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－ 区の将来像 －
あなたが主役　住んでよかったまちづくり

　『区長マニフェスト』は、区長がまちづくりの方向性など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。
　中面にその内容と目標値を記載しておりますので、ご覧ください。
　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。

南区平成30年度 さいたま市

南区の花　ヒマワリ

平成30年度　区内で予定されている本市の主な事業

この「平成30年度さいたま市南区区長マニフェスト」は、4,000部作成し、1部あたりの印刷経費は33円です。

編集・発行
　〒336-8586　さいたま市南区別所 7－20－1
　複合公益施設サウスピア内
　さいたま市南区役所区民生活部総務課
　3 048‒844‒7123　6 048‒844 ｰ 7270

　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

安全・安心なまちづくり
災害に強く、犯罪・交通事故のない安心して住める安全なまちづくりを
推進します。

●高齢者の交通事故防止啓発事業
　の実施

●民間事業者と連携した
　防災・防犯啓発事業の実施

　老人クラブの協力を得て、自転車の交通安全講習
を開催します。また、高齢者が交通事故に遭いやす
い場所を明示した地図を作成し、これを公民館等に
掲示するほか、高齢者の反射材の着用を推進するこ
とにより、高齢者の交通安全意識の向上を図ります。

　民間事業者が提供する
プログラム等を活用し、
防災ワークショップや防
犯教室を実施します。

目標 目標「役に立つ」と回答した割合80%以上 「参考になった」と回答した割合90%以上

新規

●地域ぐるみで子どもを守る「夢の翼
セーフティプロジェクト」の実施

　交通安全保護者の会(母の会)との協働により、交
通安全啓発イベントを「南区ふるさとふれあいフェ
ア」において新たに開催
するほか、親子自転車教
室やヒヤリハットマップ
の作製を通じて、児童生
徒と保護者の交通安全意
識の向上を図ります。

目標 「役に立つ」と回答した割合80%以上

親子自転車教室

防犯教室

●避難所開設訓練、運営訓練の実施

　避難者の受け入れ体制を強化する開設訓練を、公
民館を含む区内全避難所31か所で実施します。更
に地域住民が運営する避
難場所運営委員会が企画
した、より実践的な運営
訓練も５か所で実施しま
す。

目標 「役に立つ」と回答した割合90%以上

避難所運営訓練

●下水道浸水対策事業【建設局】

●幹線道路整備事業【建設局】

　市街地における浸水被害を
軽減するため、雨水を一時的
に貯留する谷場２号幹線整備
事業を推進します。
（南本町１丁目）　

　都市活動を効果的に支える市内幹線道路網の整備
を推進するため、田島大牧線の整備を行います。
（別所１丁目、太田窪２丁目）　

●学校施設の改修工事等【教育委員会】
　学校の施設機能向上のため、散水設備の設置工事
や、トイレの改修工事等を行います。
　•内谷中学校（散水施設設置工事等）
　•浦和大里小学校（トイレの改修工事）
　•善前小学校（消火栓補給水槽設置工事）

●暮らしの道路整備事業【建設局】
　道路幅が４メートルに満たない狭い道路につい
て、拡幅整備を進め、暮らしやすい生活環境を目指
します。（曲本２丁目）

●スマイルロード整備事業【建設局】
　さいたま市が管理する道路で、道路の拡幅を伴わ
ない整備や老朽化の改善などにより、更なる道路の
安全性及び利便性の向上を推進します。
（大字広ヶ谷戸）

●道路や道路照明灯の修繕の実施

　道路や道路照明灯、道
路反射鏡、路面標示の迅
速な修繕を図ることによ
り、快適な生活環境を整
えます。

目標 土木緊急修繕件数　年間550件
（職員によるものを含む。）

道路緊急修繕

●区内防犯パトロール等の実施

　区防犯パトロール協議会と協働で、区内全域一斉
防犯パトロール、研修会や講演会を実施します。ま
た、自主防犯活動団体へ
防犯パトロール用品の貸
与、防犯啓発街頭キャン
ペーン、青色防犯パト
ロールを実施するほか、
関係団体に対する研修会
を開催します。 　　　　           

目標 「参考になった」と回答した割合90%以上

防犯パトロール

●防災展等の開催

　南区自主防災組織連絡協議会と共催で講演会のほ
か、防災用品や防災関係
パネルを展示する防災展
を開催します。また、自
主防災組織や関係団体に
対する研修会を開催しま
す。

目標 「参考になった」と回答した割合90%以上

南区防災展

　防災・減災のために必要な自助と共助の必要性
を啓発するため、南区防災展を開催します。
【開催予定日】平成30年７月下旬の３日間
※昨年度実施内容
　パネル展示、防災用品等展示、起震車体験、
防災関連DVD上映、避難所スペース再現＆体
験など

