
 

平成３０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３０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３０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。 

区長マニフェストについては、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。 

このたび、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。 
 

 

令和元年７月 中央区長  西村 徹 
 

 
■評価方法 
 
以下の、３つの方法により評価しました。 

１．区長評価 
    実施した事業の実績を基に、以下の評価ランクから、区長自らが評価しました。 

５：目標をかなり上回った 

４：目標をやや上回った 

３：目標どおりだった 

２：目標をやや下回った 

１：目標をかなり下回った 
 

２．一般評価（アンケート） 
●期 間：令和元年５月１７日～５月３１日 

   ●設 問：本評価書５頁『検証評価（詳細）』をご覧ください。 

   ●対象者：無作為抽出で１８歳以上の１年以上居住している中央区在住者１，５００人 

（うち、４２６人回答） 

   ●選択肢：（ア）十分、（イ）おおむね十分、（ウ）やや不十分、（エ）不十分、（オ）わからない 
 

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、２３人回答） 
 ●選択肢：一般評価と同じ。 
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            ※詳細な事業内容は、５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※１

評価 

  アンケート※２ 

一般 有識者

１ 「区民との協働によるまちづくり」への取組 

 （１）区民まつり 〔拡大〕 ３ ８９％ ８７％

 （２）花 de 植花夢(ウェルカム)まちづくり 〔拡大〕 ４ ９０％ ８２％

２ 「交流（ふれあい）が育む「健幸※３」なまちづくり」への取組 

 （１）ふるさとウォーキング ３ ７８％ ５７％

 （２）ますます元気教室 ・健
けん

口
こ う

教室 ３ ６８％ ８２％

 （３）食生活と運動でパワーアップ！健
けん

幸
こ う

講座 〔新規〕 ５ ８１％ ８６％

 （４）生活習慣病予防教室 〔拡大〕 ３ ７０％ ７１％

３ 「安全・安心なまちづくり」への取組 

 （１）交通安全啓発と身近な生活環境の保持 ４ ７５％ ８７％

 （２）防犯啓発活動 ３ ６９％ ７４％

 （３）地域防災力の向上 〔拡大〕 ３ ６９％ ７０％

 （４）中央区みんなで支えるネットワーク事業連絡会 ３ ７０％ ８１％

４ 「にぎわいのあるまちづくり」への取組 

 （１）与野本町駅周辺地区まちづくりの推進 ２ ４０％ ３６％

 （２）区の花バラのＰＲ ５ ９１％ ９１％

 （３）区民ギャラリーの開設 〔拡大〕 ３ ７２％ ８２％

５ 「子育てしやすいまちづくり」への取組 

 （１）子どもがつくるまち「ミニ中央区」 ４ ８２％ ９０％

 （２）妊娠・出産包括支援 〔拡大〕 ５ ９１％ ８５％

 （３）育児学級 ３ ７４％ ７９％

６ 「親しみやすい区役所づくり」への取組 

 （１）中央区役所婚姻届提出記念写真サービス ２ ６３％ ７５％

 （２）中央区ふれあい出前講座 ４ ７９％ ８６％

 （３）中央区街知 vision（マッチビジョン） 〔新規〕 ３ ６８％ ８１％

※１ 区長評価 

５：目標をかなり上回った、４：目標をやや上回った、３：目標どおりだった 

２：目標をやや下回った、１：目標をかなり下回った 

※２ アンケートの割合については、５つの選択肢（「（ア）十分」、「（イ）おおむね十分」、「（ウ）やや不 

十分」、「（エ）不十分」、 「（オ）わからない」）のうち、「（オ）わからない」と回答いただいた数を除く 

選択総数における、「（ア）十分」、「（イ）おおむね十分」の選択数の割合です。 

   ※３ 「健幸」とは、身体面の健康だけでなく、人々が生きがいを感じ、心豊かな生活を送れることをいい

ます。 

検証評価(まとめ) 
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（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 

