
～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

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” “親しみやすい

区役所づくり”の５つを令和２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。

令和２年４月 中央区長 西村 徹

令和２年度 さいたま市 中央区
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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

この「令和２年度さいたま市中央区区長マニフェスト」は、５，０００部作成し、１部あたりの印刷経費は２０円です。
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『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 ～

令和２年度に区内で
予定されている
市の主な事業です！

【消防局】
消防力等整備事業

（中央消防署）
安全・安心な市民生活を支えるため、中央消

防署移転整備に伴う建設工事を実施します。

公民館施設リフレッシュ事業
（上落合公民館）
さいたま市公民館施設リフレッシュ計画に

基づき、老朽化対策を進めるとともに、省エ
ネルギー化やバリアフリー化を実施すること
で、より安全・安心な学習環境を整備し、利
便性の向上を図ります。

【建設局】
ゾーン30整備事業

（鈴谷３丁目）
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」を推進し
ます。

土地区画整理事業
（与野駅西口・南与野駅西口周辺）

健全かつ良好な居住環境を持つ市街地を造
成するため、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。

消防団充実強化事業
（本町分団車庫）
消防団の充実強化のため、本町分団車庫の

建替工事を実施します。

与野中央公園整備事業
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、下
水道施設等の実施設計を行うとともに、一次
造成に着手します。
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【都市局】
中央区役所周辺の

公共施設再編事業
中央区役所周辺の公共施設再編方針の策定

や各施設の配置の検討等を行います。

与野本町駅周辺地区
まちづくり事業

本町通りにおける歩行者等の安全対策や
景観に配慮した修景等の検討を行います。

与野本町駅周辺の利便性の
向上事業

与野本町駅前の改善に係る方針の策定や地
域との協働による取組の検討等を行います。
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【教育委員会】
小学校校舎増改築事業

（与野本町小学校）
さいたま市学校施設リフレッシュ基本計画

に基づき、東校舎と南校舎の大規模改修工事
を実施します。

（大戸小学校）
さいたま市学校施設リフレッシュ基本計画

に基づき、大戸小学校の改築工事を実施しま
す。
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区民との協働によるまちづくり

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」に向けた令和２年度主要な取組事項

交流が育む「健幸」なまちづくり

＊「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、実行委
員会との共催による「区民まつり」を開催します。

区民まつりの開催

花で彩る豊かなまちを実現するため、自治会・児童センター・コミュ
ニティセンターの他、区内すべての公立保育園で花の植栽を実施します。
また、区内の様々な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25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。

講習のアンケート満足度90％以上
道路パトロール 年120回以上

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、自転車安全利用啓発活動の実施、高齢者のため
の自転車安全利用講習の開催、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。

（ふるさとウォーキングの様子）

防犯啓発活動の実施

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。

（交通安全施設整備の様子）

発信総件数20件ＰＲ協力店と連携した区の魅力発信

企業等と協力・連携して、中央区の魅力を区内外へ広く発信します。

にぎわいのあるまちづくり

妊娠届時からの支援者90％以上妊娠・出産に関する包括的支援

妊娠が分かった早い時期から、母子保健相談員が妊娠・出産・育児に
ついて一緒に考え、総合的な支援を提供します。また、子育ての不安な
気持ちや悩みに応じて、必要な情報の提供やサポートに取り組みます。

障害のある方が地域で安心して暮らせるよう、障害福祉サービスを提
供する事業所相互の情報交換を実施する連絡会や専門家による研修会を
開催します。

中央区みんなで支える
ネットワーク事業連絡会の開催

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避難所
運営訓練を実施します。また、自主防災組織を中心として、講演会等を
実施するとともに、中央区防災展を実施し、地域防災力の向上を図りま
す。

地域防災力の向上

芸術劇場と地域が
連携したまちづくりの実施

「芸術のまち中央区」を区内外へ周知するため、彩の国さいたま芸術
劇場と地域や複数の学校が連携したアートフェスティバルを開催します。

（避難所運営訓練の様子）

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 手形レリーフ設置数2基、板面交換2基

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 アンケート満足度90%以上

親しみやすい区役所づくり

区民ギャラリーの充実

区役所食堂棟とロビーで区内の様々なテーマに沿った絵画展や写真展
示を行うとともに、区内の伝統文化・芸能をPRする展示を実施します。

婚姻届提出のうち50%以上の方を撮影

中央区役所婚姻届提出
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。

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よう、体組成計
による測定会、栄養等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。

