
【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。
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）南区の特色を生かした協働によるまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

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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