
西区　令和２年度　区運営方針
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を
有し、区の花「アジサイ」をはじめ、季節の花々が豊かな大宮花の丘農林公苑や
錦乃原櫻草園などの自然環境に恵まれた「水と緑と花のまち」です。また、市の
無形民俗文化財に指定されている「秋葉ささら獅子舞」をはじめ、お囃子などの
民俗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。
これら区の魅力を十分に発信し、また、
地域資源として活用しながら、区民が心
豊かに誇りをもって住み続けられるまち
を実現するため、西区では、区民との連
携・協働を一層強化し、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の取組を重点的に行
う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

振り込め詐欺、子どもに対する声かけ事案などを減少させるためには、警察な
どの関係機関と連携し、区民の防犯意識の向上を図るとともに、万が一の災害に
対応するため、防災意識の向上、対応策に取り組んでいく必要があります。

また、道路の緊急修繕及び道路照明
灯、道路反射鏡等の交通安全施設の修
繕など、生活環境の整備に取り組むこ
とにより、区民にとって「安全で安心
して暮らせるまちづくり」を一層推進
する必要があります。

（２）活力のあるまちづくり

豊かな自然や文化財、花の名所などの西区の魅力を区内外に広く発信しつつ、
いまも息づいている民俗芸能のほか、大宮アルディージャの練習場などの多彩な
地域資源を活用し、区の特色を生かした市民参画のまちづくりに区民が自主的・
主体的に取り組めるよう、区が仕組みづくりを支援をすることにより、「活力の
あるまちづくり」を推進する必要があります。

安全・生活

環境に関す

る取組 40%健康・福祉に関する

取組 33%

自然・環境に関す

る取組 15%

歴史・文化・伝統に

関する取組 6%

地域交流に関する

取組 6%
西区で重点的に取り

組んでほしい分野

平成30年度西区区長マニフェスト評価アンケート

西区ふれあいまつり

防災研修会

西区ウォーキング講習会
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A

（３）子育てしやすいまちづくり

子育ての不安などを軽減するためには、子育て世代に合った保健福祉、教育、
交流の充実を図るとともに、区内の子育て支援機関が連携を深め、地域に根差し

た子育て支援体制を強化することによ
り、「子育てしやすいまちづくり」を推
進する必要があります。

（４）高齢者や障害者が生き生きと生活できるまちづくり

高齢者が住み慣れた地域で自立し、安心して長生きできるよう、健康づくりや
生きがいづくりを支援するなど健康福祉施策の充実を図るとともに、障害者が地
域の生活の中で感じる不安などを軽減させるため、支援者とのネットワークを広
げ、安心して暮らすことができるよう、情報交換や相談体制の強化に取り組むこ
とにより、「高齢者や障害者が生き生きと生活できるまちづくり」を推進する必
要があります。

西区子育て応援フェア

西区健幸フェスティバル 高齢者疑似体験研修

西来るフェスタ

（５）環境と共生したまちづくり

西区は自然環境に恵まれ、みどりや公園が多く存在しており、区内の荒川沿岸
には荒川サイクリングロードをはじめとしたスポーツ・レクリエーション施設も
多く、区民だけでなく、区外や市外からの来訪者の憩いの場となっています。ま
た、区の花アジサイを生かした環境整備の取組や市民参加による自然環境の保全
を中心に、多くの方々が西区に訪れてみたいと感じ、区民が地域に愛着を持って
暮らせるような、潤いの感じられる「環境と共生したまちづくり」を推進する必
要があります。

夏休み親子アジサイ苗育成講座
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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)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

1 土木緊急修繕等事業 118,819 109,438 生活環境の維持保全を図ることを目的に、道

〔くらし応援室〕 (118,819) (109,438) 路等の緊急修繕を実施

2 交通安全施設維持管理 17,211 22,862 安全で安心なまちづくりを推進することを目

事業 (17,211) (22,862) 的に、道路照明灯、道路反射鏡及び路面表示

〔くらし応援室〕 の修繕を実施

3 防犯啓発事業 647 656 防犯意識の向上を図ることを目的に、防犯の

〔総務課〕 (647) (656) つどい及び青色防犯パトロールによる啓発活

動を実施

4 防災啓発事業 423 609 地域防災力を強化することを目的に、防災研

〔総務課〕 (423) (609) 修会及び避難所対応検討会を実施

（２）活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 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

5 西区ふれあいまつり 7,500 7,500 郷土意識の醸成と地域連帯を深めることを目

〔コミュニティ課〕 (7,500) (7,500) 的に、ふれあいまつりを開催

6 ウォーキング等推進事 1,558 1,018 西区の地域資源を活用して健康増進を図り、

業 (1,558) (1,018) 魅力再発見に繋げることを目的に、ウォーキ

〔コミュニティ課〕 ング等のイベントを開催

7 みんなの西区ワーク 505 525 区の広聴機能として、みんなの西区ワーク

ショップ運営及び市民 (505) (525) ショップの運営や市民活動ネットワーク登録

活動支援事業 団体の活動を支援

〔コミュニティ課〕

8 大宮アルディージャ支 681 682 西区の子どもたちの健全育成を促進すること

援事業 (681) (682) を目的に、地域資源である大宮アルディー

〔コミュニティ課〕 ジャと協働で少年少女サッカー教室を開催

区の将来像である「豊かな自然と歴史文化を生かす 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、活力のあるまちづく
り、子育てしやすいまちづくり、高齢者や障害者が生き生きと生活できるまちづくり、環境
と共生したまちづくりなど、各種事業に取り組みます。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

9 区ＰＲ等事業 1,453 2,497 西区の魅力を区内外に発信することを目的に、

〔コミュニティ課〕 (1,453) (2,497) 西区地域情報誌の作成及び写真展の開催

10 西区民文化振興事業 757 661 区民が文化芸術に親しむ機会を設けることを

〔コミュニティ課〕 (757) (661) 目的に、ロビーコンサート及び区内で活動す

るコーラスグループによる発表会を開催

（３）子育てしやすいまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

11 西区子育て応援フェア 1,768 1,678 子育て支援情報の提供及び育児相談の実施を

〔支援課〕 (1,768) (1,678) 目的に、子育て応援フェアを開催

（４）高齢者や障害者が生き生きと生活できるまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

12 西区健幸フェスティバ 321 477 健康寿命の延伸や健康づくりを目的に、講演

ル (321) (477) 会及び認知症予防講座を開催

〔高齢介護課〕

13 新規介護に優しい西区サポ 341 0 区内のシニア世代及びその家族が安心して西

ート事業 (341) (0) 区に住み続けられるよう、区内の介護施設を

〔高齢介護課〕 紹介する展示や介護予防・施設ガイドを作成

（５）環境と共生したまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

14 西来るフェスタ 4,388 4,069 西区の地域資源である荒川サイクリングロー

〔コミュニティ課〕 (4,388) (4,069) ドを活用した健康づくり及びスポーツ振興を

図ることを目的に、サイクルイベントを開催

15 花と緑のまちづくり推 1,518 2,105 区の花「アジサイ」をＰＲすることを目的に、

進事業 (1,518) (2,105) アジサイの展示、啓発品及び区民との協働に

〔コミュニティ課〕 より育成した苗を配布

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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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 旅費の見直し 過去の実績から金額を見直し、予算額を縮小する。 △ 10

総務課
研修会等の講師謝礼の
見直し

研修会等の内容や講師謝礼を見直し、予算額を縮小す
る。

△ 257

コミュニティ
課

研修会講師謝礼の廃止
市民活動ネットワーク研修会講師謝礼を見直し、予算計
上を廃止する。

△ 20

コミュニティ
課

アジサイＰＲ用啓発品
の見直し

アジサイＰＲ用啓発品の必要数を見直し、予算額を縮小
する。

△ 149

コミュニティ
課

西来るフェスタの原材
料費の廃止

西来るフェスタの原材料費を見直し、予算計上を廃止す
る。

△ 71

コミュニティ
課

西区内散策交流事業の
補助金の見直し

西区内散策交流事業の補助金を見直し、予算額を縮小す
る。

△ 98

支援課 研修会講師謝礼の廃止
子育て支援ネットワーク協議会での研修会講師謝礼を見
直し、予算計上を廃止する。

△ 60

支援課
障害者・支援者ネット
ワークフェア実施業務
委託費の廃止

社会福祉法人の力を活用し、イベントを開催することに
より、予算計上を廃止する。

△ 400

高齢介護課
西区健幸フェスティバ
ルの消耗品費の見直し

過去の実績から消耗品費について必要性を見直し、予算
額を縮小する。

△ 188
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北区　令和２年度　区運営方針
１．主な現状と課題

