
個別報道資料作成項目

【都市内分権の推進】 頁

区域まちづくり事業
～区民に寄り添い、柔軟で、きめ細かに対応できる区役所へ～

区役所、市民生活部 162

区民評議会事業
～区民との協働・参画による、区民主体のまちづくり～

区役所 171

区教育・健全育成会議等運営事業
～区域全体で子どもをはぐくむ～

区役所 174



堺市報道提供資料 

平成３１年２月４日提供 

問い合わせ先 

担当課 堺区役所 企画総務課 

直 通 072-228-7403

内 線  2710 

ＦＡＸ  072-228-7844

担当課 中区役所 企画総務課 

直 通 072-270-8181

内 線  92-3002

ＦＡＸ  072-270-8101

担当課 東区役所 企画総務課 

直 通 072-287-8100

内 線  93-3002

ＦＡＸ  072-287-8113

担当課 西区役所 企画総務課 

直 通 072-275-1901

内 線  94-3002

ＦＡＸ  072-275-1915

担当課 南区役所 企画総務課 

直 通 072-290-1800

内 線  95-3002

ＦＡＸ  072-290-1814

担当課 北区役所 企画総務課 

直 通 072-258-6706

内 線  96-3002

ＦＡＸ  072-258-6817

担当課 美原区役所 企画総務課 

直 通 072-363-9311

内 線  98-3002

ＦＡＸ  072-362-7532

担当課 市民人権局 市民生活部 市民人権総務課 

直 通 072-228-7579

内 線 3910 

ＦＡＸ 072-228-0371

「区域まちづくり事業」について 

～区民に寄り添い、柔軟で、きめ細かに対応できる区役所へ～ 

堺市では、区役所が主体的に区域の課題解決を図り、特性に応じた魅力あるまちづく

りに取り組む「区域まちづくり事業」を実施しています。 

また、区長裁量により、区民ニーズに柔軟に対応し、自治意識の向上を図る事業や安全・

安心に資する事業などを実施するとともに、道路補修や街路樹の剪定など、住民に身近な

区域の環境整備等を区局連携で対応することで、きめ細かなまちづくりを推進しています。 

記 

１．事業名 区域まちづくり事業 

２．事業概要  区役所が、区民評議会及び区教育・健全育成会議の答申等や区民ニーズ

を踏まえながら、主体的に区域のまちづくり事業を実施します。 
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３．平成３１年度当初予算額  １，２５７，０１６千円（７区合計） 

 

４．各区の平成３１年度当初予算額及び具体的取組  別紙参照 
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堺区 区域まちづくり事業 

 

 

（１）堺区の取組方針 

堺区では、既存事業の見直しを行うとともに、区民評議会や区教育・健全育成会議の

意見を踏まえ、区民や地域団体等との協働により、安全・安心が実感できるまちづくり、

おもてなしと魅力があふれるまちづくり、子どもが健やかに過ごせるまちづくりに向け、

区域まちづくり事業に取り組んでまいります。 

 

 

（２）平成３１年度当初予算額     １６３，４４９千円 

 

 

（３）主な取組 

● “20歳（ハタチ）になったら防災士”取得促進事業【区民評議会関連事業】 

１，４０９千円 

20 歳前後の新成人等を対象として防災士資格の取得を補助し、地域の自主防災組織

の活動への参加を促すことで、多世代参画による防災活動の活性化を図り、地域防災力

の向上及び担い手の育成につなげます。 

 

 

● 堺区まちの魅力・賑わい創出事業【区民評議会関連事業】     ７，０００千円 

民間主体によるまちの魅力発信や賑わい創出に向け、まちづくり団体や企業、大学、

行政等で構成する「（仮称）堺区まちの魅力・賑わい創出事業実行委員会」を立ち上げ

ます。持続可能な取組への移行を目的として、各種イベントや自転車タクシーの運営な

ど民の発想・着想を取り入れた事業を実施します。 

 

 

● 「居場所」発見・チャレンジ体験事業【区教育・健全育成会議関連事業】２１４千円 

課題を抱える子どもたちを支援する機関（居場所）への理解と利用を促進するため、

地域、行政、関係団体等が連携し、居場所を身近に感じる体験型のイベント等を実施し

ます。 

 

 

