
西区　平成２７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。

西区では、これら地域資源の活用や安全・安心、生活環境、健康、福祉に

関するニーズが高くなっており、地域防災力や地域防犯力の向上、生活環境

の整備、子育て支援や健康づくりへの取組を、区民との協働により推進して

いくことが求められています。

（１）安全で安心して暮らせるまちづくり

平成25年度区長マニフェストアンケート結果では、「今後西区で取り組ん

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

多い結果になり、昨年度に引き続き要望の高い取組となっています。

そこで、西区では、関係機関との連携により防犯や防災に取り組むととも

に、道路の緊急修繕や交通安全施設の維持管理、交通安全啓発などに取り組

むことにより、安全・安心なまちづくりを推進していく必要があります。

西区で重点的に取り組んでほしい分野について（平成25年度区長マニフェストアンケート結果）

防災研修会 防犯パトロール

１

２

３

４

５

歴史・文化・伝統に関する取組 ６０件 ７％

地域交流に関する取組 ５５件 ６％

健康・福祉に関する取組 ３３２件 ３７％

自然・環境に関する取組 １１６件 １３％

取組分野 要望件数 割合

安全・生活環境に関する取組 ３３８件 ３７％
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（２）地域資源を活用したまちづくり

（４）健康づくり

住んで良かった、住み続けたい、訪れてみたい、住んでみたいと思えるまち

を実現するには、西区の豊かな自然、歴史文化、温かいコミュニティなどの魅

力を積極的に発信し、「選ばれるまち」を目指していく必要があります。

西区は自然環境に恵まれていることに加え、三

橋総合公園や大宮花の丘農林公苑など、特色ある

公園が多く存在しています。これらの自然を生か

すとともに、古くから伝わる伝統芸能の継承、区

内にクラブハウス・練習場がある大宮アルディー

ジャなど、地域資源を活用したまちづくりに取り

組む必要があります。

① 区の特色を生かしたまちづくり

（３）子育て支援

親の子育ての不安などを軽減するためには、区内に

ある子育て支援機関が連携を深め、子育て中の親子

の交流の場を提供し、育児相談や子育て支援情報の

提供など地域に根ざした子育て支援体制を構築する

ことが必要です。

② 区民との協働によるまちづくり

（５）西区の魅力発信

区民との協働によるまちづくりを実現するには、区民

から多種・多様な意見や提案を聞き、地域が抱えてい

る問題や課題を把握し、その解決方法を区民とともに

協議していくことが必要です。

また、区民が自主的・主体的に取り組む地域のまち

づくり活動に対して、支援していくことが求められてい

ます。

西区の高齢化率は10区中2番目に高い24.97％で
す。

（平成26年4月1日時点）
高齢者が、心身ともに健康を維持し、生きがいを持っ

て地域活動に参加することは地域の活力にもつなが

ることから、健康寿命の増進や介護予防などの支援

が必要です。 ウォーキング講習会

子育て支援フェア

区民会議

西区少年少女サッカー教室
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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 27年度 26年度 説明

1 土木緊急修繕・交通安 150,736 150,085 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 (150,736) (150,085) 修繕等を実施

〔くらし応援室〕

2 新 ヒヤリハットマップ 195 0 小学校通学路の危険箇所を表示したマップを

作成事業 (195) (0) 学校及びＰＴＡと連携して作成

〔くらし応援室〕

3 西区減災事業 1,025 195 地域の防災リーダー及び区民を対象とした防

〔総務課〕 (1,025) (195) 災研修会の開催、区災害対策本部の整備

4 防犯啓発事業 966 962 西区防犯のつどい（西区安心・安全ネット

〔総務課〕 (966) (962) ワーク協議会主催、大宮西警察署・西区共

催）を開催

（２）地域資源を活用した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 27年度 26年度 説明

5 西区ふれあいまつり 7,146 7,146 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) (7,146) れあいまつりを開催

6 西来るフェスタ 3,348 2,857 荒川河川敷とサイクリングロードを生かした

〔コミュニティ課〕 (3,348) (2,857) サイクルフェスタを開催

7 大宮アルディージャ 554 1,265 大宮アルディージャとの協働により西区少年

協働事業 (554) (1,265) 少女サッカー教室を開催

〔コミュニティ課〕

8 アジサイ作品展 155 132 西区の花「アジサイ」をＰＲするために、ア

〔コミュニティ課〕 (155) (132) ジサイをテーマとした作品展を開催

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、すべての人
と生活にやさしい潤いあるまちづくり～」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、子育て支援、健康づくり、情報発信など、各種事業に取り組みま
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

9 西区花と緑のまちづく 915 1,007 ボランティア団体との協働により、駅周辺な

り推進事業 (915) (1,007) どで花壇づくりを実施

〔コミュニティ課〕

10 区民会議・市民活動 3,447 4,118 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 (3,447) (4,118) 援