北区は、本市の副都心として位置づけられている日進・宮原地区を有し、「市

民の森」をはじめとした緑豊かな憩いの場も多く、新旧のまちが融合する、魅力

ある生活交流拠点となっています。

また、区内には、世界に誇る日本の文化「盆栽」を継承する「大宮盆栽村」、

盆栽の名品等を展示する「大宮盆栽美術館」があり、「盆栽」の魅力を発信して

います。このほか、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、伝統的な文化財産

を有しています。

待機児童対策として北区内でも保育施設の新規開設や認可への移行が行われて

おり、子育て世帯への子育て支援情報の提供が求められています。

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、働き盛り世代や高齢者の生活習慣病予防が課題と

なっています。

平成30年度北区区長マニフェストア

ンケート調査を行った結果、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」への要望が

一番多い結果となりました。

この状況を踏まえ、街頭犯罪件数を

減らすための取組を実施し、また、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

らせる生活環境を保持し、だれもが生

きがいを感じ、心豊かな生活を送るこ

とができるようなまちづくりを推進す

る必要があります。

13%

36%

5%6%

40%

自然・環境

健康・福祉

歴史・文化・伝統地域交流

安全・生活環境

北区で重点的に取り組んでほしい分野
平成30年度北区区長マニフェストアンケートより

n=455

（１）安全・安心なまちづくり

犯罪を抑止するため、関係機関と連携して、犯罪の手口や被害に遭わないため

の手段などを広く周知し、さらに区民一人ひとりが「自分たちのまちは自分たち

で守る」という意識を高める必要があります。

また、区民が安全で安心して暮らせる生活環境を保持するため、道路照明灯や

道路反射鏡等の交通安全施設の修繕や、道路の修繕など、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。

北区夏休み防犯フェア（防犯教室）

<修繕前> <修繕後>

道路緊急修繕
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（２）だれもが健幸で元気に暮らせるまちづくり

運動習慣の定着や生活習慣病の予防等、だれでも手

軽に健康増進に取り組める機会が求められています。

北区の景観や見どころも楽しめる北区ウォーキング

コースや北区推奨ジョギングコースを広く周知すると

ともに、コースを活用したイベント等を開催し、「ス

マートウエルネスさいたま」の取組を推進する必要が

あります。

（４）ふれあい・協働のまちづくり

北区は早い時期から本市の副都心として都市基盤の整備が進められてきた地

区であり、新たな住民も増加していることから、地域住民の交流を活性化して

いくことが重要です。

郷土意識を醸成し、地域の連帯をより一層深めるため、まつりやイベントの

開催を通して世代間交流などを図り、ふれあいのあるまちづくりを推進するこ

とが求められています。

また、北区の個性を生かした魅力あるまちづくりを進めるためには、多様化

する区民ニーズに対応し、区民が積極的にまちづくりに参画する機会として、

北区区民意見交換会の開催や市民活動ネットワーク登録団体の活動支援を行う

必要があります。

（３）子育て楽しいまちづくり

令和2年4月に北区内で新規開設又は認可に移行する

保育施設は、私立保育所1園となっています。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

核家族化の傾向により、育児に悩みを持つ保護者も多

くみられ、子育て支援情報の発信がさらに重要視され

ています。

特に、子育て中の親子の交流を深めるため、地域に

密着している子育て支援センターや子育てサロン、児

童センターの活動の場が期待されています。

北区子育て応援フェア

北区ウォーキングイベント

北区民まつり 北区パフォーマンス隊

-119-



２．基本方針・区分別主要事業

（１）安全・安心なまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

1 土木緊急修繕等事業 148,792 147,440 区民が安全で安心して暮らせる生活環境を保

〔くらし応援室〕 (148,792) (147,440) 持するため、道路等の緊急修繕を実施

2 交通安全施設維持管理 11,424 18,391 道路照明灯や道路反射鏡等の交通安全施設の

事業 (11,424) (18,391) 維持管理を実施

〔くらし応援室〕

3 拡大防犯啓発事業 1,796 1,559 関係機関と協力して「北区防犯デー」をはじ

〔総務課〕 (1,796) (1,559) め、各種の防犯啓発イベントや防犯教室など

を実施

（２）だれもが健幸で元気に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 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

4 拡大ウォーキング・ジョギ 1,584 832 区民の健康増進を図るため、ウォーキングイ

ング推進事業 (1,584) (832) ベントやウォーキング教室を開催するほか、

〔コミュニティ課〕 ウォーキングコースの周知を実施

（３）子育て楽しいまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

5 北区子育て応援フェア 1,535 1,200 未就園児の保護者に対し、幼稚園及び保育施

実施事業 (1,535) (1,200) 設の情報を提供するイベントを開催

〔支援課〕

（４）ふれあい・協働のまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

6 区民まつり開催事業 7,589 7,589 郷土意識を醸成し、地域の連帯をより一層深

〔コミュニティ課〕 (7,589) (7,589) めるため、北区民まつりを開催

道路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。

また、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。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

7 文化まつり開催事業 3,448 3,337 区民の日頃の文化活動の発表の場を設けると

〔コミュニティ課〕 (3,448) (3,337) ともに、地域の連帯をより一層深めるため、

北区文化まつりを開催

8 区民意見交換会開催・ 2,133 2,013 北区区民意見交換会の開催や市民活動ネット

市民活動支援事業 (2,133) (2,013) ワーク登録団体の活動支援

〔コミュニティ課〕

9 スポーツのまちづくり 1,111 1,099 子どもたちの健全育成や交流の促進を図るた

推進事業 (1,111) (1,099) め、大宮アルディージャと連携し、少年少女

〔コミュニティ課〕 サッカー教室及び親子サッカー教室を開催、

また、プロ野球チームと連携し、野球教室を

開催

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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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 光熱水費の見直し
過去の実績を踏まえた見直しにより、予算額を縮小す
る。

△ 479

コミュニティ
課

消耗品費の見直し
北区野球教室及びウォーキング教室参加者記念品の単価
を見直し、予算額を縮小する。

△ 41
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大宮区　令和２年度　区運営方針
１．主な現状と課題

　大宮区は、本市中央部の北寄りに位置し、古くは武蔵一宮氷川神社の門前町、
中山道の宿場町として栄えました。区のほぼ中央には、全国有数のターミナル駅
である大宮駅と県内で最大級の商業・業務地区があり、本市の交通・経済の中心
地となっています。
　平成28年3月に国において決定された首都圏広域地方計画において、大宮は、東
日本の玄関口機能を果たし、スーパー・メガリージョンを支える対流拠点として
位置づけられ、東日本のネットワークの結節点として連携・交流機能の集積・強
化を図ることが期待されています。また、自然災害に強いという立地特性を活か
し、災害時のバックアップ拠点機能の強化が求められています。
　今後も「ヒト、モノ、情報が行き交う対流拠点」として、まちのにぎわいを創
出するとともに、憩いの空間である氷川の杜の緑や見沼田圃の自然、鉄道博物
館、大宮アルディージャなどの多彩な地域資源を活用しながら、人と人との交流
を深め、活力あるまちづくりを進めていく必要があります。
　区の将来像である「うるおいのある高度な生活基盤と氷川の杜の緑と文化が調
和するまち」の実現を目指し、区の特長や地域資源を最大限に活用した区独自の
魅力あるまちづくりや、地域のニーズに即した安全・安心なまちづくりの推進が
求められています。

（１）安全・安心なまちづくり
　安全・安心なまちづくりを推進するため、地域の方々や関係団体と連携し、区
民一人一人の防災・防犯・交通安全に対する意識の向上を図るとともに、区民が
快適で安全・安心に暮らせる生活環境の整備が求められています。
　そのためには、各種啓発事業や講演会の実施、道路照明灯やカーブミラーの整
備・修繕、道路の緊急修繕等、区民の要望に即時に対応することが必要です。

