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５ 都市環境が整った快適なまちづくり
南区が実施する事業

❶  道路や交通安全施設の修繕の実施【くらし応援室】　

区民からの要望受付後の初期対応：３開庁日以内

　快適な生活環境を整えるため、道路や交通安全施設の
迅速な初期対応を行い、速やかに修繕を実施します。

目標

各局等が実施する事業

①  環境美化の推進【環境局】

環境美化活動（市民清掃活動）の参加者数：
９８,２００人（市全体）

　「環境美化重点区域」及び「路上喫煙禁止区域」に指定
した南浦和駅及び武蔵浦和駅周辺において、環境美化指
導員による指導啓発等を行います。
　また、ポイ捨て防止対策及び市民参加による清掃活動
を継続的に実施します。

目標

⑤  学校トイレ洋式化推進事業【教育委員会事務局】

令和４年度末トイレ洋式化率目標：７９．５％
辻小、大谷口小、浦和大里小、善前小、向小、岸中
で実施

　給排水管を含めた全面的なトイレ改修工事を行い、トイ
レの洋式化を推進します。　　

予定

②  市街地開発事業の推進（副都心）【都市局】

意見交換会等の開催
地元調整（準備組合との打合せ）の実施

　武蔵浦和駅第７－１街区において、まちづくりの方向
性についての意見交換会等を行います。
　また、武蔵浦和駅第８－２街区においては、事業推進
に向けた地元調整を行います。

予定

④  幹線道路整備の推進【建設局】

田島大牧線の整備の推進

　都市活動を支える道路交通ネットワークを形成するた
め、幹線道路整備を効率的かつ効果的に推進します。

予定

③  東浦和第二土地区画整理事業（市施行）【都市局】

事業進捗率：６０．２％　
道路整備率：３１．６％

　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。

目標

MAP
J

MAP
I

道路修繕

田島大牧線

南区の将来像
「にぎわい」と「安心」が調和する

 住んでよかったまち

　『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ご意見を伺い、事業の見直し、改善に繋げて
いきます。

※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。
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越

～区民満足度の向上を目指して～

Ⓐ１－① 「南区ふるさとふれあいフェア」の開催（浦和競馬場）
Ⓑ２－② 「お気軽！子育て相談」の実施（浦和別所児童センター）
ⓒ２－②　　　　　　　〃　　　　　　（文蔵児童センター）
Ⓓ２－②  　　　　　　　〃 　　　　　 （子育て支援センターみなみサウスピア１階）
Ⓔ２－❸ 子ども・若者の自立への支援（若者自立支援ルーム）
Ⓕ２－❺ 文化施設の特性を活かした文化芸術の鑑賞機会の充実（文化センター）
Ⓖ４－① 区の花「ヒマワリ」を生かしたまちづくり事業の実施（ヒマワリ絵画パネル・ヒマワリ通り）
Ⓗ４－① 　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　  （ヒマワリスポット・別所沼公園）
Ⓘ５－❸ 東浦和第二土地区画整理事業（市施行）
Ⓙ５－❹ 幹線道路整備の推進（田島大牧線：別所・太田窪）

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
電話：048-844-7123   FAX：048-844-7270

この「令和４年度さいたま市南区のまちづくり」は、4,000 部作成し、1部あたりの印刷経費は 38.5 円です。

福祉まるごと相談窓口の設置
　生活にお困りの方や福祉のさまざまな課題を抱えた方

などの相談を包括的に受け止め、相談内容に応じた必要

な支援のコーディネートを行います。

令和４年６月設置予定
設置場所：南区役所福祉課

おくやみ窓口の設置
　ご遺族の負担を軽減するため、区役所内における主な

死亡時の手続を一体的に行う窓口を設置します。

令和４年９月設置予定
設置場所：南区役所区民課ホームページ

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

南区MAP 
令和４年度　
南区の主な事業の実施箇所

J
I
H
G
F
E
D
C
B
A

1

１ 人と地域が結び付く、活力あふれるまちづくり

MAP
A

❶  「南区ふるさとふれあいフェア」の開催【コミュニティ課】　

「楽しかった」と回答した割合：９０％以上

　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進めます。

【開催予定日】　令和４年１０月８日（土）
【会場】　浦和競馬場

南区が実施する事業

各局等が実施する事業

①  自治会への加入促進【市民局】

自治会加入世帯増加数 :２,０００世帯増（市全域）

　地域コミュニティ活性化のため、自治会への加入啓発活
動や自治会に関する情報発信、自治会活動への支援等を行
います。

②  コミュニティ・スクール※（学校運営協議会制度）の推進
       【教育委員会事務局】

南区内の全ての市立学校でコミュニティ・スクー
ルを実施

　コミュニティ・スクールを推進することで、地域全体で
子どもたちの成長を支えていく環境を整えます。

※コミュニティ・スクールとは…学校・家庭・地域が目標やビジョ
ンを共有・連携・協働し「地域とともにある学校づくり」に向け
て様々な取組を行うことを指します。

目標

❸  南区まちづくり功労者顕彰事業の実施【コミュニティ課】

「活動を続けてきてよかった」と回答した割合：
９０％以上

　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
に感謝の気持ちを
伝え、その功績を
讃えるため、感謝
状を贈呈するとと
もに、広く活動を
周知します。

目標

南区まちづくり功労者顕彰式

❷  「ヒマワリミーティング」の開催【コミュニティ課】

「参加してよかった」と回答した割合：９０％以上

　区の特色あるま
ちづくりを進めるた
め、区民から広く意
見等を聴取する機会
として「ヒマワリ
ミーティング」を開
催します。　　　

目標

ヒマワリミーティング

ダンボール迷路

消防ブース
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目標

目標

2

（校正01）

２ 子どもから高齢者まで「健幸※」で元気に暮らせるまちづくり
南区が実施する事業

※アウトリーチとは…さいたま市では、「地域の潜在的なニーズを
把握し、こちらから支援が必要な人や地域に出向き、ニーズを解
決していくアプローチ」と定義しています。

