
※主な新規・拡充項目については、主なものであるため、事業費総額と合計が合わないことがあります。

令和4年度
要求額
（千円）

令和4年度
最終査定額
（千円）

令和4年度
要求額
（千円）

令和4年度
最終査定額
（千円）

査定内容 査定の詳細

美原区の"みんな"で魅力発信
推進事業 2,973 2,973 要求通り －

美原区子育てキラキラプロジェ
クト事業 485 485 要求通り －

企画総務課
区域まちづくり事業（美原
区）

30,106 30,106 1

　令和4年度　事務事業予算シート　新規・拡充事業一覧【美原区役所】

部名称 課名称 事業名称

事業費総額

主な新規・拡充項目

主な新規・拡充項目

頁



局 部 課

3 年度

9

10

令和4年度　事務事業予算要求シート（1）

要求区分 その他

一般会計 事務事業分類 A　一般事務事業

実績 実績見込み 目標 終了（予定）年度

事業の概要

　より地域の実情や意見を踏まえた効果的な事業の推進を図るため、区民評議会や区政策会議等から提案があった事

業をはじめ、区域のニーズに即した事業を区の裁量で実施する。

【ハード事業】

１．道路や歩道の整備・改良など

２．公園施設の整備・改修など

３．その他、臨機の対応が必要な事業

【ソフト事業】

１．区域の活性化及び特色ある区域づくりに資する事業（みはら区民まつり、美原区の魅力づくり推進事業など）

公民連携・協働事業

Ⅱ．事業の目標

Ⅰ．基本情報

事務事業名 区域まちづくり事業（美原区） 事業番号 217-005

担当部署名 美原区役所 企画総務

事業の位置付け

1

堺市基本

計画

2025

施策

との

関連

有・無 戦略 ― 施策 　―　

堺市SDGs

未来都市

計画

施策

との

関連

指標名 ―

4

寄与

する

KPI

有・無 指標名 ―

無 取組の方向性 ―

無 現状値 ― 目標値 ―

有・無 ゴール ゴール⑾住み続けられるまちづくりを ターゲット 11.3

有 取組 地域住民のつながり強化、住民自治の推進

2 関連計画 美原区ビジョン2025

無 現状値 ― 目標値 ―

寄与

する

KPI

有・無

事業開始年度 平成 28 終了（予定）年度 令和 5 年度

実施根拠

（根拠法令、条例等）

5
事業の実施主体
（実施主体となる団体等）

各区

6
事業の対象
（対象とする人や物、対象数）

区民 (美原区人口38,319人　令和3年3月末現在)