土木緊急修繕の様子 ツーロックキャンペーンの様子

【令和元年度さいたま市民意識調査】
○住みやすさ ［平成30年度］ ［令和元年度］
大宮区 88.5％ ⇒ 87.6％
さいたま市全体 84.2％ ⇒ 84.4％

○定住意向（住み続けたい）
大宮区 86.7％ ⇒ 89.9％
さいたま市全体 86.1％ ⇒ 86.2％

発展の方向性に対する要望項目
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（４）協働によるまちづくり
　区民との協働によるまちづくりを推進するため、幅広い区民の意見を聴き、地
域が抱えている課題やニーズを的確に把握し、施策に反映させることが求められ
ています。
　また、ボランティア団体や地元企業との協働による環境美化、花や緑の植栽等
の活動を通して、来訪者へのおもてなし機運の醸成が求められています。
　そのためには、区民が自主的、主体的に活動する地域のまちづくりを行政とし
て支援することが必要です。

（２）地域資源を活用したまちづくり
　地域の活性化を図り、区独自の魅力あるまちづくりを
推進するため、氷川の杜、大宮二十景、鉄道博物館等の
地域資源を活用することが求められています。
　そのためには、区民の交流を深め地域への愛着がわく
事業や、地域の特性を活かし魅力を発信する事業の実施
を進めていくことが必要です。

（３）子どもの主体性を育むまちづくり
　子どもの社会参画意識や自己肯定感を育み、地域の将
来を担う子どもたちを見守っていくことが求められてい
ます。
　そのためには、子どもたちが自由に発信し創造できる
場の提供が必要です。

鉄道のまち「大宮」

ナイトミュージアムの様子

ミニ大宮の様子

大宮区民ふれあいフェアの様子

大宮駅周辺環境美化活動の様子
写真提供：大宮アルディージャ

駅前の花と緑のある空間
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）安全・安心なまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

1 交通安全施設維持管理 18,097 22,094 道路照明灯などの防犯施設やカーブミラーな

事業 (18,097) (22,094) どの交通安全施設の適切な維持管理を実施

〔くらし応援室〕

2 土木緊急修繕等事業 80,398 79,459 生活環境の維持に柔軟かつ迅速に対応するた

〔くらし応援室〕 (80,398) (79,459) め、道路緊急修繕等を実施

3 防犯啓発事業 3,056 3,109 防犯意識の向上と犯罪認知件数の減少のため､

〔総務課〕 (3,056) (3,109) 安全・安心のつどい、自転車盗難防止キャン

ペーン、振り込め詐欺被害防止事業等を実施

（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)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

4 大宮区サイン整備事業 330 330 既存公共サインの管理・更新を実施

〔地域商工室〕 (0) (0)

5 大宮魅力発見散策事業 422 417 大宮区散策マップを増刷するとともに、散策

〔コミュニティ課〕 (422) (417) 会を実施

6 ふるさとづくり事業 7,440 7,359 大宮区の郷土づくりとコミュニティ意識の醸

（大宮魅力発見散策事 (5,497) (5,474) 成のため、地域資源を活用した各種イベント

業を除く） を実施

〔コミュニティ課〕

○○○･･･
○○○･･･
○○○･･･

大宮区は、東日本の玄関口、「ヒト、モノ、情報が行き交う対流拠点」として、まちのに
ぎわいを創出し、暮らしやすい生活環境づくりを目指すとともに、区の将来像である「うる
おいのある高度な生活基盤と氷川の杜の緑と文化が調和するまち」の実現を目指し、次の4
つの「まちづくり」を推進してまいります。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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（３）子どもの主体性を育むまちづくり

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

7 総振子どもの社会参画推進 543 533 地域の将来を担う子どもの社会参画を推進す

事業 (543) (533) るため、子どもがつくるまち「ミニ大宮」を

〔支援課〕 大宮ソニックシティで開催

（４）協働によるまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

8 安全なまちづくり推進 543 539 環境美化意識の向上を図り、ごみのないきれ

事業 (543) (539) いなまちづくりを推進するため、大宮駅周辺

〔くらし応援室〕 の清掃活動を実施

9 花と緑のまちづくり推 650 577 区内の主な駅（大宮駅・北大宮駅・大宮公園

進事業 (650) (577) 駅）の駅前に花や緑を植栽

〔コミュニティ課〕

10 区民ふれあい推進事業 8,040 7,851 大宮区の郷土づくりとコミュニティ意識の醸

〔コミュニティ課〕 (8,040) (7,851) 成のため、地域主体、区民参加型の区民ふれ

あいフェアを実施

11 大宮区意見交換会運営 2,195 2,261 区の事業や諸課題について協議する大宮区意

・市民活動支援業務 (2,195) (2,261) 見交換会を開催

〔コミュニティ課〕 区の魅力あるまちづくりを推進する市民活動

団体を支援

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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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 区長交際費の見直し 過去の実績に基づき、予算額を縮小する。 △ 100

総務課
クリーニング手数料の
見直し

過去の実績に基づき、予算額を縮小する。 △ 81

コミュニティ
課

大宮区意見交換会の委
員報償費の見直し

委員の委嘱を行わず、会議ごとに参加者を募集すること
により、予算額を縮小する。

△ 60
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見沼区　令和２年度　区運営方針
１．主な現状と課題

見沼区は、首都圏有数の緑地空間である見沼田圃をはじめとした豊かな水と緑

に恵まれた自然環境と、計画的に形成された都市的な市街地が広がるなど、都市

機能と豊かな自然が調和した良好な生活環境が形成されています。

この豊かな自然や様々な地域資源を有効に活用して、区民が健康で、いきいき

暮らせるふれあいのあるまちづくりを進めるとともに、生活しやすい、安全で安

心なまちづくりの実現を目指します。

取組分野

　安全・生活環境に関する取組 41%
　健康・福祉に関する取組 34%
　自然・環境に関する取組 16%
　地域交流に関する取組 5%
　歴史・文化・伝統に関する取組 4%

要望割合

重点的に取り組んでほしい分野（平成30年度区長マニフェストアンケート結果より）

（１）生活しやすい安全・安心なまちづくり

区民の身近な生活基盤となる道路や、道路反射鏡等の交通安全施設の修繕など

を迅速かつ確実に実施することが求められています。

路面表示修繕 道路反射鏡修繕

（２）「健幸」でいきいき暮らせるまちづくり

心身ともに健康に暮らすためには、運動習慣

を身に付けることが必要です。

生活習慣の振り返りを行い、体を動かすこと

の楽しさや重要性を印象づけ、運動に取り組む

きっかけをつくるため、見沼区の豊かな自然環

境や地域資源を生かしたウォーキングイベント

や、子育て世代が親子で参加するランニング教

室を開催するなど、「健幸」づくりの推進が求

められています。

親子でトライ！！らんらん♪ランニング
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防災講演会

（４）区の特色を生かしたふれあいのあるまちづくり

区内には、豊かな自然と共に伝統的な文化が地域に息づいています。地域資源

を活用し、区の特色や魅力を区内外にＰＲするとともに、様々な年代の方が地域

との関わりを持ち、地域への理解や愛着を深める取組が必要です。

また、区民との協働による、地域の方々の交流や連帯を高め、地域コミュニ

ティの醸成を図るための取組が求められていることから、ふれあいある住みよい

まちづくりを推進します。

見沼区オープンガーデン 見沼区ふれあいフェア

見沼区内の刑法犯認知件数（平成３０年）
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）生活しやすい安全・安心なまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

1 土木緊急修繕等事業 142,387 150,105 道路の小規模緊急修繕工事等を実施

〔くらし応援室〕 (142,387) (150,105)

（２）「健幸」でいきいき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 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