ⓘ南区防災展の開催

●ゾーン30の整備推進【建設局】
　安全かつ快適な道路空間を確保するため、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。
（太田窪２・４丁目）

●交通バリアフリー推進事業【都市局】
　駅ホームにおける安全
を確保するため、ＪＲ南
浦和駅京浜東北線のホー
ムドアの設置に対する補
助を行います。
（南本町１丁目）

ホームドア

●さいたま市文化センター改修工事
　【スポーツ文化局】
　施設の安全性向上のため、文化センター外壁等の
改修工事を実施します。（根岸１丁目）
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～南区民の皆様へ～
　区民の皆様には、日ごろから南区のまちづくりにご協力いただき、誠にありがとうございま
す。
　南区は、若い世代の人口割合も高く、武蔵浦和駅周辺が本市の副都心と位置づけられる一方
で、区内には、別所沼や笹目川などの水辺空間が広がり、屋敷林、社寺林が点在するなど、武
蔵野の自然が残る魅力あふれるまちです。これら南区の多彩さを生かし、区の将来像である「あ
なたが主役　住んでよかったまちづくり」の実現に向けて、魅力あるまちづくりを推進してま
いります。
　これからも、区民の皆様に信頼され、区役所を身近に感じていた
だけるよう、区役所職員一丸となって明るい区役所づくりに取り組
んでまいりますので、引き続きご支援・ご協力をよろしくお願いい
たします。

平成30年４月　南区長　井上 日出男

❖ 南区の花　ヒマワリ ❖
　区の色であるレモン色にちなん

で選ばれたヒマワリは、区の色と

同様に花の特徴が南区の若々しい

イメージにあっている花です。

花と緑あふれる、心豊かなまちづくり

いきいきと健やかに暮らせるまちづくり ふれあいのあるまちづくり

身近な場所で花や緑に出会う機会の創出や、区の花「ヒマワリ」のＰＲ
などを行います。

誰もが元気で健やかに暮らせ、子育てしやすい、支え合うまちづくりを
推進します。 世代間や地域の交流、コミュニティの活性化を推進します。

●プランターで始めるガーデニング教室
　の開催

●若い世代からの健康づくりの推進 ●南区長賞贈呈事業の実施

●区の花「ヒマワリ」の PRの実施

　気軽にガーデニングを
始めたい方に向けて、区
の花「ヒマワリ」をはじ
めとした季節の花等を題
材にしたプランター栽培
教室を、市民活動団体と
連携して開催します。

　若い世代をターゲットとした健康づくり教育事業
を開催し、講義や実技をとおして健康への意識を変
えることへの支援を図るとともに、健康に関する啓
発用のポスターやマグネットを庁内や公用車さらに
駅等に掲出することで、健康情報を目にする機会を
増やします。

　子どもたちに、南区への愛着を深めてもらうため、
小学校スポーツ大会（サッカー、ミニバスケットボー
ル）の優勝クラス及び、スポーツ、文化活動におい
て著しい成果を挙げた児童・生徒に、南区長賞を贈
呈します。

　区役所周辺でのヒマワリの植栽・栽培を行うほか、
区内小中学校や保育園等へヒマワリの苗を配布、南
区転入者等にヒマワリの種等の配布を行い、区の花
「ヒマワリ」をＰＲします。また、複合公益施設サ
ウスピア西側の「ヒマワ
リ通り」に面する浦和大
里小学校フェンスに、ヒ
マワリを描いた絵画パネ
ルを設置します。

目標

目標

目標
「受講後も継続して取り組んでいる」と回答
した割合80%以上

「生活習慣を見直すきっかけとなった」と回
答した割合80％以上

●地域子育てサロン育児相談の推進

　地域の子育て支援者（民生委員・児童委員・愛育
会等）が公民館や児童センターなどで行う子育てサ
ロン等に区役所職員（保健師等）が出向き、子育て
に関する講話や育児相談を実施します。　

目標 80回実施

●オレンジカフェの開催支援

　シニアサポートセンターによる、認知症の方やご
家族、ご近所の方などどなたでも気軽に立ち寄って
息抜き・交流できるオレンジカフェの開催を支援し
ます。

目標 参加者数合計延べ　540人

●認知症サポーター養成講座等の開催

　高齢者が認知症になっ
ても安心して暮らせるま
ちづくりを進めるため、
認知症サポーターの養成
講座や認知症に関する講
演等を実施します。

　この講座は、認知症の基本的な知識を正しく理
解していただき、サポーターとしてできることを
学んでいただくものです。認知症サポーターは何
か特別なことをする人ではありません。認知症の
方やその家族を温かく見守る応援者です。認知症
についてよく知りたい、街なかで困っている認知
症の人を手助けしたい、という方ならどなたでも
受講できます。

