
緑区　令和３年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

（１）郷土愛を育てるまちづくり

人口が急増している緑区では、区民と協働で実施するイベント等を通して、地

域の魅力を発信していくとともに、幅広い世代が交流を持つことで地域への愛着

を深めていく必要があります。
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緑区は、見沼田圃に代表される自然環境に恵まれ、見沼通船堀などの歴史・文

化資源が多くあり、古くから人の暮らしが営まれた地域です。その一方で、本市

の副都心として位置づけられている美園地区を中心に人口増加が顕著で、今後も

増加していくことが予想されます。そのような中、区の将来像である「ホタル舞

い・風かおる緑の街」を基本理念として、常に区民ニーズに即した事業を展開し

ながら、豊かな自然環境と共存できる都市的な生活環境の整備を推進していく必

要があります。

緑区人口推移 緑区で重点的に取り組んでほしい分野

緑太郎ロード活用事業
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（２）安全で安心して暮らせるまちづくり

多様化する犯罪やいつ起きるかわからない大規模災害に対し、行政と地域住民

が一体となって対策に取り組むことが重要です。また、幅広い世代の区民を対象

としたきめ細やかな防犯対策に取り組み、地域の防犯・防災力を向上させる必要

があります。

さらに、交通安全対策の推進と安全な道路環境の整備が求められています。

緑区地域安全講演会緑区親子防犯教室

土木緊急修繕路面表示修繕

（４）にぎわいのあるまちづくり
花や緑、イルミネーション等で地域を明るく彩り、また、地域資産を活用した

イベントを開催することにより、にぎわいと活力のあるまちづくりを区民と協働
で推進する必要があります。

緑区マルシェ東浦和駅前クリスマスツリーの点灯

（３）自然と共生し、生活環境の整ったまちづくり
見沼田圃で行う清掃活動等を通じて、その歴史的価値と美しい景観を共有し、

未来へ引き継ぐ必要があります。

緑区見沼田んぼキレイきれい大作戦
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）郷土愛を育て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 緑区区民まつり 7,820 7,820 ふれあいのある地域社会の形成を図る事業 494

〔コミュニティ課〕 (0) (7,820)

2 緑区かかしランド 730 730 子どもたちによるかかし作品の制作や展示を 494

〔コミュニティ課〕 (0) (730) 通じ、緑区の自然・歴史・文化への関心と愛

着の醸成を図る事業

3 緑太郎ロード活用事業 1,165 1,130 見沼田んぼをはじめとする区内の自然・歴史・ 494

〔コミュニティ課〕 (546) (1,130) 文化にふれるウォーキングにより、郷土愛を

育む事業

（２）安全で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

4 防犯啓発事業 751 1,192 地域の防犯意識の高揚を図るため、講演会や 493

〔総務課〕 (315) (1,192) 親子防犯教室等を開催

5 防災啓発事業 50 80 地域の防災意識の高揚を図るため、講演会を 493

〔総務課〕 (0) (80) 開催

6 土木緊急修繕等事業 125,154 123,710 道路の緊急的な修繕等を実施 493

〔くらし応援室〕 (125,154) (123,710)

7 交通安全施設維持管理 12,452 10,858 道路照明灯、道路反射鏡、路面表示等の修繕 493

事業 (12,452) (10,858) を実施

〔くらし応援室〕

緑区の将来像「ホタル舞い・風かおる緑の街」を基本理念として、引き続き区の特性を生かした

事業を区民と行政の協働により、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）自然と共生し、生活環境の整った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