2 見沼区ウォーキング事 408 196 豊かな自然や歴史・文化などの地域資源に触

業 (408) (196) れることで区への愛着を深め、楽しみながら

〔コミュニティ課〕 歩くことで、健康増進を図るウォーキングイ

ベントを開催

3 親子でトライ！！らん 482 440 生活習慣病予防のため、若い世代から運動習

らん♪ランニング事業 (482) (440) 慣が身に付くよう、体組成測定を取り入れた

〔保健センター〕 親子で参加するランニング教室を開催

（３）防災・防犯のまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

4 防災啓発活動事業 601 688 地域防災力の向上のため、防災講演会を実施

〔総務課〕 (601) (688) するとともに、避難所活動を支援

5 防犯啓発活動事業 464 464 防犯の意識啓発や知識習得のため、防犯講演

〔総務課〕 (464) (464) 会や自治会・地域防犯団体との協働による地

域防犯活動を実施

見沼の豊かな自然をまもり、心のふれあいを大切にしながら、生活しやすく、安全・安
心で健康に暮らせるまちづくりのための各種取組を推進します。
安全・安心なまちづくりを推進するため、道路の緊急修繕や交通安全施設の維持管理を

行います。
また、地域の方々と連携しながら、地域資源を活用して健康でいきいき暮らせるふれあ

いのあるまちづくりを推進するとともに、防災や防犯に関する啓発活動を実施します。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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（４）区の特色を生かしたふれあ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 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

6 見沼区ふれあいフェア 7,147 6,499 世代や地域を超えて区民がふれあい、交流す

〔コミュニティ課〕 (7,147) (6,499) る場となる区民まつりを開催

7 見沼区みんなのひろば 835 775 区の施策をより充実させるため、区民から意

・市民活動支援事業 (835) (775) 見を集める見沼区みんなのひろばの開催及び

〔コミュニティ課〕 市民活動ネットワーク登録団体の支援

8 見沼区少年少女サッ 575 585 児童たちに地域への愛着を持たせるとともに、

カー教室事業 (575) (585) スポーツを通して参加者間の交流促進を図る

〔コミュニティ課〕 ため、サッカー教室を開催

9 拡大見沼区オープンガーデ 1,336 660 地域のコミュ二ティづくりを図るため季節の

ン事業 (1,336) (660) 花で彩られた庭園等を紹介、また、広く魅力

〔コミュニティ課〕 を伝えるため写真展の開催及び写真集の作成

10 見沼区花と緑のまちづ 541 546 区民との協働による花と緑のまちづくりを実

くり推進事業 (541) (546) 施

〔コミュニティ課〕

11 見沼区文化まつり 3,329 3,082 文化活動を通じた区民の交流を促進するため、

〔コミュニティ課〕 (3,329) (3,082) 芸能発表や作品展示の場となる見沼区文化ま

つりを開催

12 区のＰＲ事業 1,418 1,861 見沼区の自然や文化・催しなど、区の魅力を

〔コミュニティ課〕 (1,259) (1,702) 伝えるためガイド冊子を作成

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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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
ふれあいＣａｆｅみぬ
ま事業の廃止

子育て中の区民の交流等を目的に事業を実施してきた
が、他の事業により代替可能なため、本事業は廃止す
る。

△ 204

高齢介護課
ご近所で健康づくり！
出前講座実施事業の廃
止

一般介護予防事業を補完するために実施してきたが、一
般介護予防事業が継続的、安定的に実施できるようにな
り、当初の目的を達成したため、本事業は廃止する。

△ 740
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中央区　令和２年度　区運営方針
１．主な現状と課題

中央区は、合併以前より地域性を生かした一体的なまちづくりが行われてきたことか

ら、地域コミュニティのつながりが深いことが特徴です。また、古くから引き継がれた

歴史的な街並みとさいたま新都心地区を中心とした近代的な景観が共存しているまちで

す。

今後も、「調和のとれた都市文化の創造と交流（ふれあい）が育てる安心なまち」と

いう区の将来像のもと、中央区をさらに魅力的なまちにするため、より一層区民と行政

との協働により、文化・芸術といった地域資源を生かしたにぎわいづくりや区民の交流

を深め、心豊かなまちづくりを進めることが必要です。また、区民ニーズの高い健康・

福祉や、安全・生活環境に関する取組などの充実を図ることで、安全・安心で住んでよ

かったと思えるまちづくりを推進することが求められています。

（１）区民との協働によるまちづくり

より魅力あるまちづくりを実現するため、地

域が抱えている課題やニーズを的確にとらえ、

これらの解決に地域全体で取り組むことが必要

です。

また、区民相互の連帯感を高めるとともに区

への愛着・郷土意識を醸成するため、区民・団

体及び行政が協働し、大人から子どもまで幅広

い世代の人々がふれあう機会を創出していくこ

とが求められます。
中央区区民まつりの様子

（２）交流（ふれあい）が育む「健幸」なまちづくり

健康・福祉は区民からの関心が特に高い分野です。区民の健康増進を図るため、

地域資源を生かし、楽しんで健康づくりを行いながら、区内の魅力を発見する機会

を創出していくことが求められています。

また、中央区は比較的高齢者が少ない区では

ありますが、他区と同様に高齢者人口の増加が

見込まれています。高齢者が住み慣れた地域で

いつまでも元気で自分らしく暮らすため、栄養

や運動、認知症等に対する理解が深まるよう周

知・啓発を図っていくことが求められます。

ふるさとウォーキングの様子
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（３）安全・安心なまちづくり

区民のニーズに迅速かつ柔軟に対応し、区民満

足度の向上を図るため、道路パトロール、道路等

の修繕、道路反射鏡等の維持管理などを行うこと

で、快適なまちづくりを推進することが必要です。

また、区民の防犯意識や地域防災力の向上のた

め、講演会等を通じた知識の普及や地域住民及び

関係団体との連携を深めることが必要です。

さらに、障害のある方も安心して暮らせるまちづくりを推進するため、障害福

祉サービス事業所等とのネットワークを構築し、情報交換や専門性の高い研修会

を通じて質の高いサービスが提供されるよう取り組むことが必要です。

交通安全施設整備の様子

（５）親しみやすい区役所づくり

区役所への来庁者に対して、親切かつ丁寧な

案内をするとともに、区民が区役所を身近に感

じられるよう、区内の地域資源等を生かした明

るい区役所づくりに取り組むことが必要です。

手形レリーフ設置の様子

婚姻届提出記念写真サービスの様子

（４）にぎわいのあるまちづくり

中央区では、地域資源を生かし、文化・芸術が息

づくまちづくりを推進するため、ＪＲ与野本町駅か

ら彩の国さいたま芸術劇場までのアートストリート

エリア内に設置された区の花「バラ」と芸術劇場を

デザイン化したバナーの保守管理を行い、芸術劇場

出演者の手形レリーフを設置します。また、「芸術

のまち」としてのイメージアップを図るために、芸

術劇場と地域が連携したまちづくり事業を推進する

など、区への愛着を育むとともに区内外に区の特色

や魅力をＰＲすることが必要です。
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）区民との協働によるまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

1 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

2 区政に関する広聴・市 874 901 区政等に関する様々な要望や地域が抱える課

民活動支援事業 (874) (901) 題を解決するために、講演会を通じて区民の

〔コミュニティ課〕 意見を聴取するとともに、区内の各種団体の

活動を支援

3 拡大花ｄｅ植花夢（ウエル 1,098 1,009 花で彩る豊かなまちを実現するために、区民

カム）まちづくり事業 (1,098) (1,009) 団体等との協働で花苗の植栽等を実施

〔コミュニティ課〕

4 コミュニティ協議会事 2,215 2,215 地域の諸問題の解決に向けて、行政と協働で

業 (2,215) (2,215) 活動している中央区コミュニティ協議会の事

〔コミュニティ課〕 業を支援

（２）交流(ふれあい)が育む「健幸」なまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

5 ふるさとウォーキング 304 302 区民の健康と区内の魅力発見に役立てるため

事業 (304) (302) ウォーキングコースの周知を図りウォーキン

〔コミュニティ課〕 グイベントを開催

6 高齢者向け講座開催事 72 72 体組成計による測定会、栄養等についての講

業 (72) (72) 演会や簡単にできる運動の体験会を実施する

〔高齢介護課〕 講座を開催

区の将来像「調和のとれた都市文化の創造と交流（ふれあい）が育てる安心なまち」の実

現に向け、区民と行政との協働を図るとともに、文化・芸術といった地域資源を生かしたに

ぎわいのある心豊かなまちづくりを推進します。

また、区民のニーズを的確にとらえ、健康・福祉や安全・生活環境に関する取組などの充

実を図り、安全・安心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〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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（３）安全・安心なまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

