
 

第２２回堺市中心市街地活性化協議会 次第 

                    
日時 令和元年６月１８日(火) 午後３時から             

場所 ダイワロイネットホテル堺東 １階会議室 

 

１．開 会  

 

２．会長挨拶 

 

３．案 件 

 

議 案 第１号  堺市中心市街地活性化協議会規約の一部改正について 

 第２号  平成３０年度事業報告 

 第３号  平成３０年度決算報告 

 第４号  令和元年度事業計画（案） 

 第５号  令和元年度予算（案） 

 第６号  堺市との間の協定について 

 

報告事項 第１号  堺市中心市街地活性化協議会監事の交代について 

 第２号  堺市中心市街地活性化協議会幹事会幹事の交代について 

 

そ の 他 

 

 

 

４．閉 会  

 

  



 

 

資料リスト 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料リスト 

○第２２回堺市中心市街地活性化協議会 次第 

 

○配席図 

 

○議案書 

・第 1号  堺市中心市街地活性化協議会規約の一部改正について 

       

・第２号  平成３０年度事業報告 

 

・第３号  平成３０年度決算報告 

       

・第４号  令和元年度事業計画（案） 

 

・第５号  令和元年度予算（案） 

       

・第６号  堺市との間の協定について 

 

〇報告事項資料 

  ・第１号  堺市中心市街地活性化協議会監事の交代について 

 

  ・第２号  堺市中心市街地活性化協議会幹事会幹事の交代について 

 

 

○その他資料   

 

 

○参考資料 

・参考資料 1-1 堺市中心市街地活性化協議会名簿（平成 31 年 4月 1日現在） 

・参考資料 1-2 堺市中心市街地活性化協議会名簿（令和元年 7月 1日現在） 

・参考資料 2 堺市中心市街地活性化協議会規約 

・参考資料 3-1 堺市中心市街地活性化協議会幹事会名簿（平成 31年 4 月 1日現在） 

・参考資料 3-2 堺市中心市街地活性化協議会幹事会名簿（令和元年 7月 1日現在） 

・参考資料 4 堺市中心市街地活性化協議会幹事会規程 
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堺市中心市街地活性化協議会規約の一部改正について 
 
 堺市中心市街地活性化協議会規約の一部を次のように改正する。 
 
第１条及び第６条を次のように改める。 

（協議会の設置） 

第１条 堺まちづくり株式会社及び堺商工会議所は、中心市街地の活性化に関

する法律（平成１０年法律第９２号。以下「法」という。）第１５条第１項の

規定に基づき、共同で中心市街地活性化協議会を設置する。 

 
（協議会の構成員） 
第６条 協議会は、次の者をもって構成する。 

(1)  堺まちづくり株式会社 
(2)  堺商工会議所 
(3)  堺市 
(4)  法第１５条第４項 第１号及び第２号に規定する者 
(5)  前各号に掲げるもののほか、協議会において特に必要があると認める者 

２ 以下略 
 
 

附  則 
この規定は、令和元年７月１日から施行する。 
 

  

議案 第１号 
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（根拠規定） 
 
○中心市街地の活性化に関する法律 第十五条（抜粋） 
（中心市街地活性化協議会） 
 第九条第一項の規定により市町村が作成しようとする基本計画並びに認定基本計画及び 
その実施に関し必要な事項その他中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し 
必要な事項について協議するため、第一号及び第二号に掲げる者は、中心市街地ごとに、 
協議により規約を定め、共同で中心市街地活性化協議会（以下「協議会」という。）を組 
織することができる。 
一 当該中心市街地における都市機能の増進を総合的に推進するための調整を図るのに 

ふさわしい者として次に掲げるもののうちいずれか一以上の者 
イ 中心市街地整備推進機構（第六十一条第一項の規定により指定された中心市街地 

整備推進機構をいう。次条、第十八条及び第十九条において同じ。） 
ロ 良好な市街地を形成するためのまちづくりの推進を図る事業活動を行うことを目 

的として設立された会社であって政令で定める要件に該当するもの 
二 当該中心市街地における経済活力の向上を総合的に推進するための調整を図るのに 

ふさわしい者として次に掲げるもののうちいずれか一以上の者 
イ 当該中心市街地の区域をその地区とする商工会又は商工会議所 
ロ 商業等の活性化を図る事業活動を行うことを目的として設立された一般社団法人 

等又は特定会社であって政令で定める要件に該当するもの 
 
○中心市街地の活性化に関する法律施行令 第六条（抜粋） 
（中心市街地活性化協議会を組織することができる者の要件） 
法第十五条第一項第一号ロに規定する会社についての政令で定める要件は、当該会社が 
株式会社である場合にあっては総株主の議決権に占める市町村（組織しようとする中心 
市街地活性化協議会に係る中心市街地をその区域に含む市町村をいう。以下この条にお 
いて同じ。）の有する議決権の割合が百分の三以上であること、持分会社である場合にあ 
ってはその社員のうちに市町村があることとする。 
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堺市中心市街地活性化協議会規約（新旧対照表） 

 

旧 新 
（協議会の設置） 
第１条 中心市街地整備推進機構（堺

市住宅供給公社）、堺まちづくり株式

会社及び堺商工会議所は、中心市街

地の活性化に関する法律（平成１０

年法律第９２号。以下「法」という。）

第１５条第１項の規定に基づき、共

同で中心市街地活性化協議会を設置

する。 
 
（協議会の構成員） 

第６条 協議会は、次の者をもって構

成する。 

(1) 中心市街地整備推進機構（堺

市住宅供給公社） 

(2) 堺まちづくり株式会社 

(3) 堺商工会議所 

(4) 堺市 

(5) 法第１５条第４項 第１号及

び第２号に規定する者 

(6) 前各号に掲げるもののほか、

協議会において特に必要があ

ると認める者 

２ 以下略 
 
 

（協議会の設置） 
第１条 堺まちづくり株式会社及び堺

商工会議所は、中心市街地の活性化

に関する法律（平成１０年法律第９

２号。以下「法」という。）第１５条

第１項の規定に基づき、共同で中心

市街地活性化協議会を設置する。 
 
 
 
（協議会の構成員） 

第６条 協議会は、次の者をもって構

成する。 

(1) 堺まちづくり株式会社 

(2) 堺商工会議所 

(3) 堺市 

(4) 法第１５条第４項 第１号及

び第２号に規定する者 

(5) 前各号に掲げるもののほか、

協議会において特に必要があ

ると認める者 

２ 以下略 
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議 案 第２号 

 

