
桜区　令和３年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

桜区は、西側を荒川や鴨川、東側から南側にかけて鴻沼川が流れ、桜草公園や

秋ヶ瀬公園、荒川総合運動公園などがあり、緑豊かな自然環境に恵まれています。

また、区民の活動拠点となるプラザウエスト、記念総合体育館などのスポーツ施設や

県内唯一の国立大学である埼玉大学があります。

これらの地域資源を積極的にまちづくりに活用して、豊かな生活文化を育むとと

もに、地域の人々と行政が協働して区の地理的特性による災害に対する地域防災力の

向上や、高齢化率が高いことから高齢者への対策に取り組むことが求められています。

桜区では区の将来像である「三世代がつくる元気なまち」の実現に向け、主要な4つの

柱を掲げ、子どもから高齢者まで全ての区民が生き生きと活動でき、住み続けたいと

思えるまちづくりを進めることが必要です。

区民が重点的な取組を望む分野

資料：平成31年度（令和元年度）桜区区長マニフェスト評価書

（１）自然と便利さが調和する、住みやすいまちづくり

区の花啓発事業（サクラソウ展） 交通安全施設維持管理事業

桜区には、国指定特別天然記念物である「田島ケ原サクラソウ自生地」や数多く

の歴史的・文化的財産があります。これらの地域資源を活用し、地域の文化を守り

伝えながら、地域のにぎわいを創出することが必要です。

また、区民が安全で安心して暮らせる生活環境向上のため、道路や道路照明灯、

道路反射鏡等の修繕について、迅速に対応することが必要です。

（写真等）（写真等）

平成31年度（令和元年度）「桜
区区長マニフェスト」に対する区
民へのアンケートでは、今後重点
的な取組を望む分野として、「安
全・生活環境」「健康・福祉」で
ポイントが高くなっています。
区としての魅力をさらに高める

には「自然・環境」「歴史・文
化・伝統」「地域交流」の分野で
の取組も大切であり、これらの施
策をバランス良く、相乗的に推進
していくことが必要です。
また、新たな生活様式を取り入

れた新型コロナウイルス感染症の
拡大防止対策も必要です。
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地域に暮らす誰もが気軽に参加・交流し、連携して活動することができる機会
の充実が求められています。また、地域の知的財産である埼玉大学と連携を深め
るとともに、区民の活動拠点となるプラザウエストやスポーツ施設などを活用し、
区の事業の活性化を推進していくことが必要です。

安全・生活環境に関する分野は、重点的

に取り組んでほしいと多くの区民から要望

があります。近年多発する風水害や地震な

どの自然災害や多様化する犯罪に対応する

ためには、地域における防災力や防犯意識

を高めることが必要です。

また、交通事故が多発している状況から、

歩行者の安全確保や運転者のマナー強化が

強く求められています。

安心して子どもたちが健やかに成長でき
る環境の整備と、障害のある方でも不自由
なく生活できる環境の整備を進めるなど、
全ての人にやさしく、元気に活躍し続ける
まちづくりが求められています。
また、高齢者が健康で生き生きと暮らし

ていくことができるよう、健康増進につな
がる様々な支援を行うことが必要です。

（４）全ての人が参加するまちづくり

（３）安心して暮らせる安全なまちづくり

区民ふれあいまつり

きらきらシルバー講座

防災啓発事業（水害対策勉強会）

（２）子ども、高齢者、障害者等、全ての人にやさしいまちづくり

（写真等）

花と緑ふれあい事業
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）自然と便利さが調和する、住みやすい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 魅力発見ウォーキング 1,937 1,393 桜区の自然・歴史などの魅力を広く区外にも 469

