
事業名 事業概要 金額（千円）

1
東区民まつり事業　併催　東区民健康の
集い事業

　区民が一堂に集い、区民への発表の場を提供し、楽器演奏などをともに楽しんだり、各
校区の人達が協力し合って出店する模擬店等を楽しむ。

6,237

2 花と緑のふれあい事業
　東区域の農地を活用し、花卉及び農産物を栽培・開花・摘み取っていただき、広く区民、
学校（園）児童等の観賞及び収穫の体験をしていただく。

600

3 第７回ひがしふれあい文化祭事業

　区民が制作した絵画や工芸品、写真等の展示を行う「作品展」を始め、手作りおもちゃ工
房や料理教室など開催する。
　また、招へいグループ等によるコンサート、ボランティア団体による人形劇なども実施す
る。

1,625

4 地域スポーツ活動推進事業
　区民が気軽にスポーツに参加できるきっかけづくり、スポーツ技能・知識の向上を図り、
ひいては市民参加の一助とする。

450

5
東区防災活動促進事業
災害対策協力井戸モデル事業

東区及び校区防災訓練・防災啓発・災害対策活動に必要な物品等を支給して、防災活動
を促進。

4,704

6 堺市東区赤ちゃんの笑顔づくり応援事業
　保健センターにＢＣＧ接種を受けにくる赤ちゃんに、図書館職員やボランティアの協力を
得て、絵本の読み聞かせを行い、赤ちゃんの笑顔に子育ての喜びを感じてもらう。そして、
赤ちゃんとの心のふれあいを続けられるよう、新しい絵本をプレゼントする。

1,091

7 ひがしアートフェスティバル
　親子でチャレンジアート、区民チャレンジアート、東区撮影会、アートひがし会員の作品の
展示、芸術に関する講演会を開催する。

1,090

8
チャレンジアート（親子でチャレンジアー
ト、区民チャレンジアート

親子でチャレンジアートは、親子を対象に絵画・書道・工芸・工作教室の４教室で開催。
　区民チャレンジアートは、高校生以上を対象に、絵画・書道・陶芸・彫刻の４教室で開催。
　東区で活動されている芸術家の皆さん（堺美術協会東区域会員）と協働で作品づくりを
行う。

430

9 東区撮影会
　堺美術協会会員の講師とともに東区内の名所の写真を撮影し、後日講師を交え講評会
を開催します。撮影した作品の中から１点を選び、１０月に開催する予定のひがしアート
フェスティバルに展示します。

40

10 こどものまちづくり体験事業（ミニひがし）

「ミニひがし」とは遊びながら学び、働く、こどもだけのまちです。こどもは、市民となって好
きな仕事をしてお金を稼ぎます。そして、稼いだお給料で買い物をしたり、遊んだりできま
す。こどもたちは、まちにどのような仕事が必要か考え、自ら自分たちのまちを作り出しま
す。
　事業の運営については、２０人程度の子どもたちで子ども会議を行い、どんなまちにした
いかを皆で決めていきます。当日は、100人程度の子どもを募集し、住民になり遊んでもら
います。事業は、NPO法人「こども盆栽」に委託する。

2,050

区民まちづくり基金活用事業（東区）



事業名 事業概要 金額（千円）

区民まちづくり基金活用事業（東区）

11
東区クリーンアップ作戦（東区区民会議提
案）

東区域内の公園。道路等の清掃を地域住民と行政が協働して行う。 320

12
東区落書き消し活動支援事業（東区区民
会議提案）

　東区内で実施される活動に対して行う。申請は、単位校区自治会長等から申請していた
だき、事業終了後に。作業実施前、実施後の写真の提出を求め事業の確認を行う。支給
対象の機材は、落書き消しに必要な、ペンキ、刷毛、ローラー等を対象とする。

200

13 子どもたちの絵画まちなか展示事業
　幼稚園や保育所に通う子どもたちに描いていただいた絵を、まちなかに展示する。絵を
フイルム加工し、アルミ板に張り付け道路の橋脚等に張り付ける。

