
中央区　平成３０年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

中央区は、合併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、地域の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や機能が共存してい

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住民の交流

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

までの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。

（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、区内の魅力発見をす

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数が少ない区で

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。

中央区区民まつりの様子

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、街路灯・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・防災に対する意識の向上と

区内の防災力の強化のため、知識の普及や地域住

民及び関係団体との連携を深めることが必要です。

さらに、障害のある方が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。

（４）にぎわいのあるまちづくり

中央区では、ＪＲ与野本町駅からさいたま芸

術劇場までの道を「アートストリートエリア」

と位置付けています。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、

アートストリートエリア内に区の花「バラ」と

芸術劇場をデザイン化したバナーや、劇場出演

者の手形レリーフを設置し、地域への愛着を育

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。

交通安全施設維持管理事業

（５）区民に親しまれる明るい区役所づくり

区役所への来庁者に対して、わかりやすい説

明と適切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、職員一同が対応する

ことで、区民に親しまれる明るい区役所づくり

を推進していくことが必要です。

手形レリーフ設置の様子

区民ギャラリーの様子

（６）保健センターの移転による利用者の利便性向上

現在、区役所と保健センターは離れた場所にあり、両方を利用する方は庁舎間

を移動しなくてはならず負担となっています。そこで、区役所別館（児童相談所

跡地）に保健センターを移転し、区民の利便性の向上と区役所機能の集約を図っ

ていくことが必要です。
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）区民との協議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 30年度 29年度 説明

1 区民まつり事業 9,700 9,700 区民や各団体の交流を通じてコミュニティの

〔コミュニティ課〕 (9,700) (9,700) 輪を広げるため、区民まつりを開催

2 区民会議の運営事業 1,847 2,395 区民の参加と協働により、区の魅力あるまち

〔コミュニティ課〕 (1,847) (2,395) づくりを推進するため、区民会議を開催

3 拡大 花de植花夢（ウェルカ 980 980 花で彩る豊かなまちを実現するため、新たに

ム）まちづくり事業 (980) (980) 区内保育園を加え、区民・団体等との協働に

〔コミュニティ課〕 より花苗の植栽等を実施

4 コミュニティ協議会事 2,215 2,215 地域の諸問題の解決に向けて、行政と協働で

業 (2,215) (2,215) 活動をしている中央区コミュニティ協議会の

〔コミュニティ課〕 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 (単位:千円)

№ 区分 事業名 30年度 29年度 説明

5 ふるさとウォーキング 366 370 区民の健康と区内の魅力発見に役立てるため

事業 (366) (370) ウォーキングコースの周知を図りウォーキン

〔コミュニティ課〕 グイベントを開催

6 新規 （仮称）食生活と運動 51 0 高齢者に適した栄養の知識向上や自宅等でも

でパワーアップ！健幸 (51) (0) できる体操の体験、認知症や高齢者施策に関

講座 して周知を図る「（仮称）食生活と運動でパ

〔高齢介護課〕 ワーアップ！健幸講座」を開催

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、引き続き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。

〔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次期実施計画事業
　　　　　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）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 30年度 29年度 説明

7 土木緊急修繕事業 81,534 81,534 区民の安全・安心を確保するため、道路等の

〔くらし応援室〕 (81,534) (81,534) 修繕を実施

8 交通安全施設維持管理 31,649 31,649 交通事故の防止及び交通の円滑化を図るため

事業 (31,649) (31,649) 街路灯、道路反射鏡等の維持管理を実施

〔くらし応援室〕

9 防犯啓発事業 1,300 1,248 安心して暮らせるまちづくりのため、防犯啓

〔総務課〕 (1,300) (1,248) 発活動や講演会を行うほか、中央区防犯協議

会の活動を支援

10 拡大 地域防災力向上事業 414 367 災害に対する意識向上と区内の防災力強化の

〔総務課〕 (414) (367) ため、自主防災組織を対象とした講演会等を

実施するとともに、区民まつりで防災ブース

を設置して啓発活動を実施

11 中央区みんなで支える 43 43 障害のある方が中央区で安心して暮らせるよ

ネットワーク事業 (43) (43) う、障害福祉サービスを提供する事業所の連

〔支援課〕 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 (単位:千円)

№ 区分 事業名 30年度 29年度 説明

12 総振 アートストリート事業 3,165 2,841 たつみ通り沿いに、彩の国さいたま芸術劇場

成長 〔コミュニティ課〕 (3,165) (2,841) 出演者の手形レリーフ設置、与野本町駅前公

園内のバナーの維持管理

13 総振 バラのまち中央区アー 3,500 3,500 区内に点在する地域文化・アートを結び、文

成長 トフェスタ事業 (3,500) (3,500) 化・芸術のまちづくりを推進するための様々

〔コミュニティ課〕 なアートイベントを支援

14 区の花バラの写真展事 149 124 区内で撮影されたバラの写真を、部門別に公

業 (149) (124) 募し区民まつりにおいて表彰を行うとともに

〔コミュニティ課〕 区役所ロビーで展示

〔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次期実施計画事業
　　　　　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 30年度 29年度 説明

15 バラの手入れ（剪定） 210 210 地域でバラを育て咲かせる環境づくりをする

講習会事業 (210) (210) ため、バラを育てることのできる人材を育成

〔コミュニティ課〕

（５）区民に親しまれる明るい区役所づくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 30年度 29年度 説明

16 区役所総合案内事業 9,357 5,786 区役所の来庁者の用件、問合せ等に対し、的

〔くらし応援室〕 (9,357) (5,786) 確、迅速、丁寧に対応

17 拡大 区民ギャラリー事業 194 181 区民が足を運びやすい、明るい雰囲気をつく

〔総務課〕 (194) (181) るため、区役所のロビーと食堂棟を利用し、

区内の地域資源等を生かした絵画・写真展を

実施

18 明るい区役所づくり推 536 517 明るい区役所づくりと区民満足度向上のため

推進事業 (148) (128) 婚姻届提出記念写真サービスを実施するとと

〔総務課〕 もに、窓口案内板の多言語化を実施

（６）保健センターを区役所別館に移転し、利用者の利便性向上を図ります。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 30年度 29年度 説明

19 新規 中央区役所保健セン 4,090 0 区民の利便性向上を目的とし、中央区役所保

ター移転事業 (4,090) (0) 健センターを区役所別館（児童相談所跡地）

〔総務課〕 に移転するための執務室改修工事の設計業務

を実施

〔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次期実施計画事業
　　　　　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

総務課 電気使用量の見直し
照明器具のLED化及び太陽光発電設備設置の効果により、電
力使用量の減が見込まれることから、予算額を縮小する。

△ 2,587

総務課
防災シンポジウム開催内
容の見直し

講演内容を見直すことで、予算額を縮小する。 △ 60

コミュニティ課
区民会議運営内容の見
直し

会議の開催回数、委託内容の仕様を見直すことで、予算額を縮
小する。

△ 529

コミュニティ課
区活性化等推進事業補
助の見直し

過去4年間の実績を踏まえ、予算額を縮小する。 △ 100

保健センター
電気、ガス使用量の見直
し

過去4年間の実績を踏まえ、予算額を縮小する。 △ 408
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞

１ 9,357

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 16款

19款

23款

-

＜主な事業＞

１ 120,313

２ 629

３ 4,090
　区民の利便性向上を目的とし、中央区役所保健セン
ターを区役所別館（児童相談所跡地）に移転するため、
執務室改修工事の設計業務を行います。 中央区役所本館（左）・別館（右）

区役所の事務経費
　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。

中央区役所保健センター移転事業

区役所庁舎等維持管理事業
　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。

[参考]

前年度予算額 124,655

増減 377 

270

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 370

　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 1,100

一般財源 123,292

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 使用料及び手数料

事務事業名 中央区役所管理事業（総務課） 予算額 125,032

事務事業名 中央区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 9,357
局/部/課 中央区役所/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 9,357

＜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 5,786

増減 3,571 

区役所総合案内事業

区役所総合案内事業
　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。

[参考]
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 16款

19款

23款

-

＜主な事業＞

１ 31,729

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 -

＜主な事業＞

１ 81,534 ４ 1,023

２ 31,649 ５ 4

３ 627
　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。

交通安全施設維持管理事業 愛犬カード交付事業
　区民の交通事故防止及び交通の円滑化を図るため、街
路灯、道路反射鏡等の維持管理を行います。

　区内に住む犬の飼い主の方に、飼育マナーの向上並び
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。

衛生害虫駆除事業

土木緊急修繕事業 交通安全啓発事業その他
　区民の安全・安心を確保するため、道路等の修繕を行
います。

　交通事故防止及び区民生活の安全を守るため、浦和西
警察署、関係団体等と啓発活動などを行います。

前年度予算額 115,126

増減 △ 289 

＜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（街路灯、道路反
射鏡等）の維持管理などを行います。

局/部/課 中央区役所/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 114,837

中央区役所保健センター

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 114,837

施設の運営及び維持管理
　中央区役所保健センター施設の運営及び維持管理（保
守・修繕等）を行います。

[参考]

前年度予算額 31,168

増減 561 

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 330

　区民の生涯にわたる健康づくりの拠点である保健センター施設の維持管理等を
行い、誰もが安全・安心に利用できるようにします。

諸収入 624

一般財源 30,770

局/部/課 中央区役所/健康福祉部/保健センター

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 5

事務事業名 中央区役所管理事業（保健センター） 予算額 31,729
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 19款

-

＜主な事業＞

１ 315 ４ 3,321

２ 1,300 ５ 194

３ 414 ６ 536

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 -

＜主な事業＞

１ 9,700 ４ 980

２ 366 ５ 3,165

３ 1,847 ６ 6,846
　区民の参加と協働により、区の特徴・特性を生かした
魅力あるまちづくりを推進するために区民会議を開催
し、区民会議から出た意見要望等を報告書としてまとめ
ます。

　区内のコミュニティ醸成や地域資源を生かしたまちづ
くりを進めるため、中央区コミュニティ協議会と中央区
アートフェスタ実行委員会の支援や区の花バラの普及啓
発のためバラの写真展等を開催します。

ふるさとウォーキング事業 アートストリート事業
　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80％以上となるよう取り組
みます。

　「芸術のまち」としてのイメージアップを図り、市
内・市外を問わず、人々が訪れ、交流できる場を形成す
るため、彩の国さいたま芸術劇場出演者の手形レリーフ
を4基設置します。

区民会議の運営事業 コミュニティ協議会事業その他

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 4113

区民まつり事業 花ｄｅ植花夢（ウェルカム）まちづくり事業

　「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80％以上となるよう取り組みます。

　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、新たに区内保育園で
も花を育てる楽しさを体験するなど、花苗の植栽等を18
回以上行います。

前年度予算額 23,191

増減 △ 287 

＜事業の目的・内容＞

　区民会議や市民活動ネットワーク登録団体と連携を図り、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。

局/部/課 中央区役所/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 22,904

　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1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、区民の災
害に対する意識向上と区内の防災力の強化を図ります。

　明るい区役所づくりと区民の満足度向上のため、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、窓口案内板の多言語化に取り組みます。

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 22,904

防犯啓発事業 区民ギャラリー事業
　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の週3回
実施により区民の防犯意識の向上を図ります。

　「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、食
堂棟と新たにロビーにおいて区内の地域資源等を生かし
た絵画展や写真展を行います。

地域防災力向上事業 明るい区役所づくり推進事業

区長マニフェスト策定事業 観光団体特別支援事業
　平成30年度区長マニフェストを作成し、区役所の取組
を発信します。また、平成29年度区長マニフェストの取
組についてアンケートを実施し、評価を行います。

　観光推進のために、区内で活動する観光団体への支援
を行います。

前年度予算額 5,699

増減 381 

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 5,691

　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の向上や防災力の強化を図ります。
　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。

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/2目 区民まちづくり推進費 財産収入 389

事務事業名 中央区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 6,080
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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 43

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 -

＜主な事業＞

１ 51（仮称）食生活と運動でパワーアップ！健幸講座

　高齢者に適した栄養の知識向上や自宅等でもできる体
操の体験、認知症や高齢者施策に関して周知を図る
「（仮称）食生活と運動でパワーアップ！健幸講座」を
開催します。

前年度予算額 0

増減 皆増 

＜事業の目的・内容＞

　今後、中央区でも高齢者人口の増加が見込まれる中で、健康寿命の延伸を図
り、高齢者が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地域を目指
すため、高齢者の健康の維持を進めるにあたり必要となる知識を高める講座を開
催します。

局/部/課 中央区役所/健康福祉部/高齢介護課

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 51

ネットワーク会議の様子

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 51

中央区みんなで支えるネットワーク事業
　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により、知識の向上を図
り、地域で起きる問題や業務上の悩みに対して共通の認
識を持ち、意見交換等により解決する場を提供します。

[参考]

前年度予算額 43

増減 0 

＜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。

局/部/課 中央区役所/健康福祉部/支援課

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 43

事務事業名 中央区まちづくり推進事業（支援課） 予算額 43
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桜区　平成３０年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

桜区の将来像である「三世代がつくる元気印のまち」は、子どもから高齢者までの
全ての区民が生き生きと活動できるまちであり、その実現のためには、地域の自然資
源、歴史・文化資源をまちづくりに活用するとともに住環境の整備を進めていくこと
が大切です。
桜区では主要な取組事項として「心に文化を育むまちづくり」「健康でやさしく支

えあうまちづくり」「安全に安心して暮らせるまちづくり」「環境にやさしいまちづ
くり」「信頼され親しまれる区役所づくり」の5つの柱を掲げ、地域の人々と行政が
協働し基本理念の実現に取り組んでいます。

平成28年度「桜区区長マニ
フェスト」に対する区民へのア
ンケートでは、今後重点的な取
組を望む分野として、「健康・
福祉」「安全・生活環境」でポ
イントが高い傾向にあります
が、区としての魅力をさらに高
めるには「自然・環境」「歴
史・文化」「地域交流」の分野
での取組も大切であり、これら
の施策をバランス良く、相乗効
果が得られるよう推進していく
ことが必要となります。

区民が重点的な取組を望む分野

資料：平成２８年度 桜区区長マニフェスト評価書

（１）心に文化を育むまちづくり

区民ふれあいまつり サクラソウ写真コンクール

一人ひとりがしあわせを実感するには、幅広い世代の区民が様々な機会で交流し、
互いにコミュニケーションを深めていくことが重要です。「区民ふれあいまつり」や
「区民ふれあいコンサート」など、多くの区民と区民がふれあえる取組が必要です。
また、桜区には、国指定特別天然記念物である「田島ケ原サクラソウ自生地」や、

