
緑区　令和２年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

緑区は、見沼田圃に代表される自然環境に恵まれ、見沼通船堀などの歴史・文化

資源が多くあり、古くから人の暮らしが営まれた地域です。その一方で、本市の副

都心として位置づけられている美園地区を中心に人口増加が顕著で、今後も増加し

ていくことが予想されます。そのような中、区民満足度をより一層高めていくため

に、区の特性を踏まえ、常に区民ニーズを把握しながら、豊かな自然環境と共存で

きる都市的な生活環境の整備を推進していく必要があります。

緑区人口推移

（１）郷土愛を育てるまちづくり

人口が急増している緑区では、区民と協働で実施するイベント等を通して、地

域の魅力を発信していくとともに、幅広い世代が交流を持つことで地域への愛着

を深めていく必要があります。

緑区区民まつり 緑区かかしランド

（２）安全・安心なまちづくり

多様化する犯罪やいつ起きるかわからない大規模災害に対し、行政と地域住民

が一体となって対策に取り組むことが重要です。また、地域の防犯意識の高揚を

図るため、幅広い世代の区民を対象としたきめ細やかな防犯対策に取り組む必要

があります。

緑区地域安全講演会緑区親子防犯教室
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（３）自然と共生するまちづくり
見沼田圃で行う清掃活動等を通じて、そ

の歴史的価値と美しい景観を共有し、未来
へ引き継ぐ必要があります。

見沼田んぼキレイきれい大作戦

（５）にぎわいのあるまちづくり
花や緑、イルミネーション等で地域を明るく彩り、また、地域資産を活用した

イベントを開催することにより、にぎわいと活力のあるまちづくりを区民と協働
で推進する必要があります。

緑区オープンガーデン 東浦和駅前クリスマスツリーの点灯

（６）区役所庁舎の適切な維持管理
緑区役所庁舎の適切な維持・管理を行

い、区民に高品質なサービスを提供する
場として整備していく必要があります。

緑区役所庁舎

（４）生活環境の整ったまちづくり
住民に身近な道路の緊急修繕や道路照明施設、道路反射鏡、路面表示等の修繕

を迅速に行い、良好な生活環境の維持・保全に取り組んでいく必要があります。

土木緊急修繕路面表示修繕
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）郷土愛を育て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 拡大 緑区区民まつり 7,820 7,000 ふれあいのある地域社会の育成を図る事業

〔コミュニティ課〕 (7,820) (7,000)

2 緑区かかしランド 730 730 子どもたちによるかかしの制作や展示を通じ、

〔コミュニティ課〕 (730) (730) 緑区の自然・歴史・文化への関心と愛着の醸

成を図る事業

3 拡大 緑太郎ロード活用事業 1,130 581 見沼田圃をはじめとする区内の自然・歴史・

〔コミュニティ課〕 (1,130) (581) 文化にふれるウォーキングにより、郷土愛を

育む事業

（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

4 防犯啓発事業 1,192 1,249 地域の防犯意識の高揚を図るため、講演会や

〔総務課〕 (1,192) (1,249) 親子防犯教室、高齢者向け防犯対策講座等を

開催

5 防災啓発事業 80 80 地域の防災意識の高揚を図るため、講演会を

〔総務課〕 (80) (80) 開催

（３）自然と共生す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

6 見沼田んぼキレイきれ 250 250 見沼田圃の清掃活動を区民との協働により行

い大作戦 (250) (250) う事業

〔コミュニティ課〕

緑区の将来像「ホタル舞い・風かおる緑の街」の実現に向け、引き続き区の特性を生
かした事業を区民と行政の協働により、推進していきます。

〔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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（４）生活環境の整っ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

7 土木緊急修繕等事業 123,710 125,038 道路の緊急的な修繕などを実施

〔くらし応援室〕 (123,710) (125,038)

8 交通安全施設維持管理 10,858 16,767 道路照明施設、道路反射鏡、路面表示等の修

事業 (10,858) (16,767) 繕を実施

〔くらし応援室〕

（５）にぎわい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

9 緑区オープンガーデン 250 250 ガーデニングを通じた、区民同士の交流を促

〔コミュニティ課〕 (250) (250) 進する事業

10 東浦和駅前クリスマス 1,100 700 東浦和駅前をライトアップし、華やかさとに

ツリーの点灯 (1,100) (700) ぎわいを創出する事業

〔コミュニティ課〕

11 緑区マルシェ 1,190 386 地域資産の周知と活用及び地域の活性化を図

〔コミュニティ課〕 (1,190) (386) る事業

（６）区役所庁舎の適切な維持管理を行います。

*( )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 緑区役所庁舎維持改修 3,240 11,590 空調設備修繕を実施

事業 (3,240) (2,990)

