
未来にわたって堺市が文化・芸術の発展に力を注いでいくことを願っています。その中で育つ子どもたちの笑顔が
目に浮かびます。

百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録を応援しています。古墳群の次世代への継承を我々がやっていきましょう。こ
れは、我々の責務です。

日本の伝統工芸品を応援しています。職人さんの作る物が、多くの人に使って頂けるようになってほしいです。長
く残していってほしいです。

堺の芸術・文化の発展と、楽しく皆が集えるホールになるようにと願っています。

みどりと樹木が人と調和し、市民の誇りとなる環境になるよう努力なさってください。

歴史文化保存とふとん太鼓祭り応援したいです。

子どもたちの夢の実現のために使ってください。

今は転出しましたが、堺に3年ほど住んでいました。外に出て、堺のよさを実感します。

これからも堺市が住みやすい街であり続けることを期待しています。

生まれ育った堺を愛してます。

（皆さまからいただいたメッセージを一部抜粋して掲載しています。）



分野 使いみち 件数 金額

歴史的資産の保存のために
世界文化遺産登録応援コース 201件 6,113,000円

いたすけ古墳環境整備指定寄附金 13件 275,000円

未来を担う子どもたちのために

子ども教育ゆめ基金 68件 2,970,500円

奨学基金 38件 1,444,000円

障害者奨学基金 1件 100,000円

図書館児童資料充実事業指定寄附金 15件 552,000円

アートクラブグランプリin SAKAI
実施事業指定寄附金

8件 102,000円

子ども食堂応援寄附金 38件 2,008,000円

里親家庭養育推進指定寄附金 18件 435,000円

公園遊具更新事業指定寄附金 3件 40,000円

文化・スポーツ振興のために

堺市民芸術文化ホール指定寄附金 342件 27,946,000円

原池公園野球場指定寄附金 3６件 1,073,000円

大浜体育館指定寄附金 12件 113,000円

スポーツ振興基金 ４件 110,000円

魅力あるまちづくりのために

緑道魅力向上事業指定寄附金 12件 262,000円

泉北ニュータウン再生推進事業指定寄附金 19件 506,000円

公共交通活性化促進基金 46件 658,400円

その他

地域福祉推進基金 28件 945,000円

国際文化観光基金 8件 144,000円

国際交流事業指定寄附金 2件 40,000円

都市緑化基金 9件 164,000円

緑の保全基金 19件 470,000円

環境都市推進基金 8件 263,000円

自転車環境共生まちづくり基金 3件 80,000円

堺市民健康生きがいづくり基金 5件 120,000円

区民まちづくり基金 5件 70,000円

市民活動支援基金 17件 5,280,000円

火災予防広報活動指定寄附金 23件 376,000円

堺市立総合医療センター指定寄附金 15件 335,000円

ツアー・オブ・ジャパン堺ステージ
応援指定寄附金

5件 100,000円

堺・応援団コース 60件 2,611,960円

総合計 1,081件 55,706,860円

たくさんのご寄附をいただき、ありがとうございます。堺市では、「ふるさと納税」制度をまちづくりの大切な
手段のひとつとして考えており、引き続き皆さまにご支援いただけるよう努めてまいります。

皆さまにおかれましては、益々のご健勝とご多幸をお祈り申し上げますとともに、今後とも温かいご支援を賜り
ますようお願い申し上げます。



皆様からいただいたご寄附は、次のような事業に活用させていただきます。

未来を担う子どもたちのために

子ども教育ゆめ基金

学校での授業や部活動などの身近なところで、子どもたちが夢や希望を持てるような取組に活用します。
≪平成30年度の主な活用事業≫

■ アートクラブグランプリ in SAKAI（全国中学校美術部作品展）の開催
■ 交響楽団芸術鑑賞事業（プロの交響楽団による音楽を鑑賞する機会の提供）
■ 部活動推進事業（部活動技術指導者の派遣など）
■ 科学教育推進事業（未来の科学者や技術者を育成する「堺サイエンスクラブ」の実施など）

奨学基金
経済的な理由で修学が困難な高校生に奨学金を給付することで、学業に励む生徒を支援します。
≪平成30年度の実績≫ ■給付者数 ２３５人 ／ 奨学金総額 ７，５２０，０００円

（下記障害者奨学基金による給付者を含む）

障害者奨学基金
経済的な理由で修学が困難な障害のある高校生に奨学金を給付することで、学業に励む生徒を支援します。
≪平成30年度の実績≫ ■給付者数 ８９人 ／ 奨学金総額 ２，８４８，０００円

