
 

 

 

5 月に調査実施、7 月に中間報告をし、10 月までに調査結果をまとめ公表する。 

 

 

○経年調査項目 

平成 22 年度と同様の調査項目で調査実施（表１ 参照）。 

○個別調査項目（在住者意識調査のみ） 

全庁各課に対し実施希望を調査したところ、21 の調査希望があったため、「(2) 検証項目」に基づき選定を実施した。 

（資料 2 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥インターネット調査の導入検討  

 

  

(2) 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」、「しあわせ倍増プラン 2009」、または「行財政改革推進プラン 2010」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。 

 

(3) 選定方法  

○原則として、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。 

 

(4) 選定案  

平成 23 年度の個別調査項目については、以下の 5 調査・設問数 17 問について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 
誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等

に関する条例に関する調査 
保健福祉局障害福祉課 3 ①・②・③・④・⑤・⑥・⑦ 

2 市民の「安心」意識獲得に関する意識調査 保健福祉局高齢福祉課 3 ①・②・③・④・⑤・⑦ 

3 公金収納オンライン化に関する意識調査 出納室出納課 4 ①・②・③・④・⑤・⑦ 

4 コールセンター利用調査 市長公室広聴課 3 ②・③・④・⑤・⑦ 

5 さいたまシティマラソンニーズ調査 
市民・スポーツ文化局スポ

ーツ振興課 
4 ②・③・④・⑤・⑦ 

合    計  17  

 

平成 23 年度 さいたま市民意識調査について 

１ スケジュール 

２ 調査項目 

(1) 調査実施希望回答課所 (※色が付いている箇所が調査予定案件) 

名       称 課   所   名 設問数 該当する検証項目 

1 コールセンター利用調査 市長公室広聴課 3 ②・③・④・⑤・⑦ 

2 さいたま市公共施設予約システム利用状況調査 政策局情報政策課 5 ②・③・④・⑤ 

3 市民スポーツ意識調査① 
市民・スポーツ文化局スポー

ツ企画課 
4 ②・③・⑤・⑦ 

4 市民スポーツ意識調査② 
市民・スポーツ文化局スポー

ツ企画課 
1 ②・⑦ 

5 さいたまシティマラソンニーズ調査 
市民・スポーツ文化局スポー

ツ振興課 
4 ②・③・④・⑤・⑦ 

6 
誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等

に関する条例に関する調査 
保健福祉局障害福祉課 3 ①・②・③・④・⑤・⑥・⑦ 

7 市民の「安心」意識獲得に関する意識調査 保健福祉局高齢福祉課 3 ①・②・③・④・⑤・⑦ 

8 ワーク・ライフ・バランスに関する意識調査 子ども未来局子育て企画課 2 ②・③・④・⑤ 

9 エコドライブに関する調査 環境局交通環境政策課 3 ②・③・⑤・⑦ 

10 買い物環境に関する調査 経済局経済政策課 5 ②・⑤・⑦ 

11 戦略的企業誘致調査 経済局産業展開推進課 4 ②・③・⑦ 

12 市民参加型まちづくりの推進に関する調査 都市局都市総務課 5 ②・⑤・⑦ 

13 交通調査 都市局都市交通課 3 ②・③・⑤ 

14 記念樹贈呈事業に関する市民意識調査（仮称） 都市局みどり推進課 1 ②・③・⑤・⑦ 

15 さいたま市の緑に対する市民意識調査（仮称） 都市局みどり推進課 2 ②・③・⑤・⑦ 

16 
見沼田圃基本計画アクションプラン策定に向け

た市民意識調査（仮称） 
都市局みどり推進課 3 ②・③・④・⑦ 

17 救急車の適正利用に関する調査 消防局救急課 5 ③・⑤・⑦ 

18 応急手当の市民指導に関する意識調査（仮称） 消防局救急課 3 ③・⑤・⑦ 

19 公金収納オンライン化に関する意識調査 出納室出納課 4 ①・②・③・④・⑤・⑦ 

20 水道意識調査（仮称） 水道局水道総務課 3 ③・⑤・⑦ 

21 市議会広報事業に関する調査 議会局秘書課 3 ③・④・⑤ 

 