7 土木緊急修繕等事業 81,391 80,778 区民の安全・安心を確保するため、道路等の

〔くらし応援室〕 (81,391) (80,778) 修繕を実施

8 交通安全施設維持管理 16,798 20,511 交通事故の防止及び交通の円滑化を図るため、

事業 (16,798) (20,511) 道路反射鏡等の維持管理を実施

〔くらし応援室〕

9 防犯啓発事業 1,159 1,265 区民の防犯意識の向上のため、防犯啓発活動

〔総務課〕 (1,159) (1,265) や講演会を行うほか、中央区防犯協議会の活

動を支援

10 地域防災力向上事業 489 677 区民の地域防災力向上のため、区内の自主防

〔総務課〕 (489) (677) 災組織を中心とした講演会等を実施するほか、

区役所で防災展を実施

11 中央区みんなで支える 43 43 障害のある方が中央区で安心して暮らせるよ

ネットワーク事業 (43) (43) う、障害福祉サービスを提供する事業所の連携、

〔支援課〕 支援の専門性を高めるためのネットワーク会議

を実施

（４）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 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

12 総振アートストリート事業 2,830 3,898 たつみ通り沿いに彩の国さいたま芸術劇場出

成長〔コミュニティ課〕 (2,830) (3,898) 演者の手形レリーフの設置、与野本町駅前公

園内のバナーの保守管理

13 拡大芸術劇場と地域が連携 1,581 638 芸術のまちとしてのイメージアップを図るた

総振したまちづくり事業 (1,581) (638) めに、芸術劇場と地域・学校と連携してアー

成長〔コミュニティ課〕 トフェスティバルを開催

14 総振バラのまち中央区アー 3,500 3,500 区内に点在する地域文化・アートを結び、文

成長トフェスタ事業 (3,500) (3,500) 化・芸術のまちづくりを推進するための様々

〔コミュニティ課〕 なアートイベントを支援

15 区の花バラの写真コン 140 138 区内で撮影されたバラの写真を、部門別に公

クール事業 (140) (138) 募し表彰を行うとともに、区役所ロビーで展

〔コミュニティ課〕 示

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

16 バラの手入れ講習会事 213 213 区の花「バラ」を広く周知し、バラを育てる

業 (213) (213) ことのできる人材を育成するための講習会を

〔コミュニティ課〕 開催

（５）親しみやすい区役所づくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

17 区民ギャラリー事業 197 197 区民が足を運びやすい、明るい雰囲気をつく

〔総務課〕 (197) (197) るため、区役所のロビーと食堂棟を利用し区

内の文化・芸能をＰＲする絵画・写真展を実

施

18 拡大明るい区役所づくり推 588 230 区民満足度向上と明るい区役所づくりのため、

進事業 (588) (230) 婚姻届提出記念写真サービスを実施するほか、

〔総務課〕 区役所を活用した区のＰＲを実施

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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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
地域防災力向上事業に
係る講座の実施回数の
見直し

防災リーダースキルアップ講座の実施方式について、令
和元年度は少人数の複数回開催方式により目的を達成し
たため、令和2年度は多人数の1回開催に見直しすること
で予算額を縮小する。

△ 108
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桜区　令和２年度　区運営方針
１．主な現状と課題

桜区は、西側を荒川が流れ、桜草公園や秋ヶ瀬公園、荒川総合運動公園などが自然

豊かなグリーンベルトを形成するなど、身近に豊かな自然環境を多く残しています。

また、区の知的財産である埼玉大学や区民の活動拠点となるプラザウエスト、記念

総合体育館などのスポーツ施設があります。

これらの地域資源を積極的にまちづくりに活用するとともに、住み続けたいと思え

る生活環境の整備を進めていくことが求められています。

桜区では主要な取組事項として4つの柱を掲げ、地域の人々との協働により、区の将

来像である「三世代がつくる元気印のまち」の実現に向けて、取り組んでいます。

平成30年度「桜区区長マニフェ
スト」に対する区民へのアンケー
トでは、重点的な取組を望む分野
として、「健康・福祉」「安全・
生活環境」でポイントが高い傾向
にありますが、区としての魅力を
さらに高めるには「自然・環境」
「歴史・文化・伝統」「地域交
流」の分野での取組も大切であり、
これらの施策をバランス良く、相
乗効果が得られるよう推進してい
くことが必要となります。

区民が重点的な取組を望む分野

資料：平成３０年度 桜区区長マニフェスト評価書

（１）自然と便利さが調和するまちづくり

区の花啓発事業 交通安全施設維持管理事業

桜区には、国指定特別天然記念物である「田島ケ原サクラソウ自生地」や数多くの

歴史的・文化的財産があります。これらの地域資源を活用し、区民のふれあいや地域

のにぎわいを創出することが重要です。

また、区民が安全で安心して暮らせる生活環境向上のため、道路や道路照明灯・道

路反射鏡の修繕について、迅速に対応する必要があります。

1．自然・環境に関する
取組 12%

2．健康・福祉に関する
取組 36%

3．歴史・文化・伝統に
関する取組 6%

4．安全・生活環境に関する
取組 39%

5．地域交流に関する取組
7%

（写真等）（写真等）
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地域に暮らす誰もが気軽に交流し、連携して活動することのできる機会の充実が求
められています。
また、知的財産である埼玉大学、区民の活動拠点となるプラザウエスト、スポーツ
施設などの地域資源を生かし、地域のすべての人が連携しながらコミュニケーション
の輪を更に広げていくことが必要となっています。

安全に関する取組も、要望の多い分野です。

近年多発する地震や風水害などの自然災害や

多様化する犯罪に対応するためには、地域にお

ける防災力や防犯意識を高めることが必要です。

また、交通事故が多発している状況から、歩

行者の安全確保や運転者のマナー強化が強く求

められています。

健康・福祉に関する分野は、重点的に取り組
んでほしいとの要望が多くの区民から寄せられ
ています。
安心してしっかりと子育てができるよう、子
どもたちが健やかに成長できる環境の整備が求
められています。また、高齢者が健康で生き生
きと暮らしていくことができるように、健康増
進につながる様々な支援を行うことが必要です。

（４）すべての人が参加するまちづくり

（３）安心して暮らせる安全なまちづくり

ロビーコンサート

きらきらシルバー講座

防災啓発事業

（２）すべての人にやさしいまちづくり

区民ふれあいまつり
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）自然と便利さが調和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 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

1 サクラ・スポレク 3,148 2,949 三世代で一緒に楽しめるスポーツや昔あそび

〔コミュニティ課〕 (3,148) (2,949) を体験するほか、荒川沿いの自然を満喫でき

るイベントを開催

2 魅力発見ウォーキング 1,393 1,343 桜区の自然・歴史などの魅力を広く区内外に

〔コミュニティ課〕 (1,393) (1,343) 発信するためのウォーキングイベントを開催

3 拡大区の花啓発事業 1,897 429 田島ケ原サクラソウ自生地の天然記念物指定

〔コミュニティ課〕 (1,640) (429) 100周年を記念し、「区の花サクラソウ」の更

なる周知・普及を図る事業を実施

4 土木緊急修繕等事業 95,705 99,496 身近な生活環境を維持するための道路の緊急

〔くらし応援室〕 (95,705) (99,496) 的な修繕を実施

5 交通安全施設維持管理 8,305 14,885 身近な生活環境を維持するための道路照明灯、

事業 (8,305) (14,885) 道路反射鏡、路面表示等の修繕を実施

〔くらし応援室〕

（２）すべての人にやさしいまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

6 きらきらシルバー講座 135 129 シニア世代が元気に暮らしていくための健康

〔高齢介護課〕 (135) (129) 講座を実施

（３）安心して暮らせる安全なまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

7 交通安全啓発事業 1,545 1,545 交通ルールの普及・浸透を図るとともに、交

〔くらし応援室〕 (1,545) (1,545) 通事故防止のための啓発活動等を実施

8 防犯啓発事業 2,008 1,615 防犯意識の向上を目的として、関係機関との

〔総務課〕 (2,008) (1,615) 協力による啓発イベント等を開催

区の将来像である「三世代がつくる元気印のまち」を基本理念とし、一人ひとりがしあわ

せを実感できるまちを実現するため、地域交流、安全・生活環境、健康・福祉の推進等に取

り組んでいきます。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

9 防災啓発事業 444 860 地域の防災力の向上を目的として、防災啓発

〔総務課〕 (444) (860) イベントや研修会等を開催

（４）すべての人が参加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 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