平成３０年度事業報告書 

 

 

１．堺市中心市街地活性化協議会、各会議の開催 

（１）堺市中心市街地活性化協議会の開催 

・第２０回 協議会  平成３０年７月１８日（水）開催 

議案  ・平成２９年度事業報告及び決算報告 

・平成３０年度事業計画（案）及び予算（案） 

報告事項 １案件 

 

・第２１回 協議会  平成３１年２月１日（金）開催 

議案  ・堺市中心市街地活性化協議会規約の一部改正について 

・堺市中心市街地活性化基本計画の変更について 

報告事項 ２案件 

 

（２）堺市中心市街地活性化協議会幹事会の開催 

・第１８回 幹事会  平成３０年６月２１日（木）開催 

報告事項 １案件 

協議会案件  平成２９年度事業報告及び決算報告 

平成３０年度事業計画（案）及び予算（案） 

 

・第１９回 幹事会  平成３１年１月１０日（木）開催 

    報告事項 １案件 

    幹事会案件１案件 

    協議会案件  堺市中心市街地活性化協議会規約の一部改正について 

堺市中心市街地活性化基本計画の変更について  

 

（３）堺東合同ワーキンググループ会議の開催 

・第３３回堺東合同ワーキンググループ会議  

     平成３１年２月２５日（月）開催 

 

（４）プロジェクトチーム会議等 
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・３地区合同イルミネーション２０１８会議        ８回開催 

   ・堺東商店街自転車対策検討プロジェクトチーム会議   １２回開催 

 

２． 堺桜
おう

彩
さい

イルミネーション２０１８事業 

・平成３０年１１月３０日（金）～平成３１年 1 月１５日（火）、大小路筋歩道街路

樹を中心として堺東駅前、堺駅前、Ｍｉｎａさかい（堺市市民交流広場）などを一

体的に、イルミネーションを飾りつけることで、中心市街地の冬の景観を演出しま

した。 

また、大阪の夜を彩る光のミュージアム「大阪・光の饗宴２０１８」のエリアプ

ログラムへも参加しました。 

 

・平成３０年１１月３０日（金）、堺桜彩イルミネーション２０１８点灯式開催 

錦西小学校音楽隊、熊野小学校少年音楽隊による演奏、堺少女歌劇団によるダン

スの後、ファンファーレとともにイルミネーションを点灯しました。(当日来場者

数推計８００人) 

 

・協賛企業への広報活動、協賛依頼活動 

中心市街地の企業・団体へイルミネーション事業への協賛金の協力をお願いしま

した。結果、８３団体から２，１２７，０００円の協賛を集めることができました。 

 

・協賛企業名の入ったバナーフラッグを大小路筋歩道の街路灯に掲出しました。 

 

・フォトコンテストの開催 

堺桜彩イルミネーションを被写体としたフォトコンテストを開催し、コンテスト

終了後は、応募作品の一部を堺市役所本館１階エントランスホールに展示するなど、

回遊性と賑わいの創出を図りました。 

 

・桜彩メニュー・クーポンの提供 

商店街の方々が主となり協力店舗への参加の呼び掛けを行っていただき、３エリ

ア計 15 店舗から、メニュー・クーポンのご協力をいただきました。 

 

・３Ｄプロジェクションマッピング事業（市事業）との連携 

 ３Ｄプロジェクションマッピング実行委員会と連携し、ポスター・チラシデザイ

ンの一体化や、事業実施期間、点灯式の統一化など、イルミネーションと３Ｄプロ

ジェクションマッピングを融合し、各ポイントをつないだスタンプラリーを実施す

るなど回遊性と賑わいの創出を図りました。 

 

・市内小学校との連携 
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熊野小学校・市小学校の児童にクリスマスリ－ス製作のご協力をお願いし、“ク

リスマスリースの飾り”“壁への飾り付け”をはじめ、冬のお花見空間を演出しま

した。 

 

３．堺東商店街自転車対策検討プロジェクトチーム会議 

・堺東商店街において、自転車と共生するまちづくりをめざして、商業者と地域関係

者及び行政が協働して、プロジェクトチームが主体となって検討を進めました。 

・毎月８日をマナーアップデーと定め、啓発活動を行いました。１２回開催。 

 

・「自転車マナーアップ協力店」の募集 

   前年度から取組みを進めている、堺東商店街の自転車マナーの向上を目的とした

協力店舗を募集し、加盟店は３1店舗になりました。 

 

・アンケートの実施 

   商店街内の放置自転車や押し歩きなどのマナーについて店舗及び利用者の思い

などを知る目的でアンケートを行い、来街者から３８４、店舗から９５回収しまし

た。集計結果から、来街者のマナーアップキャンペーン認知度は約１割と低いこと、

店舗の認知度は約 6割と前回（26 年度）に比べて増えていること、放置自転車に困

っているとする店舗が増えている（39％→67％）こと、活動に協力しようと思う店

舗は前回と変わらない（43％）といったことがわかりました。 

 

４．「まちづくり部会」の開催 

まちづくり部会は会議の企画から運営に至るまで、全て 民 主体による取り組み

を進めており、平成２９年度に自ら導出した５事業が堺市中心市街地活性化基本計

画に追加記載されるなど、活発な活動を行っています。平成３０年度には以下の活

動を行いました。 

・まちづくり部会   ３回開催 

   ・まちづくり部会世話役会議（各チーム代表・行政担当部局で構成） １１回開催 

    ・まちづくり部会チーム別会議の開催 

 

     チームＴＥ（伝統産業で集客する）  １１回開催 

見学と体験の場をつくる事業を進めており、平成３０年度は体験とセミナー及

び視察（金沢方面）を行った。また、各伝統産業による堺独自の土産品の商品開

発を、令和元年度末をめざして進めている。 

 

     ＳＣＣ（自転車で回遊させる）   １２回開催 

自転車で回遊することで堺の良いところを知ってもらうための「散走」の普及

と、レンタサイクル事業の高度化を目指し事業を進めている。平成３０年度は

10 月に第１回散走アンバサダー養成講座を実施した。参加者は２４名であった。 
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    堺の商人（堺東・山之口・堺の商店が共同して盛り上げる） １２回開催 

既存商品に替わる収入源をつくる目的で､ノウハウの商品化を目指す「ほんま

もん事業」と、「空き家、空き店舗活用事業」に取り組んでいる。平成３０年度

は、ほんまもん事業を進めていくにあたり、講師を迎え各種研修会（まちゼミ、

ＳＮＳ、話し方）を実施した。 
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民間発意の中活事業!! ５つの事業を計画化 !

