
北区　平成２７年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

（２）子育てしやすいまちづくり
北区では、若い世代層の流入などによ

り、乳幼児や児童の区人口に占める割合
が高くなっています。
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、保育施
設をはじめ、子育てを支援する側と保護
者側との情報のマッチングや保護者同士
のコミュニケーションの場を提供する必
要があります。

（仮称）北区保育施設紹介フェア実施事業

北区は、世界に誇る日本の文化「盆栽」を継承する「大宮盆栽村」、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、伝統的な文化資源を有しています。
また、道路、鉄道ともに交通利便性が高く、市の副都心としてにぎわう日

進・宮原地区、市民の森をはじめとする、みどり豊かな憩いの場など、新旧
のまちが融合する地域資源の豊かなまちです。
北区は、乳幼児や児童の区人口に占める割合が高く、子育て世代が多いま

ちであるため、子育て世帯への支援情報を提供する必要があります。
また、北区の高齢化率は、さいたま市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ることから、働き盛り世代や高齢者の生活習慣
病予防は、今後の重要課題となっています。

なお、平成25年度北区区長マニフェス
トアンケート調査結果では、今後、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」の
要望が多くなっています。
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維
持し、誰もが元気で健康に暮らせるまち
づくりを推進する必要があります。

北区ウオーキングイベント（市民の森）

（１）誰もが元気で健康に暮らせる
まちづくり

生活習慣病や介護予防、ストレスの低
減等の健康増進を目的としたウオーキン
グなど、誰でも手軽に健康づくりに取り
組める機会が必要です。そのため、北区
の名所等も楽しめる「北区ウオーキン
グガイド」を活用し、ウオーキングを始
めるきっかけやウオーキングを継続する
ための機会を提供する必要があります。
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取り組んでほしいと思う分野

「平成25年度北区区長マニフェストアンケート調査」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

を維持するため、街路灯やカーブミラーなど
の交通安全施設の修繕や、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。

（４）スポーツのまちづくり
スポーツは、体力の向上、ストレスの発散

など、心身両面にわたる健康の増進、子ども
たちの健全育成や交流の促進を図るうえで大
変重要なものです。さいたま市を本拠地とす
る大宮アルディージャや女子プロ野球チーム
との連携により、スポーツを活用したまちづ
くりを効果的に推進する必要があります。

（５）区民参加のまちづくり
多様化する区民ニーズに対応するとともに、

区の個性を生かした魅力あるまちづくりを進
めることを目的に、区内のさまざまな課題な
どを協議し、区民の意見を反映するためのパ
イプ役として区民会議の重要性はますます高
まっています。
また、市民活動ネットワークの登録団体に

対しては、団体間のゆるやかなネットワーク
（つながり）化と活動支援を図り、市民活動
及び協働を推進する必要があります。

道路緊急修繕

北区少年・少女サッカー教室

北区区民会議

（６）ふれあいのあるまちづくり

少子高齢化・核家族化の進行や価値観・ラ

イフスタイルの変化から、地域住民間の交流

や地域社会のつながりが低下傾向になってい

ます。

こうした状況を踏まえ、地域におけるまつ

りやイベントの開催を通し、世代間交流など

を図り、ふれあいのあるまちづくりの推進が

求められています。
北区民まつり
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）誰もが元気で健康に暮らせるまちづくり

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

1 倍 北区ウオーキングイベ 695 611 区民の健康増進を図るため、北区ウオーキン

ント開催事業 (695) (611) グガイドを活用したウオーキングイベントを

〔コミュニティ課〕 開催

（２）子育てしやすいまちづくり

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

2 （仮称）北区保育施設 1,464 3,804 乳幼児や児童の区人口に占める割合が高いと

紹介フェア実施事業 (1,464) (3,804) いった区の特性を生かした子育てに関するイ

〔支援課〕 ベントを開催

（３）安全・安心なまちづくり

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

3 土木緊急修繕等事業 146,032 145,832 区民が安全に安心して暮らせる生活環境を維

〔くらし応援室〕 (146,032) (145,832) 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 38,318 38,318 街路灯やカーブミラーなどの防犯施設及び交

事業 (38,318) (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 新 「ヒヤリ・ハットマッ 307 0 区内の交通安全及び防犯上、危険な箇所につ

プ」作成事業 (307) (0) いて、保護者や関係機関と連携しながら学区

〔くらし応援室〕 ごとに「ヒヤリ・ハットマップ」を作成

（４）スポーツのまちづくり

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

6 サッカー教室開催事業 1,009 925 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〕 (1,009) (925) 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

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 … 新規事業　　拡 … 拡大事業　　総 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業　　倍 … しあわせ倍増プラン２０１３事業
　　　　　成 … 成長戦略事業　　行 … 行財政改革推進プラン２０１３事業

- 403 -



*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

7 新 野球教室開催事業 323 0 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〕 (323) (0) 本市を本拠地とする女子プロ野球チームと連

携し、野球教室を開催

（５）区民参加のまちづくり

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

8 区民会議運営・市民活 3,656 5,061 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 (3,656) (5,061) 団体の活動を支援

業

〔コミュニティ課〕

（６）ふれあいのあるまちづくり

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

9 区民まつり・文化まつ 9,172 8,083 区民がふれあい、区への愛着を深めるため、

り開催事業 (9,172) (8,083) 北区民まつりと北区文化まつりを開催

〔コミュニティ課〕

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
北区防犯デー業務委
託内容見直しによる
縮小

毎年7月1日に開催している「北区防犯デー」におけ
る委託業務のうち、会場への案内表示などを職員自
ら作成することにより予算額を縮小する。

△ 81

コミュニティ課

区民会議運営・市民
活動ネットワーク支
援事業の見直し

区民会議委員の負担軽減を図るため、年間の会議開
催回数を見直し、また、区民会議及び市民活動ネッ
トワークがそれぞれ発行していた広報紙を統合する
ことにより予算額を縮小する。

△ 1,385

支援課
子育てイベントの内
容見直し

子育て情報を提供する事業に特化したものに見直
し、予算額を縮小する。

△ 2,340

〔区分〕 新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業　　総 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業　　倍 … しあわせ倍増プラン２０１３事業
　　　　　成 … 成長戦略事業　　行 … 行財政改革推進プラン２０１３事業
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 -

＜主な事業＞

１ 8,262 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 14款

21款

-

＜主な事業＞

１ 19,414 [参考]

２ 17,347 

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

事務事業名 北区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 8,262 

前年度予算額 8,500 

増減 △ 238 

8,262 

＜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
　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。

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

事務事業名 北区役所管理事業（総務課） 予算額 36,761 

前年度予算額 37,822 

増減 △ 1,061 

306 

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 17,289 

　区行政及び防災中核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 19,166 

　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。

北区役所庁舎の維持管理
　市民生活に密着したサービスの提供と防災中核拠点として
の機能を果たすため、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（北区役所）

北区役所総合案内
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜主な事業＞

１ 146,032 ４ 1,753 

２ 38,318 ５ 296 

３ 1,637 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜主な事業＞

１ 301 [参考]

２ 562 

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

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 188,036 

前年度予算額 187,598 

増減 438 

188,036 

＜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。

　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
　危害を及ぼすハチの巣の駆除を行います。

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維持するた
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。また、くらし応援室の事務遂
行に当たり必要な庶務（旅費の支給・消耗品の購入など）を行
います。

交通安全施設維持管理 公衆便所維持管理

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/2目 区民まちづくり推進費 一般財源

事務事業名 北区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 863 

前年度予算額 881 

増減 △ 18 

863 

＜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
づくりを進めます。

　7月1日（犯罪のない日）を「北区防犯デー」と定め、防犯講習
会及び区内一斉防犯パトロールを実施し、自主的に防犯活動
する区民の輪を広げます。

区長マニフェスト策定その他
　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、また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

北区防犯デー
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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 1,015 ４ 9,172 

２ 1,332 ５ 2,642 

３ 3,656 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜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

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 17,817 

前年度予算額 17,585 

増減 232 

17,817 

＜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
づくりを進めます。

　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
球チームと連携した野球教室を開催します。

　区の情報発信を行うため、北区（来たく）なるブックを発行し
ます。また、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や大宮日
進七夕まつりでよさこい踊りを披露します。

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。

ウオーキング・ジョギング推進事業 区民まつり・文化まつり開催
　区民の健康増進を図り、区への愛着を深めてもらうため、北
区の名所等も楽しめる「北区ウオーキングガイド」を活用したウ
オーキングイベント等を開催します。また、区民の「走る」を応
援するため、新たにジョギングマップを作成します。

　北区における郷土意識の醸成及び地域住民の連帯をより一
層深めるため、北区民まつりを開催します。また、北区民の日
頃の文化活動の発表及び地域住民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推進事業 区広報物等その他

局/部/課 北区役所/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 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 3,804 

増減 △ 2,340 

1,464 

＜事業の目的・内容＞

　保育施設などの子育て情報の提供や乳幼児や児童の子育てをする保護者同士のコ
ミュニケーションの場を創出する、区の特性を生かしたイベントを行います。

（仮称）北区保育施設紹介フェア
　保育施設等の情報発信と乳幼児や児童の子育てをする保
護者同士のコミュニケーションの場を提供するため、保育施設
の活動発表や子育て支援団体による親子参加型イベントの実
施や育児相談などを内容とした「（仮称）北区保育施設紹介
フェア」を開催します。

（仮称）北区保育施設紹介フェア
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大宮区　平成２７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。
このような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、

防犯・防災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、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、施策に反映させることが求めら
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、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及び

ＬＥＤ照明灯への切替など、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、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スタジアム大宮などの地域資

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、地域の特性及び区民のニー

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)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

1 区民会議と市民活動ネ 5,669 5,727 区の事業や諸課題を協議する区民会議の運営

トワーク (5,669) (5,727) を行うとともに、区の魅力あるまちづくりを

〔コミュニティ課〕 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)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

2 倍 大宮魅力発見散策事業 418 262 大宮区散策マップを増刷するとともに、魅力

拡 〔コミュニティ課〕 (418) (262) 発見ツアーを実施

3 新 大宮区サイン整備事業 1,124 0 区民会議の提言を受け、市公共サインガイド

〔コミュニティ課〕 (1,124) (0) 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 484 836 大宮二十景絵画コンクールを実施するととも

〔コミュニティ課〕 (484) (836) に、大宮二十景クリアファイルを増刷

5 区民ふれあい推進事業 7,626 7,735 大宮区の郷土意識の醸成とコミュニティの活

〔コミュニティ課〕 (7,626) (7,735) 性化を図るため、地域主体、区民参加型の区

民ふれあいフェアを開催

6 ふるさとづくり事業 5,291 5,308 大宮区の郷土意識の醸成とコミュニティの活

（大宮魅力発見散策 (5,291) (5,308) 性化を図るため、地域資源を活用した各種イ

事業・大宮二十景啓 ベントを実施

発事業除く）

〔コミュニティ課〕

7 防犯啓発事業 2,549 2,517 大宮区安全なまちづくり協議会等と連携し、

〔総務課〕 (2,549) (2,517) 防犯意識の向上を図るため、安全・安心のつ

どいや振り込め詐欺被害防止等の事業を実施

区の将来像である「うるおいのある高度な生活基盤と氷川の杜の緑と文化が調和するま
ち」の実現に向け、地域資源を生かしたまちづくり、区民との協働によるまちづくり、安全・
安心なまちづくり、犯罪を起こさせにくいまちづくりを推進します。

〔区分〕 新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業　　総 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業　　倍 … しあわせ倍増プラン２０１３事業
　　　　　成 … 成長戦略事業　　行 … 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)

No 区分 事業名 27年度 26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

（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)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

9 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を実施

〔くらし応援室〕

10 土木緊急修繕等事業 78,351 78,246 安全・安心な生活環境を維持するため、道路

〔くらし応援室〕 (78,351) (78,246) の緊急的な修繕等を実施

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
大宮今昔写真展の縮
小

平成25年度・26年度の2か年で開催した当該写真展
について、区主催の展示を終了する。

△ 108

総務課
ツーロック啓発横断
幕の作成

平成26年度に作成・掲示した横断幕については、隔
年での張り替えを検討する（平成27年度は振り込め
詐欺被害防止のための事業を実施）。

△ 303

コミュニティ課 賃借料の見直し
賃借料（広報編集用パソコンリース）について、
リース期間の満了とともにリースを終了する。

△ 94

コミュニティ課
大宮二十景啓発事業
の縮小

平成26年度に改訂・作製した大宮二十景ガイドブッ
クについては、平成27年度は増刷せず、残部を有効
活用することから、予算額を縮小する。

△ 411

〔区分〕 新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業　　総 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業　　倍 … しあわせ倍増プラン２０１３事業
　　　　　成 … 成長戦略事業　　行 … 行財政改革推進プラン２０１３事業
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 -

＜主な事業＞

１ 12,755 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 14款

17款

21款

-

＜主な事業＞

１ 160,781 

２ 1,076 
　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

前年度予算額 163,459 

増減 △ 1,602 

2,460 

＜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 1,815 

一般財源 156,085 

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 161,857 

大宮区役所総合案内

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 

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。

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 
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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＞

１ 533 ４ 2,612 

２ 35,700 ５ 78,351 

３ 1,144 ６ 1,462 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 21款

-

＜主な事業＞

１ 318 

２ 2,549 

３ 54 

　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。

歩行者系公共サイン管理事業
　現在、大宮駅及びさいたま新都心駅周辺に設置してある歩
行者系公共サイン（案内板）について、地図情報の更新を行
います。 街頭犯罪防止（ツーロック）キャンペーン

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、新区長マニ
フェストの策定及び現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 2,916 

増減 5 

460 

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 2,461 

　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 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 諸収入

事務事業名 大宮区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 2,921 

　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です。

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

前年度予算額 119,871 

増減 △ 69 

119,802 

＜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。

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

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 119,802 
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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 5,669 ４ 103 

２ 7,626 ５ 1,124 

３ 6,193 

　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。

　区民会議からの提言を受け、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。

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 大宮区サイン整備事業

前年度予算額 21,361 

増減 △ 646 

20,715 

＜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。

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 20,715 
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見沼区　平成２７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。区内にある様々な文化資源や地域資源を

有効に活用し、老若男女様々な人々の交流を深め、地域コミュニティの形成を

促進するとともに、安全・安心なまちづくりを目指していく必要があります。

（１）犯罪の少ない、災害に強いまちづくり

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

や生活環境」が39％と最も多く、安心して暮らせる安全な「まち」を望む声が

多く寄せられています。地域防災に関する活動への関心が高まるとともに、犯

罪の多様化が進み、防犯活動への重要性が高まるなか、さらなる行政と区民の

協働による、災害に強い・犯罪の少ないまちづくりが望まれています。

（２）区民が生活しやすい安全・安心なまちづくり

日々の生活の基盤となる生活道路や、安心して歩ける歩道の整備を望む声

が多く寄せられています。道路等の維持管理や修繕などの区民ニーズに対す

る迅速な対応と、安全・安心な環境の提供が求められています。

重点的に取り組んでほしい分野

平成25年度土木修繕業務等受付件数 歩道穴あき緊急補修作業

見沼区防犯の日

単位：（件）
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第１１回見沼区ふれあいフェア

花と緑のまちづくり

（人）

（４）区民が快適と感じる区役所づくり

区役所に来られる区民の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、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を提