1,100

14 市政情報・コミュニティ活動醸成事業
　東区の行事、お知らせ、地域情報等をミニＦＭの特性を利用し広範囲に情報提供を行
う。

1,000

15 東区歴史資源マップつくり
　東区ガイドマップとは違った、散策に歴史資源に特化した地図を作成する。東区区民会
議員が、地元の歴史資源を洗い出し、実際に歩いた情報を基に地図を作成する。

800

16 東区ふれあいマップ
　平成23年度に更新作業を行った同マップの行政情報ページについて、平成24年年度の
組織改正に伴う修正を反映させる必要があるため訂正タック紙を作成する。

500

17 堺まつり東区ＰＲ事業
　東区の特徴を紹介するパネル展示行う。また、まちづくり基金事業で行っている、子ども
の職業体験事業「ミニひがし」の一部を体験し、その後チラシを配布しPRを行う。

350

18 区域まちづくり推進事業 　東区の特色あるまちづくり事業を行う。 5,000

19

20



予算金額

消耗品費 食料費 印刷製本費
通信運
搬費

手数料 広告費 保険料
自動車
借上料

その他
使用料

各事業

東区民まつり事業 307 5,930 6,237

花と緑のふれあい事業 600 600

ひがしふれあい文化祭事業 1,625 1,625

地域スポーツ活動推進事業 450 450

東区防災活動促進事業 4,704 4,704

赤ちゃんの笑顔づくり応援事業 36 940 50 56 9 1,091

ひがしアートフェスティバル 10 50 10 20 1,000 1,090

チャレンジアート（親子でチャレンジアート、区民チャレンジ
アート）

10 10 10 400 430

東区撮影会 20 10 10 40

ミニひがし（こどものまちづくり体験事業） 300 500 50 50 40 10 1,000 100 2,050

東区クリーンアップ作戦（東区区民会議提案） 200 100 20 320

東区落書き消し活動支援事業（東区区民会議提案） 200 200

子どもたちの絵画まちなか展示事業（東区区民会議提
案）

200 900 1,100

市政情報・コミュニティ活動醸成事業 1,000 1,000

東区歴史資源マップつくり（東区区民会議提案） 800 800

東区ふれあいマップ作成事業 500 500

堺まつりPR事業 50 300 350

区域まちづくり推進事業 5,000 5,000

小計 307 356 10 2,160 150 1,420 126 9 1,000 40 8,600 0 0 100 0 13,309 27,587

東区

役務費

委託料

使用料及び賃借料
備品購
入費

工事
請負
費

負担金区 事　業　名 賃金
報償
費

旅費

需用費

平成24年度区民まちづくり基金事業実施計画案一覧

（単位：千円）



事業名

事業目的・
内容

実施予定時期

予算額

賃金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　307,000円 負担金　　　　　　　　　　　　　4,704,000円

繰出金　　　　　　　＠100,000×6ヶ所 繰出金　　　　　　＠50,000×9校区 （Ａ）消耗品費　　　　　　　　　　500,000円

　　　備品購入費　　　　　　　　500,000円

　　　　　小計　　　 　　　　　　1,000,000円

（B）消耗品費　　　　　　　　1, 109,000円

　　　食糧費　　　　　　　　　　　　 7,000円

　　　印刷製本費　　　　　　　 　50,000円

　　　通信運搬費　　　　　　　　　4,000円

　　　手数料　　　　　　　　　　　226,000円
　　　委託料　　　　　　　 　　1,301,000円

　　　使用料及び賃借料　　　411,000円

　　　原材料費　　　　　　　　　　46,000円

　　　備品購入費　　　　　　　　550,000円
　　　　　小計　　　 　　　　　　3,704,000円

負担金　　　　　　　　　1,625,000円

（事業予算額）　　　　1,625,000円

報償費　　　　　　　　　　 230,000円

保険料　　　　　　　　　　 　 5,000円

需用費　　　　　　　　　　　　　　　　1,959,000円

報償費　　　　　　　　　　　　　　　　　850,000円

使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　580,000円 需用費　　　　　　　　　　 610,000円

