
桜区　平成２８年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

桜区の将来像である「三世代がつくる元気印のまち」は、子どもから高齢者までの
全ての区民が生き生きと活動できるまちであり、その実現のためには、地域の自然資
源、歴史・文化資源をまちづくりに活用するとともに住環境の整備を進めていくこと
が大切です。
区民へのアンケート調査では、今後重点的な取組を望む分野として、「健康・福

祉」「安全・生活環境」でポイントが高い傾向にありますが（下図参照）、区として
の魅力をさらに高めるには「自然・環境」「歴史・文化」「地域交流」の分野での取
組も大切であり、これらの施策をバランス良く、相乗効果が得られるよう推進してい
くことが重要です。
桜区では主要な取組事項として「心に文化を育むまちづくり」「健康でやさしく支

えあうまちづくり」「安全に安心して暮らせるまちづくり」「環境にやさしいまちづ
くり」「信頼され親しまれる区役所づくり」の５つの柱を掲げ、地域の人々と行政が
協働し基本理念の実現に取り組んでいます。

（１）心に文化を育むまちづくり

資料：平成２６年度 桜区 区長マニフェスト評価書

一人ひとりがしあわせを実感するには、若い世代から高齢者までの幅広い世代の区
民が様々な機会で交流し、互いのコミュニケーションを深めていくことが重要です。

桜区では、平成２８年度は第５回目となるサクラソウ写真コンクールの応募部門を

拡大し、区の花サクラソウにより親しみを持っていただけるよう取り組むほか、これ

まで実施してきた「区民ふれあいまつり」や「ふれあいコンサート」などの事業を継

続してまいります。このように、区民と区民がふれあえる、地域コミュニティの醸成

を図っていくことが、まちづくりの重要な施策として求められています。
また、区内にある国立大学法人埼玉大学は地域の知的財産であり、同大学の教授等

による講演会などを通じて区民と大学との交流を促進していくことが必要です。

区民が重点的な取組を望む分野

取組分野 要望割合 

１ 自然・環境に関する取組 14  ％ 

２ 健康・福祉に関する取組 38  ％ 

３ 歴史・文化・伝統に関する取組 7  ％ 

４ 安全・生活環境に関する取組 36  ％ 

５ 地域交流に関する取組 5  ％ 

区民ふれあいまつり 桜区知識満開講座
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（２）健康でやさしく支えあうまちづくり

桜区では、自然や歴史・文化等の地域資源の再発見と、郷土愛の醸成を図ること
が重要と考えており、「桜区再発見ウォーキング」などを区民と協働で開催してい
ます。またレッズランドとの協働により「桜区親子フットサル体験」を新規に実施
し、「健幸づくり」を図ります。今後も身近にある桜区の資源をウォーキングやサ
イクリングなどを通じて再発見し、楽しみながら健康づくりにもつながる機会の創
出が求められています。
また、食文化の伝承が薄れ、子どもの孤食が問題となる中で、地域で栽培される

作物を広く知ってもらい、家族や地域の方々と共に食事をする体験をすることで、
食や地場産物に対する意識を高めてもらう等の「食育」を普及啓発していくことが
大切です。
さらに、核家族化が進む中で、未就学児を持つ子育て家庭においては、育児疲れ

や育児ストレスを抱えている保護者が増加しています。子育てについてのイベント
などを通じて、親子の絆を深めていただく機会をつくると同時に保護者同士の情報
交換の促進が大切です。

（３）安全に安心して暮らせるまちづくり

東日本大震災や昨今の全国各地で発生している大規模災害により地域の防災力の
向上や家庭での防災意識を高めていくことの大切さが強く認識され、また、依然と
被害が続く振り込め詐欺などの犯罪から身を守ることや犯罪に遭わないための方法
を学ぶことも重要となっていることから、啓発活動の実施や講演会の開催などによ
り、災害や犯罪につよいまちづくりに取り組んでいくことが求められています。
また、児童の交通安全対策のため、保護者や警察等の協力により地域で危険度が

高い場所の情報を収集し、ヒヤリハットマップ（危険地図）を作成して児童に配付
するなど防犯への取組が必要とされています。
さらに、道路の緊急修繕や照明灯・反射鏡の修繕は、生活環境の維持に不可欠な

ものであり、今後も継続的に取り組んでいく必要があります。

街路灯の修繕防災講演会

子育てフェアごちそう☆桜区レストラン

-431-



（５）信頼され親しまれる区役所づくり

職員一人ひとりが、身近な区役所の顔としての自覚と責任感を常に持ち続けること
が大切です。
区民に信頼され親しまれる区役所を目指し、様々な業務・研修を通じて、「区民の

サポーター」であることを自覚し行動するとともに、「さくらサポート運動」の実施
により、職員が一丸となって区民満足度を向上させるよう取り組みます。
また、平成27年6月の公職選挙法改正による選挙権年齢の18歳への引下げに伴い、こ

れまで以上に若い世代に向けた選挙啓発を行うことが重要となります。
桜区では、制度改正後初の国政選挙となる参議院議員選挙の前に、区内にある埼玉

大学と連携し若年層に向けた投票参加の呼びかけ及び不在者投票制度等の周知・啓発
を行います。

資料：平成２６年度 「桜区区民満足度アンケート」

区役所への満足度

（４）環境にやさしいまちづくり

自然と調和し、生活環境の整った、やすらぎのあるまちを実現するため、区民がよ
り一層花と緑にふれあえる機会を創出するとともに、区民との協働による「花と緑が
あふれるまちづくり」が求められています。
また、環境美化に対する一人ひとりの意識の向上と、地域の人々と行政が協働で取

り組むごみの減量化・リサイクルの推進が求められています。
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①職員のあいさつ

②職員の身だしなみ

③職員の言葉づかい

④職員の話を聞く態度

⑤職員の説明の分かりやすさ

⑥職員の業務知識

⑦要件が済むまでの時間

⑧プライバシーへの配慮

⑨案内表示の分かりやすさ

⑩窓口への適切な案内

⑪待合スペースの快適さ

合計

満足 やや満足 やや不満 不満 無回答

区民ボランティアによる花の植栽
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）心に文化を育む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 桜区区民ふれあいまつ 6,800 6,800 地域コミュニティの醸成・活性化と地域のま

り事業 (6,800) (6,800) ちづくりを図るため、桜区区民ふれあいまつ

〔コミュニティ課〕 りを開催

2 拡大桜区区民ふれあいコン 1,110 295 音楽を通じて区民相互の交流を推進し、明る

サート事業 (1,110) (295) く豊かなコミュニティの醸成を図るため、桜

〔コミュニティ課〕 区区民ふれあいコンサートを開催

3 埼玉大学との交流事業 69 76 地域の知的財産である埼玉大学と区民との交

〔コミュニティ課〕 (69) (76) 流を促進

4 区の花サクラソウ活用 476 415 「桜区の花サクラソウ」の啓発・活用

事業 (476) (415)

〔コミュニティ課〕

（２）健康でやさしく支えあう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 サクラチャリフェス 2,910 2,646 自転車を通じて桜区の自然を体感し、郷土愛

〔コミュニティ課〕 (2,910) (2,646) の醸成を図るイベントを開催

6 倍増桜区再発見ウォーキン 219 229 区内のウォーキングコースを歩きながら、文

創生グ事業 (219) (229) 化資源等を再発見するイベントを開催

〔コミュニティ課〕

7 桜区食文化伝承事業 145 130 桜区の食文化を伝承する料理教室の開催や地

〔コミュニティ課〕 (145) (130) 元産農産物の直売を実施

8 新規桜区親子フットサル体 290 0 レッズランドとの協働により親子で健幸づく

験 (290) (0) りができるイベントを開催

〔コミュニティ課〕

区の将来像である「三世代がつくる元気印のまち」を基本理念とし、一人ひとりがしあわ

せを実感できるまちを実現するため、地域交流、安全・生活環境、健康・福祉の推進等に取

り組んでいきます。

〔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

-433-



*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

9 ごちそう☆桜区レスト 81 81 伝統野菜の「五関菜」など地元の作物を活用

ラン した地産地消を学ぶ食育教室を実施

〔保健センター〕

10 桜区子育てフェア 1,336 1,336 育児疲れや育児ストレスを抱える子育て家庭

〔支援課〕 を支援するため桜区子育てフェアを開催

（３）安全に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

11 土木緊急修繕等事業 94,216 93,013 身近な生活環境を保持するための道路、河川

〔くらし応援室〕 (94,216) (93,013) 等の緊急的な修繕

12 交通安全施設維持管理 35,103 35,103 身近な生活環境を保持するための道路照明、

事業 (35,103) (35,103) 道路反射鏡、路面標示等の修繕

〔くらし応援室〕

13 交通安全啓発事業 1,862 1,888 交通ルールの普及・浸透を図るとともに、交

〔くらし応援室〕 (1,862) (1,888) 通事故を防止するための交通指導員活動の支

援、ヒヤリハットマップの作成等

14 拡大安心･安全のまちづくり 2,889 2,355 既存の事業を見直し、防災や防犯に対する意

事業 (2,889) (2,355) 識の醸成を目的に啓発活動の実施や講演会を

〔総務課〕 開催

（４）環境にやさし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

15 桜区花と緑ふれあい事 1,309 1,768 区民が花と緑にふれあう機会を創出するため

業 (1,309) (1,768) 区民サポーター等との協働により区役所周辺

〔コミュニティ課〕 等の緑化を推進

16 桜区クリーン活動 544 619 「桜区の木 サクラ」の開花前に、ゴミのない

〔コミュニティ課〕 (544) (619) 桜区をＰＲするため、区民と協力して、区内

のクリーン活動を実施

〔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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（５）信頼され親しまれる区役所づくりに取り組みます。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