供できるよう取り組みます。

（３）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

区役所は、区民に身近な「区民参画・交流のための拠点」となることを目

指しています。区民アンケートでは、地域の方々の交流や連帯を高めるため

に実施している「見沼区ふれあいフェア」についての評価が高く、これは見

沼区で行われるイベントがより地域に浸透したものと思われます。

また、花と緑を生かした新たな取り組みとして、見沼区オープンガーデン

事業を実施します。個人のお庭や団体が管理する花壇を公開し、交流を深め

ることで自然を生かしたまちづくりを推進します。

見沼区には、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。

これらの地域資源を区の魅力向上のため、区内外に発信していくことが重要

となります。

見沼区オープンガーデン事業
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）犯罪の少ない、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)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

1 安全・安心講習会事業 185 185 区民の知識・意識の向上を図るため、防災講

〔総務課〕 (185) (185) 演会及び防犯講演会を開催

2 拡 防犯啓発活動事業 198 33 自治会・地域防犯団体との協働による、地域

〔総務課〕 (198) (33) 防犯活動を実施

（２）区民が生活しやすい安全・安心なまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

3 土木緊急修繕事業 117,591 117,493 安全・安心なまちづくりのために、日々の生

〔くらし応援室〕 (117,591) (117,493) 活基盤となる道路等の維持管理や修繕などを

実施

4 交通安全施設維持管理 47,142 47,142 安全・安心なまちづくりのために、道路照明

事業 (47,142) (47,142) 灯、道路反射鏡、路面標示の修繕等を行うこ

〔くらし応援室〕 とにより、区民の良好な視覚環境を確保し、

事故防止を推進

5 衛生害虫駆除作業 4,909 5,262 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〕 (4,909) (5,262) 区民生活の安全を推進

6 交通安全啓発活動事業 1,485 1,534 地元警察署及び交通指導員等地域住民による

〔くらし応援室〕 (1,485) (1,534) 交通安全に関する啓発活動を実施

見沼の豊かな自然と心のふれあいをまもり、動きやすく、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。
犯罪の少ない、災害に強いまちづくりのため、防犯、防災活動を推進します。
また、安全・安心にくらせるまちづくりのため、道路の緊急修繕や道路照明灯の整

備を引き続き推進します。
花と緑があふれるまちづくり、見沼区の文化・地域資源を生かしたまちづくりを推

進するとともに地域交流を図ります。

〔区分〕 新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業　　総 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業　　倍 … しあわせ倍増プラン２０１３事業
　　　　　成 … 成長戦略事業　　行 … 行財政改革推進プラン２０１３事業
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（３）豊かな自然と文化を活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)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

7 新 見沼区オープンガーデ 359 0 季節の花で彩られた庭園等を紹介することで、

ン事業 (359) (0) 花と緑があふれるまちづくりを推進

〔コミュニティ課〕

8 拡 見沼区ふれあいフェア 5,536 5,036 区民の郷土意識の醸成及び地域住民の連携を

実施事業 (5,536) (5,036) 高めることを目的とし、区民まつりを開催

〔コミュニティ課〕

9 拡 見沼区文化まつり実施 2,360 2,160 芸能発表、作品展示の場を提供して、区民が

事業 (2,360) (2,160) 一体となって取り組める文化交流の場を設け

〔コミュニティ課〕 ることにより、区民意識の醸成及び地域住民

の連携を図るため実施

10 少年少女サッカー教室 575 575 サッカーを通じた青少年の健全育成と基本的

事業 (575) (575) な技術の向上を図るため、区内の小学生を対

〔コミュニティ課〕 象にサッカー教室を開催

11 見沼区花と緑のまちづ 533 525 区民との協働による花と緑のまちづくりを推

くり推進事業 (533) (525) 進

〔コミュニティ課〕

12 倍 てくてく見沼実施事業 62 61 地域を歩くことでふるさと見沼の自然・文化

〔コミュニティ課〕 (62) (61) を再発見し、地域に愛着を深めることを目的

に、ウォーキングコースを活用したウォーキ

ングイベントを開催

（４）区民が快適と感じる区役所づくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

13 区役所管理事業（修繕 2,657 2,657 区民の方々に快適な空間を提供できるよう庁

） (2,657) (2,657) 舎設備を更新

〔総務課〕

〔区分〕 新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業　　総 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業　　倍 … しあわせ倍増プラン２０１３事業
　　　　　成 … 成長戦略事業　　行 … 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
交通安全啓発事業の
縮小

配布する啓発品の見直しを行い、予算額を縮小す
る。

△ 49

コミュニティ課 区民会議視察の廃止
区民会議の視察について、先進事例等の情報収集の
方法を見直し、廃止する。

△ 157

コミュニティ課

区民会議・市民活動
ネットワークのＨＰ
保守管理業務委託の
廃止

区民会議・市民活動ネットワークのＨＰ保守管理業
務について、市ＨＰで同様の広報効果が得られるこ
とから見直し、廃止する。

△ 164

コミュニティ課
コミュニティバスの
有効活用事業の縮小

平成２６年度の実績を元に、２台分の予算を削減
し、予算額を縮小する。

△ 140
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 -

＜主な事業＞

１ 8,316

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 14款

17款

21款

-

＜主な事業＞

１ 87,591見沼区役所管理事業

　安心して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 86,658

増減 933 

266

＜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維持管理等を行います。 諸収入 866

一般財源 85,531

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 87,591

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、記載方法等の案内及び記念樹の交付を行います。
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

見沼区役所

- 419 -



（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜主な事業＞

１ 117,591 ４ 2,065 

２ 47,142 ５ 177 

３ 4,909 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜主な事業＞

１ 616

２ 185

３ 260

　防犯、防災意識の向上を図るため、講演会を実施します。

防犯啓発活動その他

　防犯啓発活動等を行い、犯罪の少ないまちづくりを推進しま
す。

区長マニフェスト作成

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

安全・安心講演会の開催

前年度予算額 936

増減 125 

1,061

＜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/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 1,061

　安全・安心なまちづくりのために、道路照明灯、道路反射鏡
及び路面標示の修繕等を実施します。

　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
の駆除を実施します。

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
急修繕等を実施します。

　地元警察署、交通指導員及び地域住民との協働により交通
安全に関する啓発活動等を実施します。

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 172,185

増減 △ 301 

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、河川の緊急修繕、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

防犯啓発活動
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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 3,831 ４ 595 

２ 8,317 ５ 412 

３ 575 ６ 359 

  区民意識の醸成及び地域住民の連帯を図るため、区民が一
体となって、見沼区ふれあいフェア、見沼区文化まつりを開催
します。また、来場者の交通手段を確保するため、臨時無料バ
スを運行します。

  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
の実施、区のＰＲ活動を行います。

見沼区少年少女サッカー教室実施事業 見沼区オープンガーデン事業

　サッカーのまちづくりの推進に資することを目的とし、区内の
小学生を対象にサッカー教室を開催し、サッカーを通じた青少
年の健全育成と基本的な技術の向上を図ります。

　季節の花で彩られたスポットや個人の庭園を数日間一般公開
することで、花と緑があふれるまちづくりを推進するとともに、来
場者の交流を通じて地域のコミュニティづくりを図ります。

区民会議、市民活動ネットワーク運営･支援事業 てくてく見沼実施、見沼区花と緑のまちづくり推進事業

  見沼区区民会議と市民活動ネットワークの運営に要する経費
と市民活動ネットワーク登録団体がまちづくりのために実施する
事業に対する補助を行います。

  てくてく見沼は地域を歩くことでふるさと見沼の自然・文化を
再発見し、地域に愛着を深めることを目的に実施します。また、
見沼区花と緑のまちづくりでは区内の駅や駅周辺等を花で
いっぱいにし、区民との協働によるまちづくりを推進します。

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 14,678 

増減 △ 589 

14,089 

＜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 14,089 
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コミュニティ協議会（与野公園清掃）

アートストリート事業（手形レリーフ） バラのまち中央区アートフェスタ事業

中央区　平成２７年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

○○○・・・
○○○・・・
○○○・・・
○○○・・・

中央区は、狭い地域の中で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新しい情報文化の発信拠点が

共存しているまちです。

今後は、「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、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活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、都市化による緑

の減少への対応や交通安全施設の整備及び害虫駆除など生活環境を維持保全すること

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課題です。

（１）区民と行政の協働によるまちづくり

魅力あるまちづくりのためには、地域の抱え

ている課題やニーズを的確にとらえる必要があ

ります。そのため、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

対しての支援など、地域に住む人たちや様々な

団体との協働によるまちづくりを進めていま

す。

（２）地域資源を活かしたにぎわいのあるまちづくり

中央区には、蔵造り住宅などの文化的資源のほか、さいたま新都心や彩の国さいたま

芸術劇場といった魅力ある地域資源が存在しています。中央区では、ＪＲ与野本町駅か

ら彩の国さいたま芸術劇場までの道を「アートストリートエリア」として整備し、区の

花「バラ」と彩の国さいたま芸術劇場をデザイン化したバナーの設置や劇場出演者の手

形レリーフの設置を行うなど、これらの地域資源を活かしながら、文化・芸術が息づく

まちづくりを進めています。
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交通安全施設維持管理事業

区民まつり事業

花づくり事業

（３）安全・安心で住んでよかったと思えるまちづくり

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や路上犯罪の予防

を図ります。そのほかにも、区役所職員による道路パト

ロール、道路や下水道等の修繕、害虫の駆除、愛犬登録

カードの発行など、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、区役所職員による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り、安全・安心なまちづくりを

推進します。

（５）環境に配慮した施設の維持管理

庁舎を適正に維持管理するとともに、中央区役所本館では、現在設置している照明を

エネルギー削減効率の高いＬＥＤ照明に交換し、併せて、区役所本館屋上に太陽光発電

設備を設置することで環境負荷の低減を図ります。

また、保健センターでは、非常時の誘導灯を適正に点灯させるため、非常用蓄電池設

備の修繕を行います。

（４）交流（ふれあい）が育む健康で心豊かなまちづくり

区民や各団体が交流を図り、コミュニティの輪を広げ、絆

を深めるため、「中央区区民まつり」を開催して、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ます。

また、区民の健康増進と区内の魅力発見に役立てるため

「ふるさとウォーキング事業」を実施します。

さらに、区民と協力しながら、区内各所に花の苗を植える

「花づくり事業」を行います。年々減少している花や緑を増

やしていくことで、身近な場所に花や緑が感じられる機会を

創出するとともに、花の種を配布しながら区の花「バラ」の

さらなる普及にも取り組みます。
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）区民と行政の協働によるまちづくり

（１）区民と行政の協働によるまちづくり

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

1 区民会議の運営 348 386 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〕 (348) (386) づくりを推進するため、区民会議を開催

2 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〕 への支援を実施

3 活性化等推進事業 500 800 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) (800) づくりの活動を行う団体に対し、その取り組

む事業への支援を実施

（２）地域資源を活かしたにぎわいのあるまちづくり

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

4 アートストリート事業 2,586 12,618 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〕 (2,586) (12,618) 出演者の手形レリーフを設置、与野本町駅前

公園のバナーの維持管理を実施

5 中央区食堂棟絵画・写 327 275 中央区役所の食堂棟において絵画展や写真展

真展 (327) (275) などを開催することで、地域資源や観光情報

〔総務課〕 のＰＲを実施

6 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〕 なアートイベントの支援を実施

7 新 バラの写真展 29 0 区民が撮影したバラの写真を公募し、区役所

〔コミュニティ課〕 (29) (0) ロビーで展示を実施

「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活かしたにぎわ

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ます。また、都市化による緑の減少への対

応や交通安全施設の整備並びに害虫駆除など生活環境を維持保全することで、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 … 新規事業　　拡 … 拡大事業　　総 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業　　倍 … しあわせ倍増プラン２０１３事業
　　　　　成 … 成長戦略事業　　行 … 行財政改革推進プラン２０１３事業
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（３）安全・安心で住んでよかったと思えるまちづくり

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

8 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交

〔くらし応援室〕 通の円滑化を推進

9 土木緊急修繕事業 81,520 81,530 道路、下水、水路等に関する緊急修繕を実施

〔くらし応援室〕 (81,520) (81,530) することにより、区民の安全・安心が確保

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

〔くらし応援室〕 (1,427) (1,427) 確保

11 愛犬登録カード交付事 4 4 犬の飼い方マナーや鑑札の紛失等が多いこと

業 (4) (4) から、飼い主の意識向上を図るため、犬の登

〔くらし応援室〕 録を行った区民に対し、写真付愛犬登録カー

ドを発行

12 防犯活動の推進 1,413 1,548 安心して暮らせるまちづくりのため、防犯啓

〔総務課〕 (1,413) (1,548) 発活動を行うほか、中央区防犯協議会の活動

への支援を実施

（４）交流（ふれあい）が育くむ健康で心豊かなまちづくり

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

13 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、絆を深めるため、区民まつりを開

催

14 倍 ふるさとウォーキング 244 1,368 区内で活動する団体との連携を図り、ウォー

事業 (244) (1,368) キングイベントを開催

〔コミュニティ課〕

15 花づくり事業 861 860 区民・団体等との協働により、区内のプラン

〔コミュニティ課〕 (861) (860) ター等への植栽やイベント時に種を配布

〔区分〕 新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業　　総 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業　　倍 … しあわせ倍増プラン２０１３事業
　　　　　成 … 成長戦略事業　　行 … 行財政改革推進プラン２０１３事業
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（５）環境に配慮した施設の維持管理

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

16 中央区役所ＬＥＤ照明 161,500 1,957 環境負荷の低減を図るため、中央区役所の照

化工事 (16,200) (1,957) 明をＬＥＤ化する工事を実施

〔総務課〕

17 総 中央区役所太陽光発電 29,500 2,112 再生エネルギー導入により環境負荷の低減を

倍 設備設置工事 (3,000) (2,112) 図るため、中央区役所の屋上に太陽光発電設

〔総務課〕 備を設置する工事を実施

18 非常用蓄電池設備修繕 819 0 中央区役所保健センターの非常用蓄電池設備

〔保健センター〕 (819) (0) の修繕を実施

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 通信運搬費の見直し
過去の実績に基づき通信運搬費を見直し、予算額を
縮小する。

△ 695

総務課 啓発品の見直し
防犯活動の推進に係る啓発品の仕様を見直し、予算
額を縮小する。

△ 135

コミュニティ課

区民会議に係る報償
費及び保険料の見直
し

区民会議の委員数を見直し、予算額を縮小する。 △ 38

コミュニティ課

ふるさとウォーキン
グ事業に係る報償費
の見直し

ふるさとウォーキング事業への協力に対しての謝金
について、一人あたりの単価を見直し、予算額を縮
小する。

△ 266

コミュニティ課

区民会議・市民ネッ
トワーク支援事業に
係る委託料の見直し

平成２５年度の実績に基づき経費を見直し、予算額
を縮小する。

△ 82

保健センター
複写機に係る使用料
の見直し

複写機の契約に係る仕様書を見直し、予算額を縮小
する。

△ 30

〔区分〕 新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業　　総 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業　　倍 … しあわせ倍増プラン２０１３事業
　　　　　成 … 成長戦略事業　　行 … 行財政改革推進プラン２０１３事業
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 -

＜主な事業＞

１ 6,483 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 14款

17款

21款

22款

-

＜主な事業＞

１ 120,238 

２ 161,500 

３ 29,500 太陽光発電設備設置工事
　中央区役所本館屋上に環境負荷の低減を目的とした太陽
光発電設備を設置するための工事を行います。

中央区役所本館

中央区役所庁舎の維持管理 ［参考］
　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、各施設の保守・点検・修繕等を行います。

