
区域まちづくり事業（中区）

事業名 事業概要 金額（千円） 備考

1 中区花いっぱい魅力創造まちづくり事業
ビジョン重点プランの一つとして、地域に潤いと安らぎのある環境を創り出し、人々の交流を
生み出すことを目的に、市民グループが育苗を行い、地域に配布し、公共場所に飾ってもら
う。また、担い手の発掘・育成のために情報発信や、学習・交流の場を設ける。

331

2 ひるどきコンサート事業
区民に親しまれる開かれた区役所づくりをめざすとともに、区民が身近な場所で芸術にふれ
る機会を提供し、地域文化の振興を図る。

1,157

3 中区キャンドルナイト
区役所のコミュニティーガーデンを会場として、多くの幅広い世代の方が交流できるイベント
を開催し、一層区民に親しまれる開かれた区役所をめざす。

983

4
区役所エントランスホール四季彩(しきいろど
り)演出事業

区民の待合い、情報発信、交流の場となっている区役所のエントランスホールを、中区の伝
統産業である注染・和晒によって四季折々の風情を演出し、中区の伝統産業の魅力を広く
区民に発信する。

405

5 中区まちなかギャラリー事業

公共施設への落書きを防止し美しいまちなみを創るとともに区民等の芸術文化に対する関
心を高め、区域の活性化に寄与することを目的として、「ＭＯＡ美術館堺市児童作品展」にて
特別賞及び金賞を受賞した中区小学校児童作品を加工したものを中区内の公共施設へ設
置する。

230

6 中区区民フェスタ事業
中区に居住し、または就労する人々の相互交流と連帯感を高めるとともに、魅力あるまちづ
くりに対する意識の高揚を図り、もって地域社会の発展に寄与することを目的として中区区
民フェスタを開催する。

5,063

7 中区文化のつどい事業
文化サークルの発表の場を設けることにより、中区に居住し、または就労する人々の相互の
交流と親睦を高めるとともに、地域コミュニティの活性化を図り、もってわがまちを愛する健康
で豊かなまちづくりに資することを目的として中区文化のつどいを開催する。

2,400

8 中区安全安心まちづくりフェスティバル事業

防犯・交通安全への意識高揚を図り、もって区民が安全に安心して暮らすことのできる地域
社会の実現を図ることを目的とし、交通安全指導、防犯啓発等を実施することにより、中区
民の防犯・交通安全に対する意識の更なる高揚を図り、「安全・安心なまちづくり」を実現す
る。また、小学校区対抗の自転車競技や模擬店等を通じて地域交流の場を提供し、地域の
つながりを強化する。

2,500



区域まちづくり事業（中区）

事業名 事業概要 金額（千円） 備考

9 西堺交通安全推進事業

交通事故をなくすため、西堺警察署管内における自治連合協議会と区役所が協働して交通
事故防止啓発活動等を行うことにより、「安全・安心のまちづくり」に資することを目的とする。
１．西堺交通安全大会等に参加し、特に子どもと高齢者の交通事故防止啓発活動を実施
２．地域ボランティアと連携し、交通安全啓発活動を実施
　・小学校の登下校時に啓発活動を実施
　・春、秋の交通安全週間にあわせ駅前や交通事故多発地域で啓発活動を実施
　・地域の中で交通事故等の発生が多い場所などについて議論し、危険箇所等の改善など
について考察する。

300

10 中区自主防災訓練支援事業

災害発生時の自主的な防災活動を行うには、日頃からの防災への意識と自主防災訓練が
必要であり、地域住民が中心となって「自らの地域は自らで守る」を目的に編成された自主
防災組織は、発災後の初期消火、救急・救護、救助、給食等の訓練に取り組んでいるが、訓
練のほか、東日本大震災などで再認識された非常持ち出し品等の備えの重要性の啓発を
行うため、自主防災訓練を支援する。

1,000

11 中区豊かなこころづくり応援事業

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
て親子がこころを通わせ、親子の絆を深めることを目的とする。BCG接種後に絵本1冊と子
育てに役立つ資料をセットにしたブックスタートパックを配布し、ボランティアによる読み聞か
せを体験してもらうことによって、保護者が「読み聞かせることの重要性」を乳児の反応から
知るとともに、「読み聞かせ方法」を学ぶ。また、図書館員が推薦する絵本も多数展示し、絵
本選定の際に参考にしていただく。

1,045

12 中区防災まちづくり事業

市民生活に被害を及ぼす災害を未然に防止し、市民が安心して安全に暮らすことができる
地域社会について、「自分たちのまち・生命・財産は自ら守る」という地域住民の連携に基づ
き、区民が安心して暮らすことができる安全な地域社会の実現に寄与することを目的として、
自主防災組織リーダーの育成や女性の防災活動参加促進などを行う。また、避難所運営の
要となる地域住民自らの手で、地域特性を反映した避難所運営マニュアルや校区防災カル
テの作成を通じて地区防災計画を策定し、発災時の円滑な運営を行えるようにすることをめ
ざす。