190 ＮＥＷS.号外3

まちづくり部会とは ?!

堺市中心市街地活性化協議会 まちづくり部会

Ｔｅａｍ１９０ （チームイチキューマル）とは、まちづくり部会の運営

と､中心市街地での活性化事業を行っているメンバーの呼称です

2 0 1 8 . 1 0

堺市は､平成28年度から５年間(中活基本計画）の予定で､
中心市街地の活性化に取り組んでいます｡
同年､自ら「堺をより活気あるまちにしたい」との熱い思いを

もった若手を中心とする商業者らが声をあげ､堺市中心市街
地活性化協議会内に､｢まちづくり部会｣が設置されるに至り
ました。

平成28年度は、ワークショップを繰り返し実施し､｢伝統産業
で集客する｣､｢自転車で回遊させる｣､｢堺東･山之口･堺の商
店が共同して盛りあげる｣という3つのテーマとこれを実現さ
せる事業を導出しました｡
平成29年度は､世話役会で､導出した事業を､堺市中心市

街地活性化基本計画に追加記載して頂くための取り組みを
進めました｡また同時に､3チームに分かれ､各事業の具体化
に取り組み､実験事業などを試行しました｡

中心市街地のエリア､190ｈａが一体となり行動する｡これが
実現しています｡皆､積極的かつ元気にアクションしています｡

Team 190 

①｢伝統産業の拠点開発､街並み形成検討事業｣とは､中心市街地と伝統産業の活性化を狙いとし、各伝統産業
が､中心市街地内に拠点となる施設を設置する｡また､その際には､施設の外観に配慮しまちの景観形成を促進さ
せるものにする事業です｡昆布､線香、注染和晒､和泉蜻蛉玉などの伝統産業が､各々､ＰＲ、販売、製造、｢体験｣が
できる拠点施設を開設し､業界のＰＲや｢体験の販売｣を行い中心市街地に集客します｡

②｢ＳＡＫＡＩ散走による魅力発信事業｣とは､堺市中心市街地への来街と来街者の回遊を促進させるため、自転車
でまちを散歩する｢散走｣を採り入れ、まちの魅力を訪ね廻ることができる仕組みを作り上げる事業です｡
③｢さかいコミュニティサイクル事業｣とは､既存のコミュニティサイクルをＩＴ活用等により進化させる事業です｡

④｢商店のノウハウ商品化事業｣と⑤｢空き店舗の一時利用事業｣とは､中心市街地内の主要商業地である堺東、
山之口、堺の商店が共同し、｢自店や商店街の活性化｣を図る事業です｡商店のノウハウ商品化事業は､価格競争
を強いられる商品販売を続けるだけでなく、各店が持つ商売のノウハウを､高付加価値商品に仕立て上げます。共同で
商品開発し、市民や観光客に販売していきます｡また､空き店舗の一時利用事業は､商店街の空き店舗等を利用し､望ま
しい店を誘致する仕組みを構築する事業です｡

世話役会

チームＴＥ 堺の商人ＳＣＣ

まちづくり部会

堺市中活計画
基本方針

テーマ ･チーム 実施している事業

新たな都市魅力による
まちの顔づくり

(集客)
伝統産業で集客する

チームＴＥ

① 伝統産業の拠点開発事業､
街並み形成検討事業

楽しく回遊できる
中心市街地の形成

(回遊)
自転車で回遊させる

ＳＣＣ

② SAKAI散走による魅力発信事業

③ さかいコミュニティサイクル事業

まちの賑わいにつながる
商業の魅力

(堺らしさ)
堺東・山之口・堺の商店が
共同して盛りあげる

堺の商人

④ 商店のノウハウ商品化事業

⑤ 空き店舗の一時利用事業

まちづくり部会では、堺市が作成した中心市街地活性化基本計画(基本方針)に沿って､自分たちが必要だと考え
る活性化事業を具体化しました｡ 現在､3チームで､5事業が実施されています｡
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こんなまちにしたい､こんなことがしたい｡ 現在､３チームが活動しています

■堺の商人 – 商人が共同して盛りあげる -

●商店のノウハウ商品化事業

●空き店舗の一時利用事業

商売に求められるものが､どんどん変わってきているため､
既存商品に替わる新たな商品(サービス)を生み出そうとし
ています｡｢ノウハウの商品化｣を掲げ、昨年度は「ほんまも
ん事業」を実施しました。その結果、各店の意識や狙いに
は差があることも分かりました｡今年度は、目指そうとする
方向を明確にして進めていきたいと考えています。また、
空き店舗の一時利用は、情報収集から始め、次年度に向
けて、方向性や事業内容を明確にしていきます｡

(髙杉リーダー・大井世話役)

■ＳＣＣ - 自転車で回遊させる -

●ＳＡＫＡⅠ散走による魅力発信事業

●さかいコミュニティサイクル事業

「堺散走で､堺の良いところを知ってもらう｣､｢コミュニティサ
イクル事業の高度化を目指す」を２本柱で進めています。
昨年度は、外国人留学生等を対象にした散走体験に取り
組み、幅広い意見を聞き出すことができました｡今年度は、
堺の魅力を発信するため「散走アンバサダーの養成」に取
り組み、更に､ショップ規模での企画などを発信する｢情報
発信の拠点づくり｣を図っていきたいと考えています。

「散走アンバサダー養成講座」は10月6日（土）に開催しま

す。午前中は座学を行い､午後から散走を実施します。修
了者には「散走アンバサダー修了証｣を発行します。

(遠藤リーダー)
■チームＴＥ - 伝統産業で集客する -

●伝統産業の拠点開発､街並み形成検討事業

昆布会館、線香会館等､各伝統産業の見学と体験が同時
にできる場をつくっていくことを目的に事業を進めています。
5年先、10年先を見据えた長期計画で取り組んでおり、｢体
験の商品化｣を含めたＳＤＲ （堺伝統産業リゾート）構想を

なども描いています。今年度は、先行事例の視察も行って
います｡ (奥野リーダー)