17 区長マニフェスト・評 320 290 桜区の個性を生かしたまちづくりを推進する

価書の作成 (320) (290) ため区長マニフェスト・評価書を作成

〔総務課〕

18 新規選挙啓発事業 183 0 選挙権年齢の18歳への引下げに伴う、若年層

〔総務課〕 (183) (0) に向けた投票参加の呼び掛け及び不在者投票

制度等の周知・啓発を実施

19 区民会議運営事業 205 394 地域の諸課題等について協議する区民会議を

〔コミュニティ課〕 (205) (394) 運営

〔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
区民会議運営事業の
見直し

実績等をふまえ、会議開催内容や回数を見直すこと
で、予算額を縮小する。

△ 190

コミュニティ課

区民会議と市民活動
ネットワークとの連
携推進事業の見直し

実績等をふまえ、業務委託の内容などを見直すこと
で、予算額を縮小する。

△ 736

コミュニティ課
桜区花と緑ふれあい
事業の見直し

平成27年度に実施した花壇再整備の業務委託を新年
度は行わないなど、業務内容の見直しを行い、予算
額を縮小する。

△ 518

コミュニティ課
埼玉大学との交流事
業の見直し

実績等をふまえ、会場使用料を見直すことで、予算
額を縮小する。

△ 7

コミュニティ課
桜区クリーン活動の
見直し

実績等をふまえ、消耗品の内容を見直すことで、予
算額を縮小する。

△ 74

コミュニティ課
区の花サクラソウ活
用事業の見直し

消耗品や会場使用料を見直すことで、予算額を縮小
する。

△ 13

コミュニティ課 区広報事業の見直し
広報用パソコンの賃貸借内容を見直すことで、予算
額を縮小する。

△ 12
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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 6,636 

（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 10,939 
　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。

前年度予算額 10,238 

増減 701 

区役所庁舎の維持管理

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 365 

　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 10,547 

事務事業名 桜区役所管理事業（総務課） 予算額 10,939 
局/部/課 桜区役所/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 27 

　来庁者の用件、問合せ内容等に応じた窓口案内等を適切に
行います。また、情報公開コーナーに関することや、記念樹の
交付等を行います。

前年度予算額 8,292 

増減 △ 1,656 

桜区役所総合案内事業

＜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。

事務事業名 桜区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 6,636 
局/部/課 桜区役所/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 6,636 

桜区役所総合案内業務

桜区役所

【参考】

・電話、通信関係維持管理

・庁舎内修繕

・観葉植物賃貸借

・電話交換機設備等賃貸借

・ＦＡＸ賃貸借

・公用車、公用自転車の維持管理
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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 94,216 ４ 1,458 

２ 35,103 ５ 614 

３ 1,862 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞

１ 2,958 

２ 503 

　区民の防災・防犯への意識の醸成及び啓発を図るため、安
全安心のまちづくり講演会を開催するほか、青色防犯パトロー
ルを実施します。

信頼され親しまれる区役所づくり
　桜区の将来像である「三世代がつくる元気印のまち」の実現
に向けた平成28年度の「桜区区長マニフェスト」を策定します。
　また、選挙権年齢の18歳への引下げに伴い、若年層に投票
参加の呼び掛け及び不在者投票等の周知・啓発を行います。

前年度予算額 2,639 

増減 822 

安全に安心して暮らせるまちづくり

＜事業の目的・内容＞

　区の将来像である「三世代がつくる元気印のまち」を区政運営の基本理念とし、一人ひと
りがしあわせを実感できるまちづくりを推進するため、区民の防災・防犯への意識の醸成と
啓発を図るための各種事業の展開及び区長マニフェストの策定を行います。

事務事業名 桜区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 3,461 
局/部/課 桜区役所/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 3,461 

　道路、河川の緊急的な修繕を行います。 　関係部署と連携し、アシナガバチ等のハチの巣の駆除を行
います。

交通安全施設維持管理 くらし応援その他
　道路照明、道路反射鏡、路面表示の修繕等を行います。 　市民生活に密着したサービスを提供することで、区民の満足

度の向上を図ります。

交通安全啓発
　交通指導員活動の支援、ヒヤリハットマップの作成等を行いま
す。

前年度予算額 133,253 

増減 0 

土木緊急修繕 衛生害虫駆除

　区の将来像である「三世代がつくる元気印のまち」を区政運営の基本理念とし、一人ひと
りがしあわせを実感できるまちづくりを推進するため、区民が安全で安心して暮らせる生活
環境を積極的に推進することを目的とします。そのため、道路等の修繕箇所の早期発見
及び修繕、道路照明灯等の設置及び修繕、交通指導員活動の支援、ハチの巣の駆除の
受付等を行います。

局/部/課 桜区役所/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 133,253 

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 桜区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 133,253 

安全安心のまちづ

くり講演会

区長マニフェスト
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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 6,800 ４ 290

２ 2,910 ５ 219

３ 1,785 ６ 4,933

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞

１ 1,336 
　保護者の育児疲れや育児ストレスを抱える子育て家庭を支援
することを目的に「第６回桜区子育てフェア」を開催します。

前年度予算額 1,336 

増減 0 

桜区子育てフェア

　区の将来像である「三世代がつくる元気印のまち」を区政運営の基本理念とし、「健康で
やさしく支えあう」まちづくりを推進するため、未就学児を持つ家庭を対象とした「第６回桜
区子育てフェア」を開催します。

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 桜区まちづくり推進事業（支援課） 予算額 1,336 
局/部/課 桜区役所/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 1,336 

　多くの区民が参加する「桜区区民ふれあいまつり」を、区民の
代表で組織される実行委員会との協働により開催します。

　参加者同士の交流や「健幸」づくり、また「スポーツのまち さ
いたま」及び桜区の将来像「三世代がつくる元気印のまち」づく
りに資するよう、桜区の地域資源である「レッズランド」におい
て、親子参加型のフットサルイベントを開催します。

サクラチャリフェス 桜区再発見ウォーキング
　秋ヶ瀬公園周辺を始めとする桜区の豊かな自然を体感するこ
とによる郷土愛の醸成、区民同士の交流、交通ルールやマ
ナーの習得等を目的に区民参加型の自転車イベントを開催し
ます。

　ウォーキングにより区内の自然・歴史・文化などの地域資源を
再発見するとともに、郷土愛を醸成する機会を作るために事業
を実施します。

桜区花と緑ふれあい事業、区の花活用事業 区民会議、地域交流事業、広報その他
　区民との協働により桜区役所周辺の緑化を推進するなど、
「花と緑があふれるまちづくり」を推進します。また、写真コン
クールや植付け講習などの区の花「サクラソウ」を活用した事業
を実施します。

　区民会議、市民活動ネットワークへの支援、埼玉大学との交
流事業、区民ふれあいコンサート、親子食文化伝承事業、桜
区クリーン活動、区の広報活動などを行います。

前年度予算額 16,805 

増減 132 

区民ふれあいまつり 桜区親子フットサル体験

＜事業の目的・内容＞

　区の将来像である「三世代がつくる元気印のまち」を区政運営の基本理念とし、一人ひと
りがしあわせを実感できるまちづくりを推進するため、区の独自性を生かし、コミュニティの
醸成が期待できる各種事業を展開します。

事務事業名 桜区まちづくり推進事業（コミュニティ課） 予算額 16,937 
局/部/課 桜区役所/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 16,937 

桜区子育てフェア
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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 81 
　「桜区の食文化をいかしたまちづくり」の一環として、桜区の
小学生親子を対象に、伝統野菜の「五関菜」等を食材として活
用し、食文化・地産地消を学ぶ食育教室を実施します。