2,000

13 SHSなかじょまちづくりミーティング事業

防犯及び交通安全について、女子学生等の若い世代を中心とした区民の意識高揚を図り、
区民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現をめざして、中区内の高等学校（精華高
等学校、大阪府立東百舌鳥高等学校、大阪商業大学堺高等学校）の女子生徒に協力を得、
登下校時等の防犯対策及び交通安全対策などについて自分の意見を述べる座談会を開催
し、女子生徒の視点で安全安心なまちづくりに関する事業を企画・実施する。

1,223

14 まちづくり防災マップ作成事業

地域住民が中心となり「まちづくり防災マップ」を手作りで作成し、完成した防災マップは地区
内で各戸配布を行い、各世帯で「わが家の防災マップ」の作成を行う。未作成自治会は、「ま
ちづくり防災マップ」の作成を進めるとともに、「まちづくり防災マップ」の更新を希望する自治
会についても併せて行う。このように地域住民が中心となり、「地域の力を高める」ことを目的
とした公益的な活動を支援する。

2,000



区域まちづくり事業（中区）

事業名 事業概要 金額（千円） 備考

15 ふるさと魅力資源散策マップ作成事業
「ふるさと魅力資源散策マップ」を未作成校区にて作成し、マップを利用したまち歩きを行うな
どの利活用を促すことで、世代を超えた地域住民間で地域資源の再発見や郷土意識を共有
し、地域力を高めることを目的とする。

1,000

16 中区子育て夏まつり

中区内の子育てサークル、サロンや地域の親子が原池公園体育館に集まり、コーナーあそ
びや体操などの楽しい取り組みを通して、サークル、サロン同士交流したり、親子のふれあ
いを深める。（中区子育て支援関係者会議運営委員会、子育てサークル・サロン連絡会と一
緒に取り組む）

71

17 中区子育てサークル・サロンクリスマス会
中区内の子育てサークル、サロンや地域の親子が集まり、クリスマス会の楽しい取り組みを
通して、サークル、サロン同士交流したり、親子のふれあいを深める。(中区子育て関係者会
議運営委員会、中区子育てサークルサロン連絡会と一緒に取り組む）

91

18 子育て応援イベント「親子で人形劇を楽しもう」
未就学児がいる家庭を対象に「人形劇」を見てもらい、親子で楽しみ、ふれあいを深めること
を目的とする。また土曜日に開催し、父親の参加を促す。

235

19 中区子育て支援啓発事業
通年のイベント開催時や乳幼児健診等で「子育て応援マップ」を配布し、中区内の子育て支
援資源（サークル等）の情報提供を行う。

278

20
現在からそして未来へ「いのち♡ありがとう」プ
ロジェクト

将来親になる子どもたちや子育て中の保護者に中区内の関係機関と連携して、いのちの大
切さを伝え、自尊感情を高めるために以下のことに取り組む。
・幼稚園、保育園、小学校、中学校、高校と連携し、子どもたちや保護者にいのちの大切さを
伝える
・若年出産した母への支援として、年6回の教室を実施する
・子育てに関する講演会を実施する

500

21 中区歴史文化発信事業

中区の資源である「豊かな歴史文化」を生かし、中区まちづくりビジョン重点テーマの一つで
ある「まちの魅力の再発見と創造」を目的に、区内の歴史資源を拠点に文化発信イベントを
開催する。企画・運営は、区内の学生や地域の方々と協働することで、地域への参画意識を
高め、地域との交流を促進する。

1,386
区民評議会の中間報告等
を反映した事業

22 交通安全対策事業

スマートフォンなどの携帯機器の普及に伴い、歩きながらや自転車を運転しながらこれらを
操作する、いわゆる「ながらスマホ」が問題になっている。このような行為が及ぼす危険性、
自転車運転マナーの向上について、地域・行政・警察が一体となって周知啓発活動を実施
する。

796
区民評議会の中間報告等
を反映した事業



区域まちづくり事業（中区）

事業名 事業概要 金額（千円） 備考

23 情報発信講座開催事業

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する。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う。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
への参画を促す。

1,403
区民評議会の中間報告等
を反映した事業

24 中区わんわんパトロール事業
地域住民自らが、日常生活の中で取り組みやすい防犯活動を通じて犯罪の抑止及び防犯
意識の向上を図ることにより、区民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現をめざす
ことを目的として、普段の飼い犬の散歩の際にパトロール用グッズを携帯してもらう。

351
区民評議会の中間報告等
を反映した事業

25 がん検診受診率向上対策
死亡原因の1位である「がん」についての正しい知識を啓発し、がんに対する理解を促すこと
で、がん検診の受診率向上につなげる。また、イベントミックスの手法を用いて、日ごろがん
検診に関心を持たない区民に対しての意識付けを図る。