地域の知的財産である国立大学法人埼玉大学があります。これらの地域の特性を生か
し、心に文化を育むまちづくりを推進していくことが必要です。

１．自然・環境に関する

取組 9%

2．健康・福祉に関する
取組 39%

3．歴史・文化・伝統に
関する取組 7%

4．安全・生活環境に関する
取組 39%

５．地域交流に関する取組
6%

（写真等）（写真等）
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区民に信頼され親しまれる区役所の実現に向け、窓口応対研修等を通じ、職員のス
キルアップを図る必要があります。

自然と調和しやすらぎのあるまちを実現するため、区民が花と緑にふれあえる機会
を創出するとともに、区民との協働による「花と緑があふれるまちづくり」が求めら
れています。
また、住みよい住環境を実現するため、「ごみのないきれいなまちづくり」を目指

し、環境美化意識の向上が求められています。

安全に関する取組も要望の多い分野です。地域防災力の向上や防犯意識を高めるこ
とが求められています。
また、区民が安全で安心して暮らせる生活環境を維持するため、道路の緊急修繕や

道路照明・道路反射鏡の修繕は、迅速に対応する必要があります。

健康・福祉は、多くの区民から重点的な取組を望まれている分野です。健康でいき
いき暮らすためには、運動による健康づくりや食生活の改善が必要であり、楽しみな
がら健康づくりにつながる事業の実施や地産地消などの食育の普及啓発が求められて
います。
また、少子高齢化により家族の在り方や地域をとりまく環境が変化しており、子育

てや高齢者に対する様々な支援が求められています。

（５）信頼され親しまれる区役所づくり

（４）環境にやさしいまちづくり

（３）安全に安心して暮らせるまちづくり

桜区花と緑ふれあい事業

桜区子育てフェア

安全安心のまちづくり展示

（２）健康でやさしく支えあうまちづくり

（写真等）

サクラ・スポレク
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）心に文化を育む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 30年度 29年度 説明

1 区民ふれあいまつり 6,800 6,800 地域コミュニティの醸成・活性化と地域のま

〔コミュニティ課〕 (6,800) (6,800) ちづくりを図るため、桜区区民ふれあいまつ

りを開催

2 区民ふれあいコンサー 1,108 1,108 音楽を通して区民相互の交流を推進し、明る

ト (1,108) (1,108) く豊かなコミュニティの醸成を図るため、桜

〔コミュニティ課〕 区区民ふれあいコンサートを開催

3 区の花活用事業 357 365 桜区の花「サクラソウ」のさらなる周知・普

〔コミュニティ課〕 (357) (365) 及を図るため、サクラソウ写真コンクールや

サクラソウ講習会などを実施

（２）健康でやさしく支えあう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 30年度 29年度 説明

4 サクラ・スポレク 2,630 2,315 荒川沿いの自然を満喫するほか、昔あそびな

〔コミュニティ課〕 (2,630) (2,315) どの体験型イベントを開催

5 桜区　駅からハイキン 1,382 1,460 桜区の魅力を広く区内外に発信するため、区

グ (1,382) (1,460) 内の自然・歴史などの魅力を伝えるイベント

〔コミュニティ課〕 を開催

6 （仮称）地産地消事業 142 201 親子で一緒に料理を作り、地域の食に関する

〔コミュニティ課〕 (142) (201) 学びの場とするため、主に桜区産農産物の食

材を使用した食育教室を開催

7 桜区子育てフェア 1,336 1,336 育児疲れや育児ストレスを抱える子育てをす

〔支援課〕 (1,336) (1,336) る家庭を応援するために桜区子育てフェアを

開催

8 新規 （仮称）桜区子育て支 90 0 子育てをする家庭を地域ぐるみで応援するた

援ネットワーク事業 (90) (0) め、子育て支援機関が相互に連携し、情報交

〔支援課〕 換を行うネットワーク会議を開催

区の将来像である「三世代がつくる元気印のまち」を基本理念とし、一人ひとりがしあ

わせを実感できるまちを実現するため、地域交流、安全・生活環境、健康・福祉の推進等

に取り組んでいきます。

〔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次期実施計画事業
　　　　　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 30年度 29年度 説明

9 拡大 きらきらシルバー講座 127 112 シニア世代が輝く生活を過ごしていく方法等

〔高齢介護課〕 (127) (112) を学ぶ健康講座を実施

（３）安全に安心して暮らせ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 30年度 29年度 説明

10 土木緊急修繕等事業 98,813 98,813 身近な生活環境を維持するための道路の緊急

〔くらし応援室〕 (98,813) (98,813) 的な修繕及び下水道の清掃

11 交通安全施設維持管理 35,104 35,104 身近な生活環境を維持するための道路照明、

事業 (35,104) (35,104) 道路反射鏡、路面表示等の修繕

〔くらし応援室〕

12 交通安全啓発事業 1,806 1,915 交通ルールの普及・浸透を図るとともに、交

〔くらし応援室〕 (1,806) (1,915) 通事故防止のためのキャンペーンの実施及び

ヒヤリハットマップの作成

13 防犯啓発事業 2,289 1,956 安全に安心して暮らせるまちづくりのため、

〔総務課〕 (2,289) (1,956) 展示会や講演会等を実施

14 拡大 防災啓発事業 1,103 474 地域の防災力の向上を目的とし、展示会等を

〔総務課〕 (1,103) (474) 実施するとともに、避難所案内リーフレット

を作成し、区内全戸へ配布

（４）環境にやさしい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 30年度 29年度 説明

15 桜区花と緑ふれあい事 856 1,376 区民が花と緑にふれあう機会を創出するため

業 (856) (1,376) 区民サポーター等との協働により区役所周辺

〔コミュニティ課〕 等を緑化

16 桜区クリーン活動 540 287 ゴミのない桜区をＰＲするため、区民と協働

〔コミュニティ課〕 (540) (287) し、桜の開花前に区内の清掃活動を実施

〔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次期実施計画事業
　　　　　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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（５）信頼され親しまれる区役所づくりに取り組みます。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 30年度 29年度 説明

17 信頼され親しまれる区 116 494 窓口サービス向上のため、研修等を実施

役所づくり (116) (494)

〔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次期実施計画事業
　　　　　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

総務課 観葉植物賃貸借の見直し
桜区役所内に設置する観葉植物について、費用対効果を勘案
し、賃貸借を廃止する。

△ 130

総務課 防災啓発印刷物の見直し 近年の実績を勘案して印刷物を精査し、予算額を縮小する。 △ 182

コミュニティ課
花と緑ふれあい事業の見
直し

花壇として借用していた区役所北側の道路予定地が、平成30年
夏頃から、工事着工により使用できなくなることから、花壇の花植
え・除草の業務委託を廃止する。

△ 505

コミュニティ課
埼玉大学との交流事業の
見直し

埼玉大学の連続市民講座や区内公民館で多彩な講座等が開
催されている状況から、区の自主事業を廃止する。

△ 69

コミュニティ課 桜区区民会議の見直し 実績を踏まえ、報償費を見直すことで、予算額を縮小する。 △ 26

コミュニティ課
区民会議と市民活動ネット
ワークの連携推進の見直し

実績を踏まえ、報償費等を見直すことで、予算額を縮小する。 △ 40

コミュニティ課
市民活動ネットワーク支援
の見直し

実績を踏まえ、消耗品費を見直すことで、予算額を縮小する。 △ 20
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞

１ 9,758 [参考]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 16款

19款

23款

-

＜主な事業＞

１ 9,733 [参考]

２ 983 

事務事業名 桜区役所管理事業（総務課） 予算額 10,716 

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 388 

　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 365 

前年度予算額 6,636 

増減 3,122 

桜区役所総合案内事業
　来庁者の用件、問合せ内容等に応じた窓口案内等を適
切に行います。また、情報公開コーナーに関すること
や、記念樹の交付等を行います。

局/部/課 桜区役所/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 26 

事務事業名 桜区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 9,758 

局/部/課 桜区役所/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 9,758 

＜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 10,829 

増減 △ 113 

一般財源 9,937 

区役所の事務経費
　研修等の職員旅費や一般事務消耗品等の事務経費で
す。

区役所庁舎の維持管理
　電話交換機設備の維持管理や庁舎内の各種修繕など、
区役所庁舎の適切な維持管理・環境保全を行います。

桜区役所総合案内業務

桜区役所
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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 98,813 ４ 1,806

２ 35,104 ５ 719

３ 1,458 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 -

＜主な事業＞

１ 293 ４ 116

２ 2,289 

３ 1,103 

　道路の緊急的な修繕及び下水道の清掃を行います。 　交通事故防止を図るため、地元警察署及び交通安全諸
団体と協働し、交通安全啓発活動を行います。また、区
内小学校2校の各学区内の危険箇所を記載したヒヤリハッ
トマップを作成します。

　危害を及ぼすアシナガバチ等のハチの巣の駆除を行い
ます。

交通安全施設維持管理事業 その他
　道路照明、道路反射鏡、路面表示の修繕を行います。 　旅費の支給、消耗品の購入及び通信運搬費の支払いを

行います。

衛生害虫駆除事業

前年度予算額 137,900 

増減 0 

土木緊急修繕等事業 交通安全啓発事業

事務事業名 桜区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 137,900 

局/部/課 桜区役所/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 3,801 

事務事業名 桜区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 3,801 

局/部/課 桜区役所/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 137,900 

＜事業の目的・内容＞

　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、道路の緊急修繕、道
路照明・道路反射鏡等の交通安全施設の修繕及び交通安全啓発活動等を行いま
す。

前年度予算額 3,244 

増減 557 

＜事業の目的・内容＞

　区の将来像である「三世代がつくる元気印のまち」の実現に向け、区長マニ
フェストを策定するとともに、啓発事業等を通じ、防犯・防災に対する区民の意
識向上を図ります。

　防災意識の向上を図るため、防災に関する展示会や区
内の避難所を案内するリーフレットの作成・全戸配布等
を行います。

防犯啓発事業
　犯罪に遭わないまちづくりを推進するため、区内の防
犯活動団体への防犯用品の配布や、防犯に関する展示
会・講演会等を行います。

防災啓発事業

区長マニフェスト策定事業 信頼され親しまれる区役所づくり
　区の特性を生かしたまちづくりを推進するため、平成
30年度桜区区長マニフェストを策定します。また、前年
度の成果について、区民アンケートを通じ評価書を作成
します。

　区民に信頼され親しまれる区役所を目指し、窓口サー
ビス向上のための研修等を行います。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 -

＜主な事業＞

１ 6,800 ４ 2,630

２ 1,382 ５ 1,213

３ 2,385 ６ 2,605

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 -

＜主な事業＞

１ 1,336 [参考]

２ 90 

桜区子育てフェア
　育児疲れや育児ストレスの解消等、子育てをする家庭
を応援するため、「第8回桜区子育てフェア」を開催しま
す。

（仮称）桜区子育て支援ネットワーク事業

　子育て支援機関を対象に、家庭への支援に必要な技術
の向上を目的とする研修会等を開催します。

前年度予算額 1,336 

増減 90 

＜事業の目的・内容＞

　桜区内の子育て支援機関と協働して、子育てをする家庭を応援します。

事務事業名 桜区まちづくり推進事業（支援課） 予算額 1,426 

局/部/課 桜区役所/健康福祉部/支援課

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 1,426 

　魅力あるまちづくりを進めるため、地域の諸課題等に
ついて協議する区民会議の運営と区内の市民活動団体へ
の支援を行います。

　区民ふれあいコンサート、桜区クリーン活動、(仮称)
地産地消事業、区の広報活動などを行います。

区民ふれあいまつり サクラ・スポレク
　地域コミュニティの醸成・活性化と地域のまちづくり
を図るため、実行委員会との協働により開催します。

　親子の絆を深めるために、自転車あそびや昔あそびな
ど、三世代で一緒に楽しめる体験型イベントを開催しま
す。

桜区　駅からハイキング 桜区花と緑ふれあい事業、区の花活用事業

　区の魅力を広く内外に発信するため、桜区市民活動
ネットワーク団体等と協働し、桜区の自然・歴史・文化
を伝えます。

　区民との協働により桜区役所周辺の緑化を通して、
「花と緑があふれるまちづくり」を推進します。また、
写真コンクールや植付け講習などの区の花「サクラソ
ウ」を活用した事業を実施します。

区民会議の運営及び市民活動の支援 区民ふれあいコンサート、桜区クリーン活動その他

前年度予算額 17,101 

増減 △ 86 

＜事業の目的・内容＞

　区の将来像である「三世代がつくる元気印のまち」を区政運営の基本理念と
し、一人ひとりがしあわせを実感できるまちづくりを推進するため、区の独自性
を生かし、コミュニティの醸成が期待できる各種事業を展開します。

事務事業名 桜区まちづくり推進事業（コミュニティ課） 予算額 17,015 

局/部/課 桜区役所/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 17,015 

桜区子育てフェア
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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＞

１ 127 [参考]

事務事業名 桜区まちづくり推進事業（高齢介護課） 予算額 127 

局/部/課 桜区役所/健康福祉部/高齢介護課

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 127 

＜事業の目的・内容＞

　健康づくりや社会参加等の生きがいを持つ大切さを、早い段階から認識しても
らうことを目的として、健康講座を実施します。

前年度予算額 112 

増減 15 

きらきらシルバー講座
　概ね60歳以上の方を対象として、セルフケア力や外出
意欲を高め、新たな生きがいづくりにつなげるため、ス
キンケア、食生活、運動及び高齢者の社会参加をテーマ
とした講座を実施します。

きらきらシルバー講座
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浦和区　平成３０年度　区運営方針（案）

１．主な現状と課題

浦和区は、都心としてのにぎわいのある地区と、緑豊かな落ち着いた住
環境のある地区の2つが共存しています。この特性を踏まえ、住み続けたい
まち、行ってみたいと思えるまちとしての魅力を一層高めることが求めら
れています。そのため、地域に住む人々の参加と協働を基本に、浦和区の
歴史、文化、環境の資産を生かしたまちづくりを推進していくことが必要
です。
また、安全・生活環境や健康・福祉に関する取組の充実や、駅周辺のに

