
中 央 区 の ま ち づ く り
～歴史と文化の調和のとれた都市の創造と交流が育てる安心なまち～



令和４年度 区内での主な取組

・植栽活動年３回以上

・写真応募数100作品以上
目標・予定「区の花バラ」の普及促進 （区事業）

「バラのまち中央区」を更にＰＲするため、中央区バラサポーター等と連携し、

バラの植栽活動を実施します。また、写真コンクールやバラの手入れ講習会等

を実施します。

工事展開の検討、調整目標・予定与野中央公園整備事業 （都市局事業）

与野中央公園の整備に向けて、工事展開の検討、調整を実施します。

街並みづくり方針の決定目標・予定歴史を伝える本町通りのまちづくり
（都市局事業）

本町通りにおいて、与野本町通り街並みづくり会議を開催し、街並みづくり方

針を始めとする将来像の検討を行います。

・アンケート満足度92％以上
・来場者数年2,700人以上

目標・予定芸術劇場と地域が連携したまちづくり
（区事業）

「芸術のまち中央区」としてのイメージアップを図るため、彩の国さいたま

芸術劇場と地域が連携したイベントなどを実施・支援します。また、与野本

町駅から劇場までの経路であるアートストリートを整備し、地域のにぎわい

を創出します。

交通安全施設の充実に向けた調整目標・予定与野本町駅周辺の利便性の向上
（都市局事業）

与野本町駅周辺の利便性向上を図るため、交通安全施設の充実に向けた検討な

どを行います。

・事業進捗率：86.0％（与野）
87.0％（南与野）

・道路整備率：65.0％（与野）
79.0％（南与野）

目標・予定与野駅西口及び南与野駅西口
土地区画整理事業 （都市局事業）

土地区画整理事業を推進し、道路用地を確保するための建物等移転補償や都市

計画道路を始めとする未整備な公共施設の整備を行います。

アートストリートエリア
（与野本町駅周辺）

さいたま新都心駅周辺
歩行者デッキ

バラの写真コンクール
審査の様子

植栽活動の様子
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大会の実施主体に対する開催支援目標・予定国際自転車競技大会の開催支援
（スポーツ文化局事業）

世界的なブランドである、「ツール・ド・フランス」の名を冠した国際自転車

競技大会の開催支援を行い、本市における大会の開催を広く発信します。 国際自転車競技大会の様子

植栽活動年25回以上目標・予定花ｄｅ植花夢(ウエルカム)まちづくり
事業 （区事業）

花で彩る豊かなまちを実現するため、区民・団体等との協働で花苗の植栽等を

実施します。

・さいたま新都心駅及び北与野駅１日あたり

の乗降客数（定期利用者を除く）：59,000人
・歩行者デッキ長寿命化修繕計画実施率：23％

目標・予定さいたま新都心のにぎわい創出
（都市局事業）

さいたま新都心駅周辺の歩行者デッキについて、長期にわたり安全で快適な歩

行空間を確保するため、長寿命化修繕計画に基づく短期計画修繕を実施します。
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・アンケート満足度90%以上
・定員50人

