北区

令和２年度

区運営方針（案）

１．主な現状と課題
北区は、本市の副都心として位置づけられている日進・宮原地区を有し、
「市民の森」をはじめとした緑豊かな憩いの場も多く、新旧のまちが融合す
る、魅力ある生活交流拠点となっています。
また、区内には、世界に誇る日本の文化「盆栽」を継承する「大宮盆栽
村」、盆栽の名品等を展示する「大宮盆栽美術館」があり、「盆栽」の魅力を
発信しています。このほか、日本近代漫画の先駆者、北沢楽天ゆかりの「漫画
会館」、市の無形民俗文化財に指定されている「日進餅つき踊り」など、伝統
的な文化財産を有しています。
待機児童対策として北区内でも保育施設の新規開設や認可への移行が行われ
ており、子育て世帯への子育て支援情報の提供が求められています。
また、北区の高齢化率は、さいたま市の平均より低くなっていますが、今後
は高齢化が進むことが予想され、働き盛り世代や高齢者の生活習慣病予防が課
題となっています。
平成30年度北区区長マニフェストア
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（１）安全・安心なまちづくり
犯罪を抑止するため、関係機関と連携して、犯罪の手口や被害に遭わないため
の手段などを広く周知し、さらに区民一人ひとりが「自分たちのまちは自分たち
で守る」という意識を高める必要があります。
また、区民が安全で安心して暮らせる生活環境を保持するため、道路照明灯や
道路反射鏡等の交通安全施設の修繕や、道路の修繕など、区民ニーズに迅速かつ
柔軟に対応することが求められています。
<修繕後>

<修繕前>

道路緊急修繕

北区夏休み防犯フェア（防犯教室）
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（２）だれもが健幸で元気に暮らせるまちづくり
運動習慣の定着や生活習慣病の予防等、だれでも
手軽に健康増進に取り組める機会が求められていま
す。
北区の景観や見どころも楽しめる北区ウォーキン
グコースや北区推奨ジョギングコースを広く周知す
るとともに、コースを活用したイベント等を開催し、
「スマートウエルネスさいたま」の取組を推進する
必要があります。
（３）子育て楽しいまちづくり
令和2年4月に北区内で新規開設又は認可に移行する
保育施設は、私立保育所1園となっています。子育て
支援施設の整備等、子育て環境の充実が図られる一方
核家族化の傾向により、育児に悩みを持つ保護者も多
くみられ、子育て支援情報の発信がさらに重要視され
ています。
特に、子育て中の親子の交流を深めるため、地域に
密着している子育て支援センターや子育てサロン、児
童センターの活動の場が期待されています。

北区ウォーキングイベント

北区子育て応援フェア

（４）ふれあい・協働のまちづくり
北区は早い時期から本市の副都心として都市基盤の整備が進められてきた地
区であり、新たな住民も増加していることから、地域住民の交流を活性化して
いくことが重要です。
郷土意識を醸成し、地域の連帯をより一層深めるため、まつりやイベントの
開催を通して世代間交流などを図り、ふれあいのあるまちづくりを推進するこ
とが求められています。
また、北区の個性を生かした魅力あるまちづくりを進めるためには、多様化
する区民ニーズに対応し、区民が積極的にまちづくりに参画する機会として、
北区区民意見交換会の開催や市民活動ネットワーク登録団体の活動支援を行う
必要があります。

北区民まつり

北区パフォーマンス隊
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２．基本方針・区分別主要事業
道路や交通安全施設の簡易な緊急修繕等を行い、身近な生活環境を保持します。
また、住民参加のまちづくりをスローガンとし、区民との協働による北区の個性を生
かしたまちづくりを進めます。
（１）安全・安心なまちづくりを推進します。
*( )内は一般財源

事業名
№ 区分
1
土木緊急修繕等事業
〔くらし応援室〕
2

3

交通安全施設維持管理
事業
〔くらし応援室〕
拡大 防犯啓発事業
〔総務課〕

(単位:千円)

説明
148,792 147,440 区民が安全で安心して暮らせる生活環境を保
(148,792) (147,440) 持するため、道路等の緊急修繕を実施
令和2年度 令和元年度

11,424

18,391 道路照明灯や道路反射鏡等の交通安全施設の
(11,424) (18,391) 維持管理を実施

1,796
1,559 関係機関と協力して「北区防犯デー」をはじ
(1,796) (1,559) め、各種の防犯啓発イベントや防犯教室など
を実施

（２）だれもが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

№ 区分
事業名
4 拡大 ウォーキング・ジョギ
ング推進事業
〔コミュニティ課〕

(単位:千円)

