
浦和区　平成２７年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

浦和区は、都心としてのにぎわいのある地区と、緑豊かな落ち着いた住環
境の地区の２つが共存しています。この特性を踏まえ、住み続けたいまち、
行ってみたいと思えるまちとしての魅力を一層高めるため、地域に住む人々
の参加と協働を基本に、浦和区の歴史、文化、環境の資産を生かしたまちづ
くりが求められています。
また、健康・福祉や安全・生活環境に関する取組の充実が求められている

ほか、駅周辺のにぎわい創出の継続的な取組が必要です。

（２）文教都市などの「浦和ブラン

ド」を活用した魅力のあるまちづくり

恵まれた伝統ある教育・文化・ス

ポーツ資源を活用した、芸術・文化活

動の振興が求められています。

また、サッカーやうなぎのまちとし

ての特性などを生かした区の魅力の向

上と情報発信力の強化が必要です。

（１）世代や文化、地域を超えた多様

な交流のあるコミュニティづくり

世代や文化、居住する地域など様々

な差異を超えて人々がふれあい、誰も

が楽しく活動し、人々の理解と共感が

広がるまちづくりが求められています。

浦和駒場スタジアムで開催された女子サッカー教室

浦和区ごみゼロ運動

（資料：平成２５年度区長マニフェスト評価書）

[浦和区で重点的に取り組んでほしい分野]
１ 自然・環境に

関する取組 １３％

５ 地域交流に

関する取組 ６％

４ 安全・生活環境に

関する取組 ３８％

３ 歴史・文化・伝統に

関する取組 ７％

２ 健康・福祉に

関する取組 ３６％
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（３）東西が連携し、一体性と

「にぎわい」のあるまちづくり

鉄道を挟んだ東西連携による

一体的なまちづくりや誰もが訪

れやすい活気のあるまちの再生

と創出が必要です。

（４）ひとにやさしい誰もが安心して暮らせるまちづくり

犯罪や交通事故のない安全で安心して住めるまちの構築が必要です。

また、誰もが快適と感じる都市空間の創出が求められています。

浦和区民まつり

（５）緑豊かな美しい街並みとゆとりある住環境を創出するまちづくり

緑化意識の向上と、区民相互のふれあいや絆を深めることを目的とした、身

近な場所での緑に出会う機会の創出が求められています。

（６）健康で共に支えあうまちづくり

健康で自立した生活を送るために、区民一人ひとりの生活習慣改善への一

環として、運動習慣を獲得できるような取組が求められています。

道路照明
1438

反射鏡47
路面標示

42

平成25年度 交通安全施設要望対応件数

合計

484件
合計

1,527件

3,000歩未満
31％

平成24年度 市民調査より

3,000歩以上
6,000歩未満

38％

6,000歩以上
9,000歩未満

22％

9,000歩以上
9％

１日の歩数換算調べ（浦和区）

＊20歳～64歳の方は１日男性9,000歩、
女性8,500歩が目標 健康日本２１（第２次）より

平成25年度 土木修繕要望対応件数

舗装修繕

176

排水施設

修繕 155

道路安全

施設修繕

153

浦和区ウォーキング教室
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）世代や文化、地域を超えた多様な交流のあるコミュニティ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 市民活動ネットワーク 4,818 4,820 浦和区市民活動ネットワーク登録団体の活動

事業 (4,818) (4,820) を支援

[コミュニティ課]

2 浦和区秋のごみゼロ 404 393 ごみゼロ運動（清掃活動・キャンペーン）を

運動事業 (404) (393) 実施

[くらし応援室]

（２）文教都市などの「浦和ブランド」を活用した魅力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

3 うなぎのまち浦和ＰＲ 1,082 1,171 浦和のうなぎ文化のＰＲを実施

事業 (1,082) (1,171)

[地域商工室]

4 サッカーのまち浦和 1,458 1,458 サッカーのまちをＰＲするためのフラッグを

ＰＲ事業 (1,458) (1,458) 作製し、商店街に配付

[地域商工室]

5 サッカーのまちづくり 623 742 浦和駒場スタジアムを会場に女子サッカー教

推進事業 (623) (742) 室を開催

[コミュニティ課]

6 倍 浦和区文化の小径 1,000 1,000 文化の小径マップを活用したウォーキングイ

づくり推進事業 (1,000) (1,000) ベントの開催及びマップの修正・増刷を実施

[コミュニティ課]

7 浦和区絵画作品展 1,352 1,440 浦和区絵画作品展を開催

事業 (1,352) (1,440)

[コミュニティ課]

浦和区の将来像である「にぎわいと文教の調和する緑豊かなまち」の実現に向け、区民と
の協働により諸施策を推進します。

〔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）東西が連携し、一体性と「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