ぎわい創出の継続的な取組が必要です。

（１）世代や文化、地域を超えた多様な交流

のあるコミュニティづくり

まちづくりの基盤となる区民相互のつ

ながりを醸成していくために、世代や文

化、居住する地域など様々な差異を超え

て人々がふれあい、楽しく活動すること

を通して、人々の理解と共感を広げてい

く取組が必要です。
浦和区ごみゼロ運動

（２）文教都市などの「浦和ブランド」を活

用した魅力あるまちづくり

浦和区の魅力を高めていくために、恵

まれた、伝統ある教育・文化・スポーツ

資源を活用した、芸術・文化活動の振興

が必要です。

特に、サッカーのまち、うなぎのまち

といったキーワードでの情報発信力の強

化が必要です。 女子サッカー教室

39%

35%

13%

9%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

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

歴史・文化・伝統に関する取組

地域交流に関する取組

浦和区で重点的に取り組んでほしい分野

（平成２８年度区長マニフェスト評価書の区民アンケートから）評価書よ

-448-



（３）東西が連携し、一体性と「にぎわい」

のあるまちづくり

鉄道を挟んだ東西地域の連携による一

体的なまちづくりや、誰もが訪れたくな

る活気のあるまちの再生と創出が必要で

す。
浦和区民まつり

（４）ひとにやさしい誰もが安心して暮らせるまちづくり

区民アンケートの結果では、重点的に取り組んでほしい分野として

安全・生活環境が最も多く挙げられました。安全で安心して住めるま

ちを構築するために、誰もが住みやすいと思える都市空間の創出が必

要です。

（５）緑豊かな美しい街並みとゆとりある

住環境を創出するまちづくり

地域環境の向上や緑化意識を高めるた

めに、身近な場所での緑に出会う機会の

創出が必要です。

（６）健康で共に支えあうまちづくり

健康や福祉に関する取組に対しては区

民から大きな関心が寄せられています。

健康で自立した生活を送るために、区民

一人ひとりが健康について考える機会を

提供する取組が必要です。

ニチニチソウの植栽風景

137

160

65

41
タイル補修等

合計

403件

1254

111

21 6
反射鏡

合計

1,392件

平成28年度 交通安全施設受付件数平成28年度 土木修繕受付件数

舗装修繕

排水施設修繕

道路安全施設

路面表示

道路照明

その他

浦和区健康まつり
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）世代や文化、地域を超えた多様な交流のあるコミュニティづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 30年度 29年度 説明

1 浦和区秋のごみゼロ運 510 537 住民参加による区の特性を生かしたまちづく

動事業 (510) (537) りのため、ごみゼロ運動（清掃活動・キャン

〔くらし応援室〕 ペーン）を実施

2 市民活動ネットワーク 2,746 3,085 浦和区市民活動ネットワーク登録団体の活動

事業 (2,746) (3,085) を支援（わくわく浦和区フェスティバルの開

〔コミュニティ課〕 催、ネットワーク広報紙の発行等）

（２）文教都市などの「浦和ブランド」を活用した魅力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 30年度 29年度 説明

3 うなぎのまち浦和ＰＲ 861 814 リーフレット等を作成してイベント会場で配

事業 (861) (814) 布するなど「浦和のうなぎ」のＰＲを実施

〔地域商工室〕

4 サッカーのまちづくり 1,175 1,238 浦和駒場スタジアムを会場に女子サッカー教

推進事業 (1,175) (1,238) 室を開催

〔コミュニティ課〕

5 浦和区文化の小径づく 1,200 1,200 文化の小径マップを活用したウォーキングイ

り推進事業 (1,200) (1,200) ベントの開催及びマップの修正・増刷

〔コミュニティ課〕

（３）東西が連携し、一体性と「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 30年度 29年度 説明

6 商店街活力創出事業 1,999 2,339 「サッカーのまち浦和」のフラッグの配付や

〔地域商工室〕 (1,999) (2,339) 浦和駅西口駅前のサッカータウンイルミネー

ション看板の保守管理を実施

7 浦和区民まつり 7,450 7,450 鉄道を挟んだ東西連携による「世代を超えて

〔コミュニティ課〕 (7,450) (7,450) “つながる浦和”」をテーマにした区民まつ

りを開催

浦和区の将来像である「にぎわいと文教の調和する緑豊かなまち」の実現に向け、区民と
の協働により諸施策を推進します。
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（４）ひとにやさしい誰もが安心して暮らせ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 30年度 29年度 説明

8 土木緊急修繕等事業 103,977 103,991 区民の身近な生活環境を維持するため、道路

〔くらし応援室〕 (103,977) (103,991) の緊急修繕及び下水管の清掃を実施

9 交通安全施設維持管理 34,192 34,371 道路照明灯、道路反射鏡、路面表示等の修繕

事業 (34,192) (34,371) を実施

〔くらし応援室〕

10 防犯啓発事業 846 882 防犯講演会、ふれあい会食等における啓発活

〔総務課〕 (846) (882) 動を実施

（５）緑豊かな美しい街並みとゆとりある住環境を創出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 30年度 29年度 説明

11 花とみどりの豊かなま 1,500 1,500 区内ＪＲ3駅周辺で、区の花ニチニチソウ等

ちづくり推進事業 (1,500) (1,500) の植替えを区民と協働で行い、花と緑に出会

〔コミュニティ課〕 う機会を創出

（６）健康で共に支えあう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 30年度 29年度 説明

12 浦和区健康まつり 690 690 心と体の健康について考える機会となるよう

〔保健センター〕 (690) (690) な体験型の健康まつりを開催
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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 交通安全啓発事業
交通事故発生状況図作成を廃止し、交通事故の発生状況の周
知については、埼玉県警ＨＰの事件事故発生マップの集計レポー
ト等を活用する。

△ 474

くらし応援室 交通安全啓発事業
交通指導員県外研修の随行人数、交通安全啓発用品等の見
直しを行い、旅費及び消耗品費の予算額を縮小する。

△ 135

くらし応援室
交通安全施設維持管理
事業

街灯用管理シール、ポストコーン等の在庫と使用数を検討して購
入数を見直し、消耗品費の予算額を縮小する。

△ 179

くらし応援室 衛生害虫駆除事業
携帯電話の契約について見直しを行い、通話料が低額な契約に
変更する。

△ 12

くらし応援室 土木緊急修繕事業
携帯電話の契約について見直しを行い、通話料が低額な契約に
変更する。

△ 12

総務課 区役所の事務経費
実績等を踏まえ、研修・出張回数を見直し、旅費の予算額を縮
小する。

△ 11

総務課
区役所庁舎等維持管理
事業

実績等を踏まえ、ベビーベッドやベビーカーに関する経費を見直し、
手数料・賃借料の予算額を縮小する。

△ 13

総務課 防犯啓発事業
防犯講演会の講師謝礼を見直し、報償費の予算額を縮小す
る。

△ 116

地域商工室 うなぎのまち浦和ＰＲ事業
啓発グッズの単価や着ぐるみの運搬先等を見直し、消耗品費や
着ぐるみ運搬費等の予算額を縮小する。

△ 95

地域商工室 商店街活力創出事業
サッカータウンイルミネーション看板の現状や保守管理の実績を踏
まえ、修繕の必要性等を精査し、予算額を縮小する。

△ 340

コミュニティ課
浦和区まちづくり推進事業
補助金

浦和区まちづくり推進事業補助金の実績を踏まえ、交付団体数
等を見直し、予算額を縮小する。

△ 500
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞

１ 11,355 [参考]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞

１ 12,700 [参考]

２ 570 区役所の事務経費
　消耗品費等の区役所運営に係る事務経費を支出しま
す。

区役所庁舎等維持管理事業
　休日及び夜間の業務時間外に浦和区役所へ入る電話及
び来庁者に対応します。

前年度予算額 10,903

増減 2,367 

＜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及び運営を行います。

事務事業名 浦和区役所管理事業（総務課） 予算額 13,270
局/部/課 浦和区役所/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 一般財源 13,270

浦和区役所総合案内事業
　来庁者の用件・問合せに関する区役所各課（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、行政資料等の有償又は無償の頒布を行います。

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 11,355 

局/部/課 浦和区役所/くらし応援室

事務事業名 浦和区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 11,355

＜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 6,437

増減 4,918 

浦和区役所情報公開コーナー

浦和区役所（仮配置棟）
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 16款

23款

-

＜主な事業＞

１ 65,891 [参考]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 -

＜主な事業＞

１ 103,977 ４ 2,078

２ 34,192 ５ 1,239

３ 1,640 ６ 510

款/項/目

　浦和区における保健業務の実施拠点である保健センター庁舎の維持管理等を行
います。

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

局/部/課 浦和区役所/くらし応援室

事務事業名 浦和区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 143,636

一般財源 47,488 

衛生害虫駆除事業 浦和区秋のごみゼロ運動事業
　危害を及ぼすアシナガバチ等の巣の駆除を行います。 　「ごみのないきれいなまちづくり」のため、清掃活動

やキャンペーンを行い、区民の環境美化意識の高揚を図
ります。

　安全・安心なまちづくりのため、道路照明灯、道路反
射鏡、路面表示等の修繕を行います。

　区内6か所の公衆便所の破損、故障の緊急修繕を行いま
す。

144,104

増減 △ 468 

施設の運営及び維持管理
　保健センターの施設を、適切に運営・維持管理するた
め、警備、清掃、各設備の保守、点検、修繕等を行いま
す。また、大規模改修に向けた調査検討業務を行いま
す。

事務事業名 浦和区役所管理事業（保健センター） 予算額 65,891 

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 1,343 

55,485 

増減 10,406 

前年度予算額

諸収入 17,060 ＜事業の目的・内容＞

局/部/課 浦和区役所/健康福祉部/保健センター

土木緊急修繕等事業 交通安全啓発事業その他
　安全・安心なまちづくりのため、道路等の破損した箇
所の緊急修繕や下水道の取付管の清掃を行います。

　交通事故を減少させるため、浦和警察署及び交通安全
諸団体と協働し、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

143,636 

＜事業の目的・内容＞

　住民参加による区の特性を生かしたまちづくりのため、秋のごみゼロ運動を行
います。また、区民の満足度アップを図るとともに、ひとにやさしい誰もが安心
して暮らせるまちづくりを推進するため、道路等の緊急修繕や交通安全施設整備
（道路照明灯、路面表示等）などを行います。

前年度予算額

浦和区役所保健センター
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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＞

１ 230 [参考]

２ 846 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 -

＜主な事業＞

１ 861 [参考]

２ 1,999

局/部/課 浦和区役所/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 浦和区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 1,076

前年度予算額 1,949

増減 △ 873 

1,076

＜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区長の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、区民との協働などにより、ひとにやさしい誰も
が安心して暮らせるまちづくりを推進します。

　防犯意識を高めるため、防犯講演会の開催やふれあい
会食における啓発活動を行うなど、防犯のまちづくりを
推進します。

区長マニフェスト策定事業
　まちづくりの方向性や区政運営に関する区長の考え方
とその取組をまとめた「区長マニフェスト」を策定しま
す。また、前年度の実施事業について区民アンケートに
よる外部評価等を行い、評価書を策定します。

防犯啓発事業

局/部/課 浦和区役所/区民生活部/総務課地域商工室

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 浦和区まちづくり推進事業（地域商工室） 予算額 2,860

2,860

＜事業の目的・内容＞

　地域振興のため、市内外に広く「浦和のうなぎ」や「サッカーのまち浦和」と
いった地域資源を活用したＰＲを行い、魅力あるまちづくりを推進します。

前年度予算額 3,153

増減 △ 293 

うなぎのまち浦和ＰＲ事業
　「うなぎのまち浦和」をＰＲするため、リーフレット
等を作成し、市内外のイベント会場で配布します。

商店街活力創出事業
　商店街活性化と来街者へのアピールのため、「サッ
カーのまち浦和」のフラッグを作製し、商店街等に配付
します。また、浦和駅西口駅前のサッカータウンイルミ
ネーション看板の保守管理を行います。

商店街のサッカーフラッグ

浦和区防犯講演会
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 19款

-

＜主な事業＞

１ 7,450 ４ 1,175

２ 1,200 ５ 1,500

３ 6,031 ６ 1,755

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 -

＜主な事業＞

１ 690

局/部/課 浦和区役所/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 財産収入 60

事務事業名 浦和区まちづくり推進事業（コミュニティ課） 予算額 19,111

前年度予算額 19,661

増減 △ 550 

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 19,051

　区民会議等との連携を図り、区民との協働を進め、浦和区の個性を生かしたま
ちづくりを推進します。

　文教のまちづくり推進のため、「浦和区文化の小径
マップ」を活用したウォーキングイベントの開催、「浦
和区文化の小径マップ」の修正・増刷を行います。ま
た、浦和区の歴史を紹介する案内板の設置を行います。

　区民及び障害者との協働により魅力あるまちづくりを
推進するため、区内3駅周辺で花の植栽活動を行います。
また、区の花ニチニチソウの普及活動として区内の公共
施設へ苗の配付を行います。

区民会議運営及び市民活動ネットワーク事業 浦和区絵画作品展その他
　世代や文化、地域を超えた多様なコミュニティづくり
を推進するため、浦和区市民活動ネットワーク連絡会の
活動及び広報の支援を行います。その他、区民会議の運
営等を行います。

　区内公民館で活動する絵画グループ及び区内に学区が
ある小・中学校に在学する児童・生徒へ作品発表の場を
提供し、芸術・文化活動の支援を図るとともに、文教の
まちづくりを推進します。

浦和区民まつり サッカーのまちづくり推進事業
　魅力あるまちづくりの推進と多世代交流の活性化を目
指すため、多くの市民が参加できる区民による、区民の
ためのまつりを実行委員会形式で開催します。

　地域資源を活用し魅力あるまちづくりを推進するた
め、浦和駒場スタジアムを会場に「女子サッカー教室」
を開催します。また、区小学校サッカー大会優勝校へ
「サッカーのまち浦和区賞」を贈呈します。

浦和区文化の小径づくり推進事業 花とみどりの豊かなまちづくり推進事業

局/部/課 浦和区役所/健康福祉部/保健センター

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 浦和区まちづくり推進事業（保健センター） 予算額 690

