
平成２７年度 さいたま市 中央区

区長マニフェスト評価書 

■はじめに 

中央区役所では、平成２７年度に中央区が取り組む、主な事業を区長マニ

フェストにまとめ、平成２７年４月に区民の皆様に公表しました。 

「区民の皆様に親しまれる区役所」の実現を目指し、区民との協働によるま

ちづくりを基本姿勢として、各種事業を実施してまいりました。 

区長マニフェストは、次年度に検証評価することとしており、事業の「目的・

目標」と、その「実績」に対して、「区長評価」、「一般評価（アンケート）」及び「有

識者評価（アンケート）」を行いました。 

その結果を、『区長マニフェスト評価書』にまとめましたので、ご覧ください。 

平成２８年７月 中央区長  大熊 研二 

■評価方法 

以下の、３つの方法により総合的に評価しました。 
１．区長評価 
 実施した事業の実績・成果を基に、以下の評価ランクを、区長が選定しました。 

５：目標をかなり上回っていた 

４：目標をやや上回っていた 

３：目標どおりだった 

２：目標をやや下回っていた 

１：目標をかなり下回っていた 

２．一般評価（アンケート） 
●期 間：平成２８年５月２０日～６月２日 

   ●設 問：本評価書４頁『検証評価（詳細）』をご覧ください。 

   ●対象者：無作為抽出で２０歳以上の中央区在住者 1,500 人（うち、465 人回答） 

３．有識者評価（アンケート） 
●期 間：一般評価と同じ。 

●設 問：一般評価と同じ。 

●対象者：中央区コミュニティ協議会加盟団体代表者 50 人（うち、20 人回答）
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※詳細な事業内容は、４頁『検証評価（詳細）』をご覧ください。 

