
　【南区ふるさとふれあいフェア】 　【区役所前円形花壇のヒマワリ】

南区　令和２年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

南区は、本市の南の玄関口として交通の利便性が高いことから、人口の流入が

続いており、若い世代の割合が高く、平均年齢が低いという特徴があります。

また、武蔵浦和駅周辺は本市の副都心と位置づけられる一方で、区内には、別

所沼や笹目川などの水辺空間が広がり、屋敷林、社寺林が点在するなど、武蔵野

の自然が残る魅力あふれるまちです。

このように、新しい世帯が増える南区では、魅力ある地域資源を活用しながら、

地域間交流やコミュニティの活性化を図ることにより、区民の一体感やふるさと

意識を一層高めることが求められています。

また、区民が長く住み続けたいと思える南区とするために、防災・防犯意識の

高い、安全・安心なまちづくりを推進するとともに、道路や交通安全施設等の修

繕を実施することにより、快適な生活環境を整える必要があります。

（１）南区の特色を生かした協働によるまちづくり

ふるさとへの愛着や一体感、区民同士の絆を強め、活発な地域コミュニ

ティを醸成するため、身近な緑の創出や区の花「ヒマワリ」の活用、世代

間の垣根を越えた地域間交流や市民活動の活性化など、区民との協働によ

るまちづくりを進める必要があります。
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【防犯講演会】 【防犯パトロール】

【親子防災講座】 　【交通安全啓発】

 　【道路緊急修繕】  　【交通安全施設修繕】

（２）安全・安心なまちづくり

災害に強く、犯罪・交通事故のない安心して住める安全なまちづくりを進め

るため、自主防災組織連絡協議会、防犯パトロール協議会、交通安全保護者の

会（母の会）南支部等の活動を支援するほか、様々な取組により、地域防災力

の向上や防犯、交通安全対策の強化を図っていく必要があります。

（３）身近なくらしの環境維持

区民の身近なくらしの環境を維持するため、道路や交通安全施設等の緊急修

繕を適切に実施する必要があります。
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）南区の特色を生かした協働によ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 南区ふるさとふれあい 8,400 8,400 地域への愛着を深め、また、住民相互の交流

フェア (8,400) (8,400) を図るため、実行委員会との共催により、第

〔コミュニティ課〕 18回南区ふるさとふれあいフェアを開催

2 南区ウォーキング普及 1,513 1,512 ウォーキングを通じて、区の魅力を広く発信

事業 (1,513) (1,512) するため、「ウォーキングイベント」を開催

〔コミュニティ課〕 するほか、区民の健康維持や参加者間の交流

を図るウォーキング教室を開催

3 ヒマワリミーティング 619 690 区の特色あるまちづくりのため、広く区民か

の開催・市民活動支援 (619) (690) らの意見等を聴取する機会として「ヒマワリ

事業 ミーティング」を開催するほか、市民活動団

〔コミュニティ課〕 体の活動を支援

4 区の花を生かしたまち 2,480 4,562 区の花「ヒマワリ」を知ってもらい、区への

づくり事業 (2,480) (4,562) 愛着を育むため、花苗等の提供や、区内新入

〔コミュニティ課〕 学児童へヒマワリをデザインした下敷きを配

布

5 南区まちづくり功労者 554 686 長く地域の発展を支えてこられた方々の功績

顕彰事業 (554) (686) を讃える顕彰式典を開催

〔コミュニティ課〕

6 南区長賞贈呈事業 110 109 区への愛着を深めてもらうため、スポーツ・

〔コミュニティ課〕 (110) (109) 文化活動で成果を挙げた児童・生徒に、南区

長賞を贈呈

（２）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)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

7 交通安全啓発事業 3,998 5,086 交通事故防止を図るため、警察や関係団体等

〔くらし応援室〕 (3,998) (5,086) と連携し、交通安全啓発活動を実施

南区の将来像「あなたが主役 住んでよかったまちづくり」を基本理念として、より一
層特色のあるまちづくりを進めます。
区民ニーズや地域の課題に迅速かつ的確に対応し、地域・事業者・行政が連携を図りな

がら、様々な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

8 南区地域防犯推進事業 927 927 地域の防犯活動を推進し、防犯意識の向上を

〔総務課〕 (927) (927) 図るため、南区防犯パトロール協議会の活動

を支援するとともに、防犯講演会を開催

9 南区地域防災力向上事 1,167 1,163 大規模災害に備え、地域防災力の向上を図る

業 (1,167) (1,163) ため、南区自主防災組織連絡協議会と連携し、

〔総務課〕 南区防災展や防災講演会などを開催

（３）身近なくらしの環境を維持します。

*( )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

10 土木緊急修繕等事業 136,085 135,998 快適な生活環境を整えるため、道路等の緊急

〔くらし応援室〕 (136,085) (135,998) 修繕を実施

11 交通安全施設維持管理 12,230 17,535 身近なくらしの環境を維持するため、道路反

事業 (12,230) (17,535) 射鏡・路面表示等の修繕を実施

〔くらし応援室〕

〔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

コミュニティ
課

南区内一斉あいさつ運
動の消耗品費の見直し

学校に配布していたビブスの購入について、実績等から
必要性を見直し、予算額を縮小する。

△ 58
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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 13,961