前年度予算額 81 

増減 0 

ごちそう☆桜区レストラン

＜事業の目的・内容＞

　区の将来像である「三世代がつくる元気印のまち」を区政運営の基本理念とし、一人ひと
りがしあわせを実感できるまちづくりを推進するため、伝統野菜の「五関菜」等を食材として
活用し、食文化・地産地消を学ぶ食育教室を開催します。

事務事業名 桜区まちづくり推進事業（保健センター） 予算額 81 
局/部/課 桜区役所/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/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 81 

食育教室
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浦和区　平成２８年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

浦和区は、都心としてのにぎわいのある地区と、緑豊かな落ち着いた住環
境の地区の2つが共存しています。この特性を踏まえ、住み続けたいまち、
行ってみたいと思えるまちとしての魅力を一層高めるため、地域に住む人々
の参加と協働を基本に、浦和区の歴史、文化、環境の資産を生かしたまちづ
くりが求められています。
また、安全・生活環境や健康・福祉に関する取組の充実が求められているほ

か、駅周辺のにぎわい創出の継続的な取組が必要です。

まちづくりの基盤となる区民相互のつ

ながりを醸成していくために、世代や

文化、居住する地域など様々な差異を

超えて人々がふれあい、楽しく活動す

ることを通して、人々の理解と共感を

広げていく取組が必要です。
浦和区ごみゼロ運動

浦和区の魅力を高めていくため

に、恵まれた伝統ある教育・文化・

スポーツ資源を活用した、芸術・文

化活動の振興が必要です。

特に、サッカーのまち、うなぎの

まちといったキーワードでの情報発

信力の強化を図ります。

浦和駒場スタジアムで開催された女子サッカー教室

13%

36%

7%

37%

7%

地域交流に関する取組

歴史・文化・伝統に関する取組

自然・環境に関する取組

健康・福祉に関する取組

安全・生活環境に関する取組

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

浦和区で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評価書より）

（１）世代や文化、地域を超えた多様な

交流のあるコミュニティづくり

（２）文教都市などの「浦和ブランド」

を活用した魅力あるまちづくり
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鉄道を挟んだ東西地域の連携

による一体的なまちづくりや誰

もが訪れやすい活気のあるまち

の再生と創出が必要です。
浦和区民まつり

区民アンケートの結果では、重点的に取り組んでほしい分野として安

全・生活環境が最も多く挙げられました。安全で安心して住めるまちを

構築するために、犯罪や交通事故を減らし、誰もが住みやすいと思える

都市空間の創出が求められています。

合計

450件
合計

1,163件

地域環境の向上や緑化意識を高め

るために、身近な場所での緑に出会

う機会の創出が求められています。

健康や福祉に関する取組に対しては

区民から大きな関心が寄せられてお

り、健康で自立した生活を送るため

に、区民一人ひとりの生活習慣改善の

一環として、日常生活の中で運動が習

慣化されるような取組が求められてい

ます。 浦和区ウォーキング教室

舗装
195

排水施設

145

道路安全

施設

43

道路

除草等
67

平成26年度 土木修繕受付件数

道路照明
1,113

反射鏡
23

路面標示
27

平成26年度 交通安全施設要望受付件数

ニチニチソウの植栽風景

（３）東西が連携し、一体性と

「にぎわい」のあるまちづくり

（４）ひとにやさしい誰もが安心して暮らせるまちづくり

（５）緑豊かな美しい街並みとゆとり

ある住環境を創出するまちづくり

（６）健康で共に支えあうまちづくり
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）世代や文化、地域を超えた多様な交流のあるコミュニティ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 市民活動ネットワーク 3,623 4,818 浦和区市民活動ネットワーク登録団体の活動

事業 (3,623) (4,818) 支援（わくわく浦和区フェスティバルの開催

〔コミュニティ課〕 ネットワーク広報紙の発行等）

2 浦和区秋のごみゼロ運 460 404 ごみゼロ運動（清掃活動・キャンペーン）を

動事業 (460) (404) 実施

〔くらし応援室〕

（２）文教都市などの「浦和ブランド」を活用した魅力の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

3 うなぎのまち浦和ＰＲ 849 1,082 「浦和のうなぎ」のＰＲ

事業 (849) (1,082)

〔地域商工室〕

4 拡大サッカーのまちづくり 1,213 623 浦和駒場スタジアムを会場に女子サッカー教

推進事業 (1,213) (623) 室を開催

〔コミュニティ課〕

5 倍増浦和区文化の小径づく 1,000 1,000 文化の小径マップを活用したウォーキングイ

り推進事業 (1,000) (1,000) ベントの開催及びマップの修正・増刷

〔コミュニティ課〕

6 浦和区絵画作品展事業 1,351 1,352 浦和区絵画作品展を開催

〔コミュニティ課〕 (1,351) (1,352)

（３）東西が連携し、一体性と「にぎわい」のあるまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

7 拡大 商店街活力創出事業 2,938 1,458 「サッカーのまち浦和」のフラッグ配布や浦

〔地域商工室〕 (2,938) (1,458) 和駅西口駅前へのイルミネーション設置など

を実施

○○○･･･
○○○･･･
○○○･･･

浦和区の将来像である「にぎわいと文教の調和する緑豊かなまち」の実現に向け、区民と

の協働により諸施策を推進します。

〔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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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

8 浦和区民まつり 7,350 7,300 鉄道を挟んだ東西連携による「世代を超えて

〔コミュニティ課〕 (7,350) (7,300) “つながる浦和”」をテーマにした区民まつ

りの開催

（４）ひとにやさしい誰もが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

9 拡大防犯のまちづくり推進 1,461 1,262 自主的な防犯活動の推進

事業 (1,461) (1,262)

〔総務課〕

10 交通安全対策事業 4,320 4,320 通学路点検に基づく通学路整備事業

〔くらし応援室〕 (4,320) (4,320)

11 拡大土木緊急修繕事業 93,946 90,827 区民の身近な生活環境を維持するための道路

〔くらし応援室〕 (93,946) (90,827) 等の緊急修繕を実施

12 拡大道路照明施設修繕事業 24,173 23,240 老朽化の著しい蛍光灯から省電力・長寿命型

〔くらし応援室〕 (24,173) (23,240) のＬＥＤ灯に切り替え等を実施

（５）緑豊かな美しい街並みとゆとりある住環境を創出す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

13 花とみどりの豊かなま 1,500 1,500 区内ＪＲ3駅周辺で区の花ニチニチソウ等を

ちづくり推進事業 (1,500) (1,500) 区民との協働で植替えを行い、花と緑に出会

〔コミュニティ課〕 う機会を創出

（６）健康で共に支えあう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

14 浦和区ウォーキング教 446 456 生活習慣病予防等を目的としたウォーキング

室 (446) (456) 教室の開催

〔保健センター〕

15 浦和区健康まつり 748 872 心と体の健康について考える機会となるよう

〔保健センター〕 (748) (872) な体験型の健康まつりを開催

〔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

くらし応援室
衛生害虫駆除業務
（手数料）の見直し

ハチ駆除業務手数料について、駆除件数を見直し、
予算額を縮小する。

△ 2,438

総務課
防犯活動等の消耗品
（消耗品費）の見直
し

防犯活動の推進に係る啓発品等の見直しを行い、予
算額を縮小する。

△ 133

コミュニティ課

市民活動ネットワー
ク事業（印刷製本
費）の見直し

チラシ等の印刷物の必要部数を見直し、予算額を縮
小する。

△ 147
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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 6,437 [参考]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜主な事業＞

１ 10,145 [参考]

２ 553 

３ 5,354

　消耗品費等の区役所運営に係る事務経費を支出します。

区役所の移設経費
　市役所本庁舎の耐震補強工事に伴い、（仮称）仮配置棟を
区役所として使用するために必要な整備を行います。

区役所宿日直業務
　休日及び夜間の業務時間外に浦和区役所へ入る電話及び
来庁者に対応します。

区役所の事務経費

＜特記事項＞

　市役所本庁舎の耐震補強工事に伴い、区役所は工事期間中、（仮称）仮配置棟へ移設
します。

前年度予算額 10,672 

増減 5,380 

16,052 

＜事業の目的・内容＞

　区行政の拠点である区役所庁舎の維持管理及び運営を行います。

局/部/課 浦和区役所/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 一般財源

事務事業名 浦和区役所管理事業（総務課） 予算額 16,052 

浦和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各課（室）への担当窓
口案内を行います。
　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、行政資料等の有償又は無償の頒布を行います。

前年度予算額 8,036 

増減 △ 1,599 

6,437 

＜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 浦和区役所/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 浦和区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 6,437 

浦和区役所情報公開コーナー

浦和区役所（庁舎１階部分）
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（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 57,807 [参考]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞

１ 95,995 ４ 2,948 

２ 34,130 ５ 1,244 

３ 1,135 ６ 844 

　安全・安心なまちづくりのため、道路照明灯、道路反射鏡、路
面標示の修繕を行います。

　区内6か所の公衆便所の破損、故障の緊急修繕を行います。

衛生害虫駆除 市民生活に密着したサービス
　危害を及ぼすアシナガバチ等の巣の駆除を行います。 　「ごみのない浦和区」を実現するため、キャンペーン及び清掃

活動を通じ、区民の環境美化意識の高揚を図ります。

土木緊急修繕 交通安全啓発
　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
急修繕や下水道の取付管の清掃を行います。

　交通事故を減少させるため、浦和警察署及び交通安全諸団
体と協働し、交通安全啓発活動を行います。

交通安全施設維持管理 公衆便所維持管理

前年度予算額 135,010 

増減 1,286 

＜事業の目的・内容＞

　区民の環境美化意識の高揚を図るため、住民参加による秋のごみゼロ運動を行いま
す。また、区民の満足度アップを図るとともに、ひとにやさしい誰もが安心して暮らせるまち
づくりを推進するため、交通安全施設整備（道路照明灯、路面標示等）や道路等の緊急修
繕などを行います。

局/部/課 浦和区役所/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 136,296 

事務事業名 浦和区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 136,296 

施設の運営及び維持管理
　保健センター施設を、適切に運営・維持管理するため、警
備、清掃、各設備の保守・点検及び修繕等を行います。また、
平成31年度の大規模改修に伴う躯体の健全性調査を行いま
す。

前年度予算額 86,233 

増減 △ 28,426 

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 20,201 

　浦和区における保健業務の実施拠点である保健センター庁舎の維持管理等を行いま
す。

一般財源 35,511 

局/部/課 浦和区役所/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

事務事業名 浦和区役所管理事業（保健センター） 予算額 57,807 

2,095 

浦和区役所保健センター
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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＞

１ 518 

２ 1,461 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞

１ 849   

２ 2,938 

　「うなぎのまち浦和」をＰＲするため、リーフレットなどを作成し、
市内外のイベントなどで配布します。

商店街活力創出事業
　商店街活性化と来街者へのアピールのため、「サッカーのま
ち浦和」のフラッグを作製し、商店街等に配付します。また、
サッカータウンのイルミネーション看板を駅前に設置します。

2,562 

増減 1,225 

うなぎのまち浦和ＰＲ事業  

＜事業の目的・内容＞

　浦和区の地域振興のため、浦和ブランドである「浦和のうなぎ」や「サッカーのまち浦和」
といった地域資源を活用し、商店街の活性化と地域観光を推進します。　「浦和のうなぎ」
については、リーフレットや啓発品の配布等によるＰＲ活動を行い、「サッカーのまち浦和」
については、区内商店街街路灯等へのサッカーフラッグの掲出や浦和駅西口駅前にサッ
カータウンのイルミネーション看板を設置するなど、浦和らしさをアピールし、市役所の玄
関口としてのにぎわい創出を図ります。

前年度予算額

局/部/課 浦和区役所/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 一般財源

事務事業名 浦和区まちづくり推進事業（地域商工室） 予算額 3,787 

3,787 

　防犯意識を高めるため防犯講演会等を開催し、また、区民主
体による防犯活動の支援を行います。

区長マニフェスト策定
　区政運営に当たっての主要な取組を示した区長マニフェスト
を策定します。また、実施事業について区民アンケートによる
外部評価等を行い、区長マニフェスト評価書を策定します。

防犯のまちづくり推進事業

前年度予算額 1,928 

増減 51 

1,979 

＜事業の目的・内容＞

　区政運営に当たっての目標や取組姿勢をまとめた「区長マニフェスト」を策定し、また、区
民との協働などにより、防犯のまちづくりを推進します。

局/部/課 浦和区役所/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 浦和区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 1,979 

浦和区防犯講演会

商店街のサッカーフラッグ
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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 7,350 ４ 1,500 

２ 1,351 ５ 1,000 

３ 1,213 ６ 7,257 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞

１ 748 [参考]

２ 446 

浦和区健康まつり
　市民活動団体等と協働で、体験型の健康イベント「浦和区健
康まつり」を実施します。

浦和区ウォーキング教室
　生活習慣病予防につながる運動の習慣化を図るため、身近
な運動であるウォーキングの教室を実施します。

前年度予算額 1,328 

増減 △ 134 

＜事業の目的・内容＞

　 浦和区民が心と体の健康に関する情報を得るとともに、健康維持・増進の意識を高める
機会となるよう、体験型の健康まつりとウォーキング教室を実施します。

局/部/課 浦和区役所/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/2目 区民まちづくり推進費 一般財源

事務事業名 浦和区まちづくり推進事業（保健センター） 予算額 1,194 

1,194 

　区内公民館で活動する絵画グループ及び区内に学区がある
小・中学校に在学する児童・生徒へ作品発表の場を提供し、
芸術・文化活動の支援を図るとともに、文教のまちづくりを推進
します。

　文教のまちづくり推進のため、文化の小径マップを活用した
ウォーキングイベントの開催及びマップの修正・増刷を行いま
す。

サッカーのまちづくり推進事業 区民会議・市民活動ネットワーク事業その他

　地域資源を活用し魅力あるまちづくりを推進するため、浦和
駒場スタジアムを会場に女子サッカー教室を開催します。ま
た、小学校でのサッカー大会において「サッカーのまち浦和区
賞」として記念品を授与します。

　世代や文化、地域を超えた多様な交流のあるコミュニティづく
りを推進するため、浦和区市民活動ネットワーク連絡会の活動
を支援します。その他、区民会議運営等を行います。

浦和区民まつり 花とみどりの豊かなまちづくり推進事業
　浦和駅周辺を中心に多世代交流の活性化と、広く市民が参
加できる区民による、区民のためのまつりを実行委員会形式で
開催します。

　区民との協働により魅力あるまちづくりを推進するため、区内Ｊ
Ｒ3駅周辺で花の植栽活動を行います。

浦和区絵画作品展 浦和区文化の小径づくり推進事業

前年度予算額 21,090 

増減 △ 1,419 

＜事業の目的・内容＞

　区民会議等との連携を図り、区民との協働を進め、浦和区の個性を生かしたまちづくりを
推進します。

局/部/課 浦和区役所/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 19,671 

事務事業名 浦和区まちづくり推進事業（コミュニティ課） 予算額 19,671 

浦和区健康まつり
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増加数は前年と比較

昼夜間人口比率は平成22年国勢調査データ

南区　平成２８年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南区の概況 平成27年4月1日現在

本市南の玄関口である南区は、交通の利便性の高さから人口の増加が続いて
おり、平均年齢も一番若く、現在市内10区で最大の人口を有しています。
一方で、少子高齢化の進行、人々の価値観やライフスタイルの変化に伴い、

地域住民の交流の希薄化や地域社会の機能低下が懸念されています。
区民ニーズが多様化する中で、快適な生活環境を備えるとともに、区民相互

の交流や市民活動の活性化を図りながら、郷土愛を醸成し、長く住み続けたい
と思えるまちづくりを進めていく必要があります。

179,204 ① 1,263,455

952 ④ 7,712

男 90,675 ① 630,539

女 88,529 ① 632,916

人数 24,913 ① 171,591

割合 13.9% ③ 13.6%

人数 121,458 ① 817,191

割合 67.8% ① 64.7%

人数 32,833 ② 274,673

割合 18.3% ⑩ 21.7%

80,077 ① 553,920

873 ⑤ 8,020

12,967.0 ② 5,810.9

75.5% ⑩ 92.8%

41.70 ⑩ 43.23

40.69 ⑩ 42.17

42.74 ⑩ 44.29

出生 出生数（平成26年度） 1,686 ① 10,686

115 ② 858

自治会加入世帯数 55,133 ① 364,712

加入率（総世帯数/加入世帯数） 68.8% ③ 65.8%

人口密度（人/ ）

昼夜間人口比率（昼間/夜間）

平均年齢

全体

自治会

自治会数

男

女

0～14歳

15～64歳

65歳以上

世
帯

総数

増加数

人

口

総数

増加数

男女別

区分 南区
10区中の
位置付け

さいたま市
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【南区ふるさとふれあいフェア】 【南区駅からハイキング】

【南区防犯パトロール】 【交通安全啓発】

【道路照明灯の修繕】 【道路緊急修繕】

（３）身近なくらしの環境維持

区民の身近なくらしの環境を維持するため、道路や道路照明灯の不具合
箇所の緊急修繕など区民のニーズに迅速に対応する必要があります。

（２）安全・安心なまちづくり

自主防災・防犯組織数が多く、防災・防犯意識の高い南区では、安全・
安心なまちづくりを推進するため、自主防災組織、防犯パトロール協議
会、交通安全保護者の会（母の会）南支部等を支援し、更に防災力の向上
や防犯、交通安全対策の強化を図っていく必要があります。