１．評価結果

（１）事業の評価について

 取組名／事業名 
区長

評価

アンケート 

一般 有識者

主
な
取
組
事
項

１ 「安全・安心なまちづくり」への取組

 （１）避難場所運営訓練事業 ４ ７７％ ８９％ 

 （２）ＬＥＤ街路灯設置促進事業 ５ ８７％ ９０％ 

 （３）自転車安全利用事業 ３ ２８％ ３０％ 

 （４）交通安全施設維持管理事業 ３ ５７％ ７０％ 

 （５）青色防犯パトロール実施事業 ３ ５４％ ６３％ 

 （６）道路パトロール実施事業 ３ ５８％ ６８％ 

 （７）防犯活動の推進 ４ ７１％ ８５％ 

 （８）愛犬登録カード事業 ２ １９％ ２５％ 

２ 「区民との協働によるまちづくり」への取組 

 （１）区民まつり事業 ３ ７７％ ８４％ 

 （２）花づくり事業 ３ ７２％ ６８％ 

 （３）区民会議の運営 ４ ７３％ ６３％ 

 （４）活性化等推進事業 ２ ２９％ ３０％ 

３ 「交流（ふれあい）が育む「健幸」なまちづくり」への取組

（１）親子ｄｅヘルシー（減ル脂・ヘル歯）教室 ３ ４８％ ４０％ 

 （２）育児学級 ３ ６４％ ６９％ 

 （３）ふるさとウォーキング事業 ３ ６７％ ６７％ 

 （４）うんどう教室（介護予防事業） ３ ６４％ ６７％ 

 （５）シルバーポイント事業 ３ ６９％ ７４％ 

４ 「にぎわいのあるまちづくり」への取組

 （１）バラの写真展 ３ ８０％ ７０％ 

 （２）アートストリート事業 ３ ７４％ ７６％ 

 （３）中央区食堂棟絵画・写真展 ４ ７８％ ８０％ 

 （４）バラのまち中央区アートフェスタ事業 ４ ８７％ ８５％ 

 （５）ロビーミニコンサート ３ ６８％ ８０％ 

検証評価(まとめ) 
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 取組名／事業名 
区長

評価

アンケート 

一般 有識者

主
な
取
組
事
項

５ 「環境に配慮したまちづくり」への取組

（１）中央区役所ＬＥＤ照明化工事 ３ ７９％ ７９％

（２）中央区役所太陽光発電設備設置工事 ３ ６４％ ７０％ 

６ 「区民満足度の向上」への取組

（１）中央区明るい区役所づくり推進事業 ４ ８７％ ９４％ 

（２）区役所窓口サービスの向上「中央区役所＋１運動」 ３ ７７％ ７８％ 

※事業の「実績・成果」に関する選択割合。 

５つの選択肢（「（１）十分」、「（２）おおむね十分」、「（３）やや不十分」、「（４）不十分」、 「（５）わから

ない」）において、「わからない」を除く選択総数のうち、「（１）十分」、「（２）おおむね十分」の選択数

の割合。 

（２）今後、中央区で重点的に取り組んでほしい分野について（一般評価） 

（３）主な分析について 

○一般評価での「今後、中央区で重点的に取り組んでほしい分野」の各年代別内訳 

２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０歳以上

１ 自然・環境に関する取組 １８％ １０％ 8.5％  ９％ １９％ １２％

２ 健康・福祉に関する取組 30.5％ ３５％ ３７％ ３８％ ３２％ 37.5％

３ 歴史・文化・伝統に関する取組 １１％  ７％ １０％ １１％  ６％  ９％

４ 安全・生活環境に関する取組 ３５％ ４４％ ４１％ ３９％ ３５％ 37.5％

５ 地域交流に関する取組 5.5％  ４％ 3.5％  ３％  ８％  ４％

取組分野 
要望割合 

２７年度 ２６年度 ２５年度 ２４年度

１ 自然・環境に関する取組 １３％ １４％ １３％ １４％

２ 健康・福祉に関する取組 ３５％ ３６％ ３５％ ３５％

３ 歴史・文化・伝統に関する取組  ８％  ９％  ７％  ７％

４ 安全・生活環境に関する取組 ３９％ ３５％ ３８％ ３９％

５ 地域交流に関する取組  ５％  ６％  ７％  ５％
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２．総評 

●事業について 

 区長評価では、全２６事業のうち、「評価５」が１事業、「評価４」が６事業、「評価３」

が１７事業、「評価２」が２事業、「評価１」が０事業となりました。 

 一般評価・有識者評価では、区長評価を「評価５（目標をかなり上回っていた）」とし

た「ＬＥＤ街路灯設置促進事業」、「評価４（目標をやや上回っていた）」とした「中央区

明るい区役所づくり推進事業」で「（１）十分」、「（２）おおむね十分」の割合が８５％

を超える高い評価をいただき、特に有識者の方からは９０％を超える評価をいただきま

した。 

一方で、区長評価を「評価２（目標をやや下回っていた）」とした「愛犬登録カード事

業」は、一般評価で２０％を割り込み、有識者評価も２０％台と厳しい評価となりまし

た。また、「自転車安全利用事業」では、区長評価を「評価３（目標どおりだった）」と

しましたが、一般評価・有識者評価ともに３０％以下という評価となりました。 

●重点的に取り組んでほしい分野について 

過去３年と同様に、「２ 健康・福祉に関する取組」と「４ 安全・生活環境に関する取

組」の割合が高くなりました。また、年代別にみても、「２ 健康・福祉に関する取組」

と「４ 安全・生活環境に関する取組」は、どの世代からも要望が多く、関心の高さがう

かがえます。 

●まとめ・今後の方向性について 

（１）全世代から要望の多かった「安全・生活環境に関する取組」につきまして、高

い評価をいただいた「ＬＥＤ街路灯設置促進事業」をはじめ、「避難場所運営訓練

事業」や「防犯活動の推進」については、引き続き満足いただけるように事業を

実施してまいります。一方で、取組に関連する事業でありますが評価の低かった

「愛犬登録カード事業」や「自転車安全利用事業」については、事業のさらなる

充実を図ります。 

（２）「安全・生活環境に関する取組」と同様に要望の多い「健康・福祉に関する取組」 

につきましても、「育児学級」、「ふるさとウォーキング事業」、「うんどう教室(介護

予防事業)」、「シルバーポイント事業」については７０％弱のおおむね高い評価を

いただいておりますが、「親子ｄｅヘルシー（減ル脂・ヘル歯）教室」が低い評価

であったため、さらなる充実を図ってまいります。 

（３）「区民まつり事業」、「バラのまち中央区アートフェスタ事業」、「中央区明るい区

役所づくり推進事業」については高い評価をいただいており、引き続き満足いた

だけるように事業を実施してまいります。 
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※      内は、アンケートの質問内容です。 

質問１ 平成２７年度に中央区では、１～６の取組について、さまざまな事業を行いまし
た。 
次の各事業について、「目的・目標」及び「実績」並びに「区長評価」をご覧い
ただき、設問にお答えください。（該当する番号を○で囲んでください）

１ 「安全・安心なまちづくり」への取組 

（１） 避難場所運営訓練事業 

目的・目標 

地域住民、避難場所担当職員、施設管理者が連携し、防災意識の

高揚と地域防災力の向上を図るため、中央区内 14 避難場所におい

て、区災害対策本部との連携を含めた防災訓練を実施します。 

実績 

平成 2７年 6 月 14 日（日）、区内 14 箇所の小・中・高校の各避難場

所において、約 800 人の参加者の下、中央区避難場所合同・一斉訓

練を実施しました。また、今年度は消防局や水道局、浦和西警察署に

加え、区内の公民館とも連携を図り訓練を実施しました。 

区長評価 

ランク 区長評価 

４ 

学校、自主防災会、自治会、職員などの協力のもと、避

難場所ごとに設置される各避難場所運営委員会が訓練内

容を自ら企画し、より実践的な訓練を実施することができま

した。さらに、消防局、水道局、警察署との連携に加え、公

民館との要支援者を想定した訓練を実施するなど連携を図

り、当初の目標以上の成果を達成することができました。 

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（１）十分 （２）おおむね十分 （３）やや不十分 （４）不十分 (５）わからない

