
浦和区　令和３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ことが求められています。そのため、
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
したまちづくりを推進していくことが必要です。
また、誰もが安心して暮らせる生活環境や健康・福祉に関する取組の充実、駅

周辺の更なる回遊性の向上やにぎわい創出の継続的な取組が必要です。
さらに、新型コロナウイルス感染症が収束するまでの間、区役所における事業

の実施や窓口業務において感染防止対策を講じ、区行政を円滑に運営していくこ
とが重要な課題となっています。

（１）ひとにやさしい誰もが安心して暮らせるまちづくり

安全・生活環境の取組については、区民から重点的に取り組んでほしいとの

要望が高い分野です。様々な生活環境の変化や災害等に対して安全で安心して

住めるまちを構築するために、誰もが住みやすいと思える都市空間の創出が必

要です。
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浦和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）区長マニフェスト評価書の区民アンケートから）

道路反射鏡の修繕の様子
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浦和区健康まつり

（２）健康で共に支えあうまちづくり

健康や福祉に関する取組についても区民から重

点的に取り組んでほしいとの要望が高い分野で

す。区民一人ひとりが、心と体の健康について関

心を高め、健康の維持・増進を図る機会を提供す

る取組が必要です。

（３）多様な交流のあるコミュニティづくり

まちづくりの基盤となる区民相互のつながりを

醸成していくために、世代や文化、居住する地域

を超えて人々がふれあい、誰もが楽しく活動する

ことを通して、人々の理解と共感を広げていく取

組が必要です。

（４）「浦和ブランド」を活用した魅力あるま

ちづくり

浦和区の魅力を高めていくために、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・文化活動の振興が必要です。

特に、サッカーのまち、うなぎのまちといっ

たキーワードでの情報発信力の強化が必要です。

浦和区民まつり

（５）一体性と「にぎわい」のあるまちづくり

鉄道を挟んだ東西地域の連携による一体的なま

ちづくりや、にぎわいの拠点や商店街の持つ魅力

を活用した誰もが訪れたくなる活気のあるまちづ

くりの推進が必要です。

（６）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

ゆとりと潤いのある住環境の維持や中高層住宅

と調和した地域環境の向上に向けた緑化意識を高

めるために、身近な場所での緑に出会う機会の創

出が必要です。

浦和区秋のごみゼロ運動

季節の花の植栽風景

女子サッカー教室
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）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)

№ 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 土木緊急修繕等事業 100,586 104,099 区民の身近な生活環境を維持するための道路 476

〔くらし応援室〕 (100,586) (104,099) の緊急修繕を実施

2 交通安全施設維持管理 13,789 13,642 道路照明灯、道路反射鏡、路面表示等の修繕 476

事業 (13,789) (13,642) を実施

〔くらし応援室〕

3 拡大交通安全啓発事業 2,046 1,751 浦和警察署等の関係機関と協働し、高齢者の 476

〔くらし応援室〕 (2,046) (1,751) 交通安全教室、ヒヤリハットマップ作成等の

啓発活動を実施

4 防犯啓発事業 1,005 981 防犯講演会、親子防犯教室等における啓発活 477

〔総務課〕 (776) (981) 動を実施

5 防災対策事業 111 111 防災展を開催し、あわせて啓発活動を実施 477

〔総務課〕 (0) (111)

（２）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)

№ 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 浦和区健康まつり 686 692 浦和区民が、心と体の健康について関心を高 478

〔保健センター〕 (0) (692) め、健康の維持・増進を図ることができるよ

う体験型のイベントを開催

（３）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)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

7 浦和区秋のごみゼロ運 921 929 きれいで住みよいまちづくりのため、住民参 476

動事業 (0) (929) 加によるごみゼロ運動（清掃活動）を実施

〔くらし応援室〕

8 浦和ネクストステージ 2,770 3,346 浦和ネクストステージプロジェクトの開催や、 478

プロジェクトの開催・ (794) (3,346) 市民活動ネットワーク登録団体の活動を支援

市民活動支援事業

〔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）「浦和ブランド」を活用した魅力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

