
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

２ 市民意識調査の過去３年間の総括について 

○本調査の意義 

・平成 19 年度から実施している「さいたま市民意識調査」は、市民意識の動向や全庁的な行政課題に関し

て、正確な定量データを把握することができる唯一の仕組みである。 

→経年調査は、今後も着実に調査を積み重ねることで、将来、大きな変化が生じた際にデータを活用でき

るため、毎年度、同様の調査を実施する必要がある。 

→個別調査は、その時々の行政課題について市民の意向が把握できるとともに、「さいたま市民意識調

査」の中で実施することにより市民及び所管の負担軽減が図られ、効率的な調査が実施できることから

今後も続ける必要がある。 

 

○調査設計の見直し 

・設問項目数が多く、レイアウトも見にくいため、回答率や回答の精度に影響を受けている可能性がある。 

→設問項目数は経年調査及び個別調査、あわせて 40 問以内で調査をしていく。 

→余白を増やす、字を大きくする、イメージのしにくい設問には具体例をつける、設問の順番を考慮するな

ど、調査票を改善する必要がある。 

 

○在勤者調査の継続 

・在勤者も市民であるとの定義から調査をしており、他都市にはない特徴的な調査である。 

→在住者との比較ができることから今後も継続して実施する必要がある。 

 

○市民意識調査の活用を図る必要がある。 

→行政各分野の現状の満足度と今後の重要性については、対象となる属性の分析をさらに行い、施策に

活かす必要がある。 

→市民意識調査で何を調査し、何がわかり、施策にどう反映され、市民サービスがどう向上したのか、市

内部でも共有した上で、市民にわかりやすく示していく必要がある。 

広聴機能の強化について（さいたま市民意識調査のあり方） 

①調査時期等 

・今年度については、10 月に調査を実施し、12 月に中間報告する。また、3 月までに分析を含め

た調査結果をまとめ公表する。 

・次年度以降は、3月末までに調査項目を決定、5月に調査を実施し、7 月に中間報告する。 

また、10 月までに分析を含めた調査結果をまとめ公表する。 

 

 

②調査項目等 

・在住者調査と在勤者調査を行う。経年調査項目と個別調査項目で実施する。 

・調査項目は毎年度、都市経営戦略会議に付議して決定し、調査後に結果報告を行う。 

 

 

【在住者経年調査項目】（表 1参照） 

○2 問追加で 22 項目とする。 

・市民と行政の協働を進める視点から、「市への信頼度」「市職員のイメージ」を追加する。 

 

【在勤者経年調査項目】（表 1参照） 

○これまでと同様に 15 問で実施する。 

 

【在住者個別調査項目】 

○広聴課において毎年度、庁内照会し、検証項目に照らし合わせて案を作成する。 

・今年度は、資料 2-1「個別調査項目選定案」のとおり、7 分野 17 問とする。 

・各所管が計画策定等にあわせて実施する意識調査を照会し、今後の調査需要を把握する。 

 

 

③調査結果の分析 

・年齢・性別・職業・ライフステージ別にクロスするほか、過去の調査と比較し、分析する。 

・施策の満足度・重要度については、施策のターゲットとなる属性に焦点をあてた分析を行う。 

 

 

④調査結果の反映 

・個別調査項目の施策への反映状況について照会し、調査結果を公表する。 

 

 

⑤職員の意識づけ 

・市民意識調査データの活用、市民ニーズの把握、施策検証リサーチの必要性について理解を

深めるため、庁内を対象とした研修を実施する。 

 

 

⑥インターネット調査の導入検討 

・個別調査項目の選定外になった項目や突発的に調査が必要となる項目に対応するため、イン

ターネット調査の導入を検討する。 

３ 市民意識調査の今後の対応方針について 

平成 22 年 8月 23 日（月） 

都市経営戦略会議 資料１ 

市長公室広聴課 

（現状及び課題） 

わたしの提案、タウンミーティング、パブリック・コメント、コールセンター、市民意識調査など様々な手法で

市民の声を聴いているが、蓄積したデータの活用が不十分であり、市民意見がどのように市政に反映された

かがわかりにくくなっている。また、各所管に直接寄せられる市民の声についても集約して市政に反映するし

くみづくりが求められている。 

 