ＬＥＤ照明化工事
　中央区役所本館・別館の照明をエネルギー削減効率の高い
ＬＥＤ照明に交換する工事を行います。

前年度予算額 374,891 

増減 △ 63,653 

市債 171,800 

一般財源 137,478 

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 268 

＜事業の目的・内容＞ 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 1,322 

6,483 

事務事業名 中央区役所管理事業（総務課） 予算額 311,238 

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/1目 区政総務費 一般財源

6,483 

増減 0 

　区役所への来庁者に対して、内容を的確に把握し、分りや
すい説明と各種届出の手続等の案内を行います。

写真挿入

区役所総合案内事業

事務事業名 中央区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 6,483 

区役所総合案内事業 [参考]

＜事業の目的・内容＞

　来庁者に対し、積極的に声掛けをして用件を確認し、的確に相談窓口を案内します。

前年度予算額
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 14款

17款

21款

-

＜主な事業＞

１ 30,637 

２ 819 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜主な事業＞

１ 31,649 ４ 594 

２ 81,520 ５ 378 

３ 1,427 

115,568 

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 115,568 

＜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、交通事故防止や路上犯
罪の予防を図るほか、道路・河川等の修繕など、区民の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。

衛生害虫駆除事業
　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。

前年度予算額 115,923 

増減 △ 355 

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 愛犬登録カード交付事業その他
　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。

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

事務事業名 中央区役所管理事業（保健センター） 予算額 31,456 
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 

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 268 

　区民の健康づくりの拠点として、各種保健事業を実施してい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 628 

一般財源 30,555 

前年度予算額 45,525 

増減 △ 14,069 

施設の運営及び維持管理 [参考]
　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。

非常用蓄電池設備修繕
　中央区役所保健センター非常用蓄電池（バッテリー）設備が
老朽化していることから修繕を行います。

中央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. 97 -

＜主な事業＞

１ 3,140 ４ 327 

２ 1,413 ５ 94 

３ 278 ６ 295 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜主な事業＞

１ 244 ４ 9,700 

２ 2,586 ５ 861 

３ 348 ６ 8,490 

　地域の安全・安心を守るため、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。

　中央区内の魅力ある地域資源を広く周知し、観光の推進を
図るために、中央区内の名所を撮影した写真を区民まつりの
際に展示し、その後も庁舎ロビー等に展示します。

区長マニフェストの作成・評価 中央区役所明るい区役所づくり推進事業
　平成２７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２６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、評価書を作成します。

　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することで、区民の満足度向上と明
るい区役所づくりを目指します。

観光団体特別支援事業 中央区食堂棟絵画・写真展
　観光の推進のために、中央区内で活動する観光団体へ支
援を行います。

　「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 中央区名所写真展

前年度予算額 5,448 

増減 99 

＜事業の目的・内容＞

　地域資源を生かした観光の推進や、地域の安全・安心を守るため、防犯意識の向上を
図ることなどにより、区の魅力あるまちづくりを推進します。

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 5,547 

事務事業名 中央区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 5,547 

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 22,229 
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 22,229 

＜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。

前年度予算額 35,073 

増減 △ 12,844 

ふるさとウォーキング事業 中央区区民まつり事業
　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
ングイベントを実施します。

　｢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 花づくり事業
　アートストリート整備事業の一環として、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。

・中央区コミュニティ協議会事業
・中央区活性化等推進事業
・バラのまち中央区アートフェスタ事業
・ロビーミニコンサート　・バラの写真展
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桜区　平成２７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２５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。
桜区ではこれまで「区民ふれあいまつり」や「区民ふれあいコンサート」などの

事業を実施し、区民と区民のふれあいの場を提供してきましたが、今後もこうした
事業を継続し、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。
さらに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。

区民ふれあいまつり

区民が重点的な取組を望む分野
１ 自然・環境に関

する取組
12%

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, 
6%

４ 安全・生活環境

に関する取組
39%

５ 地域交流に関

する取組
5%

桜区知識満開講座

取組分野 要望割合 

１ 自然・環境に関する取組 １２ ％ 

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 ６ ％ 

４ 安全・生活環境に関する取組 ３９ ％ 

５ 地域交流に関する取組 ５ ％ 
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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。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、子どもの孤食・食文化伝承の希薄化が問題となる中で、家族や地域の

方々と共に食事をする体験や地域で栽培される作物を広く知ってもらうことで、
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

東日本大震災の経験から、日頃から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ています。最近では、全国各地で大規模
災害が発生していることから、地震や風水害などの非常時に的確な対応ができる
よう専門家を招いた防災に関する講演会などの実施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、道路の緊急修繕や街路灯・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

子育てフェア食育教室
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（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。

資料：平成２５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。

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)

No 区分 事業名 27年度 26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 桜区区民ふれあいコン 295 920 音楽を通じて区民相互の交流を推進し、明る

サート事業 (295) (920) 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 76 147 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〕 (76) (147) 流を促進

4 区の花サクラソウ活用 415 484 区の花「サクラソウ」を活用した事業を実施

事業 (415) (484) し、さらなる普及を促進

〔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)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

5 新 （仮称）桜区サイクル 2,646 0 自転車を通じて桜区の自然を体感し、郷土愛

フェスタ事業 (2,646) (0) の醸成を図るイベントを開催

〔コミュニティ課〕

6 倍 桜区再発見ウォーキン 229 287 区内のウォーキングコースを歩きながら、区

グ事業 (229) (287) 内の文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 130 302 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〕 (130) (302) 元産農産物の直売を実施

8 ごちそう☆桜区レスト 81 164 伝統野菜の「五関菜」など地元の作物を活用

ラン (81) (164) した地産地消を学ぶ食育教室を実施

〔保健センター〕

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 … 新規事業　　拡 … 拡大事業　　総 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業　　倍 … しあわせ倍増プラン２０１３事業
　　　　　成 … 成長戦略事業　　行 … 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)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

9 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〕 (1,336) (1,336) 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)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

10 土木緊急修繕等事業 93,037 92,926 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〕 (93,037) (92,926) の緊急的な修繕を実施

11 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、路面標示の修繕を実施

〔くらし応援室〕

12 交通安全啓発事業 1,889 1,886 交通ルールの普及・浸透を図るとともに、交

〔くらし応援室〕 (1,889) (1,886) 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を実施

13 桜区防災講演会事業 264 162 地震や風水害などの災害に対する備えの重要

〔総務課〕 (264) (162) 性を啓発するため、桜区防災講演会を開催

（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)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

14 桜区花と緑ふれあい事 1,768 1,869 区民が花と緑にふれあう機会を創出するため

業 (1,768) (1,869) 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〕 等の緑化を実施

15 桜区クリーン活動 619 618 「桜区の木 サクラ」の開花前に、ゴミのない

〔コミュニティ課〕 (619) (618) 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

（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)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

16 区長マニフェスト・評 284 155 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 (284) (155) ため区長マニフェスト・評価書を作成

〔総務課〕

〔区分〕 新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業　　総 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業　　倍 … しあわせ倍増プラン２０１３事業
　　　　　成 … 成長戦略事業　　行 … 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)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

17 区民会議運営事業 394 438 地域の諸課題等について協議し、区長に提言

〔コミュニティ課〕 (394) (438) する区民会議を運営

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

区民ふれあいコン
サート実施内容の見
直し

大人数収容の音楽ホールを利用したコンサートは民
間でも多く実施されていることから、施設のロビー
を利用するコンサートへと移行する見直しを行い、
予算額を縮小する。

△ 625

コミュニティ課

区民会議と市民活動
ネットワークホーム
ページ運営方法の見
直し

民間のホスティングサービスを利用したホームペー
ジの維持管理を廃止し、市のホームページ上で同様
の内容を公開する見直しを行い、予算額を縮小す
る。

△ 84

〔区分〕 新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業　　総 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業　　倍 … しあわせ倍増プラン２０１３事業
　　　　　成 … 成長戦略事業　　行 … 行財政改革推進プラン２０１３事業
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 -

＜主な事業＞

１ 8,292 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 14款

21款

-

＜主な事業＞

１ 10,128 

事務事業名 桜区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 8,292 
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 8,292 

＜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 7,994 

増減 298 

桜区役所総合案内事業
　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。

事務事業名 桜区役所管理事業（総務課） 予算額 10,128 
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 25 

＜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 9,738 

前年度予算額 10,041 

増減 87 

区役所庁舎の維持管理
　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。

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. 97 -

＜主な事業＞

１ 93,037 ４ 1,889 

２ 35,103 ５ 552 

３ 2,672 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜主な事業＞

１ 2,355 

２ 284 

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 
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＞

　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、道路照明灯等の設置、修繕、
ハチの巣の駆除の受付、道路等の修繕箇所の早期発見及び修繕、交通指導員活動の
支援を行います。

前年度予算額 133,819 

増減 △ 566 

土木緊急修繕等事業 交通安全啓発事業
　道路、河川の緊急的な修繕を行います。 　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。

交通安全施設維持管理事業 くらし応援事業
　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。

衛生害虫駆除事業
　区民からのハチの巣駆除の依頼の受付を行い、関係機関と
連携し、駆除を行います。

事務事業名 桜区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 2,639 
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 2,639 

＜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。

前年度予算額 1,602 

増減 1,037 

安全に安心して暮らせるまちづくり
　区民の防災・防犯への意識の醸成及び啓発を図るため、防
災講演会、防犯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27年度の「桜区区長マニフェスト」を策定しま
す。

防災講演会

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. 97 -

＜主な事業＞

１ 229 ４ 2,183 

２ 2,646 ５ 6,800 

３ 130 ６ 4,817 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜主な事業＞

１ 1,336 

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 16,805 
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 16,805 

＜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。

前年度予算額 18,320 

増減 △ 1,515 

桜区再発見ウォーキング 桜区花と緑ふれあい事業、区の花活用事業

　桜区に設置しているウォーキングコースを歩くイベントを開催
し、区内の自然・歴史・文化などの地域資源の再発見ととも
に、郷土愛を醸成する機会をつくります。

　桜区役所周辺の緑化を推進し、区民がより一層花と緑にふ
れあう機会を設けるとともに、区民との協働による「花と緑があ
ふれるまちづくり」を推進します。また、区の花「サクラソウ」を活
用した事業を実施し、さらなる普及を図ります。

（仮称）桜区サイクルフェスタ 区民ふれあいまつり
　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。

　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。

桜区食文化伝承事業 区民会議、地域交流事業、広報その他
　古くから伝わる桜区の食文化（五関菜・手打ちうどん・饅頭）
や「農」を次世代に伝え残していくため、市民団体等の協力の
下、料理講習会や地元農産物の販売を行います。

　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、桜区クリーン活動、区の広
報活動などを行います。

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 

＜事業の目的・内容＞

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５回
桜区子育てフェア」を開催します。

　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５回桜区子育てフェア」を開催します。

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. 97 -

＜主な事業＞

１ 81 

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 

＜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。

前年度予算額 164 

増減 △ 83 

ごちそう☆桜区レストラン
　「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。

食育教室
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浦和区　平成２７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、健康・福祉や安全・生活環境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。

（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

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

動の振興が求められています。

また、サッカーやうなぎのまちとし

ての特性などを生かした区の魅力の向

上と情報発信力の強化が必要です。

（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

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、誰も

が楽しく活動し、人々の理解と共感が

広がるまちづくりが求められています。

浦和駒場スタジアムで開催された女子サッカー教室

浦和区ごみゼロ運動

（資料：平成２５年度区長マニフェスト評価書）

[浦和区で重点的に取り組んでほしい分野]
１ 自然・環境に

関する取組 １３％

５ 地域交流に

関する取組 ６％

４ 安全・生活環境に

関する取組 ３８％

３ 歴史・文化・伝統に

関する取組 ７％

２ 健康・福祉に

関する取組 ３６％
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（３）東西が連携し、一体性と

「にぎわい」のあるまちづくり

鉄道を挟んだ東西連携による

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。

（４）ひとにやさしい誰もが安心して暮らせるまちづくり

犯罪や交通事故のない安全で安心して住めるまちの構築が必要です。

また、誰もが快適と感じる都市空間の創出が求められています。

浦和区民まつり

（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

緑化意識の向上と、区民相互のふれあいや絆を深めることを目的とした、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。

（６）健康で共に支えあうまちづくり

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への一

環として、運動習慣を獲得できるような取組が求められています。

道路照明
1438

反射鏡47
路面標示

42

平成25年度 交通安全施設要望対応件数

合計

484件
合計

1,527件

3,000歩未満
31％

平成24年度 市民調査より

3,000歩以上
6,000歩未満

38％

6,000歩以上
9,000歩未満

22％

9,000歩以上
9％

１日の歩数換算調べ（浦和区）

＊20歳～64歳の方は１日男性9,000歩、
女性8,500歩が目標 健康日本２１（第２次）より

平成25年度 土木修繕要望対応件数

舗装修繕

176

排水施設

修繕 155

道路安全

施設修繕

153

浦和区ウォーキング教室

- 441 -



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)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

1 市民活動ネットワーク 4,818 4,820 浦和区市民活動ネットワーク登録団体の活動

事業 (4,818) (4,820) を支援

[コミュニティ課]

2 浦和区秋のごみゼロ 404 393 ごみゼロ運動（清掃活動・キャンペーン）を

運動事業 (404) (393) 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)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

3 うなぎのまち浦和ＰＲ 1,082 1,171 浦和のうなぎ文化のＰＲを実施

事業 (1,082) (1,171)

[地域商工室]

4 サッカーのまち浦和 1,458 1,458 サッカーのまちをＰＲするためのフラッグを

ＰＲ事業 (1,458) (1,458) 作製し、商店街に配付

[地域商工室]

5 サッカーのまちづくり 623 742 浦和駒場スタジアムを会場に女子サッカー教

推進事業 (623) (742) 室を開催

[コミュニティ課]

6 倍 浦和区文化の小径 1,000 1,000 文化の小径マップを活用したウォーキングイ

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

[コミュニティ課]

7 浦和区絵画作品展 1,352 1,440 浦和区絵画作品展を開催

事業 (1,352) (1,440)

[コミュニティ課]

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 … 新規事業　　拡 … 拡大事業　　総 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業　　倍 … しあわせ倍増プラン２０１３事業
　　　　　成 … 成長戦略事業　　行 … 行財政改革推進プラン２０１３事業

- 442 -



（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)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

8 浦和区民まつり 7,300 7,300 浦和駅周辺を中心に多世代交流の活性化と、

[コミュニティ課] (7,300) (7,300) 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

（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)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

9 防犯のまちづくり推進 1,262 1,433 自主的な防犯活動の推進

事業 (1,262) (1,433)

[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を実施

[くらし応援室] (4,320) (4,320)

11 土木緊急修繕事業 90,827 89,819 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] (90,827) (89,819) の緊急修繕を実施

12 道路照明施設修繕事業 23,240 22,653 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] (23,240) (22,653) のＬＥＤ灯等に切り替えを実施

（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)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

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

まちづくり推進事業 (1,500) (1,500) を区民との協働で植花活動を行い、花と緑

[コミュニティ課] に出会う機会を創出

（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)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

14 浦和区ウォーキング 456 431 生活習慣病予防等を目的としたウォーキング

教室 (456) (431) 教室を開催

[保健センター]

15 浦和区健康まつり 872 956 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] (872) (956) な体験型の健康まつりを開催

〔区分〕 新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業　　総 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業　　倍 … しあわせ倍増プラン２０１３事業
　　　　　成 … 成長戦略事業　　行 … 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