成人向け健康教室の開催

区民の健康増進のため、幅広い年齢層を対象に高血圧、糖尿病予防等
の教室を開催します。また、生活習慣病予防のきっかけづくりのため、
18歳から64歳までを対象に、運動・食育・歯科保健に関する教室を開催
します。

年37回開催中央区ふれあい出前講座の実施

区長マニフェスト掲載事業、市民生活にかかわる区の取組やイベント
等の説明にうかがい積極的にPRすることで、区役所を身近に感じてもら
うとともに区民との交流（ふれあい）を深めます。
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ますます元気教室の開催

介護予防効果の高い体操（いきいき百歳体操）の体験や、口腔・栄
養・認知症予防について学ぶ「ますます元気教室」を開催します。
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（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。

講習のアンケート満足度90％以上
道路パトロール 年120回以上

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、自転車安全利用啓発活動の実施、高齢者のため
の自転車安全利用講習の開催、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。

（ふるさとウォーキングの様子）

防犯啓発活動の実施

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。

（交通安全施設整備の様子）

発信総件数20件ＰＲ協力店と連携した区の魅力発信

企業等と協力・連携して、中央区の魅力を区内外へ広く発信します。

にぎわいのあるまちづくり

妊娠届時からの支援者90％以上妊娠・出産に関する包括的支援

妊娠が分かった早い時期から、母子保健相談員が妊娠・出産・育児に
ついて一緒に考え、総合的な支援を提供します。また、子育ての不安な
気持ちや悩みに応じて、必要な情報の提供やサポートに取り組みます。

障害のある方が地域で安心して暮らせるよう、障害福祉サービスを提
供する事業所相互の情報交換を実施する連絡会や専門家による研修会を
開催します。

中央区みんなで支える
ネットワーク事業連絡会の開催

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避難所
運営訓練を実施します。また、自主防災組織を中心として、講演会等を
実施するとともに、中央区防災展を実施し、地域防災力の向上を図りま
す。

地域防災力の向上

芸術劇場と地域が
連携したまちづくりの実施

「芸術のまち中央区」を区内外へ周知するため、彩の国さいたま芸術
劇場と地域や複数の学校が連携したアートフェスティバルを開催します。

（避難所運営訓練の様子）

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 手形レリーフ設置数2基、板面交換2基

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 アンケート満足度90%以上

親しみやすい区役所づくり

区民ギャラリーの充実

区役所食堂棟とロビーで区内の様々なテーマに沿った絵画展や写真展
示を行うとともに、区内の伝統文化・芸能をPRする展示を実施します。

婚姻届提出のうち50%以上の方を撮影

中央区役所婚姻届提出
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。

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よう、体組成計
による測定会、栄養等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。

成人向け健康教室の開催

区民の健康増進のため、幅広い年齢層を対象に高血圧、糖尿病予防等
の教室を開催します。また、生活習慣病予防のきっかけづくりのため、
18歳から64歳までを対象に、運動・食育・歯科保健に関する教室を開催
します。

年37回開催中央区ふれあい出前講座の実施

区長マニフェスト掲載事業、市民生活にかかわる区の取組やイベント
等の説明にうかがい積極的にPRすることで、区役所を身近に感じてもら
うとともに区民との交流（ふれあい）を深めます。

アンケート満足度90%以上目標

目標

目標

目標

アンケート満足度90%以上目標

アンケート満足度90%以上目標

アンケート満足度90%以上目標

アンケート満足度90%以上目標

アンケート満足度90%以上目標

目標

アンケート満足度90%以上目標

目標

目標

目標

目標

目標

（花de植花夢まちづくりの様子）

（食生活と運動でパワーアップ！
健幸講座の様子）

（みんなで支えるネットワーク事業の様子）

（手形レリーフの様子）

（バラの手入れ講習会の様子）

（区民ギャラリーの様子）

（記念写真掲示の様子）

アンケート満足度90%以上目標

ふれあい けんこう

ふれあい

ますます元気教室の開催

介護予防効果の高い体操（いきいき百歳体操）の体験や、口腔・栄
養・認知症予防について学ぶ「ますます元気教室」を開催します。

アンケート満足度90%以上目標


