
北区　平成２７年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

（２）子育てしやすいまちづくり
北区では、若い世代層の流入などによ

り、乳幼児や児童の区人口に占める割合
が高くなっています。
子育て支援施設の整備等子育て環境の

充実が図られる一方、子育て支援情報の
発信がさらに重要視されており、保育施
設をはじめ、子育てを支援する側と保護
者側との情報のマッチングや保護者同士
のコミュニケーションの場を提供する必
要があります。

（仮称）北区保育施設紹介フェア実施事業

北区は、世界に誇る日本の文化「盆栽」を継承する「大宮盆栽村」、日本
近代漫画の先駆者、北沢楽天ゆかりの「漫画会館」、市の無形民俗文化財に指定
されている「日進餅つき踊り」など、伝統的な文化資源を有しています。
また、道路、鉄道ともに交通利便性が高く、市の副都心としてにぎわう日

進・宮原地区、市民の森をはじめとする、みどり豊かな憩いの場など、新旧
のまちが融合する地域資源の豊かなまちです。
北区は、乳幼児や児童の区人口に占める割合が高く、子育て世代が多いま

ちであるため、子育て世帯への支援情報を提供する必要があります。
また、北区の高齢化率は、さいたま市の平均より低くなっていますが、今
後は高齢化が進むことが予想されることから、働き盛り世代や高齢者の生活習慣
病予防は、今後の重要課題となっています。

なお、平成25年度北区区長マニフェス
トアンケート調査結果では、今後、北区
で重点的に取り組んでほしい分野として、
「安全・生活環境」や「健康・福祉」の
要望が多くなっています。
この状況を踏まえ、身近な道路や交通

安全施設の修繕などを迅速に行い、区民
が安全で安心して暮らせる生活環境を維
持し、誰もが元気で健康に暮らせるまち
づくりを推進する必要があります。

北区ウオーキングイベント（市民の森）

（１）誰もが元気で健康に暮らせる
まちづくり

生活習慣病や介護予防、ストレスの低
減等の健康増進を目的としたウオーキン
グなど、誰でも手軽に健康づくりに取り
組める機会が必要です。そのため、北区
の名所等も楽しめる「北区ウオーキン
グガイド」を活用し、ウオーキングを始
めるきっかけやウオーキングを継続する
ための機会を提供する必要があります。
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取り組んでほしいと思う分野

「平成25年度北区区長マニフェストアンケート調査」より
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（３）安全・安心なまちづくり
区民が安全で、安心して暮らせる生活環境

を維持するため、街路灯やカーブミラーなど
の交通安全施設の修繕や、道路等の修繕など
区民ニーズに迅速かつ柔軟に対応することが
求められています。

（４）スポーツのまちづくり
スポーツは、体力の向上、ストレスの発散

など、心身両面にわたる健康の増進、子ども
たちの健全育成や交流の促進を図るうえで大
変重要なものです。さいたま市を本拠地とす
る大宮アルディージャや女子プロ野球チーム
との連携により、スポーツを活用したまちづ
くりを効果的に推進する必要があります。

（５）区民参加のまちづくり
多様化する区民ニーズに対応するとともに、

区の個性を生かした魅力あるまちづくりを進
めることを目的に、区内のさまざまな課題な
どを協議し、区民の意見を反映するためのパ
イプ役として区民会議の重要性はますます高
まっています。
また、市民活動ネットワークの登録団体に

対しては、団体間のゆるやかなネットワーク
（つながり）化と活動支援を図り、市民活動
及び協働を推進する必要があります。

道路緊急修繕

北区少年・少女サッカー教室

北区区民会議

（６）ふれあいのあるまちづくり

少子高齢化・核家族化の進行や価値観・ラ

イフスタイルの変化から、地域住民間の交流

や地域社会のつながりが低下傾向になってい

ます。

こうした状況を踏まえ、地域におけるまつ

りやイベントの開催を通し、世代間交流など

を図り、ふれあいのあるまちづくりの推進が

求められています。
北区民まつり
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）誰もが元気で健康に暮らせるまちづくり

