
南区　平成２５年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

区制が施行されて10年間、区民に身近な区役所として、地域の声を生かした
区民協働のまちづくりに取り組んできました。平成25年度におきましては、新
たに区長に予算要求権が付与されましたことから、区として、市民ニーズや地
域の課題に迅速かつ的確に対応し、より一層特色のあるまちづくりを目指して
いく必要があります。
また、新たに移転する区役所におきましては、分かりやすく丁寧な行政サー

ビスの提供を心がけ、バリアフリーにも配慮した利便性の高い区役所を目指し
ていく必要があります。

（２）南区は防災・防犯意識の高い地域であることから、区の自主防災組織や
防犯パトロール協議会を中心として、防災力の向上及び防犯対策の強化を
図っていく必要があります。

（１）身近な生活者の視点から、区民相互が話し合いを行い、地域が抱えてい
る課題を共有し、住みよい魅力あるまちづくりのための提言や活動などを
行っていただき、地域の声を生かした区民との協働のまちづくりに取り組
んでいく必要があります。
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道路の緊急修繕　道路反射鏡の修繕 公衆街路灯の修繕

（４）安心・安全なまちづくりのため、交通安全施設(街路灯・道路反射鏡等)
の点検を実施するなど、適切な維持管理を行い、交通事故の防止や路上犯
罪の防止を図るほか、道路等の不具合箇所の緊急修繕など、区民ニーズに
迅速かつ柔軟に対応することにより、身近な生活環境を維持していく必要
があります。

（５）新庁舎への移転に伴い、バリアフリーにも配慮した窓口カウンターやロ
ビーチェア等の設置や、不慣れな市民に対しても、分かりやすくフロアア
ドバイザーが発券手続きや記載等のお手伝いをするなど、市民の目線に立
った、より利便性の高いサービスを効果的・効率的に提供していく必要が
あります。

（３）東西に長い区内の地域間交流に取り組み、ふるさとへの愛着と区民相互
の融和を促進させるとともに、区域の特色を生かしたまちづくりを区民参
加・区民協働で進める必要があります。
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２．基本方針・施策体系別主要事業

（１）区民との協働の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

1 総 区民会議の運営及び市 4,717 6,014 区民が主体となって、区の諸課題について協

民活動の支援 (4,717) (6,014) 議する区民会議の運営、及び市民活動及び協

〔コミュニティ課〕 働の推進

（２）防犯・防災・生活環境の維持など地域の課題の解決に向けた支援を行います。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

2 総 南区地域防犯推進事業 500 500 地域での防犯活動の促進を図るため、南区防

〔総務課〕 (500) (500) 犯パトロール協議会に対する活動助成

3 総 南区自主防災組織連絡 200 200 大災害に備え、南区自主防災組織連絡協議会

防 協議会運営事業 (200) (200) と連携した地域防災力の向上

〔総務課〕

（３）区域の特色を生かした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

4 新 魅力あるまちづくり支 1,000 0 区制施行10周年を記念し、南区内ＪＲ東日本

総 援事業(駅からハイキン (1,000) (0) 主要駅との協働で、区内外に南区の魅力を発

グ) 信する｢駅からハイキング｣を実施

〔コミュニティ課〕

5 新 南区ヒマワリ大使事業 798 0 区制施行10周年に際し、南区在住の10歳の子

総 〔コミュニティ課〕 (798) (0) どもを南区ヒマワリ大使として委嘱し、区の

花｢ヒマワリ｣を始めとして、区のＰＲ活動を

実施

　区長に予算要求権が付与されましたことから、市民ニーズや地域の課題に迅速かつ的確
に対応し、より一層特色のあるまちづくりを目指します。
　また、地域・事業者・行政が連携を図りながら、子どもからお年寄りまで、真に住みよ
い地域社会を実現するため、さまざまな事業に取り組みます。
　さらに、新たに移転した区役所におきましても、分かりやすく丁寧な行政サービスの提
供を心がけ、バリアフリーにも配慮した利便性の高い区役所を目指します。

〔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

6 総 区の花を生かしたまち 2,027 2,028 区内の小中学校、保育園等へヒマワリの栽培

づくり事業 (2,027) (2,028) を依頼し、また、来庁者(転入者等)に｢ヒマワ

〔コミュニティ課〕 リ｣の種等を配布し、区民の区への親しみの向

上を目指す

7 総 区民交流事業 8,800 8,800 区内の地域間交流と、区民相互の融和を図る

〔コミュニティ課〕 (8,800) (8,800) ため、第11回南区ふるさとふれあいフェアを

開催

（４）安心・安全な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

8 総 土木緊急修繕等事業 129,911 138,038 区民が安心して安全に暮らせる生活環境を維

〔くらし応援室〕 (129,911) (138,038) 持するため、道路等の緊急修繕を実施

9 総 交通安全施設維持管理 39,438 41,260 区民が安心して安全に暮らせる生活環境を維

事業 (39,438) (41,260) 持するため、道路照明灯や道路反射鏡や街路

〔くらし応援室〕 灯などの緊急修繕を実施

10 新 道路反射鏡・街路灯支 2,479 0 安全な生活環境を確保するため、道路反射鏡･

総 柱点検事業 (2,479) (0) 街路灯の老朽化に伴う単独柱(支柱)の点検を

〔くらし応援室〕 実施

11 総 衛生害虫駆除事業 1,997 888 市民生活を安全かつ快適に保つため、ハチの

〔くらし応援室〕 (1,997) (888) 巣の駆除を実施

（５）親しみやすい区役所づくりを目指します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

12 総 親子に優しい区役所 190 0 子どもが退屈しない空間づくりの提供

子 づくり事業 (190) (0)

