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ゴルフ場

水と緑と花のまち

平成29年度  さいたま市  西区

区長マニフェスト
－ 区の将来像 －

豊かな自然と歴史文化を活かす
すべての人と生活にやさしい潤いあるまちづくり

区民の皆様へ
　西区役所は区の将来像である「水と緑と花のまち」～豊かな自然と歴
史文化を活かす、すべての人と生活にやさしい潤いあるまちづくり～ を
目指し、 「安全・安心」 「活力」 「子育て」 「健康・長寿」 「明るい区役所づく
り」の５つを平成２９年度施策の柱とし、区民の皆様と力を合わせ、各
種事業に取り組むとともに、親しみやすい区役所づくりに努めて
まいります。

平成29年4月　西区長
岡村　彰

編集・発行
〒331-8587  西区大字指扇3743
さいたま市西区役所区民生活部総務課
電話 : 048-620-2613  FAX : 048-620-2760

この「平成29年度さいたま市西区区長マニフェスト」は、
3,000部作成し、1部あたりの印刷経費は63円です。

　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

区長マニフェストとは？
　『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。

❶ 公認グラウンド・
ゴルフ場整備事業

【保健福祉局】

　高齢者の生きがいづくりを推進するととも
に、市民の健康の増進を図るため、西区宝来
の市有地に、公認グラウンド・ゴルフ場を整備
します。

【実施予定等】
　平成２９年度：整備工事、指定管理者の指定、
　　　　　　 開設準備
　平成３０年度：開所（４月）

❸ 放課後児童健全
育成施設整備事業

【子ども未来局】

　待機児童の解消及び育成支援の環境改善
を図るとともに、学校施設を利用した施設整
備を行います。

【実施予定等】
　馬宮西小：平成２９年度学校施設改修
　　　　　 （平成３０年度開設）

❷ 準用河川改修事業
　浸水被害を軽減し、流域住民の安全を守
るため、準用河川の改修を推進します。

整備率（平成２７年度末）
　滝沼川：９６％
　新　川：２９％

【建設局】

❹ 西部文化センター
中規模修繕

【市民局】

　西部文化センターの老朽化に伴い、改修
工事を実施します。

【実施予定等】
　工事期間：平成２９年８月～平成３０年３月（予定）

学校施設改修等
推進事業

【教育委員会事務局】

　良好な学習環境を確保するため、老朽化
した校舎等の改修を行います。

【実施予定等】
　宮前小：外壁改修工事  指扇北小：外壁改修工事
　植水中：外壁改修工事  馬宮東小：プール改修工事
　指扇小：屋上・外壁、敷地東側外柵等改修工事

❺ 大宮けんぽグラウンド
活用事業

【スポーツ文化局】

　市民がスポーツをする環境をより充実させ
るため、大宮けんぽグラウンドの空区画を借り
上げ、市民スポーツの振興を図ります。

【実施予定等】
　平成２９年度：大宮けんぽグラウンド（空区画）の

借り上げ、市民利用開始、イベント・
大会等の実施　外

❻

西区内で予定されている
本市の主な事業
西区内で予定されている
本市の主な事業
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子育て 

明るい区役所づくり

健康・長寿

子育て支援のための相談や事業を実施します。

親しみやすく、利用しやすい区役所を目指します。

健康づくり・高齢者の生きがいづくりのための事業を実施します。

 •  西区ふれあいまつり
区民がふれあう機会をつくり、地域の連帯を深めるため、区民みんなが親しめるふれあいまつり
を開催します。

協力団体数40団体

 •  駅からハイキング
西区の豊かな自然や文化財、花の名所などの観光資源を生かして、区内外に情報を発信する
とともに、新たな来訪者を増やし区民との交流を深めます。

