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区役所窓口サービス向上への取組
区民の皆様に信頼され親しまれる区役所を目指し、

✿親切で丁寧な対応
✿分かりやすい説明
✿正確で迅速な対応
✿積極的な情報発信

を全職員が心掛け、窓口サービスを提供します。

「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。

　区民の皆様には、日頃から桜区の
まちづくりに、ご支援をいただき
ありがとうございます。
　桜区では、主要な取組として４つ
の柱を掲げ、区民の皆様と協働して、
今年100周年を迎えた「田島ケ原
サクラソウ自生地」の啓発や「区民
ふれあいまつり」など様々な事業に
取り組み、区の将来像である「三世代
がつくる元

げん

気
き

印
じるし

のまち」の実現を
目指してまいります。

区民のみなさまへ

　　　　令和２年４月
桜区長　池田　智二
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令和２年度  桜区内で予定されている市の主な事業

❼ 公園整備事業
　　《都市局》
（南元宿２丁目地内）
住環境向上のため公園の整
備を行います。

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

❾ 橋りょう維持事業
　　《建設局》
さいたま東村山線（さくら草橋）
地震時における橋の安全性を確保す
るため、耐震補強工事を行います。

� 橋りょう維持事業
　　《建設局》
国道463号線（羽根倉橋）
地震時における橋の安全性
を確保するため、耐震補強
工事を行います。

1

❶ スマイルロード
整備工事

　　《建設局》
(大字昭和地内)
道路の安全性・利便性向上
のため道路整備を行います。

❽ 準用河川油面川
排水機場建設工事

　　《建設局》
（道場５丁目地内）
地域の浸水被害軽減のた
め、鴨川へ強制排水する排
水機場を整備します。

2

❷ 道路修繕工事
　　《建設局》
一般県道宗岡さいたま線
（大字上大久保地内）
道路の安全性向上のため、車
道の舗装打替えを行います。

さいたま市
PRキャラクター
つなが竜ヌゥ

❻ 街路整備事業
　　《建設局》
道場三室線
（西堀９丁目地内外）
交通渋滞緩和のため、東西
交通の骨格となる道場三室
線を整備します。
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3

❸ ゾーン30対策事業
　　《建設局》
（中島１・２・３丁目地区外）
生活道路における歩行者等
の安全対策を実施します。

4
5

❺ 街路整備事業
　　《都市局》
南与野駅南通り線
（西堀10丁目地内）
生活環境向上のため道路整
備を行います。

❹ 公園整備事業
　　《都市局》
（西堀10丁目地内）
自然景観を生かした水辺緑
地の整備を行います。

さいたま市総合防災訓練・
防災フェア　《総務局》
日にち：令和２年10月31日(土)
会　場：荒川総合運動公園（在家地内）
時　間：９時30分から12時00分
	 （防災フェアは12時30分まで）



1 新規 	「田島ケ原サクラソウ自生地」100周年の啓発	 10事業

国の天然記念物指定100年を記念した事業に取り組みます。

2 サクラ・スポレク 来場者の満足度90％以上
豊かな自然の中、親子や参加者同士の交流を図るためのイベントを開催し
ます。

3 魅力発見ウォーキング　 参加者の満足度90％以上

桜区の魅力を、広く区外の方にも発信するためのイベントを開催します。

4「区の花サクラソウ」の普及啓発　 受講者の満足度90％以上

サクラソウ講習会や巡回写真展などを実施します。

5 道路等のパトロール　 自主点検180箇所

生活環境の向上のため、道路等の点検を実施し、維持管理を行います。

豊かな自然環境などの地域資源を生かし、にぎわいを創出する事業や、生活環境の向上に必要な事
業を実施します。

1 防災啓発事業	 アンケートで「参考になった」90％以上

自主防災組織や防災アドバイザーなどと連携し、水害対策勉強会やイベン
トを実施します。

2 避難所開設・運営訓練	 アンケートで「参考になった」90％以上

地域防災力向上を目指し、地震・水害に備えた実践的な訓練を実施します。

3 新規 	いきいきシニア自転車運転講習会 受講者の満足度90％以上

高齢者の自転車事故を防止するため、警察との連携による講習会を開催し
ます。

4 交通安全・防犯啓発事業	 アンケートで「参考になった」90％以上

交通安全・防犯意識の向上のため、警察などとの連携により街頭啓発やイ
ベントを実施します。

5 青色防犯パトロール 週３回以上

子どもたちの見守りなど、地域の安全向上のため、巡回パトロールを実施
します。

地域の人々との協働により、地震・風水害対策の強化につながる事業や交通安全・防犯啓発事業を
行います。

1 区民ふれあいまつり 来場者の満足度90％以上

地域コミュニティ醸成のため、区民との協働により開催します。

2 桜みんなのコンサート 来場者の満足度90％以上

気軽に身近に音楽とふれあうことのできるコンサートを開催します。

3 埼玉大学との連携 ８事業

埼玉大学と区民との交流などを推進します。

4 区役所周辺の緑化 活動回数12回以上

区民ボランティアと協力して緑化活動を実施します。

5 桜区クリーン活動 参加団体の満足度90％以上

区民の交流の輪を広げるため、清掃活動を実施します。

地域に暮らす誰もが気軽に交流し、連携して活動することのできる機会の充実を図ります。

4‒4  区役所周辺の緑化

4‒1  区民ふれあいまつり

3‒4  交通安全・防犯啓発事業

3‒1  防災啓発事業

1‒2  サクラ・スポレク

1‒1  「田島ケ原サクラソウ自生地」100周年の啓発

1 子育て家庭応援事業 情報発信回数年12回以上
関係機関相互で情報交換を行い、安心して子育てできるよう情報の発信を
行います。

2 きらきらシルバー講座 受講者の満足度90％以上

シニア世代の健康づくりや社会参加を支援するための講座を開催します。

3 ますます元気教室　 受講者の満足度90％以上

「いきいき百歳体操」や認知症予防などを学ぶ教室を開催します。

4 アクティブチケットの利用促進 交付者数2,500人

高齢者の体力づくりや生きがいづくりを応援します。

5 のびのびウォーキング　 参加者延1,000人

区民の「健
けん

幸
こう

」づくりや仲間づくりを支援するために実施します。

子育てを応援する事業や、高齢者等の健康づくりにつながる事業を展開します。

2‒3  ますます元気教室

2‒1  子育て家庭応援事業

※青字は目標値

桜区の将来像 三世代がつくる元
げ ん

気
き

印
じるし

のまち　 　 ―自然あふれる住みよい環境―
主要な取組事項

自然と便利さが調和するまちづくり

すべての人にやさしいまちづくり

安心して暮らせる安全なまちづくり

すべての人が参加するまちづくり
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