第2回 まちづくり部会 （新しく参加を希望される方は事前にご連絡ください）

平成30年10月26日（金） 16時30分～18時 *開催場所はｺﾜｰｷﾝｸﾞSP ＬＲ

平成
3 0年度

堺市中心市街地活性化協議会事務局 堺市堺区中瓦町1丁4番21号 堺すまいまちづくり公社内
TEL：072-222-4050 FAX：072-222-4063

まちづくり部会
facebookページ

ご参加下さい （お問合せ･申し込み先）
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自　平成30年04月01日

至　平成31年 3月31日

1. 収入の部 （単位：円）

項　　目 予算額 決算額 摘　　　　　　要

事業負担金 6,000,000 6,000,000

（5,500,000) （5,500,000)  中心市街地整備推進機構（堺市住宅供給公社）負担金

(500,000) (500,000)  堺商工会議所負担金

協　賛　金 2,000,000 2,127,000

補　助　金 3,000,000 3,000,000 堺市補助金（堺市中心市街地まちづくり支援事業補金）

利 　　 息 - 42 普通預金利息

当期収入合計 11,000,000 11,127,042

前期繰越
収支差額

1,311,916 1,311,916 平成29年度繰越金

収入合計 12,311,916 12,438,958

2. 支出の部 （単位：円）

項　　目 当初予算額 決算額 摘　　　　　　要

会  議  費 145,000 128,540 会議開催費 等

旅費交通費 5,000 2,640 イルミネーション関連交通費 等

消耗品費 1,540,000 798,529
イルミネーション資材費
スタンプラリー資材費 等

印刷製本費 450,000 149,028
イルミネーションチラシ印刷費
フォトコンテスト作品印刷費 等

光熱水料費 65,000 72,026 イルミネーション電気使用料

支払手数料 6,000 4,860 振込手数料

租税公課 40,000 9,000
印紙代
証紙代

委　託　料 1,080,000 684,028
巡回警備業務費
バナーフラッグ制作業務費 等

工　事　費 8,800,000 9,882,000 イルミネーション設置等工事費

諸  謝  金 65,000 121,700 イルミネーション点灯式司会者等謝礼

通信運搬費 35,000 52,284
切手代
フォトコンテスト商品郵送費 等

雑　　　費 80,000 0 まちづくり部会運営支援費

予　備　費 916 0

当期支出合計 12,311,916 11,904,635

3. 収支決算額

収入の部 12,438,958 円

支出の部 11,904,635 円

収支差額 534,323 円（平成31年度へ繰越）

   

平成30年度　決算報告書

議 案 第３号
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議 案 第４号 

令和元年度事業計画（案） 

 

１．堺市中心市街地活性化協議会、各会議の開催について 

本協議会は、認定を受けた「堺市中心市街地活性化基本計画」の実施に際し、中心市街地の活性

化の総合的かつ一体的な推進に必要な事項について協議を行う。 

（１）堺市中心市街地活性化協議会 

（２）堺市中心市街地活性化協議会幹事会 

（３）堺東合同ワーキンググループ会議 

（４）プロジェクトチーム会議 

 

２． 堺桜
おう

彩
さい

イルミネーション２０１９事業について 

（設置場所及び設置内容） 

・大小路筋歩道街路樹を中心としたイルミネーションの飾りつけを行う。事業の詳細については、

堺桜彩イルミネーション２０１９合同会議等が主体となって、協議した上で決定する。 

 

（方針） 

・商業者、地域関係者及び行政が協働し、中心市街地全体の活性化へ繋がるよう事業を進める。 

・中心市街地の企業・団体から協賛を募りながら事業を進める。 

 

（点灯期間） 

・令和元年１１月２９日～令和２年１月１５日 

  

（実施内容） 

・イルミネーション点灯式の実施 

・同時開催されるプロジェクションマッピング（実行委員会事務局：堺市広報部シティプロモーシ

ョン担当）との連携 

・大阪の夜を彩る光のミュージアム「大阪・光の饗宴２０１９」のエリアプログラムへの参画 
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３．堺東商店街自転車対策検討プロジェクトチーム会議について 

・堺東商店街において、中心市街地活性化に資する自転車と共生するまちづくりをめざして、商業

者と地域関係者及び行政が協働して、プロジェクトチームが主体となって検討を進めていく。 

・「堺東商店街自転車マナーアップデー」の実施 

毎月８日 １８時～１８時３０分（土日祝の場合は翌日）。 

・放置自転車問題や商店街内での自転車押し歩きを推進するため、啓発活動に協力いただける「自

転車マナーアップ協力店」の募集拡大 

 

４．まちづくり部会について 

まちづくり部会において導出し、堺市中心市街地活性化基本計画に追加記載された事業について、

これまでに引き続き民間事業者が主体となって、事業を継続発展させるための事業推進体制の確立

に向けた協議調整を推進していく。今年度の実施方針はチーム別に以下のとおりである。 

チームＴＥ（伝統産業で集客する） 

・研修、視察を行い、伝統産業の拠点開発、体験の商品化を継続するほか、インバウンド

対応の土産品開発等を進める。 

ＳＣＣ（自転車で回遊させる） 

・堺散走アンバサダー養成講座を今後も継続する。 

・堺市のコミュニティサイクルの高度化事業との関わり方をチーム内で協議する。 

堺の商人（商人が共同して盛りあげる） 

・｢ほんまもん事業｣は、方向性を再検討して継続する。 

・「空き店舗一時利用」では取り組む内容や方向性を検討する。 

 

５．中心市街地活性化のための協働化事業について 

堺東合同ワーキンググループ会議やまちづくり部会、各種プロジェクトチーム会議での協議を通

じ、中心市街地１９０ha 全域や、各地域それぞれの取組みの相互連携を図り、相乗効果によるまち

の賑わい創出に向けた取組みを推進していく。 

快適な暮らしとまちの賑わいが持続する中心市街地の再生により、堺の玄関にふさわしいまちの

顔づくりが実現できるように、堺・山之口・堺東の３エリアを横断的に連携して 190ha の一体性を

高めるとともに、居住者・生産者・商業者・来街者・行政それぞれの観点から取組みの意義を再点

検してブラッシュアップを図るための議論を交わしていく。 
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1. 収入の部
（単位：円）