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

1 倍 北区ウオーキングイベ 695 611 区民の健康増進を図るため、北区ウオーキン

ント開催事業 (695) (611) グガイドを活用したウオーキングイベントを

〔コミュニティ課〕 開催

（２）子育てしやすいまちづくり

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

2 （仮称）北区保育施設 1,464 3,804 乳幼児や児童の区人口に占める割合が高いと

紹介フェア実施事業 (1,464) (3,804) いった区の特性を生かした子育てに関するイ

〔支援課〕 ベントを開催

（３）安全・安心なまちづくり

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

3 土木緊急修繕等事業 146,032 145,832 区民が安全に安心して暮らせる生活環境を維

〔くらし応援室〕 (146,032) (145,832) 持するため、道路等の緊急修繕を実施

4 交通安全施設維持管理 38,318 38,318 街路灯やカーブミラーなどの防犯施設及び交

事業 (38,318) (38,318) 通安全施設の維持管理や、老朽化した道路反

〔くらし応援室〕 射鏡の支柱の劣化状況の点検を実施

5 新 「ヒヤリ・ハットマッ 307 0 区内の交通安全及び防犯上、危険な箇所につ

プ」作成事業 (307) (0) いて、保護者や関係機関と連携しながら学区

〔くらし応援室〕 ごとに「ヒヤリ・ハットマップ」を作成

（４）スポーツのまちづくり

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

6 サッカー教室開催事業 1,009 925 子どもの健全育成や交流の促進を図るため、

〔コミュニティ課〕 (1,009) (925) 大宮アルディージャと連携し、少年・少女

サッカー教室及び親子サッカー教室を開催

住民参加のまちづくりをスローガンとし、区民との協働による北区の個性を生かしたまちづくりを

進めます。また、道路、河川、下水道や交通安全施設の簡易な緊急修繕等を行い、身近な生活環

境を保持します。

〔区分〕 新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業　　総 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業　　倍 … しあわせ倍増プラン２０１３事業
　　　　　成 … 成長戦略事業　　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 27年度 26年度 説明

7 新 野球教室開催事業 323 0 子どもの健全育成や交流の促進を図るため、

〔コミュニティ課〕 (323) (0) 本市を本拠地とする女子プロ野球チームと連

携し、野球教室を開催

（５）区民参加のまちづくり

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

8 区民会議運営・市民活 3,656 5,061 区民会議の運営や市民活動ネットワーク登録

動ネットワーク支援事 (3,656) (5,061) 団体の活動を支援

業

〔コミュニティ課〕

（６）ふれあいのあるまちづくり

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

9 区民まつり・文化まつ 9,172 8,083 区民がふれあい、区への愛着を深めるため、

り開催事業 (9,172) (8,083) 北区民まつりと北区文化まつりを開催

〔コミュニティ課〕

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
北区防犯デー業務委
託内容見直しによる
縮小

毎年7月1日に開催している「北区防犯デー」におけ
る委託業務のうち、会場への案内表示などを職員自
ら作成することにより予算額を縮小する。

△ 81

コミュニティ課

区民会議運営・市民
活動ネットワーク支
援事業の見直し

区民会議委員の負担軽減を図るため、年間の会議開
催回数を見直し、また、区民会議及び市民活動ネッ
トワークがそれぞれ発行していた広報紙を統合する
ことにより予算額を縮小する。

△ 1,385

支援課
子育てイベントの内
容見直し

子育て情報を提供する事業に特化したものに見直
し、予算額を縮小する。

△ 2,340

〔区分〕 新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業　　総 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業　　倍 … しあわせ倍増プラン２０１３事業
　　　　　成 … 成長戦略事業　　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 8,262 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 14款

21款

-

＜主な事業＞

１ 19,414 [参考]

２ 17,347 

局/部/課 北区役所/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

事務事業名 北区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 8,262 

前年度予算額 8,500 

増減 △ 238 

8,262 

＜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。

区役所総合案内
　来庁者に対し、担当窓口を的確・迅速・丁寧に案内するとと
もに、婚姻・出生・住宅の新築をされた市民の方に記念樹を交
付します。また、情報公開コーナーにおいて、行政資料等の
整理、閲覧、貸出し及び有償又は無償の頒布を行います。

局/部/課 北区役所/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

事務事業名 北区役所管理事業（総務課） 予算額 36,761 

前年度予算額 37,822 

増減 △ 1,061 

306 

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 17,289 

　区行政及び防災中核拠点である区役所庁舎の維持管理等を行います。 一般財源 19,166 

　プラザノース内にあるさいたま地方法務局証明書交付窓口
において、登記事項証明書等を取得する市民の利便性向上
を図るため、収入印紙の売りさばきを行います。

北区役所庁舎の維持管理
　市民生活に密着したサービスの提供と防災中核拠点として
の機能を果たすため、北区役所庁舎の適切な維持管理等を
行います。

収入印紙の売りさばき

プラザノース（北区役所）

北区役所総合案内
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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＞