〔総務課〕

〔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

くらし応援室
土木緊急修繕事業にお
ける原材料費の見直し

在庫等から必要数量を見直したことにより、予算額を縮
小する。

△ 92

総務課
地域安全講演会事業の
見直し

参加団体に配布していた啓発品の見直しを行い、防犯ベ
ストの作成枚数を減らすことにより、予算額を縮小す
る。

△ 164

コミュニティ
課

区民フォーラムみど
り・市民活動ネット
ワーク運営における委
託料の見直し

区民フォーラムみどり・市民活動ネットワークの運営に
際し、業者に委託する部分の仕様を精査したことによ
り、予算額を縮小する。

△ 756
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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 5,336 [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 72,162 [参考]

２ 1,107

局/部/課 緑区役所/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 5,336

事務事業名 緑区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 5,336

＜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 5,287 

増減 49 

区役所総合案内

　来庁者の用件、問合せに関する区役所及び本庁各課
（室）への担当窓口案内を行います。
　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、行政資料等の無償又は有償の頒布を行います。

局/部/課 緑区役所/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 526

【緑区役所総合案内】

事務事業名 緑区役所管理事業（総務課） 予算額 73,269

前年度予算額 86,453

増減 △ 13,184 

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 2,226

　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。 諸収入 962

一般財源 69,555

【緑区役所庁舎】

区役所の事務経費

　職員の研修旅費、一般事務消耗品等、必要な諸経費の
支払を行います。

区役所庁舎等維持管理事業

　施設を適切に維持管理するため、施設の整備点検、清
掃、警備等の業務委託や空調設備の修繕等を行います。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 123,710 ４ 1,171

２ 10,858 ５ 248

３ 2,767

　【道路反射鏡修繕】 【土木緊急修繕】

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 372 [参考]

２ 1,192

３ 80

局/部/課 緑区役所/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 緑区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 138,754

＜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 145,959 

増減 △ 7,205 

138,754

＜事業の目的・内容＞

　安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するために、生活に身近な道路の緊
急修繕や交通安全施設（道路照明施設、道路反射鏡、路面表示等）の維持管理を
行います。

　事故防止を図るため、道路照明施設、道路反射鏡、路
面表示等の修繕を行います。

　東浦和駅前及び浦和美園駅西口に設置している公衆便
所の破損、故障等の緊急修繕を行います。

[参考]

衛生害虫駆除事業

　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。

土木緊急修繕等事業 交通安全啓発事業その他

　安全で安心して暮らせるまちづくりのため、道路の破
損した箇所の緊急修繕などを行います。

　交通安全の啓発活動及び歩行者・自転車・自動車等に
注意を促す看板等の設置を行います。

交通安全施設維持管理事業 公衆便所維持管理

局/部/課 緑区役所/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 緑区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 1,644

前年度予算額 1,676

増減 △ 32 

1,644

＜事業の目的・内容＞

　まちづくりの方向性や区政運営に関する考え方とその取組をまとめた区長マニ
フェストを策定し、区の特徴を生かしながら、区民との協働により、安全で安心
して暮らせるまちづくりを推進します。

防犯啓発事業

　地域の防犯意識の高揚を図るため、講演会の開催や防
犯安全マップの作製、地域防犯リーダーの育成等を行い
ます。

防災啓発事業

区長マニフェスト策定事業

　区の特徴を生かした魅力あるまちづくりを進めるため
の区長マニフェストを策定します。また、前年度の区長
マニフェストの成果について評価書にまとめます。

　地域の防災意識の高揚を図るため、自治会等の地域住
民を対象に講演会を開催します。 【高齢者向け防犯対策講座】
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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 7,820 ４ 1,100

２ 1,130 ５ 730

３ 1,005 ６ 4,233

局/部/課 緑区役所/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 16,018

事務事業名 緑区まちづくり推進事業（コミュニティ課） 予算額 16,018

前年度予算額 18,143

増減 △ 2,125 

＜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、区民との協働を進め、開かれた区政
を展開するとともに、区の個性を生かしたまちづくりを推進します。

緑太郎ロード活用事業 緑区かかしランド

　緑区内の見どころを巡る「緑太郎ロード」や見沼田ん
ぼの桜回廊を巡るコースを楽しめるウォーキングイベン
トを開催するとともに、初心者・高齢者向けのウォーキ
ング講習会を開催します。

　子どもたちによるかかしの制作や展示を通じ、緑区の
自然・歴史・文化への関心と愛着の醸成を図ります。

区民フォーラムみどり及び市民活動の支援 緑区花と緑のまちづくり推進事業その他

緑区区民まつり 東浦和駅前クリスマスツリーの点灯

　区民が一体となってまちづくりを行い、ふれあいのあ
る地域社会の形成を図るため、区民と協働で区民まつり
を開催します。

　緑区の玄関口の一つである東浦和駅前をライトアップ
し、華やかさと賑わいを創出することにより、区内にお
ける活気あふれるまちづくりとふれあいのある地域社会
の形成を図ります。

　多世代に渡る区民から、区政に密着したテーマに関し
て意見を聴く区民フォーラムみどりの開催や、市民活動
ネットワーク登録団体への支援を行います。

　区民と協働により区役所敷地内の花壇の植え替えや緑
区マルシェを実施するとともに、コミュニティの醸成と
区のまちづくり推進を目的とした事業を行う団体に対す
る補助等を実施します。
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