
南区　令和３年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

○○○・・・
○○○・・・
○○○・・・
○○○・・・

南区は、若く新しい世帯の流入が続いている状況であるため、新旧住民が世代

を超えて交流し、区民相互のきずなを深め、地域社会に参画できるまちづくりが

求められます。

そのためには、祭りやイベント等を開催することにより、活力あふれるまちづ

くりを進める必要があります。

【南区ふるさとふれあいフェア】
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南区の人口・世帯数の推移【各年1月1日現在】

人口（単位：千人） 世帯数(単位：世帯)

本市の南端に位置する南区は、市内10区で最大の人口を有し、東京に最も近く

鉄道の利便性が高いため、人口の増加が続いており、若い世代の割合が高い一

方、高齢者人口も多く増え続けているという特徴があります。

このような中、交通利便性に優れ、本市の副都心と位置付けられている武蔵浦

和地区では、多様な機能の集積を目指して市街地再開発事業等によるまちづくり

が進んでおり、地域生活拠点である南浦和駅周辺とともに、交通結節点として拠

点性が高まっています。また、別所沼や笹目川などの水辺空間が広がり、屋敷

林、社寺林が点在するなど、市街化が進む中にも武蔵野の自然が残る、魅力のあ

るまちでもあります。

これら南区の特徴を生かし、多世代が長く住み続けられるまちをつくるため、

新旧住民の交流を進め、良好なコミュニティを構築することが不可欠です。その

ためには、地域資源の活用を進めるとともにスポーツやイベントづくりを通し

て、区民相互のきずなを深めることが必要です。さらに、安全・安心なまちづく

りを推進し、防災力・防犯力を高めるとともに、道路や交通安全施設の修繕など

を実施し、快適な生活環境を整える必要があります。

※住民基本台帳に基づく人口・世帯数より

（１）人と地域が結び付く、活力あふれるまちづくり
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○○○・・・
○○○・・・
○○○・・・
○○○・・・

（２）子どもから高齢者まで「健幸」で元気に暮らせるまちづくり

（３）安全・安心なまちづくり

（４）自然や歴史・文化を大切にした郷土愛をはぐくむまちづくり

（５）都市環境が整った快適なまちづくり

健康や福祉に関して区民の関心が高まる中、南区が

活気あふれるまちであるためには、子どもから高齢者

まで区民一人ひとりが健康で生き生きと暮らせること

が大切です。

そのためには、世代を問わずにできるウォーキング

の機会の充実やイベントを通じた身体の健康増進のほ

か、参加者間の交流や南区の魅力の発見により、心身

の「健幸」増進を図ることが必要です。

【道路緊急修繕】

郷土愛をはぐくむまちづくりを推進するため、区の

花である「ヒマワリ」などを生かした公共空間や民有

地の緑化推進を図るとともに、屋敷林や社寺林、別所

沼などの自然環境を活用した取組を進める必要があり

ます。

区民の快適な生活環境を整え

るため、道路や交通安全施設の

修繕などを適切に実施する必要

があります。

【交通安全施設修繕】

【防災展】 【防犯パトロール】

【別所沼公園ヒマワリスポット】

【ウォーキング教室】

災害に強く犯罪や交通事故のない、誰もが安心して住める安全なまちづくりを

進めるため、自主防災組織連絡協議会、防犯パトロール協議会、交通指導員連絡

会等の活動を支援するほか、区民相互の支え合いにより、地域防災力の向上や防

犯、交通安全対策の強化を図っていく必要があります。
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）人と地域が結び付く、活力あふれ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 南区ふるさとふれあい 9,900 8,400 地域への愛着を深め、また、住民相互の交流 486

フェア (0) (8,400) を図るため、実行委員会との共催により、第

〔コミュニティ課〕 19回南区ふるさとふれあいフェアを開催

2 ヒマワリミーティング 300 619 区の特色あるまちづくりのため、広く区民か 486

の開催・市民活動支援 (300) (619) らの意見などを聴取する機会として「ヒマワ

事業 リミーティング」を開催するほか、市民活動

〔コミュニティ課〕 団体の活動を支援

3 南区まちづくり功労者 364 554 長く地域の発展を支えてこられた方々の功績 486

顕彰事業 (364) (554) を讃えるため、顕彰式典を開催し、感謝状を

〔コミュニティ課〕 贈呈

4 南区長賞贈呈事業 90 110 区への愛着を深めてもらうため、スポーツ・ 486

〔コミュニティ課〕 (90) (110) 文化活動で成果を挙げた児童・生徒に、南区

長賞を贈呈

（２）子どもから高齢者まで「健幸」で元気に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

5 南区ウォーキング普及 933 1,513 一人ひとりが健康を維持・増進できる、互い 486

事業 (0) (1,513) に支え合うまちづくりを進めるため、ウォー

〔コミュニティ課〕 キング教室、ウォーキングイベントを開催

南区の将来像－「にぎわい」と「安心」が調和する 住んでよかったまち－の実現に向け、区民
ニーズや地域の課題に迅速かつ的確に対応し、地域・事業者・行政が連携を図りながら、様々な
事業に取り組みます。

〔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）安全・安心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 3,281 3,998 交通事故防止を図るため、警察や関係団体と 485