サッカー教室開催業
務（委託料）の見直
し

従来、作製依頼をしていたＰＲ用のチラシについて
区職員が作製し、予算額を縮小する。

△ 155

地域商工室
うなぎのまち浦和Ｐ
Ｒ事業（委託料）の
見直し

チラシ作製において委託事業を見直し、印刷製本費
のみの予算額に縮小する。

△ 357
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 -

＜主な事業＞

１ 8,036 [参考]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 -

＜主な事業＞

１ 9,951 [参考]

２ 611 

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 8,036 

前年度予算額 7,810 

増減 226 

8,036 

＜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。

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。

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 10,562 

前年度予算額 10,998 

増減 △ 436 

10,562 

＜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。

　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

浦和区役所情報公開コーナー

浦和区役所（庁舎１階部分）

浦和区役所情報公開コーナー
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 14款

21款

-

＜主な事業＞

１ 62,428 [参考]

２ 23,805 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜主な事業＞

１ 90,827 ４ 3,410 

２ 33,160 ５ 1,244 

３ 3,607 ６ 2,762 

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 86,233 

2,036 

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 36,226 

　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 47,971 

施設の運営及び維持管理
　保健センター施設を、適切に運営及び維持管理するため、
警備、清掃、各設備の保守・点検及び修繕等を行います。

屋上防水工事

前年度予算額 115,272 

増減 △ 29,039 

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 135,010 

　保健センター屋上の防水工事を行います。

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 135,010 

前年度予算額 132,769 

増減 2,241 

＜事業の目的・内容＞

　住民参加による区の特性を生かしたまちづくりのため、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。

　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。
　また、下水道管の清掃等を行います。

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指導員や
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

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. 97 -

＜主な事業＞

１ 555 

２ 111 

３ 1,262 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜主な事業＞

１ 1,082   

２ 1,458 

３ 22 

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 1,928 

前年度予算額 1,576 

増減 352 

1,928 

＜事業の目的・内容＞

　まちづくりの方向性や区政運営に関する考え方をまとめた「区長マニフェスト」を策定
し、区民との協働などにより、防災のまちづくり、防犯のまちづくりを推進します。

　避難場所運営にかかる物資を整備し、避難場所運営訓練の
充実を図ります。

防犯のまちづくり推進事業
　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
　まちづくりの方向性など区政運営の考え方と主要な取組を
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。

防災のまちづくり推進事業

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 2,562 

2,562 

＜事業の目的・内容＞

　地域振興のため、市内外に広く「うなぎのまち浦和」や「サッカーのまち浦和」をＰＲし、
魅力あるまちづくりを推進します。
　また、地域の商店会を市ホームページにて紹介し、市内外に広く商店街を広める活動
を行います。

前年度予算額

　うなぎのまちをＰＲするため、パンフレットなどを作成し、駅頭
などで配布します。また、浦和うなこちゃんのうちわ展を実施し
ます。

サッカーのまち浦和ＰＲ事業
　サッカーのまちをＰＲするため、フラッグを作製し、商店街に
配付します。

2,629 

増減 △ 67 

うなぎのまち浦和ＰＲ事業  

ホームページ作成事業
　さいたま市ホームページ内に地域の商店会を紹介するコン
テンツを作成します。

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. 97 -

＜主な事業＞

１ 7,300 ４ 1,500 

２ 1,352 ５ 1,000 

３ 623 ６ 9,315 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜主な事業＞

１ 872 [参考]

２ 456 

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 21,090 

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 21,090 

前年度予算額 22,990 

増減 △ 1,900 

＜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。

　区内公民館で活動する絵画グループの作品及び区学区内
の小学校・中学校の児童・生徒の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、小学校サッカー大会に「サッカーのまち浦和区賞」を創設
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
動支援を実施します。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
ＪＲ3駅周辺で花の植花活動を行います。

浦和区絵画作品展の開催 浦和区文化の小径づくり推進事業

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 1,328 

1,328 

＜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同時に、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。

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 1,387 

増減 △ 59 

浦和区健康まつり浦和区健康まつり
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【南区ふるさとふれあいフェア】

　　【南区防犯パトロール】

５　地域交流に関する取組 7%

２　健康・福祉に関する取組 37%
３　歴史・文化・伝統に関する取組 5%
４　安全・生活環境に関する取組 39%

１　自然・環境に関する取組 12%

南区　平成２７年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

　　　　　　今後、南区で重点的に取り組んでほしい分野について
　　　　　　　　（平成25年度区長マニフェストアンケート結果）

取組分野
要望
割合

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。

（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。

（２）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、道路や街路灯の不具合箇所
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。

（３）安全・安心なまちづくり

10区の中で2番目に自主防災・防犯組織数が
多く防災・防犯意識が高い南区では、安全・安
心な地域コミュニティを構築するため、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。

- 449 -



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)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

1 新 室内から始められる 228 0 身近に緑を感じられるよう、気軽にガーデニ

ガーデニング教室事業 (228) (0) 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

2 南区ふるさとふれあい 8,100 8,100 区民の年代や地域を超えた交流と、区民相互

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

〔コミュニティ課〕 フェア」を開催

3 区民会議の運営及び 3,588 3,912 区民が主体となって、区の諸課題について協

市民活動の支援 (3,588) (3,912) 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

4 区の花を生かしたまち 2,446 3,277 区への親しみが深まるよう、区内小中学校、

づくり事業 (2,446) (3,277) 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掲出し、区の

花を啓発

5 倍 南区ウォーキング・ 1,300 1,300 健康の維持・増進と参加者相互のコミュニ

ジョギング普及事業 (1,300) (1,300) 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、駅からハイキングを実施

（２）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)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

6 拡 土木緊急修繕等事業 134,811 133,549 区民の安全・安心を確保するため、道路、下

〔くらし応援室〕 (134,811) (133,549) 水道、水路等に関する緊急修繕を実施

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 … 新規事業　　拡 … 拡大事業　　総 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業　　倍 … しあわせ倍増プラン２０１３事業
　　　　　成 … 成長戦略事業　　行 … 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)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

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

事業 (40,564) (40,564) 実施

〔くらし応援室〕

（３）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)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

8 交通安全啓発事業 5,516 6,900 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〕 (5,516) (6,900) 等を実施

9 拡 南区自主防災組織連絡 859 220 災害時に備え、自治会掲示板等へ掲示する避

協議会支援事業 (859) (220) 難場所案内板の作製のほか、南区自主防災組

〔総務課〕 組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

10 拡 南区地域防犯推進事業 746 565 地域での防犯活動の促進を図るため、講演会

〔総務課〕 (746) (565) 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

〔区分〕 新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業　　総 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業　　倍 … しあわせ倍増プラン２０１３事業
　　　　　成 … 成長戦略事業　　行 … 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

ハチの駆除件数を見直し、手数料の予算額を縮小す
る。

△ 486

くらし応援室
交通事故マップＷｅ
ｂ作成業務委託の廃
止

交通事故マップＷｅｂ作成業務委託について、類似
する交通事故マップが存在し、代替可能であるた
め、交通事故マップＷｅｂ作成業務委託を廃止す
る。

△ 2,698

コミュニティ課

花と緑のまちづくり
推進事業内容の見直
し

区内植栽団体の活動が活発化し、これまで区が実施
してきた植栽の一部を担うようになったため、消耗
品費を見直し、予算額を縮小する。代替事業とし
て、事業の対象を団体から個人へ一部シフトし、区
民を対象としたガーデニング教室を実施する。

△ 551

コミュニティ課

区の花を生かしたま
ちづくり事業内容の
見直し

再利用できる素材や単価等の見直しにより消耗品費
及び委託料の予算額を縮小する。

△ 831

コミュニティ課
区民会議広報紙配布
業務委託の廃止

自治会の回覧等を利用することで配布業務委託を廃
止する。

△ 429
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 -

＜主な事業＞

１ 12,371 [参考]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 -

＜主な事業＞

１ 6,755 [参考]

２ 1,646 

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 12,371 

前年度予算額 12,420 

増減 △ 49 

12,371 

＜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。

【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。

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 8,401 

前年度予算額 8,449 

増減 △ 48 

8,401 

＜事業の目的・内容＞

　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。

　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

【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. 97 -

＜主な事業＞

１ 134,811 ４ 1,028 

２ 40,564 ５ 6,441 

３ 3,986 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜主な事業＞

１ 260 [参考]

２ 859 

３ 746 

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 186,830 

前年度予算額 187,521 

増減 △ 691 

186,830 

＜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。

　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

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 1,865 

前年度予算額 1,086 

増減 779 

1,865 

＜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。

　災害時に備え、自治会掲示板等へ掲示する避難場所案内
板の作製のほか、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。

南区自主防災組織連絡協議会支援事業

【南区防犯講演会～落語で笑って撃退！詐欺被害～】
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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 3,588 ４ 827 

２ 11,380 ５ 198 

３ 2,446 ６ 1,300 

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 19,739 

前年度予算額 22,880 

増減 △ 3,141 

19,739 

＜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、区の個性を生かしたまちづくりを推
進します。

　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います。ま
た、区への愛着や、地域・世代を超えた交流を深めるため、
「南区ふるさとふれあいフェア」を開催します。

　地域に密着した区役所等の公共施設からの情報を区民に
発信するため、「市報さいたま南区版」の編集を行い、南区の
魅力・情報を区内外に発信します。

区の花を生かしたまちづくり事業 南区ウォーキング・ジョギング普及事業
　区民の区への親しみを向上させるため、区内小中学校、保
育園等へヒマワリの栽培を依頼するとともに、区の花「ヒマワリ」
をモチーフとした絵画を、ヒマワリ通り（南区役所西側の通り）
に面する浦和大里小学校フェンスに掲出します。

　健康の維持・増進及びコミュニティ醸成を図るため、ウォーキ
ング・ジョギング教室を開催します。また、「南区駅からハイキン
グ」や市民活動団体との協働によるウォーキングイベントを開
催し、区の魅力の発見・発信につなげます。

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、区の諸課題について、区民が主体となり協議を行う区民
会議の支援を行います。また、区内のまちづくり団体等を支援
し、市民活動を活性化します。

　区民が生き生きと心豊かに暮らせる「花や緑の豊かなまち」
を実現するため、花や緑を増やす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、室内から始められるガー
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
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緑区　平成２７年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

緑区は、見沼田んぼをはじめとする豊かな自然や歴史を伝える数多くの文化財など、

様々な地域資源を有し、一方で、浦和美園駅周辺地区に代表されるような都市化も急

速に進んでおり、双方調和のとれたまちづくりが進められています。緑区の将来像で

ある「ホタル舞い・風かおる緑の街」の実現に向け、今後、更に緑区の魅力と特性を生

かし、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。

（１） 郷土愛を育てるまちづくり

緑区マスコットキャラクター「緑太郎」や

「緑区お宝１００選ガイドブック」を活用し、

緑区にある美しい自然や貴重な文化財、

神社仏閣など、緑区の特性・魅力を区内

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

区民へのアンケート調査では、38％

の方々が「安全・生活環境」に関する

取組への要望があり、地域の人と人と

のつながりを深め、区民の防災・防犯

への意識の高揚と対策が求められて

います。

（３） 自然と共生するまちづくり

都市化が進む中、緑区の魅力のひとつ

である「自然」を生かした取組を推進す

る必要があります。

また、緑区の貴重な財産であり、広大

な緑地空間である「見沼田んぼ」におけ

る不法投棄が問題となっている中、区民

との協働により、貴重な自然を守る取組

が重要になっています。

自然・環

境に関す

る取組
19%

健康・福

祉に関す

る取組
32%

歴史・文

化・伝統

に関する

取組

5%

安全・生

活環境

に関する

取組

38%

地域交

流に関す

る取組
6%

区民アンケートより

見沼田んぼキレイきれい大作戦

緑区お宝１００選ガイドブック
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（４） 生活環境の整ったまちづくり

区民が安全で安心して暮らせるため

に、交通安全施設（街路灯・道路反射鏡

等）の適切な維持管理、交通事故防止や

道路等の緊急修繕を実施するなど、区民

の生活環境を維持するための取組を引き

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

緑区の地域・コミュニティの核で

ある東浦和駅をはじめ、にぎわいと

活気を創出することにより、周辺地

域への相乗効果が期待されていま

す。このため、地域の活性化を進め

るためには、地域住民や団体が協力

して、活気あふれるまちづくりを推

進していくことが重要な課題となっ

ています。

東浦和駅前クリスマスツリー点灯式

道路緊急修繕
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）　緑区の魅力を内外に発信するとともに、郷土愛を育てる事業を推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

1 新 （仮称）日光御成道 4,200 0 人口が急増している美園地区のコミュニティ

美園　大門宿まつり (4,200) (0) の醸成と新旧住民の交流を促進するため（仮

〔コミュニティ課〕 称）日光御成道　美園　大門宿まつりを開催

2 緑区区民まつり 6,000 6,000 ふれあいのある地域社会の育成を図るため区

〔コミュニティ課〕 (6,000) (6,000) 民まつりを開催

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を醸成

4 緑区の花・木・鳥啓発 76 160 緑区の「花」「木」「鳥」をＰＲを実施

事業 (76) (160)

〔コミュニティ課〕

（２）　生活者に優しい、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)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

5 緑区地域安全講演会 198 191 防災意識啓発のための講演会を実施

〔総務課〕 (198) (191)

6 地域防犯活動の支援 1,160 1,160 防犯安全マップの作製や地域リーダーの養成

〔総務課〕 (1,160) (1,160) 等、区内全域の防犯啓発活動を推進

（３）　区の地域資源と特性を生かした事業を推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

7 緑区花と緑のまちづく 149 108 区民との協働による、花の植栽を実施

り推進事業 (149) (108)

〔コミュニティ課〕

8 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、緑区らしい事業を推進しま
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・安心なまちづ

くりを推進します。

〔区分〕 新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業　　総 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業　　倍 … しあわせ倍増プラン２０１３事業
　　　　　成 … 成長戦略事業　　行 … 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)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

9 緑区環境講演会 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) 会を開催

（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)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

10 土木緊急修繕事業 122,532 122,490 道路、河川、下水道の緊急的な修繕及び清掃

〔くらし応援室〕 (122,532) (122,490) を実施

11 交通安全施設維持管理 32,675 32,677 道路照明灯、道路反射鏡、路面標示の修繕を

事業 (32,675) (32,677) 実施

〔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)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

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 緑区オープンガーデン 230 200 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) (200) 進する事業を実施

14 倍 秋の見沼田んぼ散策 500 500 緑太郎ロードを活用し、自然豊かな見沼田ん

〔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

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

アシナガバチ駆除の件数を見直し、予算額を縮小す
る。

△ 217

〔区分〕 新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業　　総 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業　　倍 … しあわせ倍増プラン２０１３事業
　　　　　成 … 成長戦略事業　　行 … 行財政改革推進プラン２０１３事業
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 -

＜主な事業＞

１ 7,349 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 14款

17款

21款

-

＜主な事業＞

１ 74,095 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。

前年度予算額 77,291 

増減 △ 3,196 

487 

＜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 977 

一般財源 71,484 

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 74,095 

【緑区総合案内】

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。

前年度予算額 7,348 

増減 1 

7,349 

＜事業の目的・内容＞

　区役所来庁者に適切な案内業務を行います。

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 7,349 

【緑区役所】
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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＞

１ 122,532 ４ 877 

２ 32,675 ５ 786 

３ 2,698 

【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. 97 -

＜主な事業＞

１ 198 

２ 1,160 

３ 351 

　地域の防犯意識の向上を図るため、緑区防犯推進実行委
員会に補助金を交付します。

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、区長マニ
フェストを策定し、また区長マニフェスト評価書を作成します。

自主防災推進事業
　地域の防災意識の向上を図るため、講演会を開催します。 [参考]

