
市民・スポーツ文化局　平成２５年度　局運営方針
１．主な現状と課題

多様化する市民ニーズや地域の課題に迅速かつ的確に対応していくため、市

民の声を反映した生活重視のまちづくりが求められています。

地域自治の推進など市民と行政の連携・協働により、市民が安全で安心に暮

らすことのできる地域社会を実現する必要があります。

また、スポーツ及び文化芸術の普及・振興により、市民の健康で心豊かな生

活の向上を図るとともに、地域経済の活性化等にも寄与することで、活力ある

まちづくりを進める必要があります。

さらに、市民サービスの拠点となる区役所においては、市民の安心と信頼を

得られるよう、窓口サービスの満足度向上に向けた取組を進めるとともに、建

て替えの方針が決まった大宮区役所新庁舎の整備を早急に行う必要があります。

（２）自治会加入率の低下など、人と人

との「絆」が薄れつつあります。

自治会をはじめとする様々な地域

の団体や人々が、課題解決に向けて

自主的・継続的に取り組むことが可

能となるよう、活動のきっかけづく

りや人材の発掘・育成など支援の仕

組みづくりを進める必要があります。

70.9%

69.7%
69.0%

68.5%

67.1%

Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24

【自治会加入率の推移（各年4月1日現在）】

（３）浦和美園駅周辺地域のにぎわいの

創出と生活の利便性の向上を図り、

人口の定着を促進するため、複合公

共施設の整備を進める必要がありま

す。

（４）「男は仕事、女は家庭」という考え方の市民割合が依然として高く、固

定的な性別役割分担意識の改革が必要となっています。

（５）消費生活相談の内容は、訪問販売や電話勧誘、多重債務問題など複雑多

様化しています。啓発活動や消費生活相談を通じて、消費者トラブルの未

然防止や、あっせん解決につなげる必要があります。

（１）「自分たちのまちは自分たちで守る」という意識の高まりから、自治会

やＰＴＡ等による交通安全や防犯の活動が行われています。

交通安全施設の設置や地域防犯活動に対する支援の継続に加え、さいた

ま市暴力団排除条例の制定を契機とする、暴力団排除活動に関する啓発活

動の推進が課題となっています。

【（仮称）浦和美園駅東口駅前複合公共施設イメージ案】
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（６）スポーツに関する市民意識調査で

は、本市のスポーツ施設に満足して

いる人の割合は２割程度にとどまっ

ており、市民が健康で心豊かな生活

を送ることができるよう、スポーツ

を身近で気軽に親しむことができる

環境の整備を進める必要があります。
(n=2,236)

2.3% 16.0% 58.9% 16.8% 5.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

満足している やや満足している

どちらともいえない あまり満足していない

満足していない

【市内スポーツ施設の設置状況に対する満足度】

出典：スポーツに関する市民意識調査（平成２２年）

（７）20代、30代、40代など仕事や家事

に時間の取られることの多い年齢層

に顕著なように、全体として運動不

足の傾向にあります。

スポーツ活動のきっかけとなる機

会の提供や、誰もが身近で気軽に楽

しめるウォーキング・ランニング・

サイクリングを推進するため、様々

なスポーツイベントを開催するとと

もに、シティマラソンのフルマラソ

ン化を検討するなど、運動不足や健

康増進等に対する市民意識の向上を

図り、市民参加を促す必要がありま

す。

（８）市民意識調査（平成24年）によると、さいたま市のイメージとして「文

化的なまち・芸術のまち」という意識は13.7％であり、決して高いとはい

えない状況にあります。

市民等の意見を取り入れながら「文化芸術都市創造計画」を策定し、施

策を展開することで、活力ある都市を形成する必要があります。

（９）本市の特色ある文化資源を活用し、

文化振興に加え、産業振興、観光振

興にも寄与するためには、人形や盆

栽など、さいたま市の地域資源を活

用した施設の整備及び運営の充実が

求められています。

【市民の運動不足感】

48.5%

47.9%

53.7%

54.7%

43.2%

33.1%

38.3%

40.6%

34.9%

34.8%

42.2%

43.8%
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大いに感じている ある程度感じている

あまり感じていない ほとんど感じていない

感じている 感じていない

出典：スポーツに関する市民意識調査（平成２１年）

【大宮盆栽美術館】
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（10）全市的に経費の削減や職員数の削減が求められる中にあって、複雑多様

