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－ 区の将来像 －
あなたが主役　住んでよかったまちづくり

　『区長マニフェスト』は、区長がまちづくりの方向性など区政運営に関する考え
方とその取組をまとめ、毎年度、区民の皆様に公表するものです。
　中面にその内容と目標値を記載しておりますので、ご覧ください。
　次年度には、区民アンケート等による外部評価、検証を行い、区の個性を生かし
たまちづくりを推進していきます。

南区令和２年度 さいたま市

ヒマワリと別所沼公園

令和２年度に区内で予定されている本市の主な事業

この「令和２年度さいたま市南区区長マニフェスト」は、4,000部作成し、１部あたりの印刷経費は35円です。

編集・発行
　〒336-8586　さいたま市南区別所 7－20－1
　複合公益施設サウスピア内
　さいたま市南区役所区民生活部総務課
　3 048‒844‒7123　6 048‒844 ｰ 7270

　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
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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
推進します。

●公民連携による防災・防犯啓発事業
　の実施

　民間事業者が提供する社
会貢献プログラムを活用
し、防災ワークショップや
防犯教室を実施します。

目標 「参考になった」と回答した割合90％以上

防犯教室

●区内防犯パトロールの実施

　南区防犯パトロール協議会との協働で、区内一
斉防犯パトロールを行うとともに、防犯研修会や
講演会を実施します。ま
た、自主防犯活動団体へ
の防犯パトロール用品の
貸与、防犯啓発街頭キャ
ンペーン、青色防犯パト
ロールを実施します。

目標 「参考になった」と回答した割合90％以上

防犯パトロール

●避難所の開設訓練と運営訓練の実施

　避難者の受入体制を強化する開設訓練を、公民館
を含む区内全避難所31か
所で実施します。また、地
域住民を中心に構成する避
難所運営委員会が企画し
た、より実践的な運営訓練
も５か所で実施します。

目標 「役に立つ」と回答した割合90％以上

避難所運営訓練

●防災展・防災講演会の開催

　南区自主防災組織連絡協
議会と共催で防災展を開催
し、防災関係のパネル展示
などを行います。また、防
災講演会を実施し、地域防
災力の向上を図ります。

目標 「参考になった」と回答した割合90％以上

南区防災展

●学校施設の改修工事等【教育委員会】
　　学校の施設機能向上のため、改修工事を行います。
　①白幡中、②大谷口中、③谷田小、④南浦和小、
　⑤浦和別所小、⑥大谷場小、⑦辻小、⑧文蔵小●子どもの交通事故防止啓発事業の実施

　交通安全保護者の会（母の会）との協働で、子ど
もと保護者のための交通安全啓発を行います。また、
区内全14小学校毎にヒヤリハットマップを作製す
るとともに、「南区ふるさ
とふれあいフェア」で子ど
も向けの交通安全啓発イ
ベントを実施し、子どもと
保護者の交通安全意識の
向上を図ります。

目標 子どもと保護者が交通安全について「意識が
高まった」と回答した割合90％以上

●道路や交通安全施設の修繕の実施

　道路や道路反射鏡、路面
表示などの交通安全施設の
迅速な修繕を実施すること
により、快適な生活環境を
整えます。

目標 区民からの要望受付後、3日以内の初期対応

道路緊急修繕

●高齢者の交通事故防止啓発事業の実施

　老人クラブの協力を得て、高齢者向けのヒヤリ
ハットマップを作製し、区
のホームページへ掲載す
るとともに、高齢者交通安
全啓発講座を開催し、高齢
者の交通事故防止に向け
た啓発事業を実施します。