目標・予定高齢者向け講座の開催 （区事業）

高齢者がいつまでも元気で自分らしく暮らしていくことができるよう、体組

成計による測定会、栄養（口腔）等についての講演会や簡単にできる運動の

体験会を実施する講座を開催します。

専門職による母子健康手帳交付時
の面接率95％以上

目標・予定妊娠・出産に関する包括的支援（区事業）

妊娠が分かった早い時期から、母子保健相談員が妊娠・出産・育児について

一緒に考え、総合的な支援を提供します。

・道路パトロール年120日以上
・修繕要望後３日以内の対応
・看板年60箇所更新

目標・予定交通安全啓発と身近な生活環境の保持
（区事業）

交通事故防止や危険箇所発見のため、道路パトロールを実施します。また、

道路照明灯、道路反射鏡等の修繕の迅速な対応や劣化した交通安全看板を計

画的に更新します。

・アンケート満足度90%以上
・防犯パトロール年180回実施

目標・予定防犯啓発活動の実施 （区事業）

区民の防犯意識の向上のため、中央区防犯協議会と連携し、親子防犯教室等

を開催します。また、職員による青色防犯パトロールを実施します。

・講座、講演会等４回実施

・アンケート満足度90%以上
目標・予定地域防災力の向上 （区事業）

区内の避難所において避難所運営訓練を実施します。また、区役所内での防

災展の実施や、自主防災組織を対象とした講演会や講座を開催します。

・アンケート満足度90%以上
・年３回開催

目標・予定みんなで支えるネットワーク事業連絡会
の開催 （区事業）

障害のある方が質の高いサービスを受け、地域で安心して暮らせるよう、障

害福祉サービス事業所のネットワークを構築し、サービス事業所相互の情報

交換や研修会を行います。

・工事実施：大戸小学校、上落合小学校

・工事着手：与野西中学校
・トイレ改修工事実施：与野西北小学校
・体育館空調機設置工事実施：八王子中学校

目標・予定学校施設のリフレッシュ基本計画等の
推進 (教育委員会事業）

学校施設リフレッシュ基本計画に基づく、大戸小学校・上落合小学校・与野

西中学校の改修工事を行います。また、与野西北小学校のトイレ改修工事、

八王子中学校体育館への空調機新規整備を行います。

交通安全看板の更新

母子保健相談員による面接の様子

高齢者向け講座の様子

SAITAMA GIRLS MATCH
の様子
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・アンケート満足度90％以上
・定員100人

目標・予定ふるさとウォーキングの実施 （区事業）

区民の健康増進と区内の魅力発見に役立てるため、ウォーキングコースの周

知を図るとともに、ウォーキングイベントを開催します。

・アンケート満足度90％以上
・定員80人

目標・予定バスケットボール教室の開催 （区事業）

子どもたちの健全育成とスポーツを通して参加者間の交流促進を図るため、

地元プロバスケットボールチーム「さいたまブロンコス」の協力を得て、バ

スケットボール教室を開催します。

バスケットボール教室の様子

・参加者数100人（実人数）

（小学生女子サッカークリニック）
・参加チーム数21チーム

（SAITAMA GIRLS MATCH）

目標・予定サッカーのまちづくりの推進
（スポーツ文化局事業）

八王子グラウンド等において小学生女子を対象とした練習会や中学生女子サッ

カーチームによるSAITAMA GIRLS MATCHを開催します。

３

２

１

６

５



※イベントや講座等の実施にあたっては新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で、実施いたします。

