
西区　平成２８年度　区運営方針（案）

１．主な現状と課題

西区は、広大な緑の空間を抱える荒川、桜並木の美しい鴨川やびん沼川などが

巡り、大宮花の丘農林公苑や錦乃原桜草園など自然環境に恵まれており、区の花

「アジサイ」もまちに溶け込んだ、「水と緑と花のまち」です。 また、市指定無形民俗文

化財に指定されている「秋葉ささら獅子舞」や「指扇の餅搗き踊り」など、民俗

芸能が今も親しまれ、地域文化が息づいたまちでもあります。

西区では、これら地域資源を活用しながら、訪れてみたい、住んでみたい、住

んで良かった・住み続けたい、と思えるまちにするため、「安全・安心」、「活

力」、「子育て」、「健康・福祉」、「明るい区役所づくり」を柱として、地域

防災力や地域防犯力の向上、生活環境の整備、子育て支援や健康づくりの取組を

重点的に行い、区民との協働により推進していくことが求められています。

（１）安全で、安心して暮らせるまちづくり

（２）活力あるまちづくり

西区は自然環境に恵まれていることに加え、三橋総合公園や秋葉の森総合公

園など、特色ある公園が多く存在しています。

また、荒川の沿岸には荒川サイクリングロードを始めとしたスポーツ・レク

リエーション施設も多く、区民の憩いの場となっています。

これらの多彩な資源を生かすとともに、古くから伝わる民俗芸能の継承、区

の花アジサイの活用、区内に練習場がある大宮アルディージャとの連携を図る

など、地域資源を活用したまちづくりに取り組む必要があります。

① 区の特色を生かしたまちづくり

西区では、関係機関と連携し、区内の治安維持のために防犯意識の向上を図

り、万が一の災害に対応するため、防災意識の向上、対応策に取り組んでいく

必要があります。また、生活環境の整備として、道路の緊急修繕や交通安全施

設の維持管理、道路照明灯のＬＥＤ化、交通安全啓発などに取り組むことによ

り、安全・安心なまちづくりを推進していく必要があります。

防災研修会 起震車避難訓練

西来るフェスタ 西区少年少女サッカー教室

道路照明灯のLED化
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② 区民との協働によるまちづくり

区民との協働によるまちづくりを実現するには、区民

から多種・多様な意見や提案を聞き、地域が抱えてい

る問題や課題について区民とともに協議していくことが

必要です。

また、区民が自主的・主体的に取り組む地域のまち

づくり活動に対して、さらに自主性を高められるような

支援が求められています。

西区ふれあいまつり

（４）高齢者が生き生きと生活できるまちづくり

高齢者が、住み慣れた地域でいつまでも生きがいを

持って暮らし続けることは、高齢者の自立と安心して長

生きできる地域社会の実現につながります。

そのためには、健康寿命の延伸や健康づくり事業な

どの支援が必要です。
健康づくり講演

（３）子育てしやすいまちづくり

子育て世代にあった保健福祉、教育、交流の充実を

図り、子育ての不安などを軽減する必要があります。

そのためには、区内にある子育て支援機関が連携

を深め、子育て世帯の交流の場を提供するとともに、

育児相談の実施や子育て支援情報を発信するなど、

地域に根ざした子育て支援体制を構築することが必要

です。

西区子育て支援フェア

接遇研修（高齢者疑似体験）

（５）明るい区役所づくり

区民の一番身近な区役所を、より親しみやすく、利用しやすくするため、窓口

環境を整備するとともに、職員の育成が必要です。

また、区役所が身近に感じられるよう市民ホール等を活用し、区役所に足を運

びやすくする仕組みづくりも必要です。

西区ロビーコンサート

-387-



２．基本方針・区分別主要事業

（１）安全で、安心して暮らせるまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

1 土木緊急修繕・交通安 150,589 150,736 区民の要望や職員パトロールにより、迅速な

全施設維持管理事業 (150,589) (150,736) 修繕等を実施

〔くらし応援室〕

2 ヒヤリハットマップ 292 195 小学校通学路の危険箇所を表示したマップを

作成事業 (292) (195) 学校及びＰＴＡと連携して作成

〔くらし応援室〕

3 西区減災事業 716 1,025 地域の防災リーダー及び区民を対象とした防

〔総務課〕 (716) (1,025) 災研修会の開催

4 防犯（啓発）事業 1,125 966 西区防犯のつどい（西区安心・安全ネット

〔総務課〕 (1,125) (966) ワーク協議会主催、西警察署・西区共催）を

開催

（２）活力あるまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

5 西区ふれあいまつり 7,146 7,146 郷土意識の醸成と地域連帯を深めるため、ふ

〔コミュニティ課〕 (7,146) (7,146) れあいまつりを開催

6 西来るフェスタ 3,405 3,348 サイクリングロードを生かした、サイクル

〔コミュニティ課〕 (3,405) (3,348) フェスタの開催

7 倍増ウォーキング講習会 183 223 健康づくり、仲間づくり及び地域づくりのた

〔コミュニティ課〕 (183) (223) め、西区ウォーキング講習会を開催

8 西区花と緑のまちづく 1,263 915 ボランティア団体との協働により、市遊休地

り推進事業 (1,263) (915) などで花壇づくりを実施

〔コミュニティ課〕

区の将来像である「水と緑と花のまち」～豊かな自然と歴史文化を活かす、すべての人と

生活にやさしい、潤いあるまちづくり～の実現に向け、安全で安心して暮らせるまちづく

り、活力あるまちづくり、子育て支援、高齢者支援、明るい区役所づくりなど、各種事業に

取り組みます。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１３事業　　成長 … 成長戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
　　　　　行革 … 行財政改革推進プラン２０１３事業
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

9 区民会議、市民活動 3,533 3,447 区民が主体となって諸課題を協議する区民会

ネットワーク支援 (3,533) (3,447) 議や、市民活動登録団体への支援

〔コミュニティ課〕

10 区ＰＲ事業 2,017 1,955 ウォーキングの新規コース紹介リーフレット

〔コミュニティ課〕 (2,017) (1,955) の作成及び既存リーフレット等の改訂・増刷

（３）子育てしやすいまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

11 子育て支援フェア 1,675 1,545 子育ての不安軽減を図り、地域の支援体制を

〔支援課〕 (1,675) (1,545) 強化するためのフェアを開催

（４）高齢者が生き生きと生活できるまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

12 新規 西区健幸フェスティバル 140 0 高齢者が住み慣れた地域でいつまでも生き生

〔高齢介護課〕 (140) (0) きとした生活を過ごすため、健康づくりを

テーマとした講演会及び脳活トレーニング教

室を開催

（５）明るい区役所づくりに努めます。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

13 ロビーコンサート 241 241 西区に所縁のある音楽家を招きコンサートを

〔コミュニティ課〕 (241) (241) 実施

14 拡大職員研修 181 140 接遇研修・安全運転研修等の実施

〔総務課〕 (181) (140)

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１３事業　　成長 … 成長戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
　　　　　行革 … 行財政改革推進プラン２０１３事業
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３．見直し事業一覧
（単位：千円）

課名 見直し事業名
見直しの理由及び内容

（代替事業等があれば記載）
コスト
削減額

コミュニティ課
アジサイ作品展の見
直し

アジサイ作品展の展示方法等を見直し、橋上化され
た指扇駅自由通路での常設展示により、アジサイＰ
Ｒの機会を増やすとともに、予算額を縮小する。

△ 155
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜主な事業＞

１ 8,038 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 14款

17款

21款

-

＜主な事業＞

１ 70,007

２ 9,260

西区役所総合案内
　来庁者の用件・問合せに関する区役所及び本庁各課（室）へ
の担当窓口案内を行います。また、情報公開コーナーにおけ
る行政資料の整理、閲覧、貸出し及び行政資料等の有償、無
償の頒布を行います。

　区役所を管理運営するための経費を支出します。

区役所庁舎維持管理
　区役所庁舎の適正な維持管理に要する修繕等を行います。

区役所の事務経費

前年度予算額 8,038 

増減 0 

8,038 

＜事業の目的・内容＞

　来庁者の用件・問合せ等に対し、的確・迅速・丁寧な案内を行います。

局/部/課 西区役所/くらし応援室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 一般財源

事務事業名 西区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 8,038 

前年度予算額 80,370

増減 △ 1,103 

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 1,141

　区行政の拠点である区役所庁舎の維持管理及び区政の円滑な運営を行います。 諸収入 311

一般財源 77,680

局/部/課 西区役所/区民生活部/総務課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 使用料及び手数料

事務事業名 西区役所管理事業（総務課） 予算額 79,267

135

西区役所
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜主な事業＞

１ 107,843 ４ 503 

２ 42,746 ５ 377 

３ 2,175 ６ 292 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜主な事業＞

１ 716 ４ 439

２ 1,125

３ 511

　危害を及ぼすアシナガバチ等の巣の駆除を行います。 　交通事故及び犯罪から身の安全を守るため、区内小学校３
校の各学区内の危険箇所を記載したヒヤリハットマップを作成
します。