３ インターネット調査について 

○インターネットを活用した市民意識調査もあわせて実施していき、1 回の調査につき市民 1,000 人の意識を集計し、合計 60 問実施して

いく予定。 

○個別調査項目の選定外になった項目については、担当課と設問の見直しなどを行いながら、インターネット調査を実施していく予定。 

○インターネット調査について再度全庁各課に周知を行い、年度途中に生じた緊急な案件についても、可能な限り調査ができるよう調 

整していく。 

平成 23年 3 月 24 日（木） 

都市経営戦略会議 資料２－１ 

市長公室広聴課 
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名　称 (1)コールセンター利用調査
(2)さいたま市公共施設予約システム利用

状況調査
(3)市民スポーツ意識調査① (4)市民スポーツ意識調査② (5)さいたまシティマラソンニーズ調査

所管課 市長公室広聴課 政策局情報政策課 市民・スポーツ文化局スポーツ企画課 市民・スポーツ文化局スポーツ企画課 市民・スポーツ文化局スポーツ振興課

目　的

来年度以降、電話問合せ窓口の再構築として、
コールセンターと代表電話の統合を進めていく
にあたり、現時点でのコールセンターの認知度
や市民の方が求めているサービス内容を把握
したい。

本市の公共施設予約システムをより市民満足
度の高いシステムへ再構築するため、現行シス
テムへの課題やニーズを把握する。

市民のスポーツに関する意識及び現状調査。
計画に進捗を確認するための目標数値を設定
し、スポーツ振興まちづくりの推進状況を把握
する必要があるため。

市民のスポーツに関する意識及び現状調査。
多目的広場の整備において、市民ニーズに基
づいた整備が必要となるため。

市民がより参加しやすいシティマラソンの開催
を目指すため、市民ニーズの把握を図る。

具体的な活用方法

調査結果については、来年度「市民の声データ
ベース基本計画」（仮称）を策定していく際の基
礎資料としていく。
また、コールセンターの認知度や利用したとき
の感想の結果については、現在のコールセン
ター運営においても活用していく。

第三次さいたま市情報化計画（計画期間：平成
23年度から平成26年度）に基き、平成25年度に
更改予定である次期さいたま市公共施設予約
システムを構築するための基礎資料とする。

「さいたま市スポーツ振興まちづくり条例」、「(仮
称)さいたま市スポーツ振興まちづくり計画」へ
の反映

しあわせ倍増プラン2009（多目的広場倍増プロ
ジェクト）への反映

市民ニーズを踏まえ、平成24年度に開催するシ
ティマラソンの大会種目を設定する。

設問数 3問 5問 4問 1問 4問

設問案

(1)「さいたまコールセンター」を知っています
か。
(2)利用してどのように感じましたか。
(3)さいたまコールセンターがより一層便利とな
り、利用しやすくなるためには、今後どのような
サービスや機能が充実すればよいと思います
か。

(1)さいたま市公共施設予約システムをどの程
度の頻度で利用していますか。
(2)さいたま市公共施設予約システムの画面表
示（字の大きさ・レイアウト）や画面進行（展開）
はわかりやすいですか。
(3)さいたま市公共施設予約システムの利用申
込・抽選予約・空き検索は使いやすいですか。
(4)施設利用料の支払いはどのような方法で納
付すると便利ですか。
(5)さいたま市公共施設予約システムの問い合
わせ先であるインフォメーションセンターの説明
はわかりやすいですか。

(1)あなたは、体力に自信がありますか？
(2)あなたは平均して、週にどの程度スポーツ
(ウオーキング、体操・ストレッチなどの運動、レ
クリエーション等を含む)を行っていますか？
(3)あなたがスポーツ(ウオーキング、体操・スト
レッチなどの運動、レクリエーション等を含む)を
行う目的は何ですか？
(4)あなたは、過去にスポーツに関するボラン
ティア（国体やワールドカップ等の大規模大会
へのボランティア参加だけではなく、少年スポー
ツ等の団体運営支援や審判等も含む）をされた
ことがありますか？

