
大宮区　令和３年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

　大宮区は、本市中央部の北寄りに位置し、古くは武蔵一宮氷川神社の門前町、
中山道の宿場町として栄えました。区のほぼ中央には、全国有数のターミナル駅
である大宮駅と県内で最大級の商業・業務地区があり、本市の交通・経済の中心
地となっています。
　平成28年3月に国において決定された首都圏広域地方計画において、大宮は、東
日本の玄関口機能を果たし、スーパー・メガリージョンを支える対流拠点として
位置づけられ、東日本のネットワークの結節点として連携・交流機能の集積・強
化を図ることが期待されています。また、自然災害に強いという立地特性を活か
し、災害時のバックアップ拠点機能の強化が求められています。
　今後も「ヒト、モノ、情報が行き交う対流拠点」として、まちのにぎわいを創
出するとともに、憩いの空間である氷川の杜の緑や見沼田圃の自然、鉄道博物
館、大宮アルディージャなどの多彩な地域資源を活用しながら、人と人との交流
を深め、活力あるまちづくりを進めていく必要があります。
　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」の実現を目指し、区の特長や地域資源を最大限に活用した区独自の
魅力あるまちづくりや、地域のニーズに即した事業の推進が求められています。

（１）東日本の玄関口としてふさわしい、拠点性を高めた大宮駅周辺のまちづく
り
　東日本の玄関口としてふさわしい、拠点性を高めた大宮駅周辺のまちづくりを
推進するため、訪れる人誰にもやさしく、楽しく、安全・安心でおもてなしにあ
ふれたまちづくりが求められています。
　そのためには、地元企業との協働による環境美化活動、公共サイン整備を通し
て、来訪者へのおもてなし機運を醸成させること、利便性を向上させることが必
要です。

大宮駅周辺環境美化活動の様子
写真提供：大宮アルディージャ

大宮区サイン整備の様子

【大宮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）大宮区区長マニフェストアンケート結果より
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（２）質の高い生活環境と安心して暮らせるまちづくり
　質の高い生活環境と安心して暮らせるまちづくりを推進するため、地域の方々
や関係団体と連携し、区民の防災・防犯・交通安全に対する意識の向上を図ると
ともに、快適で安全・安心に暮らせる生活環境の整備が求められています。
　そのためには、各種啓発事業や講演会を実施すること、道路照明灯やカーブミ
ラーの整備・修繕、道路の緊急修繕等、区民の要望に即時に対応することが必要
です。

（３）区の魅力の発信と、人の交流が生み出すまちづくり
　区の魅力の発信と、人の交流が生み出すまちづくりを推進するため、氷川の
杜、大宮二十景、鉄道博物館等の地域資源を活用し、区民間の交流や地域の特
徴、文化を知る機会を創出することが求められています。
　そのためには、より多くの区民の参加のもと、地域への愛着を感じることがで
きる事業や、地域の特性を活かし、魅力を発信することができる事業を進めてい
くことが必要です。

（４）自然環境と調和したうるおいのあるまちづくり
　自然環境と調和したうるおいのあるまちづくりを
推進するため、区民が自主的、主体的に活動する地
域のまちづくりを支援し、区民の心のふれあいや連
帯感の高揚、憩いの場を創出することが求められて
います。
　そのためには、ボランティア団体との協働による
花や緑の豊かな空間づくりを進めていくことが必要
です。

土木緊急修繕の様子 ツーロックキャンペーンの様子

鉄道のまち「大宮」ナイトミュージアム

の様子
大宮区民ふれあいフェアの様子

駅前の花と緑のある空間
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）東日本の玄関口としてふさわしい、拠点性を高めた大宮駅周辺のまちづくりを推進します。

*( )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 安全なまちづくり推進 543 543 環境美化意識の向上を図り、ごみのないきれ 442

事業 (543) (543) 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

2 大宮区サイン整備事業 330 330 既存公共サインの管理・更新を実施 443

〔地域商工室〕 (0) (0)

（２）質の高い生活環境と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)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