化する市民ニーズに適切に対応するためには、区役所においても、選択と

集中による財源の活用や職員の配置が重要となっています。

市民目線に立った、より利便性の高いサービスを効果的・効率的に提供

し、市民満足度の向上を図るため、区役所窓口業務の委託化や戸籍事務の

更なる効率化など、区役所等窓口サービスの改善や、システムの最適化を

図る必要があります。

（11）老朽化が進んでいる大宮区役所については、市民・職員の安全確保、防

災拠点としての耐震性確保、ライフサイクルコストなどを総合的に検討し

た結果、建て替えの方針が決まったことから、新庁舎の整備を早急に行う

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）安心して暮らせる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

1 総 地域防犯活動団体への 16,130 16,160 地域防犯活動の促進を図るため、自主防犯活

助成事業 (16,130) (16,160) 動団体に対し、活動経費の一部を助成

〔交通防犯課〕

2 新 暴力団排除活動推進事 2,076 0 さいたま市暴力団排除条例の制定を契機に、

業 (2,076) (0) 地域社会から暴力団を排除し、安心・安全な

〔交通防犯課〕 まちづくりを推進するため、暴力団排除活動

に関する街頭キャンペーン等の広報・啓発を

実施

3 総 交通安全施設設置事業 308,205 258,400 道路照明灯など各種交通安全施設を設置

〔交通防犯課〕 (308,205) (258,400) (ＬＥＤ公衆街路灯の設置を含む)

（２）活力ある地域づくりや協働の取組を推進します。

*( )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 自治会運営補助金交付 277,654 280,346 住みよい豊かな地域社会の形成に資すること

事業 (277,654) (280,346) を目的として、自治会及び自治会連合会の運

〔コミュニティ推進 営に要する経費の一部を補助

課〕

5 自治会集会所整備事業 93,001 78,601 自治会活動の場を確保・充実させることを目

〔コミュニティ推進 (93,001) (78,601) 的として、自治会集会所の新築及び増改築修

課〕 繕費用の一部を補助

6 拡 コミュニティ助成事業 7,500 4,889 自治会活動の促進を目的として、新たに、集

〔コミュニティ推進 (7,500) (4,889) 会所建設時における備品購入費用の一部を補

課〕 助

○○○･･･
○○○･･･
○○○･･･

複雑多様化する市民ニーズや地域の課題に迅速かつ的確に対応していくため、地域の
様々な活動への支援を強化します。
また、健康で心豊かな市民生活のために、スポーツ及び文化芸術を活用したまちづくり

を推進します。
さらに、市民の安心と信頼を得られる区役所となるよう、市民サービスの向上に向けた

取組を進めます。

〔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

7 拡 自治会加入促進事業 1,319 623 地域で支えあい、安心して暮らせる地域社会

〔コミュニティ推進 (1,119) (623) づくりのため、自治会に加入し、地域活動へ

課〕 の参加を促す市民啓発を実施

8 総 マッチングファンド事 17,778 20,745 市民活動団体が実施する公益的な事業を支援

活 業 (5,275) (6,242) するため、基金を活用した助成事業を実施

〔コミュニティ推進

課〕

（３）浦和美園駅東口の複合公共施設の整備を進めます。

*( )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 拡 (仮称)浦和美園駅東口 1,386,898 40,000 コミュニティセンター、図書館、教育相談

総 駅前複合公共施設整備 (107,298) (40,000) 室、支所、拠点備蓄倉庫などからなる、複合

活 事業 公共施設を整備

〔コミュニティ推進

課〕

（４）男女共同参画が進む社会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

10 総 男女共同参画のまちづ 2,042 295 第２次男女共同参画のまちづくりプランの計

くりプランの進行管理 (2,042) (295) 画期間(平成25年度)の満了に伴い、次期基本

事業 計画を策定

〔男女共同参画課〕

11 総 啓発事業 14,414 14,406 男女共同参画社会情報誌を年2回発行し、市

〔男女共同参画課〕 (14,037) (13,521) 内全戸に配布するとともに、男女共同参画社

会づくりに向けた機運の醸成を図るため、内

閣府との共催により「男女共同参画フォーラ

ム」を実施

12 拡 相談事業 24,105 23,676 男女共同参画社会の実現に向けて、女性の悩

総 〔男女共同参画課〕 (16,683) (16,219) み電話相談を充実するとともに、男性のため

の悩み相談を新たに実施

13 総 学習・研修事業 7,001 7,132 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バラン

〔男女共同参画課〕 (6,051) (6,002) ス)を実現するための周知及び講座の開催

〔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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（５）市民の消費生活における安心・安全の向上を図ります。

*( )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 消費生活相談事業 44,350 44,177 専門知識を有する相談員による、被害の未然