防犯推進事業

前年度予算額 1,586 

増減 123 

1,709 

＜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します。

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 1,709 

　道路照明、道路反射鏡、路面標示の修繕を行います。 　公衆便所修繕等に係る費用です。

[参考]

衛生害虫駆除
　区民の安全な生活環境を確保するため、危害を及ぼすハチ
の巣の駆除を行います。

土木緊急修繕等事業 交通安全啓発
　道路、河川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・自転車等に注意を促す

巻看板の設置などを行います。

交通安全施設維持管理 公衆便所維持管理その他

前年度予算額 159,510 

増減 58 

159,568 

＜事業の目的・内容＞

　安全・安心な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、河川等の緊急修繕や交通安全施設整備（道路照明灯、路面標示等）などを行
います。

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 159,568 

【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. 97 -

＜主な事業＞

１ 3,477 

２ 16,401 

３ 225 

　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、地域活動を活性
化し、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、駅周辺及び主要な観光スポット等を花や緑で
いっぱいにする花と緑のまちづくり推進事業を区民との協働で
実施します。

【緑区オープンガーデン】

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、広報誌の発行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

[参考]

前年度予算額 17,795 

増減 2,308 

20,103 

＜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。

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 20,103 
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岩槻区　平成２７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。
一方、岩槻区では人口が減少傾向にある中で、高齢化が進んでおり、障害者の

人数も増えている状況にあります。
また、区民アンケート調査結果では、市民生活に直結する「健康・福祉に関す

る取組」「安全・生活環境に関する取組」への要望が高くなっています。
このような状況を踏まえ、安心して暮らせるまちづくりを基本として、多彩な

魅力を守り育て、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まちづくりを進めていくことが求められます。
特に岩槻区は平成27年度に誕生10周年を迎えることから、これも契機として

様々な事業を展開し、岩槻区の将来像「自然と歴史、文化を守り育て、楽しむま
ち」の実現を目指していくことが必要です。

今後重点的に取り組んで
ほしい分野

（人）

※上記２つのグラフは、住民基本台帳登録人口（外国人住民を含む）に基づく統計

※区長マニフェストアンケート調査

結果（平成26年3月実施）より
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（１）区民主役のまちづくり
地域課題の解決や、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醸成・活性化、行政と市民活
動団体及び市民活動団体同士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
人形をはじめとする地域資源の区内外への発信と、これを生かした各種

事業を展開し、区民に岩槻の魅力をあらためて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、さらなる魅力やにぎわいの創出に取
り組む必要があります。

（３）安全・安心で暮らしやすいまちづくり
交通安全施設の維持管理や交通安全の啓発等による交通事故の防止とと

もに、啓発活動の充実による犯罪の防止に取り組むほか、道路その他の土
木緊急修繕など、区民のニーズに迅速に対応し、安全・安心なまちづくり
を推進する必要があります。

（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、気持ち良く区役所を訪れていただくため、

区行政の拠点である岩槻区役所及び別館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。

区民会議 市民活動ネットワーク

まちかど雛めぐり 健康ウォーキング

交通安全啓発 防犯啓発
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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)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

1 区民会議の運営 2,627 2,755 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〕 (2,627) (2,755) するため、諸課題について協議を行う区民会

議の開催、運営

2 市民活動ネットワーク 2,174 2,317 区民と協働のまちづくりを進めるため、市民

の活動支援 (2,174) (2,317) 活動ネットワーク登録団体が行う多世代交流

〔コミュニティ課〕 事業など区民対象の各種事業の支援を実施

（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)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

3 拡 城下町岩槻鷹狩り行列 10,000 8,000 岩槻区誕生10周年を記念して城下町岩槻を想

事業 (10,000) (8,000) 起させるような新たな演出を加え、徳川家康

〔観光経済室〕 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

4 拡 城下町岩槻歴史散策事 2,720 2,027 観光案内サインの作成・設置とともに、区の

業 (2,720) (2,027) 様々な歴史・文化資源を巡る城下町岩槻歴史

〔観光経済室〕 散策事業を実施

5 拡 区民まつり事業 9,551 8,232 岩槻区誕生10周年を記念して事業の充実を図

〔コミュニティ課〕 (9,551) (8,232) り、区民との協働により、地域の特性を生かした

区民まつりを開催

6 人形のまち岩槻　まち 1,000 1,000 城下町岩槻の観光資源を活用し、多くの観光

かど雛めぐり事業 (1,000) (1,000) 客の誘致を図ることを目的とした「人形のま

〔コミュニティ課〕 ち岩槻　まちかど雛めぐり」の開催を支援

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
のまちづくりをより一層促進するとともに、岩槻区誕生10周年を契機として、多彩な地域資
源を生かした各種事業を展開することにより、さらなる魅力とにぎわいを創出し、住む人・
訪れる人が岩槻の良さを共感できるまちづくりを推進します。
また、交通安全や防犯に関する啓発活動の充実を図るとともに、区民ニーズの多い土木緊

急修繕や交通安全施設の維持管理に迅速かつ柔軟に対応するなど、安全・安心で暮らしやす
いまちづくりを進めます。

〔区分〕 新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業　　総 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業　　倍 … しあわせ倍増プラン２０１３事業
　　　　　成 … 成長戦略事業　　行 … 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)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

7 倍 健康ウォーキング推進 203 335 ウォーキングにより生活習慣病や介護予防な

事業 (203) (335) ど、市民の健康増進を図るほか、区の魅力を

〔コミュニティ課〕 ＰＲするため、ウォーキングコースの周知及

び（仮称）健康ウォーキング講演会を開催

（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)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

8 交通安全施設維持管理 34,668 34,170 道路照明灯、道路反射鏡及び路面標示等の修

事業 (34,668) (34,170) 繕を実施

〔くらし応援室〕

9 土木緊急修繕等事業 150,274 149,952 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〕 (150,274) (149,952)

10 交通安全啓発事業 1,192 1,159 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〕 (1,192) (1,159) ャンペーン等の交通安全啓発活動を実施

11 拡 防犯啓発事業 1,025 1,150 防犯連絡協議会との協働により、親子向け防

〔総務課〕 (1,025) (1,150) 犯教室等の啓発事業を実施

12 新 さいたま市岩槻区顔の 172 0 障害のある方の支援に関わっている事業所、

見えるネットワーク事 (172) (0) 法人等の関係機関の支援に関する専門性を高

業 めるためのネットワーク会議を実施

〔支援課〕

（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)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

13 新 チャイルドコーナー 603 0 区役所庁舎内にチャイルドコーナーを設置す

の設置その他 (603) (0) るとともに、岩槻区誕生10周年を記念して区

〔総務課〕 内の過去や現在の街並み等の写真を展示

14 岩槻区役所管理事業 209,610 213,668 区役所庁舎（ワッツ東館3階・4階）・別館施

〔総務課〕 (208,016) (211,975) 設の維持管理等を実施

15 岩槻区役所管理事業 11,791 11,819 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〕 (11,791) (11,819) おける各種サービスを提供

〔区分〕 新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業　　総 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業　　倍 … しあわせ倍増プラン２０１３事業
　　　　　成 … 成長戦略事業　　行 … 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
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。

△ 1,250

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。

△ 565

総務課
コピー機使用料の縮
小

コピー機使用料について、過去の決算額を踏まえて
予算額を縮小する。

△ 35

観光経済室

城下町岩槻歴史散策
事業案内人の視察研
修及び謝礼に係る経
費の縮小

歴史散策事業案内人の視察研修回数を見直し、バス
の借上げに係る経費及び同行する職員の旅費を縮小
するとともに、事業1回当たりの案内人の人数を見
直し、謝礼に係る経費を縮小する。

△ 95

コミュニティ課
区民会議運営に係る
報償費の縮小

過去の区民会議開催回数等を精査し、報償費を縮小
する。

△ 46
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 -

＜主な事業＞

１ 11,791 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 14款

21款

-

＜主な事業＞

１ 208,876 

２ 734 
　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 213,668 

増減 △ 4,058 

　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 208,016 

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 1,140 

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 454 

事務事業名 岩槻区役所管理事業（総務課） 予算額 209,610 
局/部/課 岩槻区役所/区民生活部/総務課

　年間を通して区役所の総合案内窓口を開設することにより、区民サービス及び利便性
の向上を図ります。

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 11,819 

増減 △ 28 

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 11,791 

＜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 11,791 

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. 97 -

＜主な事業＞

１ 150,274 ４ 392 

２ 34,668 ５ 1,192 

３ 1,215 ６ 602 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜主な事業＞

１ 686 

２ 1,025 

３ 603 

　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。

チャイルドコーナーの設置その他
　区役所庁舎内にチャイルドコーナーを設置するとともに、岩
槻区誕生10周年を記念し、区内の過去や現在の街並み等の
写真を展示します。 赤ちゃん写真展

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 1,526 

増減 788 

　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。

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 2,314 

＜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 2,314 
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、道路反射鏡及び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。

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北口・南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。

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 188,490 

増減 △ 147 

　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。

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 188,343 

＜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 188,343 
局/部/課 岩槻区役所/くらし応援室
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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 10,000 

２ 2,720 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜主な事業＞

１ 2,627 ４ 9,551 

２ 2,174 ５ 1,000 

３ 1,149 ６ 203 

城下町岩槻歴史散策事業
　岩槻区を訪れた観光客に対し、観光スポットへの道のりを案
内する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。

城下町岩槻鷹狩り行列事業

前年度予算額 10,163 

増減 2,557 

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、岩槻区誕生10周年を記念して城下町岩槻を
想起させるような新たな演出を加え、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。

　区民と協働のまちづくりを進めるため、市民活動ネットワーク
登録団体が行う多世代交流事業など区民対象の各種事業を
支援します。

　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。

区の広報及び区の花啓発その他 健康ウォーキング推進事業
　区の様々な情報を区民に発信するとともに、区の花「やまぶ
き」の啓発等を行います。

　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、平成25・26年度に
設定したウォーキングコースの周知及び（仮称）健康ウォーキ
ング講演会を行います。

区民会議の運営 区民まつり事業
　参加と協働による魅力あるまちづくりを推進するため、諸課
題について協議する区民会議を開催・運営します。

　岩槻区誕生10周年を記念して事業の充実を図り、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
民まつりを開催します。

市民活動ネットワーク活動への支援 人形のまち岩槻　まちかど雛めぐり事業

前年度予算額 17,192 

増減 △ 488 

　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。

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 16,704 

＜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 16,704 
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 12,720 
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 12,720 

＜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。
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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＞

１ 172 
　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
を年4回実施します。

さいたま市岩槻区顔の見えるネットワーク会議

前年度予算額 0 

増減 皆増 

さいたま市岩槻区顔の見えるネットワーク事業

＜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。

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 
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消防局　平成２７年度　局運営方針（案）
１．主な現状と課題

東日本大震災以降も首都直下地震や南海トラフ巨大地震の発生が懸念されてお
り、また、大型台風や局地的集中豪雨等の大規模災害により各地で甚大な被害が
発生しました。さらに特殊災害や人為的事故、東京オリンピック・パラリンピッ
ク開催を控え国際的なテロ災害の発生が危惧されるなど災害の態様も複雑多様化
し、全国的にも市民の安心・安全に対する危機感が高まっている中、本市として
も、市民の生命と財産を守るため、災害に強い都市の構築を進めています。
・ 火災や救急をはじめとして、大規模災害や各種災害に迅速かつ確実に対応で
きる消防体制を確立し、適切に運営していく必要があります。

・ 発生した災害等に的確に対応し、被害の軽減を図っていく必要があります。
・ 高齢化の進展等による救急需要に対応し、救命効果の向上を目指す必要があ
ります。

・ 地域防災の中核的存在である消防団を充実強化していく必要があります。
・ 市民・事業者の防火防災意識を高揚させることにより、火災の予防や災害に
よる被害の軽減を図る必要があります。

・ 職員の大量退職・大量採用期に際し、研修等による職員の資質の向上や安全
管理・健康管理を図っていく必要があります。

（１）消防体制の充実強化
火災や救急をはじめ、近年発生している大規模災害や複雑多様化する各種

災害に迅速かつ確実に対応できる消防体制づくりが課題となっています。
ア 人口、道路状況、災害発生状況等の実情に応じた適正な消防署所の整備
を計画的に行う必要があります。

（仮称）緑消防署等複合施設完成イメージ図大宮消防署氷川参道出張所

「さいたま市消

防力整備計画」

に基づき整備す

る署所

「さいたま市消防力整備計画」（平成23年8月策定）による消防署所の整備
消防力整備計画では、平成32年度までの整備目標（基準）を26署所とし、新設1署、移

転2所、建替えを2署（建替移転を含む。）としている。

【消防署所の整備実施状況】

※「与野本町駅周辺地区マスタープラン」にて地区内の公共施設ととも

に再編の方向性を決定する。

消防署所 計画 整備実施状況

大宮消防署氷川参道出張所 移転 平成23年9月供用開始

緑消防署 移転 平成28年2月供用開始予定

（仮称）見沼区片柳地区消防署 新設 平成31年度供用開始予定

岩槻消防署 建替（移転）平成32年度供用開始予定

岩槻消防署太田出張所 移転 平成33年度供用開始予定

岩槻消防署上野出張所 移転 平成32年度までに事業着手予定

中央消防署 建替 検討中※
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イ 地震等大規模災害の発生が危惧されている中、地域防災の中核的存在で
ある消防団の活動を効果的、効率的に実施するため、地域の災害拠点とし
ての機能を果たせるよう消防団車庫を計画的に整備し、消防団員を確保す
るとともに、消防団員の安全確保と活動能力の向上を図るため、通信体制
及び資機材の整備を行う必要があります。
また、消防団員確保のためには、処遇改善及び広報対策を充実強化して

いく必要があります。

（２）消防通信体制の充実強化
市民と消防を繋ぐホットラインである119番通報の受信をはじめ、消防活

動時に重要な情報収集や伝達などに必要となる消防通信体制を充実強化して
いく必要があります。

ア 平成29年2月末に耐用年数を迎える消防緊急情報システムについて、間

断なく119番通報受信を行うためには、新システムを整備するまでの間、

現行システムを切替直前まで運用する必要があることから、新たに新指令

センター庁舎の建設を行う必要があります。

イ 首都直下地震など、今後、想定される大規模災害に備えて、119番通報

受信能力を倍増させるなど、機能を強化した新消防緊急情報システムを整

備する必要があります。

ウ 消防業務で使用する消防救急無線の全ての機器を電波法令で定められた

期限となる平成28年5月末までにデジタル方式に移行整備する必要があり

ます。

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

定数 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332

実員 1,202 1,192 1,200 1,225 1,230

充足率 90.2% 89.5% 90.1% 92.0% 92.3%

1,332 1,332 1,332 1,332 1,332

1,202 1,192 1,200

1,225 1,230

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

1,350

（
人
）

過去5年間における本市消防団員数の推移（各年4月1日現在）

定数

実員

Ｈ２９年度

１四半２四半３四半４四半１四半２四半３四半４四半１四半２四半３四半４四半１四半２四半３四半４四半１四半２四半３四半４四半 １四半

ア
庁舎建設

イ
新システム
整備

ウ
デジタル
無線整備

Ｈ２７年度 Ｈ２８年度Ｈ２５年度Ｈ２４年度 Ｈ２６年度

消救無線デジタル
化法定期限
（H28．5.末）

システム耐用年数
（H29.2末）

デジタル

無線フル

運用開始

基本構想 基本設計 実施設計 構築・試行期間

実施設計 指令システム改修・基地局整備・移動局整備

検討業務 建築工事実施設計 契約準備

新指令

センター

運用開始

〔新指令センター等整備スケジュール〕
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（３）市民・事業者の防火防災意識の高揚

