
１ 生涯学習推進 市民人権局 １ さかいミーツアート（再掲） 文化観光局 ２３ 全国健康福祉祭派遣事業（再掲） 健康福祉局 １ シティプロモーション事業（再掲） 市長公室

２ 人権ふれあいセンター事業 市民人権局 ２ 堺スタンダード（茶の湯）開催事業 教育委員会事務局 ２４ 老人クラブ活動補助（再掲） 健康福祉局 ２ 環濠都市堺の再生事業（再掲） 市長公室

３ 市民文化活動促進事業 文化観光局 ３ キャリア教育推進事業 教育委員会事務局 ２５ 健康福祉プラザ事業（再掲） 健康福祉局 ３ まちなみ再生事業 建築都市局

４ 舞台芸術創造発信事業 文化観光局 ４ アートクラブグランプリinSAKAI開催事業 教育委員会事務局 ２６ 障害者生活訓練事業（再掲） 健康福祉局 ４ 良好な景観の形成 建築都市局

５ 堺市展開催事業 文化観光局 ５ 堺市こども市展開催事業 教育委員会事務局 ２７ 障害者文化芸術講座（再掲） 健康福祉局

６ 堺市文化振興財団事業補助 文化観光局 ６ 交響楽団芸術鑑賞事業 教育委員会事務局 ２８ 堺スタンダード（茶の湯）開催事業（再掲） 教育委員会事務局 １ さかい利晶の杜事業（再掲） 文化観光局

７ 与謝野晶子顕彰事業の推進 文化観光局 ７ 小学校連合音楽会・中学校連合音楽会開催事業 教育委員会事務局 ２９ キャリア教育推進事業（再掲） 教育委員会事務局 ２ 堺市民芸術文化ホール整備事業（再掲） 文化観光局

８ 堺市民芸術文化ホール整備事業 文化観光局 ３０ アートクラブグランプリinSAKAI開催事業（再掲） 教育委員会事務局 ３ 文化会館事業（再掲） 文化観光局

９ 文化会館事業 文化観光局 １ 堺市文化振興財団事業補助（再掲） 文化観光局 ３１ 堺市こども市展開催事業（再掲） 教育委員会事務局 ４ 堺 アルフォンス・ミュシャ館事業（再掲） 文化観光局

１０ 堺 アルフォンス・ミュシャ館事業 文化観光局 ２ 子どものための文化芸術プロジェクト事業 文化観光局 ３２ 交響楽団芸術鑑賞事業（再掲） 教育委員会事務局 ５ 博物館事業（再掲） 文化観光局

１１ みはら歴史博物館事業 文化観光局 ３ 博物館事業（再掲） 文化観光局 ３３ 小学校連合音楽会・中学校連合音楽会開催事業（再掲） 教育委員会事務局 ６ みはら歴史博物館事業（再掲） 文化観光局

１２ 老人福祉センター事業 健康福祉局 ４ 社会教育関係団体支援事業 教育委員会事務局 ３４ 被災地支援交流事業 教育委員会事務局 ７ 教育文化センター事業（再掲） 教育委員会事務局

１３ 全国健康福祉祭派遣事業 健康福祉局 ５ 美原こども館事業 教育委員会事務局 ３５ 社会教育関係団体支援事業（再掲） 教育委員会事務局

１４ 老人クラブ活動補助 健康福祉局 ３６ 美原こども館事業（再掲） 教育委員会事務局 １ 海外姉妹友好都市交流事業 文化観光局

１５ 健康福祉プラザ事業 健康福祉局 １ 音楽文化推進事業（再掲） 文化観光局 ２ アジア諸国との交流事業 文化観光局

１６ 障害者生活訓練事業 健康福祉局 ２ 堺市展開催事業（再掲） 文化観光局 １ シティプロモーション事業（再掲） 市長公室 ３ 国際機関との連携事業 文化観光局

１７ 障害者文化芸術講座 健康福祉局 ３ 堺市文化振興財団事業補助（再掲） 文化観光局 ２ 環濠都市堺の再生事業 市長公室 ４ 堺市文化振興財団事業補助（再掲） 文化観光局

１８ 青少年センター・青少年の家事業 子ども青少年局 ３ 首都圏における堺の魅力発信事業（再掲） 市長公室

１９ 教育文化センター事業 教育委員会事務局 １ シティプロモーション事業（再掲） 市長公室 ４ 生涯学習推進（再掲） 市民人権局 １ フィルムコミッション事業（再掲） 文化観光局

２ 首都圏における堺の魅力発信事業 市長公室 ５ さかい利晶の杜事業（再掲） 文化観光局 ２ さかい利晶の杜事業（再掲） 文化観光局

１ シティプロモーション事業 市長公室 ３ 生涯学習推進（再掲） 市民人権局 ６ 観光情報発信事業（再掲） 文化観光局 ３ 観光情報発信事業（再掲） 文化観光局

２ 生涯学習推進（再掲） 市民人権局 ４ 人権ふれあいセンター事業（再掲） 市民人権局 ７ 堺文化財特別公開（再掲） 文化観光局 ４ 堺文化財特別公開（再掲） 文化観光局

