
西区　平成２５年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

（１）安全で安心して暮らせるまちづくり

平成２３年度区長マニフェストアンケート（Ｈ２４年３月実施）では、「今後
西区で重点的に取り組んでほしい分野」として「安全・生活環境に関する取組」
を挙げる人が最も多い結果となりました（全体の３９％）。
とりわけ、東日本大震災以降、市民の防災・減災に関する意識は高まりを見せ

ており、「西区区民会議提言書」（Ｈ２４年７月提出）では、「災害に関する西
区の特性を皆が理解すること」「区役所と地域の連携」「誰でも迷わず避難場所
へ行ける表示の整備」等の必要性が提言されています。

（２）健康づくり・スポーツの機会創出や地域資源を活用した活力ある区づくり

上記の平成２３年度区長マニフェストアンケートで「今後西区で重点的に取り組
んでほしい分野」として２番目に多かったのは「健康・福祉に関する取組」でした
（全体の３６％）。
また、西区区民意識調査報告書（Ｈ２２年１２月作成）によると、日常の移動手

段として、全体の４５％の人が自転車を利用していると回答しています（自家用車
６８％、電車４９％に次いで３番目）。
これらの状況を踏まえ、自然豊かな西区の地域資源を活かして、健康づくりに向

けた取組を行っていく必要があります。

① 区の特色を活かした健康づくり・スポーツの機会の創出

東日本大震災以降は、区民の防災への意識の高まりが見られます。また、健康
に対する意識の高まりなども見られ、自然環境に恵まれた西区の地域資源を活か
して、多様な区民ニーズに対し区民との協働により対応していくことが求められ
ています。
また、平成２５年度は、区政施行１０周年の節目の年にあたることから、区民

とともに記念事業を展開し、さらなる区の発展を目指していく必要があります。
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② 区の特色を生かした地域の活性化

上記の西区区民意識調査報告書によると、買い物の楽しさやまちの賑わいにつ

いて全体の４３．８％の人が「やや不満」か「不満」と回答しています。また、

同じ設問の年度間比較では、「やや不満」か「不満」の回答率が平成Ｈ１５年の

調査時より５．３ポイント増加しています。西区では、地域活性化に向けた取組

の必要があります。

（３）花と緑あふれる、心豊かなまちづくり

西区では、区民一人ひとりが生き生きと心豊かに暮らせる「花や緑の豊かなま
ち」を実現するため、市内すべての駅・駅周辺及び主要な観光スポットなどに花
を植える事業を推進しています。平成２３年１月には区の花「アジサイ」が選定
され、市報等でＰＲを行っているところです。
しかし、いまだに区役所の窓口などで「区の花を知らない」といった声が聞か

れることがあり、さらに区の花をＰＲしていく必要があります。

③ 区民参加による事業の推進

西区区民意識調査報告書によると、区の行政に対して意見を述べたり、区の計
画づくりに参加したいとお答えいただいた方が全体の６２．７％となっており、
区民が参加できる体制づくりを行う必要があります。
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２．基本方針・施策体系別主要事業

（１）安全で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)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

1 新 西区減災事業 252 0 地域の防災リーダー及び区民を対象とした防

総 〔総務課〕 (252) (0) 災研修会の開催

防 避難生活の拠点となる避難場所の周知

2 総 土木緊急修繕・交通安 145,914 153,849 区民の要望や職員パトロールにより、迅速な

全施設維持管理 (145,914) (153,849) 修繕等を実施

〔くらし応援室〕

（２）健康づくり・スポーツの機会創出や地域資源の活用による、活力ある区づくりを推進しま

　　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 新 西区誕生10周年記念 2,626 0 西区の資源であるサイクリングロードを活か

