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中央区では、区の将来像である「調和のとれた都市文化の創造

と交
ふれ

流
あい

が育てる安心なまち」の実現に

向け、平成29年度の区政運営や主な取

組事項をわかりやすくまとめた「平成

29年度さいたま市中央区区長マニフ

ェスト」を策定しました。

［ 問合せ ］ 区総務課
 Ｔ840・6013
 Ｆ840・6160

まちづくり推進事業予算は、区民との協働によるまちづくりや区の特徴を活かした魅力あるまちづくりを進めたり、区民の

要望に即時対応したりするための予算です。今年度の中央区まちづくり推進事業予算の総額は1億4,405万9千円
で、主な事業は次のとおりです。

1　区民との協働によるまちづくり
・区民まつり事業　970万円　　ほか

2　交
ふれ

流
あい

が育む「健幸」なまちづくり
・ふるさとウォーキング事業　37万円

3　安全・安心なまちづくり
・土木緊急修繕事業　8,153万4千円
・交通安全施設維持管理事業　3,164万9千円　ほか

4　にぎわいのあるまちづくり
・アートストリート事業　284万1千円　
・バラのまち中央区アートフェスタ事業　350万円　ほか

5　区民に親しまれる明るい区役所づくり
・明るい区役所づくり推進事業　51万7千円

平成29年度 中央区まちづくり推進事業予算をお知らせします

◆
主
な
取
組
事
項

1 区民との協働によるまちづくり
2 交

ふれ

流
あい

が育む「健幸」なまちづくり
3 安全・安心なまちづくり
4 にぎわいのあるまちづくり
5 子育てしやすいまちづくり
6 親しみやすい区役所づくり

平成29年度さいたま市中央区区長マニフェストを策定しました

アートストリート事業

区民まつり事業

交通安全施設維持管理事業

5月21日5月21日日日にさいたま市長選挙さいたま市長選挙が執行されます！

［ 問合せ ］中央区選挙管理委員会事務局（区総務課内）　3840・6014　6840・6160

第11投票区投票所について
（与野本町公民館）

さいたま市
選挙キャラクター

［ 問合せ ］ 区総務課
  Ｔ840・6013　Ｆ840・6160

3か所に期日前投票所を設置いたします。投票日当日に用事等がある方は、ぜひご利用ください。

会　場 日　時

中央区役所
（中央区下落合5－7－10）

5月8日㈪～5月20日㈯
8時30分～20時

西与野コミュニティホール
（中央区桜丘2－6－28）

5月13日㈯～5月20日㈯
10時～18時

イオンモール与野1階通路
（中央区本町西5－2－9）

5月18日㈭～5月20日㈯
11時～19時

※会場により、開設日時が異なりますのでご注意ください。
※車をご利用の方は中央区役所もしくはイオンモール与野の期日前投票所をご利用ください。

投票日当日は、与野公園において「ばら
まつり」が開催されるため、周辺道路に
交通規制が実施されます。
交通規制実施中は、公民館駐車場の利用
はできませんので、ご注意ください。
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5月21日日 さいたま市長選挙

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
　4月1日に中央区長に就任いたしました坂本知子です。
区民の皆様と力をあわせ、魅力ある中央区のまちづくりに努
めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
　中央区の花は「バラ」ですが、今月の20日・21日に与野公園
で、中央区の春の大イベント「ばらまつり」が開催されます。
　会場の与野公園は、明治10年に県下で3番目にオープンし
た由緒ある公園です。ここはもともと桜の花で有名な公園で
すが、ここにバラ園が造られたのは昭和52年で、市民のため
の“心の投資”として開設されました。そしてバラ園をもっと
市民に知ってもらおうと、昭和55年から「ばらまつり」が始ま

りました。第1回目の「ばらまつり」の時
は22種類・2千株でしたが、今では170種
類・3千株となり、四季咲きのバラが多く
一年中私たちの目を楽しませてくれます。
　昨年実施したさいたま市民意識調査の居住区別で、今住ん
でいる地域を『住みやすい』と答えた方が、一番多かったのは
中央区でした。このように区民に愛されている中央区を、今
後も住んでよかったと言われるようにまちづくりを積極的に
推進してまいりますので、ご支援、ご協力をよろしくお願い
いたします。 中央区長　坂本　知子