前年度予算額 690

増減 0 

690

＜事業の目的・内容＞

　浦和区民が心と体の健康に関する情報を得ると同時に、健康維持・増進の意識
を高める機会となるよう、体験型の健康まつりを実施します。

浦和区健康まつり [参考]
　浦和区健康まつりを開催し、市民活動団体や企業等の
参加団体ブースにおいて、区民が健康に関する測定や体
験を行います。

浦和区健康まつり
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【南区ふるさとふれあいフェア】 【南区内一斉あいさつ運動】

南区　平成３０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、若い世代を
中心に、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、若く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、道路や道路照明灯の修
繕等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。

39歳

40歳

41歳

42歳

43歳

44歳

160千人

165千人

170千人

175千人

180千人

185千人

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

南区人口の推移【各年1月1日現在】

人口（単位：千人） さいたま市平均年齢 南区平均年齢
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【防災展】 【防犯パトロール】

【交通安全啓発】

南区の刑法犯認知件数の推移

【道路緊急修繕】

道路緊急修繕件数

（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、道路や道路照明灯の緊急修
繕等を確実に実施する必要があります。

（２）安全・安心なまちづくり

自主防災・防犯組織数が多く、防災・防犯意識の高い南区では、安全
・安心なまちづくりを推進するため、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）南支部等を支援するほ
か、様々な取組みを行うことで、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。

1,901件

1,544件

1,463件
1,335件

1,347件
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000

24年 25年 26年 27年 28年

291件
312件

345件

260
280
300
320
340
360

26年 27年 28年
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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 30年度 29年度 説明

1 新規 南区長賞贈呈事業 108 0 子どもたちの南区への愛着を深めていく機会

〔コミュニティ課〕 (108) (0) とするため、スポーツ・文化活動などにおい

て著しい成果を上げた児童・生徒、小学校ス

ポーツ大会優勝クラスに南区長賞を贈呈

2 南区ウォーキング・ 1,506 1,718 区民の健康維持・増進を図るため、区が設定

ジョギング普及事業 (1,506) (1,718) したウォーキング・ジョギングコースで

〔コミュニティ課〕 ウォーキング教室を開催、また、区の魅力を

広く内外に発信するため、「南区駅からハイ

キング」を開催

3 南区ふるさとふれあい 8,250 8,250 地域への愛着を深め、また、住民相互の交流

フェア (8,250) (8,250) を図るため、「南区ふるさとふれあいフェ

〔コミュニティ課〕 ア」を開催

4 区の花を生かしたまち 1,850 1,995 区の花「ヒマワリ」の周知を図るため、区内

づくり事業 (1,850) (1,995) 小・中学校、保育園等でのヒマワリの栽培、

〔コミュニティ課〕 また、ヒマワリをモチーフとした絵画パネル

をヒマワリ通りに面する浦和大里小学校フェ

ンスに設置

5 プランターで始める 149 140 暮らしに潤いをもたらす身近な緑を増やすた

ガーデニング教室 (149) (140) め、気軽に緑や花に親しめるプランターを

〔コミュニティ課〕 使ったガーデニング教室を開催

6 拡大 南区内一斉あいさつ運 394 301 地域コミュニティの醸成を図るため、区内

動 (394) (301) 小・中学校において、学校と地域が連携した

〔コミュニティ課〕 同日一斉のあいさつ運動を実施

7 南区まちづくり功労者 500 689 長く地域の発展を支えてこられた方々の功績

顕彰事業 (500) (689) を讃えるため、顕彰式典を開催

〔コミュニティ課〕

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次期実施計画事業
　　　　　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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（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 30年度 29年度 説明

8 交通安全啓発事業 4,588 5,135 交通事故防止を図るため、交通安全啓発活動

〔くらし応援室〕 (4,588) (5,135) 等を実施

9 南区地域防犯推進事業 1,072 1,107 地域での防犯活動を推進し、防犯意識の向上

〔総務課〕 (1,072) (1,107) を図るため、南区防犯パトロール協議会の活

動を支援、講演会などを開催

10 拡大 南区地域防災力向上事 1,010 973 大規模災害に備え、地域防災力の向上を図る

業 (1,010) (973) ため、南区自主防災組織連絡協議会と連携し

〔総務課〕 て、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 30年度 29年度 説明

11 土木緊急修繕等事業 134,756 132,755 快適な生活環境を整えるため、道路、下水

〔くらし応援室〕 (134,756) (132,755) 道、水路等に関する緊急修繕を実施

12 交通安全施設維持管理 43,604 43,955 快適な生活環境を整えるため、道路照明灯、

事業 (43,604) (43,955) 道路反射鏡、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次期実施計画事業
　　　　　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
交通安全啓発事業の見
直し

すべての小学校、中学校、高等学校に交通安全啓発横断幕の
設置が完了したため、交通安全啓発横断幕作成等業務を廃止
する。

△ 81

コミュニティ課
南区ウォーキング・ジョギン
グ普及事業の見直し

ジョギング教室を廃止し、区民ニーズの高いウォーキング教室に統
合する。

△ 60

コミュニティ課
区民会議及び市民活動
ネットワーク活動支援業務
の見直し

区民会議の運営内容を見直すことにより、予算額を縮小する。 △ 540
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞

１ 10,760 [参考]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 19款

-

＜主な事業＞

１ 6,989 [参考]

２ 2,160 

9,893 

増減 △ 744 

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。

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。

388 

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 8,761 

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

　複合公益施設サウスピア内にある南区役所の適切な維持管理等を行います。

前年度予算額

事務事業名 南区役所管理事業（総務課） 予算額 9,149 

【南区役所情報公開コーナー】

区役所総合案内事業

前年度予算額 11,967 

増減 △ 1,207 

　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。

＜事業の目的・内容＞

　来庁者の用件・問合せに対し、的確・迅速・丁寧な案内を行います。

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/1目 区政総務費 一般財源

事務事業名 南区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 10,760 

10,760 

【南区役所（サウスピア4階～7階）】【南区役所（サウスピア4階～7階）】【南区役所（サウスピア4階～7階）】【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. 101 -

＜主な事業＞

１ 134,756 ４ 4,588 

２ 43,604 ５ 720 

３ 878 ６ 970 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 -

＜主な事業＞

１ 255 [参考]

２ 1,072 

３ 1,010 

　南区防犯パトロール協議会の活動支援や講演会などを
行い、地域で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

　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。

区長マニフェストの策定

　区の将来像の実現に向けて、区政運営に当たっての取
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。

南区地域防犯推進事業

前年度予算額 2,326 

増減 11 

＜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、長く住み続けたいと思える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 2,337 

2,337 

　道路照明灯・道路反射鏡・路面表示等の修繕を行うこ
とにより、区民の交通事故防止を図ります。

　南浦和駅西口、武蔵浦和駅東口及び西口の公衆便所の
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対して、関係部署と
連携し、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

　快適な生活環境を整えるため、道路、下水道、水路等
に関する緊急修繕を行います。

　交通事故防止を図るため、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

前年度予算額 184,705 

増減 811 

185,516 

＜事業の目的・内容＞

　身近な生活環境を保持するため、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 185,516 

【防災講演会（南区自主防災組織連絡協議会と共催）】

-463-



（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 -

＜主な事業＞

１ 8,250 ４ 1,850 

２ 1,506 ５ 502 

３ 3,032 ６ 4,624 

前年度予算額 20,586 

増減 △ 822 

19,764 

＜事業の目的・内容＞

　区民会議をはじめとする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。

　区民の健康維持・増進を図るため、区が設定したコー
スで、ウォーキング教室を開催します。また、ＪＲ東日
本との共催による「南区駅からハイキング」を開催し、
区内外に広く南区の魅力を発信します。

　区への愛着を深めてもらうため、スポーツ・文化活動
において成果を上げた児童・生徒等に、南区長賞を贈呈
します。また、地域コミュニティ醸成のため、区内小・
中学校において同日一斉のあいさつ運動を実施します。

区民会議の運営及び市民活動の支援 南区まちづくり功労者顕彰事業その他

  地域の特性を生かした区政を実現するため、区民会議
を運営するとともに、市民活動ネットワーク登録団体等
の活動を支援します。

　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。また、市民活動団体等への事業
補助、団体と協働した「花と緑のまちづくり推進事
業」、区をＰＲする「南区情報発信事業」を行います。

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、区内の関係団体等で構成する実行委員会との共催に
より、第16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」の周知を図るため、区民等へ花
苗・種を配布するとともに、ヒマワリ通りのフェンス
に、子どもたちによるヒマワリをモチーフとした絵画パ
ネルを設置します。

南区ウォーキング・ジョギング普及事業 南区長賞贈呈事業／南区内一斉あいさつ運動

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

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 19,764 
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緑区　平成３０年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

（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「緑区区民まつり」や

「日光御成道 美園 大門宿まつり」等のイベントを通して、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

きます。

緑区には、見沼田圃に代表される豊かな自然環境や、見沼通船堀など歴史文化を

伝える多くの財産があります。また、本市の副都心として位置づけられている浦和

美園地区の人口増加も顕著で、緑区は約12万3千人の人口を有します。そのような

中、区民満足度をより一層高めていくために、緑区の特性を踏まえ、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。

「平成29年度さいたま市民意識調査」より

（２）安全・安心なまちづくり

いつ起きるかわからない大規模災害や多様化する犯罪に対し、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、高齢者や子どもを

狙った犯罪を未然に防ぐため、新たに講座を実施することで、よりきめ細やか

な防犯対策に取り組みます。

発展の方向性（今後どのようになればよいか。）

緑区地域安全講演会緑区地域防犯講習会

緑区区民まつり 日光御成道 美園 大門宿まつり

緑区で重点的に取り組んでほしい分野

「平成28年度緑区区長マニフェストアンケート」より

14%

34%

7%

39%

6%

自然・環境

健康・福祉

歴史・文化・伝統

安全・生活環境

地域交流
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（３）自然と共生するまちづくり
さいたま市の貴重な緑地空間である

見沼田圃で行う清掃活動「見沼田んぼ
キレイきれい大作戦」等を通じ、その
歴史的価値と美しい景観を共有し未来
へ引き継ぐことで、緑区の将来像であ
る「ホタル舞い・風かおる緑の街」の
実現に向け取り組んでいきます。

（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街路灯、路面表示の修繕等を迅速に行い、良

好な生活環境の維持・保全に取り組んでいきます。

（５）にぎわいのあるまちづくり
花や緑で彩られた個人の庭を公開する「緑区オープンガーデン」や、東浦和

駅前を華やかにライトアップする「東浦和駅前クリスマスツリー点灯」により、
活力あるまちづくりを区民と協働で推進していきます。

見沼田んぼキレイきれい大作戦

土木緊急修繕街路灯修繕

緑区オープンガーデン 東浦和駅前クリスマスツリー点灯
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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 30年度 29年度 説明

1 緑区区民まつり 6,450 6,450 ふれあいのある地域社会の形成を図る事業

〔コミュニティ課〕 (6,450) (6,450)

2 日光御成道　美園　大 4,200 4,200 日光御成道や大門宿などの地域資産を活用し

門宿まつり (4,200) (4,200) 「美園地区」のコミュニティの醸成と新旧住

〔コミュニティ課〕 民の交流促進を図る事業

3 緑区かかしランド 750 750 子どもたちによるかかしの制作や展示を通

〔コミュニティ課〕 (750) (750) じ、緑区の自然・歴史・文化への関心と愛着

の醸成を図る事業

4 緑太郎ロード活用事業 590 512 緑太郎ロードを活用したウォーキングコース

〔コミュニティ課〕 (590) (512) マップの作成配布及び「ウォーキング講習

会」の開催

5 新規 緑区あいさつ運動啓発 131 0 心かよい合う緑区づくりの実現のため、「あ

事業 (131) (0) いさつ運動」を実施

〔コミュニティ課〕

（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 30年度 29年度 説明

6 拡大 防犯啓発事業 1,158 1,046 地域の防犯対策の強化を図るため、引き続き

〔総務課〕 (1,158) (1,046) 講演会、防犯安全マップ作製等に加え、新た

に親子防犯教室、シニア向け防犯対策講座を

開催

7 防災啓発事業 80 80 地域の防災対策の強化を図るため、講演会を

〔総務課〕 (80) (80) 開催

自然環境と調和した生活を実現するために、引き続き区の特性を生かした事業を区民
と行政が協働により、推進していきます。
また、道路・交通安全施設等の維持保全など生活環境の向上を図るとともに、防災・

防犯事業を実施し、安全・安心なまちづくりに取り組みます。

〔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次期実施計画事業
　　　　　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）区の地域資源を生かし、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 30年度 29年度 説明

8 緑区花と緑のまちづく 149 149 区民との協働による花の植栽を実施

り推進事業 (149) (149)

〔コミュニティ課〕

9 見沼田んぼキレイきれ 250 250 区民との協働による見沼田んぼクリーン活動

い大作戦 (250) (250) を実施

〔コミュニティ課〕

（４）交通安全施設や土木修繕など、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 30年度 29年度 説明

10 土木緊急修繕等事業 126,371 126,370 道路の緊急的な修繕などを実施

〔くらし応援室〕 (126,371) (126,370)

11 交通安全施設維持管理 34,140 34,335 街路灯、道路反射鏡、路面表示の修繕を実施

事業 (34,140) (34,335)

〔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 30年度 29年度 説明

12 緑区オープンガーデン 230 230 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〕 (230) (230) 進する事業を実施

13 東浦和駅前クリスマス 700 700 緑区の玄関口の一つである東浦和駅前をライ

ツリー点灯 (700) (700) トアップし、華やかさとにぎわいを創出

〔コミュニティ課〕

〔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次期実施計画事業
　　　　　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
交通安全施設維持管理
事業の縮小

公衆街路灯標識の在庫があるため、予算額を削減する。 △ 194

くらし応援室
衛生害虫駆除事業の縮
小

過去の実績等により、衛生害虫駆除件数を見直したことにより、
予算額を削減する。

△ 372

総務課
地域防犯講習会報償費
の縮小

参加者アンケートを参考に、地域防犯講習会の実施方法の見直
しを図り、講習内容をより効率的に実施することで回数を減らし、
講師謝礼に係る報償費を削減する。

△ 50

総務課
地域安全講演会印刷製
本費の縮小

地域安全講演会パンフレット印刷の外注をやめ、職員が作成する
ことにより、印刷製本費を削減する。

△ 68

コミュニティ課
歴史交流都市推進事業
の廃止

区内の歴史的文化遺産と縁のある都市・地域との親善交流を実
施することで、当初の目的を達成したため、事業を廃止する。

△ 300

コミュニティ課 緑区お宝散策事業の廃止
ウォーキングに気軽に取り組んでもらうためのきっかけづくりとして実
施した事業であり、当初の目的を達成したため、事業を廃止す
る。