・アンケート満足度90%以上

・参加団体数110団体以上
目標・予定区民まつりの開催 （区事業）

「区民と行政との協働」の理念のもと、より一層の区民相互のふれあいと連

帯感および郷土意識の醸成を深めるため、区民まつりを開催します。

情報発信件数50件以上目標・予定中央区ＰＲ協力店と連携した区の魅力発
信 （区事業）

区の魅力を区内外に発信するため、ＳＮＳを活用した情報発信を行うほか、

ＰＲ協力店でのチラシ・ポスター等の配架・掲示を行います。

令和４年９月設置目標・予定おくやみ窓口設置事業 （市民局事業）

遺族の負担を軽減するため、区役所内における主な死亡時の手続を一体的に

行う窓口を設置します。

婚姻届提出の内50%以上の方を撮影目標・予定婚姻届提出記念写真サービスの提供
（区事業）

婚姻届を提出した方に、中央区オリジナル背景パネルの前で撮影した写真を

プレゼントします。また、記念写真を区役所内に掲示します。

・アンケート満足度90%以上
・年12テーマ以上実施

目標・予定区民ギャラリーの充実 （区事業）

区役所食堂棟とロビーで中央区に関連する様々な写真展示や絵画展を行い、

区内の伝統文化や芸能、芸術等をPRします。

年間15回以上目標・予定親しみやすい市政情報の提供 （区事業）

市政を身近に感じてもらい親しみがもてるように、資料の陳列方法を改善し、

日々のくらしに役立つ情報を情報公開コーナーに掲出します。

一級河川鴻沼川の一体型調節池工
事に着手

目標・予定治水対策施設整備事業 （県・都市局事業）

与野中央公園拡張予定地において、水害を予防し被害を軽減するための一体

型調節池の整備に着手します。

・令和４年４月１日開設（認可保育所5施設・

小規模保育事業所2施設）
・年度内に移転（下落合団地保育園）

目標・予定保育所の整備 （子ども未来局事業）

安心して子育てできる環境を整えるため、認可保育所５施設、小規模保育事

業所２施設を令和４年４月に開設します。また、施設の老朽化に伴い、下落

合団地保育園の移転建替えを行います。

婚姻届提出記念写真

令和元年度区民まつりの様子

中央区役所周辺の公共施設再編基
本計画の策定

目標・予定中央区役所周辺の公共施設の再編と
デジタル化の推進
（財政局、都市局、市民局、都市経営戦略本部、区事業）

中央区役所周辺の公共施設再編の基本計画の策定に向けて、施設計画や事業

スキームの検討等を行います。 中央区役所庁舎

区民ギャラリー
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下落合団地保育園

アンケートによる相談の満足度60％以上目標・予定福祉まるごと相談窓口事業
（保健福祉局事業）

生活にお困りの方や福祉のさまざまな課題を抱えた方などの相談を包括的に

受け止め、相談内容に応じた必要な支援のコーディネートを行います。
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与野公園

３－④
学校施設リフレッシュ
基本計画に基づく改修
工事（大戸小学校）

１－③
与野中央公園整備事業

４－⑩
治水対策施設整備事業

１－④
歴史を伝える本町通り
のまちづくり

２－③
南与野駅西口土地
区画整理事業

５－③
中央区役所周辺の公共施設の
再編とデジタル化の推進

２－②
与野本町駅周辺の
利便性の向上

２－③
与野駅西口土地
区画整理事業

さいたまスーパーアリーナ

彩の国さいたま芸術劇場

アートストリート

中央区MAP

４－⑨
保育所の整備
（下落合団地保育園移転）

３－③
サッカーのまちづくり
の推進

３－④
体育館空調機新規整備
（八王子中学校）

３－④
学校施設リフレッシュ
基本計画に基づく改修
工事（上落合小学校）

３－④
トイレ改修工事
（与野西北小学校）

３－④
学校施設リフレッシュ基本
計画に基づく改修工事
（与野西中学校）

２－④
さいたま新都心
のにぎわい創出

２－⑤
国際自転車競技大会
の開催支援



中央区では、区の将来像「歴史と文化の調和のとれた都市の創造と交流が育てる安心なまち」の

実現に向け、新たに制定された「さいたま市民憲章」に込められた思いを踏まえ、５つのまちづく

りのポイントと明るい区役所づくりを掲げ、区民の一人ひとりが住みやすく更に魅力あるまちをつ

くるため、本市一丸となって様々な事業に取り組んでまいります。

令和４年４月 中央区長 近藤 裕司

さいたま市は、市民満足度90%以上を目指す

「さいたま市CS90＋運動」に取り組んでいます。

＊CS…Citizen Satisfaction=市民満足度

この「令和４年度さいたま市中央区のまちづくり」は、４，０００部作成し、１部あたりの印刷経費は２９円です。

編集・発行

さいたま市中央区役所区民生活部総務課

〒338-8686 さいたま市中央区下落合5-7-10

電話：048-840-6013 FAX：048-840-6160

区HP：https://www.city.saitama.jp/chuo/index.html

Twitter：https://twitter.com/ChuoSCPR

『区のまちづくり』は、「区の将来像」

の実現に向けて、当該年度に実施する区及

び局の主な取組について、区民の皆様に説

明するものです。次年度には、アンケート

等により区民の皆様の意見を伺い、事業の

見直し、改善などに繋げていきます。

～区のまちづくりとは～

ふれあい

さいたま市民憲章

おおらかな荒川の流れと、見沼田んぼが豊かに広がる武蔵野のみどりにいだ
かれたさいたま市は、街道や鉄道のかなめとしてにぎわい、歴史をかさねてき
ました。先人たちはここに集い、学び、祈り、美しさと深い味わいをたたえた
独自の文化を育て、教育やスポーツのさかんな風土を培ってきました。このま
ちを誇りとし、ともに時をかさねる私たちさいたま市民は、だれもが自分らし
く生きてゆける社会を築きたいと願い、このまちを未来につなぐ確かな道しる
べとして、ここにさいたま市民憲章を刻みます。

私たちは、

まちの歴史や伝統を受け継ぎ豊かにはぐくんで、明日の世代に伝えます。

小さないのちの大きな未来を信じて、子どもをみんなで支えてゆきます。

みずから学び言葉をみがき、新たな挑戦を志し、自分を耕しつづけます。

深く思いやり、広く理解し手をとりあって、ちがいを力にしてゆきます。

空も水も、草木も花も里山も、ともにある美しい都市を創ってゆきます。

市制施行２０周年記念
令和３年７月１日制定

区民の皆様へ

▲区Twitter

▲区ホームページ