一般（回答数：４５２件） ３３件 ２８２件 ６５件 ２７件 ４５件 

有識者(回答数：１８件)  ４件  １２件  １件  １件  ０件 

（２） LED 街路灯設置促進事業 

目的・目標 
街路灯の消費電力を減らすため、新設及び既存街路灯の交換時に

LED 化を進め、年間 100 基の LED街路灯を設置します。 

実績 
電気消費が少なく、CO2 削減効果が高い、経済性に優れた LED 街

路灯を、目標数値を上回る 170 基設置しました。 

区長評価 

ランク 区長評価 

５ 
新設を含め、達成目標を上回る 170基の LED化を図り、

CO2 の削減など環境負荷の低減に大きく貢献しました。 

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（１）十分 （２）おおむね十分 （３）やや不十分 （４）不十分 (５）わからない

一般（回答数：４６１件） １８０件 ２０２件 ３６件 ２３件 ２０件 

有識者(回答数：２０件)  １１件   ７件  １件  １件  ０件 

検証評価（詳細）
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（３） 自転車安全利用事業 

目的・目標 
自転車利用者の交通マナーの向上と自転車に関係する交通事故の

防止を図るため、街頭啓発活動を毎月実施します。 

実績 

浦和西警察や交通安全協会等と合同にて毎月１０日「自転車安全

利用の日」に合わせ、マルエツ前交差点等において自転車の交通ル

ールの周知徹底と交通事故防止の意識向上を図る啓発活動を行いま

した。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 
自転車安全利用の日に、関係団体との協力のもと、自転

車を対象としたルールとマナーの向上について街頭啓発

活動を実施し、区民生活の安全を守ることができました。 

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（１）十分 （２）おおむね十分 （３）やや不十分 （４）不十分 (５）わからない

一般（回答数：４６１件） １８件 １０５件 １５５件 １５７件 ２６件 

有識者(回答数：２０件)  ０件   ６件  １２件   ２件  ０件 

（４） 交通安全施設維持管理事業 

目的・目標 
街路灯及びカーブミラー等の修繕を、要望等を受け付けてから 3 日

以内に着手します。 

実績 

区民等より街路灯の球切れやカーブミラーの交換等の要望を受け、

3日以内に現場確認等を行うことにより、迅速な交通安全対策が図られ

ました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 
街路灯やカーブミラーの修繕など、目標である 3 日以内

に迅速かつ的確に対応し、交通事故防止や路上犯罪の予

防に役立つことができました。 

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（１）十分 （２）おおむね十分 （３）やや不十分 （４）不十分 (５）わからない

一般（回答数：４６１件） ５２件 １８９件 １４０件 ４４件 ３６件 

有識者(回答数：２０件)  １件  １３件   ６件  ０件  ０件 
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（５） 青色防犯パトロール実施事業 

目的・目標 

安全・安心なまちづくりのため、電気自動車による青色防犯パトロー

ルを週 3 回実施します。また、区内で事件等が発生した場合は臨時パ

トロールを実施します。 

実績 
定期パトロールは予定どおり週 3 回実施し、警察からの不審者情報

等があった場合、該当地域をパトロールし、犯罪の抑止に努めました。

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

週 3 回年間を通して継続的に防犯パトロールを実施しま

した。警察から振込め詐欺等の情報提供を受け、不審電話

等への注意を促すアナウンスを行うなど、より効果的なパト

ロールを実施することができました。 

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（１）十分 （２）おおむね十分 （３）やや不十分 （４）不十分 (５）わからない

一般（回答数：４６０件） ３１件 １９５件 １４１件 ５１件 ４２件 

有識者(回答数：２０件)  ３件   ９件   ５件  ２件  １件 

（６） 道路パトロール実施事業 

目的・目標 

道路パトロールのほかに、全ての職員が各種業務で区内へ出る際

にも道路状況を確認し、担当部署へ報告することにより、迅速な道路補

修を行います。 

実績 

区民の安全・安心を確保するため、道路パトロールを実施し、職員

パトロール91件、南部建設事務所パトロール21件の計112件発見し、

順次補修を行いました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

所管課の道路パトロールのほか、所管課以外の職員が

道路の異常を発見した際には報告をもらうなど、区役所全

体で取り組むことで、迅速に補修等に着手することができま

した。 

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（１）十分 （２）おおむね十分 （３）やや不十分 （４）不十分 (５）わからない