図書館児童資料充実
事業指定寄附金

絵本などの児童書を充実し、地域で子どもたちが読書に親しむための事業や、保護者への啓発活動で活用します。
≪平成30年度の主な活用事業もしくは実績≫

■ 年齢別の絵本パックを貸出するための絵本541冊を購入。
地域の子育てサークルや子ども文庫などの団体へ貸出を実施（26団体）

子ども食堂応援寄附金
地域で子どもたちの生活や成長を見守る「子ども食堂」の活動を支援する取組に活用します。
≪平成30年度の活用事業≫

■ さかい子ども食堂開設支援補助金（市内で新規開設する子ども食堂の準備経費の一部を補助）

里親家庭養育
推進指定寄附金

さまざまな事情により家庭で暮らせない子どもが、家庭と同じような環境で暮らすことが出来るよう、里親になっ
ていただける方を増やすための取組や事業で活用します。
≪平成30年度の主な活用事業もしくは実績≫

■ 里親制度普及促進のためのパネル展や相談会、啓発活動等の実施
■ 施設入所中の子どもが家庭生活を体験する週末里親事業の実施
■ 新規里親登録数 １９世帯 里親等への委託児童数 ４０人

公園遊具更新
事業指定寄附金

子どもたちがのびのび元気よく遊べ、笑顔はじける公園にするため、公園遊具の更新に活用します。
≪平成30年度の主な活用事業≫ ■公園遊具更新事業

歴史的資産の保存のために

世界文化遺産登録
応援コース

仁徳天皇陵古墳をはじめとする百舌鳥古墳群の世界文化遺産登録に向けた機運醸成や周辺の環境整備などに活用
します。
≪平成30年度の主な活用事業≫

■ 「百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録を応援する堺市民の会」による講演会等の開催、PRグッズの作成
■ 屋外広告物適正化促進事業（既存不適格広告物の撤去・改修への補助）
■ いたすけ古墳環境整備事業

文化・スポーツ振興のために

堺市民芸術文化ホール
指定寄附金

本市の芸術文化の創造・交流・発信の拠点となるフェニーチェ堺（堺市民芸術文化ホール）のために活用します。
≪平成30年度の主な活用事業≫     ■ 堺市民芸術文化ホール整備事業

原池公園野球場
指定寄附金

本市初の本格的な野球場となる原池公園野球場の整備等に活用します。
≪今後の主な活用事業≫ ■ 原池公園野球場の整備 等

大浜体育館指定寄附金
老朽化した大浜体育館を建替え、バレーボールチーム・堺ブレイザーズのホームゲームをはじめ、さまざまなトッ
プレベルの公式戦などが観戦できるようにするため、体育館の整備やサービス向上に活用します。
≪今後の主な活用事業≫ ■ 大浜体育館建替整備運営事業

スポーツ振興基金
「スポーツタウン・堺」の実現をめざし、J-ＧＲＥＥＮ堺や体育館等のスポーツ施設の整備などに活用します。
≪今後の主な活用事業≫ ■ J-GREEN堺や体育館等の維持、補修等 など

魅力あるまちづくりのために

緑道魅力向上事業
指定寄附金

南区の特長である資源の緑道を、より安全で楽しくウォーキングなどの健康づくりに利用できる環境にするための
事業に活用します。
≪平成30年度の主な活用事業もしくは実績≫

■ 緑道魅力向上事業（栂緑道魅力向上工事の実施）

泉北ニュータウン
再生推進事業
指定寄附金

泉北ニュータウンを将来に向けて維持発展可能な魅力あるまちにするための事業に活用します。
≪平成30年度の主な活用事業もしくは実績≫

■ 泉北ニュータウン再生推進事業（駅前再編整備事業）

公共交通活性化促進基金

本市の公共交通機関の活性化を図るため、バリアフリー化や利便性向上の取組を推進します。
≪今後の主な活用事業≫

■ 市内の公共交通機関（鉄道・路面電車・バス）の旅客施設（駅など）や車両のバリアフリー化、
利便性向上の取組みへの支援



皆様からいただいた寄附は、次のような事業に活用させていただきます。

その他の使いみち

地域福祉推進基金

地域における見守り活動や障害者授産製品のアンテナショップ運営などに対する助成を行っています。
≪平成30年度の主な活用事業≫

■ 地域のつながりハート事業（見守り等の個別援助活動、ふれあい喫茶等のグループ援助活動）
■ 地域福祉推進事業（地域福祉活動を行う市民活動団体やボランティア団体への助成）
■ 授産製品販売促進事業（障害者授産製品アンテナショップ運営に対する助成）

国際文化観光基金
≪今後の主な活用事業≫

文化芸術の振興、国際文化交流の推進、本市の歴史文化を活かした観光の振興に資する事業に活用します。

国際交流事業
指定寄附金

市民の方々がベトナム文化に親しんでいただけるイベントの企画・運営に活用します。
≪平成30年度の主な活用事業もしくは実績≫

■ ハノイ、ダナン、ホーチミンをテーマに、「食」「音楽」などを通じ、ベトナムの魅力を堺市の皆様に
楽しんでいただく「ベトナムフェスティバル2018 in 堺」に活用しました。

