
緑区　平成２６年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

緑区は、豊かな自然や歴史を伝える文化財など数多くの地域資源を有するとと
もに、浦和美園駅周辺地区に代表されるような都市化も急速に進んでおり、双方
調和のとれたまちづくりが進められています。そのような中、ますます多様化す
る区民ニーズや様々な地域課題に対し、スピード感をもった対応が求められてい
ます。区民が「住んで良かった」と感じられる「まち」の実現に向け、緑区の魅
力と特性を生かし、地域への愛着とコミュニティの形成を軸とした、区民との協
働によるまちづくりの重要性と区民に身近な区役所が果たす役割への期待が高
まっています。

（１） マスコットキャラクターを活用した魅力発信

緑区を代表する地域資源である「見沼通船堀」「か

かし」「埼玉スタジアム２○○２」をイメージして誕

生した緑区のマスコットキャラクター「緑太郎（みど

りたろう）」を、様々なイベントで活用し、緑区のイ

メージアップと魅力を区内外に発信していくことが重

要となります。

（２） 花と緑あふれる、心豊かなまちづくり

都市化が進む中、緑区の魅力のひとつである

「自然」を生かしながら、ふれあいのある地域

社会の形成に向け、区民が身近な場所で花と緑

を感じることができる取り組みを進める必要が

あります。

（３） 災害に強いまちづくり

人と人とのつながりを深め、災害に強いまちづくりを進めるため、区民の防

災意識の高揚と地域防災力の向上を図る対策の充実が求められています。

（４） ふれあいのあるまちづくり

ふれあいのあるまちづくりを進めるため、誰

もが参加でき、支え合う地域コミュニティの形

成と我がまちを誇りとするひとづくりを、区民

との協働により推進していく必要があります。

緑区オープンガーデン

緑区区民まつり
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（５） 健康なまちづくり

健康で誰もが暮らしやすいまちづくりを進

めるため、健康づくりや子どもたちの豊かな

成長に寄与する事業の推進が重要となってい

ます。

（６） 環境にやさしいまちづくり

緑豊かな環境を生かし、その保全に配慮し

た環境にやさしいまちづくりを進めるため、

緑地や水辺環境など、貴重な地域資源を保

全・活用する事業が望まれています。

（７） 安心・安全なまちづくり

交通安全施設（街路灯・道路反射鏡等）の

適切な維持管理を行い、交通事故防止や路上

犯罪の予防を図り、併せて区民との協働によ

り防犯活動を強化するほか、道路等の緊急修

繕を実施し、安心で安全なまちづくりの推進

が求められています。

（８） にぎわいのあるまちづくり

地域の活性化を進めるため、にぎわいの創

出と活気あふれるまちづくりの推進が重要な

課題となっています。

緑区のびのび子どもまつり

見沼田んぼキレイきれい大作戦

区内の道路修繕の様子

東浦和駅前クリスマスツリー点灯式
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）　緑区の魅力を高め、市内外に緑区をＰＲします。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 26年度 25年度 説明

1 新 緑区魅力ＰＲ事業 308 0 緑区のマスコットキャラクター緑太郎等を活

〔コミュニティ課〕 (308) (0) 用し、緑区の魅力をＰＲ

（２）　花と緑があふれ、心豊かな住環境の実現と、郷土愛の醸成を促進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 26年度 25年度 説明

2 緑区花と緑のまちづく 108 213 区民との協働による花の植栽を実施

り推進事業 (108) (213)

〔コミュニティ課〕

3 緑区の花・木・鳥啓発 160 274 緑区の「花」「木」「鳥」をＰＲ

事業 (160) (274)

〔コミュニティ課〕

4 緑区オープンガーデン 200 200 ガーデニングを通じた、区民同士の交流促進

〔コミュニティ課〕 (200) (200) 事業を実施

（３）　防災意識の高揚と地域防災力の向上を図ります。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 26年度 25年度 説明

5 緑区地域安全講演会 191 190 防災意識啓発のための講演会を実施

〔総務課〕 (191) (190)

（４）　区民との協働により、緑区の特性を生かした事業を推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 26年度 25年度 説明