一般（回答数：４６１件） ２９件 ２１９件 １３７件 ４４件 ３２件 

有識者(回答数：２０件)  １件  １２件   ５件  １件  １件 
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（７） 防犯活動の推進 

目的・目標 
防犯啓発活動を行うほか、中央区防犯協議会の活動を支援し、安

心して暮らせるまちづくりを推進します。 

実績 

犯罪のないまちづくりを目指し、区民まつりでは啓発事業「防犯クイ

ズラリー」を実施し、546 人に参加いただきました。また、講演会を年 2

回行い、区内防犯団体から計 332 人の参加をいただきました。なお、

区内防犯団体や NPOから直接的なご意見をいただきました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

４ 
区防犯協議会を中心とした連携を密にした事業を行うこ

とで、区民から「わかりやすい」「参考になった」とのご意見

をいただきました。 

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（１）十分 （２）おおむね十分 （３）やや不十分 （４）不十分 (５）わからない

一般（回答数：４５７件） ３８件 ２５２件 ９０件 ２９件 ４８件 

有識者(回答数：２０件)  ２件  １５件  ３件  ０件  ０件 

（８） 愛犬登録カード事業 

目的・目標 

愛犬家のマナーの向上、登録と狂犬病予防接種の推進のために中

央区在住の方を対象に、写真付愛犬登録カードを 40 件以上交付しま

す。 

実績 
愛犬登録カードの周知に取り組みましたが、カード発行の希望者は

29 件にとどまりました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

２ 

愛犬登録カードは中央区独自の取組で、予防接種の集

合注射時や犬の登録等で窓口に来られた区民にカードの

交付を行っています。愛犬家のマナー意識の向上や登録

の推進につながるなど効果は大きく、今後も広報活動の機

会を増やし、区民への周知を図る必要があります。 

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（１）十分 （２）おおむね十分 （３）やや不十分 （４）不十分 (５）わからない

一般（回答数：４６０件） １１件 ６０件 １３４件 １６８件 ８７件 

有識者(回答数：１９件)  ２件  ２件   ５件   ７件  ３件 
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２ 「区民との協働によるまちづくり」への取組 

（１） 区民まつり事業 

目的・目標 

区民・団体及び行政との協働により、一層の区民相互のふれあいと

連帯感及び郷土意識の醸成を深めるため、実行委員会と区との共催

による区民まつりを、従来の中央区役所周辺に会場を戻し、2 日間開

催し、延べ 8万人の来場者数を目指します。 

実績 

当日は雨天となりましたが、約 8 万人の方にご来場いただきました。

区民の方々の満足度向上のため、実行委員会との協働で事業の内容

向上に努めました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

 耐震工事の終了に伴い、会場をさいたま新都心けやきひ

ろばから中央区役所周辺に戻し、予定通り 2 日間開催しま

した。当日はたくさんの区民の皆様に来場していただき、区

民や各種団体の交流を通じてコミュニティの輪を広げること

ができました。 

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（１）十分 （２）おおむね十分 （３）やや不十分 （４）不十分 (５）わからない

一般（回答数：４５９件） ６３件 ２５９件 ８１件 １３件 ４３件 

有識者(回答数：２０件)  ５件  １１件  ２件  １件  １件 

（２） 花づくり事業 

目的・目標 

自治会及び児童センターの協力により、5箇所で14回の花の植栽を

行うほか、区内で開催されるイベント時に花の種等を配布し啓発活動

を行うことで、区内の拠点を中心に花づくり事業を進めます。 

実績 

花の種や苗の植栽活動を区内自治会や区内児童センター等6箇所

計 16 回実施し、花で彩るまちづくりを行いました。 

また、区民まつりや盆踊り大会など区内行事の際、花の苗を区民に

配布することで、緑化の啓発活動を行いました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

 自治会や児童センターの協力のもと、6 箇所で合計 16 回

の花苗の植栽を実施するとともに、盆踊り等の区内行事の

際に来場者に花苗を配布し、身近な場所に花や緑が感じ

られる機会を創出することができました。 

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（１）十分 （２）おおむね十分 （３）やや不十分 （４）不十分 (５）わからない

一般（回答数：４５９件） ５９件 ２５０件 １０２件 １８件 ３０件 

有識者(回答数：２０件)  ６件   ７件   ６件  ０件  １件 
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（３） 区民会議の運営 

目的・目標 

区民の参加と協働により、魅力ある地域社会の形成を図るため、年 6

回の区民会議を開催し、区が主体的に取り組むべき地域課題等につ

いて意見を求めます。 

実績 

地域課題を委員同士で出し合い、３つのテーマを選定しました。今

年度は７回の区民会議を開催し、２つのテーマに関連する出前講座で

市の取り組みを聴講したり、意見交換を行いました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

４ 
幅広い区民の声と直接的な意見交換を通じ、より現実的

なまちづくりに向けた着実な会議運営に取り組むことができ

ました。 

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（１）十分 （２）おおむね十分 （３）やや不十分 （４）不十分 (５）わからない