10 区民ふれあいまつり 7,200 7,000 地域コミュニティの醸成や地域の活性化を進

〔コミュニティ課〕 (7,200) (7,000) めるため、区民との協働により開催

11 花と緑ふれあい事業 1,342 780 区民が花と緑にふれあう機会を創出するため、

〔コミュニティ課〕 (1,342) (780) 区民との協働により区役所周辺の緑化を実施

12 桜区クリーン活動 561 535 地域コミュニティの醸成や区民の環境美化意

〔コミュニティ課〕 (561) (535) 識向上のため、清掃活動を実施

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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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
防災啓発事業に係る委
託料の見直し

防災啓発事業のうち、啓発用印刷物の作成業務を見直
し、防災課作成の防災ガイドブック等を利用して啓発を
行うことにより、予算額を縮小する。

△ 485
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浦和区　令和２年度　区運営方針
１．主な現状と課題

浦和区は、都心としての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ことが求められています。そのた

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を推進していくことが必要です。

また、安全・生活環境や健康・福祉に関する取組の充実や、駅周辺のにぎわい

創出の継続的な取組が必要です。

38％

36％

12％

9％

5％

0% 10% 20% 30% 40%

安全・生活環境に関する取組

健康・福祉に関する取組

自然・環境に関する取組

歴史・文化・伝統に関する取組

地域交流に関する取組

浦和区で重点的に取り組んでほしい分野

（平成30年度区長マニフェスト評価書の区民アンケートから）評価書よ

り）

（１）多様な交流のあるコミュニティづくり

まちづくりの基盤となる区民相互のつながりを

醸成していくために、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、楽しく

活動することを通して、人々の理解と共感を広げ

ていく取組が必要です。

（２）「浦和ブランド」を活用した魅力あるまち

づくり

浦和区の魅力を高めていくために、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・文化活動の振興が必要です。

特に、サッカーのまち、うなぎのまちといった

キーワードでの情報発信力の強化が必要です。

浦和区秋のごみゼロ運動

女子サッカー教室
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（３）一体性と「にぎわい」のあるまちづくり

鉄道を挟んだ東西地域の連携による一体的な

まちづくりや、誰もが訪れたくなる活気のある

まちづくりの推進が必要です。

（４）ひとにやさしい誰もが安心して暮らせるまちづくり

区民アンケートの結果では、重点的に取り組んでほしい分野として安全・生活

環境が最も多く挙げられました。安全で安心して住めるまちを構築するために、

誰もが住みやすいと思える都市空間の創出が必要です。

（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

地域環境の向上や緑化意識を高めるため

に、身近な場所での緑に出会う機会の創出

が必要です。

（６）健康で共に支えあうまちづくり

健康や福祉に関する取組については、区

民から重点的に取り組んでほしいとの要望

が高い分野です。区民一人ひとりが、心と

体の健康について関心を高め、健康の維

持・増進を図る機会を提供する取組が必要

です。

浦和区民まつり

道路照明灯の修繕の様子

ニチニチソウの植栽風景

浦和区健康まつり２０１９

192

159

37

15

合計

403件

舗装修繕

排水施設修繕

道路安全施設

その他

平成30年度

土木修繕受付件数

平成30年度

交通安全施設受付件数

1,045

54

19 6

合計

1,124件

その他

道路照明灯

路面表示

反射鏡
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）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 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

1 浦和区秋のごみゼロ運 929 662 きれいで住みよいまちづくりのため、自治会

動事業 (929) (662) 及び商店会と区内一斉清掃活動を実施

〔くらし応援室〕

2 拡大浦和ネクストステージ 3,346 2,915 浦和ネクストステージプロジェクトの開催や、

プロジェクトの開催・ (3,346) (2,915) 市民活動ネットワーク登録団体の活動を支援

市民活動支援事業

〔コミュニティ課〕

（２）「浦和ブランド」を活用した魅力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 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

3 うなぎのまち浦和ＰＲ 1,598 2,122 リーフレット等を作成し、イベント会場で配

事業 (1,598) (2,122) 布するなど「浦和のうなぎ」のＰＲを実施

〔地域商工室〕

4 拡大サッカーのまちづくり 2,287 1,197 浦和駒場スタジアムを会場に女子サッカー教

推進事業 (2,287) (1,197) 室を開催

〔コミュニティ課〕

5 拡大浦和区文化の小径づく 1,714 1,200 浦和区文化の小径マップを活用したウォーキ

り推進事業 (1,714) (1,200) ングイベントの開催及びマップの修正・増刷

〔コミュニティ課〕

6 浦和区絵画作品展 1,591 1,637 芸術・文化活動の支援を図るとともに文教の

〔コミュニティ課〕 (1,529) (1,575) まちづくりを推進するため、浦和区絵画作品

展を開催

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
の協働により諸施策を推進します。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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（３）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 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

7 商店街活力創出事業 1,439 1,187 浦和駅西口のサッカータウンイルミネーショ

〔地域商工室〕 (1,439) (1,187) ン看板の保守管理等を実施

8 浦和区民まつり 7,450 7,450 鉄道を挟んだ東西連携による「世代を超えて

〔コミュニティ課〕 (7,450) (7,450) "つながる浦和"」をテーマにした区民まつり

を開催

（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 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

9 土木緊急修繕等事業 104,099 102,802 区民の身近な生活環境を維持するための道路

〔くらし応援室〕 (104,099) (102,802) の緊急修繕を実施

10 交通安全施設維持管理 13,642 17,600 道路照明施設、道路反射鏡、路面表示等の修

事業 (13,642) (17,600) 繕を実施

〔くらし応援室〕

11 拡大防犯啓発事業 981 295 防犯講演会、親子防犯教室等における啓発活

〔総務課〕 (981) (295) 動を実施

12 防災対策事業 111 98 防災展を開催し、合わせて啓発活動を実施

〔総務課〕 (111) (98)

（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 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

13 花とみどりの豊かなま 1,500 1,500 区内ＪＲ3駅周辺で、区の花ニチニチソウ等の

ちづくり推進事業 (1,500) (1,500) 植替えを区民と協働で行い、花と緑に出会う

〔コミュニティ課〕 機会を創出

（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 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

14 浦和区健康まつり 692 691 浦和区民が、心と体の健康について関心を高

〔保健センター〕 (692) (691) め、健康の維持・増進を図ることができるよ

う体験型のイベントを開催

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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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

くらし応援室
浦和区役所総合案内業
務の見直し

総合案内委託業務の配置職員数を見直し、予算額を縮小
する。

△ 1,708
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　【南区ふるさとふれあいフェア】 　【区役所前円形花壇のヒマワリ】

南区　令和２年度　区運営方針
１．主な現状と課題

南区は、本市の南の玄関口として交通の利便性が高いことから、人口の流入が

続いており、若い世代の割合が高く、平均年齢が低いという特徴があります。

また、武蔵浦和駅周辺は本市の副都心と位置づけられる一方で、区内には、別

所沼や笹目川などの水辺空間が広がり、屋敷林、社寺林が点在するなど、武蔵野

の自然が残る魅力あふれるまちです。

このように、新しい世帯が増える南区では、魅力ある地域資源を活用しながら、

地域間交流やコミュニティの活性化を図ることにより、区民の一体感やふるさと

意識を一層高めることが求められています。

また、区民が長く住み続けたいと思える南区とするために、防災・防犯意識の

高い、安全・安心なまちづくりを推進するとともに、道路や交通安全施設等の修

繕を実施することにより、快適な生活環境を整える必要があります。

（１）南区の特色を生かした協働によるまちづくり

ふるさとへの愛着や一体感、区民同士の絆を強め、活発な地域コミュニ

ティを醸成するため、身近な緑の創出や区の花「ヒマワリ」の活用、世代

間の垣根を越えた地域間交流や市民活動の活性化など、区民との協働によ

るまちづくりを進める必要があります。
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【防犯講演会】 【防犯パトロール】

