
市民・スポーツ文化局　平成２６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、窓口総合サービスの

向上を図ることにより、市民満足度を高めるとともに、市民の安全確保のため、

建て替えの方針が決まった大宮区役所新庁舎の整備及び旧岩槻区役所庁舎の解

体を行う必要があります。

（２）自治会加入率の低下など、地域に

おける人と人との「絆」が薄れつつ

あります。

地域の絆を育み、地域社会の活性

化や安全・安心なまちづくりを推進

するため、コミュニティづくり等の

活動を行う自治会への加入促進方策

を検討するとともに、支援を拡充す

る必要があります。

（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。

【 （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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※昭和45年は死者数

が最も多かった年

（１）本市では、交通事故死者数が長年にわたり増減を繰り返しています。今後

さらに「高齢社会」が進展し、死傷者が増えることが懸念されるなか、平成

25年には21人もの尊い人命が失われている現状において、より一層、交通事

故を減少させることが求められています。

【交通事故発生件数・死傷者数】 （高速道路での事故を含む）
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（４）「男は仕事、女は家庭」といった固定的な性別役割分担の意識改革と男

女共に仕事と家庭生活が両立できる働き方の見直しや環境整備の必要があ

ります。

また、深刻化するＤＶ問題の防止に向けて、一層の相談体制の充実や、

若年層への啓発を進める必要があります。

（５）消費者トラブルは多様化・複雑化

しています。特に高齢化の進行によ

り、70歳以上の消費生活相談は年々

増加していますが、高齢者からの相

談はその人口の増加率を上回る状態

が続いています。

消費者被害の未然防止に向けて、

高齢者を含む被害対象として狙われ

やすい方々を対象とした講座やセミ

ナーの開催、消費生活展をはじめと

する啓発活動並びに事業者指導を強

化する必要があります。

（６）市民が健康で心豊かな生活を送る

ことができるよう、身近でスポーツ

を気軽に親しむことができる多目的

広場をはじめとする、スポーツ施設

環境の整備を進める必要があります。

【市有未利用地を活用した多目的広場の整備数（累計）】

（７）市民（成人）の週1回以上のスポ

ーツ実施率をみると、上昇傾向には

ありますが、本市の数値目標（70％）

には及ばない状況です。

2020年オリンピック・パラリンピ

ック競技大会の東京開催が決定し、

大会開催への期待、スポーツへの関

心が高まりつつある中、「さいたま

シティマラソン」などのスポーツイ

ベントを開催することにより、スポ

ーツ活動のきっかけとなる機会の提

供や、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

をさらに促す必要があります。

【市民（成人）の週1回以上スポーツ実施率推移】
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（10）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、市民満足度を高めるため、区役所窓口総合サービスの更なる向上を図

る必要があります。また、社会保障・税番号制度導入に向け、住民記録シ

ステム等を改修する必要があります。

（11）老朽化が進んでいる大宮区役所庁舎については、市民及び職員の安全確

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、耐震改修の選択が困難であり、建て替えの方針が決まった

ことから、新庁舎の整備を行う必要があります。

また、旧岩槻区役所庁舎については、岩槻まちづくりマスタープランに

基づく岩槻駅周辺のまちづくりの観点から、速やかに解体を行う必要があ

ります。

（９）本市の特色ある文化資源である人形

や盆栽などを活用し、文化振興に加え

観光振興等にも寄与するため、施設の

整備及び運営の充実を図る必要があり

ます。

（８）市民意識調査（平成25年）によると、さいたま市を「文化的なまち・

芸術のまち」と感じている市民の割合は15％であり、決して高いとはい

えない状況にあります。

「生き生きと心豊かに暮らせる文化芸術都市」を創造するためには、

「文化芸術都市創造計画」（平成26年3月策定）に基づく各種施策を総合

的かつ計画的に実施するとともに、国内外へ発信力のあるシンボル的な事

業を実施する必要があります。

【大宮盆栽美術館】

（12）世界最高峰の自転車レースである「ツール・ド・フランス」の名を冠し

た「さいたまクリテリウムｂｙツール・ド・フランス」は、サイクルスポ

ーツの振興と健康増進、自転車活用による環境負荷の軽減、地域経済の活

性化、更には、大会開催を通じた「スポーツのまち さいたま」としての

都市イメージ向上など、多様な効果が期待できる大会であることから、一

過性のイベントとして終わらせることなく、本市を代表するシンボリック

な大会となるよう継続して開催する必要があります。
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）交通事故防止を図るため各種交通安全施設の設置及び維持管理に取り組みます。

*( )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 交通安全施設設置事業 287,003 308,205 交通事故防止を目的として、道路反射鏡や公

〔交通防犯課〕 (287,003) (308,205) 衆街路灯などの各種交通安全施設を設置

2 交通安全施設維持管理 910,784 697,431 各種交通安全施設修繕・点検等の実施及び道

事業 (910,784) (697,431) 路照明施設の電気使用料

〔交通防犯課〕

（２）自治会への加入促進及び支援を行います。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 26年度 25年度 説明