△ 500
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞

１ 6,312

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 16款

19款

23款

-

＜主な事業＞

１ 66,052 [参考]

２ 562

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 510 

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 2,149 

　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 920 

一般財源 63,035 

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

事務事業名 緑区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 6,312 

前年度予算額 5,880 

増減 432 

6,312

＜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。

【緑区役所総合案内】

緑区役所総合案内 [参考]
　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。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、行
政資料等の無償、有償の頒布を行います。

事務事業名 緑区役所管理事業（総務課） 予算額 66,614 

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修繕等を行います。

区役所の事務経費

前年度予算額 65,500 

増減 1,114 

　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。

【緑区役所】
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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＞

１ 126,371 ４ 1,154

２ 34,140 ５ 405

３ 2,006

【ＬＥＤ公衆街路灯】 【土木緊急修繕】

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 -

＜主な事業＞

１ 358 [参考]

２ 1,158 

３ 80 

事務事業名 緑区まちづくり推進事業（くらし応援室）
局/部/課

予算額 164,076 

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
　事故防止を図るため、街路灯、道路反射鏡、路面表示
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。

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 1,596 

前年度予算額 1,484 

増減 112 

1,596 

＜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。

　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
　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。

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。

防犯啓発事業

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

＜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とともに、生活に身近な道路の
緊急修繕や交通安全施設整備（街路灯、路面表示等）などを行います。

増減 △ 432 

前年度予算額 164,508 

一般財源 164,076

【緑区地域安全講演会】
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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 6,450 ４ 4,200

２ 590 ５ 149

３ 3,392 ６ 5,172

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

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 19,953

前年度予算額 20,576

増減 △ 623 

19,953

＜事業の目的・内容＞

　区民会議や市民活動ネットワーク等との連携を図り、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。

　緑区内の見どころを巡るウォーキングを気軽に楽しめ
る「緑太郎ロード」のウォーキングコースマップを作
成・配布するとともに、「ウォーキング講習会」を開催
します。

　区民との協働による区役所敷地内の花壇の植え替え等
を実施します。

区民会議の運営及び市民活動の支援 緑区かかしランド・東浦和駅前クリスマスツリー点灯　その他

　参加と協働による区政運営を図るため、区民会議の開
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。

　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「緑区かかしランド」や「東浦和駅前クリスマスツ
リー点灯」などの事業を行う団体に対して補助等を実施
します。

緑区区民まつり
　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「緑区区民
まつり」を開催します。

　人口が急増している「美園地区」のコミュニティの醸
成と新旧住民の交流を図ることを目的に、地域資産であ
る日光御成道や大門宿などをテーマとした「日光御成道
美園　大門宿まつり」を開催します。

緑太郎ロード活用事業 緑区花と緑のまちづくり推進事業　

日光御成道　美園　大門宿まつり
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岩槻区　平成３０年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

岩槻区は、10区中最大の面積を有し、豊かな緑と水辺、長い歴史を持つ神社

仏閣、城下町や人形のまちとしての地域文化など、多彩な魅力があります。

こうした魅力を守り、生かしながら、住んでいる人、訪れる人が岩槻の良さ

を共感できるまちづくりを推進していくことが求められています。そのため、

区民とともに、魅力を発信し、交流人口の増加を図りながら、更なるにぎわい

の創出に努めていくことが必要です。

また、高齢化率の上昇等を背景として、健康・福祉や安全・生活環境に関す

る取組など、区民ニーズを踏まえた事業を展開し、区民満足度の向上を図る必

要があります。

重点的に取り組んでほしい分野について

※平成28年度区長マニフェスト評価書アンケート結果

岩槻区の高齢化率
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（１）区民主役のまちづくり

魅力と活力ある地域づくりを進める

ため、地域課題や区民ニーズを的確に

捉え、住民同士のふれあいや交流によ

る地域コミュニティの活性化を図る必

要があります。

また、市民活動団体間及び各団体と

行政との連携による市民活動の活性化

に取り組むなど、区民主役のまちづく

りを促進する必要があります。

（２）魅力とにぎわいを創出するまちづくり

岩槻駅舎の橋上化・東西自由通路の整

備が完了し、観光案内所も設置されたほ

か、（仮称）岩槻人形博物館等の建設が

着工されるなど施設整備が進んでいます。

これを好機として、多彩な地域資源を

生かした各種事業を展開し、多くの方々

に岩槻の魅力を発信していくことで、来

訪者や交流人口の増加を図り、更なるに

ぎわいの創出に取り組む必要があります。

（３）安全・安心で暮らしやすいまちづくり

高齢者や障害者が地域で安心して元気

に暮らすことができるよう、取組の充実

が求められています。

また、道路延長が10区中最も長く、道

路等の緊急修繕や交通安全施設の要望件

数が非常に多くなっています。

これらへの対応が急務となっているほ

か、自然災害への備えの強化、振り込め

詐欺をはじめとする犯罪被害の抑止、交

通事故の防止など、安全・安心で暮らし

やすいまちづくりに取り組む必要があり

ます。

岩槻やまぶきまつり

城下町岩槻鷹狩り行列

親子向け防犯教室
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）区民主役のまちづくりを促進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 30年度 29年度 説明

1 区民まつり事業 8,900 8,900 区民との協働により、地域の特性を生かした

〔コミュニティ課〕 (8,900) (8,900) 区民まつりを開催

2 区民会議の運営及び市 4,353 4,364 区民との協働による魅力あるまちづくりを進

民活動の支援 (4,353) (4,364) めるため、区民会議の開催とともに、市民活

〔コミュニティ課〕 動ネットワーク登録団体が行う各種事業を支

援

（２）魅力とにぎわいを創出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 30年度 29年度 説明

3 城下町岩槻鷹狩り行例 10,000 10,000 にぎわい創出及び交流人口の増加を図るた

事業 (10,000) (10,000) め、徳川家康公が鷹狩りの際、岩槻を訪れた

〔観光経済室〕 史実に基づき行列を再現するイベントを開催

4 城下町岩槻歴史散策事 1,808 1,788 岩槻の観光資源を活用し、にぎわいの創出を

業 (1,808) (1,788) 目的として、区内の史跡・名所等を巡る散策

〔観光経済室〕 事業を実施

5 新規 岩槻観光情報誌作成事 2,376 0 岩槻の観光スポットやグルメ情報を掲載した

業 (2,376) 0 観光情報誌を作成

〔観光経済室〕

6 人形のまち岩槻　まち 1,000 1,000 岩槻の観光資源を活用し、多くの観光客の誘

かど雛めぐり支援事業 (1,000) (1,000) 致を図ることを目的とした「人形のまち岩槻

〔コミュニティ課〕 まちかど雛めぐり」の開催を支援

7 健康ウォーキング推進 635 694 市民の健康増進を図るほか、区の魅力をＰＲ

事業 (635) (694) するため、ウォーキング講習会及びウォーキ

〔コミュニティ課〕 ングイベントを開催

岩槻区の将来像「自然と歴史、文化を守り育て、楽しむまち」の実現に向けて、区民主
役のまちづくりの一層の促進、岩槻の歴史・文化など多彩な地域資源の発信・活用、区民
ニーズの高い暮らしの安全・安心の確保に積極的に取り組み、区の魅力やにぎわいの更な
る創出、多世代交流をはじめ様々な交流の促進を図るなど、住む人・訪れる人が岩槻の良
さを共感できるまちづくりを推進します。

〔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次期実施計画事業
　　　　　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）安全・安心で暮らしやすい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 30年度 29年度 説明

8 土木緊急修繕等事業 195,110 195,110 道路、その他土木施設の緊急的な修繕を実施

〔くらし応援室〕 (195,110) (195,110)

9 交通安全施設維持管理 38,909 42,596 道路照明灯、道路反射鏡、路面表示等の修繕

事業 (38,909) (42,596) を実施

〔くらし応援室〕

10 拡大 防犯啓発事業 1,690 1,120 親子向け防犯教室や高齢者向けの啓発を強化

〔総務課〕 (1,690) (1,120) するほか、防犯の集い等を防犯連絡協議会と

の協働により実施

11 子ども防災教室事業 45 45 小学生を対象とした防災教室を実施

〔総務課〕 (45) (45)

12 岩槻区顔の見えるネッ 180 172 障害のある方の支援に携わっている事業所、

トワーク事業 (180) (172) 法人等の関係機関のネットワークを強化する

〔支援課〕 とともに、関係機関職員のスキルアップを図

るため、会議を開催

13 岩槻区高齢者健康づく 256 377 笑いを取り入れた健康体操を地域で広めてい

り事業 (256) (377) るサポーターを対象に、フォローアップ講座

〔高齢介護課〕 を開催

〔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次期実施計画事業
　　　　　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

総務課
庁舎備品の維持管理方
法の見直し

ベビーベッド等の維持管理方法の見直しにより、手数料を削減す
る。

△ 39

総務課
区役所展示写真の印刷
方法の見直し

写真の印刷方法の見直しにより、印刷製本費を削減する。 △ 30

高齢介護課
岩槻区高齢者健康づくり
事業の見直し

研修資料の見直しにより、消耗品費を削減する。 △ 125
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞

１ 9,126 [参考]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 16款

23款

-

＜主な事業＞

１ 196,526 [参考]

２ 796 
　職員の旅費や一般事務消耗品等の区役所運営に係る事
務経費を支出します。

区役所庁舎等維持管理事業
  区役所庁舎（ワッツ東館3階・4階）や別館施設等の維
持管理（保守・修繕等）を行うとともに、区役所庁舎の
賃借料及び共益費その他必要な経費を支出します。

区役所の事務経費

前年度予算額 207,258 

増減 △ 9,936 

　来庁者や職員の安全を確保するとともに、施設の効果的な活用を図り、区民生
活に密着したサービスを提供するため、区行政の拠点である区役所庁舎や別館等
の維持管理を行います。
　また、区行政の円滑な運営を図るために必要な事務経費を支出します。

一般財源 195,279 

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 1,129 

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 914 

事務事業名 岩槻区役所管理事業（総務課） 予算額 197,322

局/部/課 岩槻区役所/区民生活部/総務課

　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。

区役所総合案内事業
　来庁者の様々な用件に対し、担当窓口への案内等を行
います。また、隣接する情報公開コーナーにおいて、行
政資料等の整理、閲覧、貸出し及び頒布を行うととも
に、出生・新築・婚姻に伴う記念樹の交付を行います。

前年度予算額 12,420

増減 △ 3,294 

局/部/課 岩槻区役所/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 9,126 

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 岩槻区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 9,126

岩槻区役所正面玄関

岩槻区役所総合案内
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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＞

１ 195,110 ４ 1,539

２ 38,909 ５ 400

３ 1,117

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 -

＜主な事業＞

１ 340 ４ 67

２ 1,690 

３ 45 

　防犯連絡協議会との協働により、親子向け防犯教室や
防犯の集い等の啓発事業を行います。

子ども防災教室事業
　子どもの防災に関する知識の向上を図るため、区内の
小学生を対象に防災教室を実施します。

区長マニフェスト策定事業 区民に親しまれる明るい区役所づくり
　区の運営方針や具体的な取組等を示す平成30年度区長
マニフェスト及び平成29年度区長マニフェスト評価書を
作成します。

　区役所庁舎内に設置したチャイルドコーナーの維持管
理及び3階のロビー等で写真や作品の展示を行います。

防犯啓発事業

前年度予算額 1,626 

増減 516 

　区の特性を生かしたまちづくりを積極的かつ効果的に推進するため、区の運営
方針等を示す区長マニフェスト及び評価書を作成します。
　また、安全・安心で、明るく住みよい地域社会を実現するため、防犯・防災の
啓発に取り組むとともに、区民に親しまれる明るい区役所づくりを進めます。

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 2,142 

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 岩槻区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 2,142

局/部/課 岩槻区役所/区民生活部/総務課

　区民が安全・安心で暮らしやすい生活環境を維持する
ため、道路照明灯、道路反射鏡、路面表示等の修繕を行
います。

　岩槻駅及び東岩槻駅に設置してある公衆便所の破損、
故障等の緊急修繕を行います。

衛生害虫駆除事業
　区民からの依頼を受けて、危害を及ぼすおそれのある
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
　区民が安全・安心で暮らしやすい生活環境を維持する
ため、道路、その他土木施設の緊急的な修繕を行いま
す。

　交通事故防止の徹底を図るため、警察署や関係団体等
と連携し、交通安全啓発活動を行います。また、その他
各種事業の物品等の購入を行います。

交通安全施設維持管理事業 公衆便所維持管理事業

前年度予算額 240,770

増減 △ 3,695 

　区民のニーズに迅速に対応するため、道路、その他土木施設の緊急修繕、交通
安全施設修繕、衛生害虫駆除及び交通安全啓発活動を行い、身近な生活環境を維
持して安全・安心で暮らしやすいまちづくりを進めます。

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 237,075 

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 岩槻区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 237,075

局/部/課 岩槻区役所/くらし応援室
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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 10,000 ４ 114

２ 2,376 

３ 1,808 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 -

＜主な事業＞

１ 8,900 ４ 1,000 

２ 635 ５ 597 

３ 4,353 ６ 1,547 

岩槻観光情報誌作成事業
　歴史、伝統、自然、食などの岩槻区の魅力を発信し、
観光客の誘致及び区内の回遊性の向上を図るため、区内
の観光スポットやグルメ情報を掲載した観光情報誌を作
成します。

城下町岩槻歴史散策事業
　観光・産業の振興及び地域交流の拡大を図るため、岩
槻の観光資源を活用し、史跡や名所等を巡る城下町岩槻
歴史散策等を実施します。

　生活習慣病や介護予防など、市民の健康増進を図るほ
か、区の魅力をＰＲするため、ウォーキングコースの周
知及びウォーキングの講習会・イベントを行います。

　子どもたちの健全育成のため、大宮アルディージャと
連携し、区内の小学生を対象とした少年少女サッカー教
室を開催します。

区民会議の運営及び市民活動の支援 花と緑のまちづくり推進事業その他
　区の魅力あるまちづくりを推進するため、区民会議の
開催・運営を行います。また、市民活動ネットワーク登
録団体が行う各種事業を支援し、区民参加と協働を推進
します。