6 緑区区民まつり 6,000 6,000 ふれあいのある地域社会の育成を図る緑区区

〔コミュニティ課〕 (6,000) (6,000) 民まつりを開催

7 緑区かかしランド 750 750 子どもたちによるかかしの制作を通じ、緑区

〔コミュニティ課〕 (750) (750) の自然・歴史・文化への関心と愛着を醸成

緑区の魅力を高め、市内外に発信するためのＰＲ活動や環境整備を推進します。
また、多様化・複雑化する地域のニーズや課題に対し、迅速かつ的確に対応するため、区

民との協働により、緑区らしいまちづくりを推進します。

〔区分〕　新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業　　倍 … しあわせ倍増プラン２０１３事業　　成 … 成長戦略事業
〔区分〕　行 … 行財政改革推進プラン２０１３事業
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 26年度 25年度 説明

8 子ども絵画教室 250 250 新旧区民の学びと交流の場を促進する子ども

〔コミュニティ課〕 (250) (250) 絵画教室を開催

（５）　子供たちの感性を育み、豊かな成長に寄与する事業を推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 26年度 25年度 説明

9 緑区のびのび子ども 1,061 1,061 のびのび子どもまつりの開催を支援

まつり (1,061) (1,061)

〔コミュニティ課〕

（６）　豊かな自然環境の保全と環境に配慮した事業を推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 26年度 25年度 説明

10 見沼田んぼキレイきれ 250 250 区民と協働による見沼田んぼクリーン活動を

い大作戦 (250) (250) 実施

〔コミュニティ課〕

11 緑区環境講演会 250 250 環境保全に対する意識を啓発する講演会を開

〔コミュニティ課〕 (250) (250) 催

（７）　区民が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 26年度 25年度 説明

12 土木緊急修繕等事業 122,490 119,092 道路、河川の緊急的な修繕

〔くらし応援室〕 (122,490) (119,092)

13 交通安全施設維持管理 32,677 31,417 道路照明灯、道路反射鏡、路面標示の修繕

事業 (32,677) (31,417)

〔くらし応援室〕

14 地域防犯活動の支援 1,160 1,160 講演会の開催や防犯マップ作製等、区内全域

〔総務課〕 (1,160) (1,160) の防犯啓発活動を推進

〔区分〕　新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業　　倍 … しあわせ倍増プラン２０１３事業　　成 … 成長戦略事業
〔区分〕　行 … 行財政改革推進プラン２０１３事業
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（８）　地域に活気とにぎわいをもたらす事業を推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 26年度 25年度 説明

15 東浦和駅前クリスマス 700 700 緑区の玄関口の一つである東浦和駅前をライ

ツリー点灯式 (700) (700) トアップし、華やかさとにぎわいを創出

〔コミュニティ課〕

16 倍 秋の見沼田んぼ散策 500 500 （仮）緑太郎ロードを活用し、自然豊かな見

〔コミュニティ課〕 (500) (500) 沼田んぼや緑区の歴史・文化を区の内外に

ＰＲ

３．見直し事業一覧
（単位：千円）

課名 見直し事業名
見直しの理由及び内容

（代替事業等があれば記載）
コスト
削減額

総務課
防犯を啓発するための
グッズ等の配布の廃止

区内の防犯の意識づけについて、一定の効果が見られた
ため、今後はコストのかからない手段にて対応する形とし、
予算計上を廃止する

△ 50

総務課
明るい区役所づくりの消
耗品購入の廃止

昨年度購入した消耗品を元に、今後事業を展開していくた
め、予算計上を廃止する

△ 50

総務課
防災講演会チラシ印刷
業務の廃止

イベントの周知方法・対象者を見直し、不特定多数に配布
するチラシの方法を取りやめたため、印刷業務の予算計上
を廃止する

△ 20

コミュニティ課

区民会議・市民活動
ネットワーク広報誌折
込配布業務委託の縮小

区民会議・市民活動ネットワーク広報誌の作成回数を
見直し、折込配布業務委託料を縮小する
（2回→1回）

△ 259

コミュニティ課
緑区まちづくり推進
事業補助金の縮小

緑区まちづくり推進事業補助金において、前年度実績
に基づき、補助金を縮小する

△ 255

〔区分〕　新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業　　倍 … しあわせ倍増プラン２０１３事業　　成 … 成長戦略事業
〔区分〕　行 … 行財政改革推進プラン２０１３事業
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 -