目標 高齢者が交通安全について「意識が高まった」
と回答した割合90％以上

啓発講座

●七夕サマーバレンタインキャンペーンの実施

　企業などとの協働によ
り、サマーバレンタインと
関連付け、武蔵浦和駅周辺
にて区の花「ヒマワリ」の
PRを兼ねた交通安全啓発
イベントを開催します。

目標 交通安全の啓発と南区の花「ヒマワリ」の
PRを行った人数500人

啓発イベント

●暮らしの道路整備事業【建設局】
　道路幅が４メートルに満たない狭い道路につい
て、拡幅整備を進め、暮らしやすい生活環境を目指
します。（大字大谷口）

●幹線道路整備事業【建設局】
　都市活動を効果的に
支える市内幹線道路網
の整備を推進するため、
田島大牧線の整備を行
います。
（別所１丁目、太田窪２丁目）

●認可保育所等整備事業【子ども未来局】
　認可保育所の新設整備を行い、受入れ枠の拡大を
図ります。

●アクティブ・ラーニング推進事業
【教育委員会】

　子どもたちの確かな学力を育成するため、タブ
レット型コンピュータに整備するソフトウエアを活
用するなど、アクティブ・ラーニング（主体的・対
話的で深い学び）の視点から授業改善を図ります。

啓発イベント

整備前

●ゾーン30の整備推進【建設局】
　安全かつ快適な道路空間を確保するため、区域
（ゾーン）を定めて自動車の最高速度を30キロとす
るとともに、安全対策や通過交通の抑制等を行う
「ゾーン30」の整備を推進します。（辻２・５丁目） 

整備前 整備後

整備後
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～南区民の皆様へ～
　区民の皆様には、日ごろより南区のまちづくりにご理解・ご協力いただき、誠にありがとう
ございます。
　南区は、若い世代の割合も高く、武蔵浦和駅周辺が本市の副都心と位置づけられる一方で、
別所沼や笹目川などの水辺空間が広がり、屋敷林や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。これら南区の多彩さを生かし、区の将来像である「あなたが主役　
住んでよかったまちづくり」の実現に向けて、魅力あるまちづくりを推進してまいります。
　これからも、区民の皆様に信頼され、区役所を身近に感じていただけるよう、区役所職員一
丸となって各種事業に取り組んでまいりますので、引き続きご支援・ご協力をよろしくお願い
いたします。

令和２年４月 南区長　宮野　良章

❖ 南区の花　ヒマワリ ❖
　区の色であるレモン色にちなん

で選ばれたヒマワリは、区の色と

同様に花の特徴が南区の若々しい

イメージにあっている花です。

花と緑あふれる、心豊かなまちづくり

いきいきと健やかに暮らせるまちづくり ふれあいのあるまちづくり

身近な場所で花や緑に出会う機会の創出や、区の花「ヒマワリ」を生か
したまちづくりを推進します。

誰もが元気で健やかに暮らせ、子育てしやすい、支え合うまちづくりを
推進します。

世代間や地域の交流を進め、コミュニティの活性化によるふれあいのあ
るまちづくりを推進します。

●プランターで始めるガーデニング教室
　の開催

●認知症高齢者等を支える
　地域づくり

●区の花「ヒマワリ」を生かした
　まちづくり事業の実施

　気軽にガーデニングを始
めたい方に向けて、区の花
「ヒマワリ」をはじめとし
た季節の花などを題材に、
プランターを活用した栽培
教室を開催します。

　認知症サポーター養成講座を開催し、認知症に対
する理解を広めます。また、認知症への知識を更に
深めるため、「認知症サポーターステップアップ講
座」の周知を行い、本人や家族を支援するオレンジ
パートナーとして、オレンジカフェ（認知症カフェ）
をはじめとするボランティア活動につながるよう支
援します。

　区民の郷土意識の醸成と、区のイメージアップを
図るため、区の花「ヒマワリ」の認知度を高める取
組を展開します。ヒマワリの植栽やヒマワリ絵画パ
ネルの設置のほか、区内
の小学校新入生にヒマワ
リをデザインした下敷き
を配布します。

目標 目標

目標

「受講後も継続して取り組んでいる」と回答
した割合80％以上

「南区の花が“ヒマワリ”と知っている」と
回答した割合70％以上

「いきいきボランティアポイント事業」登録
者数1,100人

(別所沼公園内に設置したヒマワリの植栽場所)

ガーデニング教室

ヒマワリの植栽

別所沼公園のヒマワリスポット

新規●若い世代からの健康づくりの推進

　若い世代をターゲットとした健康づくり教育事業
を実施し、講義や実技をとおして健康への意識を変
えることへの支援を行
うとともに、健康に関
する啓発用のポスター
を庁内や駅などに掲出
することにより、若い
世代からの健康づくり
を推進します。