　子どもたちが、自ら企画してつくった仮想の“ま
ち”で、 お店や会社などで働き、“まち”の中だ
けで通用するお金を使った買い物をするなど、疑
似社会体験を通して、社会へ参加することを学ぶ
プログラムです。

目標 参加者数合計延べ　600人

ヒマワリ苗配布・栽培50か所

（「ヒマワリ通り」に面する浦和大里小学校フェンス）
子どもたちの描いた原画をもとに作成したパネルを設置
しています。

ガーデニング教室

●南区ベビー全員集合！「みなみっこク
ラブ」（育児学級）の開催

　育児中の保護者が、出来るだけ早い時期（生後２・
３か月）に必要な知識が
習得でき、地域での仲間
作りができるよう、全乳
児とその保護者を対象に
育児学級を開催します。

目標 「地域の仲間づくりのきっかけとなった」と
回答した割合90％以上

みなみっこクラブ (育児学級 )

●介護予防の推進

　高齢者の健康づくりや
介護を行っている方を支
援するため、介護予防教
室の開催や地域での高齢
者サロン等の開催を支援
します。

目標 参加者数合計延べ　4,800人

いきいき百歳体操

認知症サポーター養成講座

ヒマワリの植栽

ヒマワリの絵画パネル

新規 新規

認知症サポーター養成講座とは？

「ミニ南区」とは？

●ウォーキング教室・イベントの開催

　ウォーキングの基礎知識や効果的な実践方法が学
べる教室や、地域団体等との協働による『南区駅か
らハイキング』をはじめとするウォーキングイベン
トなど、気軽にウォーキ
ングに親しむ機会を提供
し、区民の健康維持・増
進や、参加者間の交流を
推進します。

目標 「受講後も継続して取り組んでいる」と回答
した割合80%以上

ウォーキング教室

●子どもがつくるまち「ミニ南区」の開催

　子どもの社会参画意識
の醸成等を図るため、子
どもが仮想のまちをつく
る「ミニ南区」を開催し、
社会の仕組みを体験する
場を提供します。
【開催予定日】平成30年９月初旬

目標 「楽しかった」、「参加してよかった」と回答
した割合90％以上

●南区まちづくり功労者顕彰事業の実施

　ふれあいのあるまちづくりに貢献している団体の
役員に対し、日頃の活動
に感謝の意を伝え、功績
を讃えるため、感謝状を
贈呈するとともに、広く
その活動を周知します。

目標 「地域活動への貢献意欲が増加した」と回答
した割合80％以上

南区まちづくり功労者顕彰式典
ミニ南区

●南区内一斉あいさつ運動の実施

　学校及び地域団体の連携による学校安全ネット
ワーク体制の拡充、及び地域で子どもの安全を見守
る区民意識・地域コミュ
ニティの醸成を図るた
め、区内小・中学校にお
いて地域団体との協働に
よる一斉あいさつ運動を
実施します。

目標 参加者数合計延べ　1,000人

拡大

南区内一斉あいさつ運動

●「南区ふるさとふれあいフェア」の開催

　地域や世代の垣根を越えた交流を図り、ふるさと
への愛着や一体感を醸成し、地域コミュニティの活
性化を推進します。
【開催予定日】平成30年10月６日（土）

目標 「楽しかった」と回答した割合80％以上

ステージ発表

ミニ新幹線

ポニー乗馬体験
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～南区民の皆様へ～
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　これからも、区民の皆様に信頼され、区役所を身近に感じていた
だけるよう、区役所職員一丸となって明るい区役所づくりに取り組
んでまいりますので、引き続きご支援・ご協力をよろしくお願いい
たします。

平成30年４月　南区長　井上 日出男

❖ 南区の花　ヒマワリ ❖
　区の色であるレモン色にちなん

で選ばれたヒマワリは、区の色と

同様に花の特徴が南区の若々しい

イメージにあっている花です。

花と緑あふれる、心豊かなまちづくり

いきいきと健やかに暮らせるまちづくり ふれあいのあるまちづくり

身近な場所で花や緑に出会う機会の創出や、区の花「ヒマワリ」のＰＲ
などを行います。

誰もが元気で健やかに暮らせ、子育てしやすい、支え合うまちづくりを
推進します。 世代間や地域の交流、コミュニティの活性化を推進します。

●プランターで始めるガーデニング教室
　の開催

●若い世代からの健康づくりの推進 ●南区長賞贈呈事業の実施

●区の花「ヒマワリ」の PRの実施

　気軽にガーデニングを
始めたい方に向けて、区
の花「ヒマワリ」をはじ
めとした季節の花等を題
材にしたプランター栽培
教室を、市民活動団体と
連携して開催します。