説明
832 区民の健康増進を図るため、ウォーキングイ
(832) ベントやウォーキング教室を開催するほか、
ウォーキングコースの周知を実施

令和2年度 令和元年度

1,584
(1,584)

（３）子育て楽しいまちづくりを推進します。
*( )内は一般財源

№ 区分
事業名
5
北区子育て応援フェア
実施事業
〔支援課〕

(単位:千円)

説明
1,535
1,200 未就園児の保護者に対し、幼稚園及び保育施
(1,535) (1,200) 設の情報を提供するイベントを開催

令和2年度 令和元年度

（４）ふれあい・協働のまちづくりを推進します。
*( )内は一般財源

事業名
№ 区分
6
区民まつり開催事業
〔コミュニティ課〕

〔区分〕 新規 … 新規事業 拡大 … 拡大事業
倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業

(単位:千円)

説明
7,589
7,589 郷土意識を醸成し、地域の連帯をより一層深
(7,589) (7,589) めるため、北区民まつりを開催

令和2年度 令和元年度

総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
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

事業名
№ 区分
7
文化まつり開催事業
〔コミュニティ課〕

(単位:千円)

説明
3,448
3,337 区民の日頃の文化活動の発表の場を設けると
(3,448) (3,337) ともに、地域の連帯をより一層深めるため、
北区文化まつりを開催

令和2年度 令和元年度

8

区民意見交換会開催・
市民活動支援事業
〔コミュニティ課〕

2,133
2,013 北区区民意見交換会の開催や市民活動ネット
(2,133) (2,013) ワーク登録団体の活動支援

9

スポーツのまちづくり
推進事業
〔コミュニティ課〕

1,111
1,099 子どもたちの健全育成や交流の促進を図るた
(1,111) (1,099) め、大宮アルディージャと連携し、少年少女
サッカー教室及び親子サッカー教室を開催、
また、プロ野球チームと連携し、野球教室を
開催

〔区分〕 新規 … 新規事業 拡大 … 拡大事業
倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業

総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
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
課名

総務課

見直し事業名

光熱水費の見直し

コミュニティ
消耗品費の見直し
課

見直しの理由及び内容
（代替事業等があれば記載）

（単位：千円）
コスト
削減額

過去の実績を踏まえた見直しにより、予算額を縮小す
る。

北区野球教室及びウォーキング教室参加者記念品の単価
を見直し、予算額を縮小する。
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△ 479

△ 41

（一般会計）
事務事業名 北区役所管理事業（くらし応援室）
予算額
局/部/課 北区役所/くらし応援室
〔財源内訳〕
款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費
予算書Ｐ. 101
- 一般財源
＜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。

前年度予算額
増減

（単位：千円）

6,977
6,977

8,786
△ 1,809

＜主な事業＞
１ 区役所総合案内事業
6,977 [参考]
来庁者に対し担当窓口を的確・迅速・丁寧に案内する
と共に婚姻・出生・住宅を新築された市民の方に記念樹
を交付するほか、情報公開コーナーで、行政資料等の整
理、閲覧、貸出し及び有償又は無償の頒布を行います。

北区役所総合案内
（一般会計）
事務事業名 北区役所管理事業（総務課）
局/部/課 北区役所/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
予算書Ｐ. 101
＜事業の目的・内容＞
窓口サービスの向上を目指し、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。

（単位：千円）
予算額
〔財源内訳〕
17款 使用料及び手数料
20款 財産収入
24款 諸収入
- 一般財源

35,445

前年度予算額
増減

42,134
△ 6,689

＜主な事業＞
１ 区役所庁舎等維持管理事業
17,326 [参考]
区の行政の拠点である北区役所庁舎等の適切な維持管
理を行います。

２ 区役所の事務経費
1,522
職員の研修旅費や消耗品費等の区役所運営に係る事務
経費を支出します。

３ 収入印紙の売りさばき経費
16,597
プラザノース内にあるさいたま地方法務局証明書交付
窓口において、登記事項証明書等を取得する市民の利便
性向上を図るため、収入印紙の売りさばきを行います。
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プラザノース(北区役所)

322
396
16,657
18,070

（一般会計）
事務事業名 北区まちづくり推進事業（くらし応援室）
予算額
局/部/課 北区役所/くらし応援室
〔財源内訳〕
款/項/目 2款 総務課/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 予算書Ｐ. 101
- 一般財源
＜事業の目的・内容＞
身近な生活環境を保持するため、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、衛生害虫駆除等を行います。

（単位：千円）

165,029
165,029

＜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 前年度予算額
事業に係る修繕費の一部を減額しました。
増減