(1)あなたが気軽にスポーツを行うとしたら、どの
ような場所で行いますか？（スポーツ施設・近所
の広場など）

(1)あなたはこれまでマラソン大会に参加したこ
とがありますか。
(2)今後、機会があればマラソン大会に参加した
いと思いますか。（参加したことがない人対象）
(3)あなたが今後、マラソン大会に参加するなら
どのようなコースを走りたいですか。
(4)各都市で様々なマラソンが企画されていま
す。あなたならどの部門に参加したいですか。

根拠計画（事業名）
○行財政改革推進プラン2010
（コールセンター等電話問合せ窓口の再構築）

○総合振興計画実施計画
（電子市役所構築推進事業）
○しあわせ倍増プラン2009
（電子市役所を構築します）

○総合振興計画実施計画
（(仮称)さいたま市スポーツ振興まちづくり条例
制定事業）
○しあわせ倍増プラン2009
（｢さいたま市スポーツ振興まちづくり条例｣を制
定します。）

○総合振興計画実施計画
（多目的広場整備事業）
○しあわせ倍増プラン2009
（多目的広場倍増プロジェクト）

○総合振興計画実施計画
（さいたまシティマラソン開催事業）
○行財政改革推進プラン2010
（さいたまシティマラソン開催事業の推進）

検証結果 ②・③・④・⑤・⑦ ②・③・④・⑤ ②・③・⑤・⑦ ②・⑦ ②・③・④・⑤・⑦

備考

⑦：平成21年度に「情報化の推進」について調
査した実績あり

※現在、システムの要件定義を進めているとこ
ろ
※公共施設予約システムがインターネット利用
者のため、ウェブ調査の方が都合が良い。

○さいたま市スポーツ振興まちづくり条例：平成
21年度制定
○さいたま市スポーツ振興まちづくり計画：平成
22年度策定

※計画策定時にはウェブ調査を実施した。
※継続調査希望

③・④・⑤：すでに整備方針を策定し事業を進め
ているため、希望の設問の内容について市民
意見を聴取する必要性は低いと判断。

※市民の方も含めた協議会を6月に設置予定。

○改革プログラム工程表に市民アンケートの実
施を明記している。

平成23年度市民意識調査　個別調査項目実施希望一覧表　 資料２－２

- 2 -



平成23年度市民意識調査　個別調査項目実施希望一覧表　 資料２－２

名　称
(6)誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁

護等に関する条例に関する調査
(7)市民の「安心」意識獲得に関する意識調査 (8)ワーク・ライフ・バランスに関する意識調査 (9)エコドライブに関する調査 (10)買い物環境に関する調査

所管課 保健福祉局障害福祉課 保健福祉局高齢福祉課 子ども未来局子育て企画課 環境局交通環境政策課 経済局経済政策課

目　的 条例の周知度の把握

様々な属性の市民意識の所在の把握を通じ
て、市民・事業者及び行政の連携のもと、安心
して長生きできる地域社会の構築にあたっての
適正な役割分担についての参考資料とする。
また、昨年６月定例会における附帯決議によっ
て求められた「福祉政策の方向性」を検討する
うえでの参考資料としても活用する。

市民の方のワーク・ライフ・バランスの認知度と
その施策展開方法を図る。

地球温暖化防止などエコドライブに対してどれ
だけ市民が認知しているか調査することを目的
とする。

市民の買い物環境に関する現状について調査
することで、いわゆる「買い物弱者」の有無につ
いて把握すると共に、存在する場合の解決策の
検討に向けた基礎資料とする。

具体的な活用方法 障害者総合支援計画に反映する

市では、市民・事業者及び行政の連携のもと、
「安心して長生きできる」地域社会の構築を目
指し、その指針的位置づけとして「（仮称）安心
長生き条例」の制定を検討しているが、実際の
審議を行っている「社会福祉審議会高齢者福祉
専門分科会」において参考資料として提示し、
審議の成果にこれを反映させる。