３ 人権ふれあいセンター事業（再掲） 市民人権局 ５ フィルムコミッション事業 文化観光局 ８ 堺コレクションの活用（再掲） 文化観光局 ５ 堺コレクションの活用（再掲） 文化観光局

４ 老人福祉センター事業（再掲） 健康福祉局 ６ さかい利晶の杜事業（再掲） 文化観光局 ９ 与謝野晶子顕彰事業の推進（再掲） 文化観光局 ６ 堺市文化振興財団事業補助（再掲） 文化観光局

５ 健康福祉プラザ事業（再掲） 健康福祉局 ７ 観光情報発信事業 文化観光局 １０ 文化観光局 ７ 与謝野晶子顕彰事業の推進（再掲） 文化観光局

６ 障害者生活訓練事業（再掲） 健康福祉局 ８ 堺文化財特別公開 文化観光局 １１ 堺 アルフォンス・ミュシャ館事業（再掲） 文化観光局 ８ 文化観光局

７ 障害者文化芸術講座（再掲） 健康福祉局 ９ 堺市民芸術文化ホール整備事業（再掲） 文化観光局 １２ さかい文化芸術発信事業（再掲） 文化観光局 ９ 堺市民芸術文化ホール整備事業（再掲） 文化観光局

８ さかい利晶の杜事業 文化観光局 １０ 堺コレクションの活用（再掲） 文化観光局 １３ 百舌鳥古墳群保存活用事業（再掲） 文化観光局 １０ 堺 アルフォンス・ミュシャ館事業（再掲） 文化観光局

９ 音楽文化推進事業 文化観光局 １１ 堺市文化振興財団事業補助（再掲） 文化観光局 １４ 文化財保護事業 文化観光局 １１ さかい文化芸術発信事業（再掲） 文化観光局

１０ 堺コレクションの活用 文化観光局 １２ 与謝野晶子顕彰事業の推進（再掲） 文化観光局 １５ 黒姫山古墳管理運営事業 文化観光局 １２ 百舌鳥古墳群保存活用事業（再掲） 文化観光局

１１ 堺市文化振興財団事業補助（再掲） 文化観光局 １３ 文化観光局 １６ 収蔵資料公開活用事業 文化観光局 １３ 博物館事業（再掲） 文化観光局

１２ 堺市民芸術文化ホール整備事業（再掲） 文化観光局 １４ 文化芸術による被災地支援 文化観光局 １７ 町家活用推進事業 文化観光局 １４ 世界文化遺産登録推進事業（再掲） 文化観光局

１３ 文化会館事業（再掲） 文化観光局 １５ 堺 アルフォンス・ミュシャ館事業（再掲） 文化観光局 １８ 博物館事業（再掲） 文化観光局 １５ 百舌鳥古墳群ガイダンス施設等整備事業（再掲） 文化観光局

１４ 堺 アルフォンス・ミュシャ館事業（再掲） 文化観光局 １６ 子どものための文化芸術プロジェクト事業（再掲） 文化観光局 １９ みはら歴史博物館事業（再掲） 文化観光局

１５ さかいミーツアート 文化観光局 １７ さかい文化芸術発信事業（再掲） 文化観光局 ２０ 世界文化遺産登録推進事業（再掲） 文化観光局

１６ さかい文化芸術発信事業 文化観光局 １８ 百舌鳥古墳群保存活用事業 文化観光局 ２１ 百舌鳥古墳群ガイダンス施設等整備事業（再掲） 文化観光局

１７ 博物館事業 文化観光局 １９ 博物館事業（再掲） 文化観光局 ２２ 図書館事業（再掲） 教育委員会事務局

１８ みはら歴史博物館事業（再掲） 文化観光局 ２０ 世界文化遺産登録推進事業 文化観光局 ２３ 地域情報活用支援事業 教育委員会事務局

１９ 青少年センター・青少年の家事業（再掲） 子ども青少年局 ２１ 百舌鳥古墳群ガイダンス施設等整備事業 文化観光局

２０ 区域まちづくり事業 堺・中・東・西・南・北・美原区役所 ２２ 老人福祉センター事業（再掲） 健康福祉局

２１ 教育文化センター事業（再掲） 教育委員会事務局

２２ 図書館事業 教育委員会事務局

※　総事業数：145事業（再掲除く事業数：58事業）

（資料３）

１　文化芸術活動を行う環境の整備

７　歴史文化資源の継承及び活用

９　文化施設の活用

４　将来の文化芸術を担う子どもたちの育成

３　学校教育における文化芸術活動の充実

１０　国際的な文化芸術の交流の推進

５　文化芸術を支える人材の育成

１１　経済活動との連携

２　文化芸術に親しむことができる環境の整備

６　多様な分野との連携

８　魅力的なまちの景観の創出６　多様な分野との連携

具体的取組一覧