● 堺区窓口サービス向上事業                   １，６３２千円 

   証明書取得のために来庁される方が、「できる限り書かず」に手続きができるよう申

請書作成支援システムを導入することにより区役所の窓口サービスを向上させます。 
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中区 区域まちづくり事業 

 

 

（１）中区の取組方針 

   中区では、中区まちづくりビジョンを基に、区民の皆様や多様な主体との協働により、

区の特色をいかした魅力あるまちづくりを推進しています。平成 31 年度は、区民評議

会及び区教育・健全育成会議での審議等を踏まえ、「情報発信」、「健康づくり」をテー

マとした新規事業や、区局連携によるハード整備事業等に取り組みます。 

 

 

（２）平成３１年度当初予算額     １９１，７３１千円 

 

 

（３）主な取組 

● 情報発信講座開催事業【区民評議会関連事業】          １，４０３千円 

自治会をはじめとする地域活動者が、ホームページや SNS等のツールを活用して、必

要な情報を発信できるよう講座を実施します。また、講座を複数回実施した後は、地域

でのホームページ作成や SNSの活用を推進するため、きめ細やかなアフターフォローも

行います。これにより、地域への関心を高め、愛着の醸成を図るとともに、新規転入者

や若者世代にも地域活動への参画を促します。 

 

 

● 乳幼児のむし歯ゼロ作戦【区民評議会関連事業】           ５６３千円 

中区は、むし歯をもつ乳幼児が最も多い区となっています。乳臼歯（奥歯）が生え始

める大事な時期である 2歳ごろに、歯科保健指導を重点的に行うことで、乳幼児のむし

歯を減少させることをめざします。 

 

 

● 子どもの読書環境の充実【区教育・健全育成会議関連事業】    １，４０８千円 

中区地域の読書ボランティアに対し、読み聞かせ講習会や読書の拠点づくりなどの活

動支援、小学校対象の読書感想文・感想画コンクールの実施などを通し、子どもの読書

環境の充実をめざします。 

 

 

● 原池公園関連整備事業                    ５８，５２８千円 

   地域からの強い要望に基づき、市有地を活用し、新たに公園として整備することで、

地域の活動拠点として、周辺の歴史的資源やため池等の自然をいかしたまちづくりの推

進を図ります。また、原池公園への歩行者の通行機能を確保するため、通行区間にある

管理橋の補強に向け、安全点検及び補修設計を行います。 
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東区 区域まちづくり事業 

 

 

（１）東区の取組方針 

     東区では、まちづくりパートナーである区民の皆様との連携・協働により、誰もが

安全で安心して暮らせる魅力あるまちづくりに取り組んでいます。 

 平成 31年度では、防災・減災の取組や、子どもたちの基本的生活習慣の定着に資す

る取組について、区民評議会及び区教育・健全育成会議からの審議内容を反映し、区域

まちづくり事業として実施します。 

 

 

（２）平成３１年度当初予算額     １５２，２５３千円 

 

 

（３）主な取組 

● （仮称）命のカプセル事業【区民評議会関連事業】       ３，６００千円 

高齢者、障害者などを対象に、持病や常用薬、緊急連絡先、避難先などの情報を記載

できる用紙、保管容器等一式を配布し、災害時など、不測の事態に対する適切な対応に

つなげます。 

  

 

● （仮称）子どもたちがえらんだ本フェア 

【区教育・健全育成会議関連事業】  ３，０００千円 

読書習慣の定着の取組の一環として、東区の子どもたちが大好きな本を選び、その本

を紹介するフェアを開催します。 
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西区 区域まちづくり事業 

 

 

（１）西区の取組方針 

西区役所では、西区まちづくりビジョンで掲げる「安全・安心を軸として子どもから

高齢者までコミュニティを活かしたまちづくり」に基づき、区域の特色を活かしたまち

づくりや地域の課題の解決に取り組んでいます。平成 31 年度は、西区区民評議会及び

西区教育・健全育成会議の審議内容を踏まえ、「若者の力を活かしたまちづくり」や「子

どもたちの健やかな成長」に資する事業を行います。 

 

 

（２）平成３１年度当初予算額          １９６，４７９千円 

 

 