目標

❸  育児学級「みなみっこクラブ」の開催【保健センター】

「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

　育児中の保護者が、生後２・３か月の早い時期に必要
な知識を習得するとともに、地域での仲間づくりができ
るよう、全乳児とその保護者を対象に育児学級「みなみっ
こクラブ」を開催します。

目標

❺  認知症に対する普及啓発活動の推進【高齢介護課】

認知症の方の気持ちや接し方について「理解でき
た」と回答した割合：８０％以上

　認知症サポーターの養成講座を開催し、認知症につい
て正しい理解を広めるとともに、認知症の方やその家族
を支援する認知症サポーターを養成することで、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
ます。 

いきいき百歳体操

※地域運動支援員とは…指定講座修了者に対して市長が委嘱し、
すこやか運動教室や自主グループの支援などの活動をしています。

目標

❷  「お気軽！子育て相談」の実施【支援課】

「満足した」と回答した割合：８０%以上　

　子育ての悩みをお持ちの方が気軽に相談できるよう、
区内の児童センター２か所と子育て支援センターみなみ
へ家庭児童相談員等が出張し、子育て相談を実施します。

目標

❶  虐待の発生予防に向けた取組
　  「アウトリーチ※」の推進【支援課】

公立小学校（１４校）及び公立中学校（６校）へ
の訪問回数：４０回（各校２回）以上

　相談ニーズやリスクの芽を早期発見し、虐待の未然防
止につなげるため、小中学校等を訪問し気になる子ども
や家庭について聞き取りを行います。
　さらに、よりよい支援について共に考え、情報提供を
行っていきます。

目標

❻  体操を活用した介護予防の推進【高齢介護課】

参加者数（延べ人数）：３,６００人

　いきいき百歳体操を学ぶ「ますます元気教室」や、そ
の指導者の養成を目的とした「いきいきサポーター養成
講座」の開催に加え、地域で活動する自主グループ同士
が情報交換等を行う交流会を開催します。
　また、「すこやか運動教室」等に地域運動支援員※を派
遣し、体操を活用した介護予防を進めます。

目標

❹  若い世代からの健康づくりの推進【保健センター】

「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

　若い世代をターゲットとした健康づくり教育事業を実
施し、講義や実技を通して
健康の意識が高まるよう支
援を行うとともに、健康に
関する啓発ポスターの掲出
やＳＮＳでの情報発信によ
り、若い世代からの健康づ
くりを進めます。

MAP
C DB

健康づくり教室

いきいき百歳体操

2

（校正01）
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❺  認知症に対する普及啓発活動の推進【高齢介護課】

認知症の方の気持ちや接し方について「理解でき
た」と回答した割合：８０％以上

　認知症サポーターの養成講座を開催し、認知症につい
て正しい理解を広めるとともに、認知症の方やその家族
を支援する認知症サポーターを養成することで、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
ます。 

いきいき百歳体操

※地域運動支援員とは…指定講座修了者に対して市長が委嘱し、
すこやか運動教室や自主グループの支援などの活動をしています。

目標

❷  「お気軽！子育て相談」の実施【支援課】

「満足した」と回答した割合：８０%以上　

　子育ての悩みをお持ちの方が気軽に相談できるよう、
区内の児童センター２か所と子育て支援センターみなみ
へ家庭児童相談員等が出張し、子育て相談を実施します。

目標

❶  虐待の発生予防に向けた取組
　  「アウトリーチ※」の推進【支援課】

公立小学校（１４校）及び公立中学校（６校）へ
の訪問回数：４０回（各校２回）以上

　相談ニーズやリスクの芽を早期発見し、虐待の未然防
止につなげるため、小中学校等を訪問し気になる子ども
や家庭について聞き取りを行います。
　さらに、よりよい支援について共に考え、情報提供を
行っていきます。

目標

❻  体操を活用した介護予防の推進【高齢介護課】

参加者数（延べ人数）：３,６００人

　いきいき百歳体操を学ぶ「ますます元気教室」や、そ
の指導者の養成を目的とした「いきいきサポーター養成
講座」の開催に加え、地域で活動する自主グループ同士
が情報交換等を行う交流会を開催します。
　また、「すこやか運動教室」等に地域運動支援員※を派
遣し、体操を活用した介護予防を進めます。

目標

❹  若い世代からの健康づくりの推進【保健センター】

「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

　若い世代をターゲットとした健康づくり教育事業を実
施し、講義や実技を通して
健康の意識が高まるよう支
援を行うとともに、健康に
関する啓発ポスターの掲出
やＳＮＳでの情報発信によ
り、若い世代からの健康づ
くりを進めます。
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（校正01）

２ 子どもから高齢者まで「健幸※」で元気に暮らせるまちづくり
南区が実施する事業

※アウトリーチとは…さいたま市では、「地域の潜在的なニーズを
把握し、こちらから支援が必要な人や地域に出向き、ニーズを解
決していくアプローチ」と定義しています。

目標

❸  育児学級「みなみっこクラブ」の開催【保健センター】

「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

　育児中の保護者が、生後２・３か月の早い時期に必要
な知識を習得するとともに、地域での仲間づくりができ
るよう、全乳児とその保護者を対象に育児学級「みなみっ
こクラブ」を開催します。

目標

❺  認知症に対する普及啓発活動の推進【高齢介護課】

認知症の方の気持ちや接し方について「理解でき
た」と回答した割合：８０％以上

　認知症サポーターの養成講座を開催し、認知症につい
て正しい理解を広めるとともに、認知症の方やその家族
を支援する認知症サポーターを養成することで、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
ます。 

