中央区

令和２年度

区運営方針（案）

１．主な現状と課題
中央区は、合併以前より地域性を生かした一体的なまちづくりが行われてきたことか
ら、地域コミュニティのつながりが深いことが特徴です。また、古くから引き継がれた
歴史的な街並みとさいたま新都心地区を中心とした近代的な景観が共存しているまちで
す。
今後も、「調和のとれた都市文化の創造と交流（ふれあい）が育てる安心なまち」と
いう区の将来像のもと、中央区をさらに魅力的なまちにするため、より一層区民と行政
との協働により、文化・芸術といった地域資源を生かしたにぎわいづくりや区民の交流
を深め、心豊かなまちづくりを進めることが必要です。また、区民ニーズの高い健康・
福祉や、安全・生活環境に関する取組などの充実を図ることで、安全・安心で住んでよ
かったと思えるまちづくりを推進することが求められています。

（１）区民との協働によるまちづくり
より魅力あるまちづくりを実現するため、
地域が抱えている課題やニーズを的確にとら
え、これらの解決に地域全体で取り組むこと
が必要です。
また、区民相互の連帯感を高めるとともに
区への愛着・郷土意識を醸成するため、区
民・団体及び行政が協働し、大人から子ども
まで幅広い世代の人々がふれあう機会を創出
していくことが求められます。

中央区区民まつりの様子

（２）交流（ふれあい）が育む「健幸」なまちづくり
健康・福祉は区民からの関心が特に高い分野です。区民の健康増進を図るため、
地域資源を生かし、楽しんで健康づくりを行いながら、区内の魅力を発見する機
会を創出していくことが求められています。
また、中央区は比較的高齢者が少ない区では
ありますが、他区と同様に高齢者人口の増加が
見込まれています。高齢者が住み慣れた地域で
いつまでも元気で自分らしく暮らすため、栄養
や運動、認知症等に対する理解が深まるよう周
知・啓発を図っていくことが求められます。

ふるさとウォーキングの様子
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（３）安全・安心なまちづくり
区民のニーズに迅速かつ柔軟に対応し、区民満
足度の向上を図るため、道路パトロール、道路等
の修繕、道路反射鏡等の維持管理などを行うこと
で、快適なまちづくりを推進することが必要です。
また、区民の防犯意識や地域防災力の向上のた
め、講演会等を通じた知識の普及や地域住民及び
交通安全施設整備の様子
関係団体との連携を深めることが必要です。
さらに、障害のある方も安心して暮らせるまちづくりを推進するため、障害福
祉サービス事業所等とのネットワークを構築し、情報交換や専門性の高い研修会
を通じて質の高いサービスが提供されるよう取り組むことが必要です。

手形レリーフ設置の様子

（４）にぎわいのあるまちづくり
中央区では、地域資源を生かし、文化・芸術が
息づくまちづくりを推進するため、ＪＲ与野本町
駅から彩の国さいたま芸術劇場までのアートスト
リートエリア内に設置された区の花「バラ」と芸
術劇場をデザイン化したバナーの保守管理を行い、
芸術劇場出演者の手形レリーフを設置します。ま
た、「芸術のまち」としてのイメージアップを図
るために、芸術劇場と地域が連携したまちづくり
事業を推進するなど、区への愛着を育むとともに
区内外に区の特色や魅力をＰＲすることが必要で
す。

（５）親しみやすい区役所づくり
区役所への来庁者に対して、親切かつ丁寧な
案内をするとともに、区民が区役所を身近に感
じられるよう、区内の地域資源等を生かした明
るい区役所づくりに取り組むことが必要です。
婚姻届提出記念写真サービスの様子
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２．基本方針・区分別主要事業
区の将来像「調和のとれた都市文化の創造と交流（ふれあい）が育てる安心なまち」
の実現に向け、区民と行政との協働を図るとともに、文化・芸術といった地域資源を生
かしたにぎわいのある心豊かなまちづくりを推進します。
また、区民のニーズを的確にとらえ、健康・福祉や安全・生活環境に関する取組など
の充実を図り、安全・安心で住んでよかったと思えるまちづくりを推進します。
（１）区民との協働によるまちづくりを推進します。
*( )内は一般財源

事業名
№ 区分
1
区民まつり事業
〔コミュニティ課〕

(単位:千円)

