
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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