
 
様式２ 

堺 市 ・ 美 原 町 合 併 協 議 会 の 調 整 内 容 
No 1574 専門部会名  生活・人権専門部会 
協定項目  24 各種事務事業の取扱い （生活関係） 関係項目 市民活動促進事業 

 
 調整の内容 堺市制度で実施。堺市事務事業の例にあわせる。 

現     況 
堺     市 美  原  町 調 整 の 具 体 的 内 容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇名称：市民活動促進事業 
◇対象：市民及び堺市内で市民活動を行うもの 
◇内容：堺市内の市民活動を活性化するための施策・事業 
 
○ＮＰＯマネジメント初級講座の開催 年１回（４日間） 
 
○ＮＰＯ相談員の配置 月２回（年間２４回） 
 
○ＮＰＯマネジメント講座の開催 年１回（４日間）【予定】 
 
○市民活動団体情報の提供（ホームページで団体情報を提

供。平成１５年１０月１日現在１９０団体。） 
 
 
 
【今後の方針】各事業の充実を図りつつ、継続して実施す

る。 

◇名称：ボランティア・ＮＰＯ支援事業 
◇対象：住民 
◇内容：美原町内のボランティア・ＮＰＯ支援事業 
 
 
 
 
 
 
 
○ボランティア団体の登録制度を開始。 
・登録者状況  団体６ 個人５ 
  （コーラス等、子育て支援、イベント、世代間交流など

の活動） 
・ＮＰＯについて啓発情報提供 

 

 

 



 
様式２ 

 

  

堺 市 ・ 美 原 町 合 併 協 議 会 の 調 整 内 容 
No 1575 専門部会名  生活・人権専門部会 
協定項目 24 各種事務事業の取扱い （生活関係） 関係項目 市民活動支援施設運営業務 

 
 調整の内容 堺市制度で実施。堺市事務事業を継続する。 

現     況 
堺     市 美  原  町 調 整 の 具 体 的 内 容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇名称:市民活動支援施設運営業務 
◇対象：市民及び堺市内で市民活動を行うもの 
◇内容：堺市内の市民活動を活性化するための支援施設整

備・運営 
 
○市民活動のひろば運営（新金岡市民センター内） 
・ミーティングスペースの提供 
・コピー機・印刷機・紙折り機等の機器の提供 
・情報提供 
 
○市民活動支援情報コーナー（仮称）の設置 
二期庁舎１階に市民活動支援情報コーナー（仮称）を設

置し、市民活動のひろばと連携しながら行政の市民活動

関連施策や情報の集積を図るとともに、関連情報の収集

や市民活動支援情報の提供を行い、行政と市民との協働

の推進を図る。 
 
○市民活動支援施設の運営委託準備 
平成１６年度から市民活動支援施設を市民活動団体（Ｎ

ＰＯ法人）に委託するための準備を行う。 

◇名称： 
◇内容： 

 

 
  