　区民が親しみやすい明るい区役所づくりを推進するとともに、安全で安心して暮らせるま
ちづくりに向けた取組を行います。

局/部/課

　安全で安心なまちづくりを図るため、道路照明、道路反射鏡、
路面標示の修繕を行います。

　西大宮駅北口、指扇駅北口及び南口の公衆便所の緊急的
な修繕を行います。

衛生害虫駆除 ヒヤリハットマップ作成

土木緊急修繕等事業 交通安全啓発その他
　生活環境の維持・向上を図るため、道路等の緊急的な修繕を
行います。

　交通事故防止のため、大宮西警察署及び交通指導員や交
通安全諸団体と協働し、交通安全の啓発活動を行います。
　また、新たに自転車利用者を対象に、交通ルールの周知等
事故防止のための啓発活動を独自に行います。

交通安全施設維持管理 公衆便所維持管理

前年度予算額 153,936 

増減 0 

153,936 

＜事業の目的・内容＞

　区民が安全・安心で暮らしやすい生活環境を保持するため、生活に身近な道路の緊急
修繕や道路照明灯・道路反射鏡等の交通安全施設の修繕等を行います。

局/部/課 西区役所/くらし応援室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源

事務事業名 西区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 153,936 

　自治会・地域防犯団体との協働により「防犯のつどい」を開催
するとともに、地域の防犯活動を支援します。

区長マニフェストの策定
　区長マニフェストを策定し、まちづくりの方向性など区政運営
の考え方と主な取組を公表します。

西区減災事業 明るい区役所づくり経費
　地域の防災リーダー及び区民を対象とした防災研修会を開
催します。

　親しみやすく、利用しやすい明るい区役所づくりを推進する
ため、職員の接遇研修等を実施します。

防犯啓発事業

前年度予算額 2,788

増減 3 

2,791

＜事業の目的・内容＞

西区役所/区民生活部/総務課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源

事務事業名 西区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 2,791
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜主な事業＞

１ 7,146 ４ 648

２ 3,405 ５ 183

３ 2,017 ６ 7,406

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞

１ 1,675 ［参考］西区子育て支援フェアの開催
　親子で楽しめる催しや、育児相談及び子育て支援情報の提
供を行う「西区子育て支援フェア」を開催します。

前年度予算額 1,545

増減 130 

1,675

＜事業の目的・内容＞

　西区内の子育て支援関係機関で組織する「西区子育て支援ネットワーク協議会」と協働
してイベントを開催することにより、各機関の連携・結束を高め、地域に根ざした子育て家
庭の支援体制を築きます。

局/部/課 西区役所/健康福祉部/支援課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源

事務事業名 西区まちづくり推進事業（支援課） 予算額 1,675

　西区の地域資源である荒川サイクリングロードや河川敷を活
用して、健康づくりやスポーツ振興を図るために、西来るフェス
タを開催します。

　区民がウォーキングを実践しやすい環境をつくり、健康づく
り、仲間づくり及び地域づくりに役立てるために、ウォーキング
講習会を開催します。

区ＰＲ事業 区民会議と市民活動ネットワーク連携その他

　自然満喫ルートリーフレット、ふれあい散歩道マップ、１２景ガ
イドブック、ウォーキングマップ等を活用して区内の情報を発信
します。また、新たなウォーキングコースの設定とマップの作成
を行い、ＰＲの充実を図ります。

　区民会議・市民活動ネットワークの活動を支援し連携を推進
します。
　西区まちづくり事業に対する支援を行います。

西区ふれあいまつり 大宮アルディージャ支援事業
　郷土意識の醸成と地域の連帯を深めるために、ふれあいまつ
りを開催します。

　大宮アルディージャと協働で、西区の子どもを対象とした、少
年少女サッカー教室を開催します。
　また、区役所内に設置したアルディージャコーナー等で情報
提供を行います。

西来るフェスタ ウォーキング講習会

前年度予算額 20,386

増減 419 

＜事業の目的・内容＞

　西区の地域資源や特色を生かした魅力あるまちづくりを推進するとともに、区民がふれあ
う機会をつくり、区の魅力向上に向けた各種取組を推進します。
　また、区民との協働によるまちづくりを進めるため、市民活動ネットワーク等への支援を行
います。

局/部/課 西区役所/区民生活部/コミュニティ課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 20,805

事務事業名 西区まちづくり推進事業（コミュニティ課） 予算額 20,805

西区子育て支援フェア
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞

１ 140
　健康寿命を伸ばすことと健康づくりをテーマとした講演会及
び脳活トレーニング教室を開催します。また、「認知症を正しく
知ろう」をテーマに、寸劇を通して認知症の知識の周知・啓発
を図ります。

前年度予算額 0

増減 皆増 

西区健幸フェスティバル事業

＜事業の目的・内容＞

　高齢者の健康寿命の延伸や健康づくりへの支援を図り、高齢者が住み慣れた地域で生
き生きと生活できる取組を推進します。

事務事業名 西区まちづくり推進事業（高齢介護課） 予算額 140
局/部/課 西区役所/健康福祉部/高齢介護課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 140
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北区　平成２８年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

北区は、本市の副都心として位置づけられている日進・宮原地区を有し、「市
民の森」をはじめとした緑豊かな憩いの場も多く、新旧のまちが融合する、魅力
ある生活交流拠点となっています。
また、区内には、世界に誇る日本の文化「盆栽」を継承する「大宮盆栽村」、

盆栽の名品等を展示する「大宮盆栽美術館」があり、「盆栽」の魅力を発信して
います。本市において、2017年に第8回世界盆栽大会を開催することが決定し、国
内外の注目を集めています。ほかにも、日本近代漫画の先駆者、北沢楽天ゆかり
の「漫画会館」、市の無形民俗文化財に指定されている「日進餅つき踊り」な
ど、伝統的な文化財産を有しています。

北区の特徴として、0歳から5歳までの乳幼児数の区人口に占める割合が高いこ
とから、子育て世帯への子育て支援情報の提供が求められています。
また、北区の高齢化率は、さいたま市全体の平均より低くなっていますが、今

後は、高齢化が進むことが予想され、働き盛り世代や高齢者の生活習慣病予防が
課題となっています。

平成26年度北区区長マニフェスト
アンケートでは、北区で重点的に取
り組んでほしい分野として「安全・
生活環境」や「健康・福祉」への要
望が多く寄せらせました。
この状況を踏まえ、身近な道路や

交通安全施設の修繕などを迅速に行
い、区民が安全で安心して暮らせる
生活環境を保持し、だれもが生きが
いを感じ、心豊かな生活を送ること
ができるようなまちづくりを推進す
る必要があります。

（１）だれもが健幸で元気に暮らせるまちづくり

生活習慣病の予防やストレスの解消等、だれで
も手軽に健康増進に取り組める機会が求められて
います。
北区の景観や見どころも楽しめる北区ウォーキ

ングガイドの6コースや北区推奨ジョギングコー
スを広く周知するとともに、コースを活用したイ
ベント等を開催し、「スマートウエルネスさいた
ま」の取組みを推進する必要があります。

11%

37%

7%8%

37%
0%

20%

40%
自然・環境

健康・福祉

歴史・文化・伝統地域交流

安全・生活環境

n=942

北区ウォーキングイベント（鎌倉街道）

(北区で重点的に取り組んでほしい分野）

平成26年度北区区長マニフェストアンケートより
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（３）安全・安心なまちづくり

区民が安全で安心して暮らせる生活環境を保持
するため、街路灯やカーブミラーなどの交通安全
施設や道路等の修繕など、区民ニーズに迅速かつ
柔軟に対応することが求められています。
また、今後の急激な高齢化に備え、多発する振

込め詐欺等の犯罪や自転車・歩行者の交通事故を
防止するため、関係機関と連携し、区民の防犯・
交通安全意識を高める必要があります。

（２）子育て楽しいまちづくり

北区の0歳から5歳の区人口に占める割合は、10
区中2番目に高い5.8％（平成27年4月現在）と
なっています。子育て支援施設の整備等子育て環
境の充実が図られる一方、子育て支援情報の発信
がさらに重要視されており、多様な保育施設や子
育て相談など、子育てを支援する側と保護者側と
のマッチングの場を提供する必要があります。

北区民まつり

防犯啓発キャンペーン

北区子育て応援フェア

北区区民会議 北区文化まつり

（４）ふれあい・協働のまちづくり

北区は早い時期から本市の副都心として都市基
盤の整備が進められてきた地区であり、新たな住
民も増加していることから、地域住民の交流を活
性化していくことが重要です。
郷土意識を醸成し、地域の連帯を一層深めるた