１ 146,032 ４ 1,753 

２ 38,318 ５ 296 

３ 1,637 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜主な事業＞

１ 301 [参考]

２ 562 

局/部/課 北区役所/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

事務事業名 北区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 188,036 

前年度予算額 187,598 

増減 438 

188,036 

＜事業の目的・内容＞

　身近な生活環境を保持するため、道路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、衛生害虫駆除等を行います。

　道路照明灯・道路反射鏡・路面標示の修繕を行います。ま
た、老朽化した道路反射鏡の支柱について劣化状況の点検
を行います。

　日進駅南口・北口、宮原駅東口・西口公衆便所の破損、故
障等の緊急的な修繕を行います。

衛生害虫駆除
　危害を及ぼすハチの巣の駆除を行います。

土木緊急修繕 交通安全啓発その他
　区民が安全・安心で暮らしやすい生活環境を維持するた
め、道路等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
を促す看板の設置等を行います。また、くらし応援室の事務遂
行に当たり必要な庶務（旅費の支給・消耗品の購入など）を行
います。

交通安全施設維持管理 公衆便所維持管理

局/部/課 北区役所/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

事務事業名 北区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 863 

前年度予算額 881 

増減 △ 18 

863 

＜事業の目的・内容＞

　住民参加のまちづくりをスローガンとし、区民との協働による北区の個性を生かしたまち
づくりを進めます。

　7月1日（犯罪のない日）を「北区防犯デー」と定め、防犯講習
会及び区内一斉防犯パトロールを実施し、自主的に防犯活動
する区民の輪を広げます。

区長マニフェスト策定その他
　北区の個性を生かしたまちづくりを推進するため、区長マニ
フェストを策定し、また区長マニフェスト評価書を作成します。

北区防犯デーの開催

北区防犯デー
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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 1,015 ４ 9,172 

２ 1,332 ５ 2,642 

３ 3,656 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜主な事業＞

１ 1,464 [参考]

局/部/課 北区役所/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

事務事業名 北区まちづくり推進事業（コミュニティ課） 予算額 17,817 

前年度予算額 17,585 

増減 232 

17,817 

＜事業の目的・内容＞

　住民参加のまちづくりをスローガンとし、区民との協働による北区の個性を生かしたまち
づくりを進めます。

　子どもたちの健全育成や交流の促進を図るため、大宮アル
ディージャと連携した少年・少女サッカー教室及び親子サッ
カー教室を開催します。また、本市を本拠地とする女子プロ野
球チームと連携した野球教室を開催します。

　区の情報発信を行うため、北区（来たく）なるブックを発行し
ます。また、区民と区役所職員の協働による北区パフォーマン
ス隊を結成し、大宮アルディージャのホームゲームや大宮日
進七夕まつりでよさこい踊りを披露します。

区民会議運営・市民活動ネットワーク支援

　区の個性を生かした魅力あるまちづくりを推進するため、区
民会議の運営を行うとともに、市民活動ネットワーク登録団体
の活動を支援し、市民活動及び協働を推進します。

ウオーキング・ジョギング推進事業 区民まつり・文化まつり開催
　区民の健康増進を図り、区への愛着を深めてもらうため、北
区の名所等も楽しめる「北区ウオーキングガイド」を活用したウ
オーキングイベント等を開催します。また、区民の「走る」を応
援するため、新たにジョギングマップを作成します。

　北区における郷土意識の醸成及び地域住民の連帯をより一
層深めるため、北区民まつりを開催します。また、北区民の日
頃の文化活動の発表及び地域住民の連帯を深めるため、北
区文化まつりを開催します。

スポーツのまちづくり推進事業 区広報物等その他

局/部/課 北区役所/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

事務事業名 北区まちづくり推進事業（支援課） 予算額 1,464 

前年度予算額 3,804 

増減 △ 2,340 

1,464 

＜事業の目的・内容＞

　保育施設などの子育て情報の提供や乳幼児や児童の子育てをする保護者同士のコ
ミュニケーションの場を創出する、区の特性を生かしたイベントを行います。

（仮称）北区保育施設紹介フェア
　保育施設等の情報発信と乳幼児や児童の子育てをする保
護者同士のコミュニケーションの場を提供するため、保育施設
の活動発表や子育て支援団体による親子参加型イベントの実
施や育児相談などを内容とした「（仮称）北区保育施設紹介
フェア」を開催します。

（仮称）北区保育施設紹介フェア
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