見沼区

令和２年度

区運営方針（案）

１．主な現状と課題
見沼区は、首都圏有数の緑地空間である見沼田圃をはじめとした豊かな水と
緑に恵まれた自然環境と、計画的に形成された都市的な市街地が広がるなど、
都市機能と豊かな自然が調和した良好な生活環境が形成されています。
この豊かな自然や様々な地域資源を有効に活用して、区民が健康で、いきい
き暮らせるふれあいのあるまちづくりを進めるとともに、生活しやすい、安全
で安心なまちづくりを実現する必要があります。
重点的に取り組んでほしい分野（平成30年度区長マニフェストアンケート結果より）

取組分野
安全・生活環境に関する取組
健康・福祉に関する取組
自然・環境に関する取組
地域交流に関する取組
歴史・文化・伝統に関する取組

要望割合

41%
34%
16%
5%
4%

（１）生活しやすい安全・安心なまちづくり
区民の身近な生活基盤となる道路や、道路反射鏡等の交通安全施設の修繕な
どを迅速かつ確実に実施することが求められています。

路面表示修繕

道路反射鏡修繕

（２）「健幸」でいきいき暮らせるまちづくり
心身ともに健康に暮らすためには、運動習慣
を身に付けることが必要です。
生活習慣の振り返りを行い、体を動かすこと
の楽しさや重要性を印象づけ、運動に取り組む
きっかけをつくるため、見沼区の豊かな自然環
境や地域資源を生かしたウォーキングイベント
や、子育て世代が親子で参加するランニング教
室を開催するなど、「健幸」づくりの推進が求
められています。

-435-

親子でトライ！！らんらん♪ランニング

（３）区民との連携による防災・防犯のまちづくり
各地で風水害等の自然災害が発生しており、発災したことを想定し、避難所
における良好な生活環境の確保に向けた取組が求められています。
また、区内では様々な犯罪被害が発生している状況であり、防犯に関する積
極的な取組が必要です。
さいたま市地域防災計画では、地域防災力の向上を図るため、自助・共助に
よる地域の自発的な防災活動を促進することが示されているところであり、防
災・防犯を推進するため、区民との連携により、災害に強く、犯罪の少ないま
ちづくりを進めます。
自転車盗, 417件

その他, 589件

車上ねらい, 100件

侵入窃盗, 97件
ひったくり, 1件
部品ねらい, 32件
自動販売機ねらい, 25件
自動車盗, 19件

オートバイ盗, 65件

見沼区内の刑法犯認知件数（平成３０年）

防災講演会

（４）区の特色を生かしたふれあいのあるまちづくり
区内には、豊かな自然と共に伝統的な文化が地域に息づいています。地域資
源を活用し、区の特色や魅力を区内外にＰＲするとともに、様々な年代の方が
地域との関わりを持ち、地域への理解や愛着を深める取組が必要です。
また、区民との協働による、地域の方々の交流や連帯を高め、地域コミュニ
ティの醸成を図るための取組が求められていることから、ふれあいある住みよ
いまちづくりを推進します。

見沼区ふれあいフェア

見沼区オープンガーデン
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２．基本方針・区分別主要事業
見沼の豊かな自然をまもり、心のふれあいを大切にしながら、生活しやすく、安全・安心
で健康に暮らせるまちづくりのための各種取組を推進します。
安全・安心なまちづくりを推進するため、道路の緊急修繕や交通安全施設の維持管理を行
います。
また、地域の方々と連携しながら、地域資源を活用して健康でいきいき暮らせるふれあい
のあるまちづくりを推進するとともに、防災や防犯に関する啓発活動を実施します。
（１）生活しやすい安全・安心なまちづくりを推進します。
*( )内は一般財源

№ 区分
事業名
1
土木緊急修繕等事業
〔くらし応援室〕

(単位:千円)

説明
142,387 150,105 道路の小規模緊急修繕工事等を実施

令和2年度 令和元年度

(142,387) (150,105)

（２）「健幸」でいきいき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
2
見沼区ウォーキング事
業
〔コミュニティ課〕

3

親子でトライ！！らん
らん♪ランニング事業
〔保健センター〕

(単位:千円)

説明
196 豊かな自然や歴史・文化などの地域資源に触
(196) れることで区への愛着を深め、楽しみながら
歩くことで、健康増進を図るウォーキングイ
ベントを開催

令和2年度 令和元年度

408
(408)

482
(482)

