平成30年度

大宮区区長マニフェストを策定しました
区長マニフェストの概要

安全・安心なまちづくり
❶ 地域防災力の向上

健康でいきいき元気なまちづくり
❶ 妊娠期からの子育て応援

地域防災力の向上を図るため、大宮区防災訓練を実施します。
自治会関係者が中心となる避難所運営委員を対象に防災講習会
を開催します。

❷ 防犯啓発事業の実施

はじめましてパパママ教室、母親学級、育児学級を開催し、妊娠・
出産・育児等に関する講義や実習を行います。
保健師、管理栄養士、歯科衛生士の専門職員が、保健センターや児
童センターにおいて育児相談を実施します。

区民の防災、防犯への意識の高揚と知識を普及するため、大宮 ❷ 若い世代からの生活習慣病の予防と食育の推進
区安全・安心のつどいを開催します。
若い世代から健康への関心を高め、生活習慣病の予防に取り組め
るよう各種の健康教室を実施します。
防犯啓発と地域の治安向上、児童・生徒の見守りを目的に、区役所職員
による青色防犯パトロールを実施します。
自転車盗難を減少させるため、自転車ツー
ロック
（二重施錠）啓発活動を実施します。
NACK5スタジアム大宮を訪れた観客の
防犯意識を高めるため、大型映像装置と
場内放送による防犯啓発を実施します。
地球温暖化対策に貢献するLED照明を設置します。

❸ 交通安全対策

❸ 子どもがつくるまち
「ミニ大宮」
の開催
子どもが社会参画を進めるための仕組み作りを学べる場として
子どもがつくるまち
「ミニ大宮」
を開催します。

❹「いきいき百歳体操」
を自主的に
行う高齢者グループへの支援
健康寿命の延伸のため、いきいき百歳
体操を自主的に行っていく高齢者の有
志グループに対し、立ち上げに関する
支援や継続の支援を行います。

大宮警察署・大宮西警察署・交通指導員・交通安全保護者の会（母の会）
などの関係機関等と連携し、交通安全キャンペーンを実施します。 ❺ 認知症サポーター養成講座の開催・支援
認知症の方が、地域で自分らしくいきいきとした生活を送れるよ
道路パトロール等の強化により、カーブミラー・路面表示などの
うに、認知症を正しく理解し、認知症の方や家族を支援する認知
交通安全施設の新設・改修を迅速に行います。
症サポーター養成講座を開催・支援します。

地域資源を活用したまちづくり

協働によるまちづくり
❶ 大宮区民ふれあいフェアの開催

❶ 大宮二十景のPR
区内の見所である大宮二十景をPRするため、小学生絵画コンクー
ルを実施します。
区内イベントで啓発グッズを配布し、より多くの方々にPRします。

❷ 大宮魅力発見ツアーの実施
区内の地域資源をめぐるルートを設定した散策マップのコースを
基本に、大宮魅力発見ツアーを実施します。

❸ 少年・少女サッカー教室の開催
大宮アルディージャを応援する機運を高め、併せて区民の交流を
促進し、連帯感を醸成するため、大宮アルディージャと連携して
区内の小学生を対象に少年・少女サッカー教室を開催します。

❹ 鉄道のまち「大宮」
ナイトミュージアムの実施

大宮区民の郷土づくりと郷土意識の醸成、さらに区民の連携をよ
り一層高めるため、区民主体の大宮区民ふれあいフェアを開催し
ます。

❷ 地域観光の推進
地域観光の推進等のため、官民一体の協働による大宮駅周辺地区
活性化会議を開催します。

❸ 花と緑のまちづくりの推進
区民が花や緑に出会える機会を増やし、
また、来訪者へのおもてなし機運の醸成
を図るため、ボランティア団体と協働し
駅前を花や緑のある空間にします。

大宮の歴史や文化に親しんでもらうため、鉄道のまち「大宮」ナイ ❹ 清掃美化活動の実施
大宮アルディージャ、地元企業等との協働による、大宮駅周辺の
トミュージアムを実施します。
環境美化
（清掃）
活動を実施します。

❺ サイン整備

市民及び来訪者に観光・公共施設・イベ
ント等を案内するため、サイン整備を
行います。

こん に ち は

区長

Ｔ646・3012

Ｆ646・3160

です

4月1日付けで区長に就任いたしました会田浩一です。
歴代区長の運営方針を継承しながら、今以上に魅力ある
「お
おみや」
の区政運営にまい進していきたいと考えております。
私は、大宮区で生まれ育ったことから、
この大宮に強い郷土
意識を持っています。静寂のなかにたたずむ氷川神社、
中央デ
パート屋上の観覧車、東西をつなぐ地下道や商工会館など、
幼いころの記憶は未だに鮮明に残っていますが、昨今のまち
の様子は大きく様変わりしつつあります。
一昨年、市が首都圏広域地方計画に位置付けられ、大宮は
東日本の玄関口、対流拠点として注目されるなか、大宮駅周辺
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問合せ●区総務課