会場設営費　　　　　　　　　　　　　4,741,000円 会場設営費　　　　　　   680,000円

保険料　　　　　　　　　　　　　　　　　　50,000円 委託料　　　　　　　　　　100,000円　　　　　　　

（事業予算額）　　　　　　　　　　　8,180,000円

６，２３７，０００（円） ６００，０００（円） １，６２５，０００（円） ４５０，０００（円） ４，７０４，０００（円）

負担金　　　　　　　　　　　　　600,000円

（事業予算額）

（目的）
　花卉及び農産物づくりにふれて、緑化
意識の向上を図るとともに、住民相互
の親睦・連帯の推進に資することを目
的とする。

（内容）
　東区域の農地を活用し、花卉及び農
産物を栽培・開花・摘み取りをさせ、広く
区民、学校〈園〉児童等の観賞及び収穫
に供することができるものとする。

（目的）
　区民間のコミュニティの輪を広げる
ことにより、明るく住みよい安全なま
ちづくりの推進の一助とする。また、
文化の振興発展を促し、豊かな市民
生活を伸長するとともに、区民の親
睦・連帯の推進を図る。

（内容）
  区民が制作した絵画や工芸品、写
真等の展示を行う「作品展」を始め、
手作りおもちゃ工房や料理教室など
開催する。
　また、招へいグループ等によるコン
サート、ボランティア団体による人形
劇なども実施する。

(目的)
   区民の健康づくりとともに、地域ス
ポーツ活動を通じて、市民参加のま
ちづくりを推進することを目的とする。

(内容)
   区民が気軽にスポーツに参加でき
るきっかけづくり、スポーツ技能・知
識の向上を図り、ひいては市民参加
の一助とする。

（目的）
　近年、南海・東南海地震発生が予測される
中、東区の震災前の備えとして、東区役所と校
区自主防災会が震災時における協働体制を確
認しておく必要があります。
　そして、この協働体制を確認するには、実際
に校区において自主防災訓練等を実施してい
ただき、東区役所と校区自主防災会の震災時
の役割分担をお互いに共通認識を持ち、ひい
ては地域に根ざした自主防災活動を促進しま
す。
　昨年に引き続き、、東区役所と校区自主防災
会の協働組織である東区自主防災会は、災害
対策協力井戸モデル制度構築と東区自主防
災合同訓練開催を実施します。

（内容）
　（Ａ）校区防災活動促進
　校区防災訓練・防災啓発・災害対策活動に
必要な物品等を支給して、防災活動を促進。

　（Ｂ）東区防災活動促進
　東区全域における防災活動の連携・発展を
促進する視点から、東区自主防災会の防災に
必要な費用を負担して、防災活動を促進。
　災害対策協力井戸モデル構築と東区自主防
災合同訓練開催を実施。