ワーク・ライフ・バランス推進のためには、まず
一人ひとりがワーク・ライフ・バランスについて
認識することが必要であるため、市内の認知状
況を把握し、今後の認知度の上昇に向けて、ど
のような施策を展開していくべきか施策展開方
法の参考とする。

さいたま市交通環境プランにおける各種施策の
進捗状況について、進行管理の評価指標のひ
とつにエコドライブの実践率があり、そのデータ
の一部に使用する。

経済政策課で実施するコミュニティビジネス推
進における事業計画策定に使用するほか、商
工振興課が所管する商店街活性化施策におい
ても活用する。

設問数 3問 3問 2問 3問 5問

設問案

(1)障害者に対する差別及び虐待を禁止した条
例が制定されたことをご存知ですか。
(2)障害者に対する差別や虐待がどのようなも
のかご存知ですか。
(3)企業や学校・病院などが障害のある顧客、利
用者、従業員などのために費用を負担してス
ロープを設置したり、点字や手話などで情報提
供したりするなどの「合理的配慮に基づく措置」
がどのようなものかご存知ですか。

(1)あなたが日常生活を送っているなかで、困っ
たことが発生したときは、次のうちのどれに頼る
ことが一番安心を得られますか。
(2)あなたの老後の「安心」の獲得のためには、
公的サービスの充実とともに、何が不可欠と考
えますか。
(3)あなたが「長生きしたい」と思う生活イメージ
は、次のうち、どれが一番近いですか。

(1)ワーク・ライフ・バランスを知っていますか。
(2)一人ひとりのワーク・ライフ・バランスについ
ての意識啓発で、効果的だと思う方法は何です
か。

(1)エコドライブという言葉を知っていましたか。
(2)エコドライブは燃費の向上に役立つ運転方
法であることをご存知でしたか。
(3)「エコドライブ10のすすめ」のうち、普段から
実践している項目はどれですか。

(1)日常の食料品・日用品を買いに行く頻度
(2)日常の食料品・日用品を主に買いに行く場所
(3)(2)の場所へ行く手段と所要時間
(4)買い物の際の困りごと
(5)市民が直面する買い物環境の改善に向けて
必要な事柄

根拠計画（事業名）

○総合振興計画実施計画
（障害者等地域生活支援事業　他）
○しあわせ倍増プラン2009
（ノーマライゼーション条例制定事業）

○しあわせ倍増プラン2009
（「安心長生き条例」の制定）

○総合振興計画実施計画
（ワーク・ライフ・バランス推進事業)
○しあわせ倍増プラン2009
（子育てパパ応援プロジェクト）

○総合振興計画実施計画
（交通環境対策事業)

○総合振興計画実施計画
（コミュニティビジネス支援事業）
○しあわせ倍増プラン2009
（コミュニティビジネス育成事業）
○行財政改革推進プラン2010
（コミュニティビジネスの推進）

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

備　考

○ノーマライゼーション条例：平成22年度制定

①：第2期障害者総合支援計画の終期は平成
23年度末まで
⑥：一般市民の方からも意見を聴取するよう市
長から指示があった。
※紙での調査を希望

※紙での調査を希望
※アンケートは実施しているが、層が偏ってい
るため、幅広く市民の意見を聴きたい。
※高齢者福祉→重要と思う施策第1位（平成22
年度）

○市長マニフェストである「ワーク・ライフ・バラ
ンスの認知度を35%にする」という目標を達成に
向けて、子ども・青少年希望プランにおいて毎
年、5%増を目標値としている。

⑦：平成22年度に同様調査実施

○さいたま市交通環境プランの改訂により、3つ
の検証目標の一つに｢平成32年度までにエコド
ライブ10のすすめのうち、5項目以上の実施者
数が100％｣を掲げた。

※継続調査希望
※紙での調査を希望

③・④：調査結果を受けての施策への活用方法
が不明瞭であり、今年度市民意識調査として実
施する必要性が低いと判断。
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平成23年度市民意識調査　個別調査項目実施希望一覧表　 資料２－２