項目 金　　額 摘要

負担金 21,000,000 　堺市負担金

3,750,000 堺まちづくり株式会社負担金

500,000 堺商工会議所負担金

協賛金 2,000,000

補助金 12,500,000 堺市補助金（堺市中心市街地活性化事業支援補助金）

利息 預金利息

当期収入合計 39,750,000

前期繰越
収支差額

534,323 平成30年度繰越金

収入合計 40,284,323

2. 支出の部
（単位：円）

項目 金　　額 摘要

会議費 130,000  会議開催費等

旅費交通費 5,000 イルミネーション関連交通費　等

消耗品費 1,000,000 イルミネーション資材費、事務用品費等

印刷製本費 400,000
イルミネーションポスター、チラシ印刷費
中心市街地活性化協議会資料印刷費

光熱水料費 100,000 イルミネーション電気使用量

支払手数料 15,000  振込手数料

租税公課 30,000 印紙代、証紙代

委託料 29,230,000 協議会運営費、イルミネーション運営費等

工事費 9,200,000 イルミネーション設置工事費等

諸謝金 100,000 イルミネーション点灯式司会者等謝礼

通信運搬費 50,000 切手代等

雑費 20,000 まちづくり部会運営支援費(仮)

予備費 4,323

計 40,284,323

収入の部 40,284,323

支出の部 40,284,323

収支差額 0

令和元年度　予算（案）　
議 案 第５号
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堺市中心市街地の活性化に向けたまちづくりに関する協定書 

 

堺市（以下「甲」という。）と堺市中心市街地活性化協議会（以下「乙」という。）は、本
市の中心市街地のまちづくりについて、次のとおり協定（以下「本協定」という）を締結す
る。 
 
（目的） 
第 1条 本協定は、甲及び乙が、中心市街地における都市魅力の創出等に向けて、相互に連

携・協力することにより、中心市街地の活性化を図ることを目的とする。 
 
（中心市街地の範囲） 
第 2条 中心市街地の範囲は、別紙「範囲図」とする。 
 
（連携・協力内容） 
第 3条 甲及び乙は、本協定の目的を実現するため、次に掲げる事項について連携・協力を

図ることを確認する。 
(1) 新たな都市魅力の創出に関すること。 
(2) 楽しく回遊できる堺市中心市街地の形成に関すること。 
(3) まちの賑わいにつながる魅力の向上に関すること。 
(4) 前 3号に掲げるもののほか、甲乙の連携・協力が必要と認められること。 

 
（費用負担） 
第 4 条 甲と乙は事業年度ごとに「堺市中心市街地におけるまちづくりに係る負担金に関

する覚書」を締結し、本協定に基づく連携・協力において発生する費用の負担及びその
支出の時期等を決定するものとする。 

 
（守秘義務） 
第 5条 乙は、本協定による連携・協力により知りえた情報についての守秘義務を負う。こ

の協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。 
 
（個人情報の取扱い） 
第 6 条 乙は、本協定による連携・協力を行うにあたって、堺市個人情報保護条例(平成

14 年条例第 38 号)と併せ、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 
 
（損害賠償） 
第 7条 乙の責めに帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害

を賠償しなければならない。 
 
（その他） 
第 8 条 本協定に定めのない事項又は本協定について疑義が生じた場合は、その都度甲乙

協議のうえ決定するものとする。 
 
本協定締結の証として、本書 2通を作成し、甲及び乙それぞれ記名押印のうえ、各 1通を

保有するものとする。 
 

 令和元年  月  日 

                     甲 

大阪府堺市堺区南瓦町 3番 1号 
堺市 
 代表者 堺市長 永藤 英機 

                     乙 

大阪府堺市堺区 2丁 3番 18 号 
堺市中心市街地活性化協議会 
 代表者 会長 隈元 英輔 
 

  

議 案 第６号 
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報告事項資料 
  



 

報告事項 第１号 

 

堺市中心市街地活性化協議会監事の交代について 

 

堺市中心市街地活性化協議会規約 第１６条により、下記の者を堺市中心市街地活

性化協議会監事に指名する。 

 

記 

 

 

１．地域経済関係者として、 

  大阪ガス株式会社 南部地区 副支配人 松下 繁雄 

 

２．堺市として、 

  堺市建築都市局 都市再生部 都心まちづくり課 課長 市川 行則 

 

 

以上 

 

 

 （根拠規程） 

  協議会規約 第１６条 

協議会の出納を監査するため、監事２名を置く。 

２ 監事は、会長が指名する者をもって充てる。 

 



 

報告事項 第２号 

 

堺市中心市街地活性化協議会幹事会幹事の交代について 

 

堺市中心市街地活性化協議会幹事会規程 第５条により、下記の者を堺市中心市街

地活性化協議会幹事に指名する。 

 

記 

 

 

１．堺市として、 

  堺市建築都市局都市再生部   部長 澤中 健 

 

  堺市建設局自転車まちづくり部 部長 加藤 雅明 

 

   

 

以上 

 

 

 （根拠規程） 

  幹事会規程 第５条 

   幹事は、会長が指名する者をもって充てる。 



 

 

 

 

 

 

 

その他 資料 

 
 



店舗等

店舗等

店舗等
店舗等

歩行者デッキ

駅前歩行者空間

住宅 タワーパーキング（住宅用）

店舗等駐車場

住宅駐車場動線

店舗等駐車場動線

堺東駅南地区市街地再開発事業の概要

○事業スケジュール

・平成２９年３⽉〜 平成３０年５⽉ 除却工事
・平成３０年５⽉〜 施設建築物工事
・令和 ２年度末 施設建築物工事完了

○事業概要

・事業名︓堺東駅南地区第⼀種市街地再開発事業
・⾼さ︓約85m（地下2階・地上24階）
・主要⽤途︓商業・業務、住宅（約330⼾）

駐⾞場（店舗約50台、住宅約170台）
・公共施設︓道路（駅前歩⾏者空間等）、歩⾏者デッキ

○事業目的

旧ジョルノビルを、商業・都市型住宅等を主要
⽤途とした建築物に建て替え、あわせて歩⾏者
デッキの改修・再整備・新設や歩⾏者空間の拡幅
などの公共施設整備を⾏う。

建設の状況（令和元年５月現在）

都心まちづくり課



〇事業目的
　博愛ビルを建替え、商業施設等を導入し、堺東駅前の賑わい
創出に資する施設として整備を⾏うことにより、「新たな都市
魅⼒創出による街の顔づくり」に資する事業である。