（事業予算額）　　　　　　　　600,000円 （事業予算額）

平成２４年度　区民まちづくり基金事業計画（　東　区　）

【東　区　①】

第6回東区民まつり事業　併催　東区民健康の集い事業

（予算内訳）

負担金　　　　　　　　　　　450,000円

負担金　　　　　　　　 　　　　　　　 5,930,000円

花と緑のふれあい事業 第6回ひがしふれあい文化祭事業 地域スポーツ活動推進事業 東区防災活動促進事業

平成24年5月 平成24年4月から平成25年3月 平成24年11月 平成24年4月から平成25年3月 平成24年4月から平成25年3月

（目的）
　区民間のコミュニティの輪を広げることによ
り、明るく住みよい安全なまちづくりの推進の
一助とする。区民の親睦と連帯、並びに健康
意識の高揚を図る。

（内容）
　区民が一堂に集い、区民への発表の場を提
供し、楽器演奏などをともに楽しんだり、各校
区の人達が協力し合って出店する模擬店等を
楽しむ。



事業名

事業目的・
内容

実施予定時期

予算額

旅費　　　　　　　　　　　　　　　１０，０００　 需用費　　　　　　　　　　　１０，０００　

　　　　　　東文化会館往復旅費 　　　消耗品費

役務費　　　　　　　　　　　２０，０００　

　　　通信運搬費　　　　　１０，０００ 　消耗品費　　　　　　　　１０，０００ 需用費　　　　　　　　　　　６００，０００

　印刷製本費　　　　　　 １０，０００ 　　消耗品費　　　　　　 　５００，０００

役務費　　　　　　　　　　　　　　２０，０００　    　印刷製本費　　  　　 　５０，０００

　　　　　チラシ等の郵送 　　　運営委託    　食糧費　　　　　　　　　５０，０００

委託料　　　　　　　　　　　１，０００，０００ 　　　　ボランティア用お茶

    運営委託 役務費　　　　　　　　　　　　５０，０００

　　　通信運搬費　　　　　　４０，０００

　　　保険料　　　　　　　　　１０，０００

　　　通信運搬費　　　　　        ５６，０００ 委託料　　　　　　　　　１，０００，０００

　　　　　（＠80×700人）

      手数料　　　　　　　　　　　　　９，０００

　　　　　ボランティアエプロンクリーニング 　　　A３対応プリンター　　５０，０００

委託料　　　　　　　　　　４００，０００

備品購入費　　　　　　　１００，０００

　　　掃除機　　　　　　　　　５０，０００

平成２４年度　区民まちづくり基金事業計画（　東　区　）

（予算内訳）

東区撮影会

（目的）
　　地域のアーティストとの協働を推
進し、区民が芸術と触れ合う機会を
作り、文化的で感性豊かなまちを作
ることを目的としています。

（内容）
　　堺美術協会会員の講師とともに
東区内の名所の写真を撮影し、後日
講師を交え講評会を開催します。撮
影した作品の中から１点を選び、１０
月に開催する予定のひがしアート
フェスティバルに展示します。

チャレンジアート（親子でチャレンジ
アート、区民チャレンジアート

　　ボランティア謝礼（図書券）

(目的)
   赤ちゃんと保護者に絵本の読み聞かせを紹
介し、絵本を配布することで、読み聞かせを通
じて親子が心を通わせ、親子の絆を深めると
ともに、子どもに夢を与え、保護者に子育ての
喜びを感じてもらうことを目的とする。

(内容)
  保健センターにＢＣＧ接種を受けにくる赤ちゃ
んに、図書館職員やボランティアの協力を得
て、絵本の読み聞かせを行い、赤ちゃんの笑
顔に子育ての喜びを感じてもらう。そして、赤
ちゃんとの心のふれあいを続けられるよう、新
しい絵本をプレゼントする。

　　撮影会講師　10,000円×２回

【東　区　②】

ミニひがし（こどものまちづくり体験事業）

(目的）
　　子どもたちが、仕事をし、お金を稼ぎ、
お金を使って楽しむなどの社会の仕組み
を体験を通じて学ぶことを目的とする。

(内容）
　　「ミニひがし」とは遊びながら学び、働
く、こどもだけのまちです。こどもは、市民と
なって好きな仕事をしてお金を稼ぎます。
そして、稼いだお給料で買い物をしたり、遊
んだりできます。こどもたちは、まちにどの
ような仕事が必要か考え、自ら自分たちの
まちを作り出します。
　事業の運営については、２０人程度の子
どもたちで子ども会議を行い、どんなまち
にしたいかを皆で決めていきます。当日
は、100人程度の子どもを募集し、住民に
なり遊んでもらいます。事業は、NPO法人
「こども盆栽」に委託する。