いきいき百歳体操

※地域運動支援員とは…指定講座修了者に対して市長が委嘱し、
すこやか運動教室や自主グループの支援などの活動をしています。

目標

❷  「お気軽！子育て相談」の実施【支援課】

「満足した」と回答した割合：８０%以上　

　子育ての悩みをお持ちの方が気軽に相談できるよう、
区内の児童センター２か所と子育て支援センターみなみ
へ家庭児童相談員等が出張し、子育て相談を実施します。

目標

❶  虐待の発生予防に向けた取組
　  「アウトリーチ※」の推進【支援課】

公立小学校（１４校）及び公立中学校（６校）へ
の訪問回数：４０回（各校２回）以上

　相談ニーズやリスクの芽を早期発見し、虐待の未然防
止につなげるため、小中学校等を訪問し気になる子ども
や家庭について聞き取りを行います。
　さらに、よりよい支援について共に考え、情報提供を
行っていきます。

目標

❻  体操を活用した介護予防の推進【高齢介護課】

参加者数（延べ人数）：３,６００人

　いきいき百歳体操を学ぶ「ますます元気教室」や、そ
の指導者の養成を目的とした「いきいきサポーター養成
講座」の開催に加え、地域で活動する自主グループ同士
が情報交換等を行う交流会を開催します。
　また、「すこやか運動教室」等に地域運動支援員※を派
遣し、体操を活用した介護予防を進めます。

目標

❹  若い世代からの健康づくりの推進【保健センター】

「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

　若い世代をターゲットとした健康づくり教育事業を実
施し、講義や実技を通して
健康の意識が高まるよう支
援を行うとともに、健康に
関する啓発ポスターの掲出
やＳＮＳでの情報発信によ
り、若い世代からの健康づ
くりを進めます。
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（校正01）

２ 子どもから高齢者まで「健幸※」で元気に暮らせるまちづくり
南区が実施する事業

※アウトリーチとは…さいたま市では、「地域の潜在的なニーズを
把握し、こちらから支援が必要な人や地域に出向き、ニーズを解
決していくアプローチ」と定義しています。

目標

❸  育児学級「みなみっこクラブ」の開催【保健センター】

「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

　育児中の保護者が、生後２・３か月の早い時期に必要
な知識を習得するとともに、地域での仲間づくりができ
るよう、全乳児とその保護者を対象に育児学級「みなみっ
こクラブ」を開催します。

目標

❺  認知症に対する普及啓発活動の推進【高齢介護課】

認知症の方の気持ちや接し方について「理解でき
た」と回答した割合：８０％以上

　認知症サポーターの養成講座を開催し、認知症につい
て正しい理解を広めるとともに、認知症の方やその家族
を支援する認知症サポーターを養成することで、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
ます。 

※地域運動支援員とは…指定講座修了者に対して市長が委嘱し、
すこやか運動教室や自主グループの支援などの活動をしています。

目標

❷  「お気軽！子育て相談」の実施【支援課】

「満足した」と回答した割合：８０%以上　

　子育ての悩みをお持ちの方が気軽に相談できるよう、
区内の児童センター２か所と子育て支援センターみなみ
へ家庭児童相談員等が出張し、子育て相談を実施します。

目標

❶  虐待の発生予防に向けた取組
　  「アウトリーチ※」の推進【支援課】

公立小学校（１４校）及び公立中学校（６校）へ
の訪問回数：４０回（各校２回）以上

　相談ニーズやリスクの芽を早期発見し、虐待の未然防
止につなげるため、小中学校等を訪問し気になる子ども
や家庭について聞き取りを行います。
　さらに、よりよい支援について共に考え、情報提供を
行っていきます。

目標

❻  体操を活用した介護予防の推進【高齢介護課】

参加者数（延べ人数）：３,６００人

　いきいき百歳体操を学ぶ「ますます元気教室」や、そ
の指導者の養成を目的とした「いきいきサポーター養成
講座」の開催に加え、地域で活動する自主グループ同士
が情報交換等を行う交流会を開催します。
　また、「すこやか運動教室」等に地域運動支援員※を派
遣し、体操を活用した介護予防を進めます。

目標

❹  若い世代からの健康づくりの推進【保健センター】

「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

　若い世代をターゲットとした健康づくり教育事業を実
施し、講義や実技を通して
健康の意識が高まるよう支
援を行うとともに、健康に
関する啓発ポスターの掲出
やＳＮＳでの情報発信によ
り、若い世代からの健康づ
くりを進めます。
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1

１ 人と地域が結び付く、活力あふれるまちづくり

MAP
A

❶  「南区ふるさとふれあいフェア」の開催【コミュニティ課】　

「楽しかった」と回答した割合：９０％以上

　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進めます。

【開催予定日】　令和４年１０月８日（土）
【会場】　浦和競馬場

南区が実施する事業

各局等が実施する事業

①  自治会への加入促進【市民局】

自治会加入世帯増加数 :２,０００世帯増（市全域）

　地域コミュニティ活性化のため、自治会への加入啓発活
動や自治会に関する情報発信、自治会活動への支援等を行
います。

②  コミュニティ・スクール※（学校運営協議会制度）の推進
       【教育委員会事務局】

南区内の全ての市立学校でコミュニティ・スクー
ルを実施

　コミュニティ・スクールを推進することで、地域全体で
子どもたちの成長を支えていく環境を整えます。

※コミュニティ・スクールとは…学校・家庭・地域が目標やビジョ
ンを共有・連携・協働し「地域とともにある学校づくり」に向け
て様々な取組を行うことを指します。

目標

❸  南区まちづくり功労者顕彰事業の実施【コミュニティ課】

「活動を続けてきてよかった」と回答した割合：
９０％以上

　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
に感謝の気持ちを
伝え、その功績を
讃えるため、感謝
状を贈呈するとと
もに、広く活動を
周知します。

目標

南区まちづくり功労者顕彰式

❷  「ヒマワリミーティング」の開催【コミュニティ課】

「参加してよかった」と回答した割合：９０％以上

　区の特色あるま
ちづくりを進めるた
め、区民から広く意
見等を聴取する機会
として「ヒマワリ
ミーティング」を開
催します。　　　

目標

ヒマワリミーティング

ダンボール迷路

消防ブース

3

２ 子どもから高齢者まで「健幸※」で元気に暮らせるまちづくり ３ 安全・安心なまちづくり
南区が実施する事業

スマート区役所南区 5S  は 5 つの行動指針
［スタイル・スマイル・ソフト・シンプル・スピーディ］
を実践する取組です。

●Style〈スタイル〉 －  清潔な身だしなみ
●Smile〈スマイル〉 －  明るいあいさつ
●Soft　〈ソフト〉 －  丁寧な言葉遣い
●Simple〈シンプル〉 －  わかりやすい説明
●Speedy〈スピーディ〉 －  素早い行動