○「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（一般評価） 

 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 １９％ １０％ １２％ １３％ １６％ １６％

２ 健康・福祉に関する取組 ２９％ ４０％ ３８％ ３４％ ３０％ ３５％

３ 歴史・文化・伝統に関する取組 ８％ ６％ ６％ ６％ ８％ ６％

４ 安全・生活環境に関する取組 ４２％ ４１％ ４０％ ４１％ ４０％ ３９％

５ 地域交流に関する取組 ２％ ３％ ６％ ６％ ６％ ５％

 
 ※ 小数点以下は四捨五入しているため、各項目の合計が 100%にならない場合があります。 

 

 

２．総評  
 

●事業について 

 区長評価では、全１９事業のうち、評価５（目標をかなり上回った）を３事業、評価４

（目標をやや上回った）を４事業、評価３（目標どおりだった）を１０事業、評価２（目

標をやや下回った）を２事業としました。 

 区長評価を「評価５」とした「区の花バラのＰＲ」、「妊娠・出産包括支援」及び「評価３」

とした「区民まつり」の３事業については「（ア）十分」と「（イ）おおむね十分」の割合が

一般評価・有識者評価ともに８５％を超える高い評価をいただきました。 

一方で、目標を達成できず区長評価を「評価２」とした「中央区役所婚姻届提出記念

写真サービス」については一般評価６３％と低い評価となり、また、「与野本町駅周辺地

区まちづくりの推進」についても、一般評価４０％、有識者評価３６％と厳しい評価にな

りました。 

 
 

取 組 分 野 

要 望 割 合 

３０年度 ２９年度 ２８年度 ２７年度 

１ 自然・環境に関する取組 １４％ １５％ １３％ １３％

２ 健康・福祉に関する取組 ３４％ ３５％ ３７％ ３５％

３ 歴史・文化・伝統に関する取組 ７％ ７％ ８％ ８％

４ 安全・生活環境に関する取組 ４０％ ３６％ ３６％ ３９％

５ 地域交流に関する取組 ５％ ７％ ６％ ５％

※文中の割合は、５つの選択肢のうち、「（オ）わからない」と回答いただいた数を除く

選択総数における、「（ア）十分」、「（イ）おおむね十分」の選択数の割合です。 
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●重点的に取り組んでほしい分野について 

