
西区　令和２年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

西区は、広大な緑の空間を抱える荒川、桜並木の美しい鴨川やびん沼川などを
有し、区の花「アジサイ」をはじめ、季節の花々が豊かな大宮花の丘農林公苑や
錦乃原櫻草園などの自然環境に恵まれた「水と緑と花のまち」です。また、市の
無形民俗文化財に指定されている「秋葉ささら獅子舞」をはじめ、お囃子などの
民俗芸能が今も親しまれ、地域文化が息づいたまちでもあります。
これら区の魅力を十分に発信し、また、

地域資源として活用しながら、区民が心
豊かに誇りをもって住み続けられるまち
を実現するため、西区では、区民との連
携・協働を一層強化し、地域防災力や地
域防犯力の向上、生活環境の整備、子育
て支援や健康づくりの取組を重点的に行
うことが求められています。

（１）安全で安心して暮らせるまちづくり

振り込め詐欺、子どもに対する声かけ事案などを減少させるためには、警察な
どの関係機関と連携し、区民の防犯意識の向上を図るとともに、万が一の災害に
対応するため、防災意識の向上、対応策に取り組んでいく必要があります。

また、道路の緊急修繕及び道路照明
灯、道路反射鏡等の交通安全施設の修
繕など、生活環境の整備に取り組むこ
とにより、区民にとって「安全で安心
して暮らせるまちづくり」を一層推進
する必要があります。

（２）活力のあるまちづくり

豊かな自然や文化財、花の名所などの西区の魅力を区内外に広く発信しつつ、
いまも息づいている民俗芸能のほか、大宮アルディージャの練習場などの多彩な
地域資源を活用し、区の特色を生かした市民参画のまちづくりに区民が自主的・
主体的に取り組めるよう、区が仕組みづくりを支援をすることにより、「活力の
あるまちづくり」を推進する必要があります。
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西区で重点的に取り

組んでほしい分野

平成30年度西区区長マニフェスト評価アンケート

西区ふれあいまつり

防災研修会

西区ウォーキング講習会
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（３）子育てしやすいまちづくり

子育ての不安などを軽減するためには、子育て世代に合った保健福祉、教育、
交流の充実を図るとともに、区内の子育て支援機関が連携を深め、地域に根差し

た子育て支援体制を強化することによ
り、「子育てしやすいまちづくり」を推
進する必要があります。

（４）高齢者や障害者が生き生きと生活できるまちづくり

高齢者が住み慣れた地域で自立し、安心して長生きできるよう、健康づくりや
生きがいづくりを支援するなど健康福祉施策の充実を図るとともに、障害者が地
域の生活の中で感じる不安などを軽減させるため、支援者とのネットワークを広
げ、安心して暮らすことができるよう、情報交換や相談体制の強化に取り組むこ
とにより、「高齢者や障害者が生き生きと生活できるまちづくり」を推進する必
要があります。

西区子育て応援フェア

西区健幸フェスティバル 高齢者疑似体験研修

西来るフェスタ

（５）環境と共生したまちづくり

西区は自然環境に恵まれ、みどりや公園が多く存在しており、区内の荒川沿岸
には荒川サイクリングロードをはじめとしたスポーツ・レクリエーション施設も
多く、区民だけでなく、区外や市外からの来訪者の憩いの場となっています。ま
た、区の花アジサイを生かした環境整備の取組や市民参加による自然環境の保全
を中心に、多くの方々が西区に訪れてみたいと感じ、区民が地域に愛着を持って
暮らせるような、潤いの感じられる「環境と共生したまちづくり」を推進する必
要があります。

夏休み親子アジサイ苗育成講座
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）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2年度 令和元年度 説明

