
大宮区　平成２５年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

　大宮区は県内最大級の商業・業務地区であり、全国有数のターミナル駅で
ある大宮駅を有していることから、市の玄関口であるとともに、交通・経済
の中心地となっています。また、氷川の杜の自然とソニックシティや大宮ア
ルディージャ、鉄道文化等数多くの地域資源があります。
　このような地域資源を最大限活用し、より一層地域の活性化を図るまちづ
くりを進めるとともに、防犯・防災及び交通安全等の地域ニーズに対応した
安心安全なまちづくりの推進が求められています。

（２）区の特長や地域資源を生かしたまちづくり
　緑豊かな氷川の杜や長い歴史に育まれた伝統文化に加え、大宮二十景、鉄

道博物館、大宮アルディージャのホームスタジアムであるＮＡＣＫ５スタジ

アム大宮等、区の特長や地域資源を活用したまちづくりを推進します。

　また、大宮区は県下最大の商業・業務地区を有しており、犯罪率が高い状

況下にあることから、犯罪を起こさせにくい環境づくりを推進します。

（１）区民との協働によるまちづくり
　地域が抱えている課題やニーズを的確に把握するとともに、区民との協働
によるまちづくりを推進します。

（３）区の生活環境の向上を目指したまちづくり

　区民が快適で安心・安全に暮らせる生活環境の整備と、まちの魅力を維

持・向上させることが求められています。

　そのため、街路灯やカーブミラーの整備・修繕、道路や下水道の緊急修繕

やＬＥＤ照明灯の切替等、区民の要望に即時に対応する必要があります。
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２．基本方針・施策体系別主要事業

（１）区民との協働によ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 総 区民会議と市民活動ネ 4,872 4,797 区内の様々な課題等を協議し、区長に提言す

ットワーク (4,872) (4,797) る区民会議を設置するとともに、区の魅力あ

〔コミュニティ課〕 るまちづくりを推進する市民活動団体を支援

（２）区の特性に応じ、地域資源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

1 新 大宮区制10周年記念 1,332 0 ＮＡＣＫ５スタジアム大宮を会場に、大宮区

総 サッカーのまち大宮Ｐ (1,332) (0) 制10周年記念サッカーのまち大宮ＰＲ事業を

Ｒ事業 実施

〔コミュニティ課〕

2 新 地域資源活用促進事業 2,562 0 区内外の方々が歴史・文化スポット等を散策

総 〔コミュニティ課〕 (2,562) (0) できるマップや大宮区の地域資源を活用した

ご当地切手の作製等により区のイメージアッ

プに向けた効果的なＰＲを実施

3 新 大宮区今昔写真展 513 0 区制施行10周年を契機に、区内の風景の変遷

総 〔総務課〕 (513) (0) をテーマにした写真展を実施

4 総 大宮二十景啓発事業 842 1,395 大宮二十景を大宮区のシンボルとして定着さ

〔コミュニティ課〕 (842) (1,395) せるための絵葉書を作成・販売し、また、案

内看板を設置することにより、大宮二十景を

区内外の方々にＰＲ

5 新 ｢区の花｣啓発 840 0 平成25年度に伐採予定である庁舎前のさくら

総 〔コミュニティ課〕 (840) (0) の木を原材料として、区制施行10周年を記念

したベンチを製作

　区民会議や市民活動ネットワークとの連携を深め、区が主体的に取り組むべき地域課
題等について協議し、区民との協働によりまちづくりを推進します。
　大宮二十景、ＮＡＣＫ５スタジアム大宮、芸術・鉄道文化等の地域資源を生かしたま
ちづくりを推進し、大宮区制10周年を契機に、より多くの方々にその魅力をＰＲしま
す。
　犯罪を起こさせにくい環境づくりを目指し、防犯啓発活動を推進します。
　街路灯やカーブミラーの整備・修繕、道路や下水道の緊急修繕など、区の生活環境の
向上を図ります。

〔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 大宮区花と緑のまちづ 759 774 区民と協働して、駅周辺等に草花を植え付

くり推進事業 (759) (774) け、区民に身近な場所で緑に出会う機会を創

〔コミュニティ課〕 出

7 総 区民ふれあい推進事業 7,427 7,694 大宮区の郷土づくりとコミュニティ意識の醸

〔コミュニティ課〕 (7,427) (7,694) 成を目的として、地域主体、区民参加型の区

民ふれあいフェアを実施

8 総 ふるさとづくり事業 5,747 4,102 大宮区の郷土づくりを目的として、芸術・鉄

〔コミュニティ課〕 (5,747) (4,102) 道文化等の地域資源を活用した各種イベント

等を実施

9 総 防犯啓発事業 2,478 2,698 大宮区安全なまちづくり協議会と連携し、防

〔総務課〕 (2,478) (2,698) 犯意識の向上を図るため、｢防犯のつどい｣等

の事業を実施

10 総 安全まちづくり推進事 520 520 環境美化意識の向上を図り、ごみの無いきれ

業 (520) (520) いなまちづくりを推進するため、大宮駅周辺

〔くらし応援室〕 の清掃活動を実施

（３）区の生活環境の向上を目指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

1 総 交通安全施設維持管理 34,708 28,196 街路灯などの防犯施設やカーブミラーなどの

事業 (34,708) (28,196) 交通安全施設の適切な維持管理

〔くらし応援室〕

2 総 土木緊急修繕事業 76,078 65,833 地域の緊急を要する環境維持・整備に柔軟に

〔くらし応援室〕 (76,078) (65,833) かつ迅速に対応するため、道路修繕等を実施

〔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)　市税以外の自主財源の確保

　　①　広告付きの公共サインを整備し、広告収入を活用することで、整備後のメンテナンス

　　　費用等の縮減を図ります。〔総務課〕

　　②　区役所庁舎等を有効活用し、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)　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　啓発イベントの実施方法を見直し、経費を削減しました。〔総務課〕（68千円）