参加者数1,000人

 •  区の花アジサイＰＲ
アジサイの展示・鑑賞や区内のアジサイまつり等のイベント周知を通じて、区の花「アジサイ」
をＰＲします。

ＰＲ機会15回

 •  西来るフェスタ
西区の地域資源である荒川河川敷や荒川サイクリングロードを活用し、自転車に親しめる
「西来るフェスタ」を開催します。

参加型サイクルイベント参加者数250人

 •  西区少年少女サッカー教室
大宮アルディージャコーチングスタッフによる西区少年少女サッカー教室をアルディージャ
練習場で開催します。

参加者数120人

 •  交通安全対策事業

交通事故防止及び犯罪から身を守るため、小学校通学路の危険箇所を表示した「ヒヤリ
ハットマップ」を作成し全児童に配布します。

（２）ヒヤリハットマップの作成配布 ３校で作成

毎月24（にし）日を「西区自転車マナーアップの日」として、駅や商業施設などで自転車の
正しい乗り方の啓発活動を行ないます。

（３）自転車利用マナーアップ啓発 年８回

（１）ＬＥＤ街路灯の設置
省エネで二酸化炭素の排出量を抑え、環境に優しいＬＥＤ街路灯を設置します。

ＬＥＤ街路灯の設置割合60％以上

防災意識の向上を図るため、防災リーダーや区民を対象とした防災研修会を開催します。
（２）防災研修会 参加者数200人

 •  減災事業
（１）避難所運営訓練

災害時に開設する避難所の運営が円滑に行えるよう、避難所運営訓練を実施します。
19ヶ所で実施

区内の安全・安心を推進するため、区役所職員による青色防犯パトロールを実施します。
（２）青色防犯パトロール 年140回

 •  防犯啓発事業
（１）防犯のつどい

防犯意識の向上を図るため、防犯リーダーや区民を対象とした防犯のつどいを開催し
ます。

参加者数250人

活力 地域資源を活用した、魅力あるまちづくり事業を実施します。

安全・安心 防災・防犯意識の向上と、生活環境の整備を行います。

 •  ピアショップ
市内の障害者支援施設を利用する方と施設職員が、手作りのパンや焼き菓子、手芸品等を
販売する「ピアショップ」を市民ホールで開設します。

毎週開設

 •  西区さわやかサービスの推進
区民サービスのさらなる向上を図るため、区民が利用しやすいサービス提供体制に努めます。

改善件数１０件

 •  市民ホール等の有効活用
親しみやすい区役所を目指し、市民ホール等を活用して、ロビーコンサートや写真展等を開催
します。

年15回

 •  西区すくすくキッズ写真館
来庁者が区役所に親しみを持っていただくため、西区の元気な子どもたちの写真をパネル展示
します。

子どもの写真３０人掲示新規

 •  ウォーキング講習会
ウォーキングを健康づくりに役立てるとともに、西区の魅力再発見に繋げるため、ウォーキング
講習会を開催します。

年２回

 •  健康！ほっとステーション
健康づくりに役立つ「ほっと」な情報を発信します。

毎月更新

 •  すこやか運動教室
高齢者の健康づくりと介護予防のため、すこやか運動教室を開催します。

参加者数950人

 •  アクティブチケットの交付
高齢者の外出意欲を促進するため、アクティブチケットを交付します。

交付者数1,800人

 •  長寿応援ポイント事業
高齢者の健康づくりや生きがいづくりを目的とした団体活動や健康サークル活動等を支援
します。

新規登録者数200人

 •  かがやく女性のためのＨＡＰＰＹエイジング
いつまでもかがやく女性を応援するため、自分の体の見直し方などの健康づくり教室を開催
します。

2回開催新規

 •  西区健幸フェスティバル
「毎日いきいき暮らして健康寿命を延伸しよう」をテーマに、高齢者を対象とした西区健幸
フェスティバルを開催します。

参加者数120人拡大

 •  西区子育て応援フェア
保育園などの子育て支援施設の情報提供や育児相談など、地域の子育て世帯を支援するため、
「子育て応援フェア」を開催します。

参加者数３００人

 •  子育てサロンの充実
子育てサロンの充実を図るため、家庭児童相談員をサロンに派遣し、子育てに関する悩みや
育児に関する相談等を実施します。

年３６回

 •  西区子育てNAVI（西区内の子育て団体を紹介）  
子育て支援に関する団体で構成された「西区子育て支援ネットワーク協議会」の各団体等を
紹介するリーフレットを作成し、子育て世帯へ案内します。

リーフレット発行新規

 •  子どものつくるまち「ミニ西区」
子どもたちに社会の仕組みが学べる場を提供するため、子どもがつくるまち「ミニ西区」を開催
します。

参加者数３００人新規

サ イ ク ル
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