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  ◆まちづくり円卓会議事業  730 万円 

指標市民などからの協働事業提案年間総件数 ○計 12 件 ○実  10 件 

政策調整室 市民協働・生涯学習推進グループ 

【事業概要】 

 地域で様々なテーマに基づき活動する団体等が、中学校区を単位として自主的に集まり、地域

における課題やまちづくりに関する議論と合意により、市に予算措置を提案するまちづくり円卓

会議の運営を支援しました。 

【事業成果】 

◆まちづくり円卓会議事業 

  ・消耗品費  28,775 円 

  ・ボランティア傷害保険料  93,720 円 

・まちづくり円卓会議運営費補助金  687,089 円 

  地域の自主的なまちづくりを促進するため、３つのまちづくり円卓会議に対し運営費補助金の

交付など、運営を支援をしました。 

◆提案事業 

  まちづくり円卓会議からの提案による事業を次のとおり行いました。 

事 業 名 
中学 
校区 決算額（円） 内     容 担当グループ 

円卓会議推進

事業 

南 

1,078,922 
地域コミュニティ誌の発行を行うとともに、地域

の課題解決に向けた講演会などを行いました。 

市民協働・生涯学

習推進グループ 

コミュニティ

カフェ事業 
1,247,150 

地域の人たちが気軽に立ち寄り、お茶を飲みなが

ら様々な情報交換や交流のできる場として平成

23 年 1 月に開設した「サロンみらい」を継続し

て運営しました。 

地域コミュニ

ティ交流事業 
186,690 

陶器山元気ウォーキングを行い、地域のコミュニ

ティの交流の輪を広げました。 

防犯事業 176,605 
ひったくり防止カバーを作成し、年２回市内商業

施設での配布や、災害時図上訓練を行いました。 

花いっぱい運

動事業 
35,835 

花いっぱい運動に要する原材料等の購入を行い

ました。 
公園緑地グループ 

コミュニティ

醸成事業 
641,400 

地域住民のコミュニティの輪を広げ、健康と生き

がいづくりの場として、元気コミュニティ体操教

室を行いました。（毎週開催） 

高齢介護グループ 

円卓会議推進

事業 
第三 897,720 

地域コミュニティ誌及び三中円卓マップ（魅力再

発見）を活用したウォーキングや、環境運動への

取組みを行いました。 市民協働・生涯学

習推進グループ 
円卓会議推進

事業 

狭山 

1,530,587 

地域コミュニティ誌の発行やホームページの運

営を行うとともに、地域の課題の解決に向けた講

演会などを行いました。 

さやりんピッ

ク事業 
618,257 

地域住民がスポーツを通じて健康、福祉、環境、

防犯、防災などの要素を取り入れた競技やレクリ

エーションを楽しみながらコミュニティづくり

を深める事業を行いました。 

社会教育・スポー

ツ振興グループ 

美化活動事業 77,467 

地域の美化を通して、環境への関心と地域コミュ

ニティへの参加意識の向上を図るため、幹線水路

のクリーンアップ事業などを行いました。 

土木グループ 
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◆市民活動支援センター活性化事業 1,145 万円 

指標「しみんのちから」登録団体総数 ○計 285 団体 ○実 267 団体 政策調整室 市民協働・生涯学習推進グループ 

 
【事業概要】 

 大阪狭山市市民公益活動促進条例の基本理念に基づき、市民活動支援センターを核に、自主

的な市民活動を支援し、市民との協働によるまちづくりの推進を図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業成果】 

◆市民活動支援センター事業  11,445,000 円 

  委託料 10,245,000 円と補助金 1,200,000 円を組み合わせた事業を市内の NPO 法人に委

託し実施しました。市役所南館の２階部分を事業の拠点として、貸事務室、貸会議室、貸しロッ

カー、メールボックス、印刷機や複写機、紙折り機などを備えたワークステーションを整備し、

事業受託団体が市民活動やボランティアの情報提供、調査・資料収集・相談などの支援業務、ま

ちづくり大学などの人材育成事業を実施しました。 

  ボランティアに関する情報等の一元化を図り、ボランティア活動の支援体制の強化につなげる

ため、ボランティア・インフォメーション・コーナー（ＶＩＣ）を運営し、ボランティア関連情報の

一元化に必要な環境づくりと情報管理、活用のための整備や総合的な窓口業務を実施しました。 

 

 
市民活動支援センター 

重点 

まちづくり大学第 9 期修了者（閉講式） 
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  ◆人権行政推進事業 234 万円 

指標人権協会総加入会員数  ○計  42 会員 ○実  38 会員  総務部 人権広報グループ 

 

【事業概要】 

 人権について、正しい理解と認識が深まるよう、市人権協会や市企業人権協議会等と連携を図り、

あらゆる機会を通じて広く啓発事業を行いました。また、人権擁護委員による人権相談と人権相談

担当職員による人権いろいろ相談を行いました。 

 

【事業成果】 

◆人権擁護委員による人権相談を毎月第３木曜日に行いました。また、特設相談を実施しました。 

 1１件 

 

◆大阪府の人権ケースワーク事業(人材養成・育成事業)研修を修了した人権相談担当職員が人権に

関する様々な相談を受ける「人権いろいろ相談」を毎日（平日）実施しました。 39 件 

 

◆広報誌に「憲法週間」「就職差別撤廃月間」「平和」「人権週間」等の啓発記事や、「人権啓発標語」

を掲載しました。 

 

◆５月１日～７日の「憲法週間」を周知するため、4 月 2７日に狭山池まつり会場で啓発物品を配

布しました。 

 

◆市内事業所で組織する｢大阪狭山市企業人権協議会｣へ助成し、就職差別撤廃事業をはじめ各種啓

発事業を共に行いました。 

 