※「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。

～区民満足度の向上を目指して～

各局等が実施する事業

①  認可保育所等の開設【子ども未来局】

令和４年度における認可保育所等の開設
南区：７か所

　増加する保育需要に対応するため、認可保育所、事業
所内保育事業所を整備します。

予定

②  児童虐待防止対策事業【子ども未来局】

ハローエンゼル訪問の実施率 :９５％

　オレンジリボンキャンペーンを実施し、虐待防止の啓
発を行います。
　生後４か月までの乳児のいる家庭を、エンゼル訪問員
が訪問する「ハローエンゼル訪問事業」を実施し、乳児
の健全育成を図ります。

目標

③  子ども・若者の自立への支援【子ども未来局】

・自立に向かっていると回答した方の割合 :６５%
・自立へ向けステップアップした人数 :６０人

　南浦和駅近くにある若者自立支援ルームにて、困難を
抱える若者が、就労や復学へ向け、より円滑な自立が果
たせるよう、支援を行っています。

目標

④  さいたま市地域の担い手養成研修
       （たまねっこ養成講座）の実施【保健福祉局】

地域の担い手の養成研修修了者 :１００名

　社会参加の促進、地域活動への関心を喚起することな
どを目的に、地域住民等を対象とした研修（講座）を実
施します。

目標

各局等が実施する事業

南区役所職員は

スマート区役所

南区５Ｓ
を実践しています！

ファイブエス

目標

①  帰宅困難者への支援【総務局】

一斉帰宅抑制推進登録事業者数 :４５件増（市全域）

　帰宅困難者の一時滞在施設の確保や必要物資の備蓄、
帰宅困難者への支援の取組を進めます。

⑤  文化施設の特性を活かした文化芸術の鑑賞機会の充実
　  【スポーツ文化局】

参加者が事業内容に満足した割合 :９０％

　市有施設最大のホールを持つ文化センターでの本格的
な音楽鑑賞事業を実施します。

目標

❼  ウォーキングイベント・ウォーキング教室の開催
       【コミュニティ課】

→  「４自然や歴史・文化を大切にした郷土愛をはぐくむ
　  まちづくり③」参照

❶  防犯パトロール・防犯講演会の実施【総務課】

防犯講演会及びスキルアップ講座で
「参考になった」と回答した割合：９０％以上

　青色防犯パトロールを週
３回程度実施し、南区防犯
パトロール協議会と協働で
区内一斉防犯パトロールを
１２月に実施します。
　また、防犯に関する講演
会やパトロールにおけるス
キルアップ講座を実施し、犯罪発生の抑止を図ります。

MAP
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❷  防災展・防災講演会の実施【総務課】

「参考になった」と回答した割合：９０％以上

　風水害や地震など、災害
に対する備えや、自らを守
り地域で互いに助け合うこ
との重要性を伝えるため、
防災に関する展示会や講演
会を実施します。

❸  親子防災講座や防犯教室（特殊詐欺撃退）の実施【総務課】

「参考になった」と回答した割合：９０％以上

　夏休み期間中に、親子を対象とした防災講座を実施し、
防災について楽しく学ぶ機
会を提供します。
　また、高齢者を対象に、
公民館などで防犯教室を実
施し、特殊詐欺撃退等につ
いて学ぶ機会を設けます。
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２ 子どもから高齢者まで「健幸※」で元気に暮らせるまちづくり

スマート区役所南区 5S  は 5 つの行動指針
［スタイル・スマイル・ソフト・シンプル・スピーディ］
を実践する取組です。

●Style〈スタイル〉 －  清潔な身だしなみ
●Smile〈スマイル〉 －  明るいあいさつ
●Soft　〈ソフト〉 －  丁寧な言葉遣い
●Simple〈シンプル〉 －  わかりやすい説明
●Speedy〈スピーディ〉 －  素早い行動

※「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。

～区民満足度の向上を目指して～

各局等が実施する事業

①  認可保育所等の開設【子ども未来局】

令和４年度における認可保育所等の開設
南区：７か所

　増加する保育需要に対応するため、認可保育所、事業
所内保育事業所を整備します。

予定

②  児童虐待防止対策事業【子ども未来局】

ハローエンゼル訪問の実施率 :９５％

　オレンジリボンキャンペーンを実施し、虐待防止の啓
発を行います。
　生後４か月までの乳児のいる家庭を、エンゼル訪問員
が訪問する「ハローエンゼル訪問事業」を実施し、乳児
の健全育成を図ります。

目標

③  子ども・若者の自立への支援【子ども未来局】

・自立に向かっていると回答した方の割合 :６５%
・自立へ向けステップアップした人数 :６０人

　南浦和駅近くにある若者自立支援ルームにて、困難を
抱える若者が、就労や復学へ向け、より円滑な自立が果
たせるよう、支援を行っています。

目標

④  さいたま市地域の担い手養成研修
       （たまねっこ養成講座）の実施【保健福祉局】

地域の担い手の養成研修修了者 :１００名

　社会参加の促進、地域活動への関心を喚起することな
どを目的に、地域住民等を対象とした研修（講座）を実
施します。

目標

南区役所職員は

スマート区役所

南区５Ｓ
を実践しています！

ファイブエス

⑤  文化施設の特性を活かした文化芸術の鑑賞機会の充実
　  【スポーツ文化局】

参加者が事業内容に満足した割合 :９０％

　市有施設最大のホールを持つ文化センターでの本格的
な音楽鑑賞事業を実施します。

目標

❼  ウォーキングイベント・ウォーキング教室の開催
       【コミュニティ課】

→  「４自然や歴史・文化を大切にした郷土愛をはぐくむ
　  まちづくり③」参照

MAP
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２ 子どもから高齢者まで「健幸※」で元気に暮らせるまちづくり

