
花づくり事業

中央区　平成２６年度　区運営方針
１．主な現状と課題

区民コンサート手形レリーフ

中央区区民会議

中央区は古くから市場町として栄えた歴史から、蔵造り住宅などの文化財が残る一方

で、さいたま新都心地区を中心に中高層の建築物が新たに建設されるなど、文化的な街

並みと近代的な景観の魅力が共存しています。

今後は、中央区の魅力をさらに高めるために、新しい住民や世代を超えた人々の交流

によるコミュニティの形成や区民と行政の協働のまちづくりを進めるとともに、文化・

芸術といった地域資源を生かしたまちづくりを進めることが必要です。また、インフラ

の整備や生活環境を維持保全することで、安心・安全で住んでよかったと思えるまちづ

くりを推進することが課題です。

（１）区民と行政の協働のまちづくり

中央区では、コミュニティ協議会からの選出

や公募による委員から構成される区民会議を開

催しています。区民の声を直接聴くことで、地

域の抱えている課題やニーズを的確にとらえ、

区の身近な問題の解決に地域全体で取り組んで

います。

また、コミュニティ協議会の加入団体への事

業支援や区のまちづくりに寄与している団体に

対しての支援など、地域に住む人たちや様々な

団体との協働によるまちづくりを進めています。

（２）地域資源を生かしたまちづくり

中央区では、蔵造り住宅などの歴史ある街道や文化財のほか、彩の国さいたま芸術劇

場といった魅力ある地域資源が存在しています。与野本町駅からさいたま芸術劇場まで

の道をアートストリートとして整備し、劇場出演者の手形レリーフを作成するなど、こ

れらの地域資源を生かすことにより文化・芸術が息づくまちづくりを進めています。

また、区民と協働し、年々減少している花や緑を植える「花づくり事業」を行います。

区内各所に植えることで、身近な場所に花や緑が感じられる区を目指すとともに、区の

花「バラ」のさらなる普及にも取り組みます。
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道路反射鏡

中央区役所別館

中央区区民まつり

（３）安心・安全で住んでよかったと思えるまちづくり

交通安全施設（街路灯・道路反射鏡等）の

維持管理等により、交通事故防止や路上犯罪

の予防を図るほか、道路や河川等の修繕や害

虫の駆除、愛犬カードの交付など、区民のニ

ーズに迅速かつ柔軟に対応します。

また、区役所職員による青色防犯パトロー

ルの実施や、区内の小学生らによるヒヤリハ

ットマップ作成により、大人から子どもまで、

安心・安全で住んでよかったと思えるまちづ

くりを推進します。

（５）中央区役所別館耐震補強工事・既存設備の更新

中央区役所別館は耐震診断の結果、大地震時に

倒壊または崩壊する危険性が高く大きな被害を受

けることが想定されることから、市有建築物耐震

化実施計画に基づき、平成26年度に耐震補強工事

を行います。

また、中央区役所本館・別館においては、地球

温暖化対策への取組として、施設内の照明のＬＥ

Ｄ化や太陽光発電設備設置を見据え、平成26年度

にその設計業務を行います。その後、改修工事を

行う予定です。

（４）交流が育てる心豊かなまちづくり

区民や各団体の交流を図り、コミュニティの

輪を広げるため、中央区区民まつりなどを行い、

地域のコミュニティ形成に寄与します。

また、平成26年度から新たに「ふるさと

ウォーキング事業」を実施します。これは、中

央区内の見どころを紹介したウォーキングマッ

プを作成し、ウォーキングイベントを行うもの

です。これにより、区民の健康づくりをサポー

トし、歩きながら中央区内の魅力に触れること

で、健やかな心を育みます。
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）区民と行政の協働のまちづくり

*( )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 区民会議の運営 386 346 区民の参加と協働により、区の魅力あるまち

〔コミュニティ課〕 (386) (346) づくりを推進するため、区民会議を開催

2 区コミュニティ協議会 2,215 2,215 教育・福祉・文化・芸能事業等、様々な団体

事業 (2,215) (2,215) で構成されるコミュニティ協議会が行う事業

〔コミュニティ課〕 への支援

3 区活性化等推進事業 800 1,000 区の地域コミュニティの醸成や魅力あるまち

〔コミュニティ課〕 (800) (1,000) づくりの活動を行う団体に対し、その取り組

む事業を支援

（２）地域資源を生かしたまちづくり

*( )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 花づくり事業 860 1,800 区民・団体等との協働により、区内のプラン

〔コミュニティ課〕 (860) (1,800) ター等への植栽や、イベント時に種を配布

5 拡 アートストリート事業 12,618 5,300 たつみ通り沿いに、彩の国さいたま芸術劇場

〔コミュニティ課〕 (12,618) (5,300) 出演者の手形レリーフ及び照明の設置、与野

本町駅前公園のバナーの維持管理を実施

（３）安心・安全で住んでよかったと思えるまちづくり

*( )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 交通安全施設維持管理 31,649 30,762 区内の交通事故防止及び安全確保のため、街

事業 (31,649) (30,762) 路灯・道路反射鏡等を維持管理

〔くらし応援室〕

7 土木緊急修繕事業 81,530 80,192 区民の安全を確保するための道路・下水道施

〔くらし応援室〕 (81,530) (80,192) 設・水路等の緊急的な修繕

8 衛生害虫駆除事業 1,427 1,299 区民の生活環境を維持するため、ハチなどの

〔くらし応援室〕 (1,427) (1,299) 害虫を駆除

中央区の魅力をさらに高めるために、新しい住民や世代を超えた人々の交流によるコミュニティ
の形成や区民と行政の協働を進めるとともに、文化・芸術といった地域資源を生かしたまちづくり
を推進します。
また、インフラの整備や生活環境を維持保全することで、安心・安全で住んでよかったと思える

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

9 新 愛犬登録カード交付事 4 0 犬の飼い主としてのマナーの向上及び登録と

業 (4) (0) 狂犬病予防接種の推進を図るため、犬の登録

〔くらし応援室〕 を行った区民に対し、写真付愛犬カードを交

付

10 ヒヤリハットマップ作 355 366 交通事故や犯罪から身の安全を守るため、危

成事業 (355) (366) 険箇所のマップを作成

〔くらし応援室〕

（４）交流が育てる心豊かなまちづくり

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 26年度 25年度 説明

11 新 ふるさとウォーキング 1,368 0 ウォーキングマップの作成を行うとともに、

倍 事業 (1,368) (0) 区内で活動する団体との連携を図り、ウォー

〔コミュニティ課〕 キングイベントを開催

12 区民まつり事業 9,700 9,700 区民や各団体の交流を通じてコミュニティの

〔コミュニティ課〕 (9,700) (9,700) 輪を広げるため、区民まつりを開催

（５）中央区役所別館耐震補強工事・既存設備の更新

*( )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 区役所別館耐震化事業 249,271 0 中央区役所別館の耐震補強工事を実施

〔総務課〕 (39,130) (0)

14 新 照明ＬＥＤ化事業 1,957 0 中央区役所の照明をＬＥＤ化するための設計

〔総務課〕 (1,957) (0) 業務

15 新 太陽光発電設備設置事 2,112 0 中央区役所に太陽光発電設備を設置するため

倍 業 (2,112) (0) の設計業務

〔総務課〕

〔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

くらし応援室
総合案内事業の見直
し

前年度の決算額を踏まえ、予算額を縮小する △ 967

コミュニティ課 花づくり事業の縮小 対象範囲等の見直しを行い、予算額を縮小する △ 940

保健センター
複写機使用料の見直
し

資料の印刷部数を見直し、予算額を縮小する △ 1
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