〔コミュニティ課〕 (0) (1,393) 発信するためのウォーキングイベントを開催

2 区の花啓発事業 714 1,897 「区の花サクラソウ」の更なる周知・普及を 469

〔コミュニティ課〕 (0) (1,640) 図るため、写真コンクールや植付け講習等を

実施

3 土木緊急修繕等事業 95,815 95,705 身近な生活環境を維持するための道路の緊急 468

〔くらし応援室〕 (95,815) (95,705) 的な修繕を実施

4 交通安全施設維持管理 7,970 8,305 身近な生活環境を維持するための道路照明灯 468

事業 (7,970) (8,305) や道路反射鏡、路面表示等の維持管理を実施

〔くらし応援室〕

（２）子ども、高齢者、障害者等、全ての人にやさしい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

5 きらきらシルバー講座 135 135 シニア世代が元気に暮らしていくための健康 469

〔高齢介護課〕 (0) (135) 講座を実施

（３）安心して暮らせる安全な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 交通安全啓発事業 846 1,545 交通事故防止を図るため、交通ルールの普及 468

〔くらし応援室〕 (846) (1,545) ・啓発やヒヤリハットマップの作成等の、交

通安全啓発活動を実施

7 防犯啓発事業 1,690 2,008 防犯意識の向上を目的として、関係機関との 468

〔総務課〕 (1,613) (2,008) 協力による啓発活動や講習会を実施

8 防災啓発事業 414 444 地域の防災力を向上することを目的として、 468

〔総務課〕 (414) (444) 講習会等を実施

区の将来像である「三世代がつくる元気なまち」を基本理念とし、一人ひとりがしあわせを実感で

きるまちを実現するため、地域交流、安全・生活環境、健康・福祉の推進等に取り組んでいきます。

〔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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（４）全ての人が参加す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

9 区民ふれあいまつり 9,200 7,200 地域コミュニティの醸成や地域の活性化を進 469

〔コミュニティ課〕 (0) (7,200) めるため、区民との協働により開催

10 花と緑ふれあい事業 1,031 1,342 区民が花と緑にふれあう機会を創出するため、 469

〔コミュニティ課〕 (1,031) (1,342) 区民との協働により区役所周辺の緑化を実施

11 桜区クリーン活動 573 561 地域コミュニティの醸成や区民の環境美化意 469

〔コミュニティ課〕 (0) (561) 識向上のため、清掃活動を実施

〔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

くらし応援室
くらし応援室の業務に
使用する消耗品費の見
直し

過去の実績を踏まえた見直しにより、予算額を縮小す
る。

△ 187

総務課 区長交際費の見直し
過去の実績を踏まえた見直しにより、予算額を縮小す
る。

△ 100

総務課
「区のまちづくり」の
作成に係る印刷製本費
の見直し

過去の実績を踏まえた見直しにより、印刷部数を見直
し、予算額を縮小する。

△ 23

総務課
防犯啓発事業に係る使
用料の見直し

有料会場利用を無くすことにより、予算計上を廃止す
る。

△ 120

総務課
防災啓発事業に係る使
用料の見直し

防災講座の実施方法の見直しにより、会場使用料の予算
額を縮小する。

△ 2

コミュニティ
課

サクラ・スポレク事業
の見直し

開催方法など事業全体を見直し、区民ふれあいまつりと
統合して開催するため、廃止する。

△ 3,148

コミュニティ
課

花と緑ふれあい事業に
おける消耗品費の見直
し

過去の実績を踏まえた見直しにより、予算額を縮小す
る。

△ 28

コミュニティ
課

区の花啓発事業におけ
る消耗品費の見直し

過去の実績を踏まえた見直しにより、予算額を縮小す
る。

△ 73

コミュニティ
課

桜みんなのコンサート
における開催回数の見
直し

開催回数の見直しにより、予算額を縮小する。 △ 113

コミュニティ
課

地産地消事業における
消耗品費の廃止

既存の消耗品の代用により、予算計上を廃止する。 △ 30
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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 8,492 [参考]

（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 10,818 [参考]

２ 1,112 

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。

前年度予算額 7,052 

増減 1,440 

＜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。

8,492 

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 8,492 

局/部/課 桜区役所/くらし応援室

事務事業名 桜区役所管理事業（くらし応援室） 予算額

事務事業名 桜区役所管理事業（総務課） 予算額 11,930 
局/部/課 桜区役所/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 89 

