
北区　令和３年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

北区は、本市の副都心として位置づけられている日進・宮原地区を有し、「市

民の森」をはじめとした緑豊かな憩いの場も多く、新旧のまちが融合する、魅力

ある生活交流拠点となっています。

また、世界に誇る日本の文化「盆栽」を継承する「大宮盆栽村」や「大宮盆栽

美術館」があり、日本近代漫画の先駆者、北沢楽天ゆかりの「漫画会館」、市の

無形民俗文化財に指定されている「日進餅つき踊り」など、伝統的な文化財産を

有しています。

これらの豊かな自然と生活環境の調和を図るとともに、恵まれた地域資源を生

かした魅力的なまちづくりに取り組む必要があります。

平成31年度（令和元年度）北区区

長マニフェストアンケート調査を

行った結果、北区で重点的に取り組

んでほしい分野として、「安全・生

活環境」が一番多く、次いで「健

康・福祉」の順となっています。

このような状況を踏まえ、社会情

勢の変化を考慮しながら、区民が安

全で安心して暮らせる生活環境を保

持し、だれもが健康で、心豊かな生

活を送ることができるようなまちづ

くりを推進する必要があります。
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北区で重点的に取り組んでほしい分野
平成31年度（令和元年度）北区区長マニフェストアンケートより

n=552

（１）安全で安心して元気に暮らせるまちをつくる

犯罪を抑止し、安全に暮らせるよう、犯罪の手口や被害に遭わないための手段

などを広く周知するとともに、安心して子育てができる環境の充実のため、子育

て支援情報の発信に取り組む必要があります。

また、生活習慣病の予防等のため、だれでも手軽に健康増進に取り組める機会

の提供やイベント等を開催し、健康づくりを推進する必要があります。

北区夏休み防犯フェア（防犯教室） 北区子育て応援フェア 北区ウォーキングイベント
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（２）良好な住環境と円滑な交通環境をつくる

区民が安全で安心して暮らせる生活環境を保持するため、道路照明灯や道路

反射鏡等の交通安全施設の修繕や、道路の修繕など、区民ニーズに迅速かつ柔

軟に対応する必要があります。

<修繕前> <修繕後>

道路緊急修繕

（３）教育・文化の充実とコミュニティの活性化を図り、ふれあいのあるまち
をつくる

郷土意識を醸成し、地域の連帯をより一層深めるため、まつりやイベントを

開催し、世代間交流などを図り、ふれあいのあるまちづくりに取り組む必要が

あります。

北区民まつり 北区パフォーマンス隊

（４）自然環境の豊かなまちをつくる

豊かな緑地の保全や区民に心安らぐ憩いの場を提供するため、春に咲き誇

る北区の花「菜の花」の普及啓発など、自然環境の豊かなまちづくりに取り

組む必要があります。

プラザノース正面玄関の「菜の花」市民の森・見沼グリーンセンター南側の「菜の花」
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）安全で安心して元気に暮らせるまちをつくる

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

1 防犯啓発事業 1,732 1,796 関係機関と協力して「北区防犯デー」や「北 434

〔総務課〕 (0) (1,796) 区夏休み防犯フェア」を実施

2 ウォーキング・ 1,109 1,584 区民の健康増進を図る機会を提供するため、 435

ジョギング推進事業 (236) (1,584) ウォーキング教室、ウォーキングイベントを

〔コミュニティ課〕 開催

3 北区子育て応援フェア 1,435 1,535 区内の幼稚園、保育施設及び子育てに関する 435

実施事業 (1,435) (1,535) 情報を提供するイベントを開催

〔支援課〕

（２）良好な住環境と円滑な交通環境をつくる

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

4 土木緊急修繕等事業 146,804 148,792 区民が安全で安心して暮らせる生活環境を保 434

〔くらし応援室〕 (146,804) (148,792) 持するため、道路等の緊急修繕を実施

5 交通安全施設維持管理 10,434 11,424 道路照明灯や道路反射鏡等の交通安全施設の 434

事業 (10,434) (11,424) 維持管理を実施

〔くらし応援室〕

道路、河川、下水道や交通安全施設の簡易な緊急修繕等を行い、暮らしやすい生活環境づくりを目

指すとともに、住民、地域団体、事業者、行政等が連携して、市民参加でみんなが誇れる魅力あるま

ちづくりを推進していきます。

〔区分〕新規…新規事業　　拡大…拡大事業　　総振…総合振興計画実施計画事業
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（３）教育・文化の充実とコミュニティの活性化を図り、ふれあいのあるまちをつくる