　　②　各種発行物について、印刷物の部数や内容を精査し、経費を削減しました。

　　　〔コミュニティ課〕（294千円）

3,966既存事業の見直しによるコスト削減額
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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　区役所総合案内窓口業務

　(1)　来庁者の用件・問合せに関する区役所、関係各

　　 課所等への案内

　(2)　区民課窓口申請書類等の記載方法・申請手順に

　　 係る案内

　(3)　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。

　(4)　有償行政資料等の売上金に関する管理業務等

（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　区役所施設内の保守管理

　警備や清掃等の委託業者と連携し、来庁者及び職員に

安全で快適な区役所環境を提供する。

２　区役所庁舎設備等の修繕

　電気設備や避難経路等の改修・修繕を行い、来庁者及

び職員の安心・安全を確保する。

△ 32,897 増減

11,053

前年度予算額

総務費 区政振興費 区政総務費

事務事業名 大宮区役所管理事業（総務課）

85,468

　大宮区行政の拠点である大宮区役所庁舎等を適切に維持・管理し、来庁者の安
全を確保するとともに、市民生活に密着した各種サービスを提供します。

＜事業の目的・内容＞

局/部/課 大宮区役所/区民生活部/総務課

780

予算書Ｐ. 使用料及び手数料

事務事業名

局/部/課

予算書Ｐ. 総務費

大宮区役所管理事業（くらし応援室）

大宮区役所/くらし応援室

区政振興費 12,388

12,388予算額

一般財源

一般財源

0 

12,388

増減

196,508

予算額

諸収入

財産収入

3,703

163,611

3,404

155,724

＜事業の目的・内容＞

区政総務費

　業務委託による区役所、関係各課所等への案内業務です。

前年度予算額

【参考】大宮区役所総合案内

【参考】大宮区役所
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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

　道路の緊急的な修繕を行う。

２　交通安全施設維持管理

　道路照明灯、道路反射鏡、路面標示等の修繕を行う。

３　衛生害虫駆除

　ハチの巣の駆除を行う。

４　公衆便所維持管理

　区内3か所の公衆トイレの修繕等を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

97 2款 5項 2目 22款

-

＜主な事業＞

１　大宮区今昔写真展の開催 513

　区制施行10周年を契機に、区内の風景の変遷をテーマ

にした写真展を開催する。

２　防犯啓発事業

　大宮区安全なまちづくり協議会と連携し、防犯意識の

向上を図るため｢防犯のつどい｣、｢大宮駅周辺繁華街環

境浄化パトロール｣、｢街頭犯罪防止キャンペーン｣等の

事業を実施する。

631 

76,078

34,708

2,519

1,111

2,478

増減

予算額 116,465

116,465一般財源総務費 区政振興費

＜事業の目的・内容＞

区民まちづくり推進費予算書Ｐ.

大宮区役所/くらし応援室

＜事業の目的・内容＞

事務事業名

　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。

　大宮区の個性を生かしたまちづくりを推進し、道路の緊急修繕・交通安全施設
修繕・衛生害虫駆除等を行います。

115,834前年度予算額

大宮区まちづくり推進事業（くらし応援室）

局/部/課

前年度予算額 5,207

増減 △ 1,789 

2,865

大宮区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 3,418

一般財源

553

事務事業名

区民まちづくり推進費区政振興費総務費

大宮区役所/区民生活部/総務課

予算書Ｐ. 諸収入

局/部/課

【参考】防犯のつどい

【参考】街頭犯罪防止キャンペーン

【参考】土木緊急修繕
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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　区民会議の開催及び市民活動ネットワークの支援 ４　大宮区制10周年記念サッカーのまち大宮ＰＲ事業

　区の諸課題を協議する区民会議を開催するとともに、 　ＮＡＣＫ５スタジアム大宮を会場に、大宮区制10周年

市民活動ネットワーク団体を支援する。 記念サッカーのまち大宮ＰＲ事業を実施する。

２　区民まつりの開催

　ふるさと意識醸成のため区民ふれあいフェアを開催す

る。

３　区広報紙の編集

　市報さいたま大宮区版を編集する。

1,332

1,570

増減 3,661 

27,585

7,427

4,872

一般財源

前年度予算額 23,924

27,585

区民まちづくり推進費

　大宮区の個性を生かしたまちづくりを推進するため、区民会議の運営・支援等
や、区民まつり等の区独自事業、区広報紙の編集を行います。

局/部/課 大宮区役所/区民生活部/コミュニティ課

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 総務費 区政振興費

大宮区まちづくり推進事業（コミュニティ課）事務事業名 予算額

【参考】大宮区民ふれあいフェア
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