（３）主な取組 

● 若者の力を活かしたまちづくり事業【区民評議会関連事業】    ３，１３０千円 

若い世代による西区のまちづくり事業の企画提案コンテストでの企画をもとに、 「子

どもとつくるまちづくり―遊びでつなげる地域力―」というテーマで、まちあるきなど、

若者の力を活かして魅力あるまちづくりを進めます。 

 

 

● 子ども体験型イベント事業【区教育・健全育成会議関連事業】   ２，４５７千円 

体を動かす遊びやワークショップなど、子どもが楽しく遊べる体験型のイベントを実

施することで、子どもたちの自主性の育成、健やかな成長につなげます。 

 

 

 ● 家原大池公園木床デッキ改修工事 【区民評議会関連事業】   ４１，０００千円 

経年劣化により損傷が激しくなっている木床デッキを改修する等、安全かつ快適に利

用できる環境を整備することで、区民の健康増進につなげます。 
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南区 区域まちづくり事業 

 

 

（１）南区の取組方針 

南区では、区民評議会及び区教育・健全育成会議での審議等を踏まえ、「人づくり」

「場づくり」の支援を行うなど、地域課題の解決に向けた取組を積極的に進め、区政の

推進、まちの活性化を図ることで、持続可能なまちづくりを推進します。 

 

 

（２）平成３１年度当初予算額     ２５４，３３０千円 

 

 

（３）主な取組 

● コミュニティづくり支援事業 

【区民評議会、区教育・健全育成会議関連事業】   ２，３１０千円 

新たなコミュニティの担い手を発掘するための講座やワークショップを開催すると

ともに、活動できる場を提供するなど、人と場のマッチングを行う。 

また、公的賃貸住宅の集会所を活用したサロンを開催することにより、住民同士が気

軽に交流できる場を設けます。 

 

 

● 子どもの健全育成活動団体連携事業 

【区教育・健全育成会議、区民評議会関連事業】   ２，１３５千円 

子どもの健全育成を担う地域活動団体の把握を行い、それらの団体が情報共有を行う

場を設けることにより、団体間の連携や新たな取組の創出につなげます。 

 

 

● 子どもの居場所支援事業【区教育・健全育成会議関連事業】   １，３１８千円 

子どもの居場所としての活動事例の紹介・発表を行うシンポジウム開催や南図書館 

に設置している読書・学習スペースの活用など、子どもの居場所づくりの支援を行いま

す。 
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北区 区域まちづくり事業 

 

 

（１）北区の取組方針 

北区では、「住みたくなるまち、ずっと永く住み続けたいまち」を基本方針に、”つなが

り”を大切にしながら、ずっと愛着を持って暮らし続けられるような魅力あふれるまちづ

くりを進めています。 

平成３１年度は、区民の生命と財産を守るため、安全安心のまちづくり事業を最重点事

業と位置付け、地域住民の自助・共助による災害対策を推進するとともに、市政１３０周

年を機に地域の情報や魅力を広く市区内外に発信することにより、持続的に発展できるま

ちづくりに取り組みます。 

また、関係部局と連携して、区民の生活環境・利便性の向上を図るための取組を進めま

す。 

 

 

（２）平成３１年度当初予算額   １８１，９４８千円 

 

 

（３）主な取組 

● 北区自主防災推進事業                     ７，７４６千円 

地震や台風による風水害等の自然災害から身を守り、災害対策の必要性や地域活動に

参加することの重要性ついて再認識してもらうため、防災における「自助」「共助」を

テーマに、マンション等集合住宅の防災に関する講座及び自主防災リーダーや防災士等

のステップアップ研修を実施するとともに、自主防災訓練の支援や備蓄資機材の充実を

図ります。 

 

● ＳＮＳを活用した情報発信支援事業【区民評議会関連事業】    １，０００千円 

まちの活力を維持できるよう、自治会や各種団体などの地域活動団体に対し、ＳＮＳ

を活用した情報発信のための技術的助言や支援を行います。 

あわせて、区でもＳＮＳのアカウントを開設し、災害時の避難所開設や地域の停電状

況、地域活動の情報などを発信します。 

 

 ● 北区自主学習支援事業【区教育・健全育成会議関連事業】       １２０千円 

学校の長期休業期間中に、区役所内に中学生・高校生を対象にした学習できる場を設

置することで、子どもの自主学習を推進します。 

 