＜主な事業＞

１ [参考]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 15款

18款

22款

-

＜主な事業＞

１ 54,504 [参考]

２ 22,787 

　施設を適切に維持管理するため、施設の整備点検、清掃、
警備等を行います。

その他、施設に係る諸経費
　光熱水費、賃借料、修繕費、各種費用等庁舎運営に必要な
諸経費です。

前年度予算額 75,716 

増減 1,575 

緑区役所庁舎管理事業

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 1,147 

　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。 諸収入 976 

一般財源 74,682 

事務事業名 緑区役所管理事業（総務課） 予算額 77,291 
局/部/課 緑区役所/区民生活部/総務課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 使用料及び手数料 486 

　 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います。また、 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、行政資料等の無
償、有償の頒布を行います。

前年度予算額 7,144 

増減 204 

緑区役所総合案内

＜事業の目的・内容＞

　区役所来庁者に適切な案内業務を行います。

事務事業名 緑区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 7,348 
局/部/課 緑区役所/くらし応援室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 一般財源 7,348 

【緑区役所】

【緑区情報公開コーナー】

- 458 -



（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜主な事業＞

１ 122,490 ４ 730 

２ 32,677 ５ 697 

３ 2,916 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜主な事業＞

１ 191 [参考]

２ 1,160 

３ 235 

　地域の防災意識の向上を図るため、講演会を開催します。

防犯推進事業
　地域の防犯意識の向上を図るため、緑区防犯推進実行委
員会に補助金を交付します。

区長マニフェストの策定
　区長マニフェストを策定します。

前年度予算額 2,194 

増減 △ 608 

自主防災推進事業

＜事業の目的・内容＞

　区の特徴を生かしながら魅力あるまちづくりを区民との協働により進めるため、区長マニ
フェストを策定して区民ニーズに応じた区独自事業を展開します。

事務事業名 緑区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 1,586 
局/部/課 緑区役所/区民生活部/総務課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 1,586 

　道路、河川の緊急的な修繕を行います。 　交通安全の啓発活動及び歩行者・自転車・自動車等に注意
を促す立て看板の設置などを行います。

交通安全施設維持管理 その他
　道路照明、道路反射鏡、路面標示の修繕を行います。 　公衆便所修繕等に係る費用です。

衛生害虫駆除
　ハチの巣の駆除を行います。

前年度予算額 154,233 

増減 5,277 

土木緊急修繕等 交通安全啓発

＜事業の目的・内容＞

　安心安全なまちづくりを推進すると共に区民満足度アップを図るため、生活に身近な道
路、河川等の緊急修繕や交通安全施設整備（道路照明灯、路面標示等）などを行いま
す。

事務事業名 緑区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 159,510 
局/部/課 緑区役所/くらし応援室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 159,510 

【緑区地域安全講演会】

【土木緊急修繕】 【ＬＥＤ公衆街路灯】
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜主な事業＞

１ 4,548 [参考]

２ 12,979 

３ 268 

　区民会議の開催や市民活動ネットワーク登録団体への支
援、広報誌の発行などまちづくりを推進するための基礎となる
事業を実施します。

まちづくり推進事業
　緑区マスコットキャラクター「緑太郎」等を活用した「緑区魅力
ＰＲ事業」やコミュニティの醸成と区のまちづくり推進を目的とし
た事業を行う団体に対して補助を実施することにより、地域活
動を活性化し、魅力あるまちづくりを推進します。

区の花・木・鳥啓発事業、花と緑のまちづくり推進事業

　区の花・木・鳥である「サクラ」「ハナミズキ」「シラサギ」の啓発
事業を行うとともに駅周辺、主要な観光スポット等を「花や緑」
でいっぱいにする花と緑のまちづくり推進事業を区民と協働で
実施します。

前年度予算額 22,079 

増減 △ 4,284 

区民会議・市民活動ネットワーク・その他

＜事業の目的・内容＞

　区民会議や市民活動ネットワーク等との連携を図り、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 緑区まちづくり推進事業（コミュニティ課） 予算額 17,795 
局/部/課 緑区役所/区民生活部/コミュニティ課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 17,795 

【緑区マスコットキャラクター「緑太郎（みどりたろう）」】
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