9 うなぎのまち浦和ＰＲ 1,524 1,598 リーフレット等を作成し、イベント会場で配 477

事業 (1,524) (1,598) 布するなど「浦和のうなぎ」のＰＲを実施

〔地域商工室〕

10 サッカーのまちづくり 2,205 2,287 浦和駒場スタジアムを会場に女子サッカー教 478

推進事業 (42) (2,287) 室を開催

〔コミュニティ課〕

11 浦和区文化の小径づく 1,778 1,714 浦和区文化の小径マップを活用したウォーキ 478

り推進事業 (1,776) (1,714) ングイベントの開催及びマップの修正・増刷

〔コミュニティ課〕

12 浦和区絵画作品展 1,732 1,591 芸術・文化活動の支援を図るとともに文教の 478

〔コミュニティ課〕 (0) (1,529) まちづくりを推進するため、浦和区絵画作品

展を開催

（５）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)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

13 商店街活力創出事業 1,504 1,439 浦和駅西口のサッカータウンイルミネーショ 477

〔地域商工室〕 (1,504) (1,439) ン看板の保守管理等を実施

14 浦和区民まつり 8,600 7,450 鉄道を挟んだ東西連携による「世代を超えて 478

〔コミュニティ課〕 (0) (7,450) "つながる浦和"」をテーマにした区民まつり

を開催

（６）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)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

15 花とみどりの豊かなま 1,500 1,500 区内ＪＲ3駅周辺で、区の花ニチニチソウ等 478

ちづくり推進事業 (1,500) (1,500) の植替えを区民と協働で行い、花と緑に出会

〔コミュニティ課〕 う機会を創出

〔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

地域商工室
うなぎのまち浦和ＰＲ
事業における旅費の見
直し

他都市でのＰＲを見直し、予算額を縮小する。 △ 47

コミュニティ
課

市民活動ネットワーク
支援事業における委託
料の見直し

イベントチラシ等の発行部数を見直し、予算額を縮小す
る。

△ 193

保健センター
浦和区健康まつりにお
ける報償費の見直し

過去の実績に基づき、スタッフの人数を見直し、予算額
を縮小する。

△ 15

保健センター
浦和区健康まつりにお
ける印刷製本費の見直
し

過去の実績に基づき、チラシの配布枚数を見直し、予算
額を縮小する。

△ 24
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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 6,386 [参考]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 105 -

＜主な事業＞
１ 13,313 [参考]

２ 2,197

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 6,386

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 浦和区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 6,386

前年度予算額 9,122

増減 △ 2,736 

　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。

局/部/課 浦和区役所/区民生活部/総務課

　　　　　　　浦和区役所情報公開コーナー

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 15,510

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 浦和区役所管理事業（総務課） 予算額 15,510

前年度予算額 15,786

増減 △ 276 

　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。

区役所の事務経費
　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
　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。

　　　　　　　　　　　浦和区役所
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 105 17款

24款

-

＜主な事業＞
１ 67,172 [参考]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 107 22款

-

＜主な事業＞
１ 100,586 ４ 2,209

２ 13,789 ５ 784

３ 2,466 ６ 921

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 1,186

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 16,553

事務事業名 浦和区役所管理事業（保健センター） 予算額 67,172

前年度予算額 57,385

増減 9,787 

　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 49,433

施設の運営及び維持管理
　保健センターの施設を、適切に運営・維持管理するた
め、警備、清掃、各設備の保守、点検、修繕等を行いま
す。また、受変電設備更新工事を実施します。

局/部/課 浦和区役所/くらし応援室

　　　　　　　　　浦和区保健センター

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 繰入金 921

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 119,834

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 120,755

前年度予算額 124,627

増減 △ 3,872 

　世代を超えた多様な交流のあるコミュニティづくりのため、浦和区秋のごみゼ
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、道路の緊急修繕、交通安全
施設（道路照明灯、路面表示等）の修繕等を行います。

交通安全施設維持管理事業 公衆便所維持管理事業
　安全・安心なまちづくりのため、道路照明灯・道路反
射鏡・路面表示等の修繕を行います。

　区内6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
　安全・安心なまちづくりのため、道路の緊急修繕を行
います。

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

衛生害虫駆除事業 浦和区秋のごみゼロ運動事業
　危害を及ぼすアシナガバチ等の巣の駆除を行います。 　きれいで住みよいまちづくりのため、自治会や商店会

等の皆様とともに、清掃活動「浦和区秋のごみゼロ運動
みんなでごみ拾い　きれいな浦和区にしましょう」を区
内で一斉に実施します。
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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＞
１ 251 [参考]

２ 1,005

３ 111

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 107 -

＜主な事業＞
１ 1,524 [参考]

