
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。
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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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