● 金岡公園ジョギングコース改修工事              ３３，３００千円 

区民の健康増進を図るため、２年計画で劣化した舗装面の改修とコースの案内サイン

の設置を行い、快適な歩行環境を整備します。 
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美原区 区域まちづくり事業 

 

 

（１）美原区の取組方針 

美原区では、多様な地域主体や関係部局等と一層の連携を図りながら、区民に身近な

行政機関としての区役所機能を更に充実するとともに、地域課題を適切に把握し、美原

区の特色に応じた、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包容性のあるまちづく

りに取り組みます。 

 

 

（２）平成３１年度当初予算額     １１６，８２６千円 

 

 

（３）主な取組 

● 身近で気軽な健康に関する講演・講習支援事業【区民評議会関連事業】 

 １，１５２千円 

気軽に区民が健康について考えたり、実践したりする機会をつくるため、地域の団体

が実施する健康をテーマにした講演会や講習会に講師を派遣する仕組みを形成します。 

 

 

● 運動習慣支援事業（体力測定事業）【区民評議会関連事業】 

     ２，３８０千円 

区民が自身の運動機能や体力の状況を理解し、運動習慣を取り入れるきっかけづくり

とするため、校区で実施するイベント等、区民が集まる機会に体力測定を実施します。 

 

 

● 美原区生活習慣改善事業【区教育・健全育成会議関連事業】          

１，５７８千円 

子どもの生活習慣の改善のため、携帯電話・スマートフォンの適正な使用方法につい

て、リーフレット等を配布して啓発に取り組むほか、前年度に引き続き、美原区「早ね・

早おき・朝ごはん」プロジェクトを継続実施します。 
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堺市報道提供資料 

平成３１年２月４日提供 

問い合わせ先 

担当課 堺区役所 企画総務課 

直 通 072-228-7403

内 線  2710 

ＦＡＸ  072-228-7844

担当課 中区役所 企画総務課 

直 通 072-270-8181

内 線  92-3002

ＦＡＸ  072-270-8101

担当課 東区役所 企画総務課 

直 通 072-287-8100

内 線  93-3002

ＦＡＸ  072-287-8113

担当課 西区役所 企画総務課 

直 通 072-275-1901

内 線  94-3002

ＦＡＸ  072-275-1915

担当課 南区役所 企画総務課 

直 通 072-290-1800

内 線  95-3002

ＦＡＸ  072-290-1814

担当課 北区役所 企画総務課 

直 通 072-258-6706

内 線  96-3002

ＦＡＸ  072-258-6817

担当課 美原区役所 企画総務課 

担当者 橋本 

内 線  98-3002

ＦＡＸ  072-362-7532

「区民評議会事業」について 

～区民との協働・参画による、区民主体のまちづくり～ 

堺市では、区域の課題を区域で受け止め、区域で解決を図っていくことができる住民

参加の仕組み、区民の行政への参画の仕組みとして各区に区民評議会を設置しています。 

各区においては、課題解決に向けた行政の施策等について、市長からの諮問に応じ、

また、自らが調査審議を行う区民評議会を運営し、区民との協働・参画によるまちづく

りを推進しています。 

併せて、区民評議会での議論を一層深めていただき、市民協働のまちづくりを推進す

るため、区民評議会と区役所が協議し実施する調査などへの支援を行い、区民評議会の

機能・役割のさらなる拡充に向けた取組も進めています。 

記 

１．事業名 区民評議会事業 
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  ２．事業概要、目的 

    各区の特性に応じた具体的な施策等についての調査審議や、課題解決の優先順位につ

いて協議を行う区民評議会を設置することで、一層の区役所機能の強化と区民の行政へ

の積極的な参画による市民力の向上を図り、もって本市における都市内分権を推進する。 

 

３．平成３１年度当初予算額  ３４，７８１千円（７区合計） 

≪区別予算額≫ 

堺区   ４，８５７千円 

中区   ４，７９４千円 

東区   ５，５７０千円 

西区   ４，３９９千円 

南区   ５，３３２千円 

北区   ５，０３８千円 

美原区  ４，７９１千円 
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■区民評議会とは 

・区域の課題解決に向け、区ごとの特性に応じた施策の方向性について調査審議を行う附属機関です 

・区域の課題を反映した諮問事項（調査審議を行うテーマ）について、区民の皆さんにも参画いただきながら議論を

しています 

・区民評議会で議論をした内容は、各区域の魅力あるまちづくり事業として実現しています 

・区民評議会での議論は、傍聴していただけます 

■区民評議会への諮問 ～ 答申を反映した事業が実現されるまで 

 