例年と同様に「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

割合が高い傾向にあり、関心の高さがうかがえます。また、年代別にみると、２０代は

他の年代と比べ「１ 自然・環境に関する取組」も関心が高く、「５ 地域交流に関する取

組」については、４０代以降の年代が２０代、３０代に比べ関心が高いという結果が得

られました。 
 

●まとめ・今後の方向性について 

（１）重点的に取り組んでほしい分野として、「４ 安全・生活環境に関する取組」につ

いてが、全体の４０％で最も高い割合となりました。区民の皆様の関心が特に高

い分野ですが、関連する事業の「防犯啓発活動」及び「地域防災力の向上」は、一

般評価で６９％と昨年度よりも約１０％上昇したものの、やや低調な評価となり

ました。一方で、「交通安全啓発と身近な生活環境の保持」については、一般評価・

有識者評価の平均で約８０％と比較的高い評価をいただきましたので、今回のア

ンケート結果を踏まえ、今後もさらなる事業の拡大や内容の充実を図りながら、

安全・安心なまちづくりを進めてまいります。 

（２）「２ 健康・福祉に関する取組」についても、例年関心が高く、重点的に取り組ん

でほしいと要望が多い分野です。新規事業の「食生活と運動でパワーアップ！健
け ん

幸
こ う

講座」ついては、一般評価・有識者評価ともに８０％以上と高い評価となりまし

たが、その他の「ふるさとウォーキング」、「ますます元気教室 ・健
け ん

口
こ う

教室」、「生活習慣

病予防教室」では目標は達成したもののいずれも一般評価は８０％には届きませ

んでした。一方で「子育てしやすいまちづくり」の取組としての、「子どもがつくる

まち「ミニ中央区」」、「妊娠・出産包括支援」については目標を上回り、一般評価・有

識者評価ともに８０％を超える高い評価をいただきました。引き続き事業の充実

を図り、子どもから高齢者まで元気に健康で暮らせるまちづくりを目指してまい

ります。 

（３）「親しみやすい区役所づくり」の取組としての、「中央区役所婚姻届提出記念写真サ

ービス事業」については、目標を下回ったこともあり低評価となりましたが、「中

央区ふれあい出前講座」については昨年度に続き、一般評価・有識者評価ともに約

８０％と高評価をいただきました。引き続き満足いただけるように事業を継続し

てまいります。 

（４）平成２９年度のアンケートからマニフェストの認知度についての設問を設け、

その結果から区長マニフェストの認知度が大変低いことがわかりました。その反

省から「中央区ふれあい出前講座」の中でも積極的に区長マニフェストの周知を

図ることとし、結果として、認知度が少しずつ上がってきております。しかしなが

ら、区長マニフェストを認知していない方もまだ多くいらっしゃいますので、更

にふれあい出前講座の積極的な開催や周知方法を工夫し、より多くの区民の皆様

にご覧いただけるよう改善を図ってまいります。 
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質問１ 平成３０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「事業概要・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。（該当する記号［（ア）～（オ）］を○で囲んでください）  

１ 「区民との協働によるまちづくり」への取組 

（１） 区民まつり 〔拡大〕 

目的・目標 

実行委員会との共催により「区民まつり」を２日間開催します。また、

コミュニティ団体との共催で新たに「秋のバラフェスティバル」を同時開

催します。               

[目標：アンケート満足度 80%以上]

事業概要・ 

実績 

11 月 10 日（土）、11 日（日）の２日にわたり、天候にも恵まれ、延べ

約 10 万人の方にご来場いただきました。今年度は「秋のバラフェステ

ィバル」の同時開催や飲食スペースを増設するなどして、アンケートに

よる満足度も 81.5%と目標を達成しました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

区内外から多くの方々にご来場いただくとともに、区内団

体によるステージでの活動発表や多種にわたる出店など活

気あふれるお祭りの開催となり、アンケートによる満足度も

目標を達成することができました。 

今後も実行委員会と連携し、継続して取り組んでまいりま

す。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４２５件） ８７件 ２３８件 ３１件 １０件 ５９件 

有識者(回答数：２３件)  ６件  １４件  １件  ２件  ０件 

 
（２） 花 de 植花夢(ウェルカム)まちづくり 〔拡大〕 

目的・目標 

身近な場所に花が感じられる機会を提供するため、自治会・児童セ

ンター・コミュニティセンターのほか、新たに保育園の協力による花の植

栽や、区内イベント開催時に花の苗等の配布を行います。         

[目標：植栽等 18 回] 

事業概要・ 

実績 

自治会・児童センター・コミュニティセンターのほか、新たに区内保育

園３園の協力による花の植栽や、区内イベント開催時に花の苗等の配

布を計 23 回行い、目標を達成しました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

４ 

自治会や保育園の協力により、目標を上回る植栽等を実

施することができました。 

今後も花を身近に感じられる機会を増やせるよう地域の

方と協力し取り組んでまいります。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４２５件） １１９件    ２３４件 ２６件 １２件 ３４件 

有識者(回答数：２３件)   ７件   １１件  ２件  ２件  １件 

※      内は、アンケートの質問内容です 検証評価（詳細） 
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２ 「交流（ふれあい）が育む「健幸」なまちづくり」への取組 

（１） ふるさとウォーキング 

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イベントを開催します。       

[目標：アンケート満足度 90%以上]

事業概要・ 

実績 

３月２日（土）に新しく設定した約８㎞のコースを歩き、125 名の方にご

参加をいただきました。アンケートによる満足度も 87％とおおむね目標

どおりの結果となりました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

当日は多くの方にご参加いただき、おおむね目標どおり

の満足度を得られました。 

今後も区内の見どころをご案内しながら、健康増進が図

れるよう事業を継続してまいります。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４２１件） ６４件 ２０９件 ５４件 ２２件 ７２件 