災害に強い都市づくりの実現に向け、住宅防火モデル地区指定事業をはじ

めとし、住宅火災の早期発見、逃げ遅れの防止に有効な住宅用火災警報器の

設置促進、維持管理等、各種住宅防火に関する取組が重要となっています。

さらに、防火対象物及び危険物施設における火災、事故の発生予防並びに

被害を軽減させるため、違反対象物の公表制度の実施や予防技術資格者の育

成等、職員の知識・技術を向上させ、査察体制の充実強化を図る必要があり

ます。

（４）応急手当実施率の向上

救急車の要請から現場に救急隊が到着するまでには、約8分（平成25年中）

かかりますが、この間、救急現場に居合わせた市民による適切な応急手当が

行われることにより、傷病者の救命効果を高めることができます。

また、本市における心肺停止例は、約70％が自宅内で発生していることか

ら、1世帯に1名、応急手当の知識と技術を身に付けた家族を育成することが

重要です。

こうした状況を踏まえ、市民が応急手当講習を受講しやすい環境の整備と

講習用資器材の充実を図り、応急手当実施率の向上に取り組んでいく必要が

あります。

25,195 26,138 25,964 

39,478 
36,582 

1,023 1,020 981 
1,355 1,251 

0

1,000

2,000

3,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年

（
回
）

（
人
）

過去５年間における応急手当講習参加人員の推移

参加人員 回数

6 6 4 9 6

61

36 34

52

33

138
124 113

130
117

0

50

100

150

200

0

20

40

60

80

100

平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年

（
件
）

（
名
）

過去５年間における本市の住宅火災件数等の推移

死者 負傷者 住宅火災件数

※死者は、放火自殺者を除く。
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（５）人材育成の推進

少子高齢化、財政状況の悪化、地方分権の進展等を背景に、職員一人ひと

りに仕事の質の向上が求められることに加え、職員の大量退職、大量採用の

影響により、専門的な知識や技術の伝承が急務となっています。

これらの状況並びに複雑多様化する各種災害等への対応を図るため、効果

的な研修を積極的に行い、人材育成を推進していく必要があります。
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）消防体制の充実強化のため、必要な消防力を計画的に整備します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

1 総 消防力等整備事業 1,052,506 1,809,720 災害に迅速かつ確実に対応する消防体制の充

〔消防企画課、消防施 (363,180) (476,720) 実強化のため、（仮称）見沼区片柳地区消防

設課〕 署の建設基本設計、岩槻消防署の用地取得及

び（仮称）緑消防署等複合施設の建設工事を

実施

2 総 消防団充実強化事業 301,544 317,699 消防団車庫及び資機材の整備、消防団員の確

倍 〔消防総務課、消防施 (173,537) (158,489) 保に係る広報、啓発の実施

設課、警防課〕

（２）消防通信体制の充実強化を目指します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

3 拡 新指令センター整備事 560,626 414,795 市民と消防を繋ぐホットラインである119番

総 業 (145,826) (104,895) 通報の受信をはじめ、消防通信体制を強化す

〔消防施設課〕 るため、新消防緊急情報システム構築を目的

とした、指令センター庁舎を整備

4 総 通信指令体制整備事業 166,388 760,518 消防救急デジタル無線移動局整備及び新消防

〔指令課システム企画 (28,388) (87,518) 緊急情報システム調達

室〕

（３）市民及び市内事業者の防火防災意識の高揚を図ります。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

5 拡 火災予防対策推進事業 5,633 5,339 住宅防火モデル地区指定事業をはじめとし、

総 〔予防課・査察指導 (3,715) (3,874) 高齢者家庭防火訪問などの住宅防火対策及び

課〕 放火火災防止対策の推進、法令改正対応及び

違反是正を図るための査察体制の充実強化

大規模化、複雑多様化する災害に対応できる消防体制をつくるため、消防署所、消防団車
庫や消防通信体制の整備を行います。さらに、市民・事業者の防火防災意識や市民の応急手
当実施率について、関連事業を通してさらなる高揚・向上を図ります。また、人材育成を主
眼とした職員研修を行います。

〔区分〕 新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業　　総 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業　　倍 … しあわせ倍増プラン２０１３事業
　　　　　成 … 成長戦略事業　　行 … 行財政改革推進プラン２０１３事業
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（４）応急手当実施率の向上を目指します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

6 拡 応急手当普及啓発事業 5,044 4,729 応急手当普及啓発に係る資器材の整備

総 〔救急課〕 (5,044) (4,729)

（５）『人材育成』を主眼とした職員研修を実施します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

7 拡 職員研修事業 52,230 51,677 消防職員に対する研修派遣経費

〔消防職員課〕 (52,230) (51,677)

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

救急課
救急搬送に係る記録
書類の見直し

救急搬送に係る記録書類の書式を見直し、経費を節
減する。

△ 350

予防課
住宅防火広報用印刷
物の見直し

住宅防火広報用冊子の統合やサイズの見直しにより
印刷経費を節減する。

△ 345

〔区分〕 新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業　　総 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業　　倍 … しあわせ倍増プラン２０１３事業
　　　　　成 … 成長戦略事業　　行 … 行財政改革推進プラン２０１３事業
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 165 -

＜主な事業＞

１ 8,228 

２ 1,339 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 165 -

＜主な事業＞

１ 25,487 [参考]

２ 106,840 

事務事業名 消防業務推進事業 予算額 9,567 
局/部/課 消防局/総務部/消防総務課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 一般財源 9,567 

＜事業の目的・内容＞

　消防局の表彰事務、文書事務等を、円滑かつ効率的に執行するための管理運営を行
います。
　また、（仮称）緑消防署等複合施設の開所に伴い式典等を行います。

前年度予算額 8,198 

増減 1,369 

消防業務の推進
　表彰事務、局共通の郵便料等の執行管理を始めとする文書
事務など、消防局の管理運営を行います。

緑消防署等複合施設開所に伴う式典開催等事業

　（仮称）緑消防署等複合施設の開所に伴い、式典等を行い
ます。

事務事業名 消防局運営事業 予算額 132,327 
局/部/課 消防局/総務部/消防企画課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 一般財源 132,327 

＜事業の目的・内容＞

　消防局及び消防署所の執務環境を維持するための複写機や仮眠用寝具の借上げ、
消防活動に必要となる防火服を含む消防活動用被服等の調達を行います。

前年度予算額 138,716 

増減 △ 6,389 

執務環境の維持管理
　消防行政の円滑化を図るために、消防局及び消防署所の
執務環境の維持に必要な、複写機や仮眠用寝具の借上げ、
共通備品の払出し等を行います。

事務・活動環境の維持管理
　事務執行に必要な消耗品の調達や、消防活動を安全かつ
円滑に遂行するための消防活動用被服等の給貸与、救急活
動に必要な通信費用の管理を行います。

消防活動に必要な防火服等
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 165 -

＜主な事業＞

１ 6,639 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 165 22款

-

＜主な事業＞

１ 118,372 [参考]

２ 1,520 

事務事業名 消防署運営事業 予算額 6,639 
局/部/課 消防局/総務部/消防企画課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 一般財源 6,639 

＜事業の目的・内容＞

　消防署所における、消防事務の執行、適正な執務環境の維持に必要な物品の調達等
を行います。

前年度予算額 6,897 

増減 △ 258 

消防署所の執務環境の維持管理
　消防署所における執務環境を維持するため、24時間の勤務
体制に必要な消耗品・庁用備品の調達を行います。

事務事業名 消防企画管理事業 予算額 119,892 
局/部/課 消防局/総務部/消防企画課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 市債 88,000 

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 31,892 

　火災・救急をはじめ、大規模化、多様化する災害に対し、的確かつ迅速に対応するた
め、消防力の充実強化を図ることを目的に、「さいたま市消防力整備計画」を定め、これ
に基づき、災害活動拠点施設となる消防署所の整備を進めるものです。
　また、消防法に定められている消火、救助、救急活動等に起因する損害賠償保険に対
応する事務を行います。

＜特記事項＞

　消防力整備計画に基づき、消防署整備に伴う用地取得を行います。 前年度予算額 193,864 

増減 △ 73,972 

消防署所の整備
　岩槻消防署移転整備に伴う用地取得等を行います。

損害賠償事務
　消防業務遂行に係る損害賠償保険に加入します。

消火活動

救急活動 救助活動

消防署所整備
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 165 -

＜主な事業＞

１ 51,872 

２ 358 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 165 21款

-

＜主な事業＞

１ 6,926 

２ 4,559 

事務事業名 職員管理厚生事業 予算額 11,485 
局/部/課 消防局/総務部/消防職員課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 諸収入 36 

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 11,449 

　職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進す
ることにより、市民に安心して暮らせる環境を整備することを目的に、局内の衛生管理、
職員の予防接種の推進等について事業を実施します。

前年度予算額 11,595 

増減 △ 110 

衛生管理事務
　局内各安全衛生委員会に係る産業医を選任し、衛生管理に
ついて実施します。

予防接種の実施その他
　消防力を低下させないため、伝染及び感染のおそれがある
各種疾病に対し、予防接種を実施します。

事務事業名 職員研修事業（消防職員課） 予算額 52,230 
局/部/課 消防局/総務部/消防職員課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 一般財源 52,230 

＜事業の目的・内容＞

　職員が、職務の遂行上必要な知識、技術等を修得し、更に市民ニーズに応えられる職
員の育成を図ることを目的として消防職員研修を実施します。
　また、安全運転管理体制の推進等についての事業を実施します。

前年度予算額 51,677 

増減 553 

研修事務
　自己能力、実務能力及び知識の向上のため、各種研修を実
施します。

安全運転管理事務
　職場における安全運転を確保するため、安全運転管理者を
選任し、安全運転の徹底を図ります。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 165 -

＜主な事業＞

１ 960 [参考]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 165 -

＜主な事業＞

１ 500 [参考]

事務事業名 消防装備運営事業 予算額 960 
局/部/課 消防局/警防部/警防課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 一般財源 960 

＜事業の目的・内容＞

　全国消防長会は、消防組織相互の融和協調を図り、消防の情報を交換して採長補短
するとともに、消防制度及び技術の総合的研究を行い、もって日本消防の健全なる発展
に寄与することを目的として組織され、さらに、消防行政を取り巻く諸情勢へ対処すべく、
７つの事業推進委員会が設置されており、各委員長は政令指定都市から選任され、本市
は、「技術委員会」委員長都市を担うこととなっています。

前年度予算額 622 

増減 338 

全国消防長会事業への参加
　全国消防長会技術委員会及び同委員会の常任委員会を各
１回開催します。
　なお、技術委員会及び常任委員会は、委員会の申合せによ
り開催支部（地方地区）での輪番制が決定しています。

事務事業名 災害対策事業 予算額 500 
局/部/課 消防局/警防部/警防課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 一般財源 500 

＜事業の目的・内容＞

　消防の広域援助体制として「緊急消防援助隊」が法制度上明確化され、本市では現在
41部隊を緊急消防援助隊として登録しています。
　派遣部隊は、ライフラインが寸断された被災地において、72時間以上活動することを可
能とするために必要な輸送・補給活動等を行うことを求められているところであり、出動の
求めに即応する態勢を整備します。

前年度予算額 500 

増減 0 

広域消防応援に要する物品等の調達
　 緊急消防援助隊が、被災地において迅速、且つ効果的な
活動を行うために必要な、物品等の調達や被災地における、
燃料の確保を行います。

年度 開催年月日 開催場所 開催消防本部1 中国支部 24 平成25年1月17日 福山市 福山地区消防組合消防局

回 開催年月日 開催場所 開催消防本部1 関東支部 90 平成24年7月26日 柏市 柏市消防本部

第92回 全国消防長会技術委員会

（大阪府泉佐野市）

技術委員会

常任委員会

・ 広域消防応援用消耗品費

・ 広域消防応援用燃料費

・ 広域消防応援用食糧費

台風26号（平成25年）における緊急消防援助隊の活動状況

（東京都大島町）

＜本市の出動実績＞

平成15年9月 出光興産北海道製油所原油貯蔵タンク火災

平成16年7月 新潟県・福島県豪雨災害

平成16年10月 新潟県中越地震

平成20年6月 岩手・宮城内陸地震

平成23年3月 東日本大震災

平成25年10月 台風26号による大島町土砂災害

回 開催年月日 開催場所 開催消防本部

1 北海道支部 91 平成25年5月23日 網走市 網走地区消防組合消防本部

2 近畿支部 92 平成26年5月15日 泉佐野市 泉州南消防組合泉州南広域消防本部

3 九州支部 93 平成27年5月14日 八代市 八代広域行政事務組合消防本部

区分

年度 開催年月日 開催場所 開催消防本部

1 東海支部 25 平成25年11月7日 半田市 知多中部広域事務組合消防本部

2 東北支部 26 平成26年11月13日 五所川原市 五所川原地区消防事務組合消防本部

3 四国支部 27 平成27年10月22日 南国市 南国市消防本部

区分
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 165 -

＜主な事業＞

１ 3,013 

２ 30,238 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 165 21款

-

＜主な事業＞

１ 41,647 [参考]

２ 126 

事務事業名 警防業務推進事業 予算額 33,251 
局/部/課 消防局/警防部/警防課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 一般財源 33,251 

＜事業の目的・内容＞

　社会構造の発展による都市構造の変化や市民の生活様式の変化に伴い、年々多様化
する消防への市民ニーズを的確に把握し、より高度かつ先進的な消防体制の構築のた
め、教育訓練を実施し、部隊活動能力の向上を図るとともに、計画的に装備の充実を図
ります。

前年度予算額 33,168 

増減 83 

消防部隊の育成・強化 [参考]
　複雑多様化する災害に対応しうる精鋭な消防隊員を育成
し、部隊活動の強化を図るため、各種訓練等を実施します。

消防活動に必要な資機材の点検・整備
　複雑多様化する災害活動に対応するため、各種資機材の点
検・整備を行い、資機材を常時使用できる態勢を整え、迅速
な消防活動を遂行します。

事務事業名 救急業務推進事業 予算額 41,773 
局/部/課 消防局/警防部/救急課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 諸収入 8,258 

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 33,515 

　救急活動に必要な資器材の充実を図るとともに、タブレット型情報端末機器を有効に活
用した医療機関情報の把握など、的確な救急サービスを提供することで、市民の安心安
全を確保します。
　また、救急車の適正利用など救急需要対策を推進します。

　安全確実な救急活動を行うため、救急自動車に積載してい
る救急資器材の点検整備を実施するとともに、救急活動に使
用する消耗品等の配備を行います。

救急車の適正利用
　救急自動車の適正な利用を促すため、ポスター等を活用し
た広報を実施します。

前年度予算額 38,038 

増減 3,735 

救急資器材の維持管理

消防隊員研修

(大宮消防署訓練場）

集団災害対応訓練

（さいたまスーパーアリーナ）

救急自動車積載資器材
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 165 -

＜主な事業＞

１ 12,770 [参考]

２ 4,058 

３ 5,044 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 165 -

＜主な事業＞

１ 500,828 

２ 29,226 

事務事業名 救急高度化推進事業 予算額 21,872 
局/部/課 消防局/警防部/救急課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 一般財源 21,872 

＜事業の目的・内容＞

　市民等の救急要請に際して、高度な救急サービスを提供するため、病院前救護体制の
強化を図ります。
　また、市民に対する応急手当の正しい知識と技術の普及を推進します。