め、地域のまつりやイベントの開催を通して世代
間交流などを図り、ふれあいのあるまちづくりを
推進することが求められています。
また、北区の個性を生かした魅力あるまちづく

りを進めるためには、多様化する区民ニーズに対
応し、区民が積極的にまちづくりに参画する機会
として、区民会議の活動や市民活動ネットワーク
登録団体の活動を支援する必要があります。
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）だれもが健幸で元気に暮らせるまちづくり

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

1 拡大ウォーキング・ジョギ 1,422 1,015 ウォーキングイベントやウォーキング教室を

倍増ング推進事業 (1,422) (1,015) 開催するとともに、北区ウォーキングガイド

創生〔コミュニティ課〕 を改訂し、北区推奨ジョギングコースを掲載

（２）子育て楽しいまちづくり

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

2 北区子育て応援フェア 1,464 1,464 乳幼児数の区人口に占める割合が高いといっ

実施事業 (1,464) (1,464) た区の特性を生かした子育てに関するイベン

〔支援課〕 トを開催

（３）安全・安心なまちづくり

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

3 土木緊急修繕等事業 146,082 146,032 区民が安全で安心して暮らせる生活環境を保

〔くらし応援室〕 (146,082) (146,032) 持するため、道路等の緊急修繕を実施

4 交通安全施設維持管理 38,589 38,318 街路灯やカーブミラーなどの防犯施設及び交

事業 (38,589) (38,318) 通安全施設の維持管理や、老朽化した道路反

〔くらし応援室〕 射鏡の支柱の劣化状況の点検を実施

5 拡大防犯啓発事業 775 562 関係機関と協力して「北区防犯デー」や防犯

〔総務課〕 (775) (562) 啓発キャンペーンを実施

住民参加のまちづくりをスローガンとし、区民との協働による北区の個性を生かしたまち

づくりを進めます。

また、道路、河川、下水道や交通安全施設の簡易な緊急修繕等を行い、身近な生活環境を

保持します。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１３事業　　成長 … 成長戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
　　　　　行革 … 行財政改革推進プラン２０１３事業
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（４）ふれあい・協働のまちづくり

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

6 区民まつり開催事業 5,971 5,971 郷土意識を醸成し、地域の連帯を一層深める

〔コミュニティ課〕 (5,971) (5,971) ため、北区民まつりを開催

7 文化まつり開催事業 3,265 3,201 区民の日頃の文化活動の発表の場を設けると

〔コミュニティ課〕 (3,265) (3,201) ともに、地域の連帯を深めるため、北区文化

まつりを開催

8 区民会議運営・市民活 3,736 3,656 区民会議の運営や市民活動ネットワーク登録

動ネットワーク支援事 (3,736) (3,656) 団体の活動を支援

業

〔コミュニティ課〕

9 サッカー教室開催事業 894 1,009 子どもの健全育成や交流の促進を図るため、

〔コミュニティ課〕 (894) (1,009) 大宮アルディージャと連携し、少年・少女

サッカー教室及び親子サッカー教室を開催

10 野球教室開催事業 218 323 子どもの健全育成や交流の促進を図るため、

〔コミュニティ課〕 (218) (323) 本市を本拠地とする女子プロ野球チーム埼玉

アストライアと連携し、野球教室を開催

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１３事業　　成長 … 成長戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
　　　　　行革 … 行財政改革推進プラン２０１３事業
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３．見直し事業一覧
（単位：千円）

課名 見直し事業名
見直しの理由及び内容

（代替事業等があれば記載）
コスト
削減額

総務課
区長マニフェスト評
価書作成方法の見直
し

印刷機で作成することにより、印刷製本費を縮小す
る。

△ 105
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜主な事業＞

１ 8,165 [参考]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 14款

21款

-

＜主な事業＞

１ 19,424 [参考]

２ 17,364 

局/部/課 北区役所/くらし応援室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 一般財源 8,165 

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 北区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 8,165 

　来庁者の用件・問合せ等に対し、的確・迅速・丁寧な案内を行います。

区役所総合案内
　来庁者に対し、担当窓口を的確・迅速・丁寧に案内するととも
に、婚姻・出生・住宅の新築をされた市民の方に記念樹を交付
します。また、情報公開コーナーにおいて、行政資料等の整
理、閲覧、貸出し及び有償又は無償の頒布を行います。

前年度予算額 8,262 

増減 △ 97 

局/部/課 北区役所/区民生活部/総務課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 使用料及び手数料 321 

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 17,287 

事務事業名 北区役所管理事業（総務課） 予算額 36,788 

　窓口サービスの向上を目指し、区行政の拠点である区役所庁舎の維持管理等を行いま
す。

一般財源 19,180 

北区役所庁舎の維持管理
　区の行政の拠点である北区役所庁舎の適切な維持管理等を
行います。

収入印紙の売りさばき
　プラザノース内にあるさいたま地方法務局証明書交付窓口に
おいて、登記事項証明書等を取得する市民の利便性向上を図
るため、収入印紙の売りさばきを行います。

前年度予算額 36,771 

増減 17 

北区役所総合案内

北区役所庁舎内
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞

１ 146,082 ４ 1,798 

２ 38,589 ５ 296 

３ 1,368 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞

１ 207 [参考]

２ 775 

局/部/課 北区役所/くらし応援室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 188,133 

事務事業名 北区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 188,133 

＜事業の目的・内容＞

　身近な生活環境を保持するため、道路の緊急修繕や道路照明灯・道路反射鏡等の交
通安全施設の修繕、衛生害虫駆除等を行います。

土木緊急修繕 交通安全啓発その他
　区民が安全・安心で暮らしやすい生活環境を保持するため、
道路等の緊急的な修繕を行います。

　交通安全の啓発活動及び歩行者・自転車・自動車等に注意
を促す看板の設置等を行います。

交通安全施設維持管理 公衆便所維持管理

前年度予算額 188,036 

増減 97 

局/部/課 北区役所/区民生活部/総務課

　道路照明灯・道路反射鏡・路面標示の修繕を行います。ま
た、老朽化した道路反射鏡の支柱について劣化状況の点検を
行います。

　日進駅南口・北口、宮原駅東口・西口公衆便所の破損、故障
等の緊急的な修繕を行います。

衛生害虫駆除
　危害を及ぼすハチ等の巣の駆除を行います。

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 982 

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 北区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 982 

　住民参加のまちづくりをスローガンとし、区民との協働による北区の個性を生かしたまち
づくりを進めます。

区長マニフェスト策定等
　北区の個性を生かしたまちづくりを推進するため、区長マニ
フェストを策定し、区長マニフェスト評価書を作成します。

北区防犯デーの開催
　7月1日（犯罪のない日）を「北区防犯デー」と定め、自主的に
防犯活動を行う区民の輪を広げるため、防犯講演会及び区内
一斉防犯パトロールを実施します。

前年度予算額 963 

増減 19 

北区防犯デー

-401-



（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞

１ 1,422 ４ 9,236

２ 1,112 ５ 2,307

３ 3,736

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞

１ 1,464 [参考]

局/部/課 北区役所/区民生活部/コミュニティ課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 17,813 

事務事業名 北区まちづくり推進事業（コミュニティ課） 予算額 17,813 

＜事業の目的・内容＞

　住民参加のまちづくりをスローガンとし、区民との協働による北区の個性を生かしたまち
づくりを推進します。

ウォーキング・ジョギング推進事業 区民まつり・文化まつり開催
　だれでも手軽に健康増進に取り組めるよう、ウォーキングイベ
ントやウォーキング教室を開催します。また、北区の名所等も楽
しめる「北区ウォーキングガイド」を改訂し、北区推奨ジョギング
コースを掲載します。

　北区における郷土意識を醸成し、地域の連帯を一層深める
ため、北区民まつりを開催します。また、区民の日頃の文化活
動の発表の場を設けるとともに、地域の連帯を深めるため、北
区文化まつりを開催します。

スポーツのまちづくり事業 区民との協働その他

前年度予算額 17,817 

増減 △ 4 

局/部/課 北区役所/健康福祉部/支援課

　子どもたちの健全育成や交流の促進を図るため、大宮アル
ディージャと連携した少年・少女サッカー教室及び親子サッ
カー教室を開催します。また、本市を本拠地とする女子プロ野
球チーム埼玉アストライアと連携した野球教室を開催します。

　区民と区役所職員の協働による北区パフォーマンス隊を結成
し、大宮アルディージャのホームゲーム等でよさこい踊りを披露
します。また、盆栽デザイングッズをイベント等で配布し、北区
の地域資源である「盆栽文化」を区内外に広く周知します。