〇事業概要
・事業名︓博愛ビル活⽤事業
・⾼さ︓３９．３０ｍ（地上12階）
・主⽤途︓宿泊・飲⾷
・公益⽤途︓集会所、オープンスタジオ等

〇事業者
施設整備法⼈︓ ABホテル株式会社
設計 株式会社けんちくの種
施工 株式会社哲建

〇事業スケジュール
施設設計
除却工事
仮設工事

・令和元年6⽉初旬〜  本体工事
・令和２年夏頃   竣工予定

堺まちづくり株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　博愛ビル活⽤事業の概要 　　　　　　　　 

・平成30年4⽉〜11⽉　 
・平成30年3⽉〜9⽉　　 
・令和元年5⽉末〜



堺保健センター・市民駐車場等整備事業の概要

○事業スケジュール

令和元年６⽉ 着工予定
令和３年夏ごろ 竣工予定

○事業概要

【新築工事】
建築⾯積︓２，１９６．８８㎡
延床⾯積︓１１，７３６．４２㎡
構造︓鉄骨造 ⾼さ︓２９．６２ｍ
階数︓保健センター棟 地上４階

駐⾞場棟 地上７階

○事業目的

市⺠の利便性の向上を図るとともに、区役所内の
連携強化を進めるため、堺区の保健センターを区役所
（本庁舎）敷地内に移転整備します。
併せて、市⺠駐⾞場、駐輪場及びバイク置き場を

整備します。

総務課
堺区堺保健センター

○配置図
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氏　　名 所　　属　・　役　職　等 備　　考

堺まちづくり株式会社 共同設置者
事務局長 (幹事長)
中心市街地整備推進機構（堺市住宅供給公社） 共同設置者
事務局長兼まちづくり担当 (副幹事長)
堺商工会議所 共同設置者
理事 (副幹事長)
堺銀座商店街
会長
堺東中瓦町商店街振興組合
副理事長
堺銀座西商店街振興組合
理事長
堺東駅前商店街振興組合
理事長
堺東駅南地区再開発株式会社
取締役
堺銀座南商店街 商業者
そや堺 ええ街つくり隊 隊長 まちづくり組織
堺銀座北商店街組合
会長
堺東商店街商業協同組合
理事長
一九商店会
会長
堺山之口連合商店街振興組合
代表理事
堺駅前商店会
会長　
熊野校区自治連合協議会
会長
安井校区自治連合協議会
会長
市校区自治連合協議会
会長
英彰校区自治連合協議会
相談役
榎校区自治連合協議会
常任相談役
三国丘校区自治連合協議会
会長
堺市消費生活協議会
副会長
大小路界隈『夢』倶楽部
街並部 会長
南海電気鉄道株式会社
営業推進室　なんば・まち創造部 課長
南海バス株式会社
企画課長
株式会社 高島屋　
堺店 店長
株式会社 ヤマハミュージックリテイリング
堺店 店長代行
国土交通省近畿地方整備局
営繕部 調整課長
公益社団法人 堺観光コンベンション協会
事務局長
堺市文化観光局
文化部 部長
堺市産業振興局
商工労働部 部長
堺市建築都市局
都市再生部 部長
堺市建設局
自転車まちづくり部　部長

矢本　憲久 商業者

堺市中心市街地活性化協議会幹事会名簿

平成３１年４月１日現在（敬称略）

野口　和義

長谷川　和彦

林　義昭

阪本　雅俊 商業者

小西　幹夫 商業者

藪内　義理 商業者

坂口　庸一 商業者

今井　義夫 再開発事業者

高岡　武史

本島　秀晃 商業者

岡下　明人 商業者

澤木　一仁 商業者

片山    勇 商業者

奴井　保雄 地域自治会

西村　和男 地域自治会

桂  　春宜 地域自治会

西村　昭三 地域自治会

下原　武雄 地域自治会

早川　　弘 地域自治会

大町むら子 消費者

三田　耕三 まちづくり組織

脇田　和憲 交通事業者

芥子　孝満 交通事業者

細川　勝行 商業者

門田　　潔 商業者

木下　賢司 関係省庁

佐藤　郁子 関係機関

左近　考明 堺市

森岡　宏行 堺市

澤中　健 堺市

加藤　雅明 堺市
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氏　　名 所　　属　・　役　職　等 備　　考

堺まちづくり株式会社 共同設置者
事務局長 (幹事長)
堺商工会議所 共同設置者
理事 (副幹事長)
堺銀座商店街
会長
堺東中瓦町商店街振興組合
副理事長
堺銀座西商店街振興組合
理事長
堺東駅前商店街振興組合
理事長
堺東駅南地区再開発株式会社
取締役
堺銀座南商店街 商業者
そや堺 ええ街つくり隊 隊長 まちづくり組織
堺銀座北商店街組合
会長
堺東商店街商業協同組合
理事長
一九商店会
会長
堺山之口連合商店街振興組合
代表理事
堺駅前商店会
会長　
熊野校区自治連合協議会
会長
安井校区自治連合協議会
会長
市校区自治連合協議会
会長
英彰校区自治連合協議会
相談役
榎校区自治連合協議会
常任相談役
三国丘校区自治連合協議会
会長
堺市消費生活協議会
副会長
大小路界隈『夢』倶楽部
街並部 会長
南海電気鉄道株式会社
営業推進室　なんば・まち創造部 課長
南海バス株式会社
企画課長
株式会社 高島屋　
堺店 店長
株式会社 ヤマハミュージックリテイリング
堺店 店長代行
堺市住宅供給公社
事務局長兼まちづくり担当
国土交通省近畿地方整備局
営繕部 調整課長
公益社団法人 堺観光コンベンション協会
事務局長
堺市文化観光局
文化部 部長
堺市産業振興局
商工労働部 部長
堺市建築都市局
都市再生部 部長
堺市建設局
自転車まちづくり部　部長

澤中　健 堺市

加藤　雅明 堺市

佐藤　郁子 関係機関

左近　考明 堺市

森岡　宏行 堺市

門田　　潔 商業者

木下　賢司 関係省庁

長谷川　和彦

脇田　和憲 交通事業者

芥子　孝満 交通事業者

細川　勝行 商業者

早川　　弘 地域自治会

大町むら子 消費者

三田　耕三 まちづくり組織

堺市中心市街地活性化協議会幹事会名簿(予定)