都市緑化基金

快適で潤いのある堺のまちづくりを進めるべく、まちに花やみどりを増やすための施策や活動の支援に活用します。
≪平成30年度の主な実績≫

■ 地域緑化活動支援事業（記念樹配布、緑地協定支援） ■ 活動促進事業（花のボランティア活動支援）
■ 緑化啓発推進事業（緑の瓦版、花と緑がいっぱいコンクール）

緑の保全基金
堺のまちに残された里地里山をはじめとした貴重なみどりを、未来の子ども達に残していくための施策や活動に
活用します。
≪平成30年度の主な活用事業≫ ■ 緑地保全事業（南部丘陵に残された里地里山等）

環境都市推進基金

地球温暖化防止・ごみ減量・自然環境保護等に取り組む市民・事業者の活動支援や環境保全のための施策に活用します。
≪今後の主な活用事業≫

■ 市民・事業者の活動支援 ・堺エコロジー大学運営事業（連携講座を実施する市民・NPOへの活動支援）
■ 環境保全のための施策

自転車環境共生
まちづくり基金

自転車の安全利用の推進、また自転車の楽しさを伝えるため、様々なイベント等を開催するため活用します。
≪平成30年度の主な活用事業≫

■ 「さかい自転車リーダー養成講座」の開催 ■ 「堺 自転車の楽校」の開催
■ 「自転車デー」（自転車のルール・マナーの向上の呼びかけ）の実施 ■ 古墳巡り散走

堺市民健康
生きがいづくり基金

市民の健康と生きがいづくりを図るため、各区で実施する保健センターまつりの開催や市民による健康づくり運動の
支援などに活用します。
≪今後の主な活用事業≫ ■ 各区区民祭りの開催事業 ■ 健康づくりの推進・啓発事業

区民まちづくり基金

区域の特性に応じた、特色あるまちづくりを進めるため、様々な事業を各区で実施します。
≪平成30年度の主な活用事業≫

■ 堺 区 ：堺区安全安心まちづくり事業「子ども防災チャレンジ」
■ 中 区 ：中区歴史文化発信事業 ■ 東 区 ：ひがし・ママスタート応援事業
■ 西 区 ：西区こども芸術鑑賞会 ■ 南 区 ：南区買い物困難者支援事業
■ 北 区 ：北区地域子どもの居場所づくり支援事業 ■ 美原区：みはらスポーツ大会

市民活動支援基金

NPO法人の自立とその自主的で活発な活動を推進するため、堺市に主たる事務所を置くNPO法人の公益的な活動に
助成を行います。
≪平成30年度の主な実績≫ ■ 助成実績：4団体（5事業）、総額2,075,167 円

（「社会教育」「まちづくり」「文化・芸術振興」「国際協力」など公益的な活動を行う団体）

火災予防広報活動
指定寄附金

大切な命を守り、火災を撲滅するために、様々な火災予防広報活動事業に活用します。
≪平成30年度の主な活用事業≫

■ 防火訪問事業（高齢者宅などに消防職員による直接訪問、防火指導・啓発）
■ 火災予防啓発活動事業（消防音楽隊によるイベントや小学校での防火防災思想普及啓発）
■ 放火火災防止対策事業（放火多発地域に炎感知器や啓発標識を設置）

堺市立総合医療センター
指定寄附金

安全で質の高い医療を提供するための最新鋭の医療機器整備や療養環境の改善、医療研究などに活用します。
≪今後の主な活用事業≫

■ 中核病院としての高度医療機器の整備 ■ 施設や療養環境の整備 等

国際平和人権基金
平和を促進する活動を顕彰する「自由都市・堺 平和貢献賞」と、人々の交流や協力を育む活動に活用し、平和と人
権を尊重するまちづくりを推進します。
≪今後の主な活用事業≫ ■ 自由都市・堺 平和貢献賞の授与

ツアー・オブ・ジャパン
堺ステージ応援

指定寄附金

世界の著名・強豪チームが参戦し、堺を皮切りに全国を転戦して行われる国内最高峰の自転車レースである
「ツアー・オブ・ジャパン」の運営に活用し、自転車のまち・堺をさらに盛り上げるために役立てます。
≪平成30年度の主な活用事業≫ ■ ツアー・オブ・ジャパン堺ステージの開催

〒590-0078 大阪府 堺市 堺区 南瓦町 3番1号

Ｔel：072-228-7191 Ｆax：072-228-7856

E-mail：shikin@city.sakai.lg.jp http:// www.city.sakai.lg.jp/


