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■平成２４年度 区内で予定されている本市の主な事業      

（1） 小学校耐震補強事業【教育委員会】  
《事業概要》 

地震時における児童等の安全性の確保や被災後の一時  

避難施設としての機能を保持するため、旧耐震基準で設計 

された体育館に対し、耐震補強工事を行います。  

《平成２４年度実施予定校》       

 ・小学校体育館 

大久保小学校、田島小学校、新開小学校、 

神田小学校 

（2） 街路整備事業【建設局】
《事業概要》 

円滑な都市活動が展開されるまちづくりを実現するために、道路 

整備計画に基づき、重点的かつ計画的な道路整備を進めます。 

《路線名》 

・町谷本太線（橋りょう上部工事等 西堀７丁目、８丁目地内）

・道場三室線（道路造成工事等 中島３丁目地内 外） 

・大谷場高木線（道路造成工事 道場２丁目地内 外） 

 

(3) 橋りょう維持事業【建設局】 
《事業概要》 

地震時における安全を確保するため、浅間橋の耐震補強工事を 

進めます。 

《建設箇所》 

・国道４６３号線 浅間橋（大字下大久保） 

 

(4) あんしん歩行エリア整備事業【建設局】 
《事業概要》 

歩行者や自転車の安全な通行を確保するため、警察と連携して 

車両等への注意喚起を促す路面表示を行います。 

《事業対象区域》 

・田島地区 

《整備内容》 

・交差点のカラー舗装等 

 

        
        

平成２４年度 さいたま市 桜区  

～ 桜区民の皆様へ ～ 
 

区民の皆様には、日ごろから区政にご協力いただき、誠にありがとうございます。 

私は、桜区の将来像である「三世代がつくる元気印
げんきじる し

のまち」を区政運営の基本理念とし、

一人ひとりがしあわせを実感できるまちの実現に向け、重点取組事項をはじめ、主要な取 

組事項、区内で予定されている本市の主な事業を

積極的に推進いたします。 

また、区民の皆様に信頼され親しまれる区役所を

目指すため、職員が一丸となって、区民満足度を向

上させるよう取り組みます。 

 

                           平成２４年４月１日   桜区長  大 石 寿 生 

 

 

 

 

     

 
 
 

 
桜区の花：サクラソウ 

 
サクラソウ科の多年生草本で、全体の姿が

優しく、美しい花をつけます。桜区には、サ

クラソウ自生地としては唯一の国指定特別

天然記念物「田島ケ原サクラソウ自生地」

があります。約 4.1ha の自生地には約 150

万株のサクラソウが自生しています。 

 

－ 区の将来像 － 

三世代がつくる元気印
げんきじるし

のまち 
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桜区の木：サクラ 

 
バラ科の樹木で、古くから人々に愛されて

います。桜区には、サクラの名所が身近に

たくさんあります。鴨川堤桜通り公園、林鐘

寺のイトザクラ、10 品種のサクラが見られる

プラザウエストなど、サクラの季節には目を

楽しませてくれます。 

 

《「区長マニフェスト」とは？》

『区長マニフェスト』は、各区
長が、まちづくりの方向性や区
役所窓口の改善などの区政運
営に関する考え方と、その取組
をまとめ、毎年度、区民の皆様
に公表するものです。 
年度末には、区民アンケート

等による外部評価、検証を行
い、区の個性を生かしたまちづ
くりを推進していきます。 

中面もご覧ください

  

 

桜区の花  サクラソウ

体育館耐震補強工事

町谷本太線

浅間橋

交差点のカラー舗装
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■重点取組事項  

緑化意識の向上と、区民同士のふれあいや絆を深めるため、身近な場所で緑に出会う機会の創出や 

区の緑化推進のシンボルフラワーである「区の花」の PR などを行います。 

 

 ①「区の花（サクラソウ）」の普及・ 

啓発活動を実施します。【拡大】  

②ボランティア団体等と協働して、 

プラザウエスト周辺や西浦和駅 

などを花や緑でいっぱいにしま  

す。【継続】  

 

 

 

防災への関心と、地域に密着した防災力向上を図るための事業を実施します。 

 

①避難場所を単位とした防災訓練を 

実施します。【拡大】 

②全ての避難場所に避難場所運営 

委員会を設置します。【継続】 

③防災講演会を開催します。【継続】 

 

 

 

 

知的財産である埼玉大学と区民との交流を深め、地域コミュニティの醸成を図る各種事業を展開し

ます。 

 

①区民ふれあいまつりへの参加【継続】 

  ・学生グループの出演・出店 

②ふれあいコンサートへの参加【継続】 

・学生のコンサートへの出演

③埼玉大学イルミネーションの支援【継続】 

  ・学生と区民との交流

④桜区知識満開講座の開催【継続】 

・教授等による講演など

 

■主要な取組事項

(1) 心に文化を育むまちづくり 

区民ふれあいまつりの開催【継続】 

（参加者 30,000 人）  

②

①

ふれあいコンサートの開催【継続】 

(5 回 延参加者 1,200 人)  

③三世代ふれあい米作り体験の実施【継続】 

(延参加者 90 人)  

(2) 健康でやさしく支えあうまちづくり 

①子育てフェアの開催(親子等 200 組) 【継続】 

②子どもがつくるまち「ミニ桜区」の開催【新規】 

(児童等 500 人)  

③子育て支援ネットワーク会議の開催【継続】 

④うんどう遊園地域指導員の派遣(派遣 40 回)【継続】 

⑤健康塾の開講(５講座 受講者 120 人)【継続】 

(3) 安全に安心して暮らせるまちづくり 

①ヒヤリハットマップによる通学区域の点検【拡大】 

(新開小学校、大久保東小学校）  

②LED 街路灯の設置(100 灯)【継続】 

③防犯講演会の開催（参加者 120 人）【継続】 

④青色防犯パトロールの実施（週３回 通年）【継続】 

⑤悪質商法防止講座の開講【継続】 

(６回 受講者 120 人)

⑥クリーン活動の実施【継続】 

(参加者 5,500 人）  

(4) 信頼され親しまれる区役所づくり 

①職員研修の実施【継続】 

・基本研修(職員接遇)４回 

・専門研修(窓口手続き基礎知識)３回 

②来庁者満足度アンケートの実施【継続】 

(３)  埼玉大学との交流事業を推進します。 
 

(1) 花と緑あふれる、心豊かなまちづくりを推進します。 【１０区共通事業】 

 
 

(２)  防災に強いまちづくりを推進します。 

 

桜区の花  サクラソウ

ボランティアによる花の植栽

避難場所夜間運営訓練

ふれあいコンサートでの学生の演奏

区民ふれあいまつり

子育てフェア

ヒヤリハットマップ

クリーン活動
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