　若い世代をターゲットとした健康づくり教育事業
を開催し、講義や実技をとおして健康への意識を変
えることへの支援を図るとともに、健康に関する啓
発用のポスターやマグネットを庁内や公用車さらに
駅等に掲出することで、健康情報を目にする機会を
増やします。
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「ヒマワリ」をＰＲします。また、複合公益施設サ
ウスピア西側の「ヒマワ
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里小学校フェンスに、ヒ
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「受講後も継続して取り組んでいる」と回答
した割合80%以上

「生活習慣を見直すきっかけとなった」と回
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●地域子育てサロン育児相談の推進

　地域の子育て支援者（民生委員・児童委員・愛育
会等）が公民館や児童センターなどで行う子育てサ
ロン等に区役所職員（保健師等）が出向き、子育て
に関する講話や育児相談を実施します。　

目標 80回実施

●オレンジカフェの開催支援

　シニアサポートセンターによる、認知症の方やご
家族、ご近所の方などどなたでも気軽に立ち寄って
息抜き・交流できるオレンジカフェの開催を支援し
ます。

目標 参加者数合計延べ　540人

●認知症サポーター養成講座等の開催

　高齢者が認知症になっ
ても安心して暮らせるま
ちづくりを進めるため、
認知症サポーターの養成
講座や認知症に関する講
演等を実施します。

　この講座は、認知症の基本的な知識を正しく理
解していただき、サポーターとしてできることを
学んでいただくものです。認知症サポーターは何
か特別なことをする人ではありません。認知症の
方やその家族を温かく見守る応援者です。認知症
についてよく知りたい、街なかで困っている認知
症の人を手助けしたい、という方ならどなたでも
受講できます。

　子どもたちが、自ら企画してつくった仮想の“ま
ち”で、 お店や会社などで働き、“まち”の中だ
けで通用するお金を使った買い物をするなど、疑
似社会体験を通して、社会へ参加することを学ぶ
プログラムです。

目標 参加者数合計延べ　600人

ヒマワリ苗配布・栽培50か所

（「ヒマワリ通り」に面する浦和大里小学校フェンス）
子どもたちの描いた原画をもとに作成したパネルを設置
しています。

ガーデニング教室

●南区ベビー全員集合！「みなみっこク
ラブ」（育児学級）の開催

　育児中の保護者が、出来るだけ早い時期（生後２・
３か月）に必要な知識が
習得でき、地域での仲間
作りができるよう、全乳
児とその保護者を対象に
育児学級を開催します。

目標 「地域の仲間づくりのきっかけとなった」と
回答した割合90％以上

みなみっこクラブ (育児学級 )

●介護予防の推進

　高齢者の健康づくりや
介護を行っている方を支
援するため、介護予防教
室の開催や地域での高齢
者サロン等の開催を支援
します。

目標 参加者数合計延べ　4,800人

いきいき百歳体操

認知症サポーター養成講座

ヒマワリの植栽

ヒマワリの絵画パネル

新規 新規

認知症サポーター養成講座とは？

「ミニ南区」とは？

●ウォーキング教室・イベントの開催

　ウォーキングの基礎知識や効果的な実践方法が学
べる教室や、地域団体等との協働による『南区駅か
らハイキング』をはじめとするウォーキングイベン
トなど、気軽にウォーキ
ングに親しむ機会を提供
し、区民の健康維持・増
進や、参加者間の交流を
推進します。

目標 「受講後も継続して取り組んでいる」と回答
した割合80%以上

ウォーキング教室

●子どもがつくるまち「ミニ南区」の開催

　子どもの社会参画意識
の醸成等を図るため、子
どもが仮想のまちをつく
る「ミニ南区」を開催し、
社会の仕組みを体験する
場を提供します。
【開催予定日】平成30年９月初旬

目標 「楽しかった」、「参加してよかった」と回答
した割合90％以上

●南区まちづくり功労者顕彰事業の実施

　ふれあいのあるまちづくりに貢献している団体の
役員に対し、日頃の活動
に感謝の意を伝え、功績
を讃えるため、感謝状を
贈呈するとともに、広く
その活動を周知します。

目標 「地域活動への貢献意欲が増加した」と回答
した割合80％以上

南区まちづくり功労者顕彰式典
ミニ南区

●南区内一斉あいさつ運動の実施

　学校及び地域団体の連携による学校安全ネット
ワーク体制の拡充、及び地域で子どもの安全を見守
る区民意識・地域コミュ
ニティの醸成を図るた
め、区内小・中学校にお
いて地域団体との協働に
よる一斉あいさつ運動を
実施します。