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

6 区民まつり開催事業 7,708 7,589 郷土意識の醸成及び地域の連帯を一層深める 435

〔コミュニティ課〕 (0) (7,589) ため、北区民まつりを開催

7 区民意見交換会開催・ 1,865 2,133 区民意見交換会の開催及び市民活動ネット 435

市民活動支援事業 (1,865) (2,133) ワーク登録団体の活動への支援を実施すると

〔コミュニティ課〕 ともに、登録団体への補助金を交付し、団体

が実施するまちづくり事業を支援

8 文化まつり開催事業 3,595 3,448 区民の日頃の文化活動の発表の場を設けると 435

〔コミュニティ課〕 (272) (3,448) ともに、地域の連帯を一層深めるため、北区

文化まつりを開催

9 スポーツのまちづくり 1,063 1,111 大宮アルディージャと連携し、少年少女サッ 435

推進事業 (10) (1,111) カー教室及び親子サッカー教室を開催。ま

〔コミュニティ課〕 た、埼玉西武ライオンズと連携し、野球教室

を開催

10 北区パフォーマンス隊 339 339 北区パフォーマンス隊を結成し、大宮アル 435

活動事業 (339) (339) ディージャのホームゲーム等でよさこいソー

〔コミュニティ課〕 ラン踊りを披露

（４）自然環境の豊かなまちをつくる

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

11 北区花と緑のまちづく 380 413 北区の花「菜の花」の更なるＰＲを図るため、 435

り推進事業 (380) (413) プラザノース正面玄関前で菜の花を育てると

〔コミュニティ課〕 ともに、菜の花の種の配布等を実施

〔区分〕新規…新規事業　　拡大…拡大事業　　総振…総合振興計画実施計画事業
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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
コスト
削減額

総務課 消耗品費の見直し
北区まちづくり推進事業（総務課）における消耗品費を
見直し、予算額を縮小する。

△ 45

総務課
防犯フェアにおける委
託料の見直し

防犯フェアの会場を屋外から屋内へ変更したことによ
り、設営費用等を見直したため、予算額を縮小する。

△ 24

コミュニティ
課

報償費の見直し
市民活動ネットワーク交流会における外部講師等の謝礼
及び野球教室の講師謝礼について、開催形態の見直しに
より、予算額を縮小する。

△ 110

コミュニティ
課

まちづくり事業補助金
の見直し

市民活動ネットワーク登録団体を対象としたまちづくり
事業補助金について、過去の利用実績を踏まえた見直し
により、予算額を縮小する。

△ 100

支援課
北区子育て応援フェア
における会場で使用す
る備品の見直し

会場で使用する備品について、過去の実績を踏まえて内
容を精査し、予算額を縮小する。

△ 7
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 105 -

＜主な事業＞
１ 6,977

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 105 17款

20款

24款

-

＜主な事業＞
１ 16,835 [参考]

２ 1,786

３ 18,899収入印紙の売りさばき経費
　プラザノース内にあるさいたま地方法務局証明書交付
窓口において、登記事項証明書等を取得する市民の利便
性向上を図るため、収入印紙の売りさばきを行います。

区役所の事務経費
　職員の研修旅費や消耗品費等の区役所運営に係る事務
経費を支出します。

区役所庁舎等維持管理事業
　区の行政の拠点である北区役所庁舎等の適切な維持管
理を行います。

前年度予算額 35,445

増減 2,075 

　窓口サービスの向上を目指し、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 18,438

一般財源 18,368

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 318

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 396

事務事業名 北区役所管理事業（総務課） 予算額 37,520
局/部/課 北区役所/区民生活部/総務課

区役所総合案内事業
　来庁者の用件・問合せ等に関する区役所、本庁各課等
への案内を行います。また、情報公開コーナーにおける
行政資料等の整理、閲覧案内、貸出し、有償又は無償の
頒布を行います。

[参考]

前年度予算額 6,977

増減 0 

　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 北区役所/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 6,977

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 北区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 6,977

プラザノース(北区役所)

北区役所総合案内
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 107 -

＜主な事業＞
１ 146,804 ４ 1,941

２ 10,434 ５ 648

３ 2,151

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 107 22款

-

＜主な事業＞
１ 242 [参考]