説明
9,700
9,700 区民や各団体の交流を通じてコミュニティの
(9,700) (9,700) 輪を広げるため、区民まつりを開催

令和2年度 令和元年度

2

区政に関する広聴・市
民活動支援事業
〔コミュニティ課〕

874
(874)

901 区政等に関する様々な要望や地域が抱える課
(901) 題を解決するために、講演会を通じて区民の
意見を聴取するとともに、区内の各種団体の
活動を支援

3

拡大 花ｄｅ植花夢（ウエル
カム）まちづくり事業
〔コミュニティ課〕

1,098
1,009 花で彩る豊かなまちを実現するために、区民
(1,098) (1,009) 団体等との協働で花苗の植栽等を実施

4

コミュニティ協議会事
業
〔コミュニティ課〕

2,215
2,215 地域の諸問題の解決に向けて、行政と協働で
(2,215) (2,215) 活動している中央区コミュニティ協議会の事
業を支援

（２）交流(ふれあい)が育む「健幸」なまちづくりを推進します。
*( )内は一般財源

事業名
№ 区分
5
ふるさとウォーキング
事業
〔コミュニティ課〕
6

高齢者向け講座開催事
業
〔高齢介護課〕

〔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
302 区民の健康と区内の魅力発見に役立てるため
(302) ウォーキングコースの周知を図りウォーキン
グイベントを開催

令和2年度 令和元年度

304
(304)

72
(72)

72 体組成計による測定会、栄養等についての講
(72) 演会や簡単にできる運動の体験会を実施する
講座を開催

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）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)

事業名
№ 区分
7
土木緊急修繕等事業
〔くらし応援室〕

説明
81,391 80,778 区民の安全・安心を確保するため、道路等の
(81,391) (80,778) 修繕を実施

8

交通安全施設維持管理
事業
〔くらし応援室〕

20,511 交通事故の防止及び交通の円滑化を図るため、
(16,798) (20,511) 道路反射鏡等の維持管理を実施

9

防犯啓発事業
〔総務課〕

10

地域防災力向上事業
〔総務課〕

11

中央区みんなで支える
ネットワーク事業
〔支援課〕

令和2年度 令和元年度

16,798

1,159
1,265 区民の防犯意識の向上のため、防犯啓発活動
(1,159) (1,265) や講演会を行うほか、中央区防犯協議会の活
動を支援
489
(489)

677 区民の地域防災力向上のため、区内の自主防
(677) 災組織を中心とした講演会等を実施するほか、
区役所で防災展を実施

43
(43)

43 障害のある方が中央区で安心して暮らせるよ
(43) う、障害福祉サービスを提供する事業所の連携、
支援の専門性を高めるためのネットワーク会議
を実施

（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

№ 区分
事業名
12 総振 アートストリート事業
成長 〔コミュニティ課〕

(単位:千円)

説明
2,830
3,898 たつみ通り沿いに彩の国さいたま芸術劇場出
(2,830) (3,898) 演者の手形レリーフの設置、与野本町駅前公
園内のバナーの保守管理

令和2年度 令和元年度

13 拡大 芸術劇場と地域が連携
総振 したまちづくり事業
成長 〔コミュニティ課〕

1,581
(1,581)

14 総振 バラのまち中央区アー
成長 トフェスタ事業
〔コミュニティ課〕

3,500
3,500 区内に点在する地域文化・アートを結び、文
(3,500) (3,500) 化・芸術のまちづくりを推進するための様々
なアートイベントを支援

15

区の花バラの写真コン
クール事業
〔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

140
(140)

638 芸術のまちとしてのイメージアップを図るた
(638) めに、芸術劇場と地域・学校と連携してアー
トフェスティバルを開催

138 区内で撮影されたバラの写真を、部門別に公
(138) 募し表彰を行うとともに、区役所ロビーで展
示

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
16
バラの手入れ講習会事
業
〔コミュニティ課〕

(単位:千円)

説明
213 区の花「バラ」を広く周知し、バラを育てる
(213) ことのできる人材を育成するための講習会を
開催

令和2年度 令和元年度

213
(213)

（５）親しみやすい区役所づくりを推進します。
*( )内は一般財源

№ 区分
事業名
17
区民ギャラリー事業
〔総務課〕

18 拡大 明るい区役所づくり推
進事業
〔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
197 区民が足を運びやすい、明るい雰囲気をつく
(197) るため、区役所のロビーと食堂棟を利用し区
内の文化・芸能をＰＲする絵画・写真展を実
施