有識者(回答数：２３件)  ５件   ８件  ９件  １件  ０件 

 

（２） ますます元気教室 ・健
けん

口
こう

教室 

目的・目標 

介護予防効果の高い体操（いきいき百歳体操）の体験や、口腔・栄

養・認知症予防について学ぶ「ますます元気教室」、高齢期の栄養・口

腔機能の向上について学ぶ「健口（けんこう）教室」を開催します。   

[目標：ますます元気教室 年 15 コース、健口教室 年 2 コース]

事業概要・ 

実績 

「ますます元気教室」は区内の５公民館において、各 3 コース（合計

15 コース）開催し 300 名の方にご参加いただきました。また、「健口（け

んこう）教室」は中央区役所において、2 コース開催し 27 名の方にご参

加いただきました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

高齢期の方が、住み慣れた地域で生き生きと暮らしてい

ただけるように、効果的な介護予防の取り組みとして「ます

ます元気教室」や「健口（けんこう）教室」を開催しました。 

今後は、さらに多くの方に気軽に参加していただけるよう

に、周知の徹底を図ってまいります。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４２１件） ５２件 １８６件 ８６件 ２６件 ７１件 

有識者(回答数：２３件)  ３件 １５件  ４件  ０件  １件 
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（３） 食生活と運動でパワーアップ！健
けん

幸
こう

講座 〔新規〕 

目的・目標 

自宅等でもできる体操の体験や栄養・認知症・高齢者施策に関する

知識向上を図る「食生活と運動でパワーアップ！健幸講座」を開催しま

す。 

[目標：アンケート満足度 80%以上] 

事業概要・ 

実績 

「食生活と運動でパワーアップ！健
けん

幸
こ う

講座」を 12 月 13 日に与野本

町コミュニティセンターで開催し、53名の方にご参加いただきました。ア

ンケート満足度も 98%と高い評価をいただき目標を達成しました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

５ 

専門家による自宅等で誰もができる体操の体験や食生

活に関する基礎的知識の講座をとおして、多くの参加者の

方に満足のいく体験をしていただくことができました。 

今後は、さらに多くの方に満足していただくために内容

等の充実や周知の徹底を図り取り組んでまいります。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４２２件） ９１件 １８８件 ４５件 ２２件 ７６件 

有識者(回答数：２３件)  ８件 １１件  ２件  １件  １件 

 

（４） 生活習慣病予防教室 〔拡大〕 

目的・目標 

若い世代からの生活習慣病予防のきっかけづくりとして、運動・食

育・歯科保健に関する教室を実施します。また、新たに体組成計を活

用し、体脂肪・筋肉量測定会等を開催します。 

[目標：予防教室 年７回] 

事業概要・ 

実績 

年７回開催した教室の参加者アンケートから、運動や食生活の習

慣、歯の健康を振り返るきっかけとなったという意見がほぼ 100％とな

り、生活習慣病予防のきっかけづくりとして成果が表れました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

若い世代からの生活習慣病予防のきっかけづくりとして

家族のだれもが参加できる教室を開催いたしました。 

体組成計なども活用し、客観的なデータを見ることで健

康に対する興味も高まり目標も達成できました。 

今後も、生活習慣病予防の周知に取り組んでまいりま

す。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４２１件） ５４件 １９４件 ８１件 ２４件 ６８件 

有識者(回答数：２３件)  ５件 １０件  ５件  １件  ２件 
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３ 「安全・安心なまちづくり」への取組 

（１）交通安全啓発と身近な生活環境の保持 

目的・目標 

関係機関と連携した自転車安全利用啓発活動の実施、街路灯ＬＥＤ

化の推進、道路パトロールの強化による迅速な道路等の修繕を行いま

す。 

[目標：街頭啓発活動月１回、街路灯ＬＥＤ化 180 基、

道路パトロール週２回以上] 