では、大門町２丁目中地区の
再開発をはじめ様々な動き
があります。
今後ますますの発展が期
待される大宮ですが、今後とも多彩な地域資源を有効に活用
しながら、住んでいる方にはより住みやすく、そして大宮区を
訪れる方にはより魅力ある
「おおみや」
とするため、皆さんと一
緒になって活力あるまちづくりを進めていきたいと考えてお
りますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
大宮区長 会田 浩一

大宮区まちづくり推進事業予算 を お知らせ します

平成30年度

区役所が区民の皆さんと連携を図

▼区民ふれあいフェア

▼街路灯のLED化

り、区が抱える課題の解決や地域特
性を生かしたまちづくりを推進する
ための予算です。

総額▶ 1 億 4

604 万 2 千円

▲青色防犯パトロール

まちづくり基本経費

まちづくり事業経費

区民満足度アップ経費

577万円

1,99 0 万8 千円

1億 2,036 万 4 千円

区民会議の運営、市民活動ネットワークの
支援、区長マニフェストの策定など、区民参加
のまちづくりを進めるための予算です。

区民ふれあいフェアの開催、防犯啓発活動の実施、サッカー
のまち・鉄道のまちのPRなど、区の特徴を生かして独自のまち
づくりを進めるための予算です。

道路の緊急修繕、街路灯やカーブミラーの
修繕など、区民の皆さんの要望に即時に対応す
るための予算です。
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Ｔ646・3012

Ｆ646・3160
区民レポーターがつくる

大 宮 アル ディージャは
２０ 周 年 を 迎 え ま す

自分時間散歩〜氷川参道〜

〜 歴史
史あるホームスタジ
あ る ホ ーム スタジ アム
アム 〜
NACK5スタジアム大宮は、1960
年に日本初のサッカー専用グラウン
ドとして誕生し、改修工事を経て、
2007年11月に現在の名称に変更さ
れました。何といっても客席とピッ
チがとても近く、日本では数少ない
選手と観客が一体となれるスタジアムの一つです。グラウンドの
芝は奇麗に整えられており、2011年と14年には、Jリーグが決定す
るベストピッチ賞を受賞しました。
その他、2002年日韓ワールドカップの際には、優勝を果たした
ブラジル代表が練習場として使用し、スタジアム内の部屋にはブ
ラジル代表選手の直筆サインが書き残されています。

大宮アルディージャ ホームゲーム情報
会場▶NACK5スタジアム大宮
大会/節
リーグ15節

キックオフ
5／19㈯ 16:00

対戦相手
FC岐阜

リーグ17節

6／ 2㈯ 16:00

カマタマーレ讃岐

さいたま新都心駅そばに大きな赤い鳥
居と横に「氷川参道」と書かれた石碑のあ
るところから氷川神社まで真っ直ぐ続く
道、日本一長い参道と言われる「氷川参道」
は、参道脇の住民の方たちが参道を守る方
一の鳥居
たちと共に手入れをしているため、いつ歩
いても気持ちの良い道になっています。良く手入れがされた木々が日差しを
程よく遮り、街中でもホッとするような空間になっていて、のんびり散歩を
するには最適な場所です。自然を感じながら歩くのも良いですが、参道には
いくつも素敵な場所があるので、散歩しながらお気に入りの場所を見つけて
はどうでしょう。いつも通り過ぎている場所でも「こんな場所が！」と、発見す
るかもしれません。喫茶店であればお茶をしながら本を読み、時々参道を眺
めたりする。参道脇のちょっとした空間であれば飲み物とおやつを持ち、木々
を眺めたり音楽を聴いたりするなどゆっくりした時間を感じたりしても良
い。普段見過ごしがちの図書館や博物館に行っても良いかもしれない。
5月は過ごしやすい季節。自分時間を探しに散歩に行きませんか？
（文責：薄花桜）

第11回

問合せ●大宮アルディージャインフォメーションダイヤル
Ｔ622・7700 Ｆ621・3055(土・日・月曜日・祝休日を除く10時〜18時)

2018

日 時▶5月13日 （展示は5月8日㈫〜13日㈰）
※雨天決行（パレードは中止）

ステージ・展示：10時〜17時 パレード：14時〜15時30分
会 場▶大宮区役所前、銀座通り、一の宮通り、平成ひろばなど

5月8日㈫ 18時 VS福岡ソフトバンク

日時：

会場▶県営大宮球場
（高鼻町）

さいたま市
感謝デー

市内在住、在勤又は在学の方は、内野指定席Bが感謝
（大人・子ども共通）
になります。
特別価格1,500円

問合せ●埼玉西武ライオンズインフォメーションセンター
30570・01・1950（土・日・祝休日を除く10時〜18時）

アートフルゆめまつりは、市民主体で
企画・運営し、街中の12会場で、あらゆる
ジャンルの音楽・アート・パフォーマンス
を同時多発的に発表、展示します。

問合せ●
アートフルゆめまつり実行委員会事務局
Ｔ795・9048（月〜金曜日 10時〜17時） Ｈhttp://www.aymo.jp/
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