需用費　　　　　　　　　　　　　　６０，０００

平成24年7月～８月

報償費　　　　　　　　　　　　２０，０００

２，０５０，０００（円）

  　　　　（＠1,000×３００）

堺市東区赤ちゃんの笑顔づくり応援事業

平成24年9月から10月

　　　　印刷製本費　　　　        ５０，０００

　　　　　 読み聞せリーフレット  ５０，０００

　　　　　  配布用絵本　　　　　８００，０００

(目的)
　文化活動を通じて親子のふれあい
を深めていただくとともに、芸術家の
皆さんとの交流を通じ、普段体験す
ることができない芸術活動にふれ芸
術に対する関心を高める。

(内容)
　親子でチャレンジアートは、親子を
対象に絵画・書道・工芸・工作教室
の４教室で開催。
　区民チャレンジアートは、高校生以
上を対象に、絵画・書道・陶芸・彫刻
の４教室で開催。
　東区で活動されている芸術家の皆
さん（堺美術協会東区域会員）と協
働で作品づくりを行う。

１，０９０，０００（円）

　　印刷製本費　　　　　　　　　1０，０００

　　消耗品費　　　　　　　　 　　５０，０００

４３０，０００（円）

　役務費　　　　　　　　　　　　　　６５，０００

  　　　　　　（＠1000×2人×18回）

　需用費　　　　　　　　　　　　　９９０，０００

　　　　消耗品費　　　　　　　   ９４０，０００

　　　　　　読み聞かせ用絵本　 ５０，０００

　　　　　　トートバッグ　  　　　　９０，０００

  　　　ボランティア謝礼（図書券）

需用費　　　　　　　　　　　　２０，０００

平成2４年８月

４０，０００（円）

(目的)
  堺美術協会東区域会員との交流、芸
術に関する講演会開催により区民等の
芸術に対する関心を高めることを目的
とする。

(内容)
  親子でチャレンジアート、区民チャレン
ジアート、東区撮影会、アートひがし会
員の作品の展示、芸術に関する講演会
を開催する。

平成24年４月から毎月実施 平成24年10月

　１，０９１，０００（円）

　報償費　　　　　　　　　　　  　　３６，０００ 報償費　　　　　　　　　　　３００，０００

　　　保険料　　　　　　　　１０，０００

ひがしアートフェスティバル



事業名

事業目的・
内容

実施予定時期

予算額

平成２４年度　区民まちづくり基金事業計画（　東　区　）

【東　区　③】

東区クリーンアップ作戦（東区区民会
議提案）

東区落書き消し活動支援事業（東区
区民会議提案）

子どもたちの絵画まちなか展示事業 市政情報・コミュニティ活動醸成事業
東区歴史資源マップつくり（東区区民

会議提案）

(目的
　　歴史資源等を掲載した散策マップ
を作成し。区民等に健康のための散
策していただくとともに、東区の寺社
等の歴史資源にも関心を持っていた
だくことを目的とする。
（内容）
　　東区ガイドマップとは違った、散策
に歴史資源に特化した地図を作成す
る。東区区民会議員が、地元の歴史
資源を洗い出し、実際に歩いた情報
を基に地図を作成する。

平成25年3月 平成24年４月～平成25年３月 平成24年４月～平成25年３月 平成24年4月1日～平成25年3月31日 平成24年4月1日～平成25年3月31日

（予算内訳）

消耗品費　　　　　　　　　　２００，０００ 需用費                   　　　２００，０００ 役務費　　　　　　　　　　　　　　 １，０００，０００

(目的）
　　地域住民との協働で清掃活動に
取り組み、地域での環境美化を促進
し、さらには、地域住民の美化意識の
共有、向上を図ることを目的とする。
(内容）
　　東区域内の公園。道路等の清掃を
地域住民と行政が協働して行う。

（目的）
　　地域住民が自主的に取り組む地域
の美観上問題のある落書きに対し機
材（ペンキ、刷毛等）を提供し、落書き
を消すことにより地域での環境美化を
促進し、さらには、地域住民の美化意
識の共有、向上を図ることを目的とす
る。

