
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

- 428 -



（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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