一般（回答数：４５４件） ２７件 ２４０件 ７５件 ２５件 ８７件 

有識者(回答数：２０件)  １件  １１件  ４件  ３件  １件 

（４） 活性化等推進事業 

目的・目標 
区の地域コミュニティの醸成や魅力あるまちづくりの活動を行う団体

を 5団体以上支援します。 

実績 

市報さいたま中央区版や区ホームページに募集記事を掲載するとと

もに、募集案内をコミュニティ協議会加入団体に配布、区内公共施設

に設置して募集を広く呼びかけ、区の地域コミュニティの醸成や魅力あ

るまちづくりの活動を行う団体に対し、その取り組む事業を支援しまし

た。しかしながら、4 団体への支援にとどまり指標に対する達成率が

80％に留まりました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

２ 

支援制度の活用により区民の幅広い分野における公益

活動が実施されました。今後も地域コミュニティ醸成のた

め、幅広く団体等への周知を行い、認知度向上と利用しや

すい補助制度内容の改善を図ってまいります。 

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（１）十分 （２）おおむね十分 （３）やや不十分 （４）不十分 (５）わからない

一般（回答数：４６０件） １５件 ８６件 １５０件 １０２件 １０７件 

有識者(回答数：２０件)  ０件  ６件   ６件   ８件   ０件 
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３ 「交流（ふれあい）が育む「健幸」なまちづくり」への取組

（１） 親子ｄｅヘルシー（減ル脂・ヘル歯）教室 

目的・目標 

若い世代の親子に健康の大切さを学んでもらうため、体と歯によい

食事、歯周病並びにむし歯予防を目的とした「親子 de ヘルシー教室」

を幼児とその保護者を対象に年 1回実施します。 

実績 

体と歯によい食事、歯周病並びにむし歯予防を目的とした「親子 de

ヘルシー教室」を 7 月に開催し、参加者は若い世代の親子合計 17 人

でした。アンケート結果より「バランスのとれた食事や親子ともに歯の大

切さについてとても勉強になりました」等の回答が 90%以上ありました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

初年度にも係らず若い世代の親子 17 人の方に参加して

いただき、関心度の高さもわかりました。アンケートでは「バ

ランスのとれた食事や歯の大切さを知ることができた」との

回答を多数いただき、区民の健康づくりに役立ちました。 

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（１）十分 （２）おおむね十分 （３）やや不十分 （４）不十分 (５）わからない

一般（回答数：４５７件） ２８件 １６０件 １３７件 ６７件 ６５件 

有識者(回答数：１９件)  ０件   ６件   ７件  ２件  ４件 

（２） 育児学級 

目的・目標 

親同士のふれあいや仲間づくりの場として、おおむね2～4か月の乳

児とその保護者を対象に、親子のふれあいや育児について学ぶ「育児

学級」を年 6回実施します。 

実績 

親子のふれあいや育児について学ぶ「育児学級」を年 6 回実施し、

定員 35 組のところ、好評で定員を超える申込も多くありました。アンケ

ートでは「不安の軽減につながった」と回答されている方が約 90％でし

た。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 
毎回定員数を超える申し込みをいただき、アンケート結

果も好評でした。また、育児の不安を軽減し、安心して子育

てできる環境づくりに貢献できました。 

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（１）十分 （２）おおむね十分 （３）やや不十分 （４）不十分 (５）わからない

一般（回答数：４５５件） ５１件 ２００件 １１２件 ３０件 ６２件 

有識者(回答数：１９件)  ２件   ９件   ４件  １件  ３件 
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（３） ふるさとウォーキング事業 

目的・目標 

区民の健康増進と区内の魅力発見に役立てるため、ウォーキングコ

ースの周知を図るとともに、ウォーキングコースを活用したイベントを開

催し、参加者数 180 人を目指します。 

実績 
当日は雨天にもかかわらず167名の方にご参加いただき、概ね好評

を得ることができました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

準備段階から関係団体と協力することで、参加者の安全

に配慮しつつ開催することができ、中央区の魅力の再発見

や、健康増進を図ることができました。参加者数については

周知方法を検討し、今後更なる充実を図ります。 

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（１）十分 （２）おおむね十分 （３）やや不十分 （４）不十分 (５）わからない