3 土木緊急修繕等事業 90,738 80,398 生活環境の維持に柔軟かつ迅速に対応するた 442

〔くらし応援室〕 (90,738) (80,398) め、道路緊急修繕等を実施

4 交通安全施設維持管理 16,981 18,097 道路照明灯・道路反射鏡・路面表示等の交通 442

事業 (16,981) (18,097) 安全施設の適切な維持管理を実施

〔くらし応援室〕

5 防犯啓発事業 2,864 3,056 防犯意識の向上と犯罪認知件数の減少のた 442

〔総務課〕 (2,411) (3,056) め、安全・安心のつどい、自転車盗難防止  

キャンペーン、振り込め詐欺被害防止事業等  

を実施

大宮区は、東日本の玄関口、「ヒト、モノ、情報が行き交う対流拠点」として、まちのにぎわい
を創出し、暮らしやすい生活環境づくりを目指すとともに、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」の実現を目指し、次の4つの「まちづくり」を
推進してまいります。

〔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）区の魅力の発信と、人の交流が生み出すまちづくりを推進します。

*( )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 区民ふれあい推進事業 8,630 8,040 大宮区の郷土意識の醸成やコミュニティづく 443

〔コミュニティ課〕 (0) (8,040) 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実施

7 ふるさとづくり事業 6,872 7,440 大宮区の郷土意識の醸成やコミュニティづく 443

（大宮魅力発見散策 (2,807) (5,497) りを促進するため、地域資源を活用した各種  

事業を除く） イベントを実施

〔コミュニティ課〕

8 大宮魅力発見散策事業 499 422 大宮区散策マップを作成するとともに、魅力 443

〔コミュニティ課〕 (499) (422) 発見ツアーを実施

9 大宮区意見交換会運営 2,060 2,195 区の事業や諸課題について協議する大宮区意 443

・市民活動支援事業 (2,060) (2,195) 見交換会を開催

〔コミュニティ課〕 区の魅力あるまちづくりを推進する市民活動  

団体を支援

（４）自然環境と調和したうるお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)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

10 花と緑のまちづくり推 550 650 区内の主な駅（大宮駅・北大宮駅・大宮公園 443

進事業 (550) (650) 駅）の駅前に花や緑を植栽

〔コミュニティ課〕

〔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

くらし応援室
衛生害虫駆除事業にお
ける通信運搬費の見直
し

過去の実績から、携帯電話通話料を見直し、通信運搬費
の予算額を縮小する。

△ 50

くらし応援室
コピー機使用料の見直
し

過去の実績から、コピー機使用料を見直し、予算額を縮
小する。

△ 40

総務課
防犯啓発事業における
報償費の見直し

防犯啓発イベントの司会者を職員に変更するため、報償
費の予算額を縮小する。

△ 50

コミュニティ
課

ふるさとづくり事業
（スポーツのまち啓発
事業）における委託料
の見直し

啓発品の種類や作製数量を見直し、委託料の予算額を縮
小する。

△ 337

コミュニティ
課

ふるさとづくり事業
（大宮二十景啓発事
業）における委託料の
見直し

イベントチラシ作成業務を見直し、委託料の予算額を縮
小する。

△ 123

コミュニティ
課

ふるさとづくり事業
（大宮二十景啓発事
業）における筆耕翻訳
料の見直し

賞状筆耕を印刷に変更するため、筆耕翻訳料の予算計上
を廃止する。

△ 10
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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 12,320 [参考]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 105 24款

-

＜主な事業＞
１ 34,079

２ 2,447区役所の事務経費
　区役所を管理運営するための経費を支出します。

区役所庁舎等の維持管理
　施設の保守管理や修繕等により、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。

局/部/課 大宮区役所/区民生活部/総務課

前年度予算額 34,430

増減 2,096 

　区行政の拠点である区役所庁舎等の維持管理及び区政の円滑な運営を行いま
す。

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 諸収入 13

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 36,513

事務事業名 大宮区役所管理事業（総務課） 予算額 36,526

　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。

区役所総合案内事業

前年度予算額 11,885

増減 435 

　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 12,320

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 大宮区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 12,320

