
年度 団体名 事業名 内容 金額 応募団体数

大東市観光ボランティアガ
イド「やまびこ」

東高野街道フェスタ２０１５
飯盛城主　天下人　『三好長慶の
秘密を探れ！』

大東市民及び大東市外の方々に三好長慶と飯盛山城について認識い
ただき、多くの方々に足を運んでいただるよう新しい交流を構築す
る。野崎まいり公園、飯盛城跡にて２日間フェスタを開催する。

300,000円

チーム竹姫
水質浄化による環境保全活動と総
合的な美化活動事業

①環境配慮型浄化装置の改良②使用済みの竹炭の活用方法の実験③
植物による水質浄化効果の検証④メディアを通じたＰＲや環境教育
によって意識啓発を進めることで、モデルケースとして他の団体な
どからも模倣される事業を確立することを目的とし、持続可能な活
動へと進化させる。

298,080円

NPO法人
摂河泉地域文化研究所

地域資源としての飯盛山城の価値
を顕在化し、周知・活用するため
の事業

シンポジウム「関西山城サミット２０１５in飯盛山城」を開催。
飯盛山城の見学者に配布するポケットマップ（Ｂ４版6つ折り）を
作成する。飯盛山城跡の見学会を行う。

299,160円

NPO法人大東夢づくりコ
ミュニティ

おうち風フリースペースで多世代
交流
事業

当法人の２店舗を用いて、フリースペースの運営を計画実行。ママ
カフェ、多世代交流の場としての提供、個人の特技を生かした体験
型ワークショップや講座の運営、1日出店スペースとしての貸し出
しを行う。

298,080円

市民劇団えん

大東市市民劇団えんの
「くじけないで生きていこう！」
プロジェクト＠ハルカススペース
９＆サーティホール事業

あべのハルカスで演劇をして大東市をＰＲする。スペース9前の壁
面にポスターや宣伝を掲示し、買い物客にも大東市をＰＲする。
大東市サーティーホールでの定例公演では、いじめをテーマにした
演劇をし、地元大東市の子どもたちに「いじめ」について考えても
らう。

300,000円

従来枠：5団体

平成２７年度
（５団体）

８団体



年度 団体名 事業名 内容 金額 応募団体数

マザーアースアソシエー
ション

「きっずマーケット＆mom'sマー
ケット」開催事業

末広公園にて、子どもたちが運営するキッズマーケットを行うと同
時に、mom'sマーケットでは不用になった子ども服や育児グッズ
などをリサイクルする。子育て世代での情報交換の場となり地域活
性化が期待される。

500,000円

Daito　Rock　City　実行
委員会

「Daito Rock City２０１５」
開催事業

サーティホールにて２１組のアマチュアバンドによる演奏をおこな
う。
メディアなどを通じて、「だいとう」の名を市外に向けて発信する
ことで大東市の知名度アップを図る。

500,000円

平成２７年度
（２団体）

ロマンティック大東枠：２団体

５団体



年度 団体名 事業名 内容 金額 応募団体数

介助犬のひろば実行委員会
介助犬のひろばin北河内２０１６
事業

一般市民の方や事業者の方々が、補助犬や障害のある方にどのよう
に接すればいいのかわからない場合に、気軽に相談できる場、学べ
る場づくりを考えた。一般市民に向けた啓発事業、事業者に向けた
取り組み、当時者に向けての取り組みなどの情報をホームページや
ＳＮＳを利用して通年で発信。集めた情報の集大成として大東バリ
アフリーマップを作成し、啓発イベントに合わせて普及させる。

300,000円

特定非営利活動法人
ＧＡＲＤＥＮ’s

『大東スタイル』ＰＲ事業

「持続可能な大東市の確立」のため、「大東市まち・ひと・しごと
創生総合戦略」（以下総合戦略）を大東市内外問わず多くの人々に
知っていただくことが必要と考え、昨年６月に結成しました、まち
おこしアイドル「だいどーるず」が市民の皆さまと一緒に勉強し、
より多くの人々にＰＲすることを目的とした事業を行う。