事業概要・ 

実績 

街頭啓発活動を 24 回実施することで、交通事故防止の意識向上を

図りました。また、ＬＥＤ街路灯を 180 基設置することで、身近な生活環

境の向上を図ることができました。さらに、道路パトロールを週２回以上

の 3.7 回実施することで迅速な修繕を行うことができ、区民の安全・安

心を確保しました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

４ 

街頭啓発活動、道路パトロールはともに目標を上回ること

ができ、LED 街路灯も目標を達成して交通安全啓発と身近

な生活環境の保持に寄与することができました。 

 今後も継続して取り組んでまいります。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４２３件） ７３件 ２２７件 ７０件 ２９件 ２４件 

有識者(回答数：２３件)  ６件  １４件  ２件   １件   ０件 

 
（２） 防犯啓発活動 

目的・目標 

中央区防犯協議会と連携し、防犯啓発活動や講演会を開催しま

す。また、職員による青色防犯パトロールを行います。 

[目標: 防犯講演会 年２回、青色防犯パトロール 週３回] 

事業概要・ 

実績 

職員同士の連携により、予定どおり毎週３回、青色防犯パトロールを

実施しました。 

また、中央区防犯協議会との共催で、防犯講演会を２回開催し、６月

200 名、12 月 172 名の方にご参加いただきました。 

さらに区民まつりでは防犯クイズラリーを行い、827 名の方にご参加

いただきました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

中央区防犯協議会と共催で開催した区民まつりでの防

犯クイズラリーは、たくさんの方にご参加いただき大変にぎ

わいました。また、防犯講演会においては、来場者の方に

も参加していただき大変有意義なものとなりました。 

今後も防犯に関する取り組みを継続してまいります。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４２３件） ４６件 ２１３件 １００件 １８件 ４６件 

有識者(回答数：２３件)  ５件 １２件  ４件  ２件  ０件 
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（３） 地域防災力の向上 〔拡大〕 

目的・目標 

区内 14 か所の避難所において、区災害対策本部との連携を含めた

運営訓練を実施します。また、中央区自主防災組織連絡会や講演会

を開催するとともに、新たに区民まつりへの出展を行います。 

[目標: 区民まつりブース来場者 300 人] 

事業概要・ 

実績 

区内 14 か所の避難所と区災害対策本部、消防局、水道局、警察署

とが連携して、６月１0 日（日）に避難所運営訓練を実施し、1,041 名の

方にご参加いただきました。 

また、自主防災組織連絡会を３回、講演会を１回開催するとともに、

区民まつりでは防災ブースを出展し、327 名の方にご参加いただき、地

域防災力の強化に努めました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

例年実施している全避難所と区災害対策本部の連携訓

練は地域の皆様にご協力いただき、年々参加者が増加し

ております。また、今年度は区民まつりで防災ブースを出展

し、多くの方にお越しいただき、防災グッズの展示や啓発

品の配布を行いました。 

引き続き防災力の強化に向け継続してまいります。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４２２件） ４３件 ２１２件 ９９件 １８件 ５０件 

有識者(回答数：２３件)  ４件  １２件  ６件  １件  ０件 

 
（４） 中央区みんなで支えるネットワーク事業連絡会 

目的・目標 

障害のある方が差別や虐待とは無縁で、自分が望む暮らしができる

まちづくりを目指して、障害福祉サービス事業所相互の情報交換を実

施する連絡会や専門家による研修会を開催します。 

[目標: 連絡会等 年３回] 

事業概要・ 

実績 

予定どおり３回実施、連絡会終了後のアンケートでは、90%以上の事

業所から「大変有意義だった」・「有意義だった」との回答を得られまし

た。障害のある方を支援する障害福祉サービス事業所のスキルアップ

に貢献できました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

障害のある方が、地域で安心して暮らせるように障害福

祉サービス事業所のネットワークを構築し、情報交換や職

員の資質向上のための研修会を開催しました。今後も、継

続し障害者にとって住みやすい街づくりを目指します。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４２４件） ３８件 ２０２件 ７８件 ２６件 ８０件 

有識者(回答数：２３件)  ３件 １４件  ４件  ０件  ２件 
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４ 「にぎわいのあるまちづくり」への取組 