1 土木緊急修繕等事業 118,819 109,438 生活環境の維持保全を図ることを目的に、道

〔くらし応援室〕 (118,819) (109,438) 路等の緊急修繕を実施

2 交通安全施設維持管理 17,211 22,862 安全で安心なまちづくりを推進することを目

事業 (17,211) (22,862) 的に、道路照明灯、道路反射鏡及び路面表示

〔くらし応援室〕 の修繕を実施

3 防犯啓発事業 647 656 防犯意識の向上を図ることを目的に、防犯の

〔総務課〕 (647) (656) つどい及び青色防犯パトロールによる啓発活

動を実施

4 防災啓発事業 423 609 地域防災力を強化することを目的に、防災研

〔総務課〕 (423) (609) 修会及び避難所対応検討会を実施

（２）活力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2年度 令和元年度 説明

5 西区ふれあいまつり 7,500 7,500 郷土意識の醸成と地域連帯を深めることを目

〔コミュニティ課〕 (7,500) (7,500) 的に、ふれあいまつりを開催

6 ウォーキング等推進事 1,558 1,018 西区の地域資源を活用して健康増進を図り、

業 (1,558) (1,018) 魅力再発見に繋げることを目的に、ウォーキ

〔コミュニティ課〕 ング等のイベントを開催

7 みんなの西区ワーク 505 525 区の広聴機能として、みんなの西区ワーク

ショップ運営及び市民 (505) (525) ショップの運営や市民活動ネットワーク登録

活動支援事業 団体の活動を支援

〔コミュニティ課〕

8 大宮アルディージャ支 681 682 西区の子どもたちの健全育成を促進すること

援事業 (681) (682) を目的に、地域資源である大宮アルディー

〔コミュニティ課〕 ジャと協働で少年少女サッカー教室を開催

区の将来像である「豊かな自然と歴史文化を生かす すべての人と生活にやさしい潤い
あるまちづくり」の実現に向け、安全で安心して暮らせるまちづくり、活力のあるまちづ
くり、子育てしやすいまちづくり、高齢者や障害者が生き生きと生活できるまちづくり、
環境と共生したまちづくりなど、各種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 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

9 区ＰＲ等事業 1,453 2,497 西区の魅力を区内外に発信することを目的に、

〔コミュニティ課〕 (1,453) (2,497) 西区地域情報誌の作成及び写真展の開催

10 西区民文化振興事業 757 661 区民が文化芸術に親しむ機会を設けることを

〔コミュニティ課〕 (757) (661) 目的に、ロビーコンサート及び区内で活動す

るコーラスグループによる発表会を開催

（３）子育てし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2年度 令和元年度 説明

11 西区子育て応援フェア 1,768 1,678 子育て支援情報の提供及び育児相談の実施を

〔支援課〕 (1,768) (1,678) 目的に、子育て応援フェアを開催

（４）高齢者や障害者が生き生きと生活でき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2年度 令和元年度 説明

12 西区健幸フェスティバ 321 477 健康寿命の延伸や健康づくりを目的に、講演

ル (321) (477) 会及び認知症予防講座を開催

〔高齢介護課〕

13 新規 介護に優しい西区サポ 341 0 区内のシニア世代及びその家族が安心して西

ート事業 (341) (0) 区に住み続けられるよう、区内の介護施設を

〔高齢介護課〕 紹介する展示や介護予防・施設ガイドを作成

（５）環境と共生し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2年度 令和元年度 説明

14 西来るフェスタ 4,388 4,069 西区の地域資源である荒川サイクリングロー

〔コミュニティ課〕 (4,388) (4,069) ドを活用した健康づくり及びスポーツ振興を

図ることを目的に、サイクルイベントを開催

15 花と緑のまちづくり推 1,518 2,105 区の花「アジサイ」をＰＲすることを目的に、

進事業 (1,518) (2,105) アジサイの展示、啓発品及び区民との協働に

〔コミュニティ課〕 より育成した苗を配布

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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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

