
駅周辺での花の植栽

浦和区　平成２５年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

浦和区は、人口約14.8万人と市内で３番目に人口が多く、宅地の面積構成比が
市内で最も高いことから、身近な場所で緑に出会う機会の創出が求められていま
す。また、健康・福祉に関する取組や安心安全に関する取組の充実が求められて
おり、魅力あるまちづくりのためには、浦和駅東西連絡通路の開通に伴うにぎわ
いの創出や浦和区独自の文化の醸成も欠かせぬファクターです。

（１）緑化意識の向上と、区民同士の
ふれあいや絆を深めることを目的とし
た、身近な場所での緑に出会う機会の
創出が求められています。

（２）犯罪や交通事故のない安全で安心して住めるまちの構築が求められて
います。持続的に交通安全対策を拡充するが、依然として危険な通学路があ
り、小中学生の交通事故が多発しています。

（３）市の伝統産業「浦和のうなぎ」を通じたふれあいの場の創出など区民
同士のふれあいや活動による、世代を超えた多様な交流の活性化が必要です。
特に、浦和駅東西連絡通路の開通を契機に新しい交流の創出が求められてい
ます。

１　自然・環境
に関する取組

16%

２　健康・福祉
に関する取組

35%
３　歴史・文
化・伝統に関
する取組
10%

４　安全・生活
環境に関する
取組
34%

５　地域交流
に関する取組

5%

（資料：平成２３年度区長マニフェスト評価書）

[浦和区で重点的に取り組んでほしい分野]
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浦和駒場スタジアム

秋のごみゼロ運動

（４）浦和レッズなどのスポーツ資
源のほか、恵まれた伝統ある教育・
文化資源を活用した、芸術・文化活
動の振興が求められています。

（５）浦和駅東西連絡通路の開通を契機とした東西一体的なまちづくりと駅周
辺のにぎわいの創出及び活性化が求められています。

（６）生活習慣病の予防や子育て支援など、健康・福祉に関する取組の充実が
求められています。

（７）区民との協働による魅力ある
まちづくりの推進が求められていま
す。また、環境美化に対する区民意
識が高い傾向にあります。
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２．基本方針・施策体系別主要事業

（１）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

1 総 花とみどりの豊かな 1,500 1,500 緑化意識の向上と、区民同士のふれあいや

まちづくり推進事業 (1,500) (1,500) 絆を深めることを目的とした、身近な場所

〔コミュニティ課〕 での緑に出会う機会の創出

（２）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

2 総 防犯のまちづくり推進 1,364 1,623 自主的な防犯活動の推進

事業 (1,364) (1,623)

〔総務課〕

3 拡 交通安全啓発 5,755 3,385 交通安全啓発用チラシ・ヒヤリハットマップ

総 〔くらし応援室〕 (5,755) (3,385) 等の作成

4 総 交通安全対策事業 4,200 4,200 通学路点検に基づく交通安全施設修繕

〔くらし応援室〕 (4,200) (4,200)

5 新 浦和区保健センター 16,487 3,603 常駐設備管理業務を含めた総合設備管理業務

設備管理業務 (11,962) (688) を導入し、施設管理が常時安定的に確保でき

〔保健センター〕 る体制づくり

（３）多様な交流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

6 総 市民活動ネットワーク 2,100 2,974 浦和区市民活動ネットワーク連絡会の活動支

事業 (2,100) (2,974) 援

〔コミュニティ課〕

7 総 うなぎのまち浦和まち 1,255 1,400 浦和のうなぎ文化のＰＲ及びうなぎまつりの

づくり推進事業 (1,255) (1,400) 開催支援

〔総務課〕

　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。

〔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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（４）文教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

8 総 浦和区文化の小径 1,300 1,300 文化の小径マップ(7コース)を活用したウォー

づくり推進事業 (1,300) (1,300) キングイベントの開催及びマップの修正・増

〔コミュニティ課〕 刷

9 拡 区作品展業務 1,641 998 浦和区作品展(絵画等)を開催

総 〔コミュニティ課〕 (1,641) (998)

