
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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