令和元年７月１日現在（敬称略）※ただし幹事名等は4月1日現在の名称としています。

野口　和義

坂口　庸一 商業者

今井　義夫 再開発事業者

高岡　武史

本島　秀晃 商業者

岡下　明人 商業者

澤木　一仁 商業者

片山    勇

林　義昭

阪本　雅俊 商業者

小西　幹夫 商業者

藪内　義理 商業者

まちづくり組織

矢本　憲久 商業者

商業者

奴井　保雄 地域自治会

西村　和男 地域自治会

桂  　春宜 地域自治会

西村　昭三 地域自治会

下原　武雄 地域自治会
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堺市中心市街地活性化協議会幹事会規程 

最終改正 平成３１年１月１０日 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、堺市中心市街地活性化協議会（以下「協議会」という。）規約第１

３条第２項の規定に基づき、堺市中心市街地活性化協議会幹事会（以下「幹事会」と

いう。）の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（所掌事項） 

第２条 幹事会は、協議会の会長（以下「会長」という。）の指示を受け、次に掲げる事

項を所掌する。 

(1) 法第９条第２項各号に掲げる事項についての必要な協議又は調整に関する事項 

(2) 本規程第７条により専門部会が設置された場合、その運営に関する事項 

(3) その他、会長が別に指示する事項 

 

（組織） 

第３条 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。 

 

（幹事長及び副幹事長） 

第４条 幹事長は、堺まちづくり株式会社事務局長をもって充てる。 

２ 副幹事長は、幹事長が指名する者をもって充てる。 

３ 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき又は幹事長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

 

（幹事） 

第５条 幹事は、会長が指名する者をもって充てる。 

 

（会議） 

第６条 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集する。 

２ 幹事長は、幹事会を主催し、会議の議長となる。 

３ 幹事長は、必要に応じて幹事会に関係者等の出席を求めることができる。 

 

（専門部会） 

第７条 幹事会は、本規程第２条について専門的に協議し、事業化に向けた検討を行う

ために、専門部会を置くことができる。 

参考資料 ２ 



 

 

 

（報告） 

第８条 幹事長は、幹事会の協議の経過及び結果について会長に報告しなければならな

い。 

 

（補則） 

第９条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、幹事長が別に定める。 

 

   附則 

 この規程は、平成１９年１１月３０日から施行する。 

   附則 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附則 

この規程は、平成２３年１１月１日から施行する。 

   附則 

この規程は、平成２５年３月２１日から施行する。 

附則 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

附則 

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 



氏　　名 所　　属　・　役　職　等 備　　考

堺まちづくり株式会社 共同設置者

代表取締役 (会長)

中心市街地整備推進機構（堺市住宅供給公社） 共同設置者

理事長 （副会長）

堺商工会議所 共同設置者

専務理事 （副会長）

堺市商店連合会

会長

堺区自治連合協議会

会長

堺市消費生活協議会

会長

大小路界隈『夢』倶楽部

代表幹事

堺東駅南地区再開発株式会社

代表取締役

南海電気鉄道株式会社

営業推進室　なんば・まち創造部長

南海バス株式会社

取締役企画部長

阪堺電気軌道株式会社

常務取締役 総務部長

堺ホテル協会

東横ＩＮＮ堺東駅 支配人

関西電力株式会社　大阪南営業部

ビジネス営業グループ マネージャー

大阪ガス株式会社

南部地区 支配人

株式会社 日本政策金融公庫 堺支店

国民生活事業統轄

国土交通省近畿地方整備局

営繕部 営繕調査官

堺市文化観光局

局長

堺市産業振興局

局長

堺市建築都市局

局長

堺市建設局

局長

大阪ガス株式会社

監 南部地区 副支配人

事 堺市建築都市局 都市再生部 都心まちづくり課

課長

大阪府堺警察署

オ 署長

ブ 一般財団法人 民間都市開発推進機構

ザ 企画部 調査計画課長 兼 中心市街地活性化支援室

｜ 独立行政法人 中小企業基盤整備機構

バ 高度化事業部　まちづくり推進室長

｜ 独立行政法人 都市再生機構 西日本支社

都市再生業務部 事業企画課担当課長

松沢　亨 関係機関

八木橋　功 関係機関

市川　行則 堺市

大原　克則 関係機関

三本　泰明 関係機関

窪園　伸一 堺市

中辻　益治 堺市

松下　繁雄 地域経済

福岡　芳明 関係省庁

宮前　　誠 堺市

花野　健治 堺市

高橋　聖 地域経済

員 土井　　隆 地域経済

上田　典生 交通事業者

出原　マドカ 観光事業者

松本　隆信 地域経済

二上　 　始 再開発事業者

和田　 真治 交通事業者

松平　康一 交通事業者

奥野　圭作 まちづくり組織

堺市中心市街地活性化協議会名簿

平成３１年４月１日現在（敬称略）

隈元　英輔

北田　靖浩

野口　徹

辰野　邦次 商業者

久保　照男 地域代表者

委 山口　典子 消費者
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氏　　名 所　　属　・　役　職　等 備　　考

堺まちづくり株式会社 共同設置者

代表取締役 (会長)

堺商工会議所 共同設置者

専務理事 （副会長）

堺市商店連合会

会長

堺区自治連合協議会

会長

堺市消費生活協議会

会長

大小路界隈『夢』倶楽部

代表幹事

堺東駅南地区再開発株式会社

代表取締役

南海電気鉄道株式会社

営業推進室　なんば・まち創造部長

南海バス株式会社

常務取締役企画部長

阪堺電気軌道株式会社

常務取締役 総務部長

堺ホテル協会

東横ＩＮＮ堺東駅 支配人

関西電力株式会社　大阪南営業部

ビジネス営業グループ マネージャー

大阪ガス株式会社

南部地区 支配人

株式会社 日本政策金融公庫 堺支店

国民生活事業統轄

中心市街地整備推進機構（堺市住宅供給公社）

理事長

国土交通省近畿地方整備局

営繕部 営繕調査官

堺市文化観光局

局長

堺市産業振興局

局長

堺市建築都市局

局長

堺市建設局

局長

大阪ガス株式会社

監 南部地区 副支配人

事 堺市建築都市局 都市再生部 都心まちづくり課

課長

大阪府堺警察署

オ 署長

ブ 一般財団法人 民間都市開発推進機構

ザ 企画部 調査計画課長 兼 中心市街地活性化支援室

｜ 独立行政法人 中小企業基盤整備機構

バ 高度化事業部　まちづくり推進室長

｜ 独立行政法人 都市再生機構 西日本支社

都市再生業務部 事業企画課担当課長

奥野　圭作 まちづくり組織

堺市中心市街地活性化協議会名簿(予定)