風薫る季節となりました。区民の皆様はいかがお過ごしでしょうか。

児 童 セ ン タ ー か ら の お 知 ら せ

※さいたま市社会福祉事業団のホームページ　（http://www.saicity-j.or.jp）もご覧ください。※ささささ たいたま市社会社会福祉福祉 のホホ ムペムペ ジジたいたま市ま市社会社会福祉福祉事業事業団団のホホ ムペムペ ジジ （hhtt //// i t jj jj ））もも くくださださい（h（htt //// ii iit jj jj ））ももご覧く覧くださださい

児童センター de 花づくり ～みんなで育てよう　子どもと花・みどり～
●日　時 5月28日㈰　10時30分～11時30分　※雨天決行
●会　場 各児童センター（与野本町・向原・大戸）
●内　容 児童センターの敷地およびプランター等に花の苗を植えます。
●対　象 区内在住の方（乳幼児は保護者同伴・大人ひとりでの参加も歓迎）
●定　員 与野本町…35組　向原・大戸…各20組（いずれも先着順）
●申込み 5月5日㈮の9時から直接各児童センターへ
　　　　　※お持ちの方は、当日手袋やスコップなどをご持参ください。
●問合せ 与野本町児童センターＴ855・5655　Ｆ855・5669
　　　　　向原児童センターＴ・Ｆ834・6083
　　　　　大戸児童センターＴ・Ｆ831・9536

参加
無料

子どもが考え、子どもがつくる、子どものまち、
「ミニ中央区」の企画・運営をする子どもスタ
ッフになって、一緒に「まち」をつくろう！

子どもがつくるまち

子どもスタッフ
募集!

6月18日・7月9日・7月30日・8月20日・8月27日　いずれも日曜日　13:30～16:00ま ち 会 議

区支援課　Ｔ840・6061　Ｆ840・6166共 催

9月24日㈰　13:30～16:00　会場／与野本町コミュニティセンター（中央区本町東）　会議：第1・2会議室　当日：多目的ルーム大ほか振返りの会

区内在住または在学の小学4～6年生 30人程度（多数の場合は抽選）　※保護者は会議に出席できません対 象

5月26日㈮（必着）までに往復はがきで、住所・氏名（ふりがな）・学校名・学年・電話番号・緊急時の連絡先（保護者氏名と携帯番号
等）・会議全8日の参加可否（欠席日を記入）を〒336-0031南区鹿手袋1-5-3  ひゅうまんポスト内　NPO法人子ども劇場おやこ
劇場埼玉センター「ミニ中央区子どもスタッフ」係へ。Ｔ836・5560　Ｆ836・5537

申込み・問合せ

9月9日㈯　13:00～17:00前 日 準 備 9月10日㈰　10:00～15:00開 催 日

第92回 光の庭プロムナード・コンサート
ばらまつりスペシャル～スペインの風～

［日　時］　5月20日（土）
14時開演

［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

［出　演］　小島弥寧子（オルガン）、天野寿彦（バロック・ヴァイオリン）
［曲　目］　レデスマ：ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ第３番

作曲者不詳：ロドリーゴ・マルティネス　ほか
［問合せ］　彩の国さいたま芸術劇場　音楽担当
　　　　　Ｔ858・5506　Ｆ858・5515

入場
無料

@ばらまつり
参加
無料

ばらまつりの前夜にシェードを
手作りしてキャンドルを灯します。

［日　時］　5月19日㈮ 19時～
※雨天時は20日㈯に延期

［会　場］　与野公園（中央区本町西）
［問合せ］　バラのまち中央区アートフェスタ

実行委員会 会長　加藤　Ｔ833・8909
区コミュニティ課　Ｔ840・6020　Ｆ840・6161

去年の様子

与野公園清掃
区民の皆様の参加をお待ちしております
（申込み不要）。軍手、火ばさみ等清掃に必要
な道具は各自ご用意願います。

日　　時▶5月13日㈯　8時～（1時間程度）
※小雨決行・荒天中止

集合場所▶与野公園　与野本町公民館前入口
（中央区本町西）

問 合 せ▶中央区コミュニティ協議会事務局
（区コミュニティ課）
Ｔ840・6020　Ｆ840・6161

「コミ協」「コミ協」
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