292,320円

チーム竹姫
水質浄化による環境保全活動から
総合的な美化活動事業

市役所横の新堀川に水質浄化装置を３年間設置し、太陽光発電を使
い爆気装置、循環装置を駆動し目に見える浄化実験として多くの方
に認められるモデルとなっている。今年度はさらに美的効果を高め
る工夫に取り組む。マナー条例遵守を徹底する活動、市役所周辺の
水域に花のある空間を作り、憩いの場の提供、大阪産大や市役所周
辺の小中学校の学生にイベント参加をしてもらい環境美化の意識付
けを図る。水質浄化の方法を簡素化し他団体への波及効果が期待で
きる。

299,700円

大東市観光ボランティアガ
イド「やまびこ」

飯盛城フェスタ２０１６
『いざ出陣　君も今日から飯盛城
主』
開催事業

①大東市の歴史とロマンを多くの市民、特に未来ある子どもたちに
伝えて郷土愛を育てる。②飯盛山に直接足を運んでもらって、飯盛
城の大きさ・仕組みと眺望を実感してもらう。飯盛山の自然に触れ
健康増進を図ってもらう。
④フェスタを通じて多世代の交流を活発化する。

300,000円

市民劇団えん
地域でコラボ！演劇で見つめたい
～身近な福祉～事業

①「精神障害の方に劇の楽しさを知ってもらおう！」精神障碍者支
援センターあーすとのコラボを行う。
②サーティホールの定例公演で第７回定例公演『もっとウカツに助
け人！』ＪＡＺＺバンド「ファニーフェイスオーケストラ」とコラ
ボを行う。コラボ企画により、『演劇ワークショップ』のスタイル
を構築。観客一人一人が身近な相手に福祉的な関わりができること
を知ってもらう。

300,000円

１２団体

従来枠：5団体

平成２８年度
（５団体）



年度 団体名 事業名 内容 金額 応募団体数

大東・三好長慶会
三好長慶＆飯盛山　市民サポー
ター養成講座事業

三好長慶や飯盛山・飯盛城と云う大東の歴史遺産・自然遺産を活用
して、明るく、元気な大東を醸成し、魅力ある大東へのまちおこし
を行う。大東に住みたい、住み続けたい、と云われる魅力ある大東
市の創出を、三好長慶や飯盛山の力を借りて実施していきたい。そ
のために、人材の活性化を図り、人材を育て、まちおこしの重要な
役割をお願いするリーダーの養成が必要と考え、係る人材養成講座
を開設する。

499,997円

マザーアースアソシエー
ション

「きっずマーケット＆mom'sマー
ケット」開催事業

末広公園にて、子どもたちが運営するキッズマーケットを行うと同
時に、mom'sマーケットでは不用になった子ども服や育児グッズ
などをリサイクルする。子育て世代での情報交換の場となり地域活
性化が期待される。また、企業ブースの出店により大東市の企業ア
ピールにつながる。
市外の子育て世代に、「子育てするなら大都市よりも大東市」と
思ってもらえるためにも、インパクトのある子育てイベントを企画
し、子どもたちの生き生きした姿を見てもらうことにより大東市を
アピールする。

500,000円

ロマンティック大東枠：２団体

６団体

平成２８年度
（２団体）



年度 団体名 事業名 内容 金額 応募団体数

介助犬のひろば実行委員会
介助犬のひろばin北河内２０１７
事業

一般市民に向けた補助犬等の啓発事業、事業者に向けた取り組み、
障害のある方に向けての取り組みなどを行い、その情報をホーム
ページやSNSを利用して発信。集めた情報の集大成として、バリ
アフリーマップ（住道駅版）を作成し、啓発イベントに合わせて普
及させる。人権意識の向上につなげる。セーフティネットとして
様々な支援、相談窓口があることを市民に理解してもらい、支援者
を増やすとともに、当時者に自立（自律）を促し、社会的コストを
抑える。障がいを持っても高齢になっても安心して住み続けられる
ように市民一人ひとりが行動できるようになることを目指す。