スマート区役所南区 5S  は 5 つの行動指針
［スタイル・スマイル・ソフト・シンプル・スピーディ］
を実践する取組です。

●Style〈スタイル〉 －  清潔な身だしなみ
●Smile〈スマイル〉 －  明るいあいさつ
●Soft　〈ソフト〉 －  丁寧な言葉遣い
●Simple〈シンプル〉 －  わかりやすい説明
●Speedy〈スピーディ〉 －  素早い行動

※「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。

❺  認知症に対する普及啓発活動の推進【高齢介護課】

認知症の方の気持ちや接し方について「理解でき
た」と回答した割合：８０％以上

　認知症サポーターの養成講座を開催し、認知症につい
て正しい理解を広めるとともに、認知症の方やその家族
を支援する認知症サポーターを養成することで、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
ます。 

※地域運動支援員とは…指定講座修了者に対して市長が委嘱し、
すこやか運動教室や自主グループの支援などの活動をしています。

～区民満足度の向上を目指して～

各局等が実施する事業

①  認可保育所等の開設【子ども未来局】

令和４年度における認可保育所等の開設
南区：７か所

　増加する保育需要に対応するため、認可保育所、事業
所内保育事業所を整備します。

予定

②  児童虐待防止対策事業【子ども未来局】

ハローエンゼル訪問の実施率 :９５％

　オレンジリボンキャンペーンを実施し、虐待防止の啓
発を行います。
　生後４か月までの乳児のいる家庭を、エンゼル訪問員
が訪問する「ハローエンゼル訪問事業」を実施し、乳児
の健全育成を図ります。

目標

③  子ども・若者の自立への支援【子ども未来局】

・自立に向かっていると回答した方の割合 :６５%
・自立へ向けステップアップした人数 :６０人

　南浦和駅近くにある若者自立支援ルームにて、困難を
抱える若者が、就労や復学へ向け、より円滑な自立が果
たせるよう、支援を行っています。

目標

④  さいたま市地域の担い手養成研修
       （たまねっこ養成講座）の実施【保健福祉局】

地域の担い手の養成研修修了者 :１００名

　社会参加の促進、地域活動への関心を喚起することな
どを目的に、地域住民等を対象とした研修（講座）を実
施します。

目標

南区役所職員は

スマート区役所

南区５Ｓ
を実践しています！

ファイブエス

⑤  文化施設の特性を活かした文化芸術の鑑賞機会の充実
　  【スポーツ文化局】

参加者が事業内容に満足した割合 :９０％

　市有施設最大のホールを持つ文化センターでの本格的
な音楽鑑賞事業を実施します。

目標

❻  体操を活用した介護予防の推進【高齢介護課】

参加者数（延べ人数）：３,６００人

　いきいき百歳体操を学ぶ「ますます元気教室」や、そ
の指導者の養成を目的とした「いきいきサポーター養成
講座」の開催に加え、地域で活動する自主グループ同士
が情報交換等を行う交流会を開催します。
　また、「すこやか運動教室」等に地域運動支援員※を派
遣し、体操を活用した介護予防を進めます。

❼  ウォーキングイベント・ウォーキング教室の開催
       【コミュニティ課】

→  「４自然や歴史・文化を大切にした郷土愛をはぐくむ
　  まちづくり③」参照

❹  若い世代からの健康づくりの推進【保健センター】

「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

　若い世代をターゲットとした健康づくり教育事業を実
施し、講義や実技を通して
健康の意識が高まるよう支
援を行うとともに、健康に
関する啓発ポスターの掲出
やＳＮＳでの情報発信によ
り、若い世代からの健康づ
くりを進めます。
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　市有施設最大のホールを持つ文化センターでの本格的
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３ 安全・安心なまちづくり ４ 自然や歴史・文化を大切にした郷土愛をはぐくむまちづくり
南区が実施する事業 南区が実施する事業

各局等が実施する事業

①  帰宅困難者への支援【総務局】

一斉帰宅抑制推進登録事業者数 :４５件増（市全域）

　帰宅困難者の一時滞在施設の確保や必要物資の備蓄、
帰宅困難者への支援の取組を進めます。

目標

②  交通安全施設設置の推進【市民局】

道路照明施設（公衆街路灯）の設置数：６００灯（市全域）

　市民からの要望が多い場所や、事故・犯罪が起こりや
すい場所を中心に、交通事故データを活用し、交通安全
施設を設置します。

各局等が実施する事業

①  街なかにおける緑の創出【都市局】

市民ボランティアが管理する公共花壇の面積
（市全体で９,０００㎡）を維持

　市民協働により公共空間の花の植栽に取り組むととも
に、助成事業などによる民有地の緑化を推進します。
　また、緑に関する講習会の開催等による市民の意識啓
発に取り組みます。

目標

目標

❶  区の花「ヒマワリ」を生かしたまちづくり事業の実施
　   【コミュニティ課】

「南区の花が “ヒマワリ” と知っている」と
回答した割合：７０％以上

　区民の郷土意識の醸成と、区のイメージアップを図る
ため、区の花「ヒマワリ」の認知度を高める取組を展開
します。ヒマワリの植栽やヒマワリ絵画パネルの設置の
ほか、区内の小学校新入生にヒマワリ啓発グッズを配布
します。

❶  防犯パトロール・防犯講演会の実施【総務課】

防犯講演会及びスキルアップ講座で
「参考になった」と回答した割合：９０％以上

　青色防犯パトロールを週
３回程度実施し、南区防犯
パトロール協議会と協働で
区内一斉防犯パトロールを
１２月に実施します。
　また、防犯に関する講演
会やパトロールにおけるス
キルアップ講座を実施し、犯罪発生の抑止を図ります。

目標

❹  避難所の開設訓練と運営訓練の実施【総務課】

「役に立つ」と回答した割合：９０％以上

　避難者の受入体制を強化する開設訓練を区内全避難所
３１か所で実施します。そ
のうち５か所において地域
住民が運営する避難所運営
委員会が企画した、より実
践的な運営訓練を実施し
ます。