10 総 区民が企画・運営する 1,500 1,500 生涯学習講座の開催を支援

生涯学習塾事業 (1,500) (1,500)

〔コミュニティ課〕

11 新 サッカーのまちづくり 683 0 浦和駒場スタジアムを会場に女子サッカー教

総 推進事業 (683) (0) 室を継続的に開催

〔コミュニティ課〕

（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)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

12 総 サッカーのまちづくり 1,500 1,500 商店街街路灯にサッカーフラッグを掲示

推進事業 (1,500) (1,500)

〔総務課〕

13 拡 区民まつり 7,300 7,000 浦和駅東西連絡通路の開通を契機に今まで各

総 〔コミュニティ課〕 (7,300) (7,000) 地域で実施してきたまつりを生かし、一体感

をもった区民まつりを10周年記念事業として

開催

（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)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

14 総 浦和区健康まつり 1,375 1,380 浦和区健康まつりを開催

〔保健センター〕 (1,375) (1,380)

〔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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（７）参加と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

15 総 浦和区秋のごみゼロ 394 402 ごみゼロ運動(清掃活動・キャンペーン)を実

運動事業 (394) (402) 施

〔くらし応援室〕

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　全職員が日常的に改善・改革に取り組む組織風土を確立するため、業務改善の強化月

　　　間における改善提案の強化を図ります。〔総務課ほか〕　

(２)　広告事業の推進

　　①　区のガイドマップ作成について、地図フォーマットの10区統一化に伴う契約事務の一

　　　本化及び広告掲載枠の取り入れにより、事務の効率化及びコスト削減を図ります。

  　　〔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　省エネタイプの冷暖房設備の導入により、光熱水費の見直しを行いました。

　　　〔保健センター〕（1,920千円）

　　②　委託業務の一部廃止など、委託業務を見直し、委託料の削減を行いました。

　　　〔保健センター〕（116千円）

2,923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。

 【浦和区役所情報公開コーナー】

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

95 2款 5項 1目 -

＜主な事業＞

１　区役所宿日直業務

　休日及び夜間の業務時間外に浦和区役所に入る電話及

び来庁者に対応する。

　 【浦和区役所(庁舎1F部分)】

△ 294 増減

10,585一般財源

　適切な庁舎の維持管理及び運営を行います。

前年度予算額

区政振興費

＜事業の目的・内容＞

区政総務費予算書Ｐ.

局/部/課

10,879

浦和区役所/区民生活部/総務課

総務費

＜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。

浦和区役所管理事業（総務課）

6,829予算額

6,829一般財源

事務事業名

局/部/課

予算書Ｐ. 総務費

浦和区役所管理事業（くらし応援室）

浦和区役所/くらし応援室

区政振興費

前年度予算額

10,585

7,188

△ 359 

予算額

増減
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（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　非常用発電機更新 ４　ＬＥＤ化事業

　保健センターの非常用発電機更新工事を実施する。 　保健センター館内照明のＬＥＤ化工事の設計を行う。

２　施設の運営及び維持管理

　保健センター施設の保守、修繕等を行う。

　・警備、清掃、設備管理等委託業務

　・小破修繕等

３　建築物定期点検

　特定建築物について、3年毎に1回の定期点検を行う。

本年度は10年に一度行う必要のある全面打診を実施す

る。

（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　ヒヤリハットマップの更新 378

　道路等の緊急的な修繕を行う。 　児童生徒の交通事故防止等を図るため、ヒヤリハット

マップを作成する。

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。 ６　通学路点検に基づく交通安全対策

　ヒヤリハットマップを用いた小学校4校の通学路点検

３　衛生害虫駆除 に基づき、路面標示等の整備を行う。

　ハチの巣の駆除を行う。

７　交通事故マップの更新

４　浦和区秋のごみゼロ運動 394 　浦和区ホームページに公開している交通事故マップを

　地域清掃活動及びごみゼロ運動キャンペーンを行う。 更新する。

132,901

99,889

使用料及び手数料

前年度予算額

　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。

事務事業名 浦和区まちづくり推進事業（くらし応援室）

事務事業名 浦和区役所管理事業（保健センター）

予算額

34,908

一般財源

＜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、また、区民の満足度アップを図るとともに、安心安全なまちづくりを推進す
るため、交通安全施設整備(道路照明灯、路面標示等)や道路等の緊急修繕などを
行います。