（強化策） 

・市民満足度を向上させるため、今年４月から市長への提案制度「わたしの提案」の回答日数の短縮を図

るため、事務処理の改善を図った。（従前平均 25 日から 14 日へ） 

・市民意識調査結果を政策に反映させるため、実施時期の前倒しなどを検討していく。 

・広聴課で聴いている市民の声を一元的に集約し、フィードバック調査を行っていく。 

・広聴課で行っている業務内容を広聴事業概要書にまとめ、公表していく。 

・「（仮称）広報マスタープラン」策定の検討の中で、全庁に寄せられる市民の声の集積・分析・反映方法な

どを具体化していく。（図１参照） 

１ 広聴機能体制の強化について 
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表１　経年調査項目案

在住者　経年調査項目 新 旧 在勤者　経年調査項目 新 旧

１　地域生活 ２　さいたま市のイメージ
①居住年数 ○ ○ ①知っているもの ○ ○

②住み心地 ○ ○ ②市のイメージ ○ ○
③定住意向 ○ ○ ③市の魅力 ○ ○

④転居したい理由 ○ ○ ④市の将来像 ○ ○

⑤希望する転居先 ○ ○ ２　暮らしなど

⑥生活満足度 ○ ○ ⑤生活満足度 ○ ○
⑦将来の生活に対する不安 ○ ○ ⑥将来の生活に対する不安 ○ ○

２　さいたま市のイメージ ３　市内での活動
⑧知っているもの ○ ○ ⑦仕事のあと立ち寄る頻度 ○ ○

⑨市のイメージ ○ ○ ⑧立ち寄る目的 ○ ○

⑩市の魅力 ○ ○ ⑨立ち寄る場所 ○ ○

⑪市の将来像 ○ ○ ⑩公共施設の利用状況 ○ ○
３　市政 ⑪ 　　利用したときの評価 ○ ○

⑫満足度（28分野） ○ ○ ⑫情報の入手方法 ○ ○
⑬重要度（28分野） ○ ○ ４　施策要望

４　市政との関わり ⑬ さいたま市への定住意向 ○ ○

⑭公共施設の利用状況 ○ ○ ⑭事業の評価（28分野） ○ ○
⑮ 　　利用したときの評価 ○ ○ ⑮今後の重要度（28分野） ○ ○

⑯ 　　利用していない理由 ○ ○

⑰情報の入手方法 ○ ○ 調査項目数 15 15
⑱市政参加のための手段 ○ ○

５　地域活動

⑲盛んな地域活動 ○ ○
⑳参加状況と参加意向 ○ ○

６　市政への信頼度（２問追加）
市への信頼度 ○
市職員のイメージ ○

調査項目数 22 20
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【個別調査項目選定案】 

○ 平成 22 年度個別調査項目について、全庁各課に対し実施希望を調査したところ、20 課所より回答があったため、検証項目に

基づき選定を実施した。 

○ 検証項目については、5 月 27 日に開催した「さいたま市民意識調査 個別調査項目選定検討会議」（出席課：企画調整課、財

政課、行財政改革推進本部、都市経営戦略室、広聴課）の結果を基に、これまでの検証項目を修正し、新たに作成した。 

 

① 検証項目  

個別調査項目検討会議前の検証項目 

①市の重要な計画等の策定・改定等が今年度又は来年度に予定されている。 

②今年度実施することが、適切な時期であると考えられる。 

③都市経営戦略会議や議会などから意識調査実施について意見があった。 

④「しあわせ倍増プラン 2009」に関連した事業である。 

⑤過去、市民意識調査の個別調査項目に採用された実績がない。 

  

新たに作成した検証項目 

①重要な計画や市の主要な政策の策定・立案・変更・廃止を行う予定がある。  

【例】個別行政分野における計画の策定・変更・廃止 

市民生活に直接かつ重大な影響を与える政策の創設・変更・廃止 

新たな政策を進めるにあたっての方向性の決定 

②「総合振興計画実施計画」または「しあわせ倍増プラン 2009」（来年度以降は行財政改革推進プランを追加予定）に基づき推進

している重要事業である。 

③調査目的及び調査項目が明確であり、かつ、設問数が 5問以内の調査で結果を確実に活用することができる。 

④調査結果を活用するためには今年度に実施することが適切である。 

⑤施策を進めていくにあたり、市民意識調査において市民意見を聴取する必要がある。 

⑥都市経営戦略会議等から市民意識調査の指示があった。 

⑦過去に市民意識調査の個別調査項目に採用された実績がない。 

 