目標

❺  子どもの交通事故防止に向けた取組の推進【くらし応援室】

小学生ヒヤリハットマップの危険箇所の検証
検証校：南区内１４小学校の内５校以上
（３年で全校検証）

　子どもの交通事故防止を図るため、
区内全１４小学校等と協働で作製した
小学生ヒヤリハットマップを活用し
て、学校及び警察等と危険箇所の改善
に向けた現場の検証を行
います。

小学生向けヒヤリハットマップホームページ

防犯講演会

❷  防災展・防災講演会の実施【総務課】

「参考になった」と回答した割合：９０％以上

　風水害や地震など、災害
に対する備えや、自らを守
り地域で互いに助け合うこ
との重要性を伝えるため、
防災に関する展示会や講演
会を実施します。

南区防災展

目標

❻  高齢者の交通事故防止に向けた取組の推進
　    【くらし応援室】

高齢者ヒヤリハットマップの危険箇所の検証
検証地区：南区内老人クラブ７地区の内２地区以上
（３年で全地区検証）

　高齢者の交通事故防止を図るため、老人クラブと協働
で作製した高齢者ヒヤリ
ハットマップを活用して、
交通安全講座を開催すると
ともに、新たに危
険箇所の改善に向
けた現場の検証を
行います。 高齢者向けヒヤリハットマップホームページ

❸  親子防災講座や防犯教室（特殊詐欺撃退）の実施【総務課】

「参考になった」と回答した割合：９０％以上

　夏休み期間中に、親子を対象とした防災講座を実施し、
防災について楽しく学ぶ機
会を提供します。
　また、高齢者を対象に、
公民館などで防犯教室を実
施し、特殊詐欺撃退等につ
いて学ぶ機会を設けます。

親子防災講座

避難所運営訓練の様子
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３ 安全・安心なまちづくり ４ 自然や歴史・文化を大切にした郷土愛をはぐくむまちづくり
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小学生ヒヤリハットマップを活用し
て、学校及び警察等と危険箇所の改善
に向けた現場の検証を行
います。

小学生向けヒヤリハットマップホームページ

防犯講演会

目標

❷  防災展・防災講演会の実施【総務課】

「参考になった」と回答した割合：９０％以上

　風水害や地震など、災害
に対する備えや、自らを守
り地域で互いに助け合うこ
との重要性を伝えるため、
防災に関する展示会や講演
会を実施します。

南区防災展

目標

❻  高齢者の交通事故防止に向けた取組の推進
　    【くらし応援室】
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検証地区：南区内老人クラブ７地区の内２地区以上
（３年で全地区検証）

　高齢者の交通事故防止を図るため、老人クラブと協働
で作製した高齢者ヒヤリ
ハットマップを活用して、
交通安全講座を開催すると
ともに、新たに危
険箇所の改善に向
けた現場の検証を
行います。 高齢者向けヒヤリハットマップホームページ

目標

❸  親子防災講座や防犯教室（特殊詐欺撃退）の実施【総務課】

「参考になった」と回答した割合：９０％以上

　夏休み期間中に、親子を対象とした防災講座を実施し、
防災について楽しく学ぶ機
会を提供します。
　また、高齢者を対象に、
公民館などで防犯教室を実
施し、特殊詐欺撃退等につ
いて学ぶ機会を設けます。

親子防災講座

避難所運営訓練の様子

4

３ 安全・安心なまちづくり
南区が実施する事業
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１２月に実施します。
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キルアップ講座を実施し、犯罪発生の抑止を図ります。
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３１か所で実施します。そ
のうち５か所において地域
住民が運営する避難所運営
委員会が企画した、より実
践的な運営訓練を実施し
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5

４ 自然や歴史・文化を大切にした郷土愛をはぐくむまちづくり
南区が実施する事業

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。

各局等が実施する事業

①  街なかにおける緑の創出【都市局】

市民ボランティアが管理する公共花壇の面積
（市全体で９,０００㎡）を維持

　市民協働により公共空間の花の植栽に取り組むととも
に、助成事業などによる民有地の緑化を推進します。
　また、緑に関する講習会の開催等による市民の意識啓
発に取り組みます。

②  文化芸術活動の場となる施設の充実【スポーツ文化局】

文化施設利用者の満足度：６７％

　文化芸術活動を支える中心的役割の拠点施設（文化セ
ンター）に機能移転後の市民会館うらわ及び市民会館お
おみやを加え、拠点機能を強化するとともに、拠点施設
間及び他の文化施設との有機的連携を構築し、文化芸術
活動環境の充実を図ります。

目標

❶  区の花「ヒマワリ」を生かしたまちづくり事業の実施
　   【コミュニティ課】

「南区の花が “ヒマワリ” と知っている」と
回答した割合：７０％以上

　区民の郷土意識の醸成と、区のイメージアップを図る
ため、区の花「ヒマワリ」の認知度を高める取組を展開
します。ヒマワリの植栽やヒマワリ絵画パネルの設置の
ほか、区内の小学校新入生にヒマワリ啓発グッズを配布
します。

目標

❷  「プランターで始めるガーデニング教室」の開催
　   【コミュニティ課】

「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

　民有地の緑化に積極的に
取り組み、緑を増やすため、
区の花「ヒマワリ」をはじ
めとした季節の花等を題材
に、プランターを活用した
栽培教室を開催します。

MAP
G H

ガーデニング教室

円形花壇

ヒマワリ絵画パネル

目標

❸  ウォーキングイベント・
　   ウォーキング教室の開催【コミュニティ課】

「参加してよかった」と回答した割合：８０％以上

　ウォーキングイベントを
通じ、歴史ある地域資源な
ど、区の魅力を発見すると
ともに、ウォーキング教室
による参加者間の交流や健
康づくりを進めます。

醫王寺
いおうじ
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取り組み、緑を増やすため、
区の花「ヒマワリ」をはじ
めとした季節の花等を題材
に、プランターを活用した
栽培教室を開催します。

