
西区　平成２６年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

西区は、広大な緑の空間を抱える荒川、桜並木の美しい鴨川やびん沼川など、
自然環境に恵まれた「水と緑と花のまち」です。
また、市指定無形民俗文化財に指定されている「秋葉ささら獅子舞」や「指

扇の餅搗き踊り」など、伝統芸能が今も親しまれ、地域文化が息づいたまちで
もあります。
現在西区では、これらの地域資源活用や安全・生活環境、健康・福祉に関す

るニーズが高くなっており、地域防災力の向上や、区民の健康づくりへの取組
を、区民との協働により行っていくことが求められています。
西区の強みである豊かな自然、歴史文化等の西区の魅力を、区内外に発信し、

地域の活性化を図るとともに、「選ばれる都市」を目指す必要があります。

（１）安全で安心して暮らせるまちづくり

平成24年度区長マニフェストアンケート結果（平成25年3月実施、以下「アン
ケート結果」という。）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、
昨年に引き続き要望の高い取組となっています。
この状況を踏まえ、西区区民会議提言書「西区の防災（減災）についての提

言」（平成24年7月提出）に基づく事業を、着実に具体化し、積極的に災害対策
を推進していく必要があります。
また、道路や交通安全施設修繕などを、迅速に行うことで、安全・安心なま

ちづくりを推進していく必要があります。

（２）区の特色を生かした活力あるまちづくり

アンケート結果では、「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。（34％）
これらの状況を踏まえ、自然豊かな西区の地域資源を生かして、健康づくり・

スポーツの機会を創出する必要があります。

① 健康づくり・スポーツの機会創出によるまちづくり

　今後、西区で重点的に取り組んでほしい分野について（区民アンケート）

取組分野
要望
割合

１ 自然・環境に関する取組 １３％

２ 健康・福祉に関する取組 ３４％

３ 歴史・文化・伝統に関する取組 　７％

４ 安全・生活環境に関する取組 ３９％

５ 地域交流に関する取組 ７％

１ 自然・環境

に関する取組

138（13%）

２ 健康・福祉

に関する取組

350（34%）３ 歴史・文

化・伝統に関

する取組

73（7%）

４ 安全・生活

環境に関する

取組

404（39%）

５ 地域交流

に関する取組

72（7%）
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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「花と緑の豊かな
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。
また、市報等で区の花「アジサイ」のＰＲを行ったところ、アンケート結果

では、「区の花がアジサイであると知っている」区民は、一般が55％、有識者
が96％でした。区の花の認知度は高まりましたが、今後もさらに区の花をＰＲ
していく必要があります。

③ 花と緑あふれる心豊かなまちづくり

西区は特色ある公園が多くあるなど、自然環境に恵まれていることに加え、市
指定無形民俗文化財である民俗芸能が今も親しまれています。西区の自然や歴
史を伝えるこれらの資源を、区の魅力向上に向けて、まちづくりに生かしてい
く必要があります。

② 地域資源を生かしたまちづくり

区政運営には、区民から区政に対してご意見をいただいたり、区の計画づく
りに参加していただくことが重要です。
区民と区役所が情報の共有化を図ることにより、区民との協働をさらに進め

ていく必要があります。

区の特色ある事業や取り組みを、さまざまなツールを活用して、多種多様な情報を
発信することが重要です。区の魅力を伝えることで、多くの区民が住み続けたいと感じ
ることができる、区民満足度の高いまちづくりが必要です。

④ 区民参加によるまちづくり

（３） 西区の魅力や情報の発信
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２．基本方針・区分別主要事業

（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 26年度 25年度 説明

1 土木緊急修繕・交通安 150,085 145,914 区民の要望や職員パトロールにより、迅速な

全施設維持管理事業 (150,085) (145,914) 修繕等を実施

〔くらし応援室〕

2 西区減災事業 195 252 地域の防災リーダー及び区民を対象とした防

〔総務課〕 (195) (252) 災研修会の開催や防災啓発活動の実施

3 防犯啓発事業 962 968 自治会・地域防犯団体との協働による「防犯

〔総務課〕 (962) (968) のつどい」の開催や地域防犯活動の支援

（２）区の特色を生かした活力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 26年度 25年度 説明

4 倍 ウォーキング講習会 219 0 健康づくり、仲間づくり及び地域づくりのた

〔コミュニティ課〕 (219) (0) め、ウォーキング講習会を開催

5 大宮アルディージャ 1,265 1,678 大宮アルディージャとの協働による少年少女

協働事業 (1,265) (1,678) サッカー教室の開催、応援フラッグの作成

〔コミュニティ課〕

6 西来る（サイクル） 2,857 2,626 西区の地域資源であるサイクリングロードを

フェスタ (2,857) (2,626) 活用し、健康づくりやスポーツ振興を図るた

〔コミュニティ課〕 め、西来る（サイクル）フェスタを開催

7 アジサイ作品展 132 137 区の花「アジサイ」をＰＲするため、アジサ

〔コミュニティ課〕 (132) (137) イ作品展を開催

8 西区花と緑のまちづく 1,007 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 (1,007) (1,000) どで花壇づくりを実践

〔コミュニティ課〕

9 区民会議・市民活動 4,118 4,454 区民会議・市民活動ネットワークの活動を支

ネットワーク支援事業 (4,118) (4,454) 援し、連携を推進

〔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
あるまちづくり、心豊かなまちづくり、西区の魅力発信など、各種取組を推進します。

〔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

10 西区ふれあいまつり 7,146 7,170 郷土意識の醸成と地域連帯を深めるため、ふ

〔コミュニティ課〕 (7,146) (7,170) れあいまつりを開催

11 西区子育て支援フェア 1,545 1,500 親子で楽しめる催し、育児相談及び子育て支

〔支援課〕 (1,545) (1,500) 援情報の提供を行う「西区子育て支援フェ

ア」を開催

（３）西区の魅力や情報を発信します。

*( )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 新 西区魅力発信事業 411 0 西区の名所、観光スポット、グルメ、歴史発