〔総務課〕

〔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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３．行財政改革への取組

(１)　一職員一改善提案制度の推進

　　①　市民サービスの向上と行政運営の効率化を目指すことを目的に「第2回カイゼンさいた

　　　マッチ」において「最優秀賞」に選出されました「区役所職員の流動的な活用」を引き

　　　続き実施し、業務改善を図ります。〔総務課〕

(２)　提案型公共サービス公民連携制度事業の推進

　　①　区のガイドマップ作成について、提案型公共サービス公民連携制度事業により、紙面

　　　の充実等市民サービスの向上を図るとともに、経費を削減します。〔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　区民会議等の会議開催回数の見直しによる経費削減を行いました。

　　　〔コミュニティ課〕(280千円)

　　②　広報誌の配布回数の見直しによる経費削減を行いました。

　　　〔コミュニティ課〕(402千円)

既存事業の見直しによるコスト削減額 682
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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

　南区役所の総合案内を行う。

　(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 -

＜主な事業＞

１　区役所管理

　新たに移転した区役所において、バリアフリーにも配

慮した窓口発券機や窓口カウンターやロビーチェアの導

入。また、色別・目的別サインを導入した窓口にするな

ど、分かりやすく丁寧な行政サービスを提供する。

 【南区役所ウエルカムボード】

【南区役所総合案内カウンター】

20,915

20,915一般財源予算書Ｐ.

増減

　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。

南区役所管理事業（総務課）

局/部/課 南区役所/区民生活部/総務課

総務費 区政振興費

＜事業の目的・内容＞

区政総務費

148,514前年度予算額

△ 127,599 

＜事業の目的・内容＞

区政総務費

事務事業名

事務事業名

局/部/課

予算書Ｐ. 総務費

　サウスピア内にある南区役所の適切な総合案内業務を行います。

南区役所管理事業（くらし応援室）

南区役所/くらし応援室

11,400前年度予算額

予算額 20,915

11,400予算額

一般財源

増減

11,400区政振興費

0 
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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 ４　道路反射鏡･街路灯支柱点検

　区民が安心して安全に暮らせる生活環境を維持するた 　安全な生活環境を確保するため、道路反射鏡・街路灯

め、道路等の緊急修繕を実施する。 の老朽化に伴う単独柱(支柱)の点検等を実施する。

２　交通安全施設維持管理

　区民が安心して安全に暮らせる生活環境を維持するた

め、道路照明灯、道路反射鏡、街路灯等の緊急修繕を実

施する。

３　衛生害虫駆除業務

　市民生活を安全かつ快適に保つため、ハチの巣の駆除

を実施する。 【ＬＥＤへの取替え作業】

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

97 2款 5項 2目 -

＜主な事業＞

１　区長マニフェストの策定 251 ４　親子に優しい区役所づくり事業 190

　区の個性を生かしたまちづくりを推進するため、区長 　子どもが退屈しない空間づくりを提供する。

マニフェストを策定する。

２　南区自主防災組織連絡協議会運営事業 200

　大災害に備え、南区自主防災組織連絡協議会と連携し

地域防災力の向上を図る。

３　南区地域防犯推進事業 500

　地域での防犯活動の促進を図るため、南区防犯パトロ

ール協議会の活動を助成する。

【防災施設視察研修風景】

南区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 179,805

総務費 一般財源区政振興費

事務事業名 南区まちづくり推進事業（総務課）

　市民生活に密着したサービスを提供するほか、市民のニーズや地域の課題に総
合的に対応します。

総務費 区政振興費 区民まちづくり推進費

前年度予算額

129,911 2,479

1,997

　住民参加のまちづくりで区の独自性を発揮し、道路・交通安全施設の緊急修
繕、衛生害虫の駆除等を行い、区民満足度の向上を図ります。

前年度予算額

予算額 1,141

39,438

1,046

増減

一般財源

＜事業の目的・内容＞

△ 7,040 

179,805

186,845

増減

事務事業名

区民まちづくり推進費

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ.

局/部/課

局/部/課 南区役所/くらし応援室

予算書Ｐ.

南区役所/区民生活部/総務課

95 

1,141
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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　区民会議の運営及び市民活動の支援 ３　区の花を生かしたまちづくり事業

　区民が主体となって、区の諸課題について協議する区 　区内小中学校、保育園等へ

民会議の支援や、市民活動及び協働を推進する。 ｢ヒマワリ｣の栽培を依頼する。

また、来庁者(転入者等)に｢ヒ

２　区制10周年記念事業 マワリ｣の種等を配布し、区民

　(1)　駅からハイキング の区への親しみやすさ向上を

　　 南区内ＪＲ東日本主要駅との協働により｢駅からハ 目指す。 【南区の花ヒマワリ】

　 イキング｣を実施し、南区の魅力を広く周知する。

　(2)　南区ヒマワリ大使 ４　区民交流事業

　　 南区在住の10歳の子どもを南区ヒマワリ大使とし 　区内の地域間交流と、区民相互の融和を図るため、第

　 て委嘱し、区の花｢ヒマワリ｣を始めとして区のＰＲ 11回南区ふるさとふれあいフェアを開催する。

　 活動を行う。

8,800

南区まちづくり推進事業（コミュニティ課）

　区民会議等との連携を図り、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。

事務事業名

総務費

前年度予算額

増減

4,717

＜事業の目的・内容＞

予算額 24,011

局/部/課 南区役所/区民生活部/コミュニティ課

区政振興費 区民まちづくり推進費 一般財源 24,011

2,027

△ 1,595 

25,606

1,798

予算書Ｐ.
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