300,000円

市民劇団えん

バリア
境界線を越えて愛にいたる
～演劇で心のバリアフリー～事業

①演劇を楽しみながら「普通？」の境界線を越える
②サーティホールの定例公演で、バリアフリーを表現する劇を公演
する。
二つの劇は、「普通」という思い込みや偏見のバリアを超えて、交
流していくテーマとなっています。
普段気づかない家族の愛や家族の思いやりに気づくことをベース
に、「普通」の境界線（心のバリア）を超えるというメッセージを
観客に伝えることを目的とします。

300,000円

チーム竹姫
簡易水質浄化材を大東ブランドに
誰でもどこでも簡単にできる水質
浄化方法の普及

大東市の将来の環境の姿として「川のきれいなまち」を望む意見が
多く、市内を流れる川をきれいにすることで「川のきれいなまち大
東」を訴え、まちに活気を取り戻す具体例として、市役所横の新堀
川に水質浄化装置を４年間設置、太陽光発電を使い爆気設置、循環
装置を駆動し水耕栽培で花の咲く癒しの空間を作り出し多くの方に
認められるモデルとなった。今年度は、さらに浄化の範囲を広げゴ
ミの投棄をより少なくする機運を高める。家庭で生き物の住む水槽
の水を浄化できる方法が、ほぼ確立できたので、住民参加の水質浄
化実験を実施し、この事業が目指す「誰でも、どこでも簡単にでき
る水質浄化」を広めて「川のきれいなまち大東」に結び付ける。

299,916円
　８団体

大東・三好長慶会
三好長慶＆飯盛山　市民サポー
ター養成講座事業

三好長慶や飯盛城について更に研鑽し、知識を深め、大東市自慢の
歴史遺産を活用し「元気な大東」「活力ある大東」づくりに努力し
たい、その為の人材を引き続き養成していきたい。本講座を継続し
ていくことにより、多くの大東の人材が輩出され、他市にない大東
スタイルの人・まち・文化が醸成されていく。

300,000円

平成２９年度
（８団体）



年度 団体名 事業名 内容 金額 応募団体数

だいどーるず運営事務局
だいどーるずによる大東市ＰＲ動
画作成事業

「だいどーるず」が大東市を紹介するツールとなり、「大東市民の
うた」を「だいどーるず」風にアレンジし、「だいどーるず」の歌
とダンスの動画を作成し、YOUTUBEにアップする。動画では、
大東市の観光名所や各地域等のPRを「だいどーるず」ならではの
切り口で紹介する。人口流入のターゲットの子育て世代とその子ど
もたちの目先を少しでも大東市に向けてもらう。大東市の知名度を
上げ、他自治体に埋没しない大東市の存在価値の向上が期待でき
る。

297,000円

だいとう夢の市実行委員会
手作り市「だいとう夢の市」の開
催による駅前空間の活性化と市民
交流の促進事業

JR住道駅前２階デッキで手作り市（ハンドメイドマーケット）イ
ベントを開催する。平成２９年度からは「見て、買って、食べて、
体験する」イベントをめざす。子どもが店長となってブース出店す
る「子どもブース」やだいとう夢の市内で働く体験をする「こども
はろーわーく」を引き続き実施していく。定期的に手作り市イベン
トを開催することによって住道駅周辺の活性化を促し、大東市の魅
力を内外に発信する。

286,632円

マザーアースアソシエー
ション

きっずマーケット＆mom'sマー
ケット開催事業

子どもたちが運営するキッズマーケットの開催、mom'sマーケッ
トの開催、子育て世代にアピールしたい企業のブース出店（大東市
の企業を中心）
市外の子育て世代に、「子育てするなら大都市よりも大東市」と
思ってもらえるためにも、インパクトのある子育てイベントを企画
し、子どもたちの生き生きした姿を見てもらうことにより大東市が
子育てしやすい市であることをアピールします。

300,000円
　８団体

大東市観光ボランティアガ
イド「やまびこ」

やまびこフェスタ２０１７「大東
ウォークラリー」開催事業

大東市全域の歴史遺産が周遊できるマップをもとに、三つの母なる
街道（東高野・河内・古堤）を起点に軽ウォークから健脚向きまで
網羅したコース設定を行い、土地土地に親しめ、郷土愛を深め、大
東市の発展の一助にし且つ市民の健康増進を図る。