目標 「生活習慣を見直すきっかけとなった」と回
答した割合80％以上

●ウォーキング教室・イベントの開催

　ウォーキングの基礎知識と効果的な実践方法が
学べる教室やウォーキン
グイベントなど、気軽に
ウォーキングに親しむ機
会を提供し、区民の健康
づくりや参加者間の交流
を推進します。

目標 「参加してよかった」と回答した割合80％以上

ウォーキング教室

家族みんなのエクササイズ

●「ヒマワリミーティング」の開催

　区の特色あるまちづ
くりを進めるため、区
民から広く意見などを
聴取する機会として
「ヒマワリミーティン
グ」を開催します。 ヒマワリミーティング

●南区まちづくり功労者顕彰事業の実施

　ふれあいのあるまちづくりに貢献している団体の
役員に対し、日頃の活
動に感謝の気持ちを伝
え、功績を讃えるため、
感謝状を贈呈するとと
もに、広くその活動を
周知します。

目標 「活動を続けてきてよかった」と回答した割
合90％以上

南区まちづくり功労者顕彰式典
　子どもたちが、自ら企画してつくった仮想の“ま
ち”で、お店や会社などで働き、“まち”の中だ
けで通用するお金を使った買い物をするなど、疑
似社会を体験するプログラムです。

「ミニ南区」とは？

●子どもがつくるまち「ミニ南区」の開催

　子どもの社会参画意識
の醸成などを図るため、
子どもが仮想のまちをつ
くる「ミニ南区」を開催
し、社会の仕組みを体験
する場を提供します。
【開催予定日】令和３年２月下旬

目標 「楽しかった」と回答した割合90％以上

ミニ南区

拡大

●体操を活用した介護予防の推進

　「いきいき百歳体操」を学ぶ「ますます元気教室」
や、その指導者を養成する「いきいきサポーター養
成講座」の開催に加え、地域で活動する自主グルー
プ同士が情報交換などを行う交流会を開催します。
また、高齢者サロンや「すこやか運動教室」など
に地域運動支援員を
派遣し指導を行うな
ど、体操を活用した
介護予防を推進しま
す。

目標 参加者数合計延べ　4,900人

いきいき百歳体操

●育児学級「みなみっこクラブ」の開催

　育児中の保護者が、できるだけ早い時期（生後２・
３か月）に必要な知
識が習得でき、地域
での仲間づくりがで
きるよう、全乳児とそ
の保護者を対象に育
児学級を開催します。

目標 「地域の仲間づくりのきっかけとなった」と
回答した割合90％以上

みなみっこクラブ

●「南区ふるさとふれあいフェア」の開催

　地域や世代の垣根を越えた交流を図り、ふるさと
への愛着や一体感を醸成し、地域コミュニティの活
性化を推進します。
【開催予定日】令和２年10月10日（土）
【会　　　場】浦和競馬場

目標目標 「楽しかった」と回答した割合90％以上「参加してよかった」と回答した割合90％以上

ミニ新幹線

ふわふわ

ポニーに乗ろう

●「お気軽！子育て相談」の実施

　子育ての悩みをお持ちの方が気軽に相談できるよ
う区内の児童センター２か所と子育て支援センター
みなみへ家庭児童相談員が出向き、子育て相談を実
施します。さらに、保育コーディネーターによる相
談も実施します。

目標 出張相談回数　33回

拡大

●南区長賞贈呈事業の実施
　子どもたちに、南区への愛着を深めてもらうた
め、小学校において学校対抗で行われるスポーツ大
会（バスケットボール、サッカー）の優勝校及びス
ポーツ・文化活動に
おいて著しい成果を
挙げた児童・生徒に
対し、南区長賞を贈
呈します。

南区長賞贈呈
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(別所沼公園内に設置したヒマワリの植栽場所)

ガーデニング教室

ヒマワリの植栽

別所沼公園のヒマワリスポット

新規●若い世代からの健康づくりの推進

　若い世代をターゲットとした健康づくり教育事業
を実施し、講義や実技をとおして健康への意識を変
えることへの支援を行
うとともに、健康に関
する啓発用のポスター
を庁内や駅などに掲出
することにより、若い
世代からの健康づくり
を推進します。