　駅前等で区民、ボランティア団体、事業者等と協働し
て花と緑のまちづくり推進に取り組むほか、ロビーコン
サート等を行います。

区民まつり事業 人形のまち岩槻　まちかど雛めぐり支援事業

　新たな郷土づくり及び郷土意識の醸成並びに地域住民
の連帯をより一層高めるため、区民との協働により、地
域の特性を生かした岩槻やまぶきまつりを開催します。

前年度予算額 13,947 

増減 351 

城下町岩槻鷹狩り行列事業
　城下町岩槻としての魅力を発信し、にぎわいの創出及
び交流人口の増加を図るため、江戸時代に徳川家康公が
鷹狩りで岩槻を訪れた史実に基づき、鷹狩り行列を再現
するイベントを開催します。

　職員の旅費や一般事務消耗品等の観光経済室運営に係
る事務経費を支出します。

観光経済室の事務経費

　城下町岩槻の観光資源を活用し、多くの観光客の誘致
や、中心市街地の活性化を図ることを目的とした「人形
のまち岩槻　まちかど雛めぐり」の開催を支援します。

健康ウォーキング推進事業 少年少女サッカー教室の開催

前年度予算額 16,609 

増減 423 

　様々な事業を通して、区民との協働を進め、区の特性を生かしながら多世代が
交流できる住民参加のまちづくりを推進します。

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 17,032 

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 岩槻区まちづくり推進事業（コミュニティ課） 予算額 17,032 

局/部/課 岩槻区役所/区民生活部/コミュニティ課

事務事業名 岩槻区まちづくり推進事業（観光経済室） 予算額 14,298 

局/部/課 岩槻区役所/区民生活部/総務課観光経済室

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 14,298 

＜事業の目的・内容＞

　岩槻の歴史や文化を生かしながら、にぎわいの創出及び交流人口の増加を促進
し、住む人・訪れる人が岩槻の良さを共感できる事業を展開します。

城下町岩槻鷹狩り行列

城下町岩槻鷹狩り行列

［参考］
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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＞

１ 180 [参考]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 -

＜主な事業＞

１ 256 [参考]

　障害のある方の支援に携わっている事業所、法人等関
係機関のネットワークを強化するとともに、関係機関職
員のスキルアップを図るため、会議を開催します。

＜事業の目的・内容＞

　障害のある方やその家族が必要と思われる高品質なサービスの提供ができるよ
う、関係機関職員のスキルアップを図るため、情報交換や専門講師による講演を
開催し、障害のある方が安心して暮らせるまちづくりを推進します。

事務事業名 岩槻区まちづくり推進事業（支援課） 予算額 180

前年度予算額 172

増減 8 

岩槻区顔の見えるネットワーク事業

局/部/課 岩槻区役所/健康福祉部/支援課

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 180

事務事業名 岩槻区まちづくり推進事業（高齢介護課） 予算額 256

局/部/課 岩槻区役所/健康福祉部/高齢介護課

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 256

＜事業の目的・内容＞

　高齢者を支援する各種団体等と連携して笑いを取り入れた健康体操のサポー
ターを養成し、身近な地域で高齢者でも無理なく健康づくりができるような地域
環境の整備を推進します。

　笑いを取り入れた健康体操を地域で広めているサポー
ターを対象に、フォローアップ講座を開催します。

笑いを取り入れた健康体操

前年度予算額 377

増減 △ 121 

岩槻区高齢者健康づくり事業

岩槻区顔の見えるネットワーク会議
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消防局　平成３０年度　局運営方針（案）
１．主な現状と課題

平成28年12月に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災、平成29年2月に埼玉
県内で発生した物流倉庫火災、同年7月に九州北部を襲った記録的な豪雨等、
災害はこれまで以上に大規模化、複雑多様化しており、平成32年には２０２０
年東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催され、本市も競技会場を
抱える中で、テロ災害の発生が懸念されています。
また、首都直下地震や南海トラフ地震等の発生が危惧される中、本市を震源

とする地震の被害想定では、市内を最大震度6強の揺れが襲い、火災発生時に
は延焼により多くの家屋が焼失するとの予測結果が示されています。
さらに、超高齢社会を迎え、救急出場件数は年々増加の一途をたどり、住宅

火災発生時における、高齢者被害の増加が懸念されています。
このような状況の中、市民が安心・安全を求める意識と消防行政に求める期

待は一層高まっており、約129万人の市民の生命と財産を守るため、消防局と
消防団が協力し、消防体制の充実強化に取り組む必要があります。

【（仮称）見沼区片柳地区消防署完成イメージ図】

【消防署所の配置状況】

（１）消防力の計画的整備

本市の消防力は、「さいたま市消防力整備計画」に基づき、消防署所、消

防車両及び人員を計画的に整備しています。

消防署所の適正配置を踏まえ、見沼区片柳地区に消防署を新設整備するこ

とに併せ、消防車両の増強及び人員の増員を図り、また、老朽化の著しい岩

槻消防署及び中央消防署の移転整備事業を早急に進める必要があります。

さらに、近年の複雑多様化する各種災害に的確に対応するために、必要な

資機材整備を実施するとともに、職員一人ひとりの資質及び技術向上につな

がる効果的な人材育成を推進する必要があります。

【（仮称）見沼区片柳地区消防署整備スケジュール】

平成27年度

基本設計

平成26年度

用地取得

平成31年度

建設工事 建設工事 供用開始

事業年度

（予定）
平成28年度

実施設計

平成29年度 平成30年度

事業内容
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（２）消防団の充実強化
新潟県糸魚川市で発生した大規模火災では、延べ750人を超える多くの消

防団員が出動し、延焼防止等の活動にあたりました。また、九州北部豪雨を
はじめとする各地の災害では、地域に密着した消防団が、安否確認や避難誘
導に大きな役割を果たしました。
震災等の大規模災害時には、自助・共助・公助の連携が重要であり、地域

防災力を強化するために、消防分団の増強等、消防団の充実強化を図る必要
があります。
また、平成27年度国勢調査の結果では、本市は昼間人口が夜間人口より8

万人以上少なく、市内在住で市外に通勤（通学）する人が多いことから、課
題となっている消防団員の増員に向け、地域との連携を図りながら取り組ん
でいく必要があります。

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

定数 1,332 1,332 1,432 1,432 1,432

実員 1,225 1,230 1,237 1,238 1,232

充足率 92.0% 92.3% 86.4% 86.5% 86.0%

1,332 1,332 1,432 1,432 1,432

1,225 1,230

1,237 1,238 1,232

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

1,350

1,400

1,450

（
人
）

過去5年間における本市消防団員数の推移（各年4月1日現在）

定数

実員

（３）大規模災害時における消防協力体制の確立

今後、発生が危惧される震災等の大規模災害時には、火災、救助、救急要

請が同時多発的に発生することが予想され、消防局、消防署及び消防団が総

力を挙げて消防活動にあたります。

大規模災害時における消防体制の充実を図るため、知識、経験を有する元

消防職員の協力体制を確立する必要があります。

【震災訓練時の警防本部の様子】 【震災想定の救助訓練の様子】
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（４）効果的な救急需要対策及び応急手当の普及啓発

救急出場件数は年々増加の一途をたどり、平成28年中の救急出場件数は6

万4千件を超え、過去最高を記録していることから、真に救急車を必要とす

る市民への影響が危惧されており、効果的な救急需要対策を行う必要があり

ます。

また、救急要請の通報から救急車の到着まで、一定の時間を要することか

ら、救急現場に居合わせた市民が心肺蘇生やＡＥＤ等を使用した応急手当を

行えるよう、応急手当講習の受講者を増やしていく必要があります。

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

院外心肺停止傷病者数（人） 1,292 1,225 1,258 1,232 1,313

応急手当実施数（回） 553 509 582 581 552

実施率（％） 42.8% 41.6% 46.3% 47.2% 42.0%

42.8% 41.6%

46.3% 47.2%

42.0%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%
過去５年間における応急手当実施率の推移（年中）

実施率（％）

平成

19年
平成

20年
平成

21年
平成

22年
平成

23年
平成

24年
平成

25年
平成

26年
平成

27年
平成

28年

救急出場件数（件） 50,429 48,773 49,253 54,294 57,365 58,394 60,160 60,006 61,452 64,692

搬送人員（人） 44,995 42,990 43,182 47,701 50,251 50,790 51,978 52,715 53,635 57,110

高齢者搬送人員（人） 18,448 18,536 18,459 20,949 22,982 23,709 25,072 26,266 27,159 29,274

15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
55,000
60,000
65,000

救急出場件数（件）

搬送人員（人）

高齢者搬送人員（人）

過去１０年間における救急出場件数と搬送人員の推移（年中）
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（５）火災予防対策の推進

住宅火災における高齢者被害の更なる増加が懸念される中、住宅火災の発

生を予防するとともに、被害の軽減につながる対策を推進する必要がありま

す。その中でも住宅用火災警報器は、平成18年から住宅への設置義務化が始

まっており、更新時期を迎えるものが増加するため、設置された警報器の適

切な維持管理を推進する必要があります。

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

死者（人） 9 6 8 15 7

負傷者（人） 52 33 29 35 21

住宅火災件数 130 117 119 114 98

9 6 8
15

7

52

33 29
35

21

130
117 119 114 98

0

50

100

150

0

20

40

60

80

過去５年間における本市の住宅火災件数等の推移（年中）

死者（人）

負傷者（人）

住宅火災件数

（人） （件）

（13）
（5）
（6）

（8）
（11）

（7）
（12）

（4）
（6）

（5）

※死者は放火自殺者を除き、カッコ内はうち高齢者の人数。

また、過去に発生した火災事例を踏まえ、事業者等の関係者に対し防火管

理体制や消防用設備等が消防法令に適合するよう指導を行い、火災の発生防

止及び被害の軽減を図る必要があります。

さらに、平成29年度の火薬類取締法及び平成30年度の高圧ガス保安法の法

定移譲に伴う事務を適正に執行し、危険物等関連事業所への一体的な指導に

よる災害発生の防止を図るため、業務執行体制を整備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）複雑多様化する災害に的確に対応するため、消防署所、消防車両及び人員を計画的に整備

　　  します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 30年度 29年度 説明

1 拡大 消防力等整備事業 1,842,322 1,381,532 地域の災害活動拠点となる消防署所、消防車

総振 〔消防総務課、消防企 (465,539) (355,032) 両及び人員の計画に基づく整備

画課、消防職員課、消

防施設課、予防課、査

察指導課、警防課、救

急課、指令課〕

2 職員研修事業 51,383 51,596 職員の資質及び技術向上につながる人材育成

〔消防職員課〕 (51,383) (51,596) の実施

3 拡大 警防業務推進事業 57,898 34,049 消防部隊の教育訓練の実施及び資機材の整備

〔警防課〕 (57,898) (34,049)

4 車両整備事業 405,129 538,341 消防車両の更新整備

〔警防課〕 (41,329) (4,341)

（２）地域防災力の中核である消防団の充実強化を図ります。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 30年度 29年度 説明

5 総振 消防団充実強化事業 244,122 280,250 消防分団車庫及び装備品等の整備、自主防災

創生 〔消防団活躍推進室、 (160,422) (164,200) 組織等との連携強化並びに公務員、若年層及

消防施設課、警防課〕 び女性の更なる入団の促進

大規模化、複雑多様化する災害に的確に対応するため、消防力の計画的整備及び消防団
の充実強化を図ります。
また、大規模災害における消防体制の充実を図るため、元消防職員協力体制を確立しま

す。
さらに、市民の安心・安全を守るため、増加する救急需要への対策や、火災予防対策の

推進を図ります。

〔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次期実施計画事業
　　　　　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）大規模災害時の消防協力体制を確立します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 30年度 29年度 説明

6 拡大 元消防職員による消防 864 124 ボランティア保険の加入及び安全装備品等の

総振 協力体制整備 (864) (124) 整備

倍増 〔消防総務課〕

成長

創生

（４）救急車の適正利用を促進するとともに、応急手当講習の受講者を増やし、救命率の向上を

      目指します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 30年度 29年度 説明

7 総振 救急需要対策事業 1,502 14,106 「１１９救急ガイド」の転入世帯への配布及

創生 〔救急課〕 (1,502) (14,106) び詳しい症状別の「さいたま市救急受診ガイ

ド」（ｗｅｂ版）をパソコンやスマートフォ

ン等で利用できるシステムの運用

8 拡大 応急手当普及啓発事業 5,069 4,577 市民の応急手当講習の受講促進及び応急手当

総振 〔警防課、救急課〕 (5,069) (4,577) の市民指導者の養成

創生

（５）火災を予防し、火災による被害を軽減するため、火災予防対策の推進を図ります。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 30年度 29年度 説明

9 総振 火災予防対策推進事業 4,834 4,998 住宅防火訪問及び高齢者家庭防火訪問の実施

創生 〔予防課、査察指導 (3,269) (3,186) 並びに事業所等における消防法令基準への適

課〕 合性の確保

10 火薬類取締法・高圧ガ 1,911 2,336 事業所等における火薬類取締法・高圧ガス保

ス保安法に係る法定移 (539) (1,055) 安法の法令基準への適合性の確保及び従事す

譲事務事業 る職員の人材育成

〔消防企画課、査察指

導課、警防課〕

〔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次期実施計画事業
　　　　　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