一般（回答数：４５９件） ４４件 ２３３件 １１２件 ２２件 ４８件 

有識者(回答数：１８件)  ２件  １０件   ４件  ２件  ０件 

（４） うんどう教室（介護予防事業） 

目的・目標 

運動の習慣化を目的として、元気な高齢者を対象に中央区内の公

園等で市主催のうんどう教室を 16 回開催し、自主活動のうんどう教室

を 50 回開催できるように支援します。 

実績 

市主催のうんどう教室は予定どおり16回開催し、自主活動のうんどう

教室は雨天による中止が 4回あり計 46 回の開催でした。 

新たに八王子公園でのうんどう教室の立ち上げを老人クラブと調整

し、10 月から開催することができました。 

うんどう教室で使用する遊具については、老朽化が激しく使用できな

い遊具もあり、本庁の関係課とできるだけ早い修繕に向けて調整してま

いります。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

教室の効果で、自主活動のうんどう教室はほぼ目標を達

成することができました。また、老人クラブとの連携によって

新たなうんどう教室も立ち上がり、参加しやすい環境も構築

されました。

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（１）十分 （２）おおむね十分 （３）やや不十分 （４）不十分 (５）わからない

一般（回答数：４５６件） ３７件 ２２３件 １１７件 ２７件 ５２件 

有識者(回答数：１９件)  ３件   ９件   ６件  ０件  １件 
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（５） シルバーポイント事業 

目的・目標 

高齢者の地域交流活動等の支援を通じて、高齢者の生きがいや健

康づくり、介護予防等の推進を図るため、シルバーポイント事業を実施

し、長寿応援制度の登録者数 1,800 人を目指します。 

実績 

今年度は長期応援制度の新規登録者が着実に増加が図れ、1,770

人となりほぼ目標どおりとなりました。また平成 26 年度以前に貯められ

たポイントの交換時に、アクティブチケットの交付を行い高齢者の更な

る外出意欲の向上に努め、健康づくりや介護予防の推進を図りました。

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

登録者数がほぼ目標通り増加し、さらにポイント交換時

にアクティブチケットの交付を行うことで外出意欲の向上に

努めたことで、高齢者の健康づくりや介護予防が進みまし

た。 

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（１）十分 （２）おおむね十分 （３）やや不十分 （４）不十分 (５）わからない

一般（回答数：４５８件） ４６件 ２１９件 ９５件 ２２件 ７６件 

有識者(回答数：２０件)  ４件  １０件  ４件  １件  １件 

４ 「にぎわいのあるまちづくり」への取組

（１） バラの写真展 

目的・目標 

花期以外にもバラに親しんでもらうことを目的にバラに関する写真を

募集し、作品を区役所ロビーに展示することにより、「区の花バラ」を広

く周知します。 

実績 

30 点募集のところ、それを上回る 54 点の応募があり、区の花バラの

啓発にふさわしい作品が多数寄せられました。また、写真展開催中は

600 人を超える方々にご来場いただきました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

多数の応募をいただき、区役所ロビーでの展示は目標

600 人を超える来場者を得ました。展示後はイベントでの出

張展示も行うなど、区の花バラの啓発に十分な効果を発揮

しました。 

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（１）十分 （２）おおむね十分 （３）やや不十分 （４）不十分 (５）わからない

一般（回答数：４６０件） ８０件 ２５７件 ６６件 １７件 ４０件 

有識者(回答数：２０件)  ３件  １１件  ４件  ２件  ０件 
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（２） アートストリート事業 

目的・目標 

JR 与野本町駅から彩の国さいたま芸術劇場までのアートストリートエ

リア内に期待感や余韻などを提供するアート空間の創出のため、彩の

国さいたま芸術劇場出演者の手形レリーフを 4基設置します。 

実績 
手形取得に向け主役級俳優と交渉した結果、目標の 4 基を設置す

ることができました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

芸術劇場の来場者に好評の手形レリーフは、今後目標と

した 4基が整備され、さらなる地域資源の活用に貢献しまし

た。次年度も引き続き芸術劇場と連携を図りながら実施をし

ます。 

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（１）十分 （２）おおむね十分 （３）やや不十分 （４）不十分 (５）わからない

一般（回答数：４５８件） ７２件 ２２２件 ７６件 ２５件 ６３件 

有識者(回答数：２０件)  ２件  １１件  ３件  １件  ３件 

（３） 中央区食堂棟絵画・写真展 

目的・目標 

地域資源や観光情報を PR するため、区役所の食堂棟において絵

画展や写真展などを開催し、アンケートによる満足度 80％以上を目標

に取り組みます。 

実績 

中央区内で催された与野夏祭りや七福神パレード、さいたまクリテリ

ウムなどイベント等の写真を展示し、中央区内の地域資源や観光資源

を PR しました。 

また、11・12 月には中央区美術家協会の協力により、中央区の風景

等を題材に描いていただき、高い芸術性に区民の方々が気軽に触れ

る機会を作ることができ、アンケートでは約 98%の方に「よかった」との回

答をいただきました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

４ 

区役所を訪れた区民等に対し、写真展示を通じて観光

資源をＰＲし、また絵画展では、中央区美術家協会と協力

し、芸術性にあふれる作品を展示するなど、「芸術のまち中

央区」をＰＲすることができました。 

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（１）十分 （２）おおむね十分 （３）やや不十分 （４）不十分 (５）わからない