事務事業
　様式　１

専門部会名  生活・人権専門部会（生活関係）

事　務　 事　業　名 調　整　方　針
協定項目 堺市 美原町 協議・調整区分 調整の内容

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

パブリックコメント 堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

支所行政推進事務 堺市制度で実施 堺市制度で実施。

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

支所相談業務 相談事務 堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

戸籍の記載 戸籍の記載 堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

戸籍謄抄本等各種証明書
の発行

戸籍謄抄本等各種証明書
の発行

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

戸籍届書の窓口受付及び
審査

戸籍届出書の窓口受付及
び審査

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

戸籍簿の管理 戸籍簿の管理 堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

戸籍受付帳の記載及び届
書の整理

戸籍受附帳の記載及び届
書の整理

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

戸籍附票の処理 戸籍附票の処理 堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

人口動態調査票の作成及
び送付

人口動態調査票の作成及
び送付

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

民事処分及び刑事処分の
通知及び整理

身分証明事務 堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

住民異動届の受付及び審
査

住民異動届の受付及び審
査

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

住民記録データーの登録 住民記録データの登録 堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

住民票の写しの交付 住民票の写しの交付 堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

印鑑登録 印鑑登録 堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

外国人登録 外国人登録 堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

住居表示及び町名改称に
かかる証明書の交付

住居表示及び町名改称に
かかる証明書の交付

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

自動車臨時運行 自動車臨時運行 堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

埋火葬の許可 埋火葬の許可 堺市制度で実施 堺市制度で実施



事務事業
　様式　１

専門部会名  生活・人権専門部会（生活関係）

事　務　 事　業　名 調　整　方　針
協定項目 堺市 美原町 協議・調整区分 調整の内容

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

住民基本台帳の閲覧 住民基本台帳の閲覧 堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

住民基本台帳の実態調査 住民基本台帳の実態調査 堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

住民記録システム維持管
理

住民記録システム維持管
理

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

住民基本台帳ネットワーク
システム

住民基本台帳ネットワーク
システム

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

情報公開 情報公開 堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

個人情報保護 堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

情報提供業務 情報コーナー業務 堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

消費生活相談（消費生活セ
ンター）

消費者生活相談 堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

消費者啓発･教育 消費者啓発 堺市制度で実施 堺市制度で実施するが、美原町事業の小学生啓発
事業については堺市での実施を検討する。

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

消費生活モニター 堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

消費者団体の育成 堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

品質表示等立入検査 堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

特定計量器の定期検査 計量器事業 堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

特定計量器の取締り及び
商品量目の立入検査

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

計量思想の普及・指導 堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

大阪府計量行政協議会 堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

全国特定市計量行政協議
会事業

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

市民センター施設管理（新
金岡市民センター）

堺市制度で実施 堺市制度で実施。

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

市民センター施設管理
（泉ヶ丘市民センター）

堺市制度で実施 堺市制度で実施。



事務事業
　様式　１

専門部会名  生活・人権専門部会（生活関係）

事　務　 事　業　名 調　整　方　針
協定項目 堺市 美原町 協議・調整区分 調整の内容

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

リサイクル情報板 不用品交換コーナー 堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

堺市魅力ある地域づくり推
進事業（堺支所）

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

堺市魅力ある地域づくり推
進事業（中支所）

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

堺市魅力ある地域づくり推
進事業（東支所）

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

堺市魅力ある地域づくり推
進事業（西支所）

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

堺市魅力ある地域づくり推
進事業（南支所）

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

堺市魅力ある地域づくり推
進事業（北支所）

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

町民証発行 廃止 合併後は、住民基本台帳カードに切替により廃止。

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

国民生活モニター 国民生活モニター 堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

審議会等の会議の公開 審議会等の会議の公開 新制度に再編 新制度に再編

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

り災証明の発行 堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

出資法人等の情報公開及
び個人情報の保護

出資法人等の情報公開 堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

成人式事務事業 成人式事務事業 堺市制度で実施 堺市制度に統合

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

堺元気っ子づくり推進事業
（中学校区青少年健全育
成事業）

総合的教育力活性化事業 堺市制度で実施 堺市制度に統合

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

青少年問題審議啓発事業 青少年問題協議会の開催 堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

コミュニティ助成事業 コミュニティ助成事業 堺市制度で実施 堺市制度に統合



使用料、補助金、負担金等
　様式　１

専門部会名  生活・人権専門部会（生活関係）

事　務　 事　業　名 調　整　方　針
協定項目 堺市 美原町 協議・調整区分 調整の内容

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

戸籍住民基本台帳事務協
議会堺支会

大阪府戸籍住民基本台帳
外国人登録事務協議会南
河内支会

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

外国人登録事務協議会阪
南支会

大阪府戸籍住民基本台帳
外国人登録事務協議会南
河内支会

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

センター内設置複写機使
用料

情報コーナー設置複写機
使用料

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

有償刊行物冊子等頒布代 有償刊行物冊子等頒布代 堺市制度で実施 住民の利便性を高めるため、情報コーナー（セン
ター）でも、有償刊行物の販売を一括して行う。

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

計量法関係手数料 堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

堺市消費生活協議会事業
補助金

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

堺市消費者問題協議会事
業補助金

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

堺市野菜廉売市開設事業
補助金

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

堺市計量自主管理事業補
助金

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

り災証明手数料 り災証明手数料 堺市制度で実施 堺市制度で実施



関係団体、組織等
　様式　１

専門部会名  生活・人権専門部会（生活関係）

事　務　 事　業　名 調　整　方　針
協定項目 堺市 美原町 協議・調整区分 調整の内容

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

堺市支所長会議 堺市制度で実施 堺市制度で実施。

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

堺市情報公開検討庁内委
員会

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

堺市消費生活協議会 堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

堺市消費者問題協議会 堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

堺市野菜廉売市運営協議
会

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

全国特定市計量行政協議
会

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

大阪府計量行政協議会 堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

全国中堅都市消費者行政
協議会

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

堺ふれあい事業実行委員
会

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

中区域ふれあい事業推進
委員会

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

中区域市民フェスタ実行委
員会

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

中区域文化のつどい実行
委員会

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

東区域ふれあい事業実行
委員会

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

西区域ふれあいまつり実行
委員会

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

西区域音楽祭実行委員会 堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

南区域ふれあいまつり実行
委員会

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

南花咲くまちづくり推進協
議会

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

南区域ふれあいウォーク実
行委員会

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

南区域ふれあいフォト実行
委員会

堺市制度で実施 堺市制度で実施



関係団体、組織等
　様式　１

専門部会名  生活・人権専門部会（生活関係）

事　務　 事　業　名 調　整　方　針
協定項目 堺市 美原町 協議・調整区分 調整の内容

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

北区域交流まつり実行委員
会

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

ツリーのまわりでコンサート
実行委員会

堺市制度で実施 堺市制度で実施

24 各種事務事業の取扱
い　（生活関係）

堺市市民活動促進庁内委
員会

堺市制度で実施 堺市制度で実施