（代替事業等があれば記載）
コスト
削減額

総務課 旅費の見直し 過去の実績から金額を見直し、予算額を縮小する。 △ 10

総務課
研修会等の講師謝礼の
見直し

研修会等の内容や講師謝礼を見直し、予算額を縮小す
る。

△ 257

コミュニティ
課

研修会講師謝礼の廃止
市民活動ネットワーク研修会講師謝礼を見直し、予算計
上を廃止する。

△ 20

コミュニティ
課

アジサイＰＲ用啓発品
の見直し

アジサイＰＲ用啓発品の必要数を見直し、予算額を縮小
する。

△ 149

コミュニティ
課

西来るフェスタの原材
料費の廃止

西来るフェスタの原材料費を見直し、予算計上を廃止す
る。

△ 71

コミュニティ
課

西区内散策交流事業の
補助金の見直し

西区内散策交流事業の補助金を見直し、予算額を縮小す
る。

△ 98

支援課 研修会講師謝礼の廃止
子育て支援ネットワーク協議会での研修会講師謝礼を見
直し、予算計上を廃止する。

△ 60

支援課
障害者・支援者ネット
ワークフェア実施業務
委託費の廃止

社会福祉法人の力を活用し、イベントを開催することに
より、予算計上を廃止する。

△ 400

高齢介護課
西区健幸フェスティバ
ルの消耗品費の見直し

過去の実績から消耗品費について必要性を見直し、予算
額を縮小する。

△ 188
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 -

＜主な事業＞

１ 7,303 [参考]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 17款

20款

24款

-

＜主な事業＞

１ 76,768 [参考]

２ 925

西区役所

区役所の事務経費

　区役所を管理運営するため、職員の研修旅費、区長交
際費及び一般事務消耗品を支出します。

区役所庁舎等維持管理事業

　区役所を適切に維持管理するため、施設の整備点検、
清掃及び警備等の業務委託や修繕等を行います。

前年度予算額 86,160

増減 △ 8,467 

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 2,380

　区行政の拠点である区役所庁舎の維持管理及び区政の円滑な運営を行います。 諸収入 343

一般財源 74,834

局/部/課 西区役所/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 136

西区役所総合案内

事務事業名 西区役所管理事業（総務課） 予算額 77,693

西区役所総合案内事業

　来庁者の用件・問合せに関する区役所及び関係各課へ
の担当窓口案内を行います。また、情報公開コーナーに
関する行政資料の整理、閲覧及び貸出しや行政資料等の
有償、無償の頒布を行います。

前年度予算額 9,041

増減 △ 1,738 

局/部/課 西区役所/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 7,303

事務事業名 西区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 7,303

＜事業の目的・内容＞

  来庁者の用件・問合せに対し、的確・迅速・丁寧な案内を行います。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 -

＜主な事業＞

１ 118,819 ４ 990

２ 17,211 ５ 512

３ 3,514

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 -

＜主な事業＞

１ 644 ４ 101

２ 647

３ 423

　地域防災力の強化を図るため、自治会長など地域の防
災リーダー及び区民を対象とした「防災研修会」を開催
します。また、区内指定避難所19箇所を対象とした「避
難所対応検討会」を実施します。

防犯啓発事業

　防犯意識の向上を図るため、自治会・地域防犯団体と
の協働により「防犯のつどい」を開催するとともに、地
域の防犯活動を支援します。

防災啓発事業

区長マニフェスト策定事業 職員育成事業

　まちづくりの方向性など区政運営の考え方と主な取組
を公表するため、区長マニフェストを策定するととも
に、前年度の区長マニフェスト評価書を作成します。

　親しみやすく明るい区役所づくりの推進及び窓口サー
ビス向上のため、職員の接遇研修等を実施します。

前年度予算額 2,164

増減 △ 349 

1,815

＜事業の目的・内容＞

　区民が親しみやすく明るい区役所づくりを推進するとともに、安全で安心して
暮らせるまちづくりに向けた取組を行います。

局/部/課 西区役所/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 一般財源

事務事業名 西区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 1,815

　安全で安心なまちづくりを推進するため、道路照明
灯、道路反射鏡及び路面表示の修繕を行います。

　西大宮駅南口・北口、指扇駅南口・北口の公衆便所の
緊急的な修繕を行います。

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。

土木緊急修繕等事業 交通安全啓発事業その他

　身近な生活環境の安心・安全を確保するため、道路等
の緊急修繕を行います。

　交通安全の啓発活動を行うとともに、毎月24日には自
転車利用マナーアップ啓発活動を実施します。また、区
内の小学校3校においてヒヤリハットマップを作成し児童
に配布します。