MAP
G H

ガーデニング教室

円形花壇

ヒマワリ絵画パネル

目標

❸  ウォーキングイベント・
　   ウォーキング教室の開催【コミュニティ課】

「参加してよかった」と回答した割合：８０％以上

　ウォーキングイベントを
通じ、歴史ある地域資源な
ど、区の魅力を発見すると
ともに、ウォーキング教室
による参加者間の交流や健
康づくりを進めます。

醫王寺
いおうじ

5

４ 自然や歴史・文化を大切にした郷土愛をはぐくむまちづくり
南区が実施する事業

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。

各局等が実施する事業

①  街なかにおける緑の創出【都市局】

市民ボランティアが管理する公共花壇の面積
（市全体で９,０００㎡）を維持

　市民協働により公共空間の花の植栽に取り組むととも
に、助成事業などによる民有地の緑化を推進します。
　また、緑に関する講習会の開催等による市民の意識啓
発に取り組みます。

目標

②  文化芸術活動の場となる施設の充実【スポーツ文化局】

文化施設利用者の満足度：６７％

　文化芸術活動を支える中心的役割の拠点施設（文化セ
ンター）に機能移転後の市民会館うらわ及び市民会館お
おみやを加え、拠点機能を強化するとともに、拠点施設
間及び他の文化施設との有機的連携を構築し、文化芸術
活動環境の充実を図ります。

目標

目標

❶  区の花「ヒマワリ」を生かしたまちづくり事業の実施
　   【コミュニティ課】

「南区の花が “ヒマワリ” と知っている」と
回答した割合：７０％以上

　区民の郷土意識の醸成と、区のイメージアップを図る
ため、区の花「ヒマワリ」の認知度を高める取組を展開
します。ヒマワリの植栽やヒマワリ絵画パネルの設置の
ほか、区内の小学校新入生にヒマワリ啓発グッズを配布
します。

目標

❷  「プランターで始めるガーデニング教室」の開催
　   【コミュニティ課】

「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

　民有地の緑化に積極的に
取り組み、緑を増やすため、
区の花「ヒマワリ」をはじ
めとした季節の花等を題材
に、プランターを活用した
栽培教室を開催します。

MAP
G H

ガーデニング教室

円形花壇

ヒマワリ絵画パネル

目標

❸  ウォーキングイベント・
　   ウォーキング教室の開催【コミュニティ課】

「参加してよかった」と回答した割合：８０％以上

　ウォーキングイベントを
通じ、歴史ある地域資源な
ど、区の魅力を発見すると
ともに、ウォーキング教室
による参加者間の交流や健
康づくりを進めます。

醫王寺
いおうじ



6

５ 都市環境が整った快適なまちづくり
南区が実施する事業

❶  道路や交通安全施設の修繕の実施【くらし応援室】　

区民からの要望受付後の初期対応：３開庁日以内

　快適な生活環境を整えるため、道路や交通安全施設の
迅速な初期対応を行い、速やかに修繕を実施します。

目標

各局等が実施する事業

①  環境美化の推進【環境局】

環境美化活動（市民清掃活動）の参加者数：
９８,２００人（市全体）

　「環境美化重点区域」及び「路上喫煙禁止区域」に指定
した南浦和駅及び武蔵浦和駅周辺において、環境美化指
導員による指導啓発等を行います。
　また、ポイ捨て防止対策及び市民参加による清掃活動
を継続的に実施します。

目標

⑤  学校トイレ洋式化推進事業【教育委員会事務局】

令和４年度末トイレ洋式化率目標：７９．５％
辻小、大谷口小、浦和大里小、善前小、向小、岸中
で実施

　給排水管を含めた全面的なトイレ改修工事を行い、トイ
レの洋式化を推進します。　　

予定

②  市街地開発事業の推進（副都心）【都市局】

意見交換会等の開催
地元調整（準備組合との打合せ）の実施

　武蔵浦和駅第７－１街区において、まちづくりの方向
性についての意見交換会等を行います。
　また、武蔵浦和駅第８－２街区においては、事業推進
に向けた地元調整を行います。

