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見沼代用水西縁（緑区大道ほか）

令和３年度に緑区内で予定されている事業（P２～５から抜粋）

この「令和３年度さいたま市緑区のまちづくり」は３,４００部作成し、１部あたりの印刷経費は３9 円です。
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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

緑区役所

三室支所

東浦和駅

JR武蔵野線

美園支所

埼玉スタジアム
２〇〇２

浦和美園駅

４-❸ 身近な公園の整備推進
　  （仮称）内谷・会ノ谷特定
　  　　　１号公園

４-❸ 身近な公園の整備推進
　  （仮称）大門上・下野田特定
　　　　 ２号公園

１-❹ 次世代に向けた
　歴史文化資源の保存・
　継承・活用事業
　（見沼通船堀）

４-❺ 幹線道路整備事業
　  田島大牧線
　  （太田窪工区）

４-❺ 幹線道路整備事業
　  産業道路（原山工区・
　  原山２工区）

４-❻ 学校施設リフレッシュ
　基本計画に基づく改修工事
　（尾間木小学校）

４-❹ 土地区画整理事業
東浦和第二土地区画整理事業

４-❹ 土地区画整理事業
浦和東部第一特定土地区画整理事業

３-❻ ゾーン30整備事業
　  （松木３丁目地区）

４-❸ 身近な公園の
　　　 整備推進
　  （仮称）水深南公園

４-❺ 幹線道路整備事業
一般国道４６３号越谷浦和バイパス
（鶴巻ランプ）

２-❹ 認可保育所等整備事業
　  （緑区内７か所）

５．にぎわいのあるまちづくり

❶ 緑区マルシェ（区事業）

【アンケートで満足度が９０％以上】

【「生活支援サービス」を１事業社会実装】　　　   
【みそのウイングシティ内の定住人口：14,900 人】
【浦和美園駅の乗降客数（定期利用者除く）：9,300 人】

❻ 美園地区のまちづくりの推進（都市戦略本部事業・都市局事業）

提供：（一社）さいたまスポーツコミッション

ホタル舞い・
　　風かおる緑の街

区の将来像に込められた想い

ホタル舞い…見沼田圃に代表される自然環境の豊かさ
風かおる　…人々のさわやかさや躍動感
緑の街　　…緑の多いゆとりのある良好な住宅地・発達した街

　～緑区民の皆様へ～
　区民の皆様には、日ごろから緑区のまちづくりにご支援ご協力をいただき、誠にありがとうございます。
　緑区は豊かな自然環境と歴史・文化資源が多くあり、古くから人々の暮らしが営まれてきた地域です。その一方で、
本市の副都心として位置づけている浦和美園駅周辺では「スポーツ、健康、環境・エネルギー」のブランド化を目指し
たまちづくりを推進するなど、新しいまちづくりの戦略的展開も期待されています。
　緑区では５つのまちづくりのポイントを掲げ、職員一丸となって地域の皆様と協働して取り組んでまいります。

令和３年４月　緑区長　阿部　幸子　　

『区のまちづくり』とは…
『区のまちづくり』は、「区の将来像」の実現に向けて、当該年度に実施する区及び局の主な取組について、区民の皆様に説明するものです。
次年度には、アンケート等により区民の皆様の意見を伺い、事業の見直し、改善などに繋げていきます。

令和３年度 さいたま市

緑区のまちづくり

・ＡＩ、ＩｏＴ等の先進技術活用によるモビリティ等の生活支援
　サービスの実証・提供を行い、「スマートシティさいたまモデル」
　の推進を図ります。

・大門上池調節池広場の活用により、地域利用や民間のイベント
　利用を促進し、地域のにぎわいや交流を創出します。

・「美園スタジアムタウン街並みデザインガイド」を運用し、魅力
　ある街並みへ誘導します。

　地域資産の周知、活用及び地域のにぎわい創出のため、地元農産物等を販売
する緑区マルシェを開催します。

【公開庭数１１か所】

❷ 緑区オープンガーデン（区事業）
　 美しく快適で活気のあるまちづくりを目的に、個人宅や事業所の庭を公開
し、ガーデニングを通じた区民同士の交流を促進します。

【式典来場者数３００人】

❸ 東浦和駅前クリスマスツリーの点灯（区事業）
　東浦和駅前をクリスマスイルミネーションでライトアップし、華やかさと
にぎわいを創出します。

【さいたま市が２０周年であることを知っている市民の割合：７８％】
【さいたま市に愛着を感じている市民の割合：８２％】

❺ さいたま市誕生２０周年事業（市長公室事業）
・本市の魅力や発展をSNS等の様々な媒体で市内外に発信します。
・花で装飾したフラワーウォールを市民と協働で設置します。

