
■平成28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
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この「平成28年度さいたま市見沼区区長マニフェスト」は、2,500部作成し、1部あたりの印刷経費は38円です。

平成28年度  さいたま市　見沼区 

■ 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」

『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。

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 －

～ 見沼区民の皆様へ ～
　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。
　今年度、見沼区では「安全・安心で生活し
やすいまちづくり」「いきいきくらせるまちづく
り」「ふれあいのあるまちづくり」の３つの柱を
基本とした各種事業に取り組んでまいります。
　また、見沼区の様々な取組を積極的に発
信し、区の魅力を高めてまいります。
平成28年4月　見沼区長　江口　明男

芝川沿いの桜 染谷花しょうぶ園 膝子こいのぼり祭り

深作多目的遊水地 深作ささら獅子舞

見沼代用水東縁のヒガンバナ 砂の万灯

膝子コスモスまつり

❶ 道路新設改良事業　一般県道東門前蓮田線　【建設局】
 芝浦工業大学大宮キャンパス東側の道路新設工事を実施

❷ 踏切改良事業　野田線第29号踏切　【建設局】
 東武野田線七里駅東側の野田線第29号踏切の歩行空間を確保するため、
 前後道路と併せて踏切の拡幅整備を実施
❸ 公民館施設リフレッシュ事業　春岡公民館・春岡支所　【教育委員会】
 春岡公民館と春岡支所の老朽化対策工事やバリアフリー化工事などを実施

❹ 小・中学校施設改修　【教育委員会】
 校舎や体育館、武道場の改修工事を実施
 七里小、蓮沼小、島小、東宮下小、海老沼小、春野小、
 大砂土中、片柳中、大谷中、春野中

❺ 目指せ日本一!サクラサク見沼田んぼプロジェクト　【都市局】
 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」「植樹祭」「憩いの場の整備」「維持管理」などを実施
❻ 土地区画整理事業
 区内では、「風渡野南特定土地区画整理事業」をはじめ、8か所の
 土地区画整理事業が施行中
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■平成28年度　主な取組

ふれあいのあるまちづくり

オープンガーデン

ふれあいフェア

いきいきくらせるまちづくり

元気アップシニア向け教室

げんきであそぼう1・2・3
 ＩＮ 大宮武道館

見沼区ウォーキングガイドマップの作成
ウォーキングルート8コースを掲載したガイドマップを作成し、区民
の健康づくりと区内の見どころ情報を発信します。

「親子でトライ！！らんらん♪ランニング」の開催
若い世代から運動に関心を持ち、運動が習慣となるよう、初心者
向けのジョギング・ランニング教室を開催します。

高齢者のための取組
高齢者が元気でいきいき暮らせるよう、「うんどう教室」、「元気
アップシニア向け教室」を開催します。

▼ ▼ ▼うんどう遊園地域指導員　150回派遣

▼ ▼ ▼元気アップシニア向け教室　17回開催

子育てを応援する取組
乳幼児育児相談を実施するとともに、「げんきであそぼう1・2・3 ＩＮ 大宮武道館」、
「子育てはじめましてサロン」などのイベントを開催し、子育てを応援します。

▼ ▼ ▼げんきであそぼう1・2・3 ＩＮ 大宮武道館　年2回開催

▼ ▼ ▼子育てはじめましてサロン　月１回開催

妊娠・出産包括支援センターの設置
妊娠期から出産前後の心配ごとや不安を軽減するため、保健セン
ターに母子保健相談員を配置し、妊産婦を総合的に支援します。

安全・安心で生活しやすいまちづくり

交通安全施設の維持管理
公衆街路灯や道路反射鏡、路面標示などの新設・修繕を行います。

▼ ▼ ▼公衆街路灯のＬＥＤ化350灯

道路等の補修
身近な生活基盤となる道路の陥没などで、緊急を要する補修・修
繕箇所について、迅速かつ適切に対応します。

防災講演会の開催
地域防災力向上のため、講演会開催をはじめとした防災に関する
啓発活動を実施します。

災害時の避難支援
広報用スピーカー登載車を増車し、災害時などの情報伝達手段
を強化します。

防犯啓発活動の実施
自治会や地域の防犯団体などと協働して、区内4地区で啓発活
動を実施します。

青色防犯パトロールの実施
青色防犯パトロール使用機材を充実させ、パトロール実施体制を
強化します。

▼ ▼ ▼年160回以上パトロール実施

防犯講演会の開催
地域で犯罪を防止するため、講演会を開催します。

交通安全啓発活動の実施
大宮東警察署や地域の方々などと連携し、交通事故防止等の啓
発活動を実施します。

▼ ▼ ▼年6回以上実施 交通安全啓発活動

土木緊急修繕

防災講演会

青色防犯パトロール

「見沼区オープンガーデン」の実施
季節の花や緑で彩られた個人の庭園などを一般公開します。

▼ ▼ ▼18会場で実施

「見沼区ふれあいフェア」、「見沼区文化まつり」の開催
区民のふれあい、交流の場となるイベントを開催します。

「てくてく見沼」の実施
ウォーキングルートを取り入れた、見沼の自然や文化にふれる散
策会を実施します。

「見沼区少年少女サッカー教室」の開催
大宮アルディージャと連携し、小学生を対象にしたサッカー教室を
開催します。

見沼区花と緑のまちづくり
区内の駅やその周辺などの花壇に、区民と協働で花植えを実施
します。
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区民満足度の向上をめざして区民満足度の向上をめざして
職員一人ひとりが信頼され、高品質なサービスを提供する、

区民満足度の高い区役所づくりに取り組みます。

さいたま市は、東京オリンピック・パラリンピックが開催
される2020年までに、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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