令和2年度 令和元年度

197
(197)

588
(588)

230 区民満足度向上と明るい区役所づくりのため、
(230) 婚姻届提出記念写真サービスを実施するほか、
区役所を活用した区のＰＲ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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３．見直し事業一覧
課名

総務課

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

防災リーダースキルアップ講座の実施方式について、令
地域防災力向上事業に
和元年度は少人数の複数回開催方式により目的を達成し
係る講座の実施回数の
たため、令和2年度は多人数の1回開催に見直しすること
見直し
で予算額を縮小する。
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△ 108

（一般会計）
事務事業名 中央区役所管理事業（くらし応援室）
予算額
局/部/課 中央区役所/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。

（単位：千円）

7,627
7,627

前年度予算額
増減

7,557
70

＜主な事業＞
１ 区役所総合案内事業
7,627 [参考]
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。

中央区役所総合案内

（一般会計）
事務事業名 中央区役所管理事業（総務課）
局/部/課 中央区役所/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
＜事業の目的・内容＞
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〕
予算書Ｐ. 101 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

＜特記事項＞
保健センター移転に係る改修工事及び空気調和設備改修工事が完了しました。 前年度予算額
増減

124,419
280
792
1,158
122,189

392,939
△ 268,520

＜主な事業＞
１ 区役所庁舎等維持管理事業
123,697 [参考]
快適な庁舎環境づくりのため、清掃、警備、各設備の
保守・点検などを行います。また、庁舎の維持管理のた
め、施設の修繕等を行います。
２ 区役所の事務経費
722
職員の研修旅費や区役所運営に係る消耗品等の事務経
費として支出します。

中央区役所本館（左）・別館（右）
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（一般会計）
事務事業名 中央区まちづくり推進事業（くらし応援室）
予算額
局/部/課 中央区役所/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＞
区民満足度の向上を図るため、道路等の修繕、交通安全施設（道路照明灯、道
路反射鏡等）の維持管理などを行います。

＜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

（単位：千円）

101,400
101,400

104,038
△ 2,638

＜主な事業＞
１ 土木緊急修繕等事業
81,391 ４ 交通安全啓発事業その他
1,703
区民の安全・安心を確保するため、道路等の修繕を行
交通事故防止及び区民生活の安全を守るため、浦和西
います。
警察署、関係機関等と啓発活動などを行います。

２ 交通安全施設維持管理事業
16,798 ５ 愛犬カード交付事業
4
区民の交通事故防止及び交通の円滑化を図るため、道
区内に住む犬の飼い主の方に、飼育マナーの向上並び
路照明灯、道路反射鏡等の維持管理を行います。
に登録及び狂犬病予防接種の推進のため、手作りカード
の交付を行います。
３ 衛生害虫駆除事業
1,504
区民の安全を確保するため、ハチの巣の撤去依頼に迅
速に対応し、関係機関と連携して衛生害虫駆除を行いま
す。
（一般会計）
事務事業名 中央区まちづくり推進事業（総務課）
予算額
局/部/課 中央区役所/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＞
地域の安全・安心を守るため、関係団体との連携を強化し、啓発事業等を実施
することで防犯意識や地域防災力の向上を図ります。
また、地域資源を生かした観光の推進等により魅力あるまちづくりを推進しま
す。

前年度予算額
増減

（単位：千円）

5,745
5,745

5,614
131

＜主な事業＞
１ 区長マニフェスト策定事業
382 ４ 観光団体特別支援事業
2,930
令和2年度区長マニフェストを作成し、区役所の取組を
観光推進のために、区内で活動する観光団体への支援
発信します。また、前年度の区長マニフェストの取組に を行います。
ついてアンケートを実施し、評価を行います。
２ 防犯啓発事業
1,159
安全・安心なまちづくりのため、区内の各団体から構
成されている中央区防犯協議会と連携を図り、年2回の講
演会や啓発活動を行うほか、青色防犯パトロールを実施
し、区民の防犯意識の向上を図ります。
３ 地域防災力向上事業
489
地域の安全・安心を守るため、区内の自主防災組織を
中心に情報交換の場を設け、講演会等を年5回実施するこ
とで、防災関係団体との連携を図るとともに、中央区防
災展を実施し、地域防災力の向上を図ります。