【SNS等を通して月４回の発信】

❹ 区の魅力を伝える情報発信（区事業）
　区の魅力を伝えるため、SNS 等を通して区内の見どころやイベ
ント、事業に関する情報を発信します。

たんぼー区の将来像ー



１ ２ ３

新型コロナウイルスの影響により、中止や内容を変更する場合があります。
また、イベントや講座等の実施にあたっては、ソーシャルディスタンスの確保や手指消毒の実施等新型コロナウイルス感染症対策を講じます。

令和３年度　緑区の主要な取組 ※ 【  】内は目標値

❶ 「新しい生活様式」を踏まえた介護予防教室の開催（区事業）

❷ 妊娠・出産包括支援事業（区事業）

MAP

MAP MAP

MAP

… 地図（５ページ）掲載事業

１．郷土愛を育てるまちづくり

２．「健幸」に暮らせるまちづくり

３．安全で安心して暮らせるまちづくり

４．自然と共生し、生活環境の整ったまちづくり❸ 生活習慣病予防普及啓発（区事業）

❹ 認可保育所等整備事業（子ども未来局事業）

❶ 交通安全啓発（区事業）

❻ ゾーン30整備事業（建設局事業）

❶ 不法投棄防止対策事業（区事業）

❻ 学校施設リフレッシュ基本計画に
　　　　　　　　　 基づく改修工事（教育委員会事業）

【教室新規参加者合計２００人】

 【アンケートで「生活習慣の見直しや健康づくりの実践を継続している」が８０％以上】

【認可保育所等の令和３年４月開設　緑区 :７か所】

【年１５回】

【キャンペーン活動等：年３回　パトロール：週１回】

【令和３年度実施：尾間木小学校】【ゾーン30の整備（緑区松木３丁目地区）】

　体組成測定会の実施と併せて、生活習慣病予防普及のための資料の掲示やミニ
講義を行い、市民へ生活習慣の見直しをするきっかけを作ります。
　更に、健康づくりの実践を継続していけるよう支援します。

　働きながら安心して子育てできる環境を整える
ため、認可保育所、小規模保育事業を整備します。

　浦和東警察署及び交通安全諸団体と連携して、交通安全啓発活動を実施します。

　自治会をはじめ、浦和東警察署や区内の関係諸団体が「不法投棄防止対策協議
会」を構成し、不法投棄を防止するための対策協議やキャンペーン活動を実施す
るとともに、職員によるパトロールを行います。 

　学校施設リフレッシュ基本計画に基づき、改修工事を実施します。　地域の方々や交通管理者と協議・連携を行い、区域（ゾーン）を定めて自動車の最高速度を時速
30キロメートルにするなど生活道路内の安全対策を実施します。

　感染症の流行下では、高齢者が閉じこもりがちになることや筋力や心身の
活力が低下することが懸念されるため、感染予防措置を講じた介護予防教室
を開催し、高齢者に外出や運動の機会を提供します。

　保健センターと美園コミュニティセンターで窓口開設している妊娠・出産包括支援センターで、母
子保健相談員等が、妊娠・出産・育児に関する悩みに応じ、不安が軽減し、安心して育児ができるよ
う支援します。 

❶ 緑区区民まつり（区事業）

【アンケートで満足度が９０％以上】

　ふれあいのある地域社会の形成を図るため、区民の皆様と区との協働により
緑区区民まつりを開催します。

MAP

❹ 次世代に向けた歴史文化資源の
　 　　　　保存・継承・活用事業（教育委員会事業）

【国指定史跡「見沼通船堀」西縁再整備工事の実施及び閘門開閉実演の実施】

　国指定史跡の整備と、その成果を教育やまちのにぎわいなどに活用し、郷土
への関心、愛着をはぐくみます。

❷ 緑区見沼田んぼキレイきれい大作戦（区事業）

【参加者４００人】

　緑区内にある貴重な財産であり、広大な緑地空間である「見沼田んぼ」
を保全するため、区民の力によるクリーン活動を実施します。

MAP❹ 土地区画整理事業（都市局事業）

主な土地区画整理事業（市施行）
　 ・ 浦和東部第一特定土地区画整理事業
　　【事業進捗率：79.3％　道路整備率：50.3％】
　・ 東浦和第二土地区画整理事業
　　【事業進捗率：57.7％　道路整備率：30.2％】 浦和東部第一特定土地区画整理事業