〔消費生活総合センタ (44,350) (38,925) 防止・救済のための消費生活相談を実施

ー〕

15 総 消費生活講座、セミナ 300 894 地区公民館講座・学校・福祉関係者の研修等

ーの実施 (300) (450) に講師を派遣し、消費者啓発を実施

〔消費生活総合センタ

ー〕

（６）スポーツ・レクリエーション活動の場の充実を図ります。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

16 総 多目的広場整備事業 23,942 81,428 未利用地を活用したスポーツもできる多目的

健 〔スポーツ振興課〕 (11,102) (20,754) 広場を整備

（７）スポーツ活動に親しむことができるよう、多彩なプログラムを提供します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

17 総 さいたまシティカップ 40,700 40,000 サッカーを活用したまちづくりを推進するた

健 開催事業 (40,700) (40,000) めに、イングランドの強豪アーセナルＦＣを

〔スポーツ振興課〕 招聘し、｢サッカーのまち さいたま｣にふさわ

しいシティカップを開催

18 総 さいたまシティマラソ 76,280 75,000 市民の自己実現と健康増進に対する意識向上

健 ン事業 (76,280) (75,000) に資するとともに、本市のＰＲの場として、

〔スポーツ振興課〕 市民に運営参加を促すシティマラソン(ハーフ

マラソン)を開催、また、フルマラソン化を検

討

（８）文化芸術都市の創造を推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

19 総 文化芸術都市創造計画 5,600 6,834 文化芸術都市創造条例に基づき、審議会や市

活 策定事業 (5,600) (6,834) 民等の意見を踏まえながら、文化芸術都市創

〔文化振興課〕 造計画を策定

〔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

20 総 アートフェスティバル 10,000 10,000 文化芸術によるまちづくりを推進するため、

活 支援事業 (10,000) (10,000) アートフェスティバル事業の実施を支援

〔文化振興課〕

21 総 ジュニアソロコンテス 4,959 5,183 小・中学生による、管楽器・打楽器の独奏コ

ト事業 (4,959) (5,183) ンテストを開催

〔文化振興課〕

（９）人形や盆栽など、さいたま市の地域資源を活用した施設の整備及び運営の充実を図ります。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

22 総 （仮称）岩槻人形会館 24,696 48,417 日本人形を中心とした展示や、各種の事業展

活 整備事業 (24,696) (48,417) 開を図ることにより、本市の特色である人形

〔文化振興課〕 文化の振興、そして、観光振興、産業振興等

に寄与する施設として（仮称）岩槻人形会館を整

備

23 総 大宮盆栽美術館管理運 101,305 86,963 盆栽その他の盆栽文化の資料等収集、情報発

営事業 (84,515) (69,204) 信を行うとともに、盆栽文化の振興・活用及

〔大宮盆栽美術館〕 び観光振興の拠点施設としての管理・運営を

実施

（10）効率的で市民満足度の高い窓口を目指します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

24 拡 区民課窓口(一部)業務 194,946 53,819 民間委託による窓口申請パッケージ工房（住

委託化事業 (194,946) (53,819) 民異動系）の全区実施を継続するとともに証

〔区政推進室〕 明書請求受付・交付窓口委託化を全区へ拡大

25 新 除籍システム統合化等 46,970 0 どの区役所でも除籍等を同じシステムから打

対応事業 (46,970) (0) ち出すことを可能にし、市民サービスの向上

〔区政推進室〕 と事務の効率化を図るため、除籍システムを

統合化

〔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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（11）大宮区役所新庁舎の整備を推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

26 新 大宮区役所新庁舎整備 805,688 0 建て替え方針が決まった大宮区役所につい

総 事業 (683,588) (0) て、新庁舎の基本・実施設計を実施、また整

防 〔大宮区役所新庁舎建 備に必要な調査等を実施

設準備室〕

３．行財政改革への取組

(１)　区役所窓口の改善

　　①　平成24年12月から実施している区民課窓口(一部)業務の委託化については、試行結果

　　　を検証し、証明書等請求受付・交付窓口を全区で委託化します。

　　　〔区政推進室〕

(２)　既存事業の見直しによるコスト削減の取組

千円

　　①　道路照明施設の定額制電気使用料については、一括で年度当初に支払うことにより割

　　　引を受けられるよう契約の見直しを行いました。〔交通防犯課〕（10,000千円）

　　②　複合公共施設コムナーレの清掃業務や設備点検業務については、過去の実績を勘案し、

　　　委託料の見直しを行いました。〔コミュニティ推進課〕（5,912千円）

　　③　職員の男女共同参画ハンドブックについては、印刷業務委託を取りやめ、市印刷セン

　　　ターを利用することにより経費の削減を図りました。〔男女共同参画課〕（47千円）

21,896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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