総 (仮称)西来るフェスタ
　　　　　　     サイ  ク   ル

(2,626) (0) し、自然環境に親しみながら健康づくりを目

健 〔コミュニティ課〕 指す自転車イベントを開催

活

4 総 区民会議・市民活動 4,454 3,983 区民会議・市民活動ネットワークの活動を支

ネットワーク連携 (4,454) (3,983) 援し、連携を推進

〔コミュニティ課〕

（３）花と緑あふれる、心豊か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

5 総 西区花と緑のまちづく 1,000 1,000 ボランティア団体との協働により、駅周辺な

り推進事業 (1,000) (1,000) どでの花壇づくりを実施

〔コミュニティ課〕

　区の将来像である「“水と緑と花のまち”～豊かな自然と歴史文化を活かす、全ての人
と生活にやさしい潤いあるまち～」の実現に向け、安全で安心して暮らせるまちづくり、
活力ある区づくり、花と緑あふれる心豊かなまちづくりなど、各種取組を推進します。

〔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

6 新 西区誕生10周年記念 528 0 区の花に親しみを持ってもらうため、小学4年

総 アジサイ植栽事業 (528) (0) 生(10歳)が、小学校の花壇にアジサイを植栽

〔コミュニティ課〕

（４）子育て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)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

7 総 西区誕生10周年記念 1,500 1,500 親子で楽しめる催し、育児相談及び子育て支

子 西区子育て支援フェア (1,500) (1,500) 援情報の提供を行う｢西区子育て支援フェア」

〔支援課〕 を開催

３．行財政改革への取組

(１)　広告事業の推進

　　①　区役所庁舎等を有効活用し、パネル広告の掲出や広告付き案内板の設置による自主財

　　　源を確保します。〔総務課〕

(２)　既存事業の見直しによるコスト削減の取組

千円

　　①　所属内研修や講演会において、外部民間講師の謝礼を見直し、コストの縮減を図りま

　　　した。〔総務課〕（237千円）

　　②　多種多様な展示を行っていた西区作品展から、アジサイ写真に特化した写真展へと転

　　　換を図ることで、コストの削減を図りました。〔コミュニティ課〕（915千円）

　　③　前年度実績の反映や事業実施内容の見直しにより、コストの削減を図りました。

　　　〔くらし応援室・総務課・コミュニティ課〕（760千円）

1,912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。

<西区役所総合案内>

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

95 2款 5項 1目 15款

18款

22款

-

＜主な事業＞

１　区役所庁舎維持管理

　区行政の拠点である区役所庁舎の維持管理等を行う。

　<西区役所>

予算額

一般財源

7,805前年度予算額

7,805

区政総務費

増減

95

0 

予算額 82,515

事務事業名

局/部/課

予算書Ｐ. 総務費

西区役所管理事業（くらし応援室）

西区役所/くらし応援室

区政振興費

7,805

前年度予算額

＜事業の目的・内容＞

区政総務費

事務事業名

　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。

西区役所/区民生活部/総務課

総務費 区政振興費

＜事業の目的・内容＞

西区役所管理事業（総務課）

84,869

予算書Ｐ.

増減

局/部/課

　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。

一般財源

使用料及び手数料

81,371

諸収入 660

389財産収入

△ 2,354 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

95 2款 5項 2目 -

＜主な事業＞

１　土木緊急修繕等 ４　地域資源(大宮アルディージャ)活用事業

　道路、河川の緊急的な修繕を行う。 　Ｊリーグチーム練習場までの道路照明に、アルディー

ジャの応援フラッグを設置するためのフラッグアームを

２　交通安全施設維持管理 設置する。

　道路照明灯、道路反射鏡、路面標示の修繕を行う。 　<フラッグアーム>

３　衛生害虫駆除

　八チの巣の駆除を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

95 2款 5項 2目 -

＜主な事業＞

１　西区減災事業 252 ２　防犯啓発事業 968

　区民会議からの提言を受け、防災研修会及び避難場所 　自治会・地域防犯団体との協働により｢防犯のつどい｣

案内サインの整備を行う。 を開催するとともに、地域の防犯活動を支援する。

　(1)　防災研修会

　　 自治会長など地域の防災リーダーを対象とした研 ３　区長マニフェストの策定 313

　 修会を開催する。 　まちづくりの方向性など区政運営の考え方と主な取組

　(2)　避難場所案内サイン整備 をお知らせする区長マニフェストを策定する。

　　 自治会掲示板などの活用により、誰もが迷わず避

　 難場所へ行くことができるよう、避難場所案内サイ

　 ンを整備する。

　<避難所案内サインイメージ>

予算額 1,533

2,343

増減

41,894

2,116

西区まちづくり推進事業（総務課）

前年度予算額

△ 810 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ.