　地域特性を踏まえた都市基盤の整備を行い、健全で良好な市街地の形
成と災害に強いまちづくりを目指し、公共施設の拡充と宅地の利用増進
を図ります。

MAP

整備路線：産業道路、田島大牧線、一般国道４６３号越谷浦和バイパス（鶴巻ランプ）

❺ 幹線道路整備事業（建設局事業）

【整備を推進します】

　都市活動を効果的に支える道路交通ネットワークを形成するため、都市計画道路等の幹線道路整
備を効率的かつ効果的に推進します。

MAP❸ 身近な公園の整備推進（都市局事業）
【都市公園を３か所開設予定】　都市公園の適正な配置・拡大に向け、公園整備工事等を行います。

❸ 防犯・防災啓発（区事業）

【アンケートで「参考になった」が９０％以上】

　地域の防犯・防災力の向上を図るため、体験型親子防犯教室、地域の防犯リー
ダーの育成、防犯と防災に関する地域安全講演会、緑区防災展を開催します。

❹ 青色防犯パトロール（区事業）

【週３回】
　街頭犯罪の未然防止と特殊詐欺等への注意喚起を図るため、職員が公用車に
よるパトロールを実施します。

❺ 避難所運営訓練（区事業）

【区内全２１か所】
　大規模災害に迅速に対応し、円滑に避難所を運営できる体制を構築するために
避難所運営訓練を実施します。

❷ 道路安全パトロール（区事業）

【週２回】
　道路損傷などの危険個所を早期に発見し迅速に修繕するため、職員によるパトロール
を実施します。

❷ 緑区かかしランド（区事業）

【アンケートで満足度が９０％以上】

　かかし作品の制作等を通して緑区の歴史・文化を認識し、郷土愛を育むこと
を目的に緑区かかしランドを実施します。

❸ 緑太郎ロード活用事業（区事業）
　「緑太郎ロード」を活用し、郷土愛を育むとともに健康づくりを 図るための
事業を推進します。
　①緑区ウォーキングマップを作成します。
　②ウォーキングイベントを実施します。
　③ウォーキング講習会を実施します。

【①配布部数２，０００部
  ②、③アンケートで
  満足度が９０％以上】

（介護予防教室：ますます元気教室、すこやか運動教室、いきいきサポーター養成講座、健口教室）

【妊娠届出時（転入時含む）の面接の割合が７０%以上】
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❺ 幹線道路整備事業（建設局事業）

【整備を推進します】

　都市活動を効果的に支える道路交通ネットワークを形成するため、都市計画道路等の幹線道路整
備を効率的かつ効果的に推進します。

MAP❸ 身近な公園の整備推進（都市局事業）
【都市公園を３か所開設予定】　都市公園の適正な配置・拡大に向け、公園整備工事等を行います。

❸ 防犯・防災啓発（区事業）

【アンケートで「参考になった」が９０％以上】

　地域の防犯・防災力の向上を図るため、体験型親子防犯教室、地域の防犯リー
ダーの育成、防犯と防災に関する地域安全講演会、緑区防災展を開催します。

❹ 青色防犯パトロール（区事業）

【週３回】
　街頭犯罪の未然防止と特殊詐欺等への注意喚起を図るため、職員が公用車に
よるパトロールを実施します。

❺ 避難所運営訓練（区事業）

【区内全２１か所】
　大規模災害に迅速に対応し、円滑に避難所を運営できる体制を構築するために
避難所運営訓練を実施します。

❷ 道路安全パトロール（区事業）

【週２回】
　道路損傷などの危険個所を早期に発見し迅速に修繕するため、職員によるパトロール
を実施します。

❷ 緑区かかしランド（区事業）

【アンケートで満足度が９０％以上】

　かかし作品の制作等を通して緑区の歴史・文化を認識し、郷土愛を育むこと
を目的に緑区かかしランドを実施します。

❸ 緑太郎ロード活用事業（区事業）
　「緑太郎ロード」を活用し、郷土愛を育むとともに健康づくりを 図るための
事業を推進します。
　①緑区ウォーキングマップを作成します。
　②ウォーキングイベントを実施します。
　③ウォーキング講習会を実施します。