（１）南区の特色を生かした協働によるまちづくり

ふるさとへの愛着や一体感、区民同士の絆を強め、活発な地域コミュニ
ティを醸成するため、身近な緑の創出や区の花「ヒマワリ」の活用、世代
間の垣根を越えた地域間交流や市民活動の活性化など、区民との協働によ
るまちづくりを進める必要があります。
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）南区の特色を生かした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 新規 南区まちづくり功労者 694 0 区内で活動する団体の活性化や地位向上のた

顕彰事業 (694) (0) め、団体で活動する功労者(役員）に対し感謝

〔コミュニティ課〕 状を贈呈

2 倍増 南区ウォーキング・ 308 300 健康の維持・増進と参加者相互のコミュニ

創生 ジョギング普及事業 (308) (300) ティ作りを図るため、ウォーキングコース・

〔コミュニティ課〕 ジョギングコースを活用したウォーキング・

ジョギング教室を実施

3 倍増 南区駅からハイキング 1,000 1,000 南区の魅力やおもてなしの心とともに、ウォ

創生 開催事業 (1,000) (1,000) ーキングの楽しさを伝えるため、地元商店会

〔コミュニティ課〕 や自治会等の協力を得て、「南区駅からハイ

キング」を実施

4 南区ふるさとふれあい 8,100 8,100 年代や地域を超えた交流と、区民相互の融和

フェア (8,100) (8,100) を図るため、「南区ふるさとふれあいフェア」

〔コミュニティ課〕 を開催

5 区民会議の運営及び市 3,188 3,588 区民が主体となって、区の諸課題について協

民活動の支援 (3,188) (3,588) 議する区民会議を運営するとともに、市民活

〔コミュニティ課〕 動及び協働を推進

6 区の花を生かしたまち 2,226 2,446 区への親しみが深まるよう、区内小中学校、

づくり事業 (2,226) (2,446) 保育園等へ区の花「ヒマワリ」の栽培を依頼

〔コミュニティ課〕 するとともに、ヒマワリをモチーフとした絵

画をヒマワリ通り（南区役所西側通り）に面

する浦和大里小学校フェンスに設置し、区の

花を啓発

7 プランターで始める 235 228 身近に緑を感じられるよう、気軽にガーデニ

ガーデニング教室 (235) (228) ングを始めたい人に向けた、区の花「ヒマワ

〔コミュニティ課〕 リ」等のプランター栽培教室を開催

南区の将来像「あなたが主役 住んでよかったまちづくり」を基本理念として、より一層

特色のあるまちづくりを進めます。

区民ニーズや地域の課題に迅速かつ的確に対応し、地域・事業者・行政が連携を図りなが

ら、様々な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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（２）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

8 拡大 交通安全啓発事業 5,330 5,516 交通事故防止を図るため、交通安全啓発活動

〔くらし応援室〕 (5,330) (5,516) 等を実施

9 拡大 南区自主防災推進事業 614 859 災害に備え、共助による地域防災力の強化を

〔総務課〕 (614) (859) 推進するため、南区自主防災組織連絡協議会

との協働により、講演会や防災関係のパネル

展示等を行う防災展などを開催

10 拡大南区地域防犯推進事業 1,024 746 地域での防犯活動の促進を図るため、南区防

〔総務課〕 (1,024) (746) 犯パトロール協議会と連携し、研修など防犯

活動団体を支援

（３）身近なくらしの環境を維持します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

11 土木緊急修繕等事業 134,739 134,811 区民の安全・安心を確保するため、道路、下

〔くらし応援室〕 (134,739) (134,811) 水道、水路等に関する緊急修繕を実施

12 拡大交通安全施設維持管理 41,684 40,564 道路照明灯、道路反射鏡、路面標示の修繕を

事業 (41,684) (40,564) 実施

〔くらし応援室〕

〔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

区の花を生かしたま
ちづくり事業大型パ
ネル作成業務委託料
の見直し

絵画の原画データ取込方法の見直し(簡略化)により
予算額を縮小する。（電子大型カラースキャナー使
用から写真撮影に変更）

△ 220
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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 13,544 [参考]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜主な事業＞

１ 7,697 [参考]

２ 1,759 
　区役所の連絡調整や事務遂行に当たり、必要な庶務（旅費
の支給や消耗品の購入等）を行います。

区役所維持管理
　南区役所を適切に維持管理するため、電話交換機の非常
用蓄電池の交換など電話設備の保守や、備品の管理等を行
います。

区役所の事務経費

前年度予算額 8,511 

増減 945 

9,456 

＜事業の目的・内容＞

　複合公益施設サウスピア内にある南区役所の適切な維持管理等を行います。

局/部/課 南区役所/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 一般財源

事務事業名 南区役所管理事業（総務課） 予算額 9,456 

【南区役所総合案内】

区役所総合案内事業
　来庁者の用件・問合せに関する担当窓口への案内、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閲覧・貸出し及び無償・有償
の頒布を行います。

前年度予算額 12,371 

増減 1,173 

13,544 

＜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 南区役所/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 南区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 13,544 

【南区役所（サウスピア4階～7階）】
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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＞

１ 134,739 ４ 1,028 

２ 41,684 ５ 6,255 

３ 999 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞

１ 220 [参考]

２ 614 

３ 1,024 

　災害時に備え、防災展の開催など南区自主防災組織連絡
協議会と連携し、地域防災力向上の活動に対する支援を実
施します。

南区地域防犯推進事業
　地域での防犯活動の促進を図るため、講演会の開催のほ
か、南区防犯パトロール協議会の活動に対する支援を実施し
ます。

区長マニフェストの策定
　区の将来像の実現に向けて、区政運営に当たっての取組姿
勢や区民サービスの具体的な目標を掲げた区長マニフェスト
を策定します。また、前年度区長マニフェストの取組を検証す
るために、区民アンケートを実施し、評価書を作成します。

南区自主防災推進事業

前年度予算額 1,865 

増減 △ 7 

1,858 

＜事業の目的・内容＞

　区の将来像「あなたが主役　住んでよかったまちづくり」の実現に向けて、防災や防犯を
はじめ、長く住み続けたいと思えるまちづくりを推進します。

局/部/課 南区役所/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 南区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 1,858 

　道路照明灯・道路反射鏡・路面標示の修繕を行うことにより、
区民の交通事故防止を図ります。

　交通事故防止を図るため、交通安全啓発活動を行います。
また、くらし応援室の連絡調整、事務遂行に当たり、必要な庶
務(旅費の支給、消耗品の購入及び通信運搬費の支払)を行
います。

衛生害虫駆除事業
　アシナガバチ等の巣の駆除依頼に対して、関係部署と連携
し、巣の駆除を行います。

土木緊急修繕等事業 公衆便所維持管理事業
　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。

　南浦和駅西口、武蔵浦和駅東口及び西口の公衆便所の修
繕等を行います。

交通安全施設維持管理事業 交通安全啓発事業その他

前年度予算額 186,830 

増減 △ 2,125 

184,705 

＜事業の目的・内容＞

　身近な生活環境を保持するため、道路等の緊急修繕や交通安全施設の修繕等を行い
ます。

局/部/課 南区役所/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 南区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 184,705 

【南区防災講演会（南区自主防災組織連絡協議会と共催）】
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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 3,188 ４ 834 

２ 12,488 ５ 323 

３ 2,226 ６ 694 

　地域コミュニティの醸成と魅力あるまちづくりを推進するた
め、市民活動団体等が取り組む事業に補助を行うとともに、
「南区ふるさとふれあいフェア」、「南区ウォーキング・ジョギング
教室」及び「南区駅からハイキング」を開催します。

　区役所等の公共施設からの地域に密着した情報を区民に
発信するため、毎月1日に発行している「市報さいたま」の5
ページ分を南区版として編集します。

区の花を生かしたまちづくり事業 南区まちづくり功労者顕彰事業
　区民の区への親しみを向上させるため、区の花「ヒマワリ」の
苗を配布します。また、ヒマワリをモチーフとした園児・児童の
絵画を、ヒマワリ通り（南区役所西側の通り）に面する浦和大里
小学校のフェンスに設置します。

　地域コミュニティを活性化するため、南区内で活動している
団体の役員を顕彰し、功績を讃えるとともに、活動を広く周知
することにより、団体の活性化と地位向上を図ります。

区民会議の運営及び市民活動の支援 花と緑のまちづくり推進事業
　地域特性を生かした参加と協働による区政を実現するため、
区民が主体となり、区の諸課題についての協議を行う区民会
議の支援や、市民活動・協働を推進します。

　区民が生き生きと心豊かに暮らせる「花と緑の豊かなまち」を
実現するため緑化活動を支援するとともに、より身近に花と緑
に触れ合えるように、「プランターで始めるガーデニング教室」
を実施します。