目標 「生活習慣を見直すきっかけとなった」と回
答した割合80％以上

●ウォーキング教室・イベントの開催

　ウォーキングの基礎知識と効果的な実践方法が
学べる教室やウォーキン
グイベントなど、気軽に
ウォーキングに親しむ機
会を提供し、区民の健康
づくりや参加者間の交流
を推進します。

目標 「参加してよかった」と回答した割合80％以上

ウォーキング教室

家族みんなのエクササイズ

●「ヒマワリミーティング」の開催

　区の特色あるまちづ
くりを進めるため、区
民から広く意見などを
聴取する機会として
「ヒマワリミーティン
グ」を開催します。 ヒマワリミーティング

●南区まちづくり功労者顕彰事業の実施

　ふれあいのあるまちづくりに貢献している団体の
役員に対し、日頃の活
動に感謝の気持ちを伝
え、功績を讃えるため、
感謝状を贈呈するとと
もに、広くその活動を
周知します。

目標 「活動を続けてきてよかった」と回答した割
合90％以上

南区まちづくり功労者顕彰式典
　子どもたちが、自ら企画してつくった仮想の“ま
ち”で、お店や会社などで働き、“まち”の中だ
けで通用するお金を使った買い物をするなど、疑
似社会を体験するプログラムです。

「ミニ南区」とは？

●子どもがつくるまち「ミニ南区」の開催

　子どもの社会参画意識
の醸成などを図るため、
子どもが仮想のまちをつ
くる「ミニ南区」を開催
し、社会の仕組みを体験
する場を提供します。
【開催予定日】令和３年２月下旬

目標 「楽しかった」と回答した割合90％以上

ミニ南区

拡大

●体操を活用した介護予防の推進

　「いきいき百歳体操」を学ぶ「ますます元気教室」
や、その指導者を養成する「いきいきサポーター養
成講座」の開催に加え、地域で活動する自主グルー
プ同士が情報交換などを行う交流会を開催します。
また、高齢者サロンや「すこやか運動教室」など
に地域運動支援員を
派遣し指導を行うな
ど、体操を活用した
介護予防を推進しま
す。

目標 参加者数合計延べ　4,900人

いきいき百歳体操

●育児学級「みなみっこクラブ」の開催

　育児中の保護者が、できるだけ早い時期（生後２・
３か月）に必要な知
識が習得でき、地域
での仲間づくりがで
きるよう、全乳児とそ
の保護者を対象に育
児学級を開催します。

目標 「地域の仲間づくりのきっかけとなった」と
回答した割合90％以上

みなみっこクラブ

●「南区ふるさとふれあいフェア」の開催

　地域や世代の垣根を越えた交流を図り、ふるさと
への愛着や一体感を醸成し、地域コミュニティの活
性化を推進します。
【開催予定日】令和２年10月10日（土）
【会　　　場】浦和競馬場

目標目標 「楽しかった」と回答した割合90％以上「参加してよかった」と回答した割合90％以上

ミニ新幹線

ふわふわ

ポニーに乗ろう

●「お気軽！子育て相談」の実施

　子育ての悩みをお持ちの方が気軽に相談できるよ
う区内の児童センター２か所と子育て支援センター
みなみへ家庭児童相談員が出向き、子育て相談を実
施します。さらに、保育コーディネーターによる相
談も実施します。

目標 出張相談回数　33回

拡大

●南区長賞贈呈事業の実施
　子どもたちに、南区への愛着を深めてもらうた
め、小学校において学校対抗で行われるスポーツ大
会（バスケットボール、サッカー）の優勝校及びス
ポーツ・文化活動に
おいて著しい成果を
挙げた児童・生徒に
対し、南区長賞を贈
呈します。

南区長賞贈呈
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～南区民の皆様へ～
　区民の皆様には、日ごろより南区のまちづくりにご理解・ご協力いただき、誠にありがとう
ございます。
　南区は、若い世代の割合も高く、武蔵浦和駅周辺が本市の副都心と位置づけられる一方で、
別所沼や笹目川などの水辺空間が広がり、屋敷林や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。これら南区の多彩さを生かし、区の将来像である「あなたが主役　
住んでよかったまちづくり」の実現に向けて、魅力あるまちづくりを推進してまいります。
　これからも、区民の皆様に信頼され、区役所を身近に感じていただけるよう、区役所職員一
丸となって各種事業に取り組んでまいりますので、引き続きご支援・ご協力をよろしくお願い
いたします。