予定

④  幹線道路整備の推進【建設局】

田島大牧線の整備の推進

　都市活動を支える道路交通ネットワークを形成するた
め、幹線道路整備を効率的かつ効果的に推進します。

予定

③  東浦和第二土地区画整理事業（市施行）【都市局】

事業進捗率：６０．２％　
道路整備率：３１．６％

　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。

目標

MAP
J

MAP
I

道路修繕

田島大牧線

１ 人と地域が結び付く、活力あふれるまちづくり

南区の将来像
「にぎわい」と「安心」が調和する

 住んでよかったまち

　『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ご意見を伺い、事業の見直し、改善に繋げて
いきます。

※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。

❶  「南区ふるさとふれあいフェア」の開催【コミュニティ課】　

「楽しかった」と回答した割合：９０％以上

　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進めます。

【開催予定日】　令和４年１０月８日（土）
【会場】　浦和競馬場

①  自治会への加入促進【市民局】

自治会加入世帯増加数 :２,０００世帯増（市全域）

　地域コミュニティ活性化のため、自治会への加入啓発活
動や自治会に関する情報発信、自治会活動への支援等を行
います。

令和４年度　さいたま市

のまちづくり南区南区

南区公式ホームページ 南区公式ツイッター

南区の将来像
「にぎわい」と「安心」が調和する

 住んでよかったまち

　『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ご意見を伺い、事業の見直し、改善に繋げて
いきます。

※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。

この「令和４年度さいたま市南区のまちづくり」は、4,000 部作成し、1部あたりの印刷経費は 38.5 円です。

令和４年度　さいたま市

のまちづくり南区南区

南区公式ホームページ 南区公式ツイッター

おくやみ窓口の設置
　ご遺族の負担を軽減するため、区役所内における主な

死亡時の手続を一体的に行う窓口を設置します。

令和４年９月設置予定
設置場所：南区役所区民課

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



G

I

C

越

～区民満足度の向上を目指して～

Ⓐ１－① 「南区ふるさとふれあいフェア」の開催（浦和競馬場）
Ⓑ２－② 「お気軽！子育て相談」の実施（浦和別所児童センター）
ⓒ２－②　　　　　　　〃　　　　　　（文蔵児童センター）
Ⓓ２－②  　　　　　　　〃 　　　　　 （子育て支援センターみなみサウスピア１階）
Ⓔ２－❸ 子ども・若者の自立への支援（若者自立支援ルーム）
Ⓕ２－❺ 文化施設の特性を活かした文化芸術の鑑賞機会の充実（文化センター）
Ⓖ４－① 区の花「ヒマワリ」を生かしたまちづくり事業の実施（ヒマワリ絵画パネル・ヒマワリ通り）
Ⓗ４－① 　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　  （ヒマワリスポット・別所沼公園）
Ⓘ５－❸ 東浦和第二土地区画整理事業（市施行）
Ⓙ５－❹ 幹線道路整備の推進（田島大牧線：別所・太田窪）

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
電話：048-844-7123   FAX：048-844-7270

この「令和４年度さいたま市南区のまちづくり」は、4,000 部作成し、1部あたりの印刷経費は 38.5 円です。

福祉まるごと相談窓口の設置
　生活にお困りの方や福祉のさまざまな課題を抱えた方

などの相談を包括的に受け止め、相談内容に応じた必要

な支援のコーディネートを行います。

令和４年６月設置予定
設置場所：南区役所福祉課

おくやみ窓口の設置
　ご遺族の負担を軽減するため、区役所内における主な

死亡時の手続を一体的に行う窓口を設置します。

令和４年９月設置予定
設置場所：南区役所区民課ホームページ

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

南区MAP 
令和４年度　
南区の主な事業の実施箇所
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1

１ 人と地域が結び付く、活力あふれるまちづくり

MAP
A

❶  「南区ふるさとふれあいフェア」の開催【コミュニティ課】　

「楽しかった」と回答した割合：９０％以上

　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進めます。

【開催予定日】　令和４年１０月８日（土）
【会場】　浦和競馬場

南区が実施する事業

各局等が実施する事業

①  自治会への加入促進【市民局】

自治会加入世帯増加数 :２,０００世帯増（市全域）

　地域コミュニティ活性化のため、自治会への加入啓発活
動や自治会に関する情報発信、自治会活動への支援等を行
います。

目標

目標

②  コミュニティ・スクール※（学校運営協議会制度）の推進
       【教育委員会事務局】

南区内の全ての市立学校でコミュニティ・スクー
ルを実施

　コミュニティ・スクールを推進することで、地域全体で
子どもたちの成長を支えていく環境を整えます。

※コミュニティ・スクールとは…学校・家庭・地域が目標やビジョ
ンを共有・連携・協働し「地域とともにある学校づくり」に向け
て様々な取組を行うことを指します。

目標

❸  南区まちづくり功労者顕彰事業の実施【コミュニティ課】

「活動を続けてきてよかった」と回答した割合：
９０％以上

　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
に感謝の気持ちを
伝え、その功績を
讃えるため、感謝
状を贈呈するとと
もに、広く活動を
周知します。

目標

南区まちづくり功労者顕彰式

❷  「ヒマワリミーティング」の開催【コミュニティ課】

「参加してよかった」と回答した割合：９０％以上

　区の特色あるま
ちづくりを進めるた
め、区民から広く意
見等を聴取する機会
として「ヒマワリ
ミーティング」を開
催します。　　　

目標

ヒマワリミーティング

ダンボール迷路

消防ブース

G

I

C

越

～区民満足度の向上を目指して～

Ⓐ１－① 「南区ふるさとふれあいフェア」の開催（浦和競馬場）
Ⓑ２－② 「お気軽！子育て相談」の実施（浦和別所児童センター）
ⓒ２－②　　　　　　　〃　　　　　　（文蔵児童センター）
Ⓓ２－②  　　　　　　　〃 　　　　　 （子育て支援センターみなみサウスピア１階）
Ⓔ２－❸ 子ども・若者の自立への支援（若者自立支援ルーム）
Ⓕ２－❺ 文化施設の特性を活かした文化芸術の鑑賞機会の充実（文化センター）
Ⓖ４－① 区の花「ヒマワリ」を生かしたまちづくり事業の実施（ヒマワリ絵画パネル・ヒマワリ通り）
Ⓗ４－① 　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　  （ヒマワリスポット・別所沼公園）
Ⓘ５－❸ 東浦和第二土地区画整理事業（市施行）
Ⓙ５－❹ 幹線道路整備の推進（田島大牧線：別所・太田窪）

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
電話：048-844-7123   FAX：048-844-7270

この「令和４年度さいたま市南区のまちづくり」は、4,000 部作成し、1部あたりの印刷経費は 38.5 円です。

⑤  学校トイレ洋式化推進事業【教育委員会事務局】

令和４年度末トイレ洋式化率目標：７９．５％
辻小、大谷口小、浦和大里小、善前小、向小、岸中
で実施

　給排水管を含めた全面的なトイレ改修工事を行い、トイ
レの洋式化を推進します。　　

④  幹線道路整備の推進【建設局】

田島大牧線の整備の推進

　都市活動を支える道路交通ネットワークを形成するた
め、幹線道路整備を効率的かつ効果的に推進します。

福祉まるごと相談窓口の設置
　生活にお困りの方や福祉のさまざまな課題を抱えた方

などの相談を包括的に受け止め、相談内容に応じた必要

な支援のコーディネートを行います。

令和４年６月設置予定
設置場所：南区役所福祉課

おくやみ窓口の設置
　ご遺族の負担を軽減するため、区役所内における主な

死亡時の手続を一体的に行う窓口を設置します。

令和４年９月設置予定
設置場所：南区役所区民課ホームページ

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

南区MAP 
令和４年度　
南区の主な事業の実施箇所

MAP
J

J
I
H
G
F
E
D
C
B
A