魅力あるまちづくり推進事業 南区情報発信事業

前年度予算額 19,739 

増減 14 

19,753 

＜事業の目的・内容＞

　区民会議をはじめとする市民活動団体等との連携を図り、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。

局/部/課 南区役所/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 南区まちづくり推進事業（コミュニティ課） 予算額 19,753 
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緑区　平成２８年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

緑区は豊かな自然環境に恵まれ、地域の歴史を伝える文化財など、数多くの
地域資源を有し、一方では、浦和美園駅周辺地区をはじめとする新しいまちづ
くりが進められています。そのような中、緑区の魅力を高め、区民に親しまれ
るまちにするためには、地域コミュニティの形成や住民活動の活性化により、
郷土愛を醸成するとともに、区民との協働によるまちづくりを進めていく必要
があります。
また、区民アンケート調査結果では、「安全・生活環境に関する取組」への

関心が高く、防災・防犯対策や区民に身近な生活環境整備など、安全で安心し
て暮らせるまちづくりを進めることが求められています。

「平成26年度緑区区長マニフェストアンケート調査」より

5%

37%

5%

36%

17%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

地域交流

安全・生活環境

歴史・文化・伝統

健康・福祉

自然・環境

緑区で重点的に取り組んでほしい分野

（１）郷土愛を育てるまちづくり

「日光御成道 美園 大門宿まつり」

や「緑区かかしランド」など、緑区の

地域資源を活用し、区民の相互交流を

促進するとともに、緑区お宝１００選

を活用したウォーキング、ジョギング

コース「緑太郎ロード」を周知するこ

とで緑区の魅力や特性を区内外に発信

する必要があります。

（２）安全な住みよいまちづくり

大規模災害や様々な犯罪など、区

民生活を脅かす危機事案への関心は

高まっており、「災害に強い」「犯

罪のない」まちの実現に向け、防

災・防犯に対する区民の意識の高揚

と対策が求められています。
緑区地域安全講演会

大門宿
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（３）自然と共生するまちづくり

緑区には「見沼田んぼ」をはじめ多くの
自然が残されていますが、急激に都市化が
進展する中、自然や環境への関心が高まっ
ています。こうした緑区の魅力・財産のひ
とつである「自然」を保全し、活かした取
組を、区民や関係団体との協働により進め
ていくことが重要になっています。

（４）生活環境の整ったまちづくり

区民に身近な交通安全施設（街路灯・道
路反射鏡等）や道路の適切な維持管理と修
繕を行い、交通事故防止や区民が安心して
暮らすための生活環境の維持・保全の取組
を、引き続き進めていく必要があります。

（５）にぎわいのあるまちづくり

緑区の魅力を高め、地域の活性化を図る
ためには、緑区の地域資源を活用しなが
ら、区と区民や関係団体が協力してにぎわ
いを創出していくことが重要になっていま
す。

（６）区役所庁舎の適正な維持管理

区役所は区民の身近な行政窓口であり、
区役所に来庁される方にとって快適な空間
である必要があります。設備等の不具合に
より来庁者に不快感や不便さを感じさせな
いよう適正な維持管理を行い、未然に不具
合等の防止策を講じることが重要になりま
す。

緑区役所庁舎

見沼田んぼキレイきれい大作戦

東浦和駅前クリスマスツリー点灯式

土木緊急修繕
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）　郷土愛を育て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 日光御成道 美園 大門 4,200 4,200 日光御成道や大門宿などの地域資産を活用

宿まつり (4,200) (4,200) し、「美園地区」のコミュニティの醸成と新

〔コミュニティ課〕 旧住民の交流促進を図る事業

2 緑区区民まつり 6,450 6,661 ふれあいのある地域社会の育成を図る事業

〔コミュニティ課〕 (6,450) (6,661)

3 緑区かかしランド 750 750 子どもたちによるかかしの制作を通じ、緑区

〔コミュニティ課〕 (750) (750) の自然・歴史・文化への関心と愛着の醸成

4 新規緑太郎ロード活用事業 507 0 「ウォーキング」など気軽に取り組める「緑

倍増〔コミュニティ課〕 (507) (0) 太郎ロード」の周知と緑区の魅力発見のきっ

創生 かけとなる専用のコースマップの作成・配布

（２）　安全な住みよ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 地域安全推進事業 1,350 1,358 地域の防災・防犯対策の強化を図るため、講

〔総務課〕 (1,350) (1,358) 演会の開催や、防犯安全マップの作製、地域

の防犯リーダーの育成等を実施

（３）　区の地域資源を生かし、自然と共生す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

6 緑区花と緑のまちづく 149 149 区民との協働による、花の植栽を実施

り推進事業 (149) (149)

〔コミュニティ課〕

7 見沼田んぼキレイきれ 250 250 区民との協働による見沼田んぼクリーン活動

い大作戦 (250) (250) を実施

〔コミュニティ課〕

区民との協働によるまちづくりを基本に、緑区の魅力を高め、緑区の特性を生かした事業

を推進します。

また、道路・交通安全施設等の維持保全や防災・防犯事業を実施し、安全で安心して暮ら

せ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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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

8 環境講演会 250 250 環境保全に対する意識の醸成を図るため講演

〔コミュニティ課〕 (250) (250) 会を実施

（４）　交通安全施設や土木修繕など、生活環境の整っ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

9 土木緊急修繕等事業 125,134 122,532 道路の緊急的な修繕などを実施

〔くらし応援室〕 (125,134) (122,532)

10 交通安全施設維持管理 34,141 32,675 街路灯、道路反射鏡、路面標示の修繕を実施

事業 (34,141) (32,675)

〔くらし応援室〕

（５）　にぎわ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)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

11 緑区オープンガーデン 230 230 ガーデニングを通じた、区民同士の交流を促

〔コミュニティ課〕 (230) (230) 進する事業を実施

12 東浦和駅前クリスマス 700 700 緑区の玄関口の一つである東浦和駅前をライ

ツリー点灯式 (700) (700) トアップし、華やかさとにぎわいを創出

〔コミュニティ課〕

13 倍増緑区お宝散策 500 500 緑太郎ロードを活用し、自然豊かな見沼田ん

創生〔コミュニティ課〕 (500) (500) ぼや緑区の歴史・文化を区の内外にＰＲ

（６）　来庁者に快適な空間を提供するため、適切な庁舎管理を行います。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

14 新規緑区役所庁舎維持改修 1,361 0 区役所庁舎の計画的な維持改修として、庁舎

事業 (1,361) (0) 出入口の自動ドア修繕を実施

〔総務課〕

〔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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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
衛生害虫駆除事業の
見直し

アシナガバチ駆除にかかる手数料の単価の見直しを
行い、予算額を縮小する。

△ 372
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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 5,880

（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 64,749 

２ 1,361

局/部/課 緑区役所/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 緑区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 5,880 

前年度予算額 7,349 

増減 △ 1,469 

5,880

＜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。

【緑区役所総合案内】

緑区役所総合案内 [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、行政資料等の無償、
有償の頒布を行います。

局/部/課 緑区役所/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 緑区役所管理事業（総務課） 予算額 66,110 

前年度予算額 74,205 

増減 △ 8,095 

507 

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 1,147 

　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 941 

一般財源 63,515 

　区役所庁舎の予防保全のため、計画的な維持改修を行いま
す。

緑区役所庁舎の維持管理 [参考]
　地域の拠点である区役所を安心して利用していただくため
に、区役所庁舎の維持管理等を行います。

緑区役所庁舎維持改修事業

【緑区役所】
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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＞

１ 125,134 ４ 918

２ 34,141 ５ 787

３ 2,326

【ＬＥＤ公衆街路灯】 【土木緊急修繕】

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞

１ 353 [参考]

２ 1,350 

局/部/課 緑区役所/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 緑区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 163,306 

前年度予算額 159,568 

増減 3,738 

163,306

＜事業の目的・内容＞

　安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するとともに、区民満足度アップを図るため、生
活に身近な道路の緊急修繕や交通安全施設整備（街路灯、路面標示等）などを行いま
す。

　区民の事故防止を図るため、街路灯、道路反射鏡、路面標
示の修繕を行います。

　東浦和駅前及び浦和美園駅西口に設置している公衆便所
の破損、故障等の緊急修繕を行います。また、くらし応援室の
事務執行に当たり、必要な庶務を行います。

衛生害虫駆除事業

土木緊急修繕等事業 交通安全啓発事業
　区民が安全で安心して暮らせるまちづくりのため、道路の破
損した箇所の緊急修繕などを行います。

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

交通安全施設維持管理事業 公衆便所維持管理その他

　 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。

局/部/課 緑区役所/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 緑区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 1,703 