区民会議運営・市民活動ネットワーク支援

　区の個性を生かした魅力あるまちづくりを推進するため、区民
会議の運営を行うとともに、市民活動ネットワーク登録団体の活
動を支援し、市民活動及び協働を推進します。

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 1,464 

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 北区まちづくり推進事業（支援課） 予算額 1,464 

前年度予算額 1,464 

増減 0 

　子育て支援施設、支援団体の活動状況等に関する情報を提供することで「子育てが楽
しいまち」のイメージの醸成を図ります。

北区子育て応援フェア
　保育施設等の情報の発信や子育て支援団体による遊びなど
を内容とした「北区子育て応援フェア」を開催します。

北区子育て応援フェア

-402-



大宮区　平成２８年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

大宮区は県内最大級の商業・業務地区であり、全国有数のターミナル駅である
大宮駅を有し、東日本の玄関口であるとともに、交通・経済の中心地となってお
り、高度な都市機能を有しています。一方、氷川の杜や見沼田圃周辺には緑濃い
空間を有し、都市と自然が調和したまちとなっています。また、大宮アルディー
ジャを中心とするスポーツ文化や、鉄道博物館に代表される鉄道文化など、数多
くの地域資源があります。
このように区の特長や地域資源を最大限活用したまちづくりを進めるととも

に、防災・防犯及び交通安全等の地域ニーズに即した安全・安心なまちづくりの
推進が求められています。また、大宮区は、県内での犯罪率が高い状況下にある
ことから、犯罪を起こさせにくい環境づくりの推進が求められています。

（１）区民との協働によるまちづくり
区民と協働でまちづくりを推進するためには、幅広い区民の意見の聴取を行

い、地域が抱えている課題やニーズを的確に把握し、施策に反映することが求め
られています。
そのため、区民が自主的、主体的に取り組む地域のまちづくりを行政として支

援することが必要です。

（３）区の生活環境の向上を目指したまちづくり
区の生活環境の向上を図るためには、区民が快適で安全・安心に暮らせる生活

環境の整備と、まちの魅力を維持・向上させることが求められています。
そのため、街路灯やカーブミラーの整備・修繕、道路や下水道の緊急修繕、Ｌ

ＥＤ照明灯への切替等、区民の要望に即時に対応することが必要です。

（２）区の特性に応じ、地域資源を生かしたまちづくり

地域の活性化を図り、区独自の魅力あるまちづくりを推進するためには、氷川

の杜などの長い歴史に育まれた伝統文化に加え、大宮二十景、鉄道博物館、大宮

アルディージャのホームスタジアムであるＮＡＣＫ５スタジアム大宮等の地域資

源を活用することが求められています。

そのため、区民がふれあい、交流を深める事業や地域の特性や区民のニーズに

即した事業を実施することが必要です。

また、地域特性から相対的に高い犯罪率の減少に向けた取組を充実することが

必要です。
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）区民との協働によるまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

1 区民会議と市民活動ネ 5,604 5,669 区民との協働によるまちづくりを推進するた

ットワーク (5,604) (5,669) め、区の事業や諸課題について協議する区民

〔コミュニティ課〕 会議を開催。また、区の魅力あるまちづくり

を推進する市民活動団体を支援

（２）区の特性に応じ、地域資源を生かしたまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

2 倍増大宮魅力発見散策事業 360 418 大宮区散策マップを増刷するとともに、魅力

〔コミュニティ課〕 (360) (418) 発見ツアーを実施

3 大宮区サイン整備事業 1,501 1,178 市民及び来街者の利便性向上を図るため、市

〔地域商工室〕 (522) (718) 公共サインガイドラインに基づく各拠点への

サインを整備

4 大宮二十景啓発事業 536 484 大宮二十景絵画コンクールなど、大宮二十景

〔コミュニティ課〕 (536) (484) の啓発を実施

5 区民ふれあい推進事業 7,747 7,626 大宮区の郷土づくりとコミュニティ意識の醸

〔コミュニティ課〕 (7,747) (7,626) 成のため、地域主体、区民参加型の区民ふれ

あいフェアを実施

6 ふるさとづくり事業 5,387 5,291 大宮区の郷土づくりとコミュニティ意識の醸

（大宮魅力発見散策 (5,387) (5,291) 成のため、地域資源を活用した各種イベント

事業・大宮二十景啓 を実施

発事業除く）

〔コミュニティ課〕

7 防犯啓発事業 2,838 2,549 防犯意識の向上と犯罪認知件数の減少のため

〔総務課〕 (2,838) (2,549) 安全・安心のつどい、自転車盗難防止キャン

ペーン、振り込め詐欺被害防止啓発事業等を

実施

○区民会議や市民活動ネットワークと連携を深め、区が主体的に取り組むべき地域課題

等について協議し、区民と協働でまちづくりを推進します。

○大宮二十景などの地域資源を生かしたまちづくりを推進します。

○犯罪を起こさせにくいまちを目指し、防犯啓発活動を推進します。

○街路灯の整備・修繕、道路の緊急修繕など、区の生活環境の向上を図ります。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１３事業　　成長 … 成長戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
　　　　　行革 … 行財政改革推進プラン２０１３事業
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

8 安全まちづくり推進事 533 533 環境美化意識の向上を図り、ごみのないきれ

業 (533) (533) いなまちづくりを推進するため、大宮駅周辺

〔くらし応援室〕 の清掃活動を実施

9 子どもの社会参画推進 533 0 地域の将来を担う子ども達の社会参画意識を

事業 (533) (0) 醸成するため、子どもがつくるまち「ミニ大

〔支援課〕 宮」を大宮ソニックシティで実施

（３）区の生活環境の向上を目指したまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

10 交通安全施設維持管理 35,700 35,700 街路灯などの防犯施設やカーブミラーなどの

事業 (35,700) (35,700) 交通安全施設の適切な維持管理

〔くらし応援室〕

11 土木緊急修繕事業 78,351 78,351 地域の緊急を要する環境維持・整備に柔軟に

〔くらし応援室〕 (78,351) (78,351) かつ迅速に対応するため、道路修繕等を実施

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１３事業　　成長 … 成長戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
　　　　　行革 … 行財政改革推進プラン２０１３事業
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３．見直し事業一覧
（単位：千円）

課名 見直し事業名
見直しの理由及び内容

（代替事業等があれば記載）
コスト
削減額

くらし応援室
衛生害虫駆除業務の
見直し

ハチの駆除業務の件数及び単価の見直しを行うこと
で、予算額を縮小する。

△ 15
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜主な事業＞

１ 12,755 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 14款

17款

21款

-

＜主な事業＞

１ 160,026 

２ 1,179 

局/部/課 大宮区役所/区民生活部/総務課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 使用料及び手数料

事務事業名 大宮区役所管理事業（総務課） 予算額 161,205 

2,584 

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 1,497 

　大宮区行政の拠点である大宮区役所庁舎等を適切に維持・管理し、来庁者の安全を確
保するとともに、市民生活に密着した各種サービスを提供します。

諸収入 1,806 

一般財源 155,318 

前年度予算額 161,967 

増減 △ 762 

局/部/課 大宮区役所/くらし応援室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 一般財源

事務事業名 大宮区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 12,755 

12,755 

＜事業の目的・内容＞

　来庁者の用件・問合せ等に対し、的確・迅速・丁寧な案内を行います。

区役所総合案内事業 ［参考］
　来庁者の用件・問合せに関する区役所及び本庁各課（室）へ
の担当窓口案内、区民課窓口申請書類の記載方法・申請手
順に係る案内、情報公開コーナーにおける行政資料等の整
理・閲覧・貸出し及び有償・無償の頒布を行います。

前年度予算額 12,755 

増減 0 

大宮区役所総合案内

　区役所を管理運営するための経費を支出します。

大宮区役所庁舎

区役所庁舎等の維持管理 ［参考］
　施設の保守管理委託や修繕等により、区役所庁舎等を適切
に管理するとともに、来庁者及び職員に安全で快適な区役所
環境を提供します。

区役所の事務経費
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞

１ 533 ４ 2,597 

２ 35,700 ５ 78,351 

３ 1,144 ６ 1,468 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞

１ 318 

２ 2,838 

大宮区役所/区民生活部/総務課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源

事務事業名 大宮区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 3,156 

　大宮区安全なまちづくり協議会等と連携し、防犯意識の向上
を図るため、「安全・安心のつどい」、「繁華街環境浄化パトロー
ル」、「街頭犯罪防止キャンペーン」、「振り込め詐欺被害防止
啓発事業」等を実施します。

振り込め詐欺被害防止啓発事業

区長マニフェスト策定事業 ［参考］
　区の個性を生かしたまちづくりを推進するため、平成28年度
区長マニフェストの策定及び平成27年度区長マニフェストの評
価を行います。