【①配布部数２，０００部
  ②、③アンケートで
  満足度が９０％以上】

（介護予防教室：ますます元気教室、すこやか運動教室、いきいきサポーター養成講座、健口教室）

【妊娠届出時（転入時含む）の面接の割合が７０%以上】
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見沼代用水西縁（緑区大道ほか）

令和３年度に緑区内で予定されている事業（P２～５から抜粋）

この「令和３年度さいたま市緑区のまちづくり」は３,４００部作成し、１部あたりの印刷経費は３9 円です。

編集・発行
〒３３６－８５８７
さいたま市緑区中尾９７５－１
さいたま市緑区役所区民生活部総務課
電 話 ０４８－７１２－１１２３
ＦＡＸ ０４８－７１２－１２７０

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

緑区役所

三室支所

東浦和駅

JR武蔵野線

美園支所

埼玉スタジアム
２〇〇２

浦和美園駅

４-❸ 身近な公園の整備推進
　  （仮称）内谷・会ノ谷特定
　  　　　１号公園

４-❸ 身近な公園の整備推進
　  （仮称）大門上・下野田特定
　　　　 ２号公園

１-❹ 次世代に向けた
　歴史文化資源の保存・
　継承・活用事業
　（見沼通船堀）

４-❺ 幹線道路整備事業
　  田島大牧線
　  （太田窪工区）

４-❺ 幹線道路整備事業
　  産業道路（原山工区・
　  原山２工区）

４-❻ 学校施設リフレッシュ
　基本計画に基づく改修工事
　（尾間木小学校）

４-❹ 土地区画整理事業
東浦和第二土地区画整理事業

４-❹ 土地区画整理事業
浦和東部第一特定土地区画整理事業

３-❻ ゾーン30整備事業
　  （松木３丁目地区）

４-❸ 身近な公園の
　　　 整備推進
　  （仮称）水深南公園

４-❺ 幹線道路整備事業
一般国道４６３号越谷浦和バイパス
（鶴巻ランプ）

２-❹ 認可保育所等整備事業
　  （緑区内７か所）

５．にぎわいのあるまちづくり

❶ 緑区マルシェ（区事業）

【アンケートで満足度が９０％以上】

【「生活支援サービス」を１事業社会実装】　　　   
【みそのウイングシティ内の定住人口：14,900 人】
【浦和美園駅の乗降客数（定期利用者除く）：9,300 人】

❻ 美園地区のまちづくりの推進（都市戦略本部事業・都市局事業）

提供：（一社）さいたまスポーツコミッション

ホタル舞い・
　　風かおる緑の街

区の将来像に込められた想い

ホタル舞い…見沼田圃に代表される自然環境の豊かさ
風かおる　…人々のさわやかさや躍動感
緑の街　　…緑の多いゆとりのある良好な住宅地・発達した街

　～緑区民の皆様へ～
　区民の皆様には、日ごろから緑区のまちづくりにご支援ご協力をいただき、誠にありがとうございます。
　緑区は豊かな自然環境と歴史・文化資源が多くあり、古くから人々の暮らしが営まれてきた地域です。その一方で、
本市の副都心として位置づけている浦和美園駅周辺では「スポーツ、健康、環境・エネルギー」のブランド化を目指し
たまちづくりを推進するなど、新しいまちづくりの戦略的展開も期待されています。
　緑区では５つのまちづくりのポイントを掲げ、職員一丸となって地域の皆様と協働して取り組んでまいります。

令和３年４月　緑区長　阿部　幸子　　

『区のまちづくり』とは…
『区のまちづくり』は、「区の将来像」の実現に向けて、当該年度に実施する区及び局の主な取組について、区民の皆様に説明するものです。
次年度には、アンケート等により区民の皆様の意見を伺い、事業の見直し、改善などに繋げていきます。