② 選定方法  

 原則として、上記検証項目のうち、①または②と、③・④・⑤を必須項目とし、該当する検証項目が多い順に、合計の設問数が

18 問を超えないように選定する。 

 

③ 調査実施希望回答課所  

名       称 課   所   名 設問数 該当する検証項目 

1 市報に関する調査 広報課（市長公室） 3 ①、③、④、⑤、⑦ 

2 ユニバーサルデザインに関する調査 企画調整課（政策局） 1 ③ 

3 市民保養施設のあり方に関する調査 
市民総務課 

（市民・スポーツ文化局） 
2 ①、③、④、⑤、⑦ 

4 食生活と運動習慣に関する調査 健康増進課（保健福祉局） 2 ②、③、④、⑤、⑥、⑦ 

5 食の安全・安心市民アンケート 食品安全推進課（保健福祉局） 2 ⑦ 

6 
「さいたま市健康づくり協力店（栄養成分

表示店）」制度に関する調査 
地域保健支援課（保健福祉局） 3 ③、⑦ 

 

資料２－１ 

 

名       称 課   所   名 設問数 該当する検証項目 

7 ワーク・ライフ・バランスに関する調査 子育て企画課（子ども未来局） 2 ②、③、④、⑤、⑦ 

8 さいたま市水環境プラン見直しに関する調査 環境対策課（環境局） 2 ①、③、④、⑤、⑦ 

9 
さいたま市ＥＶ普及推進地域計画策定に関す

る調査 
交通環境政策課（環境局） 3 ①、③、④、⑤、⑦ 

10
市民のコミュニティビジネス認知度に関する

現状把握調査 
経済政策課（経済局） 

設問案

なし 
②、⑤、⑦ 

11
産業の集積に関する基本計画策定等に関す

る調査 
産業展開推進課（経済局） 3 ①、③、④、⑤、⑦ 

12 さいたま市民の観光地に対する意識調査 観光政策課（経済局） 3 ②、⑦ 

13 市民参加型まちづくりの推進に関する調査 都市総務課（都市局） 2 ②、③、⑤、⑦ 

14
緑の目標水準の達成状況及び記念樹贈呈

事業に関する調査 
みどり推進課（都市局） 3 ③、④、⑤、⑦ 

15
公共交通の利用ニーズや将来重視する交通

手段の把握調査 
都市交通課（都市局） 2 － 

16 今後の消防のあり方に関する調査 消防総務課（消防局） 
設問案

なし 
⑤、⑦ 

17 住宅用火災警報器の設置に関する調査 予防課（消防局） 2 ②、③、④ 

18
市議会広報紙「市議会だよりさいたま（ロクヨ

ン）」に関する調査 
秘書課（議会局） 3 ③、④、⑤ 

19
教育委員会会議の認知度及び傍聴の実績・

希望等の調査 
教育総務課（教育委員会） 

設問案

なし 
⑦ 

20 図書館の利用意識調査 管理課（教育委員会） 
設問案

なし 
⑦ 

 

④ 選定案  

○ 今年度については、網掛けになっている 7課所・設問数 17 問について調査を実施していくこととしたい。 

 