名　称 (11)戦略的企業誘致調査
(12)市民参加型まちづくりの推進に関する

調査
(13)交通調査

(14)記念樹贈呈事業に関する市民意識調査（仮
称）

(15)さいたま市の緑に対する市民意識調査（仮
称）

所管課 経済局産業展開推進課 都市局都市総務課 都市局都市交通課 都市局みどり推進課 都市局みどり推進課

目　的

現在、少子高齢化が進み、税収確保のための
基盤づくりが各自治体に求められている。特に
さいたま市では個人市民税の依存割合が高い
ため、今後、企業誘致による法人市民税の確
保が課題である。
そのような中、市民に企業誘致の必要性・効果
を知ってもらう機会にするとともに、市民の協
力・理解を得ながら効果的に企業誘致活動を行
うため、市民ニーズを知る必要がある。

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
民のまちづくりへの参加意識の現状や、都市局
が行っている啓発事業の認知度、今後さらに求
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。

・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

記念樹贈呈事業に係る市民意識の把握のた
め。

「さいたま市緑の基本計画」に定めた緑の目標
水準の達成状況に係る市民意識の把握。

具体的な活用方法

①アンケートを通しての企業誘致の必要性・効
果を市民に知ってもらうこと。
②市民が求める企業立地の効果を検証し、誘
致企業の業種・業態を検討すること。
③市民ニーズの観点から拠点への誘致企業の
業種・業態を検討するとともに、その業種等に
応じて産業集積場所や必要面積の検討に役立
てること。

まちづくりに対する市民の意識や認識の浸透度
合いを幅広く捉えることで、広報誌等の発行を
始めとする今後のまちづくりに関する啓発事業
のあり方を検討し、より効果的な手法を構築す
るための貴重な資料とする。

本年度策定予定の「さいたま市都市交通戦略」
における評価指標の進捗管理を図るため。

現在、記念樹として「ゴールドクレスト」「キンモク
セイ」を贈呈しているが、家庭内緑化を促進す
るためにどのような樹木を育てたいかを質問す
るものです。
　※旧浦和市でアンケートを実施したが、その
後行っていないため。

①「緑の基本計画」策定当時、「自然が豊か」と
感じる市民は3割程度であった。
緑の目標水準「市民の誰もが身近な場所で緑
豊かと実感できる質の高いまちを目指します。」
の達成度を把握するために質問するものです。
②緑の目標水準「まとまりのある緑を歩いてい
ける範囲に確保します」の達成指標の一つとす
るため、市民意識を聞くものです。
　※身近な公園整備率は、平成25年度末まで
に88.2％の達成を目指している。

設問数 4問 5問 3問 1問 2問

設問案

(1)さいたま市では、雇用機会の創出等のため
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うえで、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。
(4)企業を誘致するために重要な施策は何です
か。

(1)まちづくり広報誌「ｋｏｒｅｋａｒａ」やホームペー
ジの認知について
(2)広報誌等の啓発について、今後どのような内
容（方向性）が望ましいか
(3)地域のまちづくりへの参加について（現状・
意識）
(4)参加していない場合、それはなぜか
(5)参加につなげるには、どのようなことが必要
か

(1)公共交通機関、自家用車の利用頻度
(2)公共交通機関、自家用車の利用目的
(3)将来重視すべき交通手段

(1)さいたま市では、婚姻・出生・新築を記念し、
「記念樹贈呈事業」を行っています。記念樹とし
て、どのような品種を育てたいですか。
⇒現行品種、自由記載を含め５択

(1)さいたま市に「みどり豊か」なイメージを感じ
ますか。
(2)自宅から歩いて行ける範囲（概ね５００ｍの
範囲）にまとまりのある樹林地・農地・公園など
の緑や水辺がありますか。