前年度予算額 21,335 

増減 537 

病院前救護体制の強化
　救急隊員の知識・技術の維持向上を図るとともに、救急救命
処置範囲の拡大に伴う救急救命士の育成を推進します。

ＡＥＤ等の維持管理
　消防庁舎及び消防自動車に配備しているＡＥＤ等の維持管
理を行い、救命効果の向上を図ります。

応急手当普及啓発の推進
　市民や事業所などを対象とした応急手当講習及び応急手当
指導員の育成を推進するとともに、視聴覚教材を取り入れた
講習指導など、より市民が理解しやすい応急手当指導に取り
組みます。

事務事業名 指令業務推進事業 予算額 530,054 
局/部/課 消防局/警防部/指令課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 一般財源 530,054 

＜事業の目的・内容＞

　消防業務の基幹である消防緊急情報システム（指令システム・支援システム・画像伝送
システム等）と無線設備の維持管理を行い、指令管制業務を確実に実施します。

前年度予算額 1,292,261 

増減 △ 762,207 

消防緊急情報システムの維持管理
　消防緊急情報システムの維持管理を行うとともに、改修によ
りシステムの最適化を図ります。

無線設備の運用保守
　指令センターと消防車両間等における消防・救急活動の情
報伝達、指揮、連絡を円滑に行うため、無線設備の更新整備
及び維持管理を行い、万全な通信体制を維持します。

応急手当講習の状況
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 165 22款

-

＜主な事業＞

１ 19 

２ 166,739 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 165 -

＜主な事業＞

１ 7,194 ４ 12,675 

２ 10,492 

３ 4,256 

事務事業名 火災予防推進事業 予算額 34,617 
局/部/課 消防局/予防部/予防課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 一般財源 34,617 

＜事業の目的・内容＞

　住宅防火対策を始めとした各種火災予防対策の推進及び火災原因究明のための調査
技術の向上を図るとともに、市民や事業所の火災予防思想を普及啓発し、火災発生防
止や火災による被害の軽減を図ります。
　また、積極的に消防広報を推進し、市民や事業所の火災予防に対する理解を深めま
す。

前年度予算額 34,790 

増減 △ 173 

火災予防の推進 火災調査業務
　幅広く火災予防の普及啓発を図るため、住宅防火対策を始
めとした火災予防対策を推進します。

　類似火災発生防止等を目的として、必要な資器材を整備
し、火災原因を究明します。

消防広報業務
　消防フェア、消防音楽隊等の消防広報を実施し、市民の火
災予防に対する理解を深めます。

防災センター防災展示ホールの運営
　市民が疑似体験を通じ、防災意識を高めるために防災学習
施設の管理及び運営を実施します。

事務事業名 消防システム推進事業 予算額 166,758 
局/部/課 消防局/警防部/指令課システム企画室

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 市債 138,000 

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 28,758 

　消防業務の根幹を支える消防緊急情報システムは、平成28年度に耐用年数を迎えるこ
とから、効率的な消防活動を継続させるため、東日本大震災の教訓を踏まえて最適なシ
ステムを構築するとともに、現行システムからの確実な移行を行うものです。
　また、消防救急無線については、電波法令の変更により平成28年5月末までにデジタ
ル方式への移行を行う必要があることから、適切に移行整備を実施します。

前年度予算額 8,828 

増減 157,930 

新消防緊急情報システムの整備
　新消防緊急情報システムは、指令センター装置のみならず、
消防署所装置や消防車、救急車などの車両装置等、整備対
象が多岐に渡ることから、平成27、28年度の2カ年で整備を進
めます。

消防救急デジタル無線の整備
　消防救急デジタル無線の整備は平成25年度から27年度ま
での3カ年継続事業であり、平成27年度については、前年度
に引き続き移動局整備を継続するとともに、整備済の設備等
の維持管理を行い、円滑な運用に資するものです。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 165 14款

＜主な事業＞

１ 1,491 ４ 1,143 

２ 1,044 

３ 233 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 167 21款

-

＜主な事業＞

１ 50,665 ４ 569 

２ 177,724 ５ 3,348 

３ 1,950 

事務事業名 予防規制等推進事業 予算額 3,911 
局/部/課 消防局/予防部/査察指導課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 使用料及び手数料 3,911 

＜事業の目的・内容＞

　消防法及び関係法令に基づき、建築確認に伴う消防用設備等設置に係る消防同意事
務、危険物施設及びガス・火薬類の許可等の審査事務並びに防火対象物等への立入
検査及び違反処理を行い火災予防の徹底を図ります。

前年度予算額 3,056 

増減 855 

消防同意・検査等事務 査察違反処理事務
　建築確認申請等の消防同意等に必要な審査、消防用設備
等の検査及び設置に関する指導並びに届出書の受付処理を
行います。

　防火対象物及び危険物施設への査察の企画立案及び立入
検査を実施し、消防法令違反に対する警告、命令による違反
処理を行います。

危険物規制事務
　危険物施設設置に係る許可等の審査及び完成検査並びに
危険物施設に係る届出の受付処理を行います。

ガス・火薬類等規制事務
　液化石油ガス施設等の立入検査及び届出の受付処理を行
います。火薬類の消費等の許可に必要な審査及び立入検査
を行います。

事務事業名 消防団運営事業 予算額 234,256 
局/部/課 消防局/総務部/消防総務課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/2目 非常備消防費 諸収入 33,543 

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 200,713 

　地域防災の中核的存在である、消防団の運営を適切に推進していくために報酬等の
支給や活動環境の維持、団員確保対策等の各種事業を行います。
　また、自警消防団の運営を支援するため助成金を交付します。

前年度予算額 232,502 

増減 1,754 

消防団組織運営の維持 消防団員を確保するための広報
　消防団の円滑な運営及び活動環境維持のために、運営費
の交付や公務災害補償に関する事務、消防団員研修等の管
理事務を行います。

　消防団員を増員確保するため、ポスター、リーフレット等を作
成し、啓発活動を実施します。

消防団員の処遇に係る報酬等の支給 消防出初式の開催
　年報酬、災害出動等の費用弁償及び5年以上勤続して退職
した消防団員への退職報償金の支給事務を行います。

　消防団員の士気高揚を図り、消防行政に対する理解と信頼
を深めることを目的として、消防出初式を開催します。

自警消防団への助成
　市内に組織された自警消防団の運営に必要な助成金の交
付事務を行います。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 167 14款

15款

17款

21款

-

＜主な事業＞

１ 236,153 ４ 154,461 

２ 108,960 ５ 1,750 

３ 70,658 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 167 15款

22款

-

＜主な事業＞

１ 892,688 ４ 39,591 

２ 560,626 

３ 155,243 

事務事業名 消防施設等維持管理事業 予算額 571,982 
局/部/課 消防局/総務部/消防施設課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/3目 消防施設費 使用料及び手数料 132 

＜事業の目的・内容＞ 国庫支出金 311 

　消防庁舎及び消防団施設等を対象に、建築物の維持管理に関する法令等を遵守し、
安全で衛生的な環境を確保するため、適正な保守点検、修繕、改修等を行うことにより、
突発的な事故を抑制し、職場環境の安全性向上を図ります。

財産収入 28,341 

諸収入 1,467 

一般財源 541,731 

＜特記事項＞

　公共施設マネジメント計画における修繕・工事等に着手します。 前年度予算額 524,530 

増減 47,452 

消防施設の維持管理 中・大規模改修工事等
　施設の維持に必要な消耗品の調達、光熱水費等の管理、
敷地及び施設の維持管理を行います。

　消防庁舎等の中規模修繕工事、大規模改修工事等に係る
工事、設計及び調査を行います。

消防施設の保守管理・法定点検 消防署整備用地の維持管理
　建築物の維持管理に関する法令等を遵守し、安全で衛生的
な環境を確保するため、清掃、施設等の保守管理及び法定
点検を行います。

　（仮称）見沼区片柳地区消防署整備用地等の維持管理を行
います。

施設修繕
　災害対応及び防災の拠点施設となる消防庁舎の機能を維
持するために必要となる維持管理・改修修繕を行います。

事務事業名 消防施設等整備事業 予算額 1,648,148 
局/部/課 消防局/総務部/消防施設課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/3目 消防施設費 国庫支出金 7,855 

＜事業の目的・内容＞ 市債 1,136,900 

　消防体制の充実強化及び消防署所を計画的に整備するため、（仮称）緑消防署等複
合施設及び指令センター庁舎の建設工事、（仮称）見沼区片柳地区消防署の設計を行
います。
　また、消防団の充実強化に係る事業を推進するため、消防分団車庫の建設工事及び
設計業務等を行います。

一般財源 503,393 

　（仮称）緑消防署等複合施設の建設工事を行います。

指令センター庁舎の整備
　指令センター庁舎の建設工事を行います。

消防分団車庫の整備
　別所分団車庫及び岩槻第２分団車庫の建設工事ほか、上
木崎分団車庫及び柏崎分団車庫の設計業務等を行います。

＜特記事項＞

　前年度に引き続き（仮称）緑消防署等複合施設及び指令センター庁舎の建設工事を行
うとともに、（仮称）見沼区片柳地区消防署建設工事の設計業務に着手します。

前年度予算額 2,148,031 

増減 △ 499,883 

（仮称）緑消防署等複合施設の整備 （仮称）見沼区片柳地区消防署の整備
　（仮称）見沼区片柳地区消防署の設計業務等を行います。

指令センター完成イメージ図

［参考］
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 167 14款

21款

22款

-

＜主な事業＞

１ 52,421 ４ 88,243 

２ 9,732 

３ 3,718 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 167 -

＜主な事業＞

１ 178,530 [参考]

事務事業名 消防装備等維持管理事業 予算額 178,530 
局/部/課 消防局/警防部/警防課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/3目 消防施設費 一般財源 178,530 

＜事業の目的・内容＞

　消防車両及び消防用資機材について、複雑多様化する各種災害に備え迅速確実に
対応できるように、常に良好な状態を保つため維持管理を行います。

前年度予算額 181,570 

増減 △ 3,040 

消防車両及び消防用資機材の維持管理事業

　消防車両及び消防用資機材の車検、点検、修理及びはしご
車のオーバーホール等、装備の保全を行います。また、車両
等の燃料購入、消耗した消防ホース及び泡消火薬剤の補填
を行います。

事務事業名 消防水利整備事業 予算額 154,114 
局/部/課 消防局/総務部/消防施設課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/3目 消防施設費 使用料及び手数料 24 

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 5,184 

　消防水利の基準（消防庁告示第7号）に基づき耐震性防火水そう及び消火栓の設置を
行うとともに、常時使用できるように維持管理を行います。

市債 54,600 

一般財源 94,306 

前年度予算額 99,550 

増減 54,564 

消火栓の設置及び消防水利の維持管理 耐震性防火水そうの整備等
　上水道配水管の新設及び布設替えに併せて消火栓の整備
を行うとともに、既存の消火栓は常時使用できるよう適正に維
持管理を行います。

　耐震性防火水そうの設置工事及び環境事前・事後調査を行
います。また、平成28年度に整備する耐震性防火水そうの設
計業務を行います。

防火水そうの維持管理
　市内に整備されている防火水そうの修繕及び防火水そう用
地の維持管理を行います。

消防水利黄線焼付修繕
　消防水利の位置を示す黄線を引き直す修繕を行います。

防火水そう設置状況

・ 消防車の車検及び点検整備費

・ はしご車のオーバーホール費

・ リース契約自動車の年間契約費

・ 老朽更新のための消防ホース購入費

・ 泡消火薬剤の購入費

・ 車検に伴う公課費
はしご車オーバーホール状況

［参考］
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 167 22款

-

＜主な事業＞

１ 451,896 [参考]

２ 10,352 

事務事業名 消防装備等整備事業 予算額 462,248 
局/部/課 消防局/警防部/警防課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/3目 消防施設費 市債 449,100 

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 13,148 

　市民生活の安心・安全を確保するため、老朽化した消防車両を計画的に更新し、消防
力の充実を図ります。
　また、震災時に消防団が行う活動を強化させるため、震災対策用資機材の増強を図り
ます。

前年度予算額 26,228 

増減 436,020 

車両整備事業
　更新基準年数を超えた消防車両を更新します。
　また、緊急自動車以外の車両については、リース契約可能
な車両を更新時に切り替えて、リース契約します。

消防団充実強化事業
　震災時に消防団が行う活動を充実させるため、震災対策資
機材として、救助資機材、投光器一式及び救急資器材を計画
的に配備します。

購入車両の納車状況

消防団震災対策用資機材
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出納室　平成２７年度　局運営方針（案）
１．主な現状と課題

情報通信技術（ＩＣＴ）の進展に伴い、会計事務を取り巻く環境も大きく
変化しており、市民ニーズも多様化しています。
会計事務を執行するに当たっては、正確性、信頼性、効率性だけではなく、

利便性や即時性など時代に見合った取組のほか、「高品質経営」市役所の実
現に向けた取組も必要になっています。

（１）時代に見合った公金納付の推進
公金納付における市民の利便性向上のため、納付窓口の拡充や納付手続き

の簡素化、さらには新たな納付手段の採用など時代に見合った収納体制の整
備が求められています。

（２）会計事務の効率性の向上
行政需要が拡大する中、「高品質経営」市役所の実現に向けた取組として、

事務処理体制の見直しや事務経費のさらなるコストダウンが必要になってい
ます。

（３）会計事務の正確性、信頼性の向上
市民満足度の高い市役所構築には、正確で信頼性の高い会計事務が必要不

可欠です。このため、会計事務に関する研修会の実施や市役所内部における
実地検査の充実など内部牽制機能を強化する必要があります。

（＊注）主な市税

個人市県民税

固定資産税・都市計画税

軽自動車税

事業者等

会計管理者

（出納室）
市長

完了

・

納入

請求書
契約書

等

契
約
締
結

（
支
出
負
担
行
為
）

検

査

支
出
命
令

確
認

（
審
査
）

支
出

（
支
払
）

債
務
の
確
定

【一般的な支出の流れ】

【主な市税（＊注）の納付方法の推移】

¥10,000¥10,000¥10,000¥10,000¥10,000¥10,000
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）コンビニエンスストアでの納付を増やすなど、公金納付の利便性を高めます。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

1 行 公金の納付機会の拡大 29,637 26,868 公金納付の利便性向上を目的に、コンビニ納

（コンビニエンススト (29,637) (26,868) 付を拡充するとともに新たな納付手段として、

ア等収納） 口座振替受付事務の簡素化を支援

〔出納課〕

（２）会計事務の効率性を高めます。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

2 行 支出命令書等審査業務 2,962 0 事務経費のコストダウンを目的に、支出命令

の委託化 (2,962) (0) 書等審査業務の一部を委託

〔審査課〕

（３）会計事務の正確性及び信頼性を高めます。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

3 内部牽制機能の強化 0 88 適正な会計事務の執行を目的に、外部講師を

〔審査課・出納課〕 (0) (88) 活用した会計事務研修会を内部講師（職員）

のみで拡充して開催するとともに出納員等へ

の実地検査を実施

適正かつ効率的な会計事務を行うとともに、公金納付の利便性向上に取り組みます。

〔区分〕 新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業　　総 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業　　倍 … しあわせ倍増プラン２０１３事業
　　　　　成 … 成長戦略事業　　行 … 行財政改革推進プラン２０１３事業