7
事業の目的
（事業実施によりめざす状態）

　区民のニーズや区域の実情などをふまえながら、区役所が主体的に区域の特性をいかした魅力ある取組を推進すること

を目的とする。

8

事業内容

（目的を達成するための手

段）

※スケジュール、実施方法・手

段、事業規模・回数など

主な支出先（委託・補助金・負担金等） 委託業務受注者、実行委員会

※国・府の基準より上回って実

施した内容を具体的に記載

事業の成果や活動実績の測定

11

定性的な成果目標 単位
目標

実績 実績見込み

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

目標値

当該目標を設定した理由 同事業の総合的な実施目的であるため。

達成率

区民ニーズや区域の実情などをふまえ

ながら、区役所がより主体的に区域の

まちづくり事業を推進

実績値

目標に対する実績 区役所や区民との協働による実行委員会において、本庁施策との整合性を踏まえながら、区の特性に適合する様々な事業を企画・立案し、実施した。

12

活動指標(成果を上げるための手段) 単位
目標

令和2年度 令和3年度 令和4年度

事業実施数 事業

目標値 19 16

達成率 74% 94%

当該指標を選定した理由 区民ニーズや区域の実情に基づき計画した事業について、区として実施した達成指標となりえるため。

12

実績値 14 15

目標値の設定根拠・算出方法 区域まちづくり事業の予算で実施した事業数

-1-



）

15

事務事業名 区域まちづくり事業（美原区） 事業番号 217-005

令和4年度　事務事業予算要求シート（2）

Ⅲ．令和4年度予算要求額
事業コスト （単位：千円）

令和4年度

府支出金　

印刷製本費
R3

13

項　　　目
平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

決算 決算 決算 予算 予算要求

財

源

内

訳

国支出金

事業費  (a) 93,859 60,674 25,511 32,095 30,106

市債 53,100 27,200 12,500

受益者負担金(使用料、手数料等）　 6,282

その他（ 区民まちづくり基金 40,700 27,170

一般財源 59 22 13,011 32,095 30,106

14

事

業

費

内

訳

主な項目 年度 事業費
うち

一般財源
主な項目 年度

事業費の内訳 （単位：千円）

工事設計、監理、測量等業務委

託料

R3 予算 3,619 3,619

事業費
うち

一般財源

予算 541 541

R4 予算 2,480 2,480 R4 予算 732 732

区域まちづくり事業委託
R3 予算 4,575 4,575

謝礼金
R3 予算 506 506

R4 予算 4,972 4,972 R4 予算 583 583

R3 予算 115 115

R4 予算 9,055 9,055 R4 予算

R3 予算 8,033 8,033
会場等借上料

215 215

区域まちづくり事業負担金
R3 予算 9,732 9,732 その他（その他補償費、旅費、食

料費、役務費等）

R3 予算

区域環境整備業務

1,175 1,175

R4 予算 8,843 8,843 R4 予算 258 258

債務負担行為 （単位：千円）

消耗品費
R3 予算

R4 予算 2,968 2,968 R4 予算

R3 予算 3,799 3,799

区民ニーズなどを踏まえた事業を実施。

R4 区民ニーズなどを踏まえた事業を実施。

期間 R　　～　　R 要求額

R5以降 区民ニーズなどを踏まえた事業を実施。

Ⅴ．要求のポイント

17 要求のポイント

区民ニーズなどを踏まえながら、主体的に区域の特色に応じた事業を実施する。これまで実施している区民参加・区民協

働による事業をさらに発展させ取り組んでいくなど、より一層、区が区域の特色に応じた事業を実施するために予算を要求

するもの。なお、実施事業数の減はスクラップアンドビルドによる新規事業実施等によるもの。

（個別事業については、参考資料を参照）

Ⅳ．スケジュール
経過及び今後の展開

16

R3まで
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区域まちづくり事業（美原区） （千円）

ソフト・
ハード

新規・拡
充

事業名 事業概要 Ｒ４要求額 Ｒ３予算額

1 ソフト 拡充 美原区の"みんな"で魅力発信推進事業

〇区民をはじめ、美原区を訪れた人や美原区で働く人、学ぶ人など、美
原区に関係する人々が区の魅力をSNS等を活用して区の内外に発信す
る環境を整える。
〇美原区まち歩き魅力発見マップ改定版を作成し、まち歩きイベントを
実施する。マップはデジタルコンテンツを活用し、ICT時代に即した環境
整備を整える。
〇みんながつながり自身の知識や経験を活かせる場を創出
　インターネットやコミュニケーションアプリを活用し、子育て世代など若
い人にも利用しやすい、地域で情報共有できる場を創出する。
〇「美原の古代米」を活用した農業体験イベント・特産品開発などに取り
組み、区の特色である「農業」と「歴史」をPRする。
〇美原区ガイドマップを作成、配布する。

2,973 3,003

2 ソフト 美原区ブックスタート事業
美原保健センターで行われる４か月児健診時（各月１回）に絵本を贈呈
し、保護者と赤ちゃんに絵本の読み聞かせを実施するとともに、保護者
に対し、絵本の読み聞かせの方法や効用等についての啓発を行う。

307 310

3 ソフト 美原区家庭学習推進事業

〇学校を通じて自主学習用ノートを配布することで、学校と連携し、児
童・生徒、保護者に向けて家庭学習の習慣づけを図る。
〇学校に加えて、区PTA協議会等とも連携し、区域全体で家庭学習推
進の機運を高める啓発活動を行う。

1,735 2,419

4 ソフト 美原区読書習慣形成事業
市民等から寄贈された本を使って、子どもが多くの本に触れられる機会
を作る「美原まちなか文庫」を運営する。

188 190
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5 ソフト 　第１８回（２０２２年）みはら区民まつり
ステージでの催し・イベント、模擬店、各種啓発等を区民協働で企画・運
営する。

5,346 5,400

6 ソフト 第２７回（令和４年度）みはら芸術展
公募による芸術作品の展覧会「第２７回(令和４年度)みはら芸術展」を開
催する。

1,485 1,500

7 ソフト 自主防災活動推進事業
美原区域の自主防災組織に対して、防災力強化のために必要な活動支
援を行い組織の充実を図る。美原区の地域防災力の向上のために、災
害時における避難のあり方及び避難所の整備について検討する。

2,012 2,032

8 ソフト 地域による避難所運営検討支援事業

地域住民と協働して、校区単位で指定避難所の運営や防災上の課題な
どに関するワークショップや訓練等を行うことにより、校区の実情に応じ
た避難所運営マニュアルや防災カルテの作成または見直しを行い、地
区防災計画の作成につながる支援を行う。

1,292 1,305

9 ソフト 新規 美原区子育てキラキラプロジェクト事業

〇子育て支援ピアサポート事業
　0歳の赤ちゃんとその保護者対象の「赤ちゃんあつまれ‼」、未就学児を
持つおおむね35歳以上の保護者とその子ども対象の「大人ママあつま
れ!!」、参加対象を保護者のニーズに応じて柔軟に設定する「〇〇あつま
れ‼」【新規】を実施する。
〇親子で楽しむ趣味Ｃｌｕｂ
　　 既存の子育て講座やイベント等に参加していない子育て家庭が参加
できるように、子育て中の保護者の趣味に焦点を当てた趣味Ｃｌｕｂを実
施する。【新規】
〇子育て応援MAP作成事業
　　地域の子育て資源や子育て支援情報を掲載した「子育て応援MAP」
の改訂、子育て中の保護者と共に「(仮)親子でお出かけMAP」の作成を
行う。【新規】

485 338
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10 ソフト
美原いきいきかみかみ百歳体操推進事
業

○ 関係機関と連携しながら体験講座を保健センターや地域会館等で開
催 し、受講者が百体操を続けられるよう集いの場の育成・支援を行う。
○ DVDやポスター（体のポーズなど）を集いの場に配布するほか、集い
の場で取り組む参加者が継続的・自発的に取り組めるよう、体操に使用
する道具（おもり）を一定期間貸し出す。
〇コロナ禍でも受講者等が自宅で動画を見ながら自発的に取り組める
よう、市ホームページ等にアップしたDVD動画を活用するとともに、体操
の周知を図る。

768 776

11 ソフト 区域まちづくり推進事業
区民ニーズに柔軟に対応するため、区長の裁量により、年度途中に必
要となった新規事業等を実施する。

1,980 2,000

12 ハード 区域環境整備事業

年度途中に発生する道路や公園の整備など、区域の環境整備等にか
かる事案について、区役所予算を活用し、区長の裁量により事業所管課
に対応を依頼することで、より一層住民ニーズに即した区域の環境整備
の推進を図る。

11,535 11,652

　要　求　額　合　計 30,106
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