◆｢大阪狭山市人権協会｣へ助成し、｢平和を考える市民のつどい｣等の平和事業や｢人権を考える市

民のつどい｣等の人権週間事業、各種研修会、人権啓発標語の募集・選定及び啓発物品への活用、

人権学習講座等の事業を共に行いました。 

 

◆｢てとてとクラブ｣と共催し、在住外国人のための日本

語読み書き教室を、毎週木曜日と第２・４土曜日に市

立公民館で実施しました。 

              

フェスタにんげんばんざい    人権を考える市民のつどい 
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  ◆男女共同参画推進事業 859 万円 

指標審議会などへの女性委員の割合 ○計 30％  ○実 21%  総務部 人権広報グループ 

 
【事業概要】 

 男女共同参画推進条例の理念の普及をめざし、市民協働による男女共同参画社会の実現を図る取

組みとして、男女共同参画推進プランの推進や男女共同参画推進啓発員の募集、啓発誌の発行、啓

発リーフレットの作成・配布を行いました。 

 また、市の男女共同参画を進める拠点として「男女共同参画推進センター」を、市内の市民公益

活動団体と協働で運営しました。 

 

【事業成果】 

◆女性相談 

毎月第１月曜日、第２・４火曜日の午後と第３土曜日の午前に相談を行いました。夫や恋人から

の暴力や、セクシュアル・ハラスメント、仕事や学校での悩みや不安について、専門のフェミニ

ストカウンセラーが相談に応じました。   （相談件数 79 件） 

 

◆「男女共同参画推進センター」で、交流事業「きらっとぴあの集い」をはじめ、センター通信の

発行、各種交流会や学習・研修事業を行いました。  （利用者数 1,863 人） 

 

◆男女共同参画推進啓発員を募集し、男女共同参画推進事業について意見をいただきました。 

 

◆第 3 期大阪狭山市男女共同参画推進プランの策定 

 平成 26 年から平成 35 年までを計画期間とする、「第３期大阪狭山市男女共同参画推進プラン」

を策定しました。 

また、男女共同参画推進状況について、平成 24 年度進捗状況を全庁的に把握し、報告書として

まとめました。 

 

◆男女共同参画を啓発するための冊子を作成しました。 

 

  

きらっとぴあの集い 学習・研修事業 
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  ◆平和事業 28 万円 

指標平和を考える市民のつどいへの総参加者数 ○計 140 人○実 150 人  総務部 人権広報グループ 

 

【事業概要】 

 「核兵器廃絶・平和都市宣言」の趣旨を踏まえ、戦争の悲惨さと平和の尊さを訴えるため、市民

参加の啓発活動を実施しました。 

 恒久平和の実現をめざして、市民参加の啓発活動を実施しました。 

 

【事業成果】 

◆平和事業「平和を考える市民のつどい」を実施、市民と協働して啓発活動を行いました。 

 

・国境なき芸能団を結成した落語家の笑福亭鶴笑さんに「笑顔がつたえる平和のメッセージ」

と題した平和について考える講演とともに演芸や落語を披露していただきました。 

・「大阪大空襲体験画」・「核兵器のない世界を（原爆）」のパネルを展示しました。  

 

◆原爆死没者の慰霊と平和祈念の黙とうを呼びかけました。（８月６日・９日・10 日・15 日） 

 

 

 

平和を考える市民のつどい 
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◆地域力活性化支援事業  230 万円 

指標年間総事業件数 ○計 74 件 ○実 66 件 政策調整室 市民協働・生涯学習推進グループ 

 
【事業概要】 

地域力の活性化を図り、市民との協働による

安全なまちづくりの推進につなげることを目

的に、おおむね 30 以上の世帯で自主的に組織

された自治会等を対象に、地域活性化事業、防

犯活動事業、防犯資機材整備事業、感知式防犯

灯設置事業、防災活動事業に対し補助金を交付

しました。 

 

【事業成果】 

◆地域力活性化支援事業補助金 

交付件数及び金額 66 件：2,296,000 円 

 

＜内訳＞  

地域活性化事業 

（19 件：738,000 円） 

文化祭、夏祭り、ふれあい祭り、親睦バスツアー、打ち水大作戦、

流しそうめん大会、餅つき大会、人形劇、ダンス教室、ストレッチ

教室、ヨガ教室、親睦喫茶ほか 

防犯活動事業 

（17 件：432,000 円） 

自主防犯パトロール、子ども見守り活動、防犯教室、チラシ作成、

防犯カメラの借り上げほか 

防犯資機材整備事業 

（14 件：621,000 円） 

防犯パトロール用ジャンパー・ベスト、腕章、帽子、啓発プレート、

のぼり、手旗、懐中電灯（LED ライト）、誘導灯、提灯、拡声器、

詰所用テントほか 

防災活動事業 

（16 件 505,000 円） 

防災訓練（避難訓練、初期消火訓練、自衛消防訓練、ＡＥＤ訓練、

救命講習、炊き出し訓練、安否確認訓練、図上訓練、防災講習）、

防災センターの見学、防災会議、地区防災リーダー研修会、防災フ

ェスタ、安全安心スクールほか 

 
◆地区集会所建設補助金事業 318 万円 

指標年間地区集会所整備件数 ○計 3 件 ○実 2 件 政策調整室 市民協働・生涯学習推進グループ 

 

【事業概要】 
  地域コミュニティ活動の促進を図るため、コミュニティ活動の拠点である地区集会所の整備に

対して補助金を交付しました。 

 

【事業成果】 

施 設 事業の概要 補助金確定交付額 

山伏地区自治会（山伏地区公民館） トイレバリアフリー工事 86,000 円 

池之原地区会（池之原地区会館） 
外装補修及び空調設備の

取り替え工事 
3,090,000 円 
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