（１） 与野本町駅周辺地区まちづくりの推進 

目的・目標 

与野本町駅から芸術劇場を結ぶアートストリートエリア内に、俳優の

「手形レリーフ」の設置やバナーの掲出を行います。また、芸術劇場と

地域が連携したまちづくりを支援します。 

[目標: 手形レリーフ設置数４基]

事業概要・ 

実績 

彩の国さいたま芸術劇場で上演されているシェイクスピアシリーズ出

演俳優の手形採取の折衝が不調だったため、４基設置予定中２基の

設置となり、目標に届きませんでした。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

２ 

手形の取得に向け、シェイクスピアシリーズ出演俳優へ

の折衝を行ってまいりましたが、残念ながら目標を下回る結

果となってしまいました。 

今後も芸術劇場との連携を強化し、アートストリートエリア

の充実を図ってまいります。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４２１件） ４７件 ８８件 １０１件 ９８件 ８７件 

有識者(回答数：２３件)  １件  ７件 １１件  ３件  １件 

 
（２） 区の花バラのＰＲ 

目的・目標 

バラの写真展や剪定講習会の開催、区内の学校へのバラ苗の植栽

のほか、各種イベント時や庁舎内において折り紙で作ったバラをとおし

てＰＲすることにより、「区の花バラ」に愛着を感じられる活動を行ないま

す。 

[目標: 写真展応募作品数 120 点、講習会参加者 60 人]

事業概要・ 

実績 

写真展応募作品数は目標を大きく上回る 161 点あり、区民まつ

りにおいて表彰式を行い、写真展では多くの方々に作品を楽しん

でいただきました。 
また剪定講習会は、定員を上回る応募があり、講習会をとおし

て「区の花バラ」に関心と愛着をもっていただくことができ、目

標を達成しました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

５ 

今年のバラの写真展も多くの方にご参加いただき、目標

を大きく上回ることができました。また、剪定講習会、バラ苗

の植栽や折り紙で作ったバラの配布によりバラの PR を行っ

てまいりました。 

今後も地域資源である「区の花バラ」を周知してまいりま

す。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４２３件） １７０件 １９０件 ３１件  ６件 ２６件 

有識者(回答数：２３件) １０件 １０件  １件  １件  １件 
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（３） 区民ギャラリーの開設 〔拡大〕 

目的・目標 

「芸術のまち中央区」を広く周知し、市民等との協働により地域資源

や観光情報をＰＲする絵画展や写真展示を区役所食堂棟のほか、新

たに１階ロビーで行います。 

[目標: アンケート満足度 90％以上] 

事業概要・ 

実績 

中央区美術家協会による「絵画展」では展示期間を前期・後期に分

けることでより多くの作品を楽しんでいただきました。そのほかにも区内

団体との協働による展示を行い、アンケートによる満足度も 91%となり目

標を達成しました。また、食堂棟に加え、ロビーにおいても区内の「バ

ラ」や「桜」の写真展示を行い、区の地域資源を PR しました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

写真展では「区の花バラ」のほか、「与野七福神まつり」

や「大正時代まつり」などをテーマとし、区内の地域資源を

PR してきました。また、中央区美術家協会の絵画展では、

展示期間を工夫することで、より多くの作品を展示すること

ができました。 

今後も趣向を凝らした展示をしてまいります。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４２２件） ５８件 １９７件 ７８件 １９件 ７０件 

有識者(回答数：２３件)  ３件 １５件  ３件  １件  １件 

 

５ 「子育てしやすいまちづくり」への取組 

（１） 子どもがつくるまち「ミニ中央区」 

目的・目標 

子どもたちの主体性やコミュニケーション能力を伸ばし、社会性やま

ちづくりの参画意識を育てるため、まちづくりや様々な職業をシミュレー

ションする遊び「ミニ中央区」を開催します。 

[目標: アンケートの満足度 90％以上]

事業概要・ 

実績 

子どもたちが頑張った結果、事故もなく、イベント後のアンケートで

は、95.9%の方から「楽しかった」と回答を得られました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

