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　さいたま市では、JR与野本町駅から彩の国さいたま芸術劇場
に至る経路の整備を行う「アートストリート整備事業」を行って
います。その一環として、中央区では蜷川幸雄氏が演出を手が
ける「彩の国シェイクスピア・シリーズ」に出演した方々の手形
レリーフの設置を彩の国さいたま芸術劇場とともに進めていき
ます。皆さんお気軽に足を運んでください。

問合せ　区コミュニティ課　 840・6020　 840・6161

平成24年度平成24年度

中央区まちづくり推進事業予算中央区まちづくり推進事業予算

問合せ問合せ　　区総務課　区総務課　 840･6013　840･6013　 840･6160840･6160

●まちづくり基本経費●
341万3千円

　区民会議運営、市民活動ネット
ワーク支援や区長マニフェスト作
成など区民参加を進めるための予
算です。

まちづくり推進事業予算は、区の特徴を活かした魅力あるまちづくりを進めるための予算です。
この予算は「まちづくり基本経費」「まちづくり事業経費」「区民満足度アップ経費」から成り立っており、内訳は次のとおりです。

総額 1億3,538万9千円
●区民満足度アップ経費●

1億92万2千円
　道路・下水道の緊急修繕や街路
灯・カーブミラーの修繕など区民
の要望等に即時対応するための予
算です。

●まちづくり事業経費●
3,105万4千円

　JR与野本町駅から彩の国さいたま
芸術劇場に至る経路に出演者の手形
レリーフを設置することや区民まつり
の支援などの魅力あるまちづくりを
進めるための予算です。
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こんにちはこんにちは
です

にちはにちは 区区はは です区区区区区区区区長長

コミュニティ協議会コミュニティ協議会

今月の今月の日曜納税窓口日曜納税窓口

第51回 光の庭プロムナード・コンサート
彩の国さいたま芸術劇場 構成:大塚直哉

～オルガンでスイング！？～
日　時 4月28日㈯　14時開演（14時40分終演予定）
会　場 彩の国さいたま芸術劇場（中央区上峰）1階情報プラザ
問合せ 彩の国さいたま芸術劇場 音楽担当
 858･5506　 858･5515

　最近、家庭ごみについての苦情
や相談が数多く寄せられています。
「家庭ごみの出し方マニュアル（保
存版）」をご確認いただき、適正な
生活ごみの排出にご協力をお願い
します。ゴミの出し方等についてお
困りの場合は、お気軽にお問い合
わせください。
問合せ
西清掃事務所　　 623･3899　 622･9144
区くらし応援室　 840･6027　 840･6162
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　暖かな春の陽ざしが心地よい季節となりました。
　4月を迎え、大きな夢や希望を抱き、新生活のスタートを
きられた皆さんに、心よりお祝いを申し上げます。

●新年度のまちづくりもスタート
　区の個性を生かしたまちづくりを進めるための「中央区ま
ちづくり推進事業費」は、今年度、1億3538万9千円を計上
いたしました。
　与野本町駅から彩の国さいたま芸術劇場に至る道筋をアー
トストリートとして整備するほか、安心・安全で快適なまち
をつくるための各種事業を積極的に推進してまいります。

●臨時窓口を開設します
　引越しの多いこの時期に合わせ、3月に続き4月1日（日)と
7日（土)も、転出入に関する受け付けなどのため、臨時窓口
を開設いたします。どうぞご利用ください。

　新たに中央区民になられた方も多いと思いますが、区内で
は四季折々のイベントがたくさんあります。この紙面でもお
知らせしますので、ぜひご家族でお楽しみください。
 中央区長

  第13回 フリマ北与野
日　時…4月29日㈷ 10時～15時
会　場…北与野駅西側「時の道」(中央区上落合)

主　催…北与野・八幡通り商店「フリマ北与野」実行委員会 
問合せ…さいたま中央電気  菅谷　 855･6111

●与野商店会連合会（北与野・八幡通り商店会）

無　
　料

入場
無料

取り扱い業務は、市税と国民健康保険税の納付と納付相談
です。
日　　時 4月29日㈷　9時～15時
会場・問合せ ●市税（区役所2階 収納課）
 　 840･6042　 840･6164
 ●国民健康保険税（区役所1階 保険年金課）
 　 840･6073　 840･6168
※他の区役所収納課・保険年金課でも開設しています。

期　日 4月1日㈰・7日㈯
時　間 9時～15時
※区役所の一部業務を取り扱います。詳しくは市報さいたま
6ページ（全市版）をご覧ください。
問合せ 開設に関すること
  区総務課　 840・6013　 840・6160
  取り扱い業務に関すること　各担当課へ

4月に区役所の窓口を臨時開設します4月に区役所の窓口を臨時開設します

■狂犬病の予防注射を実施します

問合せ 区くらし応援室　 840･6027　 840･6162

時　間 ①10時～11時30分　②13時30分～15時
※雨天の場合は、①は9時以降、②は12時以降に
　区くらし応援室へお問い合わせください。

日   程 会　場
 4/ 6 ㈮ ① 上落合公民館（上落合6-9-3）

  10 ㈫ ② 与野中央公園（新中里4-7）

  17 ㈫ ② 八王子浅間神社（八王子1-7-11）
  21 ㈯ ② 中央区役所駐車場（下落合5-7-10）

費　用
 新　規  6,300円
　　　　（内訳） 登録手数料 3,000円
  予防注射料金 2,750円
  注射済票交付手数料 550円
 登録済（注射のみ） 3,300円家庭ごみの出し方について家庭ごみの出し方について

再確認しましょう再確認しましょう
家庭ごみの出し方について
再確認しましょう
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