令和２年４月 南区長　宮野　良章

❖ 南区の花　ヒマワリ ❖
　区の色であるレモン色にちなん

で選ばれたヒマワリは、区の色と

同様に花の特徴が南区の若々しい

イメージにあっている花です。

花と緑あふれる、心豊かなまちづくり

いきいきと健やかに暮らせるまちづくり ふれあいのあるまちづくり

身近な場所で花や緑に出会う機会の創出や、区の花「ヒマワリ」を生か
したまちづくりを推進します。

誰もが元気で健やかに暮らせ、子育てしやすい、支え合うまちづくりを
推進します。

世代間や地域の交流を進め、コミュニティの活性化によるふれあいのあ
るまちづくりを推進します。

●プランターで始めるガーデニング教室
　の開催

●認知症高齢者等を支える
　地域づくり

●区の花「ヒマワリ」を生かした
　まちづくり事業の実施

　気軽にガーデニングを始
めたい方に向けて、区の花
「ヒマワリ」をはじめとし
た季節の花などを題材に、
プランターを活用した栽培
教室を開催します。

　認知症サポーター養成講座を開催し、認知症に対
する理解を広めます。また、認知症への知識を更に
深めるため、「認知症サポーターステップアップ講
座」の周知を行い、本人や家族を支援するオレンジ
パートナーとして、オレンジカフェ（認知症カフェ）
をはじめとするボランティア活動につながるよう支
援します。

　区民の郷土意識の醸成と、区のイメージアップを
図るため、区の花「ヒマワリ」の認知度を高める取
組を展開します。ヒマワリの植栽やヒマワリ絵画パ
ネルの設置のほか、区内
の小学校新入生にヒマワ
リをデザインした下敷き
を配布します。

目標 目標

目標

「受講後も継続して取り組んでいる」と回答
した割合80％以上

「南区の花が“ヒマワリ”と知っている」と
回答した割合70％以上

「いきいきボランティアポイント事業」登録
者数1,100人

(別所沼公園内に設置したヒマワリの植栽場所)

ガーデニング教室

ヒマワリの植栽

別所沼公園のヒマワリスポット

新規●若い世代からの健康づくりの推進

　若い世代をターゲットとした健康づくり教育事業
を実施し、講義や実技をとおして健康への意識を変
えることへの支援を行
うとともに、健康に関
する啓発用のポスター
を庁内や駅などに掲出
することにより、若い
世代からの健康づくり
を推進します。

目標 「生活習慣を見直すきっかけとなった」と回
答した割合80％以上

●ウォーキング教室・イベントの開催

　ウォーキングの基礎知識と効果的な実践方法が
学べる教室やウォーキン
グイベントなど、気軽に
ウォーキングに親しむ機
会を提供し、区民の健康
づくりや参加者間の交流
を推進します。

目標 「参加してよかった」と回答した割合80％以上

ウォーキング教室

家族みんなのエクササイズ

●「ヒマワリミーティング」の開催

　区の特色あるまちづ
くりを進めるため、区
民から広く意見などを
聴取する機会として
「ヒマワリミーティン
グ」を開催します。 ヒマワリミーティング

●南区まちづくり功労者顕彰事業の実施

　ふれあいのあるまちづくりに貢献している団体の
役員に対し、日頃の活
動に感謝の気持ちを伝
え、功績を讃えるため、
感謝状を贈呈するとと
もに、広くその活動を
周知します。

目標 「活動を続けてきてよかった」と回答した割
合90％以上

南区まちづくり功労者顕彰式典
　子どもたちが、自ら企画してつくった仮想の“ま
ち”で、お店や会社などで働き、“まち”の中だ
けで通用するお金を使った買い物をするなど、疑
似社会を体験するプログラムです。