消防団活躍推
進室

夏制服配備数の縮小
夏制服の使用頻度等を考慮し、当分の間、配備対象を一定の
階級以上に限定することにより、予算額を縮小する。

△ 2,568

消防企画課
再任用職員使用備品の
有効活用

再任用職員の執務に必要な備品について、部品交換により既存
備品の有効活用を図ることで、予算を削減する。

△ 656

消防職員課
インフルエンザ予防接種の
廃止

助成金制度を活用し自己負担額を減らすことができることから、職
員個人での接種を促すことで、予算を削減する。

△ 1,260

消防施設課
施設維持管理消耗品の
見直し

消防局庁舎中規模修繕工事に伴い、照明器具のＬＥＤ化を図
り、消防施設維持管理消耗品の蛍光灯購入を削減することで、
予算額を縮小する。

△ 185

予防課
火災調査用資器材修繕
の見直し

前年度の実績を踏まえ、火災調査用資器材修繕の予算額を縮
小する。

△65

予防課
市民アンケート調査方法の
見直し

市民アンケート調査の郵送による発送及び回収を、防火訪問と
併せて職員が行うことで、予算額を縮小する。

△ 341

予防課
少年消防団県外研修の
見直し

少年消防団県外研修の対象学年を見直すことで、借上げバスに
係る予算額を縮小する。

△357

査察指導課
郵便料金及び収去物検
査回数の見直し

過去の実績を踏まえ、通信運搬費及び手数料を縮小する。 △ 112

指令課
外国語電話通訳の仕様の
見直し

総務省消防庁が全国の消防本部を対象に、多言語音声翻訳ア
プリの提供を開始したことから、外国語電話通訳の契約内容を見
直すことで、予算額を縮小する。

△ 108
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 169 -

＜主な事業＞

１ 41 ４ 7,703

２ 864

３ 7,106

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 169 -

＜主な事業＞

１ 7,422 ４ 104,193

２ 216

３ 17,917

前年度予算額 14,979

増減 735 

　表彰事務、局共通の郵便料等の執行管理を始めとする
文書事務など、消防局の管理運営を行います。

消防力等整備事業 消防音楽隊に関する事務

　平成31年度開設予定の(仮称)見沼区片柳地区消防署落
成式の案内状を送付します。

　演奏活動を通じて消防行政全般について広報を行い、
市民の防火・防災意識の高揚を図ります。

元消防職員による消防協力体制整備

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6116(一部)、6118

　元消防職員を活用した協力体制を確立し、消防体制の
充実及び地域防災力の強化を図ります。

消防業務の推進

事務事業名 消防業務推進事業 予算額 15,714
局/部/課 消防局/総務部/消防総務課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 一般財源 15,714

＜事業の目的・内容＞

　消防局の表彰事務、文書事務等を、円滑かつ効率的に執行するための管理運営
及び消防音楽隊に関する事務を行います。
　元消防職員を活用した協力体制を確立し、消防体制の充実及び地域防災力の強
化を図ります。

局/部/課 消防局/総務部/消防企画課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 一般財源 129,748

事務事業名 消防局運営事業 予算額 129,748

前年度予算額 127,594

増減 2,154 

＜事業の目的・内容＞

　消防局及び消防署所の執務環境を維持するための複写機及び寝具の借上げ、消
防活動に必要となる防火服を含む消防活動用被服等の調達を行います。

火薬類取締法・高圧ガス保安法に係る法定移譲事務事業

　火薬類取締法・高圧ガス保安法に係る法定移譲事務を
行うために配置される職員に対し、必要な消防活動用被
服等の給貸与を行います。

執務環境の維持管理

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6116（一部）

消防力等整備事業 活動環境の維持管理

　(仮称)見沼区片柳地区消防署の新設に伴い配置される
職員が、消防活動を安全かつ円滑に遂行するために必要
な消防活動用被服等の給貸与を行います。

　消防活動を安全かつ円滑に遂行するための消防活動用
被服等の給貸与及び救急活動に必要な通信費用の管理を
行います。

　消防局及び消防署所の執務環境の維持に必要な複写機
及び寝具の借上げや、共通備品の払出し等を行います。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 169 - 一般財源

＜主な事業＞

１ 33,128

２ 7,504

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 169 -

＜主な事業＞

１ 641

２ 1,683

局/部/課 消防局/総務部/消防企画課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 40,632 

事務事業名 消防署運営事業 予算額 40,632

＜特記事項＞

　（仮称）見沼区片柳地区消防署の新設に伴い初度消耗品及び初度備品の調達を
行います。

前年度予算額 6,685

増減 33,947 

＜事業の目的・内容＞

　消防署所における、消防事務の執行、適正な執務環境の維持に必要な物品の調
達等を行います。

消防署所の執務環境の維持管理
　消防署所における執務環境を維持するため、必要な消
耗品・庁用備品の調達を行います。

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6116（一部）

消防力等整備事業

　(仮称)見沼区片柳地区消防署の新設に伴い、執務環境
を整備するために必要な消耗品及び備品等の調達を行い
ます。

局/部/課 消防局/総務部/消防企画課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 一般財源 2,324

事務事業名 消防企画管理事業 予算額 2,324

前年度予算額 2,106

増減 218 

＜事業の目的・内容＞

  消防行政を推進するため、市民に対して消防行政への理解と協力を得られるよ
う、消防局の組織や業務について広報します。
  また、消防法に定められている消防、救助、救急活動等に起因する損害賠償保
険に対する事務を行います。

損害賠償事務

　消防業務遂行に係る損害賠償保険に加入します。

消防業務の紹介

  消防行政への理解を高めるため、消防局の組織や業務
について紹介するためのパンフレット等を作成します。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 169 -

＜主な事業＞

１ 51,383

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 169 23款

-

＜主な事業＞

１ 40

２ 9,516

３ 3,697

事務事業名 職員管理厚生事業 予算額 13,253
局/部/課 消防局/総務部/消防職員課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 諸収入 30

職員研修事業

　自己能力、実務能力及び知識の向上のため、各種研修
を実施します。
　また、職場における安全運転を確保するため、安全運
転管理者を選任し、安全運転の徹底を図ります。

前年度予算額 51,596

増減 △ 213 

＜事業の目的・内容＞

　職員が、職務の遂行上必要な知識、技術等を修得し、更に市民ニーズに応えら
れる職員の育成を図ることを目的として消防職員研修を実施します。
　また、安全運転管理体制の推進等についての事業を実施します。

事務事業名 職員研修事業（消防職員課） 予算額 51,383
局/部/課 消防局/総務部/消防職員課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 一般財源 51,383

13,223

　職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を
促進することにより、市民が安心して暮らせる環境を整備することを目的に、局
内の衛生管理、職員の予防接種の推進等について事業を実施します。

＜事業の目的・内容＞ 一般財源

前年度予算額 13,045

増減 208 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6116（一部）

　消防力を低下させないため、伝染及び感染のおそれが
ある各種疾病に対し、予防接種を実施します。

消防力等整備事業

　（仮称）見沼区片柳地区消防署の新設に伴い、衛生管
理に必要な資機材を配備します。

衛生管理事務

　労働安全衛生法に基づき、消防局及び各消防署に産業
医を選任し、職員の健康管理及び職場環境の改善を図り
ます。

予防接種の実施その他

-491-



（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 169 -

＜主な事業＞

１ 1,214 ４ 675

２ 3,269 ５ 3,884

３ 3,568 ６ 12,950

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 169 16款

＜主な事業＞

１ 196 ４ 1,190

２ 1,565 ５ 1,482

３ 1,372
　火薬類施設及び高圧ガス施設に係る許可等の審査及び
完成検査等に従事する職員の人材育成を行います。

消防力等整備事業 消防同意・検査等事務

　（仮称）見沼区片柳地区消防署の新設整備に伴い、予
防規制事務に必要な資機材を配備します。

　建築確認申請等の消防同意等に必要な審査、消防用設
備等の検査及び設置に関する指導並びに届出の受付処理
を行います。

火災予防対策推進事業 危険物規制事務

　事業所等に対し、消防法令の現行基準及び法令改正基
準へ適合するよう指導を行います。

　危険物施設設置に係る許可等の審査及び完成検査並び
に危険物施設に係る届出の受付処理を行います。

火薬類取締法・高圧ガス保安法に係る法定移譲事務事業

前年度予算額 5,965

増減 △ 160 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6116（一部）、6120（一部）

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 使用料及び手数料 5,805

＜事業の目的・内容＞

　消防法及び関係法令に基づき、建築確認に伴う消防用設備等設置に係る消防同
意事務並びに危険物施設、火薬類施設及び高圧ガス施設に係る許可等の審査事務
並びに防火対象物等への立入検査及び違反処理を行い、火災予防の徹底を図りま
す。

　住宅防火対策をはじめとした、各種火災予防対策を推
進します。

　類似火災発生防止等を目的として、必要な資器材を整
備し、火災原因を究明します。

事務事業名 予防規制等推進事業 予算額 5,805
局/部/課 消防局/予防部/査察指導課

消防力等整備事業 火災予防普及啓発

　（仮称）見沼区片柳地区消防署の新設整備に伴い、予
防業務に必要な資機材を配備します。

　積極的な火災予防広報を実施し、市民の火災予防に対
する意識の高揚を図ります。

火災予防対策推進事業 防災センター防災展示ホールの運営
　防火訪問を実施し、住宅用火災警報器の設置促進及び
適切な維持管理を推進することにより、火災による被害
の軽減を図ります。

　災害等の疑似体験を通じ、市民の防火、防災意識を高
めるために防災学習施設の管理及び運営を行います。

火災予防の推進 火災調査業務

前年度予算額 24,837

増減 723 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6116（一部）、6120（一部）

＜事業の目的・内容＞

　住宅防火対策をはじめとした各種火災予防対策の推進及び火災原因究明のため
の調査技術の向上を図るとともに、市民や事業所の火災予防思想を普及啓発し、
火災発生防止や火災による被害の軽減を図ります。
　また、災害等の疑似体験を通じて市民の防火防災意識の向上を図るため、防災
学習施設の管理及び運営を行います。

事務事業名 火災予防推進事業 予算額 25,560
局/部/課 消防局/予防部/予防課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 一般財源 25,560
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 169 -

＜主な事業＞

１ 247 [参考]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 169 17款

＜主な事業＞

１ 500 [参考]広域消防応援に要する物品等の調達

　出動部隊が応援活動に必要な燃料、食糧及び消耗品を
確保します。

前年度予算額 500 

増減 0 

＜事業の目的・内容＞

　消防の広域応援体制として「緊急消防援助隊」が法制化され、本市では現在45
隊を登録し、常時出動要請に即応できる態勢を整備します。

事務事業名 災害対策事業 予算額 500 
局/部/課 消防局/警防部/警防課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 国庫支出金 500 

消防装備等運営事業

　全国消防長会技術委員会及び常任委員会を開催しま
す。

前年度予算額 389 

増減 △ 142 

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 一般財源 247 

＜事業の目的・内容＞

　全国消防長会では、消防制度及び技術の総合的研究を行うため、7つの事業推進
委員会が設置されています。
　本市は「技術委員会」委員長都市を担っており、消防機械器具・装備品・通信
機器の研究開発及び改善等に関する審議を通じ、全国消防の健全な発展に寄与し
ています。

事務事業名 消防装備運営事業 予算額 247 
局/部/課 消防局/警防部/警防課

第95回 全国消防長会技術委員会

(広島県福山市)

・第96回技術委員会 平成30年5月10日（神奈川県鎌倉市）

・平成30年度常任委員会 平成30年11月上旬（兵庫県西宮市）

平成29年3月栃木県那須町雪崩事故発生に伴う緊急消防援助隊

として出動した本市の活動状況 (栃木県那須町)
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 169 -

＜主な事業＞

１ 28,534 

２ 57,898 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 169 23款

-

＜主な事業＞

１ 2,230

２ 1,502

３ 42,222

消防力等整備事業 [参考]

　新設整備される（仮称）見沼区片柳地区消防署の消防
力を確保するため、消防活動用資機材を整備します。

警防業務推進事業

　隊員の育成、部隊活動能力の強化を図るため、各種研
修及び訓練を実施します。
　効果的な消防活動を行うため、消防活動用資機材の整
備及び点検を行います。

＜特記事項＞

　消火活動用資機材の整備が消防装備等維持管理事業から移管されました。 前年度予算額 34,049 

増減 52,383 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6116（一部）

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 一般財源 86,432 

＜事業の目的・内容＞

　大規模化、複雑多様化する災害に的確に対応するため、消防部隊に対する教育
訓練の実施及び消防活動用資機材の整備を行います。

事務事業名 警防業務推進事業 予算額 86,432 
局/部/課 消防局/警防部/警防課

事務事業名 救急業務推進事業 予算額 45,954
局/部/課 消防局/警防部/救急課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 諸収入 7,037

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 38,917

　市民の安心・安全を確保するために、救急活動に必要な資器材の充実を図りま
す。
　また、救急業務を安定的かつ持続的に提供していくために、救急需要対策を推
進します。

　増加する救急要請に対応するため、「119救急ガイド」
の配布など、緊急度判定体系の確立に向けて段階的に取
り組みます。

円滑な救急業務体制の推進

　安全・確実な救急活動を行うため、必要な資器材の充
実を図り、円滑な救急業務体制を推進します。

119救急ガイド
（ 表紙・内容 ）

＜特記事項＞

　「119救急ガイド」を平成29年度は全世帯に配布し、平成30年度については、転
入世帯への配布に切り替えます。

前年度予算額 52,134

増減 △ 6,180 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6116（一部）、6121（一部）

消防力等整備事業 [参考]

　（仮称）見沼区片柳地区消防署新設整備に伴い、救急
活動に必要な資器材等の整備を図ります。

救急需要対策事業

救助隊員研修

(大宮消防署訓練場)

緊急消防援助隊関東ブロック訓練

(群馬県)
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 169 -

＜主な事業＞

１ 2,173 ４ 3,746

２ 4,640

３ 16,177

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 169 24款

-

＜主な事業＞

１ 48,350 

２ 619,635 

３ 127,288 

＜特記事項＞

　消防システム推進事業の全ての事務が移管されました。 前年度予算額 742,758 

増減 52,515 

　災害時において、円滑な消防救急活動を実現するた
め、指令センターから操作する無線設備及び消防・救急
隊員が使用する無線機の適正な維持管理を行います。

消防力等整備事業

　新設整備される（仮称）見沼区片柳地区消防署及び消
防車両に無線装置を整備します。

通信体制の維持管理

　消防緊急情報システム等に係る通信の管理及び消防用
高所カメラシステムの運用管理を行い、万全な通信体制
を維持し、市民の安心・安全を確保します。

無線設備等の維持管理

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 773,773 

　消防緊急情報システム及び消防施設に係る通信の維持管理を行い、万全な通信
体制を維持します。
　また、電波法令に基づき無線設備等の適正な維持管理及び運用を実施します。

事務事業名 指令業務推進事業 予算額 795,273 
局/部/課 消防局/警防部/指令課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 市債 21,500 

事務事業名 救急高度化推進事業 予算額 26,736
局/部/課 消防局/警防部/救急課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 一般財源 26,736