目標 参加者数合計延べ　1,000人

拡大

南区内一斉あいさつ運動

●「南区ふるさとふれあいフェア」の開催

　地域や世代の垣根を越えた交流を図り、ふるさと
への愛着や一体感を醸成し、地域コミュニティの活
性化を推進します。
【開催予定日】平成30年10月６日（土）

目標 「楽しかった」と回答した割合80％以上

ステージ発表

ミニ新幹線

ポニー乗馬体験
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～南区民の皆様へ～
　区民の皆様には、日ごろから南区のまちづくりにご協力いただき、誠にありがとうございま
す。
　南区は、若い世代の人口割合も高く、武蔵浦和駅周辺が本市の副都心と位置づけられる一方
で、区内には、別所沼や笹目川などの水辺空間が広がり、屋敷林、社寺林が点在するなど、武
蔵野の自然が残る魅力あふれるまちです。これら南区の多彩さを生かし、区の将来像である「あ
なたが主役　住んでよかったまちづくり」の実現に向けて、魅力あるまちづくりを推進してま
いります。
　これからも、区民の皆様に信頼され、区役所を身近に感じていた
だけるよう、区役所職員一丸となって明るい区役所づくりに取り組
んでまいりますので、引き続きご支援・ご協力をよろしくお願いい
たします。

平成30年４月　南区長　井上 日出男

❖ 南区の花　ヒマワリ ❖
　区の色であるレモン色にちなん

で選ばれたヒマワリは、区の色と

同様に花の特徴が南区の若々しい

イメージにあっている花です。

花と緑あふれる、心豊かなまちづくり

いきいきと健やかに暮らせるまちづくり ふれあいのあるまちづくり

身近な場所で花や緑に出会う機会の創出や、区の花「ヒマワリ」のＰＲ
などを行います。

誰もが元気で健やかに暮らせ、子育てしやすい、支え合うまちづくりを
推進します。 世代間や地域の交流、コミュニティの活性化を推進します。

●プランターで始めるガーデニング教室
　の開催

●若い世代からの健康づくりの推進 ●南区長賞贈呈事業の実施

●区の花「ヒマワリ」の PRの実施

　気軽にガーデニングを
始めたい方に向けて、区
の花「ヒマワリ」をはじ
めとした季節の花等を題
材にしたプランター栽培
教室を、市民活動団体と
連携して開催します。

　若い世代をターゲットとした健康づくり教育事業
を開催し、講義や実技をとおして健康への意識を変
えることへの支援を図るとともに、健康に関する啓
発用のポスターやマグネットを庁内や公用車さらに
駅等に掲出することで、健康情報を目にする機会を
増やします。

　子どもたちに、南区への愛着を深めてもらうため、
小学校スポーツ大会（サッカー、ミニバスケットボー
ル）の優勝クラス及び、スポーツ、文化活動におい
て著しい成果を挙げた児童・生徒に、南区長賞を贈
呈します。

　区役所周辺でのヒマワリの植栽・栽培を行うほか、
区内小中学校や保育園等へヒマワリの苗を配布、南
区転入者等にヒマワリの種等の配布を行い、区の花
「ヒマワリ」をＰＲします。また、複合公益施設サ
ウスピア西側の「ヒマワ
リ通り」に面する浦和大
里小学校フェンスに、ヒ
マワリを描いた絵画パネ
ルを設置します。

目標

目標

目標
「受講後も継続して取り組んでいる」と回答
した割合80%以上

「生活習慣を見直すきっかけとなった」と回
答した割合80％以上

●地域子育てサロン育児相談の推進

　地域の子育て支援者（民生委員・児童委員・愛育
会等）が公民館や児童センターなどで行う子育てサ
ロン等に区役所職員（保健師等）が出向き、子育て
に関する講話や育児相談を実施します。　

目標 80回実施

●オレンジカフェの開催支援

　シニアサポートセンターによる、認知症の方やご
家族、ご近所の方などどなたでも気軽に立ち寄って
息抜き・交流できるオレンジカフェの開催を支援し
ます。

目標 参加者数合計延べ　540人

●認知症サポーター養成講座等の開催

　高齢者が認知症になっ
ても安心して暮らせるま
ちづくりを進めるため、
認知症サポーターの養成
講座や認知症に関する講
演等を実施します。

　この講座は、認知症の基本的な知識を正しく理
解していただき、サポーターとしてできることを
学んでいただくものです。認知症サポーターは何
か特別なことをする人ではありません。認知症の
方やその家族を温かく見守る応援者です。認知症
についてよく知りたい、街なかで困っている認知
症の人を手助けしたい、という方ならどなたでも
受講できます。