8 緑区見沼田んぼキレイ 250 250 見沼田んぼの清掃活動を区民との協働により 494

きれい大作戦 (0) (250) 行う事業

〔コミュニティ課〕

（４）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

9 緑区オープンガーデン 250 250 ガーデニングを通じた、区民同士の交流を促 494

〔コミュニティ課〕 (0) (250) 進する事業

10 東浦和駅前クリスマス 950 1,100 東浦和駅前をクリスマスイルミネーションで 494

ツリーの点灯 (0) (1,100) ライトアップし、華やかさとにぎわいを創出

〔コミュニティ課〕 する事業

11 緑区マルシェ 750 1,190 地域資産の周知と活用及び地域の活性化を図 494

〔コミュニティ課〕 (0) (1,190) る事業

〔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
交通安全啓発事業の啓
発品の単価等の見直し

交通安全啓発品の単価等を下げるとともに、電柱幕等の
在庫等から必要枚数を見直したことで、予算額を縮小す
る。

△ 274

総務課
高齢者防犯対策講座の
見直し

外部講師の廃止及びポスター・チラシによる広報を廃止
することで、予算額を縮小する。

△ 138

総務課
地域安全講演会の見直
し

講師謝礼金の見直し及びチラシ印刷を廃止することで、
予算額を縮小する。

△ 97

総務課
区長マニフェスト評価
書の印刷方法の見直し

外注により印刷していたものを自前印刷にすることで、
予算額を縮小する。

△ 116

総務課
防犯啓発事業の参加者
啓発品の単価等の見直
し

啓発品の単価等を下げることで、予算額を縮小する。 △ 174

コミュニティ
課

市民活動ネットワーク
事業補助金の見直し

過去の申請実績の状況を踏まえた見直しにより、予算額
を縮小する。

△ 100

コミュニティ
課

東浦和駅前クリスマス
ツリーの点灯事業補助
金の見直し

東浦和駅前クリスマスツリーの点灯事業補助金を精査
し、予算額を縮小する。

△ 150

コミュニティ
課

緑区手づくり音楽祭事
業補助金の見直し

緑区手づくり音楽祭事業補助金を精査し、予算額を縮小
する。

△ 50
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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 9,460 [参考]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 107 17款

20款

24款

-

＜主な事業＞
１ 72,036 [参考]

２ 597

局/部/課 緑区役所/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 9,460

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 緑区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 9,460

前年度予算額 5,336

増減 4,124 

　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。

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 緑区役所/区民生活部/総務課

緑区役所総合案内

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 506

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 2,226

事務事業名 緑区役所管理事業（総務課） 予算額 72,633

前年度予算額 73,269

増減 △ 636 

　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 962

一般財源 68,939

区役所の事務経費
　職員の研修旅費、一般事務消耗品等、必要な諸経費の
支払を行います。

区役所庁舎等維持管理事業
　施設を適切に維持管理するため、施設の整備点検、清
掃、警備等の業務委託や緊急修繕等を行います。

緑区役所庁舎
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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＞
１ 125,154 ４ 849

２ 12,452 ５ 165

３ 2,778

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 107 22款

-

＜主な事業＞
１ 313 [参考]

２ 751

３ 50

局/部/課 緑区役所/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 141,398

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 緑区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 141,398

前年度予算額 138,754

増減 2,644 

　安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するために、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 公衆便所維持管理事業
　事故防止を図るため、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2か所の公衆便所の緊急修繕を行います。

[参考]

土木緊急修繕等事業 交通安全啓発活動事業その他
　安全で安心して暮らせるまちづくりのため、道路の緊
急修繕を行います。

　交通安全啓発活動等及び歩行者・自転車・自動車等に
注意を促す看板等の設置を行います。

局/部/課 緑区役所/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 486

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 628

事務事業名 緑区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 1,114

前年度予算額 1,644

増減 △ 530 

　区の将来像の実現に向けた区及び局の取組をまとめた「区のまちづくり」を策
定し、緑区の特徴を生かしながら、区民との協働により、安全で安心して暮らせ
るまちづくりを推進します。

防犯啓発事業
　地域の防犯意識の高揚を図るため、講演会の開催や防
犯安全マップの作製、地域防犯リーダーの育成等を行い
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取組を「区のまちづくり」
（旧区長マニフェスト）として策定します。また、前年
度の区長マニフェストの成果について評価書にまとめま
す。

防災啓発事業
　地域の防災意識の高揚を図るため、自治会等の地域住
民を対象に講演会等を開催します。 高齢者向け防犯対策講座

道路反射鏡修繕 土木緊急修繕
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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 7,820 ４ 950

２ 1,165 ５ 730

３ 824 ６ 3,645

局/部/課 緑区役所/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 11,599

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 3,535

事務事業名 緑区まちづくり推進事業（コミュニティ課） 予算額 15,134

前年度予算額 16,018

増減 △ 884 

　住民参加のまちづくりをスローガンとし、区民との協働を進め、開かれた事業
を展開するとともに、区の個性を生かしたまちづくりを推進します。

緑太郎ロード活用事業 緑区かかしランド
　区内の見どころを巡るウォーキングマップの作製や区
内の自然・歴史・文化にふれるウォーキングイベントを
開催するとともに、初心者・高齢者向けのウォーキング
講習会を開催します。

　子どもたちによるかかし作品の制作や展示を通じ、緑
区の自然・歴史・文化への関心と愛着の醸成を図りま
す。

緑区区民まつり 東浦和駅前クリスマスツリーの点灯
　区民が一体となってまちづくりを行い、ふれあいのあ
る地域社会の形成を図るため、区民と協働で区民まつり
を開催します。

　東浦和駅前をクリスマスイルミネーションでライト
アップし、華やかさとにぎわいを創出することにより、
区内における活気あふれるまちづくりとふれあいのある
地域社会の形成を図ります。

区民フォーラムみどり及び市民活動の支援 緑区マルシェその他
　多世代にわたる参加者から、区の事業に密着したテー
マに関して意見交換を行う区民フォーラムみどりを実施
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。

　地域資産の周知・活用、区民の交流、地域の活性化な
ど区のまちづくりを推進するため、緑区マルシェ、緑区
見沼田んぼキレイきれい大作戦、緑区オープンガーデン
等の事業を実施します。
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