令和元年７月１日現在（敬称略）※ただし委員名等は4月1日現在の名称としています。

隈元　英輔

委

北田　靖浩

野口　徹

辰野　邦次 商業者

まちづくり組織

久保　照男 地域代表者

山口　典子 消費者

二上　 　始 再開発事業者

和田　 真治 交通事業者

松平　康一 交通事業者

上田　典生 交通事業者

出原　マドカ 観光事業者

松本　隆信 地域経済

高橋　聖 地域経済

員 土井　　隆 地域経済

福岡　芳明 関係省庁

宮前　　誠 堺市

花野　健治 堺市

窪園　伸一 堺市

中辻　益治 堺市

松下　繁雄 地域経済

松沢　亨 関係機関

八木橋　功 関係機関

市川　行則 堺市

大原　克則 関係機関

三本　泰明 関係機関
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堺市中心市街地活性化協議会規約 
最終改正 平成３１年２月１日 

 

（協議会の設置） 

第１条 中心市街地整備推進機構（堺市住宅供給公社）、堺まちづくり株式会社及び堺商

工会議所は、中心市街地の活性化に関する法律（平成１０年法律第９２号。以下「法」

という。）第１５条第１項の規定に基づき、共同で中心市街地活性化協議会を設置す

る。 

 

（名 称） 

第２条 前条に規定する中心市街地活性化協議会は、堺市中心市街地活性化協議会（以

下「協議会」という。）と称する。 

 

（目 的） 

第３条 協議会は、堺市の中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総

合的かつ一体的に推進するため、堺市が作成する中心市街地活性化基本計画、並びに

認定基本計画の実施に関し、必要な事項を協議し、その実施に寄与することを目的と

する。 

 

(活 動) 

第４条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

(1)  堺市が作成する中心市街地活性化基本計画及び認定基本計画並びにその実施に

関し、必要な事項についての意見提出 

(2)  中心市街地の活性化に関する事業の総合調整 

(3)  中心市街地の活性化に関する関係者相互の意見及び情報交換 

(4)  中心市街地の活性化に寄与する調査研究の実施 

(5)  中心市街地の活性化のための研修会等の実施 

(6)  中心市街地の活性化に係る事業に関すること 

(7)  その他中心市街地の活性化に関すること 

 

（協議会の事務所） 

第５条 協議会の事務所は、堺市堺区中瓦町２丁３番１８号堺まちづくり株式会社内に

置く。 

参考資料 ４ 



 

 

 

（協議会の構成員） 

第６条 協議会は、次の者をもって構成する。 

(1)中心市街地整備推進機構（堺市住宅供給公社） 

(2) 堺まちづくり株式会社 

(3) 堺商工会議所 

(4) 堺市 

(5) 法第１５条第４項 第１号及び第２号に規定する者 

(6) 前各号に掲げるもののほか、協議会において特に必要があると認める者 

２ 前項第5号に該当する者であって、協議会の構成員でないものは、自己を協議会の

構成員として加えるよう協議会に申し出ることができる。この場合においては、協議

会は、正当な理由がある場合を除き、当該申出を拒むことができない。 

３ 前項の申出により協議会の構成員となった者は、第１項第5号に規定する者でなく

なったとき、又はなくなったと認められるときは、協議会を脱会するものとする。 

 

（協議会の組織） 

第７条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 

 

（会長及び副会長） 

第８条 会長は、堺まちづくり株式会社の代表取締役をもって充てる。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長が指名する者をもって充てる。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職

務を代理する。 

 

（委 員） 

第９条 委員は、第６条各号に掲げる者が指名する者をもって充てる。 

２ 委員が所属等の異動等により交代した場合は、その職に該当する者が委員の職を引

き継ぐものとする。 

 

（会 議） 

第１０条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

２ 会長は、会議を招集するときは、会議の開催場所及び日時並びに会議に付すべき事

項をあらかじめ委員に通知しなければならない。 

３ 会長は、会議の議長となる。 



 

 

４ 会議は、代理出席を合わせて半数以上の出席をもって成立し、その議決については

出席者の過半数の同意を必要とする。 

５ 会議の決議において、可否同数のときは、議長がこれを決する。 

 

（書面表決等） 

第１１条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない委員は、あらかじめ通知され

た事項について、書面をもって表決することができる。この場合において、その委員

は会議に出席したものとみなす。 

２ 会長は、緊急を要する事項または簡易な事項については、書面により各委員の賛否

を求めて会議の議決に代えることができる。 

 

（協議結果の尊重） 

第１２条 協議会の構成員は、会議において協議が整った事項について、その協議結果

を尊重しなければならない。 

 

（幹事会の設置） 

第１３条 法第９条第２項各号に掲げる事項について必要な協議又は調整を行うため、

幹事会を置くことができる。 

２ 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（事務局） 

第１４条 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局の運営に必要な事項は、堺まちづくり株式会社が処理する。 

 

（経費の負担） 

第１５条 協議会の運営に要する経費は、協議会の予算の定めるところにより、負担金、

補助金、繰越金その他の収入により負担するものとする。 

 

（協議会の監査） 

第１６条 協議会の出納を監査するため、監事２名を置く。 

２ 監事は、会長が指名する者をもって充てる。 

３ 監事は、第１項に規定する監査を行ったときは、その結果を会長に報告しなければ

ならない。 

 

 



 

 

（財務に関する事項） 

第１７条 協議会の財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（解散の場合の措置） 

第１８条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち

切り、堺まちづくり株式会社がこれを決算する。 

 

（補 則） 

第１９条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮

って定める。 

 

   附則 

 この規約は、平成１９年１１月３０日から施行する。 

 

   附則（平成２１年７月２３日） 

 この規約は、平成２１年８月１日から施行する。 

 

   附則（平成２３年１０月１２日） 

この規約は、平成２３年１１月１日から施行する。 

 

   附則（平成２５年３月２１日） 

この規約は、平成２５年３月２１日から施行する。 

 

   附則（平成２５年３月２７日） 

この規約は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

   附則（平成３１年２月1日） 

この規約は、平成３１年４月１日から施行する。 
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