前年度予算額 1,709 

増減 △ 6 

1,703 

＜事業の目的・内容＞

　区の個性を生かしながら魅力あるまちづくりを区民との協働により進めるため、区長マニ
フェストを策定して区民ニーズに応じた区独自事業を展開するとともに、区民が安全で安
心して暮らせるまちづくりを推進します。

　地域の防災・防犯対策の強化を図るため、講演会の開催や
防犯安全マップの作製、地域防犯リーダーの育成等を行いま
す。

区長マニフェストの策定
　緑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。

地域安全推進事業

【緑区地域安全講演会】
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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＞ [参考]

１ 3,718

２ 16,687

３ 241

局/部/課 緑区役所/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 緑区まちづくり推進事業（コミュニティ課） 予算額 20,646 

前年度予算額 20,103 

増減 543 

20,646 

＜事業の目的・内容＞

　区民会議や市民活動ネットワーク等との連携を図り、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。

　　「ウォーキング」を気軽に取り組める「緑太郎ロード」の周知
等を行う「緑太郎ロード活用事業」やコミュニティの醸成と区の
まちづくり推進を目的とした事業を行う団体に対して補助を実
施することにより、魅力あるまちづくりを推進します。

区花・木・鳥啓発事業、花と緑のまちづくり推進事業

　区の花「サクラ」・木「ハナミズキ」・鳥「シラサギ」の啓発事業を
行うとともに、花と緑の豊かなまちづくりを推進するため、区民と
の協働により緑区役所花壇等への花の植栽を実施します。

区民会議・市民活動ネットワーク・その他

　区民会議の開催や市民活動ネットワーク登録団体への支援
などまちづくりを推進するための基礎となる事業を実施します。

まちづくり推進事業

【緑太郎ロード】
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岩槻区　平成２８年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

岩槻区には豊かな緑と水辺、長い歴史を持つ神社仏閣、城下町や人形のまち

としての地域文化など、多彩な魅力があります。

岩槻区では、区の将来像「自然と歴史、文化を守り育て、楽しむまち」の実

現に向けて、区の魅力を生かした各種事業を展開し、区民とともに魅力の発

信、にぎわいや交流の創出に取り組んできました。

岩槻区の人口の推移を見ると、平成22年頃から減少傾向にありましたが、平

成26年度以降は僅かではあるものの転入者数が転出者数を上回っており、人口

は概ね横ばいとなっています。しかし、依然として人口の高齢化が進み、高齢

者、また障害者の人数も増加しています。

今後も地域資源の活用とともに、健康・福祉や安全・生活環境に関する取組

など区民ニーズを踏まえた事業を展開し、住む人・訪れる人の満足度向上を図

る必要があります。

（人）

（人） （人）
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（１）区民主役のまちづくり

地域課題や区民ニーズを的確に捉え、

魅力と活力ある地域づくりを進めるため、

住民同士のふれあいや交流による地域コ

ミュニティの活性化、市民活動団体同士、

及び活動団体と行政との連携による市民

活動の活性化に取り組むなど、区民主役

のまちづくりを促進する必要があります。

（２）魅力とにぎわいを創出するまちづくり

歴史文化や自然環境など、多彩な地域資源の区内外への発信と、これらを生か

した各種事業を展開し、区民に岩槻の魅力を認識していただくとともに、来訪者

や交流人口の増加を図り、更なる魅力やにぎわいの創出に取り組む必要がありま

す。

区民会議

城下町岩槻鷹狩り行列 区民やまぶきまつり

自然・環境に

関する取組

12%

健康・福祉に

関する取組

37%歴史・文化・

伝統に関する

取組
11%

安全・

生活環境に

関する取組
34%

地域交流に

関する取組

6%

岩槻区で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）
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（３）安全・安心で暮らしやすいまちづくり

高齢者や障害者がいつまでも地域で安心して元気に暮らすことができるよ

う、取組の充実が求められます。

また、道路延長が10区中最も長く、道路等の緊急修繕や交通安全施設の要望

件数が非常に多くなっています。これらに迅速かつ柔軟に対応するなど、安

全・安心で暮らしやすいまちづくりに取り組む必要があります。

（４）区民に親しまれる区役所づくり

区民の安全と信頼を確保し、気持ちよく区役所を訪れていただくため、区役

所施設の適正な管理に取り組むとともに、区民に親しまれる明るい区役所づく

りに取り組む必要があります。

ウォーキング講習会 人形のまち岩槻まちかど雛めぐり

チャイルドコーナー 作品展示コーナー
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）区民主役のまちづくりを促進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

1 区民会議の運営 2,734 2,627 参加と協働による魅力あるまちづくりを推進

〔コミュニティ課〕 (2,734) (2,627) するため、区民会議を開催

2 市民活動ネットワーク 2,292 2,174 区民と協働のまちづくりを進めるため、市民

の活動支援 (2,292) (2,174) 活動ネットワーク登録団体が行う各種事業を

〔コミュニティ課〕 支援

（２）魅力とにぎわいを創出す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

3 城下町岩槻鷹狩り行列 10,000 10,000 地域経済の活性化及び郷土への関心を高める

事業 (10,000) (10,000) ため、徳川家康が鷹狩りの際、岩槻を訪れた

〔観光経済室〕 ときの行列を再現するイベントを開催

4 城下町岩槻歴史散策事 2,563 2,720 岩槻の観光資源を活用し、にぎわいの創出を

業 (2,563) (2,720) 目的として、区内の史跡・名所等を巡る散策

〔観光経済室〕 事業を実施

5 新規岩槻観光案内所整備事 1,986 0 岩槻駅に開設される観光案内所に、観光ＰＲ

総振業 (1,986) (0) コンテンツを追加

〔観光経済室〕

6 区民やまぶきまつり事 8,900 9,551 区民との協働により、地域の特性を生かした

業 (8,900) (9,551) 区民まつりを開催

〔コミュニティ課〕

7 人形のまち岩槻まちか 1,000 1,000 岩槻の観光資源を活用し、多くの観光客の誘

ど雛めぐり支援事業 (1,000) (1,000) 致を図ることを目的とした「人形のまち岩槻

〔コミュニティ課〕 まちかど雛めぐり」の開催を支援

8 拡大健康ウォーキング推進 477 203 市民の健康増進を図るほか、区の魅力をＰＲ

倍増事業 (477) (203) するため、ウォーキング講習会及びウォーキ

創生〔コミュニティ課〕 ングイベントを開催

岩槻区の将来像「自然と歴史、文化を守り育て、楽しむまち」の実現に向けて、区民主役

のまちづくりの一層の促進、岩槻の歴史・文化など多彩な地域資源の発信・活用、区民ニー

ズの高い暮らしの安全・安心の確保に積極的に取り組み、区の魅力やにぎわいの更なる創

出、多世代交流をはじめ様々な交流の促進を図るなど、住む人・訪れる人が岩槻の良さを共

感でき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・安心で暮ら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

9 拡大交通安全施設維持管理 35,167 34,668 道路照明灯、道路反射鏡、路面標示等の修繕

事業 (35,167) (34,668) を実施

〔くらし応援室〕

10 拡大土木緊急修繕等事業 151,752 150,274 道路、その他土木施設の緊急的な修繕を実施

〔くらし応援室〕 (151,752) (150,274)

11 交通安全啓発事業 1,193 1,192 警察署や関係団体等との連携により、街頭キ

〔くらし応援室〕 (1,193) (1,192) ャンペーン等の交通安全啓発活動を実施

12 防犯啓発事業 1,145 1,025 防犯連絡協議会との協働により、親子向け防

〔総務課〕 (1,145) (1,025) 犯教室、防犯の集い等の啓発事業を実施

13 岩槻区顔の見えるネッ 172 172 障害のある方の支援に関わっている事業所、

トワーク事業 (172) (172) 法人等の関係機関の支援の専門性を高めるた

〔支援課〕 めのネットワーク会議を開催

14 新規岩槻区高齢者健康づく 324 0 高齢者を支援する各種団体等と連携し、高齢

り事業「笑いヨガ」 (324) (0) 者の健康づくりを目的とした「笑いヨガ」の

〔高齢介護課〕 リーダーを養成

（４）区民に親しまれる区役所づくりに取り組みます。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

15 岩槻区役所管理事業 207,922 209,720 区役所庁舎（ワッツ東館3階・4階）、別館施

〔総務課〕 (206,186) (208,126) 設の維持管理等を実施

16 岩槻区役所管理事業 12,354 11,791 区役所総合案内業務及び情報公開コーナーに

〔くらし応援室〕 (12,354) (11,791) おける各種サービスを提供

〔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

くらし応援室携帯電話料の縮小
携帯電話料について、過去の決算額を踏まえて予算額を
縮小する。

△ 26

くらし応援室
ハチの巣駆除手数料
の縮小

アシナガバチ等のハチの巣駆除手数料について、過去の
決算額を踏まえて予算額を縮小する。

△ 57

総務課 区長交際費の縮小
区長交際費について、過去の決算額を踏まえて予算額を
縮小する。

△ 50

総務課 電話料の縮小
電話料について、過去の決算額を踏まえて予算額を縮小
する。

△ 202

総務課
防犯の懸垂幕掲示に
係る手数料の廃止

防犯の懸垂幕掲示を職員が行うこととし、掲示に係る手
数料の予算額を廃止する。

△ 16

観光経済室
城下町岩槻歴史散策
事業に係る報償費の
縮小

城下町岩槻歴史散策事業における案内者(ガイド)の人数
を見直し、予算額を縮小する。

△ 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 12,354 

（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＞

１ 207,128 

２ 794 

局/部/課 岩槻区役所/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 12,354 

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 岩槻区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 12,354 