一般（回答数：４６１件） ７３件 ２１９件 ６４件 １７件 ８８件 

有識者(回答数：２０件)  ５件  １１件  ３件  １件  ０件 
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（４） バラのまち中央区アートフェスタ事業 

目的・目標 

まちなかに点在する地域文化・アートを結びつけることにより、区民・

地域企業・団体・行政の協働による芸術・文化のまちづくりを推進する

ため、彩の国さいたま芸術劇場などを会場とした6回のアートイベントを

支援し、4,000 人の来場者数を目指します。 

実績 

天候に恵まれないことが多かったにも関わらず、6 回のイベントで目

標よりも多い5,250人の方にお越しいただき、芸術・文化のまちとしての

イメージを強めることができました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

４ 

彩の国さいたま芸術劇場、与野公園、けやきひろば等、

様々な場所を利用し、映画会、コンサート等のイベントを行

うことで、多くの来場者に楽しんでいただくことができまし

た。 

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（１）十分 （２）おおむね十分 （３）やや不十分 （４）不十分 (５）わからない

一般（回答数：４５７件） １０７件 ２５９件 ４７件 ６件 ３８件 

有識者(回答数：２０件)   ６件  １１件  ２件 １件  ０件 

（５） ロビーミニコンサート 

目的・目標 

芸術文化の特色を活かすとともに、開かれた区役所を目指して区役

所ロビーを開放し、区民に生の音楽演奏を聴く機会を設けるため、年 2

回ミニコンサートを実施します。 

実績 
与野音楽連盟の協力を得て年2回のミニコンサートを実施し、来庁さ

れた方々170 人の耳を楽しませることができました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 
気軽に生の音楽演奏を聴く機会を設けることで、芸術・

文化のまちをＰＲし、また芸術・文化への理解を深めること

ができました。 

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（１）十分 （２）おおむね十分 （３）やや不十分 （４）不十分 (５）わからない

一般（回答数：４５８件） ５８件 ２１１件 １０７件 １９件 ６３件 

有識者(回答数：２０件)  １件  １５件   ４件  ０件  ０件 
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５ 「環境に配慮したまちづくり」への取組

（１） 中央区役所ＬＥＤ照明化工事 

目的・目標 
区役所の照明を LED 化する工事を実施し、環境負荷の低減を図り

ます。 

実績 

年度内に区役所庁舎（本館・別館・新館・外構）すべての照明器具を

LED 照明に変更しました。 

設置後は使用電気量が減少し、環境負荷の低減を図ることができま

した。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 
LED化により、区役所の電気使用量は約20%、CO2の削

減量は月当り 6.3 トンの削減効果がありました。 

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（１）十分 （２）おおむね十分 （３）やや不十分 （４）不十分 (５）わからない

一般（回答数：４５９件） ７８件 ２５７件 ７５件 １４件 ３５件 

有識者(回答数：２０件)  ６件   ９件  ２件  ２件  １件 

（２） 中央区役所太陽光発電設備設置工事 

目的・目標 
区役所の屋上に太陽光発電設備を設置する工事を実施し、再生エ

ネルギーの導入により環境負荷の低減を図ります。 

実績 

年度内に区役所本館屋上に20Kwの太陽光パネル設置工事が完了

しました。 

設置後は太陽光発電により、環境負荷の低減を図ることができまし

た。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 
再生エネルギーの導入することで、区役所電気量の約

7%を削減しました。 

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（１）十分 （２）おおむね十分 （３）やや不十分 （４）不十分 (５）わからない

一般（回答数：４５９件） ６０件 ２１１件 １１２件 ３８件 ３８件 

有識者(回答数：２０件)  ５件   ９件   ５件  １件  ０件 
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６ 「区民満足度の向上」への取組

（１） 中央区明るい区役所づくり推進事業 

目的・目標 

区民の満足度向上と明るい区役所づくりを目指し、中央区役所に婚

姻届を提出した方へ記念写真を撮影・プレゼントするサービスを100組

以上に提供します。 

実績 

8 月からサービスを開始し、166 組のみなさまにヌゥや区の花バラを

デザインした台紙に入れた記念写真をプレゼントさせていただき、「記

念になった」などの感想をいただきました。 

またロビーに写真を展示させていただくことで、幸せな雰囲気が伝わ

り区役所を明るくすることができました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

４ 

目標を上回る 166 組の方に提供させていただき、多くの

方から喜びの声をいただきました。また、ロビーでの展示で

は幸せな雰囲気を醸し出しており、来場者から「幸せそうで

すね」と好評の声をいただいております。 

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（１）十分 （２）おおむね十分 （３）やや不十分 （４）不十分 (５）わからない

