
平成27年度　区内で予定されている本市の主な事業

見沼区のシンボル

1 東大宮駅（東口・西口）交通安全施設整備事業 【北部建設事務所　道路安全対策課】
 東大宮駅の東口および西口駅前通りの歩道整備工事の実施
 東口交通広場を改良し路線バスの待避所を新設
2 道路新設改良事業【北部建設事務所　道路建設課】
 御蔵中央通線の暫定供用開始部分の延伸（市道20868号線「矢部新道」との接続部分まで）
3 移動系防災行政無線のデジタル化再構築整備【防災課】
 デジタル移動系防災行政無線を再構築し、災害対策本部と
 避難場所等を結ぶ災害時の通信手段の確保
4 目指せ日本一!サクラサク見沼田んぼプロジェクト
　　【みどり推進課見沼田圃政策推進室】
 平成28年度までに見沼代用水沿いに20キロメートル以上の桜回廊
　　の整備を目指し、「桜植樹」「憩いの場の整備」等を展開
5 下水道施設老朽化対策事業 【下水道計画課】
 地震による被害の最小化を図るため、「大和田ポンプ場」
 「東大宮ポンプ場」の耐震化工事の実施

編集・発行
　　〒337-8586　 さいたま市見沼区堀崎町12番地36
　　　　さいたま市見沼区役所区民生活部総務課　　　
　　電話　048-681-6013　FAX　048-681-6160

この「平成27年度さいたま市見沼区区長マニフェスト」は、3，000部作成し、1部あたりの印刷経費は32円です。
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区長マニフェスト

～ 見沼区民の皆様へ ～

見沼の自然との共生
「私たちが　まもり育てる　見沼の文化」

－ 区の将来像 －

区民の皆様には、日ごろから区政発展にお力添
えをいただきありがとうございます。
私は、区の将来像である「見沼の自然との共生

～私たちがまもり育てる見沼の文化～」の実現を目
指して、区民の皆様と協働しながら、７つを柱とした
各種事業に取り組み、区民の皆様に親しまれ、高
品質なサービスを提供できるよう努めてまいります。

平成27年4月1日　見沼区長　江口　明男

『区長マニフェスト』は、各区長が、
まちづくりの方向性や区役所窓口の
改善などの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。
次年度に、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。

■　区の木　サクラ

■　区の鳥　カワセミ

■　区の花　クマガイソウ

■　区の蝶　アゲハチョウ

＃773828　区長マニフェスト表1・４
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平成２７年度　７つの取り組み

犯罪の少ない、災害に強いまちづくり

避難場所運営訓練

1
1安全・安心のための講演会を開催します
　防犯講演会を大宮東警察署と共同で開催し、防犯意識の向上を図ります。
　防災講演会を開催し、地域防災力の向上を図ります。

2避難場所運営訓練を実施します
　防災講演会の内容や新たな防災知識を活かし、より実践的な
　訓練を実施します。［6月27日（土）全20箇所一斉実施］

3青色パトロールで区民の安全を見守ります
　青色防犯パトロール車による区内広域パトロールや、犯罪発生
　情報に基づく地域重点パトロールを年間150日以上実施します。

4振り込め詐欺等の防犯啓発を行います
　地域団体と協働し、振り込め詐欺や自転車盗等の防犯啓発活動を実施します。

見沼区オープンガーデン

豊かな自然と文化を生かしたふれあいのあるまちづくり3
1「見沼区ふれあいフェア」を開催します
　区民がふれあい交流を深める「見沼区ふれあいフェア」を開催
　します。また、文化振興事業への支援を行います。

2「見沼区オープンガーデン」を開催します
　花や緑で彩られた個人の庭園等14箇所を一般公開するイベント
　を開催します。

3 花や緑の豊かなまちづくりを行います
　区内の駅やその周辺等、人の集まるスポットで年２回、ボランティア
　団体の方 と々協働で花植え等を行います。

4「見沼区少年少女サッカー教室」を開催します
　小学生を対象に大宮アルディージャと連携してサッカー教室を開催します。

5 見沼区の魅力を発信します
　小・中学生による区のシンボル絵画展を実施します。
　区の見どころや行事を区報や区ホームページで紹介し、区の魅力を発信します。

土木緊急修繕

区民が生活しやすい安全・安心なまちづくり2
1交通事故がなくなるよう啓発を行います
　交通死亡事故ゼロを目指して、大宮東警察署等と連携し、啓発
　活動を年6回以上実施します。

2街路灯の交換とＬＥＤ化を行います
　街路灯の球交換（蛍光灯タイプ）は、連絡を受けてからおおむね
　3日以内の対応を目指します。
　従来の蛍光灯タイプ等から350基（新設を含む）のＬＥＤ化を
　行います。

3道路の補修等を迅速に対応します
　パトロールの強化を図り、修繕箇所を早期に発見し迅速に対応します。

健幸でいきいきくらせるまちづくり

てくてく見沼

4
1ウォーキングイベントを開催します
　“みぬまをめぐる散策コース”を取り入れた、見沼の自然や文化
　を楽しめるウォーキングイベント「てくてく見沼」を開催します。
　また、“みぬまをめぐる散策コース”８コースをＰＲします。

2「親子でトライ！！らんらん♪ランニング」を開催します
　若い世代から運動が習慣となるよう、ウォーキングコースを活用
　した初心者向けのジョギング・ランニング教室を開催します。

元気アップシニア向け教室

高齢者を明るく元気にするまちづくり6
1屋外うんどう教室を開催します
　高齢者がいきいきくらせるよう、うんどう遊園地域指導員を派遣
　した屋外うんどう教室を開催します。
　（延参加者数4,500人、派遣回数150回）

2元気アップシニア向け教室を開催します
　高齢者が元気になるよう、元気回復トレーニング教室等を5教室
　17回開催します。

区民が快適と感じる区役所づくり7
1区民満足度の高い区役所づくりを行います
　来庁者への接遇向上や庁内環境向上について、区役所全体で取り組みます。
　また、区民満足度の高い高品質なサービスを提供するため、「見沼区役所職員
　5つの誓い」を実践します。
　　① 元気なあいさつの励行　② 笑顔での親切・丁寧な対応　
　　③ 迅速・的確な事務処理　④ 職場コミュニケーションの実践　
　　⑤ 「ホウレンソウ（報告・連絡・相談）」の徹底

2夏の日差しを遮る「緑のカーテン」を設置します
　夏の間、区役所庁舎に「緑のカーテン」を設置し快適な環境づくりに努めます。
　また、地球温暖化対策の重要性を広めます。

げんきであそぼう1・2・3
ＩＮ大宮武道館

子育てしやすいまちづくり5
1「げんきであそぼう1・2・3 ＩＮ 大宮武道館」を開催します
　子育て情報提供の場となる子育て支援フェアを年2回開催します。

2子育てはじめましてサロンを開催します
　子育ての不安や負担が軽くなるよう、親同士の交流の場となる
　サロンを毎月1回開催します。

3乳幼児育児相談を実施します
　子どもの発育・発達などの不安が軽くなるよう、保健師・管理栄養
　士・歯科衛生士による乳幼児育児相談を年34回開催します。

健康で幸せ（身体面の健康だけでなく、人々が
生きがいを感じ、心豊かな生活を送れること）

「スマートウエルネスさいたま推進ガイドライン」より

健幸とは・・・健幸とは・・・

＃773828　区長マニフェスト2・3
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