8 浦和区民まつり 7,300 7,300 浦和駅周辺を中心に多世代交流の活性化と、

[コミュニティ課] (7,300) (7,300) 広く市民が参加できる区民による、区民のた

めのまつりを実行委員会形式で開催

（４）ひとにやさしい誰もが安心して暮らせ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

9 防犯のまちづくり推進 1,262 1,433 自主的な防犯活動の推進

事業 (1,262) (1,433)

[総務課]

10 交通安全対策事業 4,320 4,320 通学路点検に基づく通学路整備事業を実施

[くらし応援室] (4,320) (4,320)

11 土木緊急修繕事業 90,827 89,819 区民の身近な生活環境を維持するための道路

[くらし応援室] (90,827) (89,819) の緊急修繕を実施

12 道路照明施設修繕事業 23,240 22,653 老朽化の著しい蛍光灯から省電力・長寿命型

[くらし応援室] (23,240) (22,653) のＬＥＤ灯等に切り替えを実施

（５）緑豊かな美しい街並みとゆとりある住環境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

13 花とみどりの豊かな 1,500 1,500 区内ＪＲ3駅周辺で区の花ニチニチソウ等

まちづくり推進事業 (1,500) (1,500) を区民との協働で植花活動を行い、花と緑

[コミュニティ課] に出会う機会を創出

（６）健康で共に支えあう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

14 浦和区ウォーキング 456 431 生活習慣病予防等を目的としたウォーキング

教室 (456) (431) 教室を開催

[保健センター]

15 浦和区健康まつり 872 956 心と体の健康について考える機会となるよう

[保健センター] (872) (956) な体験型の健康まつりを開催

〔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

コミュニティ課

サッカー教室開催業
務（委託料）の見直
し

従来、作製依頼をしていたＰＲ用のチラシについて
区職員が作製し、予算額を縮小する。

△ 155

地域商工室
うなぎのまち浦和Ｐ
Ｒ事業（委託料）の
見直し

チラシ作製において委託事業を見直し、印刷製本費
のみの予算額に縮小する。

△ 357
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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 8,036 [参考]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 -

＜主な事業＞

１ 9,951 [参考]

２ 611 

局/部/課 浦和区役所/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 浦和区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 8,036 

前年度予算額 7,810 

増減 226 

8,036 

＜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。

浦和区役所総合案内事業
　来庁者の用件・問合せに関する区役所各課（室）への担当
窓口案内を行います。
　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、行政資料等の有償又は無償の頒布を行います。

局/部/課 浦和区役所/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 浦和区役所管理事業（総務課） 予算額 10,562 

前年度予算額 10,998 

増減 △ 436 

10,562 

＜事業の目的・内容＞

　区行政の拠点である区役所庁舎の維持管理及び運営を行います。

　消耗品費等の区役所運営に係る事務経費を支出します。

区役所宿日直業務
　休日及び夜間の業務時間外に浦和区役所へ入る電話及び
来庁者に対応します。

区役所の事務経費

浦和区役所情報公開コーナー

浦和区役所（庁舎１階部分）

浦和区役所情報公開コーナー
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（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 62,428 [参考]

２ 23,805 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜主な事業＞

１ 90,827 ４ 3,410 

２ 33,160 ５ 1,244 

３ 3,607 ６ 2,762 

局/部/課 浦和区役所/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

事務事業名 浦和区役所管理事業（保健センター） 予算額 86,233 

2,036 

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 36,226 

　浦和区における保健業務の実施拠点である保健センター庁舎の維持管理等を行いま
す。

一般財源 47,971 

施設の運営及び維持管理
　保健センター施設を、適切に運営及び維持管理するため、
警備、清掃、各設備の保守・点検及び修繕等を行います。

屋上防水工事

前年度予算額 115,272 

増減 △ 29,039 

局/部/課 浦和区役所/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 135,010 

　保健センター屋上の防水工事を行います。

事務事業名 浦和区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 135,010 

前年度予算額 132,769 

増減 2,241 

＜事業の目的・内容＞

　住民参加による区の特性を生かしたまちづくりのため、秋のごみゼロ運動を行います。
また、区民の満足度アップを図るとともに、ひとにやさしい誰もが安心して暮らせるまちづ
くりを推進するため、交通安全施設整備（道路照明灯、路面標示等）や道路等の緊急修
繕などを行います。

　安全・安心なまちづくりのため、道路照明灯、道路反射鏡、
路面標示の修繕を行います。

　区内６か所の公衆便所の破損、故障の緊急修繕を行いま
す。

衛生害虫駆除 市民生活に密着したサービス
　危害を及ぼすアシナガバチ等の巣の駆除を行います。 　「ごみのない浦和区」を実現するため、キャンペーン及び清

掃活動を通じ、区民の環境美化意識の高揚を図ります。
　また、下水道管の清掃等を行います。

土木緊急修繕 交通安全啓発
　安全・安心なまちづくりのため、道路等の破損した箇所の緊
急修繕を行います。

　交通事故を減少させるため、浦和警察署及び交通指導員や
交通安全諸団体と協働し、交通安全啓発活動を行います。

交通安全施設維持管理 公衆便所維持管理

浦和区役所保健センター
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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＞

