
中央区では、区の将来像の実現のため、“区民との

協働によるまちづくり”“交流が育む「健幸」なまち

づくり”“安全・安心なまちづくり”“にぎわいのあ

るまちづくり”“子育てしやすいまちづくり”“親し

みやすい区役所づくり”の６つを平成３１年度の主要

な取組事項として各事業に積極的に取り組み、住んで

よかったと思えるまちづくりを推進してまいります。

平成３１年４月 中央区長 西村 徹

区民の皆様へ

～区の将来像～

調和のとれた都市文化の

創造と交流が育てる安心なまち

区長マニフェスト
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さいたま市では、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。
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まちづくり推進事業
与野本町駅周辺地区
本町通りにおいて、安心して歩ける歩行空間の形成に

向けて、交通社会実験を実施します。
また、中央区役所周辺の公共施設再編や与野本町駅周

辺の利便性向上の検討を行います。

『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。

～区長マニフェストとは～

【都市局】

１

平成３１年度

区内で予定
されている

市の主な事業

土地区画整理事業
与野駅西口地区 南与野駅西口地区
健全かつ良好な居住環境を持つ市街地を造成するた

め、駅前広場、都市計画道路及び区画道路等の公共施
設の整備改善を図ります。

河川改修事業
高沼用水路
市民が水と親しみ憩える親水空間を創出するために、市民と連携しな

がら、高沼用水路の水路や護岸の水辺環境整備を行い、親水型歩行空間
づくりを進めます。

小学校校舎増改築事業
与野本町小学校
老朽化した北校舎及び給食室を周辺の公共施設との

複合化と併せて改築するとともに、東校舎と南校舎の
改修を実施します。

ゾーン30整備事業
鈴谷４・５丁目、新中里２丁目地区
生活道路での歩行者の安全な通行を確保するために、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。

コミュニティ・スクール推進事業
与野西中学校
「学校を核とした地域づくり」を推進するため、コ

ミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）を導入
します。

【建設局】

２

消防力等整備事業
中央消防署
消防署の移転に係る設計業務等を行います。

【教育委員会】

【消防局】

２
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４

１

２ 都市公園等整備事業
与野中央公園
市街地における緑に囲まれた市民の憩いや運動の場

となる総合公園の整備に向けて、用地取得及び敷地造
成の実施設計等を行います。

１

２

３ １

２

２

１

消防団充実強化事業
下落合分団車庫 本町分団車庫

消防団の充実強化のため、消防分団車庫の改築工事
（下落合分団車庫）及び設計業務（本町分団車庫）を
行います。
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１

１

２
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区民との協働によるまちづくり

平成３１年度 主要な取組事項 ※（ ）内は⽬標数値です。

（アンケート満足度80％以上）区民まつりの開催

区民や各団体の交流を通じてコミュニティの輪を広げるために、実行
委員会との共催による「区民まつり」を開催します。

新 規

新 規

交流(ふれあい)が育む「健幸」なまちづくり
け ん こ う *

＊「健幸」とは、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をいいます。

安全・安心なまちづくり

区政等に関する様々な要望や地域が抱える課題を解決するために、出前講座や意見交換会（講演会）
をとおして区民の意見を聴取します。

区政に関する意見の広聴 （区民（コミュニティ団体含む）との意見交換会 年 1 回、出前講座等開催 年45回）

花で彩る豊かなまちを実現するために、自治会・児童センター・コミュ
ニティセンターの他、区内すべての保育園で花の植栽をします。また、
区内イベント時に花の種を配布します。

花de植花夢(ウエルカム)まちづくりの実施 （植栽等 年24回）

（区民まつりの様子）

（アンケート満足度90％以上）ふるさとウォーキングの実施

区民の健康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
知を図りウォーキングイベントを開催します。

（街頭啓発活動 月１回、道路パトロール 週２回以上、交通安全施設修繕の要望後３日以内着手）交通安全啓発と身近な生活環境の保持

交通事故防止のための自転車安全利用啓発活動の実施、危険箇所の早期発見のための道路パトロール
の実施、また、街路灯、道路反射鏡等の修繕に迅速に着手します。

（ウォーキングの様子）

（防犯講演会 年２回、青色防犯パトロール 週４回）防犯啓発活動

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、防犯啓発
活動や講演会を実施します。また、職員による青色防犯パトロールを実
施します。

（青色防犯パトロールの様子）

（施設修繕の様子）（講座、講演会等 年４回）地域防災力の向上

区内14か所の避難所において区災害対策本部との連携を含めた訓練を
実施します。また、自主防災組織を対象とした講演会や防災リーダーに
対するスキルアップ講座を併せて開催します。

（連絡会等 年３回）中央区みんなで支えるネットワーク事業連絡会

障害のある方が差別や虐待とは無縁で、自分が望む暮らしができるま
ちづくりを目指し、障害福祉サービス事業所相互の情報交換を実施する
連絡会及び専門家による研修会を開催します。

にぎわいのあるまちづくり

（アンケート満足度90％以上）区民ギャラリーの充実

区役所食堂棟とロビーで区内の地域資源等を生かした絵画展や写真
展示を行うとともに、六日町山の家、六日町の街並みや区民が楽しん
でいる写真などの展示機会を設けます。

与野本町駅から芸術劇場を結ぶアートストリートエリア内に、俳優の
「手形レリーフ」の設置や沿道の配電用地上機器にラッピング等を行う
など、「芸術のまち」としてのにぎわいを創出します。

アートストリートエリアの整備

芸術のまちとしてのイメージアップを図るために、芸術劇場や地域・学校と連携してアートフェス
ティバルを開催します。

芸術劇場と地域が連携したまちづくりの実施

（手形レリーフの様子）

子育てしやすいまちづくり

（アンケート満足度90％以上）子どもがつくるまち「ミニ中央区」の開催

まちづくりや様々な職業をシミュレーションする遊び「ミニ中央区」を開催し、子どもたちの主
体性やコミュニケーション能力を伸ばし、社会性やまちづくりの参画意識を育てます。

（支援の様子）

区内で撮影されたバラの写真を公募し、表彰を行うとともに、区役所ロビーに展示します。また、
バラの手入れ講習会をとおしてバラの花を育てることのできる人材を育成します。

区の花バラのＰＲ

（手形レリーフ設置数 ３基、ラッピング６基）

（アンケート満足度80%以上）

（応募作品数 150点、講習会参加 60人）

妊娠期から出産前後の様々なニーズに対して総合的相談、支援をワ
ンストップで提供することを目的とし、妊娠届時から妊婦さんへの支
援を行っていきます。

妊娠・出産に関する包括的支援 （妊娠届時からの支援者数900人）

親しみやすい区役所づくり

（婚姻届提出のうち50％以上の方を撮影）婚姻届提出記念写真サービスの提供

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写真を
撮影し、プレゼントします。また、同意をいただいた方の記念写真を
区役所内に掲示します。

（写真サービス展示の様子）

（平成32年1月の開設）保健センターの移転

保健センターを中央区役所別館に移転し、区役所機能を集約するこ
とで利用者の利便性の向上を図ります。

拡 大

拡 大

拡 大

拡 大

拡 大

（アンケート満足度90％以上）食生活と運動でパワーアップ！健幸講座の開催

高齢者がいつまでも元気で自分らしく暮らしていけることを推進するため、体組成計による測定会、
栄養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。

けんこう

けんこう
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