４ 

子どもたちが、楽しみながら主体性やコミュニケーション

能力を伸ばし、社会性を育みながらまちづくりの参画意識

を育てることができました。今後も引き続き取り組んでまいり

ます。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４２１件） ７５件 ２０７件 ５１件 １１件 ７７件 

有識者(回答数：２３件)  ８件 １１件  １件  １件  ２件 
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（２） 妊娠・出産包括支援 〔拡大〕 

目的・目標 

母子保健相談員を配置し、妊娠届時から必要な方への支援を行い

ます。また、妊娠期から出産前後のさまざまなニーズに対して総合的相

談・支援をワンストップで提供するほか、出産後の産後健診の確認も新

たに行い、必要な支援を行います。 

[目標: 妊娠届時からの支援者数 400 人]

事業概要・ 

実績 

妊娠から出産前後までのさまざまな不安やニーズに対して、相談支

援を提供できました。母子健康手帳を区民課で発行された妊婦に対し

ても、電話や手紙などさまざまなアプローチを行うことによって、支援者

数 600 名と目標を大きく超えて達成しました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

５ 

妊娠から出産前後までのさまざまな不安やニーズに対し

て、適切な支援を提供できました。また、保健センターは、

区役所と離れた位置にあるため、母子手帳を直接配布でき

ないこともありますが、電話や手紙などさまざまな方法で支

援の目標数を大きく上回ることができました。 

今後も関係機関との連携を図りながら、支援を行ってま

いります。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４１９件） １１９件  １９３件 １９件 １０件 ７８件 

有識者(回答数：２２件)  １０件    ７件  ３件  ０件  ２件 

 

（３） 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ことを

目的とした教室を開催します。 

[目標: 育児教室 年６回] 

事業概要・ 

実績 

 親子のふれあいや育児について学びながら仲間づくりを行うことので

きる教室を年６回開催するとともに、参加者アンケートでは満足度が

80％を超えるなど、目標を十分に達成しました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

平成 30 年度も前年度と同様に、教室を６回開催し、参加

者には高評価をいただきました。今後も多くの方に参加し

ていただき、育児不安を少しでも軽減できるように、事業の

充実を図り取り組んでまいります。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４１７件） ５３件 １９４件 ７１件 １５件 ８４件 

有識者(回答数：２２件)  ４件 １１件  ４件  ０件  ３件 
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６ 「親しみやすい区役所づくり」への取組 

（１） 中央区役所婚姻届提出記念写真サービス 

目的・目標 

婚姻届を提出した方に、中央区オリジナル背景パネルの前で写真を

撮影し、プレゼントするサービスを提供します。また、同意をいただいた

方の記念写真を区役所ロビーへ掲示します。 

[目標: 写真サービス 220 組、ロビー掲示 150 組] 

事業概要・ 

実績 

中央区役所に婚姻届を提出された 535 組のうち 234 組の方の記念

写真を撮影しました。そのうち同意いただいた 97 組の方の写真を区役

所ロビーや通路に掲示させていただき、区役所に幸せを感じられる空

間を作りました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

２ 

記念撮影は 234 組の方にご参加いただき、今年度もご好

評いただきました。写真サービスの提供は目標を達成する

ことができましたが、ロビーや通路での掲示は目標を下回っ

てしまいました。 

今後も写真の掲示にご協力頂けるよう取り組み、明るい

区役所づくりを推進してまいります。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４２１件） ６３件 １２３件 ８５件 ２２件 １２８件 

有識者(回答数：２３件)  ４件 １１件  ４件  １件   ３件 

 
（２） 中央区ふれあい出前講座 

目的・目標 

区役所を身近に感じてもらうとともに区民とのふれあいを深めていく

ため、区長マニフェストに掲載する事業、市民生活にかかわる区の取

組等の説明に伺う出前講座を行います。 

[目標: 年 45 回開催]

