。接触を避けるため、ビンゴ
ゲームを行わない等、参加者の安全に配慮を行った。

200,000 200,000 0

27
吹田市認知症カフェ交流
会

吹田市 当事者移動カフェ事業
普及啓発物作成・
社会参加推進

令和3年6月28日 令和4年1月31日
北摂(吹田市、豊中市、摂
津市、箕面市、茨木市）に
ある認知症カフェ

少しの手助けがあれば活躍すること
ができる高齢者（要支援者、軽度認
知症、MCI、要介護者等）

「当事者移動カフェのための普及啓発物作成」と題してコロナ禍で外出控え中の高齢者、支援
者、学生ボランティアが一緒になってできる移動式カフェを開催。6月～12月まで、全12回。介護
老人保健施設、市役所、クリニック、特区別養護老人ホームなどにて、当事者がマスターになり、
コーヒーを入れている様子を見てもらいながらコーヒーを購入していただく。移動式カフェでは当
事者との交流、自治体職員との意見交換や歌と踊り、様々な交流が行えた。また普及啓発用パ
ンフレットを1万部作成し、関係団体や行政へ配布する。

116,000 116,000 0

https://waiwaisession.org/#
https://waiwaisession.org/#
https://re-job-osaka.org/#
https://niyokatsu.com/#
https://niyokatsu.com/#
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28 フリースペース「ひまわり」 大阪市
不登校を考えるひまわり講演
会

講演会等開催 令和4年3月20日 令和4年3月20日 エルおおさか
不登校の子どもの親・家族、支援
者、関心のある一般市民・府民

不登校の子どもや親の相談に携わる心理カウンセラーの講演と、当事者・親が悩みを出しあう相
談交流会を合わせて行う。
・新型コロナウイルス感染症の影響により日時等を変更した。
・講演会を会場およびZOOMの併用とし、34名の参加があった。心理カウンセラーによる講演「コ
ロナ禍を生きるこどもたち～子ども声を受け止め私たちにできること～」の後には、参加者からの
具体的な質問を受け、活発な質疑が行われた。

113,000 111,095 1,905

活動費助成【　計23件　】 4,250,000 3,692,439 557,561

https://sea.ap.teacup.com/oyaibasyo/#