170,903
△ 5,874

＜主な事業＞
１ 土木緊急修繕等事業
148,792 ４ 交通安全啓発事業その他
2,014
区民が安全・安心で暮らしやすい生活環境を保持する
交通安全の啓発活動及び歩行者・自転車・自動車等に
ため、道路等の緊急的な修繕を行います。
注意を促す看板の設置等を行います。

２ 交通安全施設維持管理事業
11,424 ５ 公衆便所維持管理事業
648
道路照明灯・道路反射鏡・路面表示の修繕を行いま
日進駅南口・北口、宮原駅東口・西口、土呂駅東口公
す。
衆便所の破損、故障等の緊急的な修繕を行います。

３ 衛生害虫駆除事業
2,151
危害を及ぼすアシナガバチ等の巣の駆除を行います。

（一般会計）
事務事業名 北区まちづくり推進事業（総務課）
予算額
局/部/課 北区役所/区民生活部/総務課
〔財源内訳〕
款/項/目 2款 総務課/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 予算書Ｐ. 101
- 一般財源
＜事業の目的・内容＞
住民参加のまちづくりをスローガンとし、区民との協働による北区の個性を生
かしたまちづくりを推進します。

（単位：千円）

前年度予算額
増減
＜主な事業＞
１ 区長マニフェスト策定事業
271 [参考]
北区の個性を生かしたまちづくりを推進するため、区
長マニフェストを策定し、また、区長マニフェスト評価
書を作成します。
２ 防犯啓発事業
1,796
自主的に防犯活動を行う区民の輪を広げるため、7月1
日を「北区防犯デー」と定め、防犯講演会及び区内一斉
防犯パトロールを実施します。また、各種の防犯啓発イ
ベントや防犯教室などを開催します。
３ 北区文化資源表彰事業
7
大盆栽まつりの市民盆栽展及び大宮日進七夕まつりの
装飾コンクールにおいて、北区長賞としてそれぞれ表彰
盾を贈呈します。
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北区防犯デー
（区内一斉パトロール）

2,074
2,074

1,823
251

（一般会計）
事務事業名 北区まちづくり推進事業（コミュニティ課）
予算額
局/部/課 北区役所/区民生活部/コミュニティ課
〔財源内訳〕
款/項/目 2款 総務課/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 予算書Ｐ. 101
- 一般財源
＜事業の目的・内容＞
住民参加のまちづくりをスローガンとし、区民との協働による北区の個性を生
かしたまちづくりを推進します。

前年度予算額
増減

（単位：千円）

17,461
17,461

16,996
465

＜主な事業＞
１ 区民まつり開催事業
7,589 ４ 文化まつり開催事業
3,448
郷土意識を醸成し、地域の連帯をより一層深めるた
区民の日頃の文化活動の発表の場を設けるとともに、
め、北区民まつりを開催します。
地域の連帯をより一層深めるため、北区文化まつりを開
催します。
２ ウォーキング・ジョギング推進事業
1,584 ５ スポーツのまちづくり推進事業
1,111
区民の健康増進を図るため、だれもが手軽に取り組む
子どもたちの健全育成や交流の促進を図るため、大宮
ことができるウォーキングの普及を目的としたウォーキ アルディージャと連携し、少年少女サッカー教室及び親
ングイベントやウォーキング教室を開催します。
子サッカー教室を開催します。また、プロ野球チームと
連携し、野球教室を開催します。
区民意見交換会開催・市民活動支援事業
３
2,133 ６ 区民との協働その他
1,596
区の個性を生かした魅力あるまちづくりを推進するた
区民の参加と協働を推進し、地域や世代間交流を深め
め、北区区民意見交換会の開催や市民活動ネットワーク るため、区民と区役所職員による北区パフォーマンス隊
登録団体の活動支援を行い、市民活動及び協働を推進し を結成し、大宮アルディージャのホームゲーム等でよさ
ます。
こい踊りを披露します。
（一般会計）
事務事業名 北区まちづくり推進事業（支援課）
予算額
局/部/課 北区役所/健康福祉部/支援課
〔財源内訳〕
款/項/目 2款 総務課/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 予算書Ｐ. 101
- 一般財源
＜事業の目的・内容＞
幼稚園及び保育施設の紹介をとおして「子育てが楽しいまち」のイメージの醸
成を図ります。
また、区内の子育て支援センター・児童センターの認知度を向上させます。

前年度予算額
増減
＜主な事業＞
１ 北区子育て応援フェア実施事業
1,535 [参考]
保育施設等の情報の発信や子育て支援団体による遊び
などを内容とした「北区子育て応援フェア」を開催しま
す。

北区子育て応援フェア
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（単位：千円）

1,535
1,535

1,200
335