根拠計画（事業名）

○しあわせ倍増プラン2009
（戦略的企業誘致）
○行財政改革推進プラン2010
（企業誘致の推進）

○総合振興計画実施計画
（参加型まちづくり支援・育成事業）

○総合振興計画実施計画
（総合都市交通体系の確立）

○総合振興計画実施計画
（民有地・民間建築物緑化事業）

○総合振興計画実施計画
（芝生化推進事業、緑のカーテン事業、公共施
設緑化事業、民有地・民間建築物等緑化事業、
花と緑のまちづくり推進事業）
○しあわせ倍増プラン2009
（みどり倍増プロジェクト）

検証結果 ②・③・⑦ ②・⑤・⑦ ②・③・⑤ ②・③・⑤・⑦ ②・③・⑤・⑦

備　考

※平成22年度時と同様の調査を希望

⑤：昨年度、都市経営戦略会議において、市民
生活に直結した問題ではなく専門性が高いこと
から市民意識調査項目の対象外とするよう指
示があった。

③・④：特に(3)(4)(5)の設問については、調査結
果を受けての施策への活用方法が不明瞭であ
り、今年度市民意識調査として実施する必要性
が低いと判断。

⑦：平成21年度に調査実施
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平成23年度市民意識調査　個別調査項目実施希望一覧表　 資料２－２

名　称
(16)見沼田圃基本計画アクションプラン策定に

向けた市民意識調査（仮称）
(17)救急車の適正利用に関する調査

(18)応急手当の市民指導に関する意識調査
（仮称）

(19)公金収納オンライン化に関する意識調査 (20)水道意識調査（仮称）

所管課 都市局みどり推進課 消防局救急課 消防局救急課 出納室出納課 水道局水道総務課

目　的
平成23年度策定予定の見沼田圃基本計画アク
ションプランへ市民ニーズを取り入れるため。

平成17年に救急出場件数が5万件を超えたこと
から、救急車を真に必要とする市民の救命効果
に影響が出ることが危惧されたため、平成19年
12月に「救急需要対策行動計画」を策定し、救
急車の適正利用について、ポスターやビデオ等
を活用して広報を行っている。
救命講習会でアンケート調査を行っていたが、
全市的な調査を行うため。

さいたま市民に正しい応急手当を広く普及する
ため、応急手当に関する意識調査をするもの。

公金収納のオンライン化について、市民の認識
を探る

質問(1)　水道水を直接飲用している人の割合
を調査し、今後の水道水の安全性ＰＲ等に役立
てることを目的とする。
質問(2)　応急給水場所の認知度を調査し、応
急給水場所ＰＲ活動のあり方を検討することを
目的とする。
質問(3)　広報紙「水と生活」がどの程度読まれ
ているのか、またその認知度を調査し、広報紙
のあり方を検討することを目的とする。

具体的な活用方法

見沼田圃基本計画アクションプランは、見沼田
圃基本計画で位置付けた44の施策から、重点
的・優先的に取組むべき施策を中心として策定
する。市民ニーズも施策の優先度を判断するに
あたって、指標の一つとなるため、その判断の
ため活用する。

「救急需要対策行動計画」を効果的に推進し、
積極的な広報活動を図るため。

ボランティアとして応急手当の普及啓発指導に
興味がある人がいるかを調査し、結果によって
今後、応急手当の市民指導者の養成について
検討する。

公金収納のオンライン化についての、普及の方
策と、今後の施策の方向性について参考にした
い。

質問(1)　水道事業ガイドラインに使用
質問(2)　今後の応急給水場所ＰＲ活動の参考
に使用
質問(3)　今後の広報活動のあり方に活用

設問数 3問 5問 3問 4問 3問

設問案

(1)市民の考える将来あるべき姿の優先度につ
いて
(2)市民が重要だと考える取組の優先度につい
て
(3)市民が取組めそうなことについて

(1)救急車の正しい利用について知っています
か。
(2)救急車の正しい利用について消防で広報を
行っていることを知っていますか。
(3)上記2で「はい」と答えられた方、それは何で
知りましたか？
(4)民間の患者等搬送事業者（寝台タクシー・有
料）を知っていますか。
(5)埼玉県救急医療情報センター・埼玉県小児
救急電話相談等を知っていますか。

