
岩槻区　平成２５年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

取組分野 要望
割合
１　自然・環境に関する取組 １３％
２　健康・福祉に関する取組 ３６％
３　歴史・文化・伝統に関する取組 ９％
４　安全・生活環境に関する取組 ３７％

５　地域交流に関する取組 　５％

　岩槻区の将来像である「自然と歴史、文化を楽しむまち」の実現に向け区民
との協働による区独自の事業を展開し、魅力あるまちづくりの推進が求められ
ています。
　また、１０区の中で行政面積が一番広いことから土木緊急修繕や交通安全施
設修繕の要望も多く寄せられ、より一層迅速な対応が求められています。
　区長マニフェストアンケート結果からも「自然・環境に関する取組」・「歴
史・文化・伝統に関する取組 」・「安全・生活環境に関する取組」が全体の
５９％に達しています。

（１）区民会議の充実及び市民活動ネットワークの支援によるまち
　　づくりを推進し、また、区長マニフェスト等によるまちづくり
　　の仕組を明らかにすることが求められています。

（２）岩槻区の地域資源を生かした各イベントの開催のため、区民
　　との協働などにより、区独自事業を展開するためのソフト事業
　　の推進や、「区の花ＰＲ」・「花と緑のまちづくり」の推進に
　　努めます。

（３）道路その他の土木緊急
修繕や交通安全施設等の修繕
を始めとする身近な生活環境
の維持に迅速に対応すること
が求められています。

（４）岩槻区では、７施設の
管理を行っており、施設等保
守管理委託料・その他委託
料・使用料及び賃借料・負担
金の執行にあたって、より精
査していくことが求められて
います。
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平成２３年度区長マニフェスト評価書より
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２．基本方針・施策体系別主要事業

（１）区民会議と市民活動ネットワークの連携と区長マニフェストを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

1 総 区民会議と市民活動ネ 3,308 3,900 区民会議・市民活動ネットワーク支援

ットワークの連携推進 (3,308) (3,900)

〔コミュニティ課〕

2 総 区長マニフェスト 369 779 区長マニフェスト及び評価書の作成

〔総務課〕 (369) (779)

（２）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)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

3 総 区民まつり 8,212 8,202 区民まつり実行委員会補助

〔コミュニティ課〕 (8,212) (8,202)

4 総 花と緑のまちづくり推 367 367 花と緑のまちづくり推進事業消耗品

進事業 (367) (367)

〔コミュニティ課〕

5 総 城下町岩槻歴史散策事 2,155 2,084 城下町岩槻歴史散策事業の開催

業 (2,155) (2,084)

〔総務課〕

6 新 区制10周年記念 10,000 0 江戸時代初期、徳川家康の鷹狩り行列を地域

総 (仮称)岩槻・城下町ま (10,000) (0) イベントと連携して開催

つり事業

〔総務課〕

（３）区民満足度アップを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

7 総 交通安全施設維持管理 33,220 34,175 道路照明灯、道路反射鏡、路面標示の修繕

事業 (33,220) (34,175)

〔くらし応援室〕

　区民との協働による区独自の事業を展開し、魅力あるまちづくりを進めると共に、土木
緊急修繕の迅速化や交通安全施設の充実など区民の満足度をアップする事業を推進しま
す。

〔区分〕　新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業 　　総 … 総合振興計画新実施計画事業　　防 … 防災、環境・エネルギー対策
            子 … 高齢者支援、子育て支援、教育の充実　　健 … 健康増進、スポーツ振興　　活 … 地域経済の活性化
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

8 総 土木緊急修繕等事業 145,675 149,760 土木緊急修繕

〔くらし応援室〕 (145,675) (149,760)

（４）適正な庁舎管理を推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

9 岩槻区役所管理事業 223,588 233,030 区役所管理事業全般

〔総務課〕 (221,761) (232,133)

３．行財政改革への取組

(１)　組織目標管理の推進

　　①　区長が、区民に対して、1年を通じて区政運営に当たる取組姿勢や区民サービスの具体

　　　的な目標などを明らかにすることで、区の特性を生かしたまちづくりを積極的に推進し

　　　ます。〔くらし応援室・総務課・コミュニティ課〕

(２)　区の独自性が発揮できる区政運営

　　①　自然・歴史・文化や人材などの地域資源を活用し、区の特色あるまちづくりを推進し

　　　ます。〔総務課・コミュニティ課〕

(３)　既存事業の見直しによるコスト削減の取組

千円

　　①　区長マニフェスト評価書の集計・作成を職員が行うこととし、委託料の見直しを行い

　　　ました。〔総務課〕（410千円）

　　②　市民活動ネットワーク広報紙の発行回数を年3回から2回とし、委託料の見直しを行い

　　　ました。〔コミュニティ課〕（540千円）

14,738既存事業の見直しによるコスト削減額

〔区分〕　新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業 　　総 … 総合振興計画新実施計画事業　　防 … 防災、環境・エネルギー対策
            子 … 高齢者支援、子育て支援、教育の充実　　健 … 健康増進、スポーツ振興　　活 … 地域経済の活性化
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