〔コミュニティ課〕

（３）子育てを支援します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

11 西区子育て支援フェア 1,545 1,545 子育ての不安軽減を図り、地域の子育て支援

〔支援課〕 (1,545) (1,545) 体制を強化するためのフェアを開催

（４）健康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 27年度 26年度 説明

12 倍 ウォーキング講習会 223 219 西区の地域資源を活用した、ウォーキング講

〔コミュニティ課〕 (223) (219) 習会を開催

（５）西区の魅力を発信します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 27年度 26年度 説明

13 区ＰＲ事業 1,955 1,139 アジサイパンフレット、自然満喫ルート案内

〔コミュニティ課〕 (1,955) (1,139) 看板の作成や既存リーフレット等の改訂・増

刷を実施

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・市報折込
配布業務の見直し

自治会の回覧等を利用することで、市報折込配布業
務を廃止するなどの見直しを行い、予算額を縮小す
る。

△ 724

〔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 8,038 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 14款

17款

21款

-

＜主な事業＞

１ 71,321 

２ 9,049 

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

事務事業名 西区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 8,038 

前年度予算額 8,038 

増減 0 

8,038 

＜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。

西区役所総合案内
　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お
ける行政資料の整理、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。

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

事務事業名 西区役所管理事業（総務課） 予算額 80,370 

前年度予算額 85,510 

増減 △ 5,140 

129 

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 1,141 

　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 337 

一般財源 78,763 

　区役所を管理運営するための経費を支出します。

区役所庁舎維持管理 〈西区役所〉
　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
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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＞

１ 107,843 ４ 453 

２ 42,893 ５ 377 

３ 2,175 ６ 195 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜主な事業＞

１ 1,025 ４ 250 

２ 966 

３ 437 

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

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 153,936 

前年度予算額 152,901 

増減 1,035 

153,936 

＜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、すべての
人と生活にやさしい潤いあるまちづくり～」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。

　安全・安心なまちづくりのため、道路照明、道路反射鏡、路
面標示の修繕を行います。

　西大宮駅北口、指扇駅北口及び南口の公衆便所の緊急的
な修繕を行います。

衛生害虫駆除 ヒヤリハットマップ作成

土木緊急修繕等事業 交通安全啓発その他
　安全・安心なまちづくりのため、道路等の緊急的な修繕を行
います。

　交通事故防止のため、大宮西警察署及び交通指導員や交
通安全諸団体と協働し、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

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 一般財源 2,678 

　危害を及ぼすアシナガバチ等の巣の駆除を行います。 　交通事故及び犯罪から身の安全を守るため、区内小学校２
校の各学区内の危険箇所を記載したヒヤリハットマップを作成
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 2,678 

前年度予算額 1,798 

増減 880 

＜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、すべての
人と生活にやさしい潤いあるまちづくり～」の実現に向け、安全で安心して暮らせるまち
づくりなど、各種取組を推進します。

　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。

区長マニフェストの策定
　区長マニフェストを策定し、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公表します。

西区減災事業 明るい区役所づくり経費
　地域の防災リーダー及び区民を対象とした防災研修会、防
災啓発活動のほか、災害時に備えた備品を整備します。

　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、職員の接遇研修等を実施します。

防犯啓発事業
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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 ４ 554 

２ 3,348 ５ 223 

３ 1,955 ６ 7,160 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 97 -

＜主な事業＞

１ 1,545 

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

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 20,386 

前年度予算額 21,800 

増減 △ 1,414 

20,386 

＜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、すべての
人と生活にやさしい潤いあるまちづくり～」の実現に向け、地域資源を生かした魅力ある
まちづくりを推進するとともに、区民がふれあう機会をつくり、区の魅力向上に向けた各種
取組を推進します。

　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。

区ＰＲ事業 区民会議と市民活動ネットワーク連携その他

　１２景ガイドブック、文化財ガイドブック等で区内の情報を発
信します。
　区内のアジサイの紹介や育て方などを掲載したアジサイパン
フレットを作成します。

　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。
　西区内散策交流事業（駅からハイキング）を開催します。

西区ふれあいまつり 大宮アルディージャ協働事業
　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。

　区内にクラブハウス・練習場を持つ大宮アルディージャと協
働して、西区の子どもを対象とした、少年少女サッカー教室を
開催します。

西来るフェスタ ウォーキング講習会

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

事務事業名 西区まちづくり推進事業（支援課） 予算額 1,545 

前年度予算額 1,545 

増減 0 

1,545 

＜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、すべての
人と生活にやさしい潤いあるまちづくり～」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。

西区子育て支援フェアの開催 [参考]
　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。

西区子育て支援フェア（平成26年度）
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