440 生活習慣病予防のため、若い世代から運動習
(440) 慣が身に付くよう、体組成測定を取り入れた
親子で参加するランニング教室を開催

（３）防災・防犯のまちづくりを推進します。
*( )内は一般財源

№ 区分
事業名
4
防災啓発活動事業
〔総務課〕
5

防犯啓発活動事業
〔総務課〕

〔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
688 地域防災力の向上のため、防災講演会を実施
(688) するとともに、避難所活動を支援

令和2年度 令和元年度

601
(601)
464
(464)

464 防犯の意識啓発や知識習得のため、防犯講演
(464) 会や自治会・地域防犯団体との協働による地
域防犯活動を実施

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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（４）区の特色を生かしたふれあいのあるまちづくりを推進します。
*( )内は一般財源

事業名
№ 区分
6
見沼区ふれあいフェア
〔コミュニティ課〕

(単位:千円)

説明
7,147
6,499 世代や地域を超えて区民がふれあい、交流す
(7,147) (6,499) る場となる区民まつりを開催

令和2年度 令和元年度

7

見沼区みんなのひろば
・市民活動支援事業
〔コミュニティ課〕

835
(835)

775 区の施策をより充実させるため、区民から意
(775) 見を集める見沼区みんなのひろばの開催及び
市民活動ネットワーク登録団体の支援

8

見沼区少年少女サッ
カー教室事業
〔コミュニティ課〕

575
(575)

585 児童たちに地域への愛着を持たせるとともに、
(585) スポーツを通して参加者間の交流促進を図る
ため、サッカー教室を開催

9

拡大 見沼区オープンガーデ
ン事業
〔コミュニティ課〕

1,336
(1,336)

660 地域のコミュ二ティづくりを図るため季節の
(660) 花で彩られた庭園等を紹介、また、広く魅力
を伝えるため写真展の開催及び写真集の作成

10

見沼区花と緑のまちづ
くり推進事業
〔コミュニティ課〕

541
(541)

546 区民との協働による花と緑のまちづくりを実
(546) 施

11

見沼区文化まつり
〔コミュニティ課〕

3,329
3,082 文化活動を通じた区民の交流を促進するため、
(3,329) (3,082) 芸能発表や作品展示の場となる見沼区文化ま
つりを開催

12

区のＰＲ事業
〔コミュニティ課〕

1,418
1,861 見沼区の自然や文化・催しなど、区の魅力を
(1,259) (1,702) 伝えるためガイド冊子を作成

〔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

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）

（単位：千円）
コスト
削減額

総務課

子育て中の区民の交流等を目的に事業を実施してきた
ふれあいＣａｆｅみぬ
が、他の事業により代替可能なため、本事業は廃止す
ま事業の廃止
る。

△ 204

高齢介護課

ご近所で健康づくり！ 一般介護予防事業を補完するために実施してきたが、一
出前講座実施事業の廃 般介護予防事業が継続的、安定的に実施できるようにな
止
り、当初の目的を達成したため、本事業は廃止する。

△ 740
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（一般会計）
事務事業名 見沼区役所管理事業（くらし応援室）
予算額
局/部/課 見沼区役所/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）

7,444
7,444

10,166
△ 2,722

＜主な事業＞
１ 区役所総合案内事業
7,444 [参考]
来庁者の用件、問合せに関する区役所各課（室）への
窓口案内、記載方法等の案内を行います。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。

見沼区役所総合案内
（一般会計）
（単位：千円）
事務事業名 見沼区役所管理事業（総務課）
予算額
88,687
局/部/課 見沼区役所/区民生活部/総務課
〔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
163
予算書Ｐ. 101 17款 使用料及び手数料
＜事業の目的・内容＞
1,784
20款 財産収入
区行政の拠点である区役所庁舎の適切な維持管理等を行います。
531
24款 諸収入
86,209
- 一般財源

前年度予算額
増減
＜主な事業＞
１ 見沼区役所管理事業
88,305 [参考]
見沼区役所庁舎の適切な維持管理等を行います。

２ 区役所の事務経費
382
一般事務消耗品の購入など、区役所の運営に必要な事
務経費を支出します。

見沼区役所

-440-

93,108
△ 4,421

（一般会計）
事務事業名 見沼区まちづくり推進事業（くらし応援室）
予算額
局/部/課 見沼区役所/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/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＞
区民の満足度アップを図るため、道路の緊急修繕、交通安全施設の修繕等を行
います。