防犯啓発事業

前年度予算額 2,867 

増減 289 

3,156 

＜事業の目的・内容＞

局/部/課 大宮区役所/くらし応援室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 119,793 

事務事業名 大宮区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 119,793 

前年度予算額 119,802 

増減 △ 9 

＜事業の目的・内容＞

　大宮区の個性を生かしたまちづくりを推進するため、官民協働による環境美化活動を行
います。
　また、安全・安心な生活環境の維持・整備のため、道路等の緊急修繕、道路照明灯・道
路反射鏡等の交通安全施設の修繕、衛生害虫の駆除相談、公衆便所の維持管理などを
行います。

　道路照明灯、道路反射鏡、路面標示等の修繕を行います。 　安全・安心な生活環境を維持するため、道路の緊急的な修
繕等を行います。

公衆便所維持管理事業 交通安全啓発事業その他
　区内3か所の公衆便所の修繕等を行います。 　交通事故防止のため、区内の危険箇所に歩行者・自転車・

自動車等に注意を促す、立て看板の設置等を行います。
　その他、職員用旅費・消耗品・コピー機のリース料等を執行し
ます。

安全まちづくり推進事業 衛生害虫駆除事業
　大宮アルディージャ、民間企業等との協働により清掃活動を
実施します。

　ハチの巣の駆除を行います。

交通安全施設維持管理事業 土木緊急修繕等事業

　区民との連携を図り、大宮区の個性を生かしたまちづくりを推進します。

局/部/課
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 21款

-

＜主な事業＞

１ 1,501 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞

１ 5,604 ４ 94 

２ 7,747 

３ 6,283 

　市民及び来街者に観光・公共施設等を案内するため、市公
共サインガイドラインに基づくわかりやすいまちに向けたサイン
整備を行います。

歩行者系公共サイン

前年度予算額 1,178 

増減 323 

大宮区サイン整備事業 ［参考］

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 522 

　市民及び来街者の大宮駅周辺における利便性向上を図るため、既存の公共サインの管
理を行うとともに、新たなサインを整備します。

事務事業名 大宮区まちづくり推進事業（地域商工室） 予算額 1,501 
局/部/課 大宮区役所/区民生活部/総務課地域商工室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 諸収入 979 

局/部/課 大宮区役所/区民生活部/コミュニティ課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源

事務事業名 大宮区まちづくり推進事業（コミュニティ課） 予算額 19,728 

前年度予算額 19,591 

増減 137 

19,728 

＜事業の目的・内容＞

　区の個性を生かしたまちづくりを推進するため、区民会議の運営・支援等や区民まつり
等の区独自事業、区広報紙の編集等を行います。
　また、区内におけるコミュニティの活性化や魅力あるまちづくりを進めるため、市民活動
ネットワーク等への支援を行います。

　区民間の交流や地域の特徴、文化を知る機会を創出し、ふる
さと意識の醸成やコミュニティづくりを促進するため、地域主
体・区民参加型の「区民ふれあいフェア」を開催します。

ふるさとづくり事業
　区の地域資源を活用し、区民の郷土意識の醸成とコミュニ
ティの活性化を図るため、区内の地域資源を巡る散策ツアーを
実施するとともに、鉄道のまち、サッカーのまち及び大宮二十
景の啓発などを行います。

区民会議運営・市民活動ネットワーク支援 区広報紙の編集
　区の事業や諸課題を協議する区民会議の運営を行うととも
に、区内におけるコミュニティの活性化や魅力あるまちづくりを
進めるため、市民活動ネットワークへの支援を行います。

　区の行政に関する必要な事項を区民に周知し、区政に対す
る区民の理解と協力を得るため、市報さいたま大宮区版の編
集を行います。

区民まつりの開催
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞

１ 533
　子どもがつくるまち「ミニ大宮」を大宮ソニックシティで実施しま
す。

前年度予算額 0

増減 皆増 

子どもの社会参画推進事業 ［参考］

＜事業の目的・内容＞

　遊びを通して、体力、運動能力、学力、判断力、コミュニケーション力など「子どもに必要
な力」を磨くことで、子どもの自己肯定感を育て、まちづくりへの参画意識を醸成します。

事務事業名 大宮区まちづくり推進事業（支援課） 予算額 533
局/部/課 大宮区役所/健康福祉部/支援課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 533

ミニ大宮の様子
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見沼区　平成２８年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

見沼区は、区域面積及び人口規模共に10区の中で2番目に大きな区です。見沼

田圃を始めとした豊かな水と緑に恵まれた自然環境と、計画的に形成された都

市的な生活環境とが共存しています。生活しやすく、安全で安心なまちづくり

を目指すとともに、区内の豊かな自然や様々な地域資源を有効に活用して、ふ

れあいのあるまちづくりを進めていく必要があります。

（１）生活しやすい安全・安心なまちづくり

区民の身近な生活環境を維持するため、道路や公衆街路灯、道路反射鏡等の

交通安全施設の修繕などを迅速かつ確実に実施することが求められています。

また、増加する道路修繕等の要望に対しても、遅滞なく確実に対応する必要

があります。

見沼区避難場所運営訓練

（２）災害に強いまちづくり

各地で発生している風水害や地震等により、

区民の自然災害への関心が高まっています。ま

た、区の地理的特徴により土砂災害警戒区域等

があり、避難支援体制の整備が課題となってい

ます。

地域防災力向上のため、区民と行政の協働に

よる取組が求められています。

取組分野

　安全・生活環境に関する取組 40%
　健康・福祉に関する取組 36%
　自然・環境に関する取組 12%
　地域交流に関する取組 7%
　歴史・文化・伝統に関する取組 5%

重点的に取り組んでほしい分野（平成26年度区長マニフェストアンケート結果より）

要望割合
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（５）豊かな自然と文化を生かしたふれあいのあるまちづくり

区長マニフェストアンケートでは、「見沼区

ふれあいフェア」に代表される、地域の方々の

交流や連帯を高めるための取組や、区民と行政

の協働による取組が高く評価されています。

また、区内には、豊かな自然と共に伝統的な

文化が地域に息づいています。地域資源を活用

したＰＲを行うなど、区の魅力を区内外に情報

発信するとともに、コミュニティの醸成を図る

ことが重要です。

（６）来庁者が快適と感じる区役所づくり

区役所に来られる方が快適と感じる空間を提供し続ける必要があります。ま

た、「さいたま市ＣＳ９０運動」の理念のもと、職員一人ひとりが信頼され、親

しまれる高品質なサービスの提供が必要です。

（３）犯罪の少ないまちづくり

子どもや高齢者を狙った犯罪への関心が高ま

るなか、振り込め詐欺を含めた犯罪認知件数

は、他区と比較し、多い状況です。

地域の団体と連携し、多くの区民に意識啓発

を図るとともに、機動力を持った防犯活動の展

開が必要となっています。

（４）健幸でいきいきくらせるまちづくり

健康・福祉に関する取組に対する要望が多く寄せられています。区民が「健

幸」で元気に暮らすためには、運動する習慣を身に着けることが必要です。

「スマートウエルネスさいたま」の理念に基づき、区の地域資源を活用しな

がら、楽しくウォーキングする健康づくりの推進が求められています。

見沼区ふれあいフェア

見沼区オープンガーデン 見沼区少年少女サッカー教室
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）生活しやすい安全・安心なまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

1 拡大土木緊急修繕事業 119,044 117,591 区民の身近な生活基盤となる道路等の維持管

〔くらし応援室〕 (119,044) (117,591) 理や修繕について、迅速かつ確実に対応

年々増加する区民要望へ対応

2 交通安全施設維持管理 48,006 47,142 公衆街路灯、道路反射鏡、路面標示の修繕、

事業 (48,006) (47,142) 啓発看板の設置等を行うことにより、区民の

〔くらし応援室〕 良好な視覚環境を確保し、事故防止を推進

3 交通安全啓発活動事業 621 1,485 交通安全施設維持管理と併せ、交通安全啓発

〔くらし応援室〕 (621) (1,485) 活動を地元警察署、交通指導員等地域住民と

協働して駅前などで実施

4 衛生害虫駆除事業 3,456 4,909 区民に危害を及ぼすハチの巣の駆除を実施し、

〔くらし応援室〕 (3,456) (4,909) 区民生活の安全を推進

（２）災害に強いまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

5 拡大防災対策事業 356 50 地域防災力の向上のため、防災講演会や防災

（講演会・啓発活動、 (356) (50) に係る啓発活動を実施

災害時広報） 広報用機材を充実させることで、土砂災害警

〔総務課〕 戒区域等への情報伝達手段を強化し、避難支

援を実施

見沼の豊かな自然をまもり、心のふれあいを大切にしながら、生活しやすい、安全で安

心なまちづくりのための各種取組を推進します。

区民から多数の要望がある道路の緊急修繕や、公衆街路灯など交通安全施設の維持管理

を引き続き適切に実施します。

また、地域の団体と連携しながら、防災に関する啓発や避難を支援する取組を行うとと

もに、防犯に関する啓発や青色防犯パトロールを拡大して実施します。

さらに、健幸でいきいきくらせるまちづくりを、地域と連携しながら推進します。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１３事業　　成長 … 成長戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
　　　　　行革 … 行財政改革推進プラン２０１３事業
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（３）犯罪の少ないまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