２ 1,732

３ 7北区文化資源表彰事業
　大盆栽まつりの市民盆栽展及び大宮日進七夕まつりの
装飾コンクールにおいて、北区長賞としてそれぞれ表彰
盾を贈呈します。

防犯啓発事業
　自主的に防犯活動を行う区民の輪を広げるため、7月1
日を「北区防犯デー」と定め、防犯講演会及び区内一斉
防犯パトロールを実施します。また、各種の防犯啓発イ
ベントや防犯教室などを開催します。

「区のまちづくり」策定事業
　区の将来像の実現に向けた区内で実施する事業や取組
を公表するため、「区のまちづくり」を策定します。ま
た、前年度の区長マニフェストの取組についてアンケー
ト調査を行い、区長マニフェスト評価書を作成します。

前年度予算額 2,074

増減 △ 93 

　住民参加のまちづくりをスローガンとし、区民との協働による北区の個性を生
かしたまちづくりを推進します。

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 繰入金 1,732

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 249

事務事業名 北区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 1,981
局/部/課 北区役所/区民生活部/総務課

衛生害虫駆除事業
　危害を及ぼすアシナガバチ等の巣の駆除を行います。

交通安全施設維持管理事業 公衆便所維持管理事業

土木緊急修繕等事業 交通安全啓発活動事業その他
　道路の緊急修繕を行います。 　警察署や関係団体等と連携した交通安全啓発活動等を

実施するとともに、歩行者・自転車・自動車等に注意を
促す看板の設置などを行います。

　道路照明灯・道路反射鏡・路面表示等の修繕を行いま
す。

　区内5か所の公衆便所の緊急修繕を行います。

前年度予算額 165,029

増減 △ 3,051 

　身近な生活環境を保持するため、道路の緊急修繕、交通安全施設の修繕等を行
います。

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 161,978

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 北区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 161,978
局/部/課 北区役所/くらし応援室

親子防犯教室
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 107 22款

-

＜主な事業＞
１ 7,708 ４ 3,595

２ 1,109 ５ 1,063

３ 1,865 ６ 1,789

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 107 -

＜主な事業＞
１ 1,435 [参考]北区子育て応援フェア実施事業
　未就園児の保護者に対する保育施設の情報発信等を内
容とした「北区子育て応援フェア」を開催します。

前年度予算額 1,535

増減 △ 100 

　安心して子育てができる環境を充実させるため、区内の幼稚園、保育施設及び
子育てに関する情報を提供します。

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 1,435

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 北区まちづくり推進事業（支援課） 予算額 1,435
局/部/課 北区役所/健康福祉部/支援課

区民意見交換会開催・市民活動支援事業 区民との協働その他
　区の個性を生かした魅力あるまちづくりを推進するた
め、北区区民意見交換会の開催や市民活動ネットワーク
登録団体の活動支援を行い、市民活動及び協働を推進し
ます。

　区民の参加と協働を推進し、地域や世代間交流を深め
るため、区民と区役所職員による北区パフォーマンス隊
を結成し、大宮アルディージャのホームゲーム等でよさ
こい踊りを披露します。

ウォーキング・ジョギング推進事業 スポーツのまちづくり推進事業
　区民の健康増進を図るため、だれもが手軽に取り組む
ことができるウォーキングの普及を目的としたウォーキ
ングイベントやウォーキング教室を開催します。

　子どもたちの健全育成や交流の促進を図るため、大宮
アルディージャと連携し、少年少女サッカー教室及び親
子サッカー教室を開催します。また、埼玉西武ライオン
ズと連携し、野球教室を開催します。

区民まつり開催事業 文化まつり開催事業
　郷土意識を醸成し、地域の連帯をより一層深めるた
め、北区民まつりを開催します。

　区民の日頃の文化活動の発表の場を設けるとともに、
地域の連帯をより一層深めるため、北区文化まつりを開
催します。

前年度予算額 17,461

増減 △ 332 

　住民参加のまちづくりをスローガンとし、区民との協働による北区の個性を生
かしたまちづくりを推進します。

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 繰入金 12,957

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 4,172

事務事業名 北区まちづくり推進事業（コミュニティ課） 予算額 17,129
局/部/課 北区役所/区民生活部/コミュニティ課

北区子育て応援フェア
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