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 20款

-

＜主な事業＞

１ 10,927

２ 2,664区役所の事務経費

　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。

区役所維持管理

　南区役所を適切に維持管理するため、電話設備の保守
や備品の管理等を行います。

[参考]

前年度予算額 15,042

増減 △ 1,451 

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 13,195

　南区役所の適切な維持管理等を行います。

局/部/課 南区役所/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 財産収入 396

事務事業名 南区役所管理事業（総務課） 予算額 13,591

区役所総合案内事業

　来庁者の用件・問合せに関する担当窓口への案内、窓
口申請書類の記載方法・申請手順に係る案内、情報公開
コーナーにおける行政資料の閲覧・貸出し及び無償・有
償の頒布を行います。

[参考]

前年度予算額 10,094

増減 3,867 

局/部/課 南区役所/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 13,961

事務事業名 南区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 13,961

＜事業の目的・内容＞

　来庁者の用件・問合せに対し、迅速・的確・丁寧な案内を行います。

【南区役所総合案内】

【南区役所（サウスピア4階～7階）】
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 136,085 ４ 3,998

２ 12,230 ５ 734

３ 2,212 ６ 810

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 275

２ 927

３ 1,167

　大規模災害に備え、南区自主防災組織連絡協議会と連
携して、南区防災展や防災講演会などを開催し、地域防
災力の向上を図ります。

南区地域防犯推進事業

　南区防犯パトロール協議会の活動支援や講演会などを
通して、地域の防犯活動を推進し、防犯意識の向上を図
ります。

南区地域防災力向上事業

区長マニフェストの策定

　区の将来像の実現に向けて、区政運営の取組姿勢や、
区民サービスの具体的な目標を掲げた区長マニフェスト
を策定します。

[参考]

前年度予算額 2,353

増減 16 

2,369

＜事業の目的・内容＞

　区の将来像「あなたが主役　住んでよかったまちづくり」の実現に向けて、防
災や防犯をはじめ、安全・安心なまちづくりを推進します。

局/部/課 南区役所/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 南区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 2,369

　区民の身近なくらしの環境を維持するため、道路反射
鏡・路面表示等の修繕を行います。

　南浦和駅西口、武蔵浦和駅東口及び西口の公衆便所の
破損、故障の修繕を行います。

衛生害虫駆除事業 その他

　アシナガバチ等の巣の駆除依頼に迅速に対応し、関係
部署と連携して、巣の駆除を行います。

　消耗品の購入など、くらし応援室の業務遂行に必要な
事務経費を支出します。

土木緊急修繕等事業 交通安全啓発事業

　区民の快適な生活環境を整えるため、道路等の緊急修
繕を行います。

　交通事故防止を図るため、警察や関係団体等と連携
し、交通安全啓発活動を行います。

交通安全施設維持管理事業 公衆便所維持管理事業

＜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 162,285

増減 △ 6,216 

156,069

＜事業の目的・内容＞

　区民の身近な生活環境を維持するため、道路等の緊急修繕や交通安全施設の修
繕を行います。

局/部/課 南区役所/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 南区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 156,069

【南区防災展】
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 8,400 ４ 2,480

２ 1,513 ５ 554

３ 619 ６ 3,894

  区の特色あるまちづくりのため、広く区民からの意見
等を聴取する機会として「ヒマワリミーティング」を開
催します。また、市民活動団体の活動を支援します。

　地域コミュニティ醸成のため、南区長賞贈呈事業、花
と緑のまちづくり推進事業等を実施します。

南区ウォーキング普及事業 南区まちづくり功労者顕彰事業

　ウォーキングを通じて、区の魅力を広く発信するた
め、実行委員会との共催により「ウォーキングイベン
ト」を開催します。また、区民の健康維持や参加者間の
交流を図るため、ウォーキング教室を開催します。

　長く地域の発展を支えてこられた方々の功績を讃える
顕彰式典を開催します。

ヒマワリミーティングの開催・市民活動支援事業 南区長賞贈呈事業その他

南区ふるさとふれあいフェア 区の花を生かしたまちづくり事業

  地域への愛着を深め、また、住民相互の交流を図るた
め、実行委員会との共催により、第18回南区ふるさとふ
れあいフェアを開催します。

　区の花「ヒマワリ」を知ってもらい、区への愛着を育
むため、花苗等の提供や、区内新入学児童へヒマワリを
デザインした下敷きを配布します。

前年度予算額 19,842

増減 △ 2,382 

＜事業の目的・内容＞

　市民活動団体等との連携を図り、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。

局/部/課 南区役所/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 17,460

事務事業名 南区まちづくり推進事業（コミュニティ課） 予算額 17,460
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