6 拡大防犯啓発活動事業 567 333 区民が犯罪の被害に遭わないよう、防犯講演

（講演会・啓発活動、 (567) (333) 会や、自治会・地域防犯団体との協働による

青色防犯パトロール) 防犯啓発活動を実施

〔総務課〕 青色防犯パトロールに使用する機材を充実さ

せ、機動的な防犯活動を実施

（４）健幸でいきいきくらせるまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

7 新規見沼区ウォーキングガ 450 0 見沼区ウォーキングルートを掲載したガイド

倍増イドマップ作成事業 (450) (0) マップを作成し、区民の健康づくりと区内の

創生〔コミュニティ課〕 見どころ情報を発信

8 倍増てくてく見沼実施事業 62 62 見沼の豊かな自然、歴史、文化などを再発見

〔コミュニティ課〕 (62) (62) し、見沼への愛着を深めるてくてく見沼を開

催

（５）豊かな自然と文化を生かしたふれあいのあるまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 事業名 28年度 27年度 説明

9 拡大見沼区オープンガーデ 525 359 個人の庭園等を一般公開するオープンガーデ

ン事業 (525) (359) ン事業により、地域のコミュニティづくりを

〔コミュニティ課〕 推進

10 見沼区ふれあいフェア 5,536 5,536 区民の郷土意識の醸成及び地域住民の連帯を

実施事業 (5,536) (5,536) 高めることを目的とし、見沼区ふれあいフェ

〔コミュニティ課〕 アを開催

11 見沼区文化まつり実施 2,360 2,360 区民意識の醸成及び地域住民の連帯を目的と

事業 (2,360) (2,360) し、見沼区文化まつりを開催

〔コミュニティ課〕

12 見沼区少年少女サッ 575 575 区内の小学生を対象に、サッカーを通じた青

カー教室事業 (575) (575) 少年の健全育成を目的としたサッカー教室を

〔コミュニティ課〕 開催

13 見沼区花と緑のまちづ 563 533 駅周辺などの花壇に区民と協働で花植えを行

くり推進事業 (563) (533) い、花と緑のまちづくりを推進

〔コミュニティ課〕
〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１３事業　　成長 … 成長戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
　　　　　行革 … 行財政改革推進プラン２０１３事業
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（６）来庁者が快適と感じる区役所づくり

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 事業名 28年度 27年度 説明

14 区役所管理事業（修繕 3,270 2,657 来庁者に快適な空間を提供できるよう、庁舎

） (3,270) (2,657) 設備を更新するとともに、「さいたま市ＣＳ

〔総務課〕 ９０運動」のもと、市民満足度向上のための

対応を実施

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１３事業　　成長 … 成長戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
　　　　　行革 … 行財政改革推進プラン２０１３事業
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３．見直し事業一覧
（単位：千円）

課名 見直し事業名
見直しの理由及び内容

（代替事業等があれば記載）
コスト
削減額

くらし応援室
衛生害虫駆除事業内
容の見直し

ハチの駆除件数を、過去の実績を踏まえて精査し、
予算額を縮小する。

△ 1,453
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜主な事業＞

１ 8,316

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 14款

17款

21款

-

＜主な事業＞

１ 87,013

見沼区役所

見沼区役所管理事業
　区役所に来庁された方が、安心、快適に区役所を利用いた
だくために、区役所庁舎の維持管理等を行います。

前年度予算額 87,591

増減 △ 578 

247

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 928

　区行政の拠点である区役所庁舎の適切な維持管理等を行います。 諸収入 830

一般財源 85,008

局/部/課 見沼区役所/区民生活部/総務課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 使用料及び手数料

事務事業名 見沼区役所管理事業（総務課） 予算額 87,013

8,316 

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 一般財源 8,316

局/部/課 見沼区役所/くらし応援室

事務事業名 見沼区役所管理事業（くらし応援室） 予算額

＜事業の目的・内容＞

　来庁者の用件・問合せ等に対し、的確・迅速・丁寧な案内を行います。

前年度予算額 8,316

増減 0 

見沼区役所総合案内事業
　来庁者の用件・問合せに関する区役所と本庁各課（室）への
窓口案内、記載方法等の案内を行います。また、情報公開
コーナーにおける行政資料の整理、閲覧及び貸出しや行政
資料等の有償、無償の頒布を行います。

総合案内
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞

１ 119,044 ４ 1,201 

２ 48,006 ５ 177 

３ 3,456 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞

１ 356

２ 567 

３ 833 

　防犯意識の向上のため、防犯講演会を開催するとともに、自
治会・地域防犯団体と協働し、防犯啓発活動を実施します。
　青色防犯パトロールに使用する機材の充実を図り、短時間
で広範囲な防犯活動を実施します。

区長マニフェスト作成事業その他
　区政の運営方針や区の主な取組などを公表する、区長マニ
フェストを策定します。また、区民アンケートを実施し、区長マ
ニフェスト評価書を作成します。

防災対策事業（講演会・啓発活動、災害時広報）

　地域防災力の向上のため、防災講演会を開催するとともに、
防災に関する啓発活動を実施します。
　広報用機材の充実を図り、区内の土砂災害警戒区域等に
対する、災害時の情報伝達手段を強化します。

防犯啓発活動事業（講演会・啓発活動、青色防犯パトロール）

前年度予算額 1,171

増減 585 

1,756

＜事業の目的・内容＞

　災害に強いまちづくり、犯罪の少ないまちづくりを区民との協働により推進します。

局/部/課 見沼区役所/区民生活部/総務課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源

事務事業名 見沼区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 1,756

　安全・安心なまちづくりのために、公衆街路灯、道路反射
鏡、路面標示の修繕、啓発看板の設置等を行います。

　東大宮駅公衆便所の緊急修繕等の維持管理を行います。

衛生害虫駆除事業
　安全な生活環境を保つため、区民に危害を及ぼすハチの巣
の駆除を行います。

土木緊急修繕事業 交通安全啓発活動事業その他
　安全・安心なまちづくりのため、道路等の破損した箇所の緊
急修繕等を行います。

　交通事故減少のため、地元警察署、交通指導員等地域住
民と協働して駅前などで交通安全啓発活動を行います。

交通安全施設維持管理事業 公衆便所維持管理事業

前年度予算額 171,884

増減 0 

171,884 

＜事業の目的・内容＞

　区民の満足度アップを図るため、生活に身近な道路等の緊急修繕、道路照明灯、道路
反射鏡や路面標示等の交通安全施設の修繕などを行います。

局/部/課 見沼区役所/くらし応援室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源

事務事業名 見沼区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 171,884

防災講演会

災害時広報用機材、青色

防犯パトロール機材を搭

載した車両
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞

１ 3,630 ４ 1,088

２ 8,379 ５ 400

３ 575 ６ 512

　区民意識の醸成と地域住民の連帯を図るため、見沼区ふれ
あいフェアを開催します。また、文化交流と地域住民の連帯を
図るため、見沼区文化まつりを開催します。

　見沼区のシンボルをモチーフにした小・中学生による絵画展
の開催など、見沼区のＰＲを行います。

見沼区少年少女サッカー教室事業 てくてく見沼実施、見沼区ウォーキングガイドマップ作成事業

　区内の小学生を対象に、大宮アルディージャと連携してサッ
カー教室を開催し、サッカーを通じた青少年の健全育成を図
ります。

　見沼の自然と文化の再発見を目的にウォーキングイベントと
して、てくてく見沼を開催します。
　また、健康づくりと区内の見どころ情報を発信する、ウォーキ
ングガイドマップを作成します。

区民会議、市民活動ネットワーク運営･支援事業 見沼区花と緑のまちづくり推進事業、見沼区オープンガーデン事業

　区の諸課題を協議するため見沼区区民会議の運営を行い
ます。また、魅力あるまちづくりを推進するため、市民活動ネッ
トワーク団体の支援を行います。

　駅周辺などの花壇に区民と協働で花植えを行い、花と緑の
まちづくりを推進します。また、個人の庭園等を一般公開する
オープンガーデン事業により、地域のコミュニティづくりを図り
ます。

見沼区ふれあいフェア、見沼区文化まつり実施事業 区のＰＲ事業

前年度予算額 14,089 

増減 495 

14,584 

＜事業の目的・内容＞

 　区民との協働を進め、区の個性を生かしたまちづくりを推進します。

局/部/課 見沼区役所/区民生活部/コミュニティ課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源

事務事業名 見沼区まちづくり推進事業（コミュニティ課） 予算額 14,584
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中央区　平成２８年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