〔くらし応援室〕 (3,281) (3,998) 連携し、交通安全啓発活動等を実施

7 南区地域防犯推進事業 861 927 犯罪のない安全・安心なまちづくりのため、 485

〔総務課〕 (624) (927) 地域の防犯活動を推進し、南区防犯パトロー

ル協議会の活動支援や防犯講演会を開催

8 南区地域防災力向上事 1,167 1,167 地震や水害などの災害に強いまちづくりのた 485

業 (205) (1,167) め、南区自主防災組織連絡協議会と連携し、

〔総務課〕 南区防災展や防災講演会などを開催

（４）自然や歴史・文化を大切にした郷土愛をはぐくむ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 区の花を生かしたまち 1,856 2,480 区の花である「ヒマワリ」を通じて、区への 486

づくり事業 (1,856) (2,480) 愛着をはぐくむため、花苗等の提供や、ヒマ

〔コミュニティ課〕 ワリ通り（南区役所西側）に子どもたちが描

いたヒマワリ絵画パネルを設置

（５）都市環境が整った快適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

10 土木緊急修繕等事業 134,610 136,085 快適な生活環境を整えるため、道路の緊急修 485

〔くらし応援室〕 (134,610) (136,085) 繕を実施

11 交通安全施設維持管理 11,494 12,230 快適な生活環境を整えるため、道路照明灯・ 485

事業 (11,494) (12,230) 道路反射鏡・路面表示等の修繕を実施

〔くらし応援室〕

〔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 区長交際費の見直し 過去の実績に基づき、予算額を縮小する。 △25

総務課
区役所管理に係る消耗
品費の見直し

文書の電子化促進や印刷方法の見直しを行い、カラーコ
ピー機の使用回数を縮減することにより、予算額を縮小
する。

△277
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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 9,900

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 105 20款

-

＜主な事業＞
１ 11,239

２ 2,349

区役所維持管理
　南区役所を適切に維持管理するため、電話設備の保守
や備品の管理等を行います。

[参考]

　消耗品の購入など、区役所の運営に必要な事務経費を
支出します。

区役所の事務経費

前年度予算額 13,591

増減 △ 3 

　南区役所の適切な維持管理等を行います。

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 財産収入 396

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 13,192

事務事業名 南区役所管理事業（総務課） 予算額 13,588
局/部/課 南区役所/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 13,961

増減 △ 4,061 

　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 南区役所/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 9,900

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 南区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 9,900

【南区役所（サウスピア4階～7階）】

【南区役所総合案内】
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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＞
１ 134,610 ４ 3,281

２ 11,494 ５ 500

３ 2,250 ６ 749

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 107 22款

-

＜主な事業＞
１ 300

２ 861

３ 1,167南区地域防災力向上事業
　地震や水害などの災害に強いまちづくりのため、南区
自主防災組織連絡協議会と連携し、南区防災展や防災講
演会などを開催します。

南区地域防犯推進事業
　犯罪のない安全・安心なまちづくりのため、地域の防
犯活動を推進し、南区防犯パトロール協議会の活動支援
や防犯講演会を開催します。

「区のまちづくり」策定事業
　区の将来像の実現に向けて、今年度に実施する区及び
局の取組について、区長が区民にわかりやすく説明する
ものとして「区のまちづくり」を策定します。

[参考]

前年度予算額 2,369

増減 △ 41 

　区の将来像『「にぎわい」と「安心」が調和する　住んでよかったまち』の実
現に向けて、防災や防犯をはじめ、安全・安心な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 1,199

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 1,129

事務事業名 南区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 2,328
局/部/課 南区役所/区民生活部/総務課

衛生害虫駆除事業 その他
　危害を及ぼすアシナガバチ等の巣の駆除を行います。 　くらし応援室の事務遂行にあたり、必要な庶務を行い

ます。

交通安全施設維持管理事業 公衆便所維持管理事業
　快適な生活環境を整えるため、道路照明灯・道路反射
鏡・路面表示等の修繕を行います。

　区内3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
　快適な生活環境を整えるため、道路の緊急修繕を行い
ます。

　交通事故防止を図るため、警察や関係団体と連携し、
交通安全啓発活動等を行います。

前年度予算額 156,069

増減 △ 3,185 

　快適な生活環境を整えるため、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 152,884

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 南区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 152,884
局/部/課 南区役所/くらし応援室

【防災展】
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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 9,900 ４ 1,856

２ 933 ５ 364

３ 300 ６ 3,720ヒマワリミーティングの開催・市民活動支援事業 南区長賞贈呈事業その他
  区の特色あるまちづくりのため、広く区民からの意見
などを聴取する機会として「ヒマワリミーティング」を
開催するほか、市民活動団体の活動を支援します。

　地域コミュニティ醸成のため、南区長賞贈呈事業、花
と緑のまちづくり推進事業等を実施します。

南区ウォーキング普及事業 南区まちづくり功労者顕彰事業
　一人ひとりが健康を維持・増進できる、互いに支え合
うまちづくりを進めるため、ウォーキング教室、ウォー
キングイベントを開催します。

　長く地域の発展を支えてこられた方々の功績を讃える
ため、顕彰式典を開催し、感謝状を贈呈します。

南区ふるさとふれあいフェア 区の花を生かしたまちづくり事業
  地域への愛着を深め、また、住民相互の交流を図るた
め、実行委員会との共催により、第19回南区ふるさとふ
れあいフェアを開催します。

　区の花である「ヒマワリ」を通じて、区への愛着をは
ぐくむため、花苗等の提供や、ヒマワリ通り（南区役所
西側）に子どもたちが描いたヒマワリ絵画パネルを設置
します。

前年度予算額 17,460

増減 △ 387 

　市民活動団体等との連携を図り、区民との協働を進め、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 11,035

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 6,038

事務事業名 南区まちづくり推進事業（コミュニティ課） 予算額 17,073
局/部/課 南区役所/区民生活部/コミュニティ課
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