「ミニ南区」とは？

●子どもがつくるまち「ミニ南区」の開催

　子どもの社会参画意識
の醸成などを図るため、
子どもが仮想のまちをつ
くる「ミニ南区」を開催
し、社会の仕組みを体験
する場を提供します。
【開催予定日】令和３年２月下旬

目標 「楽しかった」と回答した割合90％以上

ミニ南区

拡大

●体操を活用した介護予防の推進

　「いきいき百歳体操」を学ぶ「ますます元気教室」
や、その指導者を養成する「いきいきサポーター養
成講座」の開催に加え、地域で活動する自主グルー
プ同士が情報交換などを行う交流会を開催します。
また、高齢者サロンや「すこやか運動教室」など
に地域運動支援員を
派遣し指導を行うな
ど、体操を活用した
介護予防を推進しま
す。

目標 参加者数合計延べ　4,900人

いきいき百歳体操

●育児学級「みなみっこクラブ」の開催

　育児中の保護者が、できるだけ早い時期（生後２・
３か月）に必要な知
識が習得でき、地域
での仲間づくりがで
きるよう、全乳児とそ
の保護者を対象に育
児学級を開催します。

目標 「地域の仲間づくりのきっかけとなった」と
回答した割合90％以上

みなみっこクラブ

●「南区ふるさとふれあいフェア」の開催

　地域や世代の垣根を越えた交流を図り、ふるさと
への愛着や一体感を醸成し、地域コミュニティの活
性化を推進します。
【開催予定日】令和２年10月10日（土）
【会　　　場】浦和競馬場

目標目標 「楽しかった」と回答した割合90％以上「参加してよかった」と回答した割合90％以上

ミニ新幹線

ふわふわ

ポニーに乗ろう

●「お気軽！子育て相談」の実施

　子育ての悩みをお持ちの方が気軽に相談できるよ
う区内の児童センター２か所と子育て支援センター
みなみへ家庭児童相談員が出向き、子育て相談を実
施します。さらに、保育コーディネーターによる相
談も実施します。

目標 出張相談回数　33回

拡大

●南区長賞贈呈事業の実施
　子どもたちに、南区への愛着を深めてもらうた
め、小学校において学校対抗で行われるスポーツ大
会（バスケットボール、サッカー）の優勝校及びス
ポーツ・文化活動に
おいて著しい成果を
挙げた児童・生徒に
対し、南区長賞を贈
呈します。

南区長賞贈呈
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－ 区の将来像 －
あなたが主役　住んでよかったまちづくり

　『区長マニフェスト』は、区長がまちづくりの方向性など区政運営に関する考え
方とその取組をまとめ、毎年度、区民の皆様に公表するものです。
　中面にその内容と目標値を記載しておりますので、ご覧ください。
　次年度には、区民アンケート等による外部評価、検証を行い、区の個性を生かし
たまちづくりを推進していきます。

南区令和２年度 さいたま市

ヒマワリと別所沼公園

令和２年度に区内で予定されている本市の主な事業

この「令和２年度さいたま市南区区長マニフェスト」は、4,000部作成し、１部あたりの印刷経費は35円です。

編集・発行
　〒336-8586　さいたま市南区別所 7－20－1
　複合公益施設サウスピア内
　さいたま市南区役所区民生活部総務課
　3 048‒844‒7123　6 048‒844 ｰ 7270

　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
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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
推進します。

●公民連携による防災・防犯啓発事業
　の実施

　民間事業者が提供する社
会貢献プログラムを活用
し、防災ワークショップや
防犯教室を実施します。

目標 「参考になった」と回答した割合90％以上

防犯教室

●区内防犯パトロールの実施

　南区防犯パトロール協議会との協働で、区内一
斉防犯パトロールを行うとともに、防犯研修会や
講演会を実施します。ま
た、自主防犯活動団体へ
の防犯パトロール用品の
貸与、防犯啓発街頭キャ
ンペーン、青色防犯パト
ロールを実施します。

目標 「参考になった」と回答した割合90％以上

防犯パトロール

●避難所の開設訓練と運営訓練の実施

　避難者の受入体制を強化する開設訓練を、公民館
を含む区内全避難所31か
所で実施します。また、地
域住民を中心に構成する避
難所運営委員会が企画し
た、より実践的な運営訓練
も５か所で実施します。