前年度予算額

局/部/課

増減 48,156 

66,366

2,054

諸収入

51,733

一般財源

総務費 区政振興費 区政総務費

＜事業の目的・内容＞

予算額

局/部/課 浦和区役所/健康福祉部/保健センター

31,469

予算書Ｐ.

132,901予算書Ｐ.

浦和区役所/くらし応援室

総務費 区政振興費 区民まちづくり推進費

138,606

増減 △ 5,705 

4,200

2,688

91,544

2,244

27,365
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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　区長マニフェスト策定 629

　区長マニフェストを作成する。

２　防犯のまちづくり推進事業

　防犯意識を高める防犯講演会を開催し、区民主体の防

犯パトロールの支援を行う。

３　うなぎのまち浦和まちづくり推進事業・サッカーの

　まちづくり推進事業

　浦和のうなぎ文化をPRし、うなぎまつり等の開催に伴

う支援を行うとともに、商店街路灯にサッカーフラッグ 【浦和区防犯講演会】

の掲示を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

97 2款 5項 2目 -

＜主な事業＞

１　区民会議の運営 597 　(1)　区民まつり

　区の諸課題等について協議し、区長に対し提案、提言 　　 浦和駅東西連絡通路の開通を機に、今まで各地域

することを目的とした区民会議を開催、運営する。 　 で実施してきたまつりを生かし、一体感をもった区

　 民まつりを10周年記念事業として開催し、継続して

２　区民会議と市民活動ネットワークの連携 　 事業を行う。

　区民会議と市民活動ネットワークが相互に効果を上げ 　(2)　写真で見る浦和区今昔絵葉書作成

るために、情報共有を図りながら連携した取組を行う。 　　 区制10周年記念事業として、写真で見る浦和区の

　 今昔を絵葉書にする。

３　まちづくり推進事業 　(3)　花とみどりの豊かなまちづくり推進事業

　地域コミュニティの醸成及び魅力あるまちづくりの推

進を図るために行う。

４　区広報紙の発行

区政推進費 区民まちづくり推進費

浦和区まちづくり推進事業（コミュニティ課）

189

2,755

4,100

総務費 区政振興費 区民まちづくり推進費

浦和区まちづくり推進事業（総務課） 4,748

一般財源

予算額

4,748

22,978

5,120

予算額

23,928

予算書Ｐ.

1,364

予算書Ｐ.

局/部/課 浦和区役所/区民生活部/コミュニティ課

一般財源

　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。

総務費

＜事業の目的・内容＞

事務事業名

＜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、防犯のまちづくりを推進します。
　また、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｣
をＰＲします。

前年度予算額

増減

事務事業名

局/部/課 浦和区役所/区民生活部/総務課

1,500

増減

7,300

前年度予算額

1,386

22,978

△ 950 

△ 372 
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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　浦和区健康まつりの開催

　区民が市民活動団体や企業等参加団体ブースにて健康

に関する測定や体験を実施し、また講演を開催する。

【浦和区健康まつり】

1,375

1,380

△ 5 

予算額 1,375

前年度予算額

増減

一般財源

1,375

　健康に関する測定、体験や講演等を通して、区民が心と体の健康について考える
機会となり、さらに健康への意識を高めることを目的として健康まつりを開催しま
す。また、浦和区と市民活動団体が協働で開催することで行政主導ではない、行政
参加型のまつりを実施します。

事務事業名 浦和区まちづくり推進事業（保健センター）

局/部/課 浦和区役所/健康福祉部/保健センター

総務費 区政振興費 区民まちづくり推進費

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ.
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