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. 107 -

＜主な事業＞
１ 90,738 ４ 1,742

２ 16,981 ５ 1,133

３ 2,512 ６ 543

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 107 22款

-

＜主な事業＞
１ 377 [参考]

２ 2,864

「安全・安心のつどい」の様子

防犯啓発事業
　防犯意識向上を図るため、大宮区安全なまちづくり協
議会等と連携し、「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。

「区のまちづくり」策定事業
　「区のまちづくり」及び「区長マニフェスト評価書」
を作成し、大宮区が取り組むまちづくりについて周知を
行います。

前年度予算額 3,352

増減 △ 111 

　区民が親しみやすく、利用しやすい明るい区役所づくりを推進するとともに、
安全・安心なまちづくりに向けた取組を行います。

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 繰入金 453

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 2,788

事務事業名 大宮区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 3,241
局/部/課 大宮区役所/区民生活部/総務課

衛生害虫駆除事業 安全なまちづくり推進事業
　危害を及ぼすアシナガバチ等の巣の駆除を行います。 　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
　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2か所の公衆便所の緊急修繕を行います。

土木緊急修繕等事業 交通安全啓発事業その他
　道路の緊急修繕を行います。 　交通事故防止を図るため、地元警察署及び交通安全諸

団体と協働し、交通安全啓発活動等を行います。その他
くらし応援室業務に必要な消耗品等の事務経費を支出し
ます。

前年度予算額 104,471

増減 9,178 

　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 113,649

＜事業の目的・内容＞

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 113,649
局/部/課 大宮区役所/くらし応援室
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 107 24款

＜主な事業＞
１ 330 [参考]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 107 20款

22款

24款

-

＜主な事業＞
１ 8,630 ４ 2,060

２ 6,872 ５ 550

３ 499大宮魅力発見散策事業
　区の魅力を紹介するため、区内4コースの構成による散
策マップを作成します。また、散策会を実施し、区の新
たな魅力を発見してもらうことにより、地域愛着の醸成
を図ります。

ふるさとづくり事業（大宮魅力発見散策事業を除く） 花と緑のまちづくり推進事業
　区の地域資源を活用し、郷土意識の醸成やコミュニ
ティづくりを促進するため、鉄道のまち、スポーツのま
ち、大宮二十景等の啓発やイベントを実施します。ま
た、市報さいたま大宮区版の編集を行います。

　区民、ボランティア団体等との協働により、区内の駅
周辺4か所の花壇を花や緑の豊かな空間にし、区民の心の
ふれあいや連帯感の高揚、来訪者へのおもてなしの機運
を醸成します。

区民ふれあい推進事業 大宮区意見交換会運営・市民活動支援事業
　区民間の交流や地域の特徴、文化を知る機会を創出
し、郷土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。

　区の事業や諸課題について協議する大宮区意見交換会
を開催するとともに、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。

前年度予算額 18,747

増減 △ 136 

　区の個性を生かしたまちづくりを推進するため、区民まつりや大宮区意見交換
会の運営・支援等の区の独自事業、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。

諸収入 1,862

一般財源 5,916

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 財産収入 74

＜事業の目的・内容＞ 繰入金 10,759

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 18,611
局/部/課 大宮区役所/区民生活部/コミュニティ課

　公共サイン（大宮駅西口）

大宮区サイン整備事業
　市公共サインガイドラインに基づく「わかりやすいお
もてなしのあるまち」の実現に向けたサイン整備を行う
ために、既存の公共サインの適正な管理・更新を行いま
す。

前年度予算額 330

増減 0 

　市民及び来訪者の利便性向上を図るため、市公共サインガイドラインに基づき
設置した歩行者系公共サインの整備、維持管理を行います。

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 諸収入 330

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 大宮区まちづくり推進事業（地域商工室） 予算額 330
局/部/課 大宮区役所/区民生活部/地域商工室
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