目標 「役に立つ」と回答した割合90％以上

避難所運営訓練

●防災展・防災講演会の開催

　南区自主防災組織連絡協
議会と共催で防災展を開催
し、防災関係のパネル展示
などを行います。また、防
災講演会を実施し、地域防
災力の向上を図ります。

目標 「参考になった」と回答した割合90％以上

南区防災展

●学校施設の改修工事等【教育委員会】
　　学校の施設機能向上のため、改修工事を行います。
　①白幡中、②大谷口中、③谷田小、④南浦和小、
　⑤浦和別所小、⑥大谷場小、⑦辻小、⑧文蔵小●子どもの交通事故防止啓発事業の実施

　交通安全保護者の会（母の会）との協働で、子ど
もと保護者のための交通安全啓発を行います。また、
区内全14小学校毎にヒヤリハットマップを作製す
るとともに、「南区ふるさ
とふれあいフェア」で子ど
も向けの交通安全啓発イ
ベントを実施し、子どもと
保護者の交通安全意識の
向上を図ります。

目標 子どもと保護者が交通安全について「意識が
高まった」と回答した割合90％以上

●道路や交通安全施設の修繕の実施

　道路や道路反射鏡、路面
表示などの交通安全施設の
迅速な修繕を実施すること
により、快適な生活環境を
整えます。

目標 区民からの要望受付後、3日以内の初期対応

道路緊急修繕

●高齢者の交通事故防止啓発事業の実施

　老人クラブの協力を得て、高齢者向けのヒヤリ
ハットマップを作製し、区
のホームページへ掲載す
るとともに、高齢者交通安
全啓発講座を開催し、高齢
者の交通事故防止に向け
た啓発事業を実施します。

目標 高齢者が交通安全について「意識が高まった」
と回答した割合90％以上

啓発講座

●七夕サマーバレンタインキャンペーンの実施

　企業などとの協働によ
り、サマーバレンタインと
関連付け、武蔵浦和駅周辺
にて区の花「ヒマワリ」の
PRを兼ねた交通安全啓発
イベントを開催します。

目標 交通安全の啓発と南区の花「ヒマワリ」の
PRを行った人数500人

啓発イベント

●暮らしの道路整備事業【建設局】
　道路幅が４メートルに満たない狭い道路につい
て、拡幅整備を進め、暮らしやすい生活環境を目指
します。（大字大谷口）

●幹線道路整備事業【建設局】
　都市活動を効果的に
支える市内幹線道路網
の整備を推進するため、
田島大牧線の整備を行
います。
（別所１丁目、太田窪２丁目）

●認可保育所等整備事業【子ども未来局】
　認可保育所の新設整備を行い、受入れ枠の拡大を
図ります。

●アクティブ・ラーニング推進事業
【教育委員会】

　子どもたちの確かな学力を育成するため、タブ
レット型コンピュータに整備するソフトウエアを活
用するなど、アクティブ・ラーニング（主体的・対
話的で深い学び）の視点から授業改善を図ります。

啓発イベント

整備前

●ゾーン30の整備推進【建設局】
　安全かつ快適な道路空間を確保するため、区域
（ゾーン）を定めて自動車の最高速度を30キロとす
るとともに、安全対策や通過交通の抑制等を行う
「ゾーン30」の整備を推進します。（辻２・５丁目） 

整備前 整備後

整備後
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－ 区の将来像 －
あなたが主役　住んでよかったまちづくり

　『区長マニフェスト』は、区長がまちづくりの方向性など区政運営に関する考え
方とその取組をまとめ、毎年度、区民の皆様に公表するものです。
　中面にその内容と目標値を記載しておりますので、ご覧ください。
　次年度には、区民アンケート等による外部評価、検証を行い、区の個性を生かし
たまちづくりを推進していきます。

南区令和２年度 さいたま市

ヒマワリと別所沼公園

令和２年度に区内で予定されている本市の主な事業

この「令和２年度さいたま市南区区長マニフェスト」は、4,000部作成し、１部あたりの印刷経費は35円です。

編集・発行
　〒336-8586　さいたま市南区別所 7－20－1
　複合公益施設サウスピア内
　さいたま市南区役所区民生活部総務課
　3 048‒844‒7123　6 048‒844 ｰ 7270