名      称 課 所 名 設問数 該当する検証項目 

1 市報に関する調査 広報課（市長公室） 3 ①、③、④、⑤、⑦ 

2 市民保養施設のあり方に関する調査 
市民総務課 

（市民・スポーツ文化局） 
2 ①、③、④、⑤、⑦ 

3 食生活と運動習慣に関する調査 健康増進課（保健福祉局） 2 ②、③、④、⑤、⑥、⑦ 

4 ワーク・ライフ・バランスに関する調査 
子育て企画課 

（子ども未来局） 
2 ②、③、④、⑤、⑦ 

5 さいたま市水環境プラン見直しに関する調査 環境対策課（環境局） 2 ①、③、④、⑤、⑦ 

6 さいたま市ＥＶ普及推進地域計画策定に関する調査 交通環境対策課（環境局） 3 ①、③、④、⑤、⑦ 

7 産業の集積に関する基本計画策定等に関する調査 産業展開推進課（経済局） 3 ①、③、④、⑤、⑦ 

合    計  17  
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資料２－２

名　称 ①市報に関する調査
②ユニバーサルデザインに関する

調査
③市民保養施設のあり方に関する

調査
④食生活と運動習慣に関する調査 ⑤食の安全・安心市民アンケート

⑥「さいたま市健康づくり協力店（栄養
成分表示店）」制度に関する調査

⑦ワーク・ライフ・バランスに関する
調査

所管課 市長公室　広報課 政策局　政策企画部　企画調整課
市民・スポーツ文化局　市民生活部

市民総務課
保健福祉局　保健部　健康増進課

保健福祉局　保健部
食品安全推進課

保健福祉局　保健所
地域保健支援課

子ども未来局
子ども育成部　子育て企画課

目　的
（当初調査時の回答）

本年度、市のイメージ形成や情報発
信の取組の指針となる「（仮称）広報
（情報提供）マスタープラン」を策定
（「しあわせ倍増プラン2009」に位置づ
け）予定であることにあわせて、市政
情報等の重要な発信媒体である市報
に対する市民の意向等を把握する。

ユニバーサルデザインの推進に当
たって、「ユニバーサルデザイン」に対
する市民の認知度を把握し、施策展
開の方向性を検討する際の参考とす
ることを目的とする。

平成２４年度以降の市民保養施設の
あり方を今年度中に策定するため、市
民の方々の意識調査を行ないたい。

食生活や運動習慣の改善を支援し、
健康寿命の延伸を目指すため

市民の食の安全に対する不安の程度
と要因を把握することにより、施策（食
の安全フォーラムのテーマや市民講
習会の講習内容）に反映させるため。
現在、「さいたま市食の安全・安心市
民アンケート」を食の安全フォーラム来
場者や食の安全市民モニターを対象
に実施しておりますが、食の安全に関
心のある市民を対象としているため、
多くの市民の食の安全に対する不安
度を把握しきれていないことから、設
問をしぼって市民意識調査でお願い
するものです。

21年度より市内の飲食店にメニューの
栄養成分表示をすることで市民の健
康づくりに役立ててもらう、「さいたま
市健康づくり協力店（栄養成分表示
店）」制度を改定し、協力店舗の増加
に取り組んでいる。22年度からは市民
への周知にも取り組んでいく予定。そ
こで、
１）　現時点での本制度を認知してい
る人の割合
２）　外食等でのメニュー選びに栄養
成分表示を参考にする人の割合
３）　飲食店等で栄養成分表示を見た
ことがある人の割合
を調べ、市民への効果的な周知方法
について検討するための基礎資料とし
たい。

ワークライフバランスの認知度等、市
民の意識を調査し、今後の広報や事
業展開について検討する。

具体的な活用方法
市報に対する市民の意向等を把握す
ることで、今後のあり方などを具体的
に検討する際の参考としていく。

平成19年度市民意識調査において調
査を実施し、その後、平成20年度に
「さいたま市ユニバーサルデザイン推
進基本指針」を策定しているが、策定
後の市民の認知度を調査していない
ため、調査をすることにより、今後の
施策展開の方向性を検討する際の参
考資料として活用していく。

市民の方の保養施設に対する考えを
把握することにより、戦略会議に諮っ
ていく時、また、今後検討を進めていく
際の基礎資料の一つとして活用してい
く。

しあわせ倍増プラン2009の数値目標と
なっている、食事バランスガイドの認
知度把握に活用していく。

多くの市民の方に対して食の安全に
対する不安度を調査していくことによ
り、今後の食の安全フォーラムでの
テーマ選定や市民講習会の講習内容
について反映させていく。

市民への効果的な周知方法について
検討するための基礎資料として活用し
ていく。
また、国においても調査を実施してい
るため、結果を比較することも考えて
いる。

「しあわせ倍増プラン2009」において数
値目標となっているワークライフバラン
スの認知度把握に活用していく（目
標：平成24年度末までに35％）。
設問数によっては、ワークライフバラン
スを進めていくにあたってどのようなア
プローチが必要なのかを調査していく
ことにより、今後の事業運営に反映さ
せていく。

設問数 3問 1問 2問 2問
2問

（当初調査時の回答）
3問 2問

設問案

①あなたは「市報さいたま」をどれくら
い読んでいますか。
②「市報さいたま」の情報量及びペー
ジ数はどうですか。
③「市報さいたま」で力を入れてほしい
内容は何ですか。

①ユニバーサルデザインの考え方を
知っていますか。

①市民保養施設を知っていますか。ま
た、利用したことがありますか。
②今後、市民保養施設を利用したいと
思いますか。

①食事バランスガイドという言葉を
知っていますか。
②あなたは日頃から意識的に体を動
かすなどの運動をしていますか。

無
（食の安全市民モニター用の調査内容

から抜き出す）

①さいたま市健康づくり協力店制度を
知っていますか。
②外食等でのメニュー選びに栄養成
分表示を参考にしますか。
③飲食店等で栄養成分表示を見たこ
とがありますか。