一般（回答数：４５５件） １１０件 ２２７件 ４２件 ９件 ６７件 

有識者(回答数：１９件)   ６件  １１件  １件 ０件  １件 

（２） 区役所窓口サービスの向上「中央区役所＋１運動」 

目的・目標 

区民一人ひとりに応じたきめ細かいサービスをモットーとし、区役所

の窓口に来庁し、様々な用件で訪れる区民に対して、さらなる「おもて

なし」の精神（プラスワン）で迎えるべく、毎月強化目標を定め、区民の

満足度の向上を目指します。 

実績 

区民に満足していただく窓口対応をめざし、毎月強化目標を定め取

り組みました。また、マイナンバー法の施行に伴い衝立を設置し個人情

報保護を強化するなどの環境整備や、研修の実施など接遇対応の向

上を図りました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

中央区役所では、毎月、区役所として強化目標を定め

て、区民の皆様に満足していただける窓口対応を目指して

います。また、随時、施設の環境整備や接遇研修の実施な

どを行い、市全体で実施した窓口満足度アンケートでは

97.7%の方から「とても満足」「おおむね満足」との回答をい

ただきました。 

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（１）十分 （２）おおむね十分 （３）やや不十分 （４）不十分 (５）わからない

一般（回答数：４５６件） ５６件 ２６０件 ７０件 ２６件 ４４件 

有識者(回答数：１９件)  ３件  １１件  ４件  ０件  １件 
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質問２ 今後、あなたが中央区で重点的に取り組んでほしいと思う分野を２つ選んでくだ
さい。（該当する番号を○で囲んでください） 

選 択 肢 
回答件数

一般 有識者

１ 自然・環境に関する取組 

自然環境の保全・再生 
緑化の推進 
リサイクル活動 など 

１１１  ４ 

２ 健康・福祉に関する取組 

子育て支援 
高齢者支援、障害者支援 
健康づくり など 

３１２ １５ 

３ 歴史・文化・伝統に関する取組

生涯学習・スポーツレクレーション 
地域文化の保全活用 
芸術・文化活動 など 

 ７４  ２ 

４ 安全・生活環境に関する取組 

防犯・防災 
交通安全対策 
生活道路緊急修繕等     など 

３４１ １３ 

５ 地域交流に関する取組 

コミュニティ活動の支援等 
交流イベント 
情報発信 など 

 ４２  ４ 
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属性（アンケート回答者の状況）に関する設問 …該当番号を選択する  

《一般評価》 

①年代別回答人数（割合） ※無回答：１４人 

②性別人数（割合） ※無回答：２０人 

 ③回答者の居住年数 ※無回答：１５人 

《有識者評価》 

①年代別回答人数（割合） ※無回答：１人 

②性別人数（割合） ※無回答：１人 

  ③回答者の居住年数 ※無回答：１人 

１．２０歳～２９歳 ２．３０歳～３９歳 ３．４０歳～４９歳 ４．５０歳～５９歳 

３７人(８％) ６４人(１４％) ９１人(２０％) ７５人(１７％) 

５．６０歳～６９歳 ６．７０歳以上 計  

９９人(２２％) ８５人(１９％) ４５１人(１００％) 

１．男性 ２．女性 計 

１７６人(３９．５％) ２６９人(６０．５％) ４４５人(１００％) 

１．１年以下 ２．１年～３年 ３．３年～５年 ４．５年～１０年 

０人(０％) ３７人(８％) ２８人(６％) ６７人(１５％) 

５．１０年～２０年 ６．２０年以上 計  

１０６人(２４％) ２１２人(４７％) ４５０人(１００％) 

１．２０歳～２９歳 ２．３０歳～３９歳 ３．４０歳～４９歳 ４．５０歳～５９歳 

０人(０％) １人(５％) １人(５％) ２人(１１％) 

５．６０歳～６９歳 ６．７０歳以上 計  

４人(２１％) １１人(５８％) １９人(１００％) 

１．男性 ２．女性 計 

１３人(６８．５％) ６人(３１．５％) １９人(１００％) 

１．１年以下 ２．１年～３年 ３．３年～５年 ４．５年～１０年 

０人(０％) ０人(０％) ２人(１１％) ０人(０％) 

５．１０年～２０年 ６．２０年以上 計  

１人(５％) １６人(８４％) １９人(１００％) 
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さいたま市では、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 

この評価書についてのお問い合わせ先 

さいたま市 中央区役所 区民生活部 総務課     電話 ８４０－６０１３ 
FAX ８４０－６１６０ 

『平成２７年度 さいたま市 中央区 区長マニフェスト評価書』を、ご
覧いただきありがとうございました。 
この評価書は、皆様の貴重なご意見などを基につくることができまし     
た。アンケートにご協力いただいた方々に、厚く感謝申し上げます。 

この「平成２７年度さいたま市中央区区長マニフェスト評価書」は 1,500 部作成し、１部あたりの印刷経費は 78 円です。 