300,000円

平成２９年度
（８団体）



年度 団体名 事業名 内容 金額 応募団体数

大東・三好長慶会
平成３０年度
「三好長慶＆飯盛城」市民サポー
ター養成講座

三好長慶や飯盛山についてもっと知って頂く為の対策を探る。
①大東市の公共施設でＰＲ展示を行い三好長慶＆飯盛山の知名度
アップに尽力する。
②希望により飯盛山の登山・引率・ガイドを行う。
③大東市開催の主なイベントではブース展開し、「親子、甲胄づく
り」などを行い、三好長慶への親しみを持って貰えるよう努める。

300,000円

御領地車保存会
大東だんじりフェスティバルＩＮ
大東食の祭典

大東市市制施行６０周年記念事業「大東地車大集結」に続き、「大
東だんじりフェスタＩＮ大東食の祭典」を開催し、人間関係が疎遠
になった地域住民の心を一体化するとともに、各地域が所有するだ
んじりと大東のグルメを存分に楽しんで頂くことのできる最良の場
を提供したい。

300,000円

大東市観光ボランティアガ
イド
「やまびこ」

やまびこフェスタ２０１８「三好
長慶の文化と飯盛城」

①続日本１００名城の認定を契機に三好長慶と飯盛城を市内外の多
くの人々に周知をはかる。
②クイズ検定の実施により学びと体験の機会を与える。
③平成３３年度国史跡へ向けての河内飯盛城扯を市内外の人々への
周知をはかり気運を高める。

300,000円

チーム竹姫
川の流れる町大東の景観を改善
し、水に親しむ市民を増やす

「住んでる人で、澄んでる川に！」を、実践するために地域住民と
の連携を図りイベントを開催。
身近な食品等で簡単な浄化装置を普及させていく。
毎月１回定期的水質検査を実施。浄化装置改善に役立てる。
川の流れる町大東の景観を改善し、水に親しむ市民を増やすことを
目標とする。

297,324円

平野屋新田会所
市民サポーター会議

平野屋新田の水路調査とその活用
事業
・・・水路調査とマップ・映像
化・シンポジウム開催・・・

①深野南新田水路関係の調査を行い、その成果を地図化。さらにそ
れを判り易くした「新田開発歴史水路マップ（仮称）」を作成し配
布する。
②新田開発の歴史を平野屋新田会所や水路体系の魅力紹介ビデオを
作成し上映する。
③研究者や地元関係者などと協働して、水路シンポジウムとパネル
展示、見学会を行う。

300,000円

平成３０年度
（８団体） １３団体



年度 団体名 事業名 内容 金額 応募団体数

市民劇団えん
心のバリアフリー第二弾
～わたしがわたしらしく生きるた
めに～

オリジナルの演劇で身近な社会問題を市民にわかりやすく伝える。
劇を通して、障害や病気、自分とは「異なる」他者への理解を促
し、誰もが自分らしく生きていけるヒントを提示することを目標に
４つの劇を企画する。その共通テーマは「わたしがわたしらしくい
きるために」
あべのハルカスでも出演予定。大東市の知名度向上へと繋げてい
く。

300,000円

大東市伝統芸能
「江州・河内音頭」連合会

大東市伝統芸能
「江州・河内音頭」唄や踊りの伝
承

大東市に、明治後期から伝わる「江州音頭・河内音頭」の保存・継
承・活用並びに後継者の育成に努める。
地域に対する愛着や伝統文化への理解を深め、それらを伝承する高
齢者の健康づくり、地域全体の活性化を図る。
また、「大東オリジナル音頭」も作成予定。

300,000円

北条イルミネーション
実行委員会

北条イルミネーション

例年開催される大東市スマイルミネーション終了後、約２ヶ月間、
イルミネーション用具・電球一式を借用し北条公園内で開催。
各家庭で使用しないイルミネーションを利用し、更にグレードアッ
プを図る事で地域が活性化・並びに安心安全の明るい社会づくりを
進める。

300,000円

平成３０年度
（８団体）

１３団体