　子どもたちが、自ら企画してつくった仮想の“ま
ち”で、 お店や会社などで働き、“まち”の中だ
けで通用するお金を使った買い物をするなど、疑
似社会体験を通して、社会へ参加することを学ぶ
プログラムです。

目標 参加者数合計延べ　600人

ヒマワリ苗配布・栽培50か所

（「ヒマワリ通り」に面する浦和大里小学校フェンス）
子どもたちの描いた原画をもとに作成したパネルを設置
しています。

ガーデニング教室

●南区ベビー全員集合！「みなみっこク
ラブ」（育児学級）の開催

　育児中の保護者が、出来るだけ早い時期（生後２・
３か月）に必要な知識が
習得でき、地域での仲間
作りができるよう、全乳
児とその保護者を対象に
育児学級を開催します。

目標 「地域の仲間づくりのきっかけとなった」と
回答した割合90％以上

みなみっこクラブ (育児学級 )

●介護予防の推進

　高齢者の健康づくりや
介護を行っている方を支
援するため、介護予防教
室の開催や地域での高齢
者サロン等の開催を支援
します。

目標 参加者数合計延べ　4,800人

いきいき百歳体操

認知症サポーター養成講座

ヒマワリの植栽

ヒマワリの絵画パネル

新規 新規

認知症サポーター養成講座とは？

「ミニ南区」とは？

●ウォーキング教室・イベントの開催

　ウォーキングの基礎知識や効果的な実践方法が学
べる教室や、地域団体等との協働による『南区駅か
らハイキング』をはじめとするウォーキングイベン
トなど、気軽にウォーキ
ングに親しむ機会を提供
し、区民の健康維持・増
進や、参加者間の交流を
推進します。

目標 「受講後も継続して取り組んでいる」と回答
した割合80%以上

ウォーキング教室

●子どもがつくるまち「ミニ南区」の開催

　子どもの社会参画意識
の醸成等を図るため、子
どもが仮想のまちをつく
る「ミニ南区」を開催し、
社会の仕組みを体験する
場を提供します。
【開催予定日】平成30年９月初旬

目標 「楽しかった」、「参加してよかった」と回答
した割合90％以上

●南区まちづくり功労者顕彰事業の実施

　ふれあいのあるまちづくりに貢献している団体の
役員に対し、日頃の活動
に感謝の意を伝え、功績
を讃えるため、感謝状を
贈呈するとともに、広く
その活動を周知します。

目標 「地域活動への貢献意欲が増加した」と回答
した割合80％以上

南区まちづくり功労者顕彰式典
ミニ南区

●南区内一斉あいさつ運動の実施

　学校及び地域団体の連携による学校安全ネット
ワーク体制の拡充、及び地域で子どもの安全を見守
る区民意識・地域コミュ
ニティの醸成を図るた
め、区内小・中学校にお
いて地域団体との協働に
よる一斉あいさつ運動を
実施します。

目標 参加者数合計延べ　1,000人

拡大

南区内一斉あいさつ運動

●「南区ふるさとふれあいフェア」の開催

　地域や世代の垣根を越えた交流を図り、ふるさと
への愛着や一体感を醸成し、地域コミュニティの活
性化を推進します。
【開催予定日】平成30年10月６日（土）

目標 「楽しかった」と回答した割合80％以上

ステージ発表

ミニ新幹線

ポニー乗馬体験
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－ 区の将来像 －
あなたが主役　住んでよかったまちづくり

　『区長マニフェスト』は、区長がまちづくりの方向性など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。
　中面にその内容と目標値を記載しておりますので、ご覧ください。
　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。

南区平成30年度 さいたま市

南区の花　ヒマワリ

平成30年度　区内で予定されている本市の主な事業

この「平成30年度さいたま市南区区長マニフェスト」は、4,000部作成し、1部あたりの印刷経費は33円です。

編集・発行
　〒336-8586　さいたま市南区別所 7－20－1
　複合公益施設サウスピア内
　さいたま市南区役所区民生活部総務課
　3 048‒844‒7123　6 048‒844 ｰ 7270

　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

安全・安心なまちづくり
災害に強く、犯罪・交通事故のない安心して住める安全なまちづくりを
推進します。

●高齢者の交通事故防止啓発事業
　の実施

●民間事業者と連携した
　防災・防犯啓発事業の実施

　老人クラブの協力を得て、自転車の交通安全講習
を開催します。また、高齢者が交通事故に遭いやす
い場所を明示した地図を作成し、これを公民館等に
掲示するほか、高齢者の反射材の着用を推進するこ
とにより、高齢者の交通安全意識の向上を図ります。