令和３年度 さいたま市

緑区のまちづくり

・ＡＩ、ＩｏＴ等の先進技術活用によるモビリティ等の生活支援
　サービスの実証・提供を行い、「スマートシティさいたまモデル」
　の推進を図ります。

・大門上池調節池広場の活用により、地域利用や民間のイベント
　利用を促進し、地域のにぎわいや交流を創出します。

・「美園スタジアムタウン街並みデザインガイド」を運用し、魅力
　ある街並みへ誘導します。

　地域資産の周知、活用及び地域のにぎわい創出のため、地元農産物等を販売
する緑区マルシェを開催します。

【公開庭数１１か所】

❷ 緑区オープンガーデン（区事業）
　 美しく快適で活気のあるまちづくりを目的に、個人宅や事業所の庭を公開
し、ガーデニングを通じた区民同士の交流を促進します。

【式典来場者数３００人】

❸ 東浦和駅前クリスマスツリーの点灯（区事業）
　東浦和駅前をクリスマスイルミネーションでライトアップし、華やかさと
にぎわいを創出します。

【さいたま市が２０周年であることを知っている市民の割合：７８％】
【さいたま市に愛着を感じている市民の割合：８２％】

❺ さいたま市誕生２０周年事業（市長公室事業）
・本市の魅力や発展をSNS等の様々な媒体で市内外に発信します。
・花で装飾したフラワーウォールを市民と協働で設置します。

【SNS等を通して月４回の発信】

❹ 区の魅力を伝える情報発信（区事業）
　区の魅力を伝えるため、SNS 等を通して区内の見どころやイベ
ント、事業に関する情報を発信します。

たんぼー区の将来像ー
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（鶴巻ランプ）

２-❹ 認可保育所等整備事業
　  （緑区内７か所）

５．にぎわいのあるまちづくり

❶ 緑区マルシェ（区事業）

【アンケートで満足度が９０％以上】

【「生活支援サービス」を１事業社会実装】　　　   
【みそのウイングシティ内の定住人口：14,900 人】
【浦和美園駅の乗降客数（定期利用者除く）：9,300 人】

❻ 美園地区のまちづくりの推進（都市戦略本部事業・都市局事業）

提供：（一社）さいたまスポーツコミッション

ホタル舞い・
　　風かおる緑の街

区の将来像に込められた想い

ホタル舞い…見沼田圃に代表される自然環境の豊かさ
風かおる　…人々のさわやかさや躍動感
緑の街　　…緑の多いゆとりのある良好な住宅地・発達した街

　～緑区民の皆様へ～
　区民の皆様には、日ごろから緑区のまちづくりにご支援ご協力をいただき、誠にありがとうございます。
　緑区は豊かな自然環境と歴史・文化資源が多くあり、古くから人々の暮らしが営まれてきた地域です。その一方で、
本市の副都心として位置づけている浦和美園駅周辺では「スポーツ、健康、環境・エネルギー」のブランド化を目指し
たまちづくりを推進するなど、新しいまちづくりの戦略的展開も期待されています。
　緑区では５つのまちづくりのポイントを掲げ、職員一丸となって地域の皆様と協働して取り組んでまいります。

令和３年４月　緑区長　阿部　幸子　　

『区のまちづくり』とは…
『区のまちづくり』は、「区の将来像」の実現に向けて、当該年度に実施する区及び局の主な取組について、区民の皆様に説明するものです。
次年度には、アンケート等により区民の皆様の意見を伺い、事業の見直し、改善などに繋げていきます。

令和３年度 さいたま市

緑区のまちづくり

・ＡＩ、ＩｏＴ等の先進技術活用によるモビリティ等の生活支援
　サービスの実証・提供を行い、「スマートシティさいたまモデル」
　の推進を図ります。

・大門上池調節池広場の活用により、地域利用や民間のイベント
　利用を促進し、地域のにぎわいや交流を創出します。

・「美園スタジアムタウン街並みデザインガイド」を運用し、魅力
　ある街並みへ誘導します。

　地域資産の周知、活用及び地域のにぎわい創出のため、地元農産物等を販売
する緑区マルシェを開催します。

【公開庭数１１か所】

❷ 緑区オープンガーデン（区事業）
　 美しく快適で活気のあるまちづくりを目的に、個人宅や事業所の庭を公開
し、ガーデニングを通じた区民同士の交流を促進します。

【式典来場者数３００人】

❸ 東浦和駅前クリスマスツリーの点灯（区事業）
　東浦和駅前をクリスマスイルミネーションでライトアップし、華やかさと
にぎわいを創出します。

【さいたま市が２０周年であることを知っている市民の割合：７８％】
【さいたま市に愛着を感じている市民の割合：８２％】

❺ さいたま市誕生２０周年事業（市長公室事業）
・本市の魅力や発展をSNS等の様々な媒体で市内外に発信します。
・花で装飾したフラワーウォールを市民と協働で設置します。

【SNS等を通して月４回の発信】

❹ 区の魅力を伝える情報発信（区事業）
　区の魅力を伝えるため、SNS 等を通して区内の見どころやイベ
ント、事業に関する情報を発信します。

たんぼー区の将来像ー