５ 区民ギャラリー事業
197
「芸術のまち中央区」を広く周知するとともに、区役
所に区民が足を運びやすい明るい雰囲気を作るため、ロ
ビーと食堂棟において区内の文化・芸能等を活かした写
真展や絵画展を行います。
６ 明るい区役所づくり推進事業
588
区民の満足度向上と明るい区役所づくりのため、区役
所に婚姻届を提出した方へ記念写真を撮影・プレゼント
するサービスの提供と撮影写真の掲示を行います。ま
た、区役所を活用した区のＰＲを実施します。
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（一般会計）
事務事業名 中央区まちづくり推進事業（コミュニティ課）
予算額
局/部/課 中央区役所/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
- 一般財源
＜事業の目的・内容＞
より魅力あるまちづくりを実現するために、中央区コミュニティ協議会等と連
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。

（単位：千円）

22,750
22,750

前年度予算額
増減
＜総合振興計画実施計画事業コード＞
4113
＜主な事業＞
１ 区民まつり事業
9,700
「区民と行政との協働」の理念のもと、より一層の区
民相互のふれあいと連帯感及び郷土意識の醸成を深める
ために、中央区区民まつりを開催し、アンケート調査の
参加者満足度が90％以上となるよう取り組みます。
２ ふるさとウォーキング事業
304
区民の健康増進や区内の魅力発見、区への愛着を深め
てもらうため、ウォーキングイベントを開催し、アン
ケート調査の参加者満足度が90％以上となるよう取り組
みます。
３ 区政に関する広聴・市民活動支援事業、コミュニティ協議会事業
3,089
区民からの区政等に関する様々な意見や提案を講演会
等を通じて聴取します。また、中央区コミュニティ協議
会など市民活動の支援を行います。

22,831
△ 81

４ 花ｄｅ植花夢（ウェルカム）まちづくり事業
1,098
花で彩る豊かなまちを実現するために区民・団体等と
の協働で植栽を実施します。また、区内全ての市立保育
園で花を育てる楽しさを体験する機会をつくるなど、花
苗の植栽等を25回以上行います。
５ アートストリート事業
2,830
「芸術のまち」としてのイメージアップを図るため
に、たつみ通り沿いに彩の国さいたま芸術劇場出演者の
手形レリーフの設置や、与野本町駅前公園内のバナーの
保守管理を行います。
６ 区の花バラの写真コンクール事業その他
5,729
区の花バラの普及啓発のためバラの写真コンクール等
を開催します。また、区内の地域資源を生かしたまちづ
くりを進めるため、中央区アートフェスタ実行委員会へ
の支援を行います。

（一般会計）
事務事業名 中央区まちづくり推進事業（支援課）
予算額
局/部/課 中央区役所/健康福祉部/支援課
〔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. 103
- 一般財源
＜事業の目的・内容＞
障害福祉サービス事業所相互の情報交換を実施する連絡会及び専門家による研
修会を開催し、事業所が研鑽を積み、提供するサービスの向上を促すことによ
り、障害のある方が差別や虐待とは無縁で、自分が望む暮らしができるまちづく
りを目指します。

（単位：千円）

前年度予算額
増減
＜主な事業＞
１ 中央区みんなで支えるネットワーク事業
43 [参考]
地域で起きる問題や業務上の悩みを解決するため、障
害福祉サービス事業所等のネットワークを構築し、専門
家による専門性の高い研修や、情報交換のための連絡会
を年3回開催します。

ネットワーク連絡会議の様子
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（一般会計）
事務事業名 中央区まちづくり推進事業（高齢介護課）
予算額
局/部/課 中央区役所/健康福祉部/高齢介護課
〔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. 103
- 一般財源
＜事業の目的・内容＞
中央区は10区の中でも高齢者が少ない区ですが、他区と同様に高齢者人口の増
加が見込まれています。高齢者の健康の維持を図るため、健康寿命の延伸と、高
齢者が住み慣れた地域でいつまでも元気で自分らしく暮らしていくことができる
よう、介護予防に役立つ運動や栄養等に関する講座を開催します。

（単位：千円）

前年度予算額
増減
＜主な事業＞
１ 高齢者向け講座開催事業
72 [参考]
体組成計による測定会、栄養等についての講演会や簡
単にできる運動の体験会を実施する「食生活と運動でパ
ワーアップ！健幸講座」を開催します。

食生活と運動でパワーアップ！健幸講座の様子
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