堺が取り組む区民評議会とは  
～区域の課題を区域で解決、区民の行政への参画の仕組み～ 

区域課題の把握、諮問事項の決定 

■さまざまな機会を通じて、区域の課題を把握しています 

・区長が地域を訪問 ・ハート＆トークセッションで市長と区長が区民の皆さんと意見交換 

・事業実施時や窓口に寄せられた意見を集約 ・市議会での議論 など 

■区域課題などを踏まえ、区民評議会に調査審議を依頼するテーマを決定します 

■区民評議会への諮問 

・市長が区民評議会へ、課題解決等に向けた意見を求めます 

区民評議会（区域の課題解決に向けた調査審議） 

■区域の課題解決などに向けた施策の方向性について、調査審議を行います 

≪区民の皆さんのご意見を調査審議に反映するための主な取組≫ 

・地域活動者の委員への参画、公募委員（市内在住・在勤・在学者）の募集 ・視察や先進事例の研究 

・傍聴者、区民の皆さんへのアンケート調査 ・委員と区選出議員との意見交換会 など 

※諮問事項のほか、調査審議が必要だと考える区域課題について議論を行い、市長に意見を具申することもできます 

・調査審議の結果を市長に提出します 

■市長への答申 

 
■答申を踏まえ、各区において 

まちづくり事業の企画・立案・実現を図ります 

 

公園整備事業 

答申等を反映したまちづくり事業の企画・立案・実現 
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堺市報道提供資料 

平成３１年２月４日提供 

問い合わせ先 

担当課 堺区役所 企画総務課 

直 通 072-228-7403

内 線  2710 

ＦＡＸ  072-228-7844

担当課 中区役所 企画総務課 

直 通 072-270-8181

内 線  92-3002

ＦＡＸ  072-270-8101

担当課 東区役所 企画総務課 

直 通 072-287-8100

内 線  93-3002

ＦＡＸ  072-287-8113

担当課 西区役所 企画総務課 

直 通 072-275-1901

内 線  94-3002

ＦＡＸ  072-275-1915

担当課 南区役所 企画総務課 

直 通 072-290-1800

内 線  95-3002

ＦＡＸ  072-290-1814

担当課 北区役所 企画総務課 

直 通 072-258-6706

内 線  96-3002

ＦＡＸ  072-258-6817

担当課 美原区役所 企画総務課 

直 通 072-363-9311

内 線  98-3002

ＦＡＸ  072-362-7532

「区教育・健全育成会議等運営事業」について 

～区域全体で子どもをはぐくむ～ 

堺市では、区役所と教育委員会事務局が連携して、学校教育を取り巻く 

環境の整備を推進し、地域全体で子どもの成長を支え、区域の教育力の向 

上及び健全育成の充実を図るため、各区における、「区域全体で子どもを 

はぐくむ」区教育・健全育成会議及び相談窓口の運営にかかる取組を推進 

します。 

記 

  １ 事業名 区教育・健全育成会議等運営事業 
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  ２ 事業概要 

    【区教育・健全育成会議】 

家庭・地域の教育力向上に関することや健全育成の取組など、区域の教育・健全

育成に係る課題の解決及び施策事業の推進に関して、市長及び教育委員会双方から

の依頼に基づき、調査・審議を行い、提言・報告を行います。 

     

【区教育・健全育成相談窓口】 

      区域における保護者や学校等からの子どもの教育や健全育成に関する相談につい

て、関係機関や学校との連携を図りながら、問題解決を図ります。 

      また、相談を通じて区域における教育課題を把握し、区教育・健全育成会議と連

携を図り、区域における課題解決や施策推進につなげます。 

   

３ 平成３１年度当初予算額     ５０，７５１千円（７区合計） 

 

≪各区予算額≫                  

堺区   ９，６４９千円 

中区   ７，３５７千円 

東区   ４，６１２千円 

    西区   ７，７９１千円 

南区   ３，１９７千円 

北区   ８，０１８千円 

    美原区 １０，１２７千円 

 

 

 

-175-