〔総務課〕 (391) (0) 見等西区の魅力を区内外に発信

13 区ＰＲ等事業 2,744 2,206 区広報紙、ガイドブック、魅力発信協力店等

〔コミュニティ課〕 (2,744) (2,206) を活用し区内の情報を発信

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

コミュニティ課

区民会議・市民活動
ネットワークだより
作成業務委託の見直
し

区民会議・市民活動ネットワークだより業務委託の
規格を見直し、予算額を縮小する

△ 289

コミュニティ課

西区ふれあいまつり
実行委員会補助金の見
直し

ふれあいまつり実行委員会補助金の前年度の決算額を
踏まえ、会場設営等委託の仕様見直しにより補助額を
縮小する

△ 24

〔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

（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 76,806 

２ 8,704 

　区役所庁舎の適正な維持管理に要する修繕等を行います。

区役所の事務経費
　区役所を管理運営するための経費を支出します。

前年度予算額 82,515 

増減 2,995 

区役所庁舎維持管理 〈西区役所〉

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 1,120 

　区行政の拠点である区役所庁舎の維持管理及び区政の円滑な運営を行います。 諸収入 496 

一般財源 83,768 

事務事業名 西区役所管理事業（総務課） 予算額 85,510 
局/部/課 西区役所/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 126 

　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関す
る行政資料の整理、閲覧、貸出し及び行政資料等の有償、無
償の頒布を行います。

前年度予算額 7,805 

増減 233 

西区役所総合案内

＜事業の目的・内容＞

　来庁者の用件・問合せ等に対し、的確・迅速・丁寧な案内を行います。

事務事業名 西区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 8,038 
局/部/課 西区役所/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 8,038 
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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＞

１ 106,992 ４ 464 

２ 43,093 ５ 177 

３ 2,175 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 22款

-

＜主な事業＞

１ 195 ４ 10 

２ 962 ５ 411 

３ 220 

　地域の防災リーダー及び区民を対象とした防災研修会等、
防災啓発活動を行います。

　親しみやすく、利用しやすい明るい区役所づくりを推進する
ため、職員の接遇研修を実施します。

防犯啓発事業 西区魅力発信事業
　自治会・地域防犯団体との協働により「防犯のつどい」を開催
するとともに、地域の防犯活動を支援します。

　西区の活性化を図るとともに、選ばれる都市を目指すことを
目的として、西区の名所、観光スポット、グルメ、歴史発見等、
西区の魅力を区内外に発信します。

区長マニフェストの策定
　まちづくりの方向性など区政運営の考え方と主な取組をお知
らせする区長マニフェストを策定します。

前年度予算額 1,533 

増減 265 

西区減災事業 明るい区役所づくり経費

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 1,778 

　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、西区
の魅力発信など、各種取組を推進します。

事務事業名 西区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 1,798 
局/部/課 西区役所/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 諸収入 20 

　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を行います。

交通安全施設維持管理 公衆便所維持管理
　道路照明、道路反射鏡、路面標示の修繕を行います。 　西大宮駅公衆便所の緊急的な修繕を行います。

衛生害虫駆除
　ハチの巣の駆除を行います。

前年度予算額 149,139 

増減 3,762 

土木緊急修繕等 交通安全啓発その他

＜事業の目的・内容＞

　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等を
行います。

事務事業名 西区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 152,901 
局/部/課 西区役所/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 152,901 
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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 7,146 ４ 1,265 

２ 2,857 ５ 219 

３ 1,139 ６ 9,174 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜主な事業＞

１ 1,545 
　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」を開催します。

前年度予算額 1,500 

増減 45 

西区子育て支援フェアの開催 [参考]

＜事業の目的・内容＞

　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、西区内の子育て支援関係機関で組織す
る「西区子育て支援ネットワーク協議会」と協働して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。

事務事業名 西区まちづくり推進事業（支援課） 予算額 1,545 
局/部/課 西区役所/健康福祉部/支援課

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 1,545 

　郷土意識の醸成と地域の連帯を深めるために、ふれあいまつ
りを開催します。

　大宮アルディージャと協働して、西区の子ども達を対象とし
た、少年少女サッカー教室を開催します。また、アルディージャ
応援フラッグを作成し、街路灯に設置します。

西来る（サイクル）フェスタ ウォーキング講習会
　西区の地域資源である荒川サイクリングロードや河川敷を活
用して、健康づくりやスポーツ振興を図るために、西来る（サイ
クル）フェスタを開催します。

　区民がウォーキングを実践しやすい環境をつくり、健康づく
り、仲間づくり及び地域づくりに役立てるために、ウォーキング
講習会を開催します。

西区花と緑のまちづくり推進事業、区の花ＰＲ事業 区民会議と市民活動ネットワーク連携、区広報紙その他

　花と緑あふれる豊かなまちを実現するために、ボランティア団
体と協働により、駅周辺などで花壇づくりを実践します。また、
区の花アジサイをＰＲするために、アジサイ作品展を開催しま
す。

　区民会議・市民活動ネットワークの活動を支援し連携を推進
します。
　区広報紙、ガイドブック等で区内の情報を発信します。
　西区内散策交流事業（駅からハイキング）等を開催します。

前年度予算額 22,231 

増減 △ 431 

西区ふれあいまつり 大宮アルディージャ協働事業

＜事業の目的・内容＞

　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。

事務事業名 西区まちづくり推進事業（コミュニティ課） 予算額 21,800 
局/部/課 西区役所/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 21,800 

西区子育て支援フェア（昨年度）
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