3 自治会運営補助金交付 277,269 277,654 住み良い豊かな地域社会の形成に資すること

事業 (277,269) (277,654) を目的として、自治会並びに自治会連合会の

〔コミュニティ推進 運営に要する経費の一部を補助

課〕

4 倍 自治会集会所整備事業 101,984 93,001 自治会活動の場の確保・充実を目的として、

〔コミュニティ推進 (101,984) (93,001) 自治会集会所の新築及び増改築修繕に要する

課〕 経費の一部を補助

5 拡 コミュニティ助成事業 36,000 7,500 コミュニティ活動の促進を図るため、みこし

倍 〔コミュニティ推進 (36,000) (7,500) 等の屋外備品や集会所建設時における机等の

課〕 屋内備品の整備に要する経費の一部を補助

6 倍 自治会加入促進事業 1,100 1,319 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 (980) (1,119) 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

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、窓口サービスの向上など満足度

を高める取組を進めます。

〔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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（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 26年度 25年度 説明

7 （仮称）浦和美園駅東 1,932,714 1,386,898 コミュニティセンター、図書館、教育相談

口駅前複合公共施設整 (94,914) (107,298) 室、支所、拠点備蓄倉庫からなる複合公共施

備事業 設整備を実施

〔コミュニティ推進 （平成25～27年度継続事業）

課〕 （ＣＯ2削減、省エネルギー対策等、環境に

配慮した施設を整備）

（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 26年度 25年度 説明

8 第３次男女共同参画の 1,451 3,484 第３次男女共同参画のまちづくりプランに基

まちづくりプラン進行 (1,451) (3,484) づく推進事業の実施及び進行管理

管理事業

〔男女共同参画課〕

9 啓発事業 8,224 14,414 男女共同参画社会情報誌の年度2回の発行

〔男女共同参画課〕 (7,971) (14,037) （内1回は全戸配布）及び職員研修の実施

10 倍 相談事業 24,068 24,105 男女共同参画社会の実現に向けて、女性の悩

〔男女共同参画課〕 (16,648) (16,683) み電話相談の充実を図り、深刻化するＤＶ問

題に迅速かつ適切に対応するため配偶者暴力

相談支援センターを平成26年10月までに設置

するとともに、引き続き、男性の悩み電話相

談を実施

11 学習・研修事業 6,871 7,001 第３次男女共同参画のまちづくりプランに基

〔男女共同参画課〕 (5,904) (6,051) づき、男女共同参画社会についての学習機会

を提供するため、講座や講演会等を実施

（５）市民の消費生活における安全・安心の向上を図ります。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 26年度 25年度 説明

12 消費生活相談事業 44,862 44,602 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 (44,644) (44,384) 防止・救済のための消費生活相談を実施

―〕

〔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

13 消費者教育・消費者啓 2,049 1,682 消費者被害の未然防止のための周知・啓発及

発事業 (2,049) (1,682) び消費者教育のためのセミナー開催・出前講

〔消費生活総合センタ 座の充実

―〕

（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 26年度 25年度 説明

14 多目的広場整備事業 15,937 23,942 未利用地を活用したスポーツもできる多目的

〔スポーツ振興課〕 (7,837) (11,102) 広場を整備

15 学校体育施設開放事業 19,123 75,010 市立小・中学校の体育施設を学校教育に支障

〔スポーツ振興課〕 (19,123) (27,162) のない範囲で希望団体に開放

（７）スポーツ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 26年度 25年度 説明

16 成 さいたまシティマラソ 75,090 76,280 市民の自己実現と健康増進に対する意識向上

ン事業 (75,090) (76,280) に資するとともに、本市のＰＲの場として、

〔スポーツイベント 市民に運営参加を促すシティマラソン（ハー

室〕 フマラソン）を開催するとともに、フルマラ

ソン化への移行を検討

17 さいたま市・南会津町 1,300 1,300 市民が自然豊かな南会津町を歩くことによ

たていわ親善ツーデー (1,300) (1,300) り、世代・地域を越えた交流及び健康・体力

マーチ事業 づくりを図るとともに、友好都市提携をして

〔スポーツ振興課〕 いる南会津町との親善事業として開催

（８）生き生きと心豊かに暮らせる文化芸術都市を創造します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 26年度 25年度 説明