事業概要・ 

実績 

中央区ふれあい出前講座を 63 回開催しました。区長マニフェストの

説明をはじめ、防犯や高齢介護サービス等の取組について PR させて

いただくとともに、区民の皆様との交流（ふれあい）を深めさせていただ

きました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

４ 

自治会や民生委員児童委員会等に出向き、区の取組の

説明や PR をさせていただきました。また、バラの折り方講座

は多くの方からご好評をいただき、目標を大きく上回ること

ができました。 

今後は広聴機能の充実を図ることも視野に取り組んでま

いります。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４２２件） ５９件 ２０４件 ５９件 １３件 ８７件 

有識者(回答数：２３件)  ３件 １６件  １件  ２件  １件 
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（３）中央区街知 vision（マッチビジョン） 〔新規〕 

目的・目標 

区役所での「待ち時間」を「街を知る時間」すなわち「街知（マッチ）時

間」と捉え、来庁された皆様に区内のイベント情報等を提供し、区への

愛着と区役所への親しみを持っていただきます。 

[目標: 提供情報 年３事業] 

事業概要・ 

実績 

区内イベントに参加して写真を撮影するとともに、平成 29 年度に撮

影した写真を活用し、イベント情報を周知する動画を３本制作しまし

た。そのうち、２本を区役所ロビーで放映し、来庁者にイベント情報の

提供をしました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

区内の夏祭りやイベントに参加し、皆様のご協力のもと動

画制作を行ってまいりました。 

今後も区への愛着と区役所への親しみを持っていただく

ため、区内のイベント情報等を来庁者に提供してまいりま

す。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４１８件） ３９件 １９０件 ８２件 ２８件 ７９件 

有識者(回答数：２２件)  ３件  １４件  ４件  ０件  １件 

 

 

 
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 

１１６ ３ 

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 

２８５ 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 

５４ ２ 

４ 安全・生活環境に関する取組 

 防犯・防災 

 交通安全対策 

 道路緊急修繕等     など 

３３１ １４ 

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 

４３ ７ 
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質問３ 区長マニフェストについて、どの程度ご存知でしたか。（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．区長マニフェストを見たことがある ８５ ２０ 

２．区長マニフェストを見たことはないが、掲載する事業の内容は知っている ５８ １ 

３．区長マニフェストを見たことがない ２７３ ０ 

 

 

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：２７人 

   

                           

 
 
 
 
②性別人数（割合） ※無回答：２９人 

   

                                                       

 

 ③回答者の居住年数 ※無回答：２７人 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

１．１８歳～２９歳 ２．３０歳～３９歳 ３．４０歳～４９歳 ４．５０歳～５９歳 

２５人(６％) ４１人(１０％) ７４人(１９％)  ９４人(２４％) 

５．６０歳～６９歳 ６．７０歳以上 計  

８１人(２０％) ８４人(２１％)  ３９９人(１００％) 

１．男性 ２．女性 計 

１６４人(４１％) ２３３人(５９％) ３９７人(１００％) 

１．３年未満 ２．３年～５年未満 ３．５年～１０年未満 

４７人(１２％) ４２人(１１％) １０６人(２７％) 

４．１０年～２０年未満 ５．２０年以上 計 

２０４人(５１％) ０人(０％) ３９９人(１００％) 



  
- 16 - 

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

 

《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 

 

 

 

 

  

                                       

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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３０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 30 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５２円です。 

１．１８歳～２９歳 ２．３０歳～３９歳 ３．４０歳～４９歳 ４．５０歳～５９歳 

０人(０％) ２人（９％) ２人(９％) ４人(１８％) 

５．６０歳～６９歳 ６．７０歳以上 計  

７人(３２％) ７人(３２％) ２２人(１００％) 

１．男性 ２．女性 計 

１４人(６４％) ８人(３６％) ２２人(１００％) 

１．３年未満 ２．３年～５年未満 ３．５年～１０年未満 

１人(５％) ３人(１４％) ０人(０％) 

４．１０年～２０年未満 ５．２０年以上 計 

１８人(８１％) ０人(０％) ２２人（１００％) 

さいたま市 PR キャラクター 

 つなが竜ヌゥ 