　民間事業者が提供する
プログラム等を活用し、
防災ワークショップや防
犯教室を実施します。

目標 目標「役に立つ」と回答した割合80%以上 「参考になった」と回答した割合90%以上

新規

●地域ぐるみで子どもを守る「夢の翼
セーフティプロジェクト」の実施

　交通安全保護者の会(母の会)との協働により、交
通安全啓発イベントを「南区ふるさとふれあいフェ
ア」において新たに開催
するほか、親子自転車教
室やヒヤリハットマップ
の作製を通じて、児童生
徒と保護者の交通安全意
識の向上を図ります。

目標 「役に立つ」と回答した割合80%以上

親子自転車教室

防犯教室

●避難所開設訓練、運営訓練の実施

　避難者の受け入れ体制を強化する開設訓練を、公
民館を含む区内全避難所31か所で実施します。更
に地域住民が運営する避
難場所運営委員会が企画
した、より実践的な運営
訓練も５か所で実施しま
す。

目標 「役に立つ」と回答した割合90%以上

避難所運営訓練

●下水道浸水対策事業【建設局】

●幹線道路整備事業【建設局】

　市街地における浸水被害を
軽減するため、雨水を一時的
に貯留する谷場２号幹線整備
事業を推進します。
（南本町１丁目）　

　都市活動を効果的に支える市内幹線道路網の整備
を推進するため、田島大牧線の整備を行います。
（別所１丁目、太田窪２丁目）　

●学校施設の改修工事等【教育委員会】
　学校の施設機能向上のため、散水設備の設置工事
や、トイレの改修工事等を行います。
　•内谷中学校（散水施設設置工事等）
　•浦和大里小学校（トイレの改修工事）
　•善前小学校（消火栓補給水槽設置工事）

●暮らしの道路整備事業【建設局】
　道路幅が４メートルに満たない狭い道路につい
て、拡幅整備を進め、暮らしやすい生活環境を目指
します。（曲本２丁目）

●スマイルロード整備事業【建設局】
　さいたま市が管理する道路で、道路の拡幅を伴わ
ない整備や老朽化の改善などにより、更なる道路の
安全性及び利便性の向上を推進します。
（大字広ヶ谷戸）

●道路や道路照明灯の修繕の実施

　道路や道路照明灯、道
路反射鏡、路面標示の迅
速な修繕を図ることによ
り、快適な生活環境を整
えます。

目標 土木緊急修繕件数　年間550件
（職員によるものを含む。）

道路緊急修繕

●区内防犯パトロール等の実施

　区防犯パトロール協議会と協働で、区内全域一斉
防犯パトロール、研修会や講演会を実施します。ま
た、自主防犯活動団体へ
防犯パトロール用品の貸
与、防犯啓発街頭キャン
ペーン、青色防犯パト
ロールを実施するほか、
関係団体に対する研修会
を開催します。 　　　　           

目標 「参考になった」と回答した割合90%以上

防犯パトロール

●防災展等の開催

　南区自主防災組織連絡協議会と共催で講演会のほ
か、防災用品や防災関係
パネルを展示する防災展
を開催します。また、自
主防災組織や関係団体に
対する研修会を開催しま
す。

目標 「参考になった」と回答した割合90%以上

南区防災展

　防災・減災のために必要な自助と共助の必要性
を啓発するため、南区防災展を開催します。
【開催予定日】平成30年７月下旬の３日間
※昨年度実施内容
　パネル展示、防災用品等展示、起震車体験、
防災関連DVD上映、避難所スペース再現＆体
験など

ⓘ南区防災展の開催

●ゾーン30の整備推進【建設局】
　安全かつ快適な道路空間を確保するため、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。
（太田窪２・４丁目）

●交通バリアフリー推進事業【都市局】
　駅ホームにおける安全
を確保するため、ＪＲ南
浦和駅京浜東北線のホー
ムドアの設置に対する補
助を行います。
（南本町１丁目）

ホームドア

●さいたま市文化センター改修工事
　【スポーツ文化局】
　施設の安全性向上のため、文化センター外壁等の
改修工事を実施します。（根岸１丁目）
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－ 区の将来像 －
あなたが主役　住んでよかったまちづくり

　『区長マニフェスト』は、区長がまちづくりの方向性など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。
　中面にその内容と目標値を記載しておりますので、ご覧ください。
　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。

南区平成30年度 さいたま市

南区の花　ヒマワリ

平成30年度　区内で予定されている本市の主な事業

この「平成30年度さいたま市南区区長マニフェスト」は、4,000部作成し、1部あたりの印刷経費は33円です。

編集・発行
　〒336-8586　さいたま市南区別所 7－20－1
　複合公益施設サウスピア内
　さいたま市南区役所区民生活部総務課
　3 048‒844‒7123　6 048‒844 ｰ 7270