（１）区民との協働によるまちづくり

区民・団体及び行政との協働により、区民相互

のふれあいと連帯感及び郷土意識の醸成を深める

ため、「中央区区民まつり」を開催し、大人から

子どもまで幅広い世代の人々がふれあう機会を創

出していきます。

地域が抱えている課題やニーズを的確にとらえ

るため、区民会議を開催し幅広い区民の声を直接

聴くことで、区の身近な問題の解決に地域全体で

取り組んでいます。また、コミュニティ協議会の

加入団体への事業支援や区のまちづくりに寄与し

ている団体に対しての支援を行うなど、地域に住

む人たちや様々な団体との協働による魅力あるま

ちづくりを進めます。

さらに、区民と協力しながら、区内各所に花の

苗を植えるほか、花の種を配布しながら中央区内

に花を増やしていく「花de植花夢（ウェルカム）

まちづくり事業」を行うことで、身近な場所に花

が感じられる機会を創出していきます。

中央区は、まとまりのある地域性を生かし一体的なまちづくりが行われてきたことか

ら、地域のコミュニティのつながりが深いことが特徴です。また、古くから引き継がれ

た文化的な街並みとさいたま新都心地区を中心とした近代的な景観及び機能が共存して

いるまちです。

今後も、「調和のとれた都市文化の創造と交流（ふれあい）が育てる安心なまち」と

いう区の将来像のもと、中央区をさらに魅力的なまちにするため、より一層の区民と行

政との協働を図るとともに、平成27年度に策定された「与野本町駅周辺地区まちづくり

マスタープラン」を中心に文化・芸術といった地域資源を生かしたにぎわいづくりや住

民の交流を深め、心豊かなまちづくりを進めることが必要です。また、身近な道路や交

通安全施設の整備など生活環境を維持保全し、地域の防災力と防犯力の向上を図ること

で、安全・安心で住んでよかったと思えるまちづくりを推進することが求められていま

す。

区民会議

中央区区民まつり

コミュニティ協議会（与野公園清掃）
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（３）安全・安心なまちづくり

道路反射鏡や街路灯等の維持管理などを行い、生

活道路や通学路、学校周辺の交通事故防止を図りま

す。そのほかにも、道路パトロール、ヒヤリハット

マップの作成、道路や下水道等の修繕、害虫の駆除

など、区民のニーズに迅速かつ柔軟に対応し、快適

なまちづくりを推進します。

また、青色防犯パトロールや中央区防犯協議会と

の連携による防犯啓発活動などにより区民の防犯意

識の向上を図るとともに、自主防災組織に対し防災

の講演会等を実施し、災害に対する意識の向上と区内の防災力を向上させるなど、

安全・安心なまちづくりを推進します。

さらに、障害福祉サービス事業所等とのネットワークを構築し、情報交換の場

の設置や専門性の高い研修会を行うことで質の高いサービスの提供を行い、障害

のある方が安心して暮らせるまちづくりを目指します。

（４）にぎわいのあるまちづくり

ＪＲ与野本町駅から彩の国さいたま芸術劇場ま

での道の「アートストリートエリア」内に区の花

「バラ」と芸術劇場をデザイン化したバナーや、

劇場出演者の手形レリーフを設置するなど、地域

資源を生かしながら、文化・芸術が息づくまちづ

くりを引き続き進めていきます。

また、区の花に親しみを感じてもらえるよう、

区内で撮影した写真を公募して行うバラの写真展

や、バラを育てる人材を育成するためのバラの手

入れ講習会などを新たに実施し、バラに関する事

業を推進します。

（２）交流（ふれあい）が育む「健幸」なまちづくり

区民の健康増進と区内の魅力発見に役立てるため、

ウォーキングコースを活用したイベント「ふるさと

ウォーキング事業」を開催します。

ふるさとウォーキング事業

交通安全施設維持管理事業

バラの写真展

アートストリート事業
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）区民との協働によるまちづくり

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

1 区民まつり事業 9,700 9,700 区民や各団体の交流を通じてコミュニティの

〔コミュニティ課〕 (9,700) (9,700) 輪を広げるため、区民まつりを開催

2 区民会議の運営 227 348 区民の参加と協働により、区の魅力あるまち

〔コミュニティ課〕 (227) (348) づくりを推進するため、区民会議を開催

3 コミュニティ活動支援 2,215 2,215 教育・福祉・文化・芸能事業等、様々な団体

事業 (2,215) (2,215) で構成されるコミュニティ協議会が行う事業

〔コミュニティ課〕 を支援

4 活性化等推進事業 500 500 区の地域コミュニティの醸成や魅力あるまち

〔コミュニティ課〕 (500) (500) づくりの活動を行う団体が取り組む事業を支

援

5 花de植花夢（ウェルカ 894 861 区民・団体等との協働により、区内のプラン

ム）まちづくり事業 (894) (861) ター等への植栽やイベント時に花の種を配布

〔コミュニティ課〕

（２）交流（ふれあい）が育くむ「健幸」なまちづくり

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

6 倍増ふるさとウォーキング 343 244 区内で活動する団体との連携を図り、ウォー

創生事業 (343) (244) キングイベントを開催

〔コミュニティ課〕

「調和のとれた都市文化の創造と交流（ふれあい）が育てる安心なまち」という区の将来

像のもと、引き続き区民と行政との協働を図るとともに、文化・芸術といった地域資源を生

かしたにぎわいづくりや心豊かなまちづくりを進めます。また、身近な道路や交通安全施設

の整備など生活環境を維持保全し、地域の防災力と防犯力の向上を図ることで、安全・安心

で住んでよかったと思えるまちづくりを推進します。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１３事業　　成長 … 成長戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
　　　　　行革 … 行財政改革推進プラン２０１３事業
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（３）安全・安心なまちづくり

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

7 交通安全施設維持管理 31,649 31,649 街路灯・反射鏡の維持管理、交通安全運動等

事業 (31,649) (31,649) をすることにより、区民の交通事故防止及び

〔くらし応援室〕 交通の円滑化を推進

8 ヒヤリハットマップ 276 0 交通事故から逃れるための意識向上を図るた

作成事業 (276) (0) め、区内小学校の学区ごとに危険箇所のマッ

〔くらし応援室〕 プを作成

9 土木緊急修繕事業 81,531 81,531 道路、下水、水路等に関する緊急修繕事業を

〔くらし応援室〕 (81,531) (81,531) 推進することにより、区民の安全・安心を確

保

10 衛生害虫駆除事業 1,425 1,427 ハチの巣の撤去依頼に迅速に対応し安全を確

〔くらし応援室〕 (1,425) (1,427) 保

11 防犯啓発事業 1,412 1,413 安心して暮らせるまちづくりのため、防犯啓

〔総務課〕 (1,412) (1,413) 発活動を行うほか、中央区防犯協議会の活動

を支援

12 新規中央区地域防災力向上 368 0 災害に対する意識の向上と区内の防災力向上

事業 (368) (0) を図るため自主防災組織に対し、講演会等を

〔総務課〕 実施

13 新規中央区みんなで支える 43 0 障害のある方が中央区で安心して暮らせるよ

ネットワーク事業 (43) (0) う、障害福祉サービスを提供する事業所等と

〔支援課〕 の連携、支援の専門性を高めるためのネット

ワーク会議を実施

（４）にぎわいのあるまちづくり

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

14 アートストリート事業 2,841 2,586 たつみ通り沿いに、彩の国さいたま芸術劇場

〔コミュニティ課〕 (2,841) (2,586) 出演者の手形レリーフを設置、与野本町駅前

公園内のバナーの維持管理を実施

15 中央区食堂棟絵画・写 213 327 中央区役所の食堂棟を利用し、絵画展や写真

真展 (213) (327) 展などを開催することで、地域資源や観光情

〔総務課〕 報をＰＲ

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１３事業　　成長 … 成長戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
　　　　　行革 … 行財政改革推進プラン２０１３事業
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

16 バラのまち中央区アー 3,603 3,603 区内に点在する地域文化・アートを結び、芸

トフェスタ事業 (3,603) (3,603) 術・文化のまちづくりを推進するための様々

〔コミュニティ課〕 なアートイベントを支援

17 拡大バラの写真展 101 29 区内で撮影したバラの写真を公募し、区役所

〔コミュニティ課〕 (101) (29) ロビーに展示

18 新規バラの手入れ(剪定)講 127 0 地域でバラを育て咲かせる環境づくりをする

習会 (127) (0) ため、バラを育てることのできる人材を育成

〔コミュニティ課〕

19 新規中央区バラの植栽事業 67 0 子どもたちにバラへの親しみをもってもらう

〔コミュニティ課〕 (67) (0) ため、学校へバラを植栽

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１３事業　　成長 … 成長戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
　　　　　行革 … 行財政改革推進プラン２０１３事業
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３．見直し事業一覧
（単位：千円）