【親子防災講座】 　【交通安全啓発】

 　【道路緊急修繕】  　【交通安全施設修繕】

（２）安全・安心なまちづくり

災害に強く、犯罪・交通事故のない安心して住める安全なまちづくりを進め

るため、自主防災組織連絡協議会、防犯パトロール協議会、交通安全保護者の

会（母の会）南支部等の活動を支援するほか、様々な取組により、地域防災力

の向上や防犯、交通安全対策の強化を図っていく必要があります。

（３）身近なくらしの環境維持

区民の身近なくらしの環境を維持するため、道路や交通安全施設等の緊急修

繕を適切に実施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）南区の特色を生かした協働によるまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

1 南区ふるさとふれあい 8,400 8,400 地域への愛着を深め、また、住民相互の交流

フェア (8,400) (8,400) を図るため、実行委員会との共催により、第

〔コミュニティ課〕 18回南区ふるさとふれあいフェアを開催

2 南区ウォーキング普及 1,513 1,512 ウォーキングを通じて、区の魅力を広く発信

事業 (1,513) (1,512) するため、「ウォーキングイベント」を開催

〔コミュニティ課〕 するほか、区民の健康維持や参加者間の交流

を図るウォーキング教室を開催

3 ヒマワリミーティング 619 690 区の特色あるまちづくりのため、広く区民か

の開催・市民活動支援 (619) (690) らの意見等を聴取する機会として「ヒマワリ

事業 ミーティング」を開催するほか、市民活動団

〔コミュニティ課〕 体の活動を支援

4 区の花を生かしたまち 2,480 4,562 区の花「ヒマワリ」を知ってもらい、区への

づくり事業 (2,480) (4,562) 愛着を育むため、花苗等の提供や、区内新入

〔コミュニティ課〕 学児童へヒマワリをデザインした下敷きを配

布

5 南区まちづくり功労者 554 686 長く地域の発展を支えてこられた方々の功績

顕彰事業 (554) (686) を讃える顕彰式典を開催

〔コミュニティ課〕

6 南区長賞贈呈事業 110 109 区への愛着を深めてもらうため、スポーツ・

〔コミュニティ課〕 (110) (109) 文化活動で成果を挙げた児童・生徒に、南区

長賞を贈呈

（２）安全・安心なまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

7 交通安全啓発事業 3,998 5,086 交通事故防止を図るため、警察や関係団体等

〔くらし応援室〕 (3,998) (5,086) と連携し、交通安全啓発活動を実施

南区の将来像「あなたが主役 住んでよかったまちづくり」を基本理念として、より一
層特色のあるまちづくりを進めます。
区民ニーズや地域の課題に迅速かつ的確に対応し、地域・事業者・行政が連携を図りな
がら、様々な事業に取り組みます。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

8 南区地域防犯推進事業 927 927 地域の防犯活動を推進し、防犯意識の向上を

〔総務課〕 (927) (927) 図るため、南区防犯パトロール協議会の活動

を支援するとともに、防犯講演会を開催

9 南区地域防災力向上事 1,167 1,163 大規模災害に備え、地域防災力の向上を図る

業 (1,167) (1,163) ため、南区自主防災組織連絡協議会と連携し、

〔総務課〕 南区防災展や防災講演会などを開催

（３）身近なくらしの環境を維持します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

10 土木緊急修繕等事業 136,085 135,998 快適な生活環境を整えるため、道路等の緊急

〔くらし応援室〕 (136,085) (135,998) 修繕を実施

11 交通安全施設維持管理 12,230 17,535 身近なくらしの環境を維持するため、道路反

事業 (12,230) (17,535) 射鏡・路面表示等の修繕を実施

〔くらし応援室〕

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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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

南区内一斉あいさつ運
動の消耗品費の見直し

学校に配布していたビブスの購入について、実績等から
必要性を見直し、予算額を縮小する。

△ 58

-153-



緑区　令和２年度　区運営方針
１．主な現状と課題

緑区は、見沼田圃に代表される自然環境に恵まれ、見沼通船堀などの歴史・文化

資源が多くあり、古くから人の暮らしが営まれた地域です。その一方で、本市の副

都心として位置づけられている美園地区を中心に人口増加が顕著で、今後も増加し

ていくことが予想されます。そのような中、区民満足度をより一層高めていくため

に、区の特性を踏まえ、常に区民ニーズを把握しながら、豊かな自然環境と共存で

きる都市的な生活環境の整備を推進していく必要があります。

緑区人口推移

（１）郷土愛を育てるまちづくり

人口が急増している緑区では、区民と協働で実施するイベント等を通して、地

域の魅力を発信していくとともに、幅広い世代が交流を持つことで地域への愛着

を深めていく必要があります。

緑区区民まつり 緑区かかしランド

（２）安全・安心なまちづくり

多様化する犯罪やいつ起きるかわからない大規模災害に対し、行政と地域住民

が一体となって対策に取り組むことが重要です。また、地域の防犯意識の高揚を

図るため、幅広い世代の区民を対象としたきめ細やかな防犯対策に取り組む必要

があります。

緑区地域安全講演会緑区親子防犯教室

人

人

人

103,048

118,830 120,472
122,820

124,574 126,754

100,000

110,000

120,000

130,000

平成15年

4月

平成27年

10月

平成28年

10月

平成29年

10月

平成30年

10月

令和元年

10月

人

人

人

人
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（３）自然と共生するまちづくり
見沼田圃で行う清掃活動等を通じて、その

歴史的価値と美しい景観を共有し、未来へ引
き継ぐ必要があります。

見沼田んぼキレイきれい大作戦

（５）にぎわいのあるまちづくり
花や緑、イルミネーション等で地域を明るく彩り、また、地域資産を活用したイ

ベントを開催することにより、にぎわいと活力のあるまちづくりを区民と協働で推
進する必要があります。

緑区マルシェ 東浦和駅前クリスマスツリーの点灯

（６）区役所庁舎の適切な維持管理
緑区役所庁舎の適切な維持・管理を行

い、区民に高品質なサービスを提供する場
として整備していく必要があります。

緑区役所庁舎

（４）生活環境の整ったまちづくり
住民に身近な道路の緊急修繕や道路照明施設、道路反射鏡、路面表示等の修繕を

迅速に行い、良好な生活環境の維持・保全に取り組んでいく必要があります。

土木緊急修繕路面表示修繕
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）郷土愛を育てるまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

1 拡大緑区区民まつり 7,820 7,000 ふれあいのある地域社会の育成を図る事業

〔コミュニティ課〕 (7,820) (7,000)

2 緑区かかしランド 730 730 子どもたちによるかかしの制作や展示を通じ、

〔コミュニティ課〕 (730) (730) 緑区の自然・歴史・文化への関心と愛着の醸

成を図る事業

3 拡大緑太郎ロード活用事業 1,130 581 見沼田圃をはじめとする区内の自然・歴史・

〔コミュニティ課〕 (1,130) (581) 文化にふれるウォーキングにより、郷土愛を

育む事業

（２）安全・安心なまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

4 防犯啓発事業 1,192 1,249 地域の防犯意識の高揚を図るため、講演会や

〔総務課〕 (1,192) (1,249) 親子防犯教室、高齢者向け防犯対策講座等を

開催

5 防災啓発事業 80 80 地域の防災意識の高揚を図るため、講演会を

〔総務課〕 (80) (80) 開催

（３）自然と共生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 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

6 見沼田んぼキレイきれ 250 250 見沼田圃の清掃活動を区民との協働により行

い大作戦 (250) (250) う事業

〔コミュニティ課〕

緑区の将来像「ホタル舞い・風かおる緑の街」の実現に向け、引き続き区の特性を生かし
た事業を区民と行政の協働により、推進していきます。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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（４）生活環境の整ったまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

7 土木緊急修繕等事業 123,710 125,038 道路の緊急的な修繕などを実施

〔くらし応援室〕 (123,710) (125,038)

