
浦和区　平成２６年度　区運営方針
１．主な現状と課題

浦和宿に代表される歴史と文化を伝える文教都市・浦和区は、都心として
にぎわいのある地区と、緑豊かな落ち着いた住環境の地区の2つが共存してい
ます。この特性を踏まえ、住み続けたいまち、行ってみたいと思えるまちと
しての魅力を一層高めるため、地域に住む人々の参加と協働を基本に、浦和
区の歴史、文化、環境の資産を生かしたまちづくりが求められています。
また、健康・福祉や安全・生活環境に関する取組の充実が求められている
ほか、浦和駅東西連絡通路の開通に伴うにぎわいの創出の継続的な取組が必
要です。

（２）恵まれた伝統ある教育・文化・

スポーツ資源を活用した、芸術・文化

活動の振興が求められております。

また、サッカーやうなぎのまちとし

ての特性などを生かした区の魅力の向

上と情報発信力の強化が必要です。

（１）世代や文化、居住する地域など

様々な差異を超えて人々がふれあい、

誰もが楽しく活動し、人々の理解と共

感が広がるまちづくりが求められてお

ります。

女子サッカー教室ＩＮ浦和駒場スタジアム

浦和区ごみゼロ運動

（資料：平成24年度区長マニフェスト評価書）

[浦和区で重点的に取り組んでほしい分野]
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（３）鉄道を挟んだ東西連携による一体的なまちづくりの形成により、

活気のあるまちの再生と創出が必要です。

（６）生活習慣病予防や介護

予防など、健康・福祉に関す

る取組の充実が求められてい

ます。

浦和区健康まつり

（４）犯罪や交通事故のない安全

で安心して住めるまちの構築が求

められています。特に高齢者や子

どもなど交通弱者への安全対策が

重要です。

（５）緑化意識の向上と、区民

同士のふれあいや絆を深めるこ

とを目的とした、身近な場所で

の緑に出会う機会の創出が求め

られています。

ヒヤリハットマップ

駅周辺での花の植栽
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）世代や文化、地域を超えた多様な交流のあるコミュニティづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

区分 区分 事業名 26年度 25年度 説明

1 市民活動ネットワーク 2,100 2,100 浦和区市民活動ネットワーク登録団体の活動

事業 (2,100) (2,100) 支援

〔コミュニティ課〕

2 浦和区秋のごみゼロ 393 394 ごみゼロ運動（清掃活動・キャンペーン）を

運動事業 (393) (394) 実施

〔くらし応援室〕

（２）文教都市などの「浦和ブランド」を活用した魅力のあるまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

区分 区分 事業名 26年度 25年度 説明

3 うなぎのまち浦和ＰＲ 1,171 1,255 浦和のうなぎ文化のＰＲを実施

事業 (1,171) (1,255)

〔総務課〕

4 サッカーのまち浦和 1,458 1,500 サッカーのまちをＰＲするためのフラッグを

ＰＲ事業 (1,458) (1,500) 作製し、商店街に配布

〔総務課〕

5 サッカーのまちづくり 742 683 浦和駒場スタジアムを会場に女子サッカー教

推進事業 (742) (683) 室を開催

〔コミュニティ課〕

6 浦和区文化の小径 1,000 1,300 文化の小径マップを活用したウォーキングイ

づくり推進事業 (1,000) (1,300) ベントの開催及びマップの修正・増刷

〔コミュニティ課〕

7 浦和区作品展業務 1,440 1,641 浦和区作品展（絵画等）を開催

〔コミュニティ課〕 (1,440) (1,641)

浦和区の将来像である「にぎわいと文教の調和する緑豊かなまち」の実現に向け、区民との
協働により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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（３）東西が連携し、一体性と「にぎわい」のあるまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

区分 区分 事業名 26年度 25年度 説明

8 浦和区民まつり 7,300 7,300 東西連携による一体感をもった区民まつりの

〔コミュニティ課〕 (7,300) (7,300) 開催

（４）ひとにやさしい誰もが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)

区分 区分 事業名 26年度 25年度 説明

9 防犯のまちづくり推進 1,433 1,364 自主的な防犯活動の推進

事業 (1,433) (1,364)

〔総務課〕

10 交通安全対策事業 4,320 4,200 通学路点検に基づき、児童の交通安全を確保

〔くらし応援室〕 (4,320) (4,200) するため、路面標示等の修繕を実施

11 ヒヤリハットマップ 389 378 通学路においてヒヤリとした交通事故等危険

作成 (389) (378) 個所を地図に落としたマップの作成

〔くらし応援室〕

12 道路照明施設修繕事業 22,653 21,796 老朽化の著しい蛍光灯から省電力・長寿命型

〔くらし応援室〕 (22,653) (21,796) のＬＥＤ灯に主に切替え

13 拡 高齢者のための交通 65 51 高齢者を対象とした交通安全に向けて冊子を

安全対策事業 (65) (51) 作成し、交通安全教室を実施

〔くらし応援室〕

14 新 新1年生のための交通安 247 0 区内全ての新1年生を対象とした交通安全対策

全対策事業 (247) (0) の冊子を作成し、配布

〔くらし応援室〕

（５）緑豊かな美しい街並みとゆとりある住環境を創出するまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

区分 区分 事業名 26年度 25年度 説明

15 花とみどりの豊かな 1,500 1,500 緑化意識の向上と、区民同士のふれあいや絆

まちづくり推進事業 (1,500) (1,500) を深めることを目的とした、身近な場所での

〔コミュニティ課〕 緑に出会う機会の創出

〔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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（６）健康で共に支えあうまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

区分 区分 事業名 26年度 25年度 説明

16 新 ジョギングコース設定 545 0 区民の健康づくりを目的としたジョギング

倍 事業 (545) (0) コースの整備

〔コミュニティ課〕

17 新 浦和区ウォーキング 431 0 生活習慣病予防等を目的としたウォーキング

教室 (431) (0) 教室の開催

〔保健センター〕

18 浦和区健康まつり 956 1,375 心と体の健康について考える機会となるよう

〔保健センター〕 (956) (1,375) な体験型の健康まつりを開催

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

コミュニティ課
まちづくり推進事業
（補助金）の見直し

前年度までの申請の実績を踏まえ、内容を精査し、
予算額を縮小する

△ 550

保健センター 給湯ボイラーの廃止
給湯ボイラーの廃止により、光熱水費及び保守業務
費用等の予算計上を廃止する

△ 340

〔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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