　来庁者の用件・問合せ等に対し、的確・迅速・丁寧な対応を行います。

岩槻区役所総合案内業務
　来庁された方の様々な用件に対し担当窓口への案内等を行
います。また、隣接する情報公開コーナーにおいて行政資料
の整理、閲覧、貸出し等を行うとともに、出生・新築・婚姻に伴う
記念樹の交付を行います。

前年度予算額 11,791 

増減 563 

局/部/課 岩槻区役所/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 1,174 

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 562 

事務事業名 岩槻区役所管理事業（総務課） 予算額 207,922 

　来庁者や職員の安全を確保するとともに、施設の効果的な活用を図り、区民生活に密着
したサービスを提供するため、区行政の拠点である区役所庁舎・別館の維持管理を行い
ます。
　また、区行政の円滑な運営を図るために必要な事務経費を支出します。

一般財源 206,186 

岩槻区役所の維持管理
  区役所庁舎（ワッツ東館3階・4階）・別館施設の維持管理（保
守・修繕等）を行うとともに、区役所庁舎の賃借料及び共益費
その他必要な経費を支出します。

区役所の事務経費

前年度予算額 209,720 

増減 △ 1,798 

　区役所運営に係る事務経費を支出します。

岩槻区役所正面玄関

岩槻区役所総合案内
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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＞

１ 151,752 ４ 400 

２ 35,167 ５ 1,193 

３ 1,145 ６ 694 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞

１ 394 

２ 1,145 

３ 561 

局/部/課 岩槻区役所/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 190,351 

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 岩槻区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 190,351 

　区民のニーズに迅速に対応するため、道路、その他土木施設の緊急修繕、交通安全施
設修繕、衛生害虫駆除及び交通安全啓発活動を行い、身近な生活環境を維持して安全・
安心で暮らしやすいまちづくりを進めます。

土木緊急修繕等事業 公衆便所維持管理事業
　区民が安全・安心で暮らしやすい生活環境を維持するため、
道路、その他土木施設の緊急的な修繕を行います。

　岩槻駅及び東岩槻駅に設置している公衆便所の破損、故障
等の緊急修繕を行います。

交通安全施設維持管理事業 交通安全啓発事業

前年度予算額 188,343 

増減 2,008 

局/部/課 岩槻区役所/区民生活部/総務課

　区民が安全・安心で暮らしやすい生活環境を維持するため、
道路照明灯、道路反射鏡、路面標示等の修繕を行います。

　交通事故防止の徹底を図るため、警察署や関係団体等と連
携し、交通安全啓発活動を行います。

衛生害虫駆除 庶務事務
　区民が安全かつ快適な生活を送れるようハチの巣の駆除を
行います。

　くらし応援室の連絡調整、事務遂行に当たり、必要な庶務(旅
費の支給及び消耗品の購入)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 2,100 

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 岩槻区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 2,100 

　区の特性を生かしたまちづくりを積極的かつ効果的に推進するため、区の運営方針等を
示す区長マニフェスト及び評価書を作成します。
　また、犯罪を防ぎ、明るく住みよい地域社会を実現するため、防犯啓発に取り組むととも
に、区民に親しまれる明るい区役所づくりを進めます。

区長マニフェスト作成
　区の運営方針や具体の取組等を示す区長マニフェスト及び
前年度マニフェスト評価書を作成します。

防犯啓発事業

前年度予算額 2,314 

増減 △ 214 

　防犯連絡協議会との協働により、親子向け防犯教室や防犯
の集い等の啓発事業を行います。

区民に親しまれる明るい区役所づくり
　区役所庁舎内に設置したチャイルドコーナーの維持管理、写
真や作品等の展示、接遇研修等を行います。

親子向け防犯教室
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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 10,000 

２ 2,563 

３ 1,986 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞

１ 5,026 ４ 1,000 

２ 477 ５ 1,114 

３ 8,900 

局/部/課 岩槻区役所/区民生活部/コミュニティ課

事務事業名 岩槻区まちづくり推進事業（観光経済室） 予算額 14,549 
局/部/課 岩槻区役所/区民生活部/総務課観光経済室

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 14,549 

＜事業の目的・内容＞

　岩槻の歴史や文化を生かしながら、交流やにぎわいを創出し、住む人・訪れる人が岩槻
の良さを共感できる事業を展開します。

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 16,517 

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 岩槻区まちづくり推進事業（コミュニティ課） 予算額 16,517 

　様々な事業を通して、区民との協働を進め、区の特性を生かしながら多世代が交流でき
る住民参加のまちづくりを推進します。

　ウォーキングにより生活習慣病や介護予防など、市民の健康
増進を図るほか、区の魅力をPRするため、ウォーキングコース
の周知及びウォーキング講習会・ウォーキングイベントを行いま
す。

　大宮アルディージャと連携して、岩槻区内の小学生を対象と
した少年少女サッカー教室を開催するとともに、区の花「やまぶ
き」の啓発等を行います。

区民やまぶきまつり事業
　新たな郷土づくり及び郷土意識の醸成並びに地域住民の連
帯をより一層高めるため、区民との協働により、地域の特性を
生かした区民やまぶきまつりを開催します。

区民会議の運営及び市民活動ネットワークの活動支援 人形のまち岩槻まちかど雛めぐり支援事業

　区の魅力あるまちづくりを推進するため、区民会議の開催・運
営を行います。また、市民活動ネットワークへの活動支援を行
い、区民参加と協働を推進します。

　城下町岩槻の観光資源を活用し、多くの観光客の誘致や、
中心市街地の活性化を図ることを目的とした「人形のまち岩槻
まちかど雛めぐり」の開催支援を行います。

健康ウォーキング推進事業 少年少女サッカー教室の開催及び区の花啓発その他

前年度予算額 16,704 

増減 △ 187 

城下町岩槻歴史散策事業
　岩槻を訪れた観光客を案内するため、観光スポットへの道の
りを示すサインの整備を行います。また、区の様々な歴史・文
化資源を巡り、区内の魅力を再発見する城下町岩槻歴史散策
事業を実施します。
岩槻観光案内所整備事業

　岩槻を訪れた観光客のおもてなしと利便性向上のため、岩槻
駅に開設される観光案内所に、観光PR映像などのコンテンツ
を加えます。 城下町岩槻歴史散策事業

前年度予算額 12,720 

増減 1,829 

城下町岩槻鷹狩り行列事業
  地域経済の活性化及びにぎわいの創出並びに郷土への関
心を高めるため、徳川家康が鷹狩りの際、岩槻を訪れたときの
行列を再現するイベントを開催します。
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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＞

１ 172 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞

１ 324
　「笑いヨガ」を通じて健康への関心を高め、健康づくりに取り
組む高齢者を増やすとともに、地域でのつながり、コミュニティ
の活性化、医療費や介護費用の抑制を図るため、「笑いヨガ」
リーダーを養成します。

前年度予算額 0

増減 皆増 

岩槻区高齢者健康づくり事業「笑いヨガ」

＜事業の目的・内容＞

　高齢者を支援する各種団体等と連携して「笑いヨガ」リーダーを養成し、身近な地域で高
齢者でも無理なく健康づくりができるような地域環境の整備を推進します。

事務事業名 岩槻区まちづくり推進事業（高齢介護課） 予算額 324
局/部/課 岩槻区役所/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 324

事務事業名 岩槻区まちづくり推進事業（支援課） 予算額 172 
局/部/課 岩槻区役所/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 172 

＜事業の目的・内容＞

　障害のある方やその家族が必要と思われる高品質なサービスの提供ができるよう、関係
機関職員のスキルアップを図るため、情報交換や専門講師による学習会を実施し、障害
のある方が安心して暮らせるまちづくりを推進します。

前年度予算額 172 

増減 0 

岩槻区顔の見えるネットワーク事業
　障害のある方の支援に関わっている事業所、法人等の関係
機関の支援に関する専門性を高めるためのネットワーク会議を
実施します。

岩槻区顔の見えるネットワーク会議
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