（内容）
　　東区内で実施される活動に対して
行う。申請は、単位校区自治会長等か
ら申請していただき、事業終了後に。
作業実施前、実施後の写真の提出を
求め事業の確認を行う。支給対象の
機材は、落書き消しに必要な、ペン
キ、刷毛、ローラー等を対象とする。

(目的)
   東区内のまちなかに子どもの絵を
飾り、落書きを防止するとともにまち
に潤いを与えることを目的とする。

(内容)
   幼稚園や保育所に通う子どもたち
に描いていただいた絵を、まちなかに
展示する。絵をフイルム加工し、アル
ミ板に張り付け道路の橋脚等に張り
付ける。

(目的）
　　区民等に東区で行われる行事、お知らせ、
地域情報等の東区の魅力ある情報を発信す
る。

（内容）
　　東区の行事、お知らせ、地域情報等をミニ
ＦＭの特性を利用し広範囲に情報提供を行
う。

　　消耗品費　　　　　　　　２００，０００
　　印刷製本費　　　　　　８００，０００

３２０，０００（円） ２００，０００（円） １，１００，０００（円） １，０００，０００（円） ８００，０００（円）

　　　画材等

委託料　　　　　　　　　　　９００，０００

　

需用費                  　　　８００，０００

需用費　　　　　　　　　　　　３００，０００ 　ペンキ、刷毛、ローラー、清掃用具等 　消耗品費  　                ２００，０００ 　　　広告料

   　食糧費　　　　　　　 　　１００，０００

　　　　参加者用お茶

役務費　　　　　　　　　　　　　２０，０００

　　　保険料　　　　　　　　　　２０，０００



事業名

事業目的・
内容

実施予定時期

予算額

　消耗品費　　　　　　　　１０，０００

　印刷製本費　　　　　　 １０，０００

５００，０００（円） ４０，０００（円） ３５０，０００（円） ５，０００，０００（円）

　　印刷製本費　　　　　 　　５００，０００　　撮影会講師　10,000円×２回 　消耗品費　　　　　　　　　　５０，０００

需用費　　　　　　　　　　　　　２０，０００

（予算内訳）

需用費                    　　　　５００，０００報償費　　　　　　　　　　　　　２０，０００ 需用費　　　　　　　　　　　　５０，０００

（目的）
　　東区民及び転入者や来訪者へ、
東区内のみどころや地図、行政情報、
防災情報、病院に関する情報など各
種情報の提供を目的に作成。

（内容）
　　平成23年度に更新作業を行った
同マップの行政情報ページについて、
平成24年度の組織改正に伴う修正を
反映させる必要があるため訂正タック
紙を作成する。

（目的）
　　地域のアーティストとの協働を推進
し、区民が芸術と触れ合う機会を作
り、文化的で感性豊かなまちを作るこ
とを目的としています。

（内容）
　　堺美術協会会員の講師とともに東
区内の名所の写真を撮影し、後日講
師を交え講評会を開催します。撮影し
た作品の中から１点を選び、１０月に
開催する予定のひがしアートフェスティ
バルに展示します。

（目的）
　　堺まつりにおいて東区の特徴、東
区の行っている特色のある事業を紹
介することにより、色々な地域の人に
東区のPRを行う。
（内容）
　　東区の特徴を紹介するパネル展
示行う。また、まちづくり基金事業で
行っている、子どもの職業体験事業
「ミニひがし」の一部を体験し、その後
チラシを配布しPRを行う。

平成2４年８月 平成2４年８月 平成23年４月～平成24年３月 平成23年４月～平成24年３月

平成２４年度　区民まちづくり基金事業計画（　東　区　）

【東　区　④】

東区ふれあいマップ 東区撮影会 堺まつり東区ＰＲ事業 区域まちづくり推進事業

委託料　　　　　　　　　　　　　　５，０００，０００

委託料　　　　　　　　　　　　３００，０００