95 2款 5項 1目 -

＜主な事業＞

１　区役所総合案内

　(1)　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う。

　(2)　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

　　 を行う。

　(3)　記念樹の交付を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

95 2款 5項 1目 15款

22款

-

＜主な事業＞

１　区長交際費に係る経費 450

　区長が区を代表して公の交際を進める。

２　公共駐車場使用に係る経費

　区役所を利用される方の公共駐車場代を支払う。

３　ワッツ東館の賃借に係る経費

　ワッツ東館の賃借料及び共益費を支払う。

区政振興費

一般財源 221,761

536諸収入

△ 224 

予算額

11,272予算額

一般財源

増減

11,272

前年度予算額

事務事業名

局/部/課

予算書Ｐ. 総務費

岩槻区役所管理事業（くらし応援室）

岩槻区役所/くらし応援室

11,496

＜事業の目的・内容＞

区政総務費

事務事業名

　年間を通して区役所の総合案内窓口を開設することにより、区民サービスと利
便性の向上を図ります。

岩槻区役所管理事業（総務課）

局/部/課

233,030

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ.

223,588

岩槻区役所/区民生活部/総務課

総務費 区政振興費 区政総務費 1,291使用料及び手数料

増減

　区政の拠点である区役所庁舎・別館の効果的な活用を図り、市民生活に密着し
たサービスを提供するため維持管理等を行います。

前年度予算額

△ 9,442 

11,592

114,177

ワッツ東館外観
3階・4階が岩槻区役所

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〕

97 2款 5項 2目 -

＜主な事業＞

１　土木緊急修繕等 ５　交通安全啓発

　道路その他の土木の緊急的な修繕を行う。 　交通安全啓発活動を行う。

２　交通安全施設維持管理

　道路照明灯、道路反射鏡、路面標示の修繕を行う。

３　衛生害虫駆除

　アシナガバチ等の危害を及ぼす害虫の巣を駆除する。

４　公衆便所維持管理 388

　区内駅前3か所の公衆便所の破損、故障等緊急修繕を

行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

97 2款 5項 2目 -

＜主な事業＞

１　まちづくり基本経費 369

　区長マニフェスト作成等を行う。

２　まちづくり事業経費

　区民との協働により特色ある事業を行う。

　(1)　防犯連絡協議会及び防犯啓発事業

　(2)　城下町岩槻歴史散策事業

　(3)　区制10周年記念(仮称)岩槻・城下町まつり事業

増減 9,730 

3,916

187,289

局/部/課 岩槻区役所/くらし応援室

予算書Ｐ. 総務費 区政振興費

増減 △ 3,069 

184,220

1,128

13,646

145,675

＜事業の目的・内容＞

局/部/課

予算書Ｐ.

岩槻区役所/区民生活部/総務課

一般財源総務費 区政振興費 区民まちづくり推進費

　区長マニフェストを作成することにより、区民に区の運営方針を示すととも
に、防犯連絡協議会と協働し、防犯意識の啓発を行います。また、岩槻の歴史や
文化を生かした事業を展開します。

前年度予算額

13,277

＜事業の目的・内容＞

　区民満足度アップを図るため、道路その他の土木緊急修繕、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、身近な生活環境を保持して安全
で住みやすいまちづくりを進めます。

事務事業名 岩槻区まちづくり推進事業（総務課）

予算額 184,220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 13,646

33,220

3,459

一般財源

前年度予算額

区民まちづくり推進費

城下町岩槻歴史散策事業

交通安全パレード
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

97 2款 5項 2目 -

＜主な事業＞

１　まちづくり基本経費

　区民会議の開催・運営・支援等、市民活動ネットワー

クへの支援等を行う。

２　まちづくり事業経費

　区民との協働により特色ある事業を行う。

　(1)　区民まつり

　(2)　まちかど雛めぐり

　(3)　ひなまつりふれあいコンサート

　(4)　花と緑のまちづくり推進事業

区民まちづくり推進費

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

3,976

岩槻区役所/区民生活部/コミュニティ課

予算書Ｐ. 総務費 区政振興費

増減 △ 1,344 

18,088

14,112

＜事業の目的・内容＞

　区民会議、区民まつり等、区民との協働を進め、区の特性を生かした住民参加
のまちづくりを推進します。

19,432

局/部/課

18,088

一般財源

前年度予算額

第8回やまぶきまつり
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