(1)さいたま市開催の普通救命講習または上級
救命講習を受講した事がありますか？
(2)平日3日間、応急手当の指導者としての資格
取得講習（無料）があったら参加してみたいと思
いますか？
(3)ボランティアとして応急手当講習を自身が企
画し、講師となり開催したいと思いますか？

(1)さいたま市では、一部の市税等をコンビニエ
ンスストアで納められるようになりましたが、ご
存知でしたか。
(2)実際にコンビニエンスストアでお金を納めら
れましたか
(3)（実際にコンビニエンスストアで納められた方
のみ）一部の市税等をコンビニエンスストアで納
められるようになって、便利に感じられましたか
(4)今後、市税や公共料金等についてどのような
納付方法が増えるとより便利になるとお思いに
なりますか（複数回答可）

(1)水道水を飲みますか？
(2)水道局では災害時に備え「応急給水場所」が
ありますが、自宅近くの応急給水場所を知って
いますか？
(3)水道局が発行する広報紙「水と生活」を読ん
だことがありますか？

根拠計画（事業名）

○総合振興計画実施計画
（（仮称）見沼基本計画等策定事業）
○しあわせ倍増プラン2009
（見沼基本計画の策定）

該当なし 該当なし
○行財政改革推進プラン2010
（公金収納のオンライン化）

該当なし

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

備　考
⑤：見沼田圃基本計画策定時に立ち上げた市
民委員が所属する協議会は継続。ワークショッ
プも行っていく予定。

※紙での調査を希望

①：平成24年度より公金収納のオンライン化を
開始する予定
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平成23年度市民意識調査　個別調査項目実施希望一覧表　 資料２－２

名　称 (21)市議会広報事業に関する調査

所管課 議会局秘書課

目　的
（当初調査時の回答）

さいたま市議会では、21年2月に議会広報紙、
22年6月にテレビ広報番組、それぞれの内容を
見直し（リニューアル）、少しでも多くの市民に議
会への関心を高めてもらえるよう、市民ニーズ
に即した事業実施に努めているところである。
また、今年度からは、市議会ホームページにつ
いても掲載情報などの見直しを始め、市民に利
用しやすい閲覧環境を整えるための準備を進
めているところである。
これら市議会広報事業の実施内容を見直し、そ
の効果を検証するため、本調査を実施したい。

具体的な活用方法

調査が実施できれば、その調査結果を分析し、
議会広報紙「市議会だよりさいたま」に特集記
事として掲載する予定。
また、議会の法定外委員会である「議会広報編
集委員会（※正副議長を含む議員１１名で構
成）」において、調査結果を報告し、今後の議会
広報事業の「あり方」や「方向性」、「実施方法」
などについて検討を行う際の参考資料として活
用する予定。

設問数 3問

設問案

(1)さいたま市議会が発行する広報紙「市議会だ
よりさいたま」を読んだことがありますか。
(2)さいたま市議会ホームページをご覧になった
ことはありますか。
(3)さいたま市議会ホームページで、充実してほ
しい掲載内容は何ですか。

根拠計画（事業名） 該当なし

検証結果 ③・④・⑤

備　考

⑦：平成21･22年度に調査実施

※ホームページのリニューアルは来年度進め
ていく予定
※普段インターネットを利用していない人からの
意見も聴きたいので、紙での調査を希望
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①　地域生活 ①　さいたま市のイメージ

1 居住年数 1 市のイメージ

2 住み心地 2 市の発展の方向性

3 定住意向 3 市の魅力

4 転居したい理由 4 知っているもの

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 市の魅力 8 立ち寄る目的

10 市のイメージ 9 立ち寄る場所

11 市の発展の方向性 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

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　行財政改革・市職員のイメージ

21 行財政改革の進行状況
22 市職員の取り組みへの評価

調査項目数 22

在住者意識調査　経年調査項目 在勤者意識調査　経年調査項目

表１　経年調査項目
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