①ワークライフバランスについて知っ
ていますか。
②ワークライフバランスを今後進めて
いくにあたって、どのようなアプローチ
が必要と考えますか。

検証結果 ①、③、④、⑤、⑦ ③ ①、③、④、⑤、⑦ ②、③、④、⑤、⑥、⑦ ⑦ ③、⑦ ②、③、④、⑤、⑦

備　考

○しあわせ倍増プラン2009にも位置づ
けられている。
○市報の一角にアンケートを設ける意
見聴取の方法もあるが、アンケートに
ご協力いただける方は限定されてお
り、属性を幅広く確認したいとのこと。

⑦：平成19年度調査実績あり

○行財政公開審議において一つの方
向性が出たが、さらに多くの市民意見
を聴取することにより、今後検討を進
めていくにあたっての判断材料として
活用していきたいとのこと。

②：総合振興計画実施計画掲載事
業、しあわせ倍増プラン2009掲載事業

○平成23年度・平成24年度はヘルス
プラン21と食育推進計画の策定の中
で調査することができるが、今年度に
ついては調査手段がない。

⑤：食の安全フォーラムのテーマや市
民講習会の講習内容に反映させるこ
とを目的としているため、市民全体の
意見よりは、現在もアンケート調査をし
ている食の安全フォーラム参加者の
意見を参考にしたほうが適していると
考える。

②：総合振興計画実施計画掲載事
業、しあわせ倍増プラン2009掲載事業

○来年度以降はアンケート方式で認
知度を図っていくことを考えている。
○9都県市共同でワークライフバラン
スを推進しているが、目標値は定めて
いない。歩調を合わせていくというより
は各自治体単独で目標値を定めてい
る。

平成２２年度市民意識調査実施希望・予定　一覧表　
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資料２－２
平成２２年度市民意識調査実施希望・予定　一覧表　

名　称
⑧さいたま市水環境プラン見直しに関

する意識調査
⑨さいたま市EV普及推進地域計画策

定に関する調査
⑩市民のコミュニティビジネス認知度

に関する現状把握調査
⑪産業の集積に関する基本計画策定

等に関する調査
⑫さいたま市民の観光地に対する意

識調査
⑬市民参加型まちづくりの推進に関す

る調査
⑭緑の目標水準の達成状況及び記念

樹贈呈事業に関する調査

所管課 環境局　環境共生部　環境対策課
環境局　環境共生部
交通環境政策課

次世代自動車普及推進室
経済局　経済部　経済政策課 経済局　経済部　産業展開推進課 経済局　観光政策部　観光政策課 都市局　都市計画部　都市総務課 都市局　都市計画部　みどり推進課

目　的
（当初調査時の回答）

さいたま市水環境プラン見直しにあた
り市民の水環境（河川・水辺の状況、
雨水貯留・浸透）に対する意識を調査
するものです。

電気自動車（EV）普及プロジェクト「E-
KIZUNA Project」の推進計画策定に
あたり、市民のEVに対する意識につ
いて把握し、施策効果の測定等基礎
資料とするため。

　「しあわせ倍増プラン２００９」におい
て、コミュニティビジネス（以下、CBと
いう。）の支援制度の充実について盛
り込まれており、市内におけるCBの活
性化を図るため、市民のCBに対する
認知度向上が急務となっている。そこ
で、市民のCB認知度に関する現状を
把握するための調査を行うものであ
る。

　本市の将来にわたる財政基盤強化
や雇用機会創出を目的として、新たな
産業集積拠点の創出を検討するため
の市民意識を調査する。
　本件は、市長マニフェストの雇用倍
増プロジェクトにおける「戦略的企業
誘致」に基づく事業として、22年度に
基本計画策定等を実施する予定であ
る。

市民に対し、市内の観光地について
認知度や来訪の有無、足りない点や
土産品、要望等について調査を行うも
の。

市民がまちづくりに対して興味、関心
を抱くとともに、自ら参加することへと
つなげるために、市民意識の現状や
都市局が行っている啓発事業の認知
度、さらに求められていることなどを調
査することで、今後の事業拡充や方向
性の検討材料とする。