交通安全施設維持管理事業 公衆便所維持管理事業

＜特記事項＞

  公衆街路灯の維持管理をＥＳＣＯ事業で実施するため、交通安全施設維持管理
事業に係る修繕費の一部を減額しました。

前年度予算額 137,197

増減 3,849 

141,046

＜事業の目的・内容＞

　区民が安全・安心で暮らしやすい生活環境を保持するため、生活に身近な道路
の緊急修繕や道路照明灯・道路反射鏡等の交通安全施設の修繕等を行います。

局/部/課 西区役所/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

事務事業名 西区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 141,046
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 -

＜主な事業＞

１ 7,500 ４ 4,388

２ 1,558 ５ 681

３ 505 ６ 4,361

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 -

＜主な事業＞

１ 1,768 [参考]

２ 27

西区子育て応援フェア

子育て支援ネットワーク協議会運営事業

　「子育てしやすいまち」にするため、子育て支援ネッ
トワーク協議会で子育て支援情報を共有するとともに、
子育て支援に関する研修を実施します。

西区子育て応援フェア

　子育て家庭を応援するため、子育て支援情報の提供や
育児相談を行う「西区子育て応援フェア」を開催しま
す。

前年度予算額 2,275

増減 △ 480 

＜事業の目的・内容＞

　西区内の子育て支援団体で組織する「西区子育て支援ネットワーク協議会」と
協働して、子育て家庭を応援し、子育てしやすいまちづくりを推進します。

局/部/課 西区役所/健康福祉部/支援課

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 一般財源 1,795

　区民の身近な意見を聴く機会として、みんなの西区
ワークショップを開催します。また、区の魅力あるまち
づくりを推進するため、市民活動ネットワーク登録団体
の活動を支援します。

　区民や西区への来訪者に西区の魅力を情報発信するた
め、西区の「いいところ」を一冊にまとめた「西区地域
情報誌」を作成するとともに、区の花アジサイの展示や
写真展を開催します。

事務事業名 西区まちづくり推進事業（支援課） 予算額 1,795

ウォーキング等推進事業 大宮アルディージャ支援事業

　区民等が豊かな自然や農産物などの西区の地域資源を
活用したコースを巡りながら健康づくりに取り組むた
め、駅からハイキングやウォーキング講習会などの
ウォーキング等のイベントを開催します。

　西区の子どもたちの健全育成を促進するため、大宮ア
ルディージャと協働でサッカー教室を開催します。ま
た、区役所1階に設置したアルディージャコーナーで各種
情報発信を行い、応援の気運を高めます。

みんなの西区ワークショップ運営及び市民活動支援事業 区ＰＲ等事業その他

西区ふれあいまつり 西来るフェスタ

　郷土意識の醸成と地域の連帯を深めるため、ふれあい
まつりを開催します。

　西区の地域資源である荒川サイクリングロードや河川
敷を利用して、健康づくり及びスポーツ振興を図るた
め、誰もが気軽に楽しめる自転車を活用したサイクルイ
ベントを開催します。

前年度予算額 19,915

増減 △ 922 

＜事業の目的・内容＞

　西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
民がふれあう機会をつくり、区の魅力向上に向けた各種取組を推進します。
　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。

局/部/課 西区役所/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 一般財源 18,993

事務事業名 西区まちづくり推進事業（コミュニティ課） 予算額 18,993
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 -

＜主な事業＞

１ 321 [参考]

２ 341

事務事業名 西区まちづくり推進事業（高齢介護課） 予算額 662
局/部/課 西区役所/健康福祉部/高齢介護課

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 一般財源 662

＜事業の目的・内容＞

　高齢者が住み慣れた地域で生き生きと生活できるよう、健康寿命の延伸や健康
づくりを支援する取組を推進します。
　また、区内のシニア世代及びその家族が安心して西区に住み続けられるよう、
区内の介護施設を紹介する取組を推進します。

前年度予算額 477

増減 185 

西区健幸フェスティバル

　高齢者が住み慣れた地域で生き生きと生活できるよ
う、健康寿命の延伸や健康づくりをテーマとした講演会
及び認知症予防のための講座を開催します。

介護に優しい西区サポート事業

　区内のシニア世代及びその家族が安心して西区に住み
続けられるよう、区内の介護施設を紹介する展示や介護
予防・施設ガイドを作成します。

西区健幸フェスティバル
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