8 交通安全施設維持管理 10,858 16,767 道路照明施設、道路反射鏡、路面表示等の修

事業 (10,858) (16,767) 繕を実施

〔くらし応援室〕

（５）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 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

9 緑区オープンガーデン 250 250 ガーデニングを通じた、区民同士の交流を促

〔コミュニティ課〕 (250) (250) 進する事業

10 東浦和駅前クリスマス 1,100 700 東浦和駅前をライトアップし、華やかさとに

ツリーの点灯 (1,100) (700) ぎわいを創出する事業

〔コミュニティ課〕

11 緑区マルシェ 1,190 386 地域資産の周知と活用及び地域の活性化を図

〔コミュニティ課〕 (1,190) (386) る事業

（６）区役所庁舎の適切な維持管理を行います。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

12 緑区役所庁舎維持改修 3,240 11,590 空調設備修繕を実施

事業 (3,240) (2,990)

〔総務課〕

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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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

くらし応援室
土木緊急修繕事業にお
ける原材料費の見直し

在庫等から必要数量を見直したことにより、予算額を縮
小する。

△ 92

総務課
地域安全講演会事業の
見直し

参加団体に配布していた啓発品の見直しを行い、防犯ベ
ストの作成枚数を減らすことにより、予算額を縮小す
る。

△ 164

コミュニティ
課

区民フォーラムみど
り・市民活動ネット
ワーク運営における委
託料の見直し

区民フォーラムみどり・市民活動ネットワークの運営に
際し、業者に委託する部分の仕様を精査したことによ
り、予算額を縮小する。

△ 756
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※平成30年度区長マニフェスト評価書アンケート結果

岩槻区　令和２年度　区運営方針
１．主な現状と課題

岩槻区の人口の推移

重点的に取り組んでほしい分野について

○○○・・・
○○○・・・
○○○・・・
○○○・・・

岩槻区は、10区中最大の面積を有し、豊かな緑と水辺、長い歴史を持つ神社仏

閣、城下町や人形のまちとしての地域文化など、多彩な魅力があります。

こうした魅力を守り、生かしながら、住んでいる人、訪れる人が岩槻の良さを

共感できるまちづくりを推進していくことが求められています。そのため、岩槻

の魅力を積極的に発信し、市の副都心として交流人口の増加を図りながら、地域

資源を生かした魅力の向上と更なるにぎわいを創出していく必要があります。

また、高齢化への対応や区民へのアンケート結果をもとに、区民ニーズを踏ま

えた事業を展開し、区民満足度の向上を図る必要があります。

自然・環境

11%

健康・福祉

36%

歴史・文化・伝統

8%

安全・

生活環境

39%

地域交流

6%

110,000

110,500

111,000

111,500

112,000

112,500

H27.4.1 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H3１.4.１
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（１）区民主役のまちづくり

魅力と活力あるまちづくりを進めるため、地

域の課題や区民ニーズを的確に捉え、住民同士

のふれあいや交流によるコミュニティの活性化

を図る必要があります。

また、市民活動団体を対象に講演会を実施する

など、市民活動の更なる活性化に取り組み、区民

主役のまちづくりを促進する必要があります。

（２）魅力とにぎわいを創出するまちづくり

岩槻人形博物館及びにぎわい交流館いわつ

きが開館し、人々の交流を促進する拠点が整

備されました。

これを好機として、多彩な地域資源を生か

した各種事業を展開し、広く岩槻の魅力を発

信していくことで、来訪者や交流人口の増加

を図り、にぎわいの創出に取り組む必要があ

ります。

（３）安全・安心で暮らしやすいまちづくり

道路延長が10区中最も長く、道路等の緊急修繕や交通安全施設の設置要望件

数が非常に多くなっています。

また、地震や台風等の暴風雨など自然災害への備えを強化し、災害時の混乱

や被害の軽減が求められています。これらへの対応が急務となっているほか、

交通事故の防止、障害者への支援の充実など、安全・安心で暮らしやすいまち

づくりに取り組む必要があります。

岩槻やまぶきまつり

城下町岩槻鷹狩り行列

道路等の緊急修繕 子ども防災教室
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）区民主役のまちづくりを促進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

1 区民まつり事業 9,630 8,900 区民との協働により、地域の特性を生かした

〔コミュニティ課〕 (9,630) (8,900) 区民まつりを開催

2 拡大市民活動の支援 2,126 1,942 区民との協働による魅力あるまちづくりを進

〔コミュニティ課〕 (2,126) (1,942) めるため、市民活動ネットワーク登録団体が

行う各種事業を支援

3 岩槻タウンカフェ 259 379 広聴機能を充実させるため、市民活動団体及

〔コミュニティ課〕 (259) (379) び企業等が参加する意見交換会を開催

（２）魅力とにぎわい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 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

4 城下町岩槻鷹狩り行列 10,000 10,000 にぎわい創出及び交流人口の増加を図るため、

事業 (10,000) (10,000) 徳川家康公が鷹狩りの際、岩槻を訪れた史実

〔観光経済室〕 に基づき行列を再現するイベントを開催

5 城下町岩槻歴史散策事 4,624 4,496 岩槻の観光資源を活用し、にぎわいの創出を

業 (4,624) (4,496) 目的として、区内の史跡・名所等を巡る散策

〔観光経済室〕 等の事業を実施するとともに、歩道上トラン

スボックスへのラッピング装飾を実施

6 人形のまち岩槻　まち 1,440 1,440 岩槻の観光資源を活用し、多くの観光客の誘

かど雛めぐり支援事業 (1,440) (1,440) 致を図ることを目的とした「人形のまち岩槻

〔コミュニティ課〕 まちかど雛めぐり」の開催を支援

7 健康ウォーキング推進 693 552 市民の健康増進を図るほか、区の魅力をＰＲ

事業 (693) (552) するため、ウォーキング講習会及びウォーキ

〔コミュニティ課〕 ングイベントを開催

○○○･･･
○○○･･･
○○○･･･

岩槻区の将来像「自然と歴史、文化を守り育て、楽しむまち」の実現に向けて、区民主役

のまちづくりの一層の促進、岩槻の歴史・文化など多彩な地域資源の発信・活用、区民ニー

ズの高い暮らしの安全・安心の確保に積極的に取り組み、岩槻の魅力やにぎわいの更なる創

出、多世代交流をはじめ様々な交流の促進を図るなど、住んでいる人・訪れる人が岩槻の良

さを共感できるまちづくりを推進します。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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（３）安全・安心で暮らしやすいまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

8 土木緊急修繕等事業 182,852 193,241 道路、その他土木施設の緊急的な修繕を実施

〔くらし応援室〕 (182,852) (193,241)

9 交通安全施設維持管理 10,433 16,709 道路照明灯、道路反射鏡、路面表示等の修繕

事業 (10,433) (16,709) を実施

〔くらし応援室〕

10 防犯啓発事業 1,263 1,267 防犯連絡協議会との連携により、親子防犯教

〔総務課〕 (1,263) (1,267) 室、防犯の集い等の啓発事業を実施

11 子ども防災教室事業 50 50 小学生を対象とした防災教室を実施

〔総務課〕 (50) (50)

12 岩槻区顔の見えるネッ 180 180 障害のある方の支援に携わっている事業所、

トワーク事業 (180) (180) 法人等の関係機関のネットワークを強化する

〔支援課〕 とともに、関係機関職員のスキルアップを図

るため、会議を開催

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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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
区長マニフェスト評価
書アンケート印刷業務
の見直し

区長マニフェスト評価書アンケート及び封筒の印刷発注
方法を見直し、印刷から封入まで一括発注するため、印
刷製本費から委託料へ変更し、予算額を縮小する。

△ 21

コミュニティ
課

緑・見沼・岩槻ウォー
キングの廃止

3区とも多様なイベントを実施しており、過去6回の開催
を通じてさいたま市東部地域の魅力を知っていただく一
定の目的は果たせたと判断し廃止する。

△ 580

コミュニティ
課

岩槻タウンカフェの見
直し

岩槻タウンカフェを2回に分けて実施していたが1回に集
約し予算額を縮小する。代替事業として市民活動ネット
ワーク登録団体研修会を開催する。

△ 120
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