「さいたま市緑の基本計画」に定めた
緑の目標水準の達成状況及び記念樹
贈呈事業に係る市民意識の把握のた
め。

具体的な活用方法

水環境プランの施策評価の中で、市
民の視点で「水環境についてどういう
ところが問題点か」、「問題を解決して
いくにはどうしていくべきか」を調査し
ていき、その結果をプランに反映させ
ていく。

どのような条件がそろえば市民の方
は電気自動車を利用するか、また、ど
こに充電機があったら便利であるかな
ど、電気自動車普及のため、どのよう
な施策を実施していけばよいかを検討
していくための基礎資料として活用し
ていく。

ＣＢを成り立たせるには商品を買って
もらう必要があるが、これまで需要側
のニーズを把握したことがなかったの
で、市民の認知度を把握し、認知度が
低ければ事業の推進と平行してＰＲに
取り組んでいく。

市民が求める企業立地の効果を検証
することにより、誘致企業の業種及び
業態、その業種などに応じての産業集
積場所や必要面積を検討していく際
の基礎資料の一つとする。

具体的な活用方法は未決定である
が、観光振興審議会を９月から開始し
ていく予定であるため、審議会での判
断材料に使用していく。

「korekara」の認知度を調査し、発行部
数や設置場所の改善につなげていく。

現状の緑の目標水準達成状況の把握
及び記念樹贈呈事業の見直しを図っ
ていく際の基礎資料として活用してい
く。

設問数
（当初調査時の回答）

2問 3問
3～4問程度

（当初調査時の回答）
3問 3問 2問 3問

設問案
①水環境について何が問題点か。
②その問題を解決していくにはどうし
ていくべきか。

①どのような条件がそろえば電気自
動車を利用するか。
②どうすれば電気自動車が普及する
か。
③どのようなところに充電機があった
ら便利か。

①コミュニティビジネスについて知って
いますか。

※他の設問は今後検討

①さいたま市では、雇用機会の創出な
どのために企業誘致活動を行ってい
ることを知っていますか。
②今後企業誘致を進める上で、どのよ
うな効果を期待しますか。
③さいたま市では、どのような機能を
重視した企業誘致をすればよいと思い
ますか。

①市内の観光地で知っているところは
ありますか。
②行ったことのあるところ、行ってみた
いところはありますか。
③知っているお土産品、買いたいお土
産品は何ですか。

①広報誌「ｋｏｒｅｋａｒａ」を知っています
か。
②今後どのような内容（方向性）を希
望しますか。

①さいたま市に「みどり豊かな」イメー
ジを感じますか。
②自宅から歩いていける範囲に樹林
地・農地・公園などの緑や水辺があり
ますか。
③さいたま市では「記念樹贈呈事業」
を行っていますが、記念樹としてどの
ような品種を育てたいですか。

検証結果 ①、③、④、⑤、⑦ ①、③、④、⑤、⑦ ②、⑤、⑦ ①、③、④、⑤、⑦ ②、⑦ ②、③、⑤、⑦ ③、④、⑤、⑦

備　考

⑤：水環境ネットワークを設立している
ので、団体の人・興味のある人からの
意見を聴くことはできるが、興味のあ
る人だけではなく、市民全体の意見を
聴きたいとのこと。

②：しあわせ倍増プラン2009掲載事業

②：しあわせ倍増プラン2009掲載事業
⑦：平成19年度に経済政策課の別の
事業で調査実績あり

○都市部においてCBがビジネスとし
て成り立つのかどうかバックデータが
欲しい。
○CBの認知度が低ければ、まずは事
業の推進と平行してPRに取り組んで
いく必要があると考えているとのこと。

②：しあわせ倍増プラン2009掲載事業
⑤：学識経験者などが委員となってい
る検討委員会は持っているが、一般
市民はいないので、一般市民の方の
意見を聴きたい。

②：総合振興計画実施計画、しあわせ
倍増プラン2009掲載事業

②：総合振興計画実施計画掲載事業
（広報誌読者モニター登録数）

④、⑤：みどりの基本計画策定時での
目標値は持っているが、昨年度策定し
たアクションプランでは調査を実施しな
かったので、プランスタート時の数値を
把握しておきたい。
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資料２－２
平成２２年度市民意識調査実施希望・予定　一覧表　