- 490 -



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

出納課
会計事務コンプライ
アンス研修の見直し

会計事務コンプライアンス研修において、外部講師
と職員による講義を見直し、職員のみで実施するこ
とで、予算計上を廃止する。

△ 88

出納課 共通物品の購入削減
共通物品（封筒）の購入を精査するとともに必要最
低限の払出しを徹底することで、新規購入数を削減
し、予算額を縮小する。

△ 128

出納課 共通備品の購入削減
共通備品（机等）の払出しを精査するとともに部品
交換により既存備品の有効活用を図ることで、新規
購入数を削減し、予算額を縮小する。

△ 640
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 77 21款

-

＜主な事業＞

１ 29,637 ４ 71,568 

２ 2,962 

３

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 77 -

＜主な事業＞

１ 15,701 [参考]

　会計事務の効率性を向上させるため、平成28年度から支出
命令書等審査業務の一部を委託化するにあたり、マニュアル
の整備等の準備業務を委託します。

内部牽制機能の強化
　会計事務に関する知識とコンプライアンス意識を向上させる
ため、会計事務研修会を開催します。また、出納員等への実地
検査を実施します。

公金納付機会の拡大 納付データ処理に係る電算委託料その他
　コンビニエンスストアでの納付を増やすなど、公金納付の利
便性を高めます。

　納付された公金の消込、分類、集計等の迅速化及び正確性
の確保を図るため、データ処理業務を委託するとともに、支出
命令書等審査、日々の収入・支出処理等の会計事務を行いま
す。

支出命令書等審査業務の委託化

前年度予算額 98,057 

増減 6,110 

2,596 

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 101,571 

　現金、基金、有価証券の出納及び保管を適正に行うとともに、厳正なる支出審査を行い
ます。また、日々の収入・支出を確実かつ迅速に処理するなど、適正で効率的な会計事
務を行います。

局/部/課 出納室/出納課

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/4目 会計管理費 諸収入

事務事業名 会計管理事務事業 予算額 104,167 

事務事業名 物品管理事務事業 予算額 15,701 
局/部/課 出納室/出納課

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/4目 会計管理費 一般財源 15,701 

＜事業の目的・内容＞

　各課所で使用する共通物品の出納及び保管を適正に行います。

前年度予算額 16,107 

増減 △ 406 

共通物品の出納及び保管
　共通物品（事務用机や椅子等の共通備品及び封筒や賞状
等の印刷物）の購入経費削減や規格品質の統一を図るため、
一括購入、保管、払出し等を行います。

物品出納員等

課所長等

物品請求
払出し

共通物品請求・払出しイメージ
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教育委員会事務局　平成２７年度　局運営方針（案）
１．主な現状と課題

いじめの問題の解決に向けて、昨年定めた「さいたま市いじめ防止対策推進

条例」及び「さいたま市いじめ防止基本方針」に基づき、市、教育委員会、学

校等がそれぞれの責務及び役割を自覚し、一体となっていじめの防止等のため

の対策を推進していく必要があります。

また、子どもを取り巻く環境や生活様式が大きく変化する中で、小・中・高

等学校間の連携や一貫教育の推進など、柔軟かつ効果的な教育を行うための施

策に取り組んでいく必要があります。
さらに、今後も起こり得る災害に備えるため、避難場所機能を有する教育施

設の防災機能の強化を引き続き推進するとともに、図書館を含む教育施設の老
朽化対策を計画的に行うことが課題となっています。
生涯学習においては、市民一人ひとりが自立する力を高めるための知識や能

力を身に付けられるよう、生涯にわたり学習が継続でき、その成果を適切に生
かすことのできる社会の実現が求められています。

（１）教育施設のリフレッシュを推進する必要があります。

市有施設の半分以上を占める教育施設のうち、平成26年12月末現在、建築後

30年以上経過した学校施設は約80％、建築後20年以上経過した公民館は約80％、

図書館は約42％にのぼり、いずれも老朽化が進んでいます。

教育施設の老朽化対策については、長期的な視点をもって改修計画を策定し、

教育施設のリフレッシュ化を図り、安全・安心で快適な環境を確保する必要が

あります。

（２）学校体育館等非構造部材の耐震化を進める必要があります。

学校体育館、武道場等、大規模空間を有する施設は児童生徒等が日常的に使

用するとともに、避難場所として使用されることから、高い安全性とバリアフ

リー化が求められています。

こうしたことから、照明器具及び吊り天井の落下防止や窓ガラスの飛散防止

等、非構造部材の耐震化とバリアフリー化を早期に完了することが課題となっ

ています。
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（３）いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進する必要があり
ます。

いじめや不登校など生徒指導上の課題は、依然として大きな社会的問題と
なっており、特に、いじめの問題への対応は、学校における最重要課題の一つ
となっています。このため、いじめ防止対策推進法、市の条例及び基本方針に
基づき、国・地方公共団体・学校・地域住民・家庭その他の関係者の連携の下、
いじめの未然防止、早期発見・早期対応のための対策を総合的かつ効果的に推
進することが必要です。中でも、児童生徒の悩みを積極的に受け止めることが
できるようにするため、スクールカウンセラー等の配置などによる教育相談体
制の充実や、近年、深刻な問題となっているインターネットや携帯電話を利用
したいじめに対する対応は、喫緊の課題となっています。
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平成２６年度全国学力・学習状況調査　全国と本市の科目別平均正答率の比較

（４）教育環境を一層充実させ、「確かな学力」の向上を図る必要がありま
す。

子どもたちに、「確かな学力」を身に付けさせるためには、学習指導要領の
趣旨をより効果的に実現することが必要です。そのため、各教科等における言
語活動の充実や、観察・実験の重視をはじめとする理数教育の充実、小・中・
高等学校を通じた英語教育の充実などが特に求められています。
また、国においては、子どもの成長に応じた柔軟な教育システム等の構築に

向け、学校制度やその運用等に関する検討が進められており、義務教育9年間を
通じて児童生徒の発達に合った学びを実現するため、小・中一貫教育の取組を
促進していくことが必要です。さらには、近年の地域社会・家庭生活の変化に
伴い、特別支援教育の充実など、複雑かつ多様な課題への対応も必要になって
います。

① 学習状況調査

全国学力・学習状況調査において、本市は全ての科目で全国の平均正答率を

上回っており、児童生徒の学力について、おおむね良好な状況にあると考えら

れます。特に、主として「活用」に関するＢ問題では、全国平均と比べて良好

な結果となっております。一方、主として「知識」に関する小学校算数のＡ問

題においては、本市と全国平均の差が小さくなっております。

今後、本市の児童生徒のさらなる学力向上を目指すため、本市独自の「さい

たま市学習状況調査」の充実を図り、学力の状況を継続的に把握・分析し、市

全体として指導方法の工夫改善に生かしていく必要があります。

（
正
答
率
％)

Ａ：主として「知識」に関する問題

（
正
答
率
％)

Ｂ：主として「活用」に関する問題
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③　特別支援教育推進

特別支援学級　設置校数の推移

特別支援教育相談センターでの延べ相談件数

② スクールアシスタント配置

学校の要望や実情に応じた支援を行うことが必要です。
全ての市立幼稚園、小・中学校に基本配置し、特別支援学級及び通級指導教室

設置校、一部大規模小・中学校に追加配置します。

【さいたま市の学校教育に係る支援】

○少人数指導等補助
○学級等支援
○特別支援学級補助
○通級指導教室補助
○小・中一貫「英会話」補助

③ 特別支援教育推進

一人ひとりの教育的ニーズに応じた特別支援教育を推進することが必要です。

学校のニーズに応じた支援

障害のある児童生徒に対す

る包括的な教育の推進
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（５）市立各高等学校の特色を生かした魅力ある学校づくりを推進する必要が
あります。

生徒・保護者の多様化するニーズに応えながら、生徒一人ひとりの個性を伸
ばし、知・徳・体の調和の取れた充実した高校教育を実現するため、中高一貫
教育の充実や単位制の導入、特色ある学科の設置など、各学校においてそれぞ
れの特色化を進め、生徒の第一希望の進路実現を図る、魅力ある学校づくりが
必要となっています。

【浦和高等学校・浦和中学校】
Ｈ19～ 中高一貫教育
・中高一貫教育校として、さらに充実と発展を目指すとともに、先進的な取
組を他校に普及します。

・県内トップレベルの進学校として、さらに進学指導力を向上させ、第一志
望の進路実現を目指します。

【浦和南高等学校】
Ｈ25～ 進学重視型単位制・地域連携型スポーツ拠点校
・平成25年度から単位制高校に移行し、自ら学ぶ力を育成します。
・サッカー伝統校の実績と「地域連携型高校」の取組を基盤として、高校生
と地域の住民が共にスポーツに関われる環境を整えます。

【大宮北高等学校】
Ｈ24～ 土曜授業
Ｈ26～ 理数科設置
・平成24年度から土曜授業を実施し、「進学指導重点校」としての取組を充
実させます。

・平成26年度から理数科を設置し、科学技術分野で日本をリードする人材を
育成します。

【大宮西高等学校】
Ｈ25～ グローバル化先進校
・情報通信技術（ＩＣＴ）環境を活用した教育活動により、自分の意見を世
界へ発信できる力を育成します。

・平成25年度から、グローバル化先進校として、国際交流を充実させ、外国
語運用力を育成します。

（６）実践的な安全教育の充実と学校安全に係る取組を推進する必要がありま

す。

全国的に児童生徒が巻き込まれる事件・事故が後を絶たないことから、「ス

ケアード・ストレイト教育技法を用いた交通安全教室」や「子ども自転車運転

免許制度」による交通安全教育を引き続き実施するとともに、ＷＨＯの推進す

るインターナショナルセーフスクールの認証を取得するための取組を推進する

ことで、学校の安全性を一層高める必要があります。
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（７）美園図書館を開館し、図書館機能の充実を図るとともに、子ども読書

活動を推進する必要があります。

① 美園図書館の開館

「地域の知の拠点」としての図書館機能の充実を図るため、平成28年1月に

（仮称）さいたま市浦和美園駅東口駅前複合公共施設内に、市内で25館目と

なる「美園図書館」を開館します。

【美園図書館の概要】

○ 所 在 地 さいたま市緑区大字下野田655番地

（（仮称）さいたま市浦和美園駅東口駅前複合公共施設

内の2階）

○ 面 積 606㎡（専有部分）

○ 収蔵可能点数 約60,000点（一般書、児童書、ＣＤ等）

○ 主な施設・設備 一般書コーナー、児童書コーナー、新聞・雑誌コー

ナー、車椅子利用者用を含む閲覧机、インターネット

コーナー、おはなしコーナー、自動貸出機、蔵書検索機

○ 休 館 日 月曜日（月曜日が祝日の場合は水曜日が休館）

○ 利用時間 午前9時から午後8時まで（平日）

午前9時から午後6時まで（土・日・祝日）

② 子ども読書活動の推進

「さいたま市は日本一の読書のまち」を目指して、 小学生・中学生の不読

者率をゼロに近づけるため、「さいたま市子ども読書活動推進計画（改訂

版）」に基づき、家庭、地域、図書館、学校などが連携して、子どもが読書

の楽しさや大切さを知り、自ら進んで本を読むような環境づくりを進めてい

ます。
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）教育施設のリフレッシュ化を進めます。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

1 拡 学校施設改修等推進事 2,348,938 252,402 平成26年度に策定した学校施設リフレッシュ

総 業 (640,302) (133,738) 計画に基づき、老朽化した校舎の改修工事等

〔学校施設課〕 を推進

2 拡 公民館施設リフレッ 710,308 123,756 既存施設を長期にわたって有効に活用するた

総 シュ事業 (198,862) (41,556) め、公民館施設リフレッシュ計画を策定し、

〔生涯学習総合センタ 老朽化した施設の改修工事等を推進

ー〕

3 拡 図書館施設リフレッ 4,490 3,000 既存施設を長期にわたって有効に活用するた

総 シュ事業 (4,490) (3,000) め、図書館施設リフレッシュ計画を策定し、

〔中央図書館管理課〕 老朽化した施設改修の設計及び調査を実施

（２）学校体育館等非構造部材の耐震化を推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

4 拡 学校体育館等避難場所 2,953,995 72,638 防災機能の強化を図るため、災害時に避難場

総 機能整備事業 (301,758) (71,612) 所となる学校体育館等の非構造部材の耐震化

〔学校施設課〕 及びバリアフリー化を実施

（３）いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

5 拡 心のサポート推進事業 464,483 427,785 いじめ防止対策推進法の施行に伴う取組を実

総 〔指導２課〕 (393,098) (363,639) 施するとともに、いじめ問題や不登校等を解

倍 消するため、家庭・地域と連携しながら、予

防・アセスメント・支援・ケアといった取組

を段階的・総合的に展開

教育施設の大規模改修及び改築を総合的かつ計画的に進め、リフレッシュ化を図ることに
より、安全・安心で快適な環境を確保します。また、災害時には避難場所として使用される
学校体育館等の非構造部材の耐震化及びバリアフリー化を進め、避難場所機能の強化を推進
します。
いじめ防止や自殺予防等の取組を積極的に進めます。また、児童生徒の確かな学力の育成

を図るとともに、安全・安心で豊かな教育環境づくりを推進します。
生涯学習機能の充実を図り、誰もが、生涯にわたって学び、その成果を生かせる環境づく

りを進めます。

〔区分〕 新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業　　総 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業　　倍 … しあわせ倍増プラン２０１３事業
　　　　　成 … 成長戦略事業　　行 … 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)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

6 総 地域に開かれた学校運 900 600 いじめ防止対策推進法の施行、いじめ防止対

営事業 (600) (400) 策推進条例、いじめ防止基本方針を受け、い

〔教職員課〕 じめ問題等の早期解決を図るとともに、裁判

などに係る重要案件について継続的に相談活

動を実施するため、学校支援チームを拡充

7 総 教育の情報化推進事業 748,799 694,481 タブレット型コンピュータや無線ＬＡＮをは

〔教育研究所〕 (748,799) (694,481) じめ最新の機器等の研究と整備によるＩＣＴ

を効果的に活用した授業の推進及びネットの

匿名性を悪用した誹謗中傷を防ぐ、「学校非

公式サイト」等の監視活動の実施

（４）教育環境を一層充実させ、「確かな学力」の向上を図ります。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

8 拡 英語教育充実推進事業 183,571 151,473 文部科学省「英語教育改革実施計画」を受け

〔指導１課〕 (182,722) (150,731) グローバル人材を育成するための新しい英語

教育の実施に当たり、外国語指導助手（ＡＬ

Ｔ）の配置や教員研修の充実、9年間を見通し

た英語教育カリキュラムの研究・開発

9 総 小・中一貫教育推進事 2,808 2,857 平成26年度から全校実施となった小・中一貫

業 (2,808) (2,857) 教育の推進に当たり、学力の経年変化を把握

〔指導１課〕 するための調査測定の実施

10 総 理数教育の充実事業 23,312 15,711 児童生徒の理数に係る問題を主体的に解決す

〔指導１課〕 (13,444) (10,561) る力を育成するための教員研修の実施及び教

材備品や外部人材の配置

11 拡 授業改善のための調 14,960 0 教員の指導力向上を図るために、子どもにと

査・研究事業 (14,960) (0) って望ましい授業の在り方等についての調査

〔指導１課〕 ・検証を実施

12 拡 学習状況調査事業 19,769 3,318 国や市の学習状況調査等を基に、さいたま市

〔教育研究所〕 (18,878) (2,427) の児童生徒の学力や学習の状況を把握・分析

し、教育課程の編成や学習指導の工夫改善を

実施

〔区分〕 新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業　　総 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業　　倍 … しあわせ倍増プラン２０１３事業
　　　　　成 … 成長戦略事業　　行 … 行財政改革推進プラン２０１３事業
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