西区役所/区民生活部/総務課

総務費 区政振興費 区民まちづくり推進費

事務事業名 西区まちづくり推進事業（くらし応援室）

104,020

局/部/課 西区役所/くらし応援室

局/部/課

予算書Ｐ.

＜事業の目的・内容＞

区民まちづくり推進費 一般財源

一般財源 1,533

前年度予算額

　区の将来像である｢“水と緑と花のまち”～豊かな自然と歴史文化を活かす、全
ての人と生活にやさしい潤いあるまち～｣の実現に向け、安全で安心して暮らせる
まちづくりなどの各種取組を推進します。

事務事業名

総務費 区政振興費

　区の将来像である｢“水と緑と花のまち”～豊かな自然と歴史文化を活かす、全
ての人と生活にやさしい潤いあるまち～｣の実現に向け、区民の満足度アップを図
るため、生活に身近な道路、河川の緊急修繕や道路照明灯、道路反射鏡等の交通
安全施設の修繕などを行います。

予算額

増減 △ 7,432 

149,139

149,139

156,571

最寄りのひなん場所は

○○高等学校
a nearby evacuation area

○○○○○○ H.Sch
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

95 2款 5項 2目 -

＜主な事業＞

１　西区花と緑のまちづくり推進事業 ４　区民会議・市民活動ネットワーク連携

　ボランティア団体と協働により、駅周辺などでの花壇 　区民会議・市民活動ネットワークの活動を支援し、連

づくりを実施する。 携を推進する。

２　西区誕生10周年記念西区ふれあいまつり ５　西区誕生10周年記念(仮称)西来る(サイクル)フェス

　郷土意識の醸成と地域の連帯を深める 　タ

ために、ふれあいまつりを開催する。 　西区の資源であるサイクリングロード

を活かした自転車イベントを開催する。

３　地域資源(大宮アルデージャ)活用事業

　アルディージャの応援フラッグを区内の街 ６　西区誕生10周年記念アジサイ植栽事業

路灯に設置する。また、区内の子どもたちを 　区の花に親しみを持ってもらうため、小学校4年生(10

対象とした少年少女サッカー教室を実施する。 歳)が、小学校の花壇にアジサイを植栽する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

95 2款 5項 2目 -

＜主な事業＞

１　西区誕生10周年記念西区子育て支援フェアの開催

　親子で楽しめる催し、育児相談及び子育て支援情報の

提供を行う｢西区子育て支援フェア｣を開催する。

4,454

2,626

528

1,000

前年度予算額

1,500

平成24年度の様子

　区の将来像である｢“水と緑と花のまち”～豊かな自然と歴史文化を活かす、全
ての人と生活にやさしい潤いあるまち～｣の実現に向け、活力ある区づくり、花と
緑あふれる心豊かなまちづくりなど、各種取組を推進します。

西区役所/健康福祉部/支援課

1,678

局/部/課

＜事業の目的・内容＞

1,500

一般財源 1,500

7,170

増減

総務費

事務事業名 予算額 22,231

一般財源区政振興費 区民まちづくり推進費

予算書Ｐ. 総務費 区政振興費 区民まちづくり推進費

事務事業名 西区まちづくり推進事業（支援課）

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ.

　区の将来像である｢“水と緑と花のまち”～豊かな自然と歴史文化を活かす、全
ての人と生活にやさしい潤いあるまち～｣の実現に向け、西区子育て支援ネット
ワーク協議会と協働でイベントを開催することにより、各機関の連携・結束を高
め、地域に根ざした子育て家庭の支援体制を築きます。

前年度予算額

局/部/課 西区役所/区民生活部/コミュニティ課

西区まちづくり推進事業（コミュニティ課）

増減 0 

△ 457 

22,231

22,688

予算額 1,500
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