＜事業の目的・内容＞

病院前救護体制の強化

前年度予算額 23,639

増減 3,097 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6116（一部）、6121（一部）

　市民等の救急要請に際して、高度な救急サービスを提供するため、病院前救護
体制の強化を図ります。
　また、市民に対する応急手当の正しい知識と技術の普及を推進します。

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6116（一部）

　救急医療機関との連携を図るとともに、救急隊員の知
識や技術の維持・向上のための教育や救急救命処置範囲
拡大に伴う救急救命士の育成を推進します。

消防力等整備事業 ＡＥＤ等の維持管理

　（仮称）見沼区片柳地区消防署新設整備に伴い、訓練
用資器材を整備し、配置された救急隊員の知識や技術の
維持・向上を図ります。

　消防庁舎及び消防自動車に配備しているＡＥＤ等の維
持管理を行い、救命効果の向上を図ります。

応急手当普及啓発事業

　市民や事業所などを対象とした応急手当講習及び応急
手当普及員の育成を推進するとともに、より市民が理解
しやすい応急手当指導に取り組み、応急手当実施率の向
上を図ります。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 169 23款

-

＜主な事業＞

１ 147,343 ４ 3,347

２ 88,116

３ 1,800

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 171 16款

19款

21款

23款

24款

-

＜主な事業＞

１ 1,000 ４ 50,810

２ 202,175 ５ 207,831

３ 127,758 ６ 50,675

局/部/課 消防局/総務部/消防団活躍推進室

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/2目 非常備消防費 諸収入

事務事業名 消防団運営事業 予算額 240,606

前年度予算額 239,267

増減 1,339 

31,235

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 209,371

　地域防災の中核的存在である、消防団の運営を適切に推進していくために報酬
等の支給や活動環境の維持、団員確保対策等の各種事業を行い、消防団の充実強
化を図ります。
　また、自警消防団の運営を支援するため助成金を交付します。

消防団組織運営の維持

　消防団の円滑な運営及び活動環境維持のために、運営
費の交付や公務災害補償に関する事務、退職報償金の支
給事務、消防団員研修等の管理事務を行います。

自警消防団への助成

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6119（一部）

消防団充実強化事業 消防出初式の開催

　消防団充実強化計画に基づき、消防団員の確保対策と
活動環境の整備を行います。

　消防団員の士気高揚を図り、消防行政に対する理解と
信頼を深めることを目的として、消防出初式を開催しま
す。

　市内に組織された自警消防団の運営に必要な助成金の
交付事務を行います。

事務事業名 消防施設等維持管理事業 予算額 640,249
局/部/課 消防局/総務部/消防施設課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/3目 消防施設費 使用料及び手数料 114

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 34,062

　消防庁舎及び消防団施設等を対象に、建築物の維持管理に関する法令等を遵守
し、安全で衛生的な環境を確保するため、適正な保守点検、修繕及び改修等を行
うことにより、突発的な事故を抑制し、職場環境の安全性の向上を図ります。

繰入金 48,988

諸収入 978

市債 146,900

一般財源 409,207

＜特記事項＞

　消防局庁舎中規模修繕工事が完了しました。 前年度予算額 997,472

増減 △ 357,223 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6116（一部）

消防力等整備事業 施設修繕

　岩槻消防署庁舎移転用地に係る維持管理を行います。 　災害対応及び防災の拠点施設となる消防庁舎の機能を
維持するために必要となる維持管理修繕を行います。

消防施設の維持管理 消防施設の予防保全

　施設の維持に必要な消耗品の調達、光熱水費等の管
理、敷地及び施設の維持管理を行います。

　消防庁舎の中規模修繕等に係る工事等を行います。

消防施設の保守管理・法定点検 土地区画整理に伴う清算事業

　建築物の維持管理に関する法令等を遵守し、安全で衛
生的な環境を確保するため、清掃、施設等の保守管理及
び法定点検を行います。

　さいたま市都市計画事業大宮西部特定土地区画整理事
業完了に伴い、西消防署敷地に係る清算金を支払いま
す。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 171 24款

-

＜主な事業＞

１ 1,190,734

２ 95,758

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 171 16款

17款

24款

-

＜主な事業＞

１ 40,571 [参考]

２ 3,710

３ 118,175

事務事業名 消防施設等整備事業 予算額 1,286,492
局/部/課 消防局/総務部/消防施設課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/3目 消防施設費 市債 949,200

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 337,292

　消防体制の充実強化及び消防署所を計画的に整備するため、消防署所の建設工
事及び設計等を行います。
　また、消防団の充実強化に係る事業を推進するため、消防分団車庫の建設工事
及び設計業務等を行います。

前年度予算額 1,505,532

増減 △ 219,040 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6116（一部）、6119（一部）

消防力等整備事業

　（仮称）見沼区片柳地区消防署の建設工事等を行いま
す。
　中央消防署庁舎の移転整備に係る設計業務及び移転先
用地既存建物の解体工事等を行います。

消防団充実強化事業

　（仮称）新片柳分団車庫及び慈恩寺第１分団車庫の建
設工事等を行います。

事務事業名 消防水利整備事業 予算額 162,456
局/部/課 消防局/総務部/消防施設課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/3目 消防施設費 使用料及び手数料 24

＜事業の目的・内容＞ 国庫支出金 13,526

　消防水利の基準（消防庁告示第7号）に基づき耐震性防火水そう及び消火栓の設
置を行うとともに、常時使用できるように維持管理を行います。

市債 54,600

一般財源 94,306

前年度予算額 142,998

増減 19,458 

　耐震性防火水そうの設置工事・撤去工事及び家屋等事
前調査を行います。また、平成31年度に整備予定の耐震
性防火水そう設計業務を行います。

消火栓の設置及び維持管理

　主に、上水道配水管の新設及び布設替えに併せて消火
栓の整備を行うとともに、既存の消火栓は常時使用でき
るよう適正に維持管理を行います。

防火水そうの維持管理

　市内に整備されている防火水そうの修繕及び防火水そ
う用地の維持管理を行います。

耐震性防火水そうの整備等

［参考］

（仮称）見沼区片柳地区消防署完成イメージ図

耐震性防火水そう設置状況
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 171 -

＜主な事業＞

１ 288 

２ 429 

３ 190,698 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 171 17款

24款

-

＜主な事業＞

１ 526,972 ４ 323

２ 405,129 ５ 363

３ 1,021 
　消防団に震災対策用資機材として救助資機材、救急資
器材及び投光器を配備します。

消防力等整備事業 火薬類取締法・高圧ガス保安法に係る法定移譲事務事業

　新設整備される（仮称）見沼区片柳地区消防署に消防
車両を整備します。

　火薬類取締法・高圧ガス保安法に係る法定移譲事務事
業に使用する車両を整備します。

車両整備事業 ドライブレコーダー設置事業

　消防車両の老朽化に伴い、車両整備基準に基づき更新
整備します。

　救急車にドライブレコーダーを設置します。

消防団充実強化事業

＜特記事項＞

　新設整備される（仮称）見沼区片柳地区消防署に消防車両を配備するため、整
備台数を増加します。

前年度予算額 541,962 

増減 391,846 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6116（一部）、6119（一部）

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/3目 消防施設費 国庫支出金 100,787 

＜事業の目的・内容＞ 市債 751,000 

　消防力の充実強化を図るため、消防車両を計画的に整備します。
　また、震災時における消防団活動を強化するため、震災対策用資機材を配備し
ます。

一般財源 82,021 

　消防車両及び消防活動用資機材の車検、点検及び修
理、はしご車のオーバーホール、リース契約車両等の維
持管理を行います。

事務事業名 消防装備等整備事業 予算額 933,808 
局/部/課 消防局/警防部/警防課

消防力等整備事業 [参考]

　新設整備される（仮称）見沼区片柳地区消防署の消防
力を確保するため、車両の配置換え及び車両整備用消耗
品の整備を行います。

応急手当普及啓発事業

　応急手当普及啓発事業に使用するリース車両の維持管
理を行います。

消防装備等維持管理事業

＜特記事項＞

　消火活動用資機材の整備を警防業務推進事業へ移管しました。
　はしご車のオーバーホール実施台数を増加します。

前年度予算額 185,466 

増減 5,949 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6116（一部）、6121（一部）

＜事業の目的・内容＞

　各種災害に的確に対応するため、消防車両及び消防活動用資機材の維持管理を
行います。

事務事業名 消防装備等維持管理事業 予算額 191,415 
局/部/課 消防局/警防部/警防課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/3目 消防施設費 一般財源 191,415 

はしご車のオーバーホール状況

消防車の整備状況

［参考］

救急車の整備状況
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出納室　平成３０年度　局運営方針（案）
１．主な現状と課題

○○○・・・
○○○・・・
○○○・・・
○○○・・・

情報通信技術（ＩＣＴ）の進展に伴い、会計事務を取り巻く環境も大きく変

化しており、市民ニーズも多様化しています。

会計事務を執行するに当たっては、従来からの正確性、信頼性、効率性だけ

ではなく、市民満足度向上のため、利便性や即時性など時代に見合った取組を

推進し、市民ニーズへの対応能力を高め、「高品質経営」市役所へ向け更なる

転換を図ることが求められています。

（１）公金の納付機会の拡大
口座振替、コンビニエンスストア、クレジットカード納付に加えて、市民

が24時間、365日、いつでもどこでも納付ができるマルチペイメントネット
ワークを活用した新たな収納体制の整備が求められています。

【主な市税（＊注）の納付方法の推移】

（＊注）主な市税

個人市県民税（普通徴収分）

固定資産税・都市計画税

軽自動車税・国民健康保険税

＊国民健康保険税はH26～

（２）会計事務の効率性の向上
行政需要が拡大する中、「高品質経営」市役所への転換に向けた取組が求

められており、民間力を活用し審査業務の効率化を高める必要があります。

（３）会計事務の正確性、信頼性の向上

市民満足度の高い市役所への更なる転換には、正確で信頼性の高い会計事

務が必要不可欠です。

そのためには、出納室職員のみならず、職員全体の会計事務に関する知識・

意識を高め、内部牽制機能を強化する必要があります。

【支出審査事務の委託のイメージ】

支出命令書等

約21万件／年
支
出

職員による審査

約9万件／年

決
裁

民間力の活用

（審査事務の委託）

約12万件／年
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）公金納付の利便性を高めます。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 30年度 29年度 説明

1 拡大 公金の納付機会の拡大 86,980 76,336 市税等の収納方法について、マルチペイメン

倍増 〔出納課〕 (86,980) (76,336) トネットワークを活用したペイジー納付、ク

レジットカード納付、コンビニエンスストア

納付を実施

（２）会計事務の効率性を高めます。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 30年度 29年度 説明

2 支出命令書審査等業務 13,729 14,040 民間力の活用による支出命令書審査等業務

委託事業 (13,729) (14,040) の継続

〔審査課〕

（３）会計事務の正確性及び信頼性を高めます。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 30年度 29年度 説明

3 人材育成と内部牽制機 126 126 外部機関の出納事務講座受講による出納室職

能の強化 (126) (126) 員の育成

〔出納課、審査課〕

適正かつ効率的な会計事務を行うとともに、公金納付の利便性向上に取り組みます。

〔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次期実施計画事業
　　　　　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

出納課 郵便振替の縮小
コンビニ納付を拡充するなど、公金の納付機会の拡大に伴い、郵
便振替の過去の実績を踏まえ、予算額を縮小する。

△ 1,375

出納課 備品購入の縮小
共通備品（職員用事務机等）の在庫分及び部品交換により、既
存備品の有効活用を図ることで、新規購入数を削減し予算額を
縮小する。

△ 3,186

出納課 印刷製本費の縮小 実績を見て、予算額を縮小する。 △ 47
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 81 -

＜主な事業＞

１ 86,980 [参考]

２ 126 

３ 10,088 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 81 -

＜主な事業＞

１ 13,729

２ 1,470

その他会計管理事務事業
　収入・支出処理等の会計事務を正確かつ迅速に行いま
す。

公金の納付機会の拡大
　いつでもどこでも公金納付ができるようにマルチペイ
メントネットワークを活用したペイジー納付を開始し、
利便性を図るとともに、収納データの迅速化及び効率性
を図るため、収入日計処理業務を委託します。

人材育成と内部牽制機能の強化
　会計事務に関する職員の知識・意識の向上と内部牽制
機能強化を目的に、出納室職員の育成と出納室職員によ
る庁内研修会等を行います。また、出納員等への実地検
査を実施します。

前年度予算額 87,911 

増減 9,283 

事務事業名 会計管理事務事業（出納課） 予算額 97,194 

局/部/課 出納室/出納課

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/4目 会計管理費 一般財源 97,194 

＜事業の目的・内容＞

　現金、基金、有価証券の出納及び保管を適正に行うとともに、公金納付の利便
性向上を目的にマルチペイメントネットワークを活用したペイジー納付を開始し
ます。また、日々の収入・支出を確実かつ迅速に処理するなど、適正で効率的な
会計事務を行います。

予算額 15,199

局/部/課 出納室/審査課

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/4目 会計管理費 一般財源

事務事業名 会計管理事務事業（審査課）

前年度予算額 15,283

増減 △ 84 

15,199

＜事業の目的・内容＞

　支出に係る証拠書類を厳正に審査し、適正で効率的な会計事務を行います。

支出命令書審査等業務委託事業
　会計事務の効率性を向上させるため、支出命令書審査
等業務の一部の委託を継続して行います。

　支出審査事務に係る会計事務を正確かつ迅速に行いま
す。

その他会計管理事務事業

公金納付機会の拡大イメージ

２４時間３６５日

納付できるよ！
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 81 -

＜主な事業＞

１ 11,947 [参考]

２ 4,543

事務事業名 物品管理事務事業 予算額 16,490 

16,490 

局/部/課 出納室/出納課

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/4目 会計管理費 一般財源

＜事業の目的・内容＞

　各課所で使用する共通物品の出納及び保管を適正に行います。

　適正かつ効率的な備品台帳管理を行うため、公共施設
マネジメントシステムにおける備品台帳機能への機能追
加等のシステム改修を行います。

共通物品の出納及び保管
　共通物品（事務用机や椅子等の共通備品及び封筒や賞
状等の印刷物）の購入経費削減や規格品質の統一を図る
ため、一括購入、保管、払出し等を行います。

前年度予算額 23,969 

増減 △ 7,479 

備品台帳のシステム改修

物品出納員等

課所長等

物品請求
払出し

共通物品請求・払出しイメージ

-503-