名　称
⑮公共交通の利用ニーズや将来重視

する交通手段の把握調査
⑯今後の消防のあり方に関する調査

⑰住宅用火災警報器の設置に関する
調査

⑱市議会広報紙「市議会だよりさい
たま（ロクヨン）」に関する調査

⑲教育委員会会議の認知度及び傍聴
の実績・希望等の調査

⑳図書館の利用意識調査

所管課 都市局　都市計画部　都市交通課 消防局　総務部　消防総務課 消防局　予防部　予防課
議会局　総務部
秘書課

教育委員会　管理部
教育総務課

教育委員会　中央図書館　管理課

目　的
（当初調査時の回答）

・公共交通の利用ニーズや将来重視
する交通手段を把握するため
・平成21年度調査結果と比較するため

　市民の消防に対する意見、要望等を
的確に把握することにより、今後の消
防行政施策に反映させていくことを目
的とする。

すべての住宅に住宅用火災警報器の
設置が義務付けらていることから、設
置率等を把握することにより、今後の
設置普及活動を効果的に実施するも
のです。

「市議会だよりさいたま」は、２１年２月
１日発行号から「ロクヨン」という愛称を
付け、紙面をリニューアルし、その後、
約１年が経過したところである。２１年
度市民意識調査においては、リニュー
アル後、間もない中で「ロクヨン」に関
する個別特定分野の調査を実施した
が、今回、リニューアルの効果をさらに
検証するため、本調査を実施する。

教育委員会会議の認知度、
傍聴の実績・希望等の調査

さいたま市の図書館は公共施設適正
配置方針重点施設として整備が進
み、利用も活発だが、それでも市民の
登録率は2割にとどまっている。
通常調べることのできない図書館にお
いでいただけない方の意識を知る貴
重な機会と考え、これからの図書館
サービスを考える上で残りの8割の方
が未登録（利用者カードを作成しない）
の理由、または利用したくてもできな
い理由を知りたい。

具体的な活用方法

平成21年度と同様の調査項目を質問
し市民の公共交通利用ニーズなどを
把握することにより、今年度策定して
いく「都市交通戦略」の基礎資料として
活用していく。

毎年「消防力等整備計画」を改定し、
消防施設整備、消防水利整備、救急
体制整備などについて記載しているの
で、市民の消防に対する意見、要望等
を的確に把握することにより、事業内
容の改善、方向性の変更などの対応
策に活用していく。

住宅用火災警報器設置率が総合振興
計画実施計画の目標値（平成25年度
末までに７０％以上）となっているほ
か、国から普及率調査も毎年あるの
で、今回の調査結果を活用していきた
い。

現在、ＨＰやテレビ広報番組などの市
議会広報事業をリニューアルしている
ところであるため、リニューアルを進め
ていくにあたっての基礎資料の一つと
して活用していく

教育委員会議の認知度を図り、会議
の活性化を図っていくための参考資料
としていきたい。

登録率を上げる方策について検討し
ていく際の参考資料として活用してい
きたい。

設問数
（当初調査時の回答）

2問
6問

（当初調査時の回答）
2問 3問

3問
（当初調査時の回答）

2問
（当初調査時の回答）

設問案

①公共交通機関、自家用車を利用す
る頻度、目的は何ですか。
②将来どのような交通手段を重視した
まちに発展すればよいと思いますか。

無

①すべての住宅に住宅用火災警報器
の設置が義務付けられていることを
知っていますか。
②現在、お住まいに住宅用火災警報
器を設置していますか。

①「市議会だよりさいたま（ロクヨン）」
を読んだことがありますか。
②さいたま市議会のホームページをご
覧になったことがありますか。
③さいたま市議会のホームページでど
のような情報をご覧になっています
か。

無 無

検証結果 ― ⑤、⑦ ②、③、④ ③、④、⑤ ⑦ ⑦

備　考

○昨年度と同様の設問で再度調査を
したいとの希望であったが、具体的な
施策を推進しているわけではないた
め、調査の必要性は薄いと判断。

②：総合振興計画実施計画掲載事業
⑤：イベント参加者のアンケートによ
り、数値を調査したこともあるので、代
替手段があると考える。
⑦：平成20年度調査実績あり

○他の政令市においてもアンケート調
査や個別調査を実施している。

⑦：平成21年度に調査実績あり

○今年度、市議会HPのレイアウトや
項目の変更を考えている。
○議長マニフェスト（公開はしていな
い）があり、その中に議会に関する情
報発信が盛り込まれており、現在、広
報事業をリニューアルしているところ。
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