課名 見直し事業名
見直しの理由及び内容

（代替事業等があれば記載）
コスト
削減額

総務課
中央区管内観光団体
特別支援事業補助金
の見直し

中央区管内観光団体特別支援事業補助金について実
績をふまえ補助額を見直し、予算額を縮小する。

△ 150

コミュニティ課
区民会議の会議回数
の縮小

区民会議運営方法の見直しによる会議回数の減少に
伴い、委員の報償費を縮小する。

△ 90
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜主な事業＞

１ 5,786

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 14款

17款

21款

-

＜主な事業＞

１ 120,883 

２ 20,952

中央区役所本館

中央区役所庁舎の維持管理
　区役所の適正な運営及び快適な庁舎環境を維持するため、
清掃や警備、施設の各種保守・点検・修繕等を行います。

展示蒸気機関車の解体工事
　展示蒸気機関車について、老朽化及び転倒の危険性があ
るため解体を行い、区民等の安全を確保します。

前年度予算額 311,348 

増減 △ 169,513 

［参考］

財産収入 370 

　区行政の拠点である区役所庁舎の維持管理等を行います。 諸収入 1,207 

一般財源 139,989 

＜事業の目的・内容＞

　来庁者の用件・問合せ等に対し、的確・迅速・丁寧な案内を行います。

5,786

款/項/目 2款　総務費/5項　区政振興費/1目　区政総務費 一般財源 5,786

局/部/課 中央区役所/くらし応援室

事務事業名 中央区役所管理事業（くらし応援室） 予算額

前年度予算額 6,483

増減 △ 697 

区役所総合案内事業

区役所総合案内事業

　来庁者に対し、担当窓口を的確・迅速・丁寧に案内するとと
もに、婚姻・出生・住宅の新築をされた市民の方に記念樹を交
付します。また、情報公開コーナーにおいて、行政資料等の
整理、閲覧、貸出し及び有償又は無償の頒布を行います。

［参考］

局/部/課 中央区役所/区民生活部/総務課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 使用料及び手数料

事務事業名 中央区役所管理事業（総務課） 予算額 141,835 

269 

＜事業の目的・内容＞
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 14款

17款

21款

-

＜主な事業＞

１ 30,538

２ 2,236

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞

１ 31,649 ４ 594

２ 81,531 ５ 276

３ 1,425 ６ 367

　区民の安全・安心を確保するため、道路、下水道、水路等に
関する緊急修繕を行います。

　交通事故から身の安全を守るため、区内小学校の学区ごと
に危険箇所のマップを作成します。（上落合小学校、大戸小
学校、与野西北小学校、鈴谷小学校）

衛生害虫駆除事業 愛犬登録カード交付事業その他
　ハチの巣の撤去依頼に迅速に対応し、安心して区民生活が
送れるよう関係機関と連携し、衛生害虫駆除を行います。

　区内に住む飼主の方のために登録の義務と飼主のマナー
の促進のため、手作りカードの交付等を行います。

交通安全施設維持管理事業 交通安全啓発事業
　街路灯（球切れ・新設置）、道路反射鏡（鏡面破損等の交
換）の維持管理等を行うことにより、区民の交通事故防止及び
交通の円滑化を図ります。

　交通事故防止及び区民生活の安全を守るため、浦和西警
察署や関係団体等と啓発活動を行います。

土木緊急修繕事業 ヒヤリハットマップ作成事業

前年度予算額 115,568

増減 274 

115,842

＜事業の目的・内容＞

　交通安全施設（街路灯・道路反射鏡等）の維持管理等により、交通事故防止を図るほ
か、道路・河川等の修繕など、区民ニーズに迅速かつ柔軟に対応することにより、区民満
足度の向上を図ります。

局/部/課 中央区役所/くらし応援室

款/項/目 2款　総務費/5項　区政振興費/2目　区民まちづくり推進費 一般財源

事務事業名 中央区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 115,842

　暖房用重油地下貯蔵タンクについて、消防法に基づき、油
漏れを防ぐため内面を繊維強化プラスチック（ＦＲＰ）で加工を
行います。

中央区役所保健センター

施設の運営及び維持管理
　中央区役所保健センター施設の運営及び維持管理（保守・
修繕等）を行います。

地下タンクＦＲＰライニング修繕

［参考］

前年度予算額 31,456

増減 1,318 

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 266

　区民の生涯にわたる健康づくりの拠点である保健センター施設の維持管理等を行い、
誰もが安全・安心に利用できるようにします。

諸収入 630

一般財源 31,873

局/部/課 中央区役所/健康福祉部/保健センター

款/項/目 2款　総務費/5項　区政振興費/1目　区政総務費 使用料及び手数料 5

事務事業名 中央区役所管理事業（保健センター） 予算額 32,774
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞

１ 368 ４ 213 

２ 1,412 ５ 2,990 

３ 127 ６ 370 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞

１ 343 ４ 9,700

２ 2,841 ５ 894

３ 227 ６ 8,679

　地域の安全・安心を守るため、区内の自主防災組織を中心
に情報交換の場を設けるとともに、講演会等を実施すること
で、防災関係団体の連携を図り、災害に対する意識の向上と
区内の防災力強化を図ります。

　「芸術のまち中央区」を広く周知し、市民等との協働により地
域資源や観光情報をＰＲするため、中央区役所の食堂棟にお
いて絵画展や写真展示を行います。

防犯活動の推進 観光団体特別支援事業
　安全・安心なまちづくりのため、区内の各団体から構成され
ている中央区防犯協議会と連携を図り、講演会や啓発活動を
行います。

　観光の推進のために、区内で活動する観光団体へ支援を行
います。

中央区役所明るい区役所づくり推進事業 区長マニフェストの作成・評価
　区民の満足度向上と明るい区役所づくりのため、中央区役
所に婚姻届を提出した方へ記念写真を撮影・プレゼントする
サービスを提供します。

　平成28年度区長マニフェストを作成し、中央区役所の取組を
発信します。また、平成27年度区長マニフェストの取組につい
てアンケートを実施し、評価を行います。

前年度予算額 5,547 

増減 △ 67 

中央区地域防災力向上事業 中央区食堂棟絵画・写真展

＜事業の目的・内容＞

　地域の安全・安心を守るため、関係団体との連携を強化し、啓発事業等を実施すること
で防犯意識の向上や防災力の向上を図ります。
　また、地域資源を生かした観光の推進等により魅力あるまちづくりを推進します。

事務事業名 中央区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 5,480 

局/部/課 中央区役所/区民生活部/総務課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 5,480 

　区民の健康増進や区への愛着を深めてもらうため、ウォーキ
ングイベントを開催します。

　｢区民と行政との協働｣の理念の下、より一層の区民相互の
ふれあいと連帯感及び郷土意識の醸成を深めるため、中央区
区民まつりを開催します。

アートストリート事業 中央区花ｄｅ植花夢まちづくり事業
　「芸術のまち」としてのイメージアップを図り、市内・市外を問
わず、人々が訪れ、交流できる場を形成するため、彩の国さい
たま芸術劇場出演者の手形レリーフを設置します。

　花や緑の豊かなまちづくりのため、区民・団体等との協働に
より、区内のプランター等への植栽や、イベント時に花苗また
は種を配布します。

区民会議の運営 中央区コミュニティ協議会事業その他
　区民の参加と協働により、区内の課題を解決し、区の魅力あ
るまちづくりを推進するため、区民会議を開催します。

　区内のコミュニティ醸成や地域資源を活かしたまちづくりを進
めるため、中央区コミュニティ協議会と中央区アートフェスタ実
行委員会の支援や区の花バラの普及啓発のためバラの写真
展等を開催します。

前年度予算額 22,229

増減 455 

ふるさとウォーキング事業 中央区区民まつり事業

＜事業の目的・内容＞

　区民会議や市民活動ネットワーク登録団体と連携を図り、区民との協働を進め、区の個
性を生かしたまちづくりを推進します。

事務事業名 中央区まちづくり推進事業（コミュニティ課） 予算額 22,684

局/部/課 中央区役所/区民生活部/コミュニティ課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 22,684
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞

１ 43

前年度予算額 0

増減 皆増 

中央区みんなで支えるネットワーク事業
　障害福祉サービス事業所等とのネットワークを構築し、専門
家による専門性の高い研修により、知識の向上を図り、地域で
起きている問題や業務上の悩みに対して共通の認識を持ち、
意見交換等により解決する場を提供します。

事務事業名 中央区まちづくり推進事業（支援課） 予算額 43

局/部/課 中央区役所/健康福祉部/支援課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 43 

＜事業の目的・内容＞

　障害福祉サービス事業所相互の情報交換を実施する連絡会及び専門家による研修会
を開催し、事業所が研鑽を積み、提供するサービスの向上を促すことにより、障害のある
方が差別や虐待とは無縁で、自分が望む暮らしができるまちづくりを目指します。
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