　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

安全・安心なまちづくり
災害に強く、犯罪・交通事故のない安心して住める安全なまちづくりを
推進します。

●高齢者の交通事故防止啓発事業
　の実施

●民間事業者と連携した
　防災・防犯啓発事業の実施

　老人クラブの協力を得て、自転車の交通安全講習
を開催します。また、高齢者が交通事故に遭いやす
い場所を明示した地図を作成し、これを公民館等に
掲示するほか、高齢者の反射材の着用を推進するこ
とにより、高齢者の交通安全意識の向上を図ります。

　民間事業者が提供する
プログラム等を活用し、
防災ワークショップや防
犯教室を実施します。

目標 目標「役に立つ」と回答した割合80%以上 「参考になった」と回答した割合90%以上

新規

●地域ぐるみで子どもを守る「夢の翼
セーフティプロジェクト」の実施

　交通安全保護者の会(母の会)との協働により、交
通安全啓発イベントを「南区ふるさとふれあいフェ
ア」において新たに開催
するほか、親子自転車教
室やヒヤリハットマップ
の作製を通じて、児童生
徒と保護者の交通安全意
識の向上を図ります。

目標 「役に立つ」と回答した割合80%以上

親子自転車教室

防犯教室

●避難所開設訓練、運営訓練の実施

　避難者の受け入れ体制を強化する開設訓練を、公
民館を含む区内全避難所31か所で実施します。更
に地域住民が運営する避
難場所運営委員会が企画
した、より実践的な運営
訓練も５か所で実施しま
す。

目標 「役に立つ」と回答した割合90%以上

避難所運営訓練

●下水道浸水対策事業【建設局】

●幹線道路整備事業【建設局】

　市街地における浸水被害を
軽減するため、雨水を一時的
に貯留する谷場２号幹線整備
事業を推進します。
（南本町１丁目）　

　都市活動を効果的に支える市内幹線道路網の整備
を推進するため、田島大牧線の整備を行います。
（別所１丁目、太田窪２丁目）　

●学校施設の改修工事等【教育委員会】
　学校の施設機能向上のため、散水設備の設置工事
や、トイレの改修工事等を行います。
　•内谷中学校（散水施設設置工事等）
　•浦和大里小学校（トイレの改修工事）
　•善前小学校（消火栓補給水槽設置工事）

●暮らしの道路整備事業【建設局】
　道路幅が４メートルに満たない狭い道路につい
て、拡幅整備を進め、暮らしやすい生活環境を目指
します。（曲本２丁目）

●スマイルロード整備事業【建設局】
　さいたま市が管理する道路で、道路の拡幅を伴わ
ない整備や老朽化の改善などにより、更なる道路の
安全性及び利便性の向上を推進します。
（大字広ヶ谷戸）

●道路や道路照明灯の修繕の実施

　道路や道路照明灯、道
路反射鏡、路面標示の迅
速な修繕を図ることによ
り、快適な生活環境を整
えます。

目標 土木緊急修繕件数　年間550件
（職員によるものを含む。）

道路緊急修繕

●区内防犯パトロール等の実施

　区防犯パトロール協議会と協働で、区内全域一斉
防犯パトロール、研修会や講演会を実施します。ま
た、自主防犯活動団体へ
防犯パトロール用品の貸
与、防犯啓発街頭キャン
ペーン、青色防犯パト
ロールを実施するほか、
関係団体に対する研修会
を開催します。 　　　　           

目標 「参考になった」と回答した割合90%以上

防犯パトロール

●防災展等の開催

　南区自主防災組織連絡協議会と共催で講演会のほ
か、防災用品や防災関係
パネルを展示する防災展
を開催します。また、自
主防災組織や関係団体に
対する研修会を開催しま
す。

目標 「参考になった」と回答した割合90%以上

南区防災展

　防災・減災のために必要な自助と共助の必要性
を啓発するため、南区防災展を開催します。
【開催予定日】平成30年７月下旬の３日間
※昨年度実施内容
　パネル展示、防災用品等展示、起震車体験、
防災関連DVD上映、避難所スペース再現＆体
験など

ⓘ南区防災展の開催

●ゾーン30の整備推進【建設局】
　安全かつ快適な道路空間を確保するため、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。
（太田窪２・４丁目）

●交通バリアフリー推進事業【都市局】
　駅ホームにおける安全
を確保するため、ＪＲ南
浦和駅京浜東北線のホー
ムドアの設置に対する補
助を行います。
（南本町１丁目）

ホームドア

●さいたま市文化センター改修工事
　【スポーツ文化局】
　施設の安全性向上のため、文化センター外壁等の
改修工事を実施します。（根岸１丁目）