（単位：千円）

171,699
171,699

＜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

185,516
△ 13,817

＜主な事業＞
１ 土木緊急修繕等事業
142,387 ４ 交通安全啓発事業その他
1,340
安全・安心なまちづくりのため、道路の破損箇所の緊
更なる交通事故減少のため、地元警察署、交通指導員
急修繕を行います。
等地域住民と連携して交通安全啓発活動等を行います。

２ 交通安全施設維持管理事業
22,842 ５ 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
東大宮駅公衆便所の緊急修繕を行います。
射鏡、路面表示の修繕等を行います。

180

３ 衛生害虫駆除事業
4,950
安全な生活環境を保つため、区民に危害を及ぼすハチ
の巣の駆除を行います。

（一般会計）
事務事業名 見沼区まちづくり推進事業（総務課）
予算額
局/部/課 見沼区役所/区民生活部/総務課
〔財源内訳〕
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 予算書Ｐ. 101
- 一般財源
＜事業の目的・内容＞
災害に強いまちづくり、犯罪の少ないまちづくりを区民との協働により推進し
ます。

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
593 [参考]
区政の運営方針や区の主な取組などを公表する、令和2
年度区長マニフェストを策定します。また、区民アン
ケートを実施し、区長マニフェスト評価書を作成しま
す。
２ 防犯啓発活動事業
464
防犯に関する意識啓発や知識習得のため、防犯講演会
を開催します。
また、自治会をはじめとした地域防犯団体と協働し、
区内各地区で防犯啓発活動を実施します。
３ 防災啓発活動事業その他事業
748
地域防災力の向上のため、防災講演会を開催するとと
もに、防災に関する啓発活動を実施します。
また、避難所の生活環境の向上を図るため、必要な資
機材を配備し、避難所運営を支援します。
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協働による防犯啓発活動

（単位：千円）

1,805
1,805

1,978
△ 173

（一般会計）
事務事業名 見沼区まちづくり推進事業（コミュニティ課）
予算額
局/部/課 見沼区役所/区民生活部/コミュニティ課
〔財源内訳〕
款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 予算書Ｐ. 101 20款 財産収入
＜事業の目的・内容＞
- 一般財源
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。

（単位：千円）

15,783
159
15,624

前年度予算額
増減

14,498
1,285

＜主な事業＞
１ 見沼区ふれあいフェア
7,147 ４ 見沼区文化まつり
3,329
区民意識の醸成と地域住民の連帯を図るため、世代や
区民が日頃の文化・芸術活動の成果を発表する場を通
地域を超えて区民がふれあい、交流する場となる見沼区 じて、区民の交流促進を図るため、見沼区文化まつりを
ふれあいフェアを開催します。
開催します。
２ 見沼区ウォーキング事業
408
ウォーキングしながら豊かな自然や歴史・文化などに
触れることで地域資源を再発見し、人々との交流を深め
ながら、心身のリフレッシュが図れるようなウォーキン
グイベントを開催します。
３ 見沼区みんなのひろば・市民活動支援事業
835
区の魅力を高め、区の施策をより充実させるため、区
民から意見を集める見沼区みんなのひろばを開催しま
す。また、市民活動の活性化と協働を推進するため、市
民活動ネットワーク登録団体の活動を支援します。

５ 見沼区オープンガーデン事業
1,336
季節の草花で彩られた個人の庭園等を紹介し、地域の
方々と来場者の交流を通じてコミュニティづくりを図る
見沼区オープンガーデンを実施します。また、魅力を伝
えるため写真展の開催と写真集の作成を行います。
６ 見沼区花と緑のまちづくり推進事業その他
2,728
区民との協働による花と緑のまちづくりを実施しま
す。また、スポーツを通して参加者の交流促進を図るた
め、サッカー教室を開催するほか、区の魅力を伝える冊
子を作成するなど、区のＰＲ事業を実施します。

（一般会計）
事務事業名 見沼区まちづくり推進事業（保健センター）
予算額
局/部/課 見沼区役所/健康福祉部/保健センター
〔財源内訳〕
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 予算書Ｐ. 101
- 一般財源
＜事業の目的・内容＞
生活習慣病予防のため、若い世代から運動習慣が身に付くよう、ウォーキング
コースを活用したランニング教室を開催します。

（単位：千円）

前年度予算額
増減
＜主な事業＞
１ 親子でトライ！！らんらん♪ランニング事業
482 [参考]
子育て中の働く世代の方が運動習慣を身に付けるきっ
かけづくりとなるよう、健康管理の重要性を認識しても
らうための体組成測定を取り入れた、親子で参加するラ
ンニング教室を開催します。

親子でトライ！！らんらん♪ランニング
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482
482

440
42