776
区民評議会の中間報告等
を反映した事業

26 区民の主体的な健康づくり推進事業
健康づくりに主体的に取り組む「健康づくり自主活動グループ」の活動支援により、周囲の人
への健康意識も高め、健康格差の解消をめざす。また、子どもに対して好ましい生活習慣を
啓発することで、子ども自身の健康意識を高めるとともに、保護者への波及効果もねらう。

715
区民評議会の中間報告等
を反映した事業

27 防災に関する情報発信事業
防災に関する情報発信について、子育て世代向けの防災情報をわかりやすくまとめて発信
し、併せて、災害時の地域などにおける共助の重要性についての啓発も行う。

325
区民評議会の中間報告等
を反映した事業

28 乳幼児のむし歯ゼロ作戦
中区は、むし歯をもつ乳幼児が最も多い区となっている。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
とをめざす。

563
区民評議会の中間報告等
を反映した事業

29
地域がともにつながり子育てに参加する場づく
り

校区ごとに子ども向け「歴史散策ガイド（たんけんマップ）」を作成し、子どもが地域の歴史や
文化にふれる機会づくりを行う。また、地域の歴史周知活動に協力してもらえるボランティア
には「歴史マイスター」の称号を授与するほか、子どもが中心に企画・運営を行う体験型イベ
ント「ミニ☆大阪」を実施するなど、地域と連携し世代を越えた子育てのための交流事業に取
り組む。

1,370
区教健の中間報告等を反
映した事業

30 子どもの読書環境の充実
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
援や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
充実をめざす。

1,408
区教健の中間報告等を反
映した事業

31
文化系クラブの校外活動の支援と地域間交流
の促進

発表の機会の少ない小中学校の文化系クラブに、中区内の高齢者施設や病院、あるいは中
区の文化的行事の機会などを発表の場として提供してもらい、子どもたちの達成感や自己
肯定感を高める。

394
区教健の中間報告等を反
映した事業

32 （仮称）中区子どもの居場所づくりモデル事業
中区の地域資源を活用し、子どもの居場所のモデル事業を行う。社会福祉法人施設との協
働や、中区内の空き店舗などの利用による居場所づくりと運営を想定した、モデル構築と年
度内での試行的な実施を行う。

1,604
区教健の中間報告等を反
映した事業



区域まちづくり事業（中区）

事業名 事業概要 金額（千円） 備考

33 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、年度途中に新規事業を企画・実施
する。

10,000

34 福田35号線側溝改良工事
当該路線の道路側溝は老朽化によって側溝蓋ががたつき騒音が生じている。地域住民の
安全・安心で快適な生活環境を確保するため、側溝改良を行う。L=85m

9,000

35 深井水賀池線ほか側溝整備ほか工事
当該路線には道路側溝がない箇所があり、地域住民の安全・安心で快適な通行環境を確保
するため、側溝整備及び側溝蓋設置を行う。L=105m

5,000

36 新家深井線道路照明灯LED更新工事
当該道路には連続照明が設置されているが、一部は建設後40年を経過し機器が老朽化し
ていることから、環境面も考慮し道路照明灯のLED化を行う。N=30基

10,000

37 新家深井線歩道拡幅工事
当該歩道は歩道有効幅員が狭いことから、歩道横の水路に蓋掛けを行い、歩道を拡幅す
る。L=30m

8,000

38 府道泉大津美原線（新）歩道照明灯設置工事
当該路線は小学校の通学路で多数の児童が通行する歩道であるが、車道と歩道が分離さ
れているため、道路照明灯の光が歩道まで届いていない。多くの市民が利用する原池公園
に接続する場所でもあり、安全安心なまちづくりのため歩道灯を設置する。N=20本

10,000

39 府道堺狭山線交差点改良工事（深井北町）
当該路線の深井北町付近の交差点では、右折車両による渋滞及び事故が発生していること
から、中央分離帯の用地を活用し右折専用レーンを設置するため、測量・設計・改良工事を
行う。L=150m

27,000

40 親水コミュニティ活動支援事業（原井頭池） 原井頭池を地区住民の憩う親水ため池として活用するため、植栽配置等の整備を行う。 2,000

41 原池公園関連整備事業

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る。
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う。

65,031

42 見野山公園擁壁等改修工事
当該公園の市道沿いに存する土留擁壁は、設置から約40年が経過し老朽化が著しいため、
擁壁の改修を行う。防球フェンスの改修も併せ、より安全な施設への更新を行う。

34,369

43 区域環境整備事業
年度途中に発生する区域の環境整備等にかかる事案について、区長の裁量により事業所
管課に対応を依頼し事業実施することで、より一層住民ニーズに即した、きめ細かなまちづく
りを推進することを目的とする。

19,000