18 新 （仮称）さいたまトリ 40,842 0 国際的な芸術祭の平成28年度開催に向け、準

倍 エンナーレ開催事業 (40,842) (0) 備委員会を設立し、開催方針及び開催計画を

〔文化振興課〕 検討するとともに、広報・ＰＲ活動等によっ

て、開催機運を醸成

〔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

19 新 文化芸術都市創造計画 1,600 0 文化芸術都市創造計画の策定を記念するとと

策定記念事業 (1,600) (0) もに、彩の国さいたま芸術劇場が平成26年度

〔文化振興課〕 に20周年を迎えることから、埼玉県と連携し

て、音楽イベントを開催

（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 26年度 25年度 説明

20 成 （仮称）岩槻人形会館 23,308 24,696 本市の特色ある人形文化の振興を図るため、

整備事業 (21,308) (24,696) 日本人形を中心とした展示や講座などを実施

〔文化振興課〕 するとともに、観光振興等にも寄与する（仮

称）岩槻人形会館を整備

21 倍 大宮盆栽美術館管理運 107,678 101,305 貴重な地域資源である盆栽や盆栽文化に関す

成 営事業 (88,195) (84,515) る資料等を収集するとともに、国内外に向け

〔大宮盆栽美術館〕 て発信し、世界に誇る盆栽の名品にふれあう

機会を提供

（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 26年度 25年度 説明

22 新 区役所窓口総合サービ 7,000 0 民間のノウハウを活用し、職員接遇に関する

行 ス向上事業 (7,000) (0) 現況調査を行い、調査結果に基づいた接遇改

〔区政推進室〕 善に取り組むことにより区役所窓口総合サー

ビスの向上を図る事業を実施

23 新 社会保障・税番号制度 17,841 0 社会保障・税番号制度に対応するため、住民

導入事業 (0) (0) 記録システム等関連システムを改修

〔区政推進室〕

24 新 浦和駅市民の窓口移転 48,219 0 浦和駅西口駅前の開発に伴い浦和駅市民の窓

事業 (0) (0) 口を高架下に移転

〔区政推進室〕

〔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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（11）大宮区役所新庁舎の整備及び旧岩槻区役所庁舎等の解体を行います。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 26年度 25年度 説明

25 新 旧岩槻区役所庁舎等解 390,837 0 岩槻まちづくりマスタープランに基づく岩槻

体事業 (106,637) (0) 駅周辺地区のまちづくりの観点から、速やか

〔区政推進室〕 に解体工事及び近隣家屋の影響調査を実施

26 拡 大宮区役所新庁舎整備 2,976 805,688 市民及び職員の安全と耐震性の確保のため建

成 事業 (2,976) (683,588) て替えが決まった大宮区役所庁舎について、

〔大宮区役所新庁舎建 整備に必要な業務を実施

設準備室〕

（12）「スポーツのまち さいたま」の都市イメージの向上を目指します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 26年度 25年度 説明

27 拡 国際自転車競技大会開 330,000 150,000 世界最高峰の自転車競技「ツール・ド・フラ

成 催事業 (330,000) (150,000) ンス」の名を冠したレースの開催を通じて、

〔スポーツイベント 「スポーツのまち さいたま」を国内外に

室〕 アピール

〔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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３．平成２６年度予算案における見直し事業一覧
（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

市民総務課
しらさぎ荘の管理に
かかる経費の削減

しらさぎ荘条例の廃止及び民間への移管予定に伴
う、施設管理にかかる経費を削減する

△ 8,639

交通防犯課
交通指導員証等印刷
外注の廃止

交通指導員の指導員証及び表彰にかかる印刷を、職
員において実施し、印刷外注を廃止する

△ 20

交通防犯課
交通安全対策協議会
補助金の削減

交通安全対策協議会の交通安全啓発品購入費を精査
し、補助金を削減する

△ 1,125

交通防犯課
違法駐車等対策協議
会委員報酬対象者の
精査

違法駐車等対策協議会の委員を精査することによ
り、報酬経費を削減する

△ 180

交通防犯課
違法駐車防止対策事
業における啓発品の
精査

違法駐車防止の啓発については、違法駐車について
の理解が浸透してきたことを踏まえ、啓発品の配布
回数を減らし、購入数を精査する

△ 40

コミュニ
ティ推進課
市民活動支
援室

外部研修への派遣事
業の廃止

市民活動に関する事務に携わる職員を対象に、外部
の市民活動研修に派遣をしてきたが、所期の目的を
達成したと考え見直しを行い、市職員を対象とした
内部研修のみの実施とすることで、予算計上を廃止
する

△ 100

男女共同参
画課

男女共同参画情報誌
配布方法の見直し

男女共同参画社会情報誌「夢」については、年度2
回の発行の際、いずれも全戸配布としていたが、内
1回については、関係機関の協力による直接の配布
とすることで予算額を削減する

△ 2,691

文化振興課
ジュニアソロコンテ
スト開催事業の見直
し

さいたま市文化振興事業団が主催する類似事業
（「夢の星ソロコンテスト」）と統合し、共催事業
とすることで、事業費の縮減を図る

△ 3,152

区政推進室
住居表示協議会の出
席者数見直し

住居表示協議会の出席者数を見直し、旅費及び負担
金を削減（2人→1人）する

△ 25

区政推進室
区政概要作成・印刷
業務委託の廃止

業務委託にて作成・印刷していた区政概要につい
て、職員が作成し、印刷センターで印刷すること
で、事業は継続するが、予算計上を廃止する

△ 599
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