　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
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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
推進します。

●公民連携による防災・防犯啓発事業
　の実施

　民間事業者が提供する社
会貢献プログラムを活用
し、防災ワークショップや
防犯教室を実施します。

目標 「参考になった」と回答した割合90％以上

防犯教室

●区内防犯パトロールの実施

　南区防犯パトロール協議会との協働で、区内一
斉防犯パトロールを行うとともに、防犯研修会や
講演会を実施します。ま
た、自主防犯活動団体へ
の防犯パトロール用品の
貸与、防犯啓発街頭キャ
ンペーン、青色防犯パト
ロールを実施します。

目標 「参考になった」と回答した割合90％以上

防犯パトロール

●避難所の開設訓練と運営訓練の実施

　避難者の受入体制を強化する開設訓練を、公民館
を含む区内全避難所31か
所で実施します。また、地
域住民を中心に構成する避
難所運営委員会が企画し
た、より実践的な運営訓練
も５か所で実施します。

目標 「役に立つ」と回答した割合90％以上

避難所運営訓練

●防災展・防災講演会の開催

　南区自主防災組織連絡協
議会と共催で防災展を開催
し、防災関係のパネル展示
などを行います。また、防
災講演会を実施し、地域防
災力の向上を図ります。

目標 「参考になった」と回答した割合90％以上

南区防災展

●学校施設の改修工事等【教育委員会】
　　学校の施設機能向上のため、改修工事を行います。
　①白幡中、②大谷口中、③谷田小、④南浦和小、
　⑤浦和別所小、⑥大谷場小、⑦辻小、⑧文蔵小●子どもの交通事故防止啓発事業の実施

　交通安全保護者の会（母の会）との協働で、子ど
もと保護者のための交通安全啓発を行います。また、
区内全14小学校毎にヒヤリハットマップを作製す
るとともに、「南区ふるさ
とふれあいフェア」で子ど
も向けの交通安全啓発イ
ベントを実施し、子どもと
保護者の交通安全意識の
向上を図ります。

目標 子どもと保護者が交通安全について「意識が
高まった」と回答した割合90％以上

●道路や交通安全施設の修繕の実施

　道路や道路反射鏡、路面
表示などの交通安全施設の
迅速な修繕を実施すること
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のホームページへ掲載す
るとともに、高齢者交通安
全啓発講座を開催し、高齢
者の交通事故防止に向け
た啓発事業を実施します。

目標 高齢者が交通安全について「意識が高まった」
と回答した割合90％以上

啓発講座

●七夕サマーバレンタインキャンペーンの実施

　企業などとの協働によ
り、サマーバレンタインと
関連付け、武蔵浦和駅周辺
にて区の花「ヒマワリ」の
PRを兼ねた交通安全啓発
イベントを開催します。

目標 交通安全の啓発と南区の花「ヒマワリ」の
PRを行った人数500人

啓発イベント

●暮らしの道路整備事業【建設局】
　道路幅が４メートルに満たない狭い道路につい
て、拡幅整備を進め、暮らしやすい生活環境を目指
します。（大字大谷口）

●幹線道路整備事業【建設局】
　都市活動を効果的に
支える市内幹線道路網
の整備を推進するため、
田島大牧線の整備を行
います。
（別所１丁目、太田窪２丁目）

●認可保育所等整備事業【子ども未来局】
　認可保育所の新設整備を行い、受入れ枠の拡大を
図ります。

●アクティブ・ラーニング推進事業
【教育委員会】

　子どもたちの確かな学力を育成するため、タブ
レット型コンピュータに整備するソフトウエアを活
用するなど、アクティブ・ラーニング（主体的・対
話的で深い学び）の視点から授業改善を図ります。

啓発イベント

整備前

●ゾーン30の整備推進【建設局】
　安全かつ快適な道路空間を確保するため、区域
（ゾーン）を定めて自動車の最高速度を30キロとす
るとともに、安全対策や通過交通の抑制等を行う
「ゾーン30」の整備を推進します。（辻２・５丁目） 
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