２ 1,504

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 繰入金 340

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 1,027

事務事業名 浦和区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 1,367

前年度予算額 1,343

増減 24 

　「区の将来像」の実現に向けて、区の現状と課題を踏まえ、区や局が実施する
取組をまとめた「区のまちづくり」を策定するとともに、区民との協働などによ
り、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。

防犯啓発事業
　防犯意識を高めるため、防犯講演会や親子防犯教室を
開催し、啓発活動を行うなど、防犯のまちづくりを推進
します。

「区のまちづくり」策定事業
　「区の将来像」の実現に向けて、区や局が実施する取
組をまとめた「区のまちづくり」を策定します。また、
前年度の区長マニフェスト掲載事業について区民アン
ケートによる外部評価等を行い、評価書を策定します。

局/部/課 浦和区役所/区民生活部/地域商工室

防災対策事業
　防災意識を高めるため、防災展を開催し、啓発活動を
行うなど、防災のまちづくりを推進します。

　　　　　　　　　浦和区親子防犯教室

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 3,028

＜事業の目的・内容＞

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 3,028

前年度予算額 3,037

増減 △ 9 

　地域振興のため、市内外に広く「浦和のうなぎ」や「サッカーのまち浦和」と
いった地域資源を活用したＰＲを行い、魅力あるまちづくりを推進します。

商店街活力創出事業
　来街者へ「サッカーのまち浦和」をアピールするた
め、浦和駅西口駅前に設置したサッカータウンイルミ
ネーション看板の保守管理等を行います。

うなぎのまち浦和ＰＲ事業
　「うなぎのまち浦和」をＰＲするため、日本語版に加
え英語版リーフレットを宿泊施設や駅に配架するととも
に、イベント等で配布します。

　　　イベントでの「うなぎのまち浦和」ＰＲ
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 107 20款

22款

-

＜主な事業＞
１ 8,600 ４ 2,205

２ 1,778 ５ 1,500

３ 2,770 ６ 2,129

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 107 22款

＜主な事業＞
１ 686 [参考]

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 財産収入 62

＜事業の目的・内容＞ 繰入金 14,411

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 18,982

前年度予算額 18,044

増減 938 

　浦和区の地域資源や特色を生かした魅力あるまちづくりを推進するとともに、
区民がふれあい、世代を超えた多様な交流の活性化を図ります。
　また、区民との協働によ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。

一般財源 4,509

浦和区文化の小径づくり推進事業 花とみどりの豊かなまちづくり推進事業
　文教のまちづくり推進のため、「浦和区文化の小径
マップ」の修正・増刷を行うとともに、マップを活用し
たウォーキングイベントを開催します。また、浦和区の
歴史を紹介する案内板の設置を行います。

　区民及び障害者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3駅周辺で花の植栽活動を行います。
また、区の花ニチニチソウの普及活動として区内の公共
施設へ苗の配付を行います。

浦和区民まつり サッカーのまちづくり推進事業
　魅力あるまちづくりの推進と多世代交流の活性化を目
指すため、多くの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。

　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、区小学校サッカー大会優勝校へ
「サッカーのまち浦和区賞」を贈呈します。

局/部/課 浦和区役所/健康福祉部/保健センター

浦和ネクストステージプロジェクトの開催・市民活動支援事業 浦和区絵画作品展その他
　区民から区政へのアドバイスを受けるため、浦和ネク
ストステージプロジェクトを開催します。また、魅力あ
るまちづくりを推進するため、地域で活躍する市民活動
ネットワーク登録団体の活動を支援します。

　区内公民館で活動する絵画グループ及び区内に学区が
ある小・中学校に在学する児童・生徒へ作品発表の場を
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。

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 686

＜事業の目的・内容＞

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 686

　浦和区民の健康の維持・増進を図ること、浦和区と関係機関・地域団体の協働
による健康づくりを推進することを目的として、市民活動団体や行政機関等が、
健康をテーマにした体験型のブースを設置し、来場者が心と体の健康について関
心を高めることができるイベントを開催します。

浦和区健康まつり
　市民活動団体や行政機関等が、健康をテーマにした各
種測定、体験、講座、相談、展示等のブースを設置し、
来場者が心と体の健康について関心を高めることができ
るイベントを開催します。

前年度予算額 692

増減 △ 6 

　　　　　　　　　浦和区健康まつり
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