１ 555 

２ 111 

３ 1,262 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜主な事業＞

１ 1,082   

２ 1,458 

３ 22 

局/部/課 浦和区役所/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 浦和区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 1,928 

前年度予算額 1,576 

増減 352 

1,928 

＜事業の目的・内容＞

　まちづくりの方向性や区政運営に関する考え方をまとめた「区長マニフェスト」を策定
し、区民との協働などにより、防災のまちづくり、防犯のまちづくりを推進します。

　避難場所運営にかかる物資を整備し、避難場所運営訓練の
充実を図ります。

防犯のまちづくり推進事業
　防犯意識を高めるため防犯講演会等を開催し、また、区民
主体による防犯活動の支援を行います。

区長マニフェスト策定
　まちづくりの方向性など区政運営の考え方と主要な取組を
示した区長マニフェストを策定します。また、実施事業につい
て区民アンケートによる外部評価等を行い、区長マニフェスト
評価書を策定します。

防災のまちづくり推進事業

局/部/課 浦和区役所/区民生活部/総務課地域商工室

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 浦和区まちづくり推進事業（地域商工室） 予算額 2,562 

2,562 

＜事業の目的・内容＞

　地域振興のため、市内外に広く「うなぎのまち浦和」や「サッカーのまち浦和」をＰＲし、
魅力あるまちづくりを推進します。
　また、地域の商店会を市ホームページにて紹介し、市内外に広く商店街を広める活動
を行います。

前年度予算額

　うなぎのまちをＰＲするため、パンフレットなどを作成し、駅頭
などで配布します。また、浦和うなこちゃんのうちわ展を実施し
ます。

サッカーのまち浦和ＰＲ事業
　サッカーのまちをＰＲするため、フラッグを作製し、商店街に
配付します。

2,629 

増減 △ 67 

うなぎのまち浦和ＰＲ事業  

ホームページ作成事業
　さいたま市ホームページ内に地域の商店会を紹介するコン
テンツを作成します。

浦和区防犯講演会

商店街のサッカーフラッグ
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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 7,300 ４ 1,500 

２ 1,352 ５ 1,000 

３ 623 ６ 9,315 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜主な事業＞

１ 872 [参考]

２ 456 

局/部/課 浦和区役所/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 21,090 

事務事業名 浦和区まちづくり推進事業（コミュニティ課） 予算額 21,090 

前年度予算額 22,990 

増減 △ 1,900 

＜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、浦和区の個性を生かしたまちづくり
を推進します。

　区内公民館で活動する絵画グループの作品及び区学区内
の小学校・中学校の児童・生徒の作品発表の場を提供し、芸
術・文化活動の支援を図るとともに、文教のまちづくりを推進し
ます。

　文教のまちづくり推進のため、文化の小径マップを活用した
ウォーキングイベントの開催及びマップの修正・増刷を行いま
す。

サッカーのまちづくり推進事業 区民会議・市民活動ネットワーク事業その他

　地域資源を活用し魅力あるまちづくりを推進するため、浦和
駒場スタジアムを会場に女子サッカー教室を開催します。ま
た、小学校サッカー大会に「サッカーのまち浦和区賞」を創設
します。

　世代や文化、地域を超えた多様な交流のあるコミュニティづ
くりを推進するため、浦和区市民活動ネットワーク連絡会の活
動支援を実施します。その他、区民会議運営等を行います。

浦和区民まつり 花とみどりの豊かなまちづくり推進事業
　浦和駅周辺を中心に多世代交流の活性化と、広く市民が参
加できる区民による、区民のためのまつりを実行委員会形式
で開催します。

　区民との協働により魅力あるまちづくりを推進するため、区内
ＪＲ3駅周辺で花の植花活動を行います。

浦和区絵画作品展の開催 浦和区文化の小径づくり推進事業

局/部/課 浦和区役所/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/2目 区民まちづくり推進費 一般財源

事務事業名 浦和区まちづくり推進事業（保健センター） 予算額 1,328 

1,328 

＜事業の目的・内容＞

　 浦和区民が心と体の健康に関する情報を得ると同時に、健康維持・増進の意識を高め
る機会となるよう、体験型の健康まつりとウォーキング教室を実施します。

浦和区健康まつり
　市民活動団体等と協働で、体験型の健康イベント「浦和区
健康まつり」を実施します。

浦和区ウォーキング教室
　生活習慣病予防につながる運動の習慣化を図るため、身近
な運動であるウォーキングの教室を実施します。

前年度予算額 1,387 

増減 △ 59 

浦和区健康まつり浦和区健康まつり
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