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 396 

　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 374 

一般財源 11,071 

前年度予算額 10,967 

増減 963 

区役所庁舎の維持管理
　電話交換機設備の維持管理や庁舎内の各種修繕など、
区役所庁舎の適切な維持管理・環境保全を行います。

区役所の事務経費
　研修等の職員旅費や一般事務消耗品等の事務経費で
す。

桜区役所総合案内

桜区役所
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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 95,815 ４ 846

２ 7,970 ５ 463

３ 1,870 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 107 22款

-

＜主な事業＞
１ 289 ４ 60

２ 1,690 

３ 414 

局/部/課 桜区役所/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 106,964 

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 桜区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 106,964

前年度予算額 108,067

増減 △ 1,103 

　区民が安全に安心して暮らせる生活環境を維持するため、道路の緊急修繕、交
通安全施設の修繕等を行います。

交通安全施設維持管理事業 その他
　身近な生活環境を維持するため、道路照明灯・道路反
射鏡・路面表示等の修繕を行います。

　消耗品の購入等、くらし応援室の業務遂行に必要な事
務経費を支出します。

土木緊急修繕等事業 交通安全啓発事業
　身近な生活環境を維持するため、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。また、
区内小学校2校の各学区内における危険箇所を記載したヒ
ヤリハットマップを作成し児童に配布します。

局/部/課 桜区役所/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。

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 77 

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 2,376

事務事業名 桜区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 2,453

前年度予算額 2,824

増減 △ 371 

　「区の将来像」の実現に向けて、当該年度に実施する区及び局の主な取組をま
とめた「区のまちづくり」を策定します。
　また、安心して暮らせる安全なまちづくりの実現に向け、防犯・防災事業を実
施します。

防犯啓発事業
  地域の防犯意識の向上を図るため、区内の防犯活動団
体や関係機関との連携による啓発活動や講習会を実施し
ます。

「区のまちづくり」策定事業 信頼され親しまれる区役所づくり
　当該年度に実施する区及び局の主な取組をまとめた、
「区のまちづくり」を策定します。また、前年度の成果
について区民アンケートを実施し、評価書を作成しま
す。

  窓口サービス向上のため、職員を対象とした研修を実
施します。

[参考]

防災啓発事業
  地域の防災力向上を図るため、講習会等を実施しま
す。

防犯啓発活動
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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 9,200 ４ 1,745

２ 1,937 ５ 573

３ 566 6 537

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 107 22款

＜主な事業＞
１ 135 

局/部/課 桜区役所/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 繰入金 12,599 

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 1,959

事務事業名 桜区まちづくり推進事業（コミュニティ課） 予算額 14,558

前年度予算額 16,762 

増減 △ 2,204 

　区の地域資源を活用し、住み続けたいと思えるまちづくりを推進するため、地
域コミュニティの醸成に向けた各種事業を実施します。

魅力発見ウォーキング 桜区クリーン活動
  桜区の魅力を広く区外にも発信するため、桜区市民活
動ネットワーク登録団体等と協働し、桜区の自然・歴
史・文化を巡るウォーキングイベントを開催します。

　地域コミュニティの醸成や区民の環境美化意識の向上
のため、清掃活動を実施します。

区民ふれあいまつり 花と緑ふれあい事業、区の花啓発事業
　地域コミュニティの醸成や地域の活性化を進めるた
め、区民ふれあいまつりを開催します。

　区民との協働により区役所周辺の緑化を推進します。
また、写真コンクールや植付け講習など「区の花サクラ
ソウ」の周知・普及を図る事業を実施します。

局/部/課 桜区役所/健康福祉部/高齢介護課

広聴会の開催・市民活動の支援 桜みんなのコンサートその他
　桜区取組事業にかかる広聴会を開催するとともに、市
民活動ネットワーク登録団体への支援を行います。

 桜みんなのコンサート、区の広報活動などを実施しま
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 135 

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 桜区まちづくり推進事業（高齢介護課） 予算額 135

前年度予算額 135

増減 0 

　シニア世代が元気に過ごしていくことを目的とした健康づくりや社会参加につ
ながる講座を実施します。

きらきらシルバー講座
　健康管理に対する意識や外出意欲を高めるため、食生
活、運動、スキンケア及び社会参加をテーマとした講座
を実施します。

[参考]

きらきらシルバー講座
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