
 

平成３１年度（令和元年度） 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、「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おり、平成 31

年度（令和元年度）に取り組む主な事業を区長マニフェストにまとめ、平成 31

年４月に区民の皆様に公表しました。 

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２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 

－：やむを得ない理由（※）により事業を実施しなかったため、評価なし 

  ※台風１９号や新型コロナウイルスの影響 
 

２．一般評価（アンケート） 
●期 間：令和２年５月１５日～５月２９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、４４４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、２９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）区政に関する意見の広聴 ３  ７１％ ９６％

 （２）区民まつりの開催  ４ ９３％ ９６％

 （３）花 de 植花夢(ウエルカム)まちづくりの実施 〔拡大〕 ５ ９０％ １００％

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の実施 － － － 

 （２）食生活と運動でパワーアップ！健
けん

幸
こ う

講座の開催 ３ ６１％ ７８％

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 ７３％ ８９％

 （２）防犯啓発活動 〔拡大〕 ３ ６９％ ８６％

 （３）地域防災力の向上 〔拡大〕 ３ ５７％ ６３％

 （４）中央区みんなで支えるネットワーク事業連絡会 ３ ６２％ ８５％

４ 「にぎわいのあるまちづくり」への取組 

 （１）芸術劇場と地域が連携したまちづくりの実施 〔新規〕 － － － 

 （２）アートストリートエリアの整備 〔拡大〕 ２ ３９％ ４８％

 （３）区民ギャラリーの充実 〔拡大〕 ３ ７０％ ７７％

 （４）区の花バラの PR ４ ９２％ ９３％

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」の開催 ３ ７２％ ７６％

 （２）妊娠・出産に関する包括的支援  ３ ７０％ ８６％

６ 「親しみやすい区役所づくり」への取組 

 （１）婚姻届提出記念写真サービスの提供 ５ ９４％ １００％

 （２）保健センターの移転 〔新規〕 ３ ８１％ ９３％

※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、－：やむを得ない理由により評価なし 

※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。やむを得ない理由によ

り評価なしの事業については、アンケートを省略しています。 

※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） 

 ２９歳以下 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０歳以上

１ 自然・環境に関する取組 １４％ １１％ １４％ １１％ １０％ １７％

２ 健康・福祉に関する取組 ３４％ ３８％ ３９％ ３５％ ４１％ ３４％

３ 歴史・文化・伝統に関する取組 ９％ ９％ ７％ １１％ １２％ ７％

４ 安全・生活環境に関する取組 ３４％ ３７％ ３８％ ３８％ ３４％ ３２％

５ 地域交流に関する取組 ９％ ５％ ４％ ５％ ４％ １０％

 
 ※ 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１７事業のうち、評価５（目標をかなり上回った）を２事業、評価４

（目標をやや上回った）を３事業、評価３（目標どおりだった）を９事業、評価２（目標

をやや下回った）を１事業としました。また、台風１９号及び新型コロナウイルスの影

響で事業が実施できなかったため、評価のできない事業が２事業ありました。 

 区長評価を「評価５」とした「花 de 植花夢(ウエルカム)まちづくりの実施」、「婚姻届提出

記念写真サービスの提供」及び「評価４」とした「区民まつりの開催」、「区の花バラの PR」

の４事業については一般評価・有識者評価ともに９０％を超える高い評価をいただきま

した。 

一方で、目標を達成し区長評価を「評価３」とした「地域防災力の向上」については一

般評価５７％、有識者評価６３％と他の事業と比較しても低い評価となりました。   

更に目標を達成できず区長評価を「評価２」とした「アートストリートエリアの整備」につ

いては一般評価３９％、有識者評価４８％と厳しい評価をいただきました。 
 

取 組 分 野 

要 望 割 合 

R1 年度 H30 年度 H29 年度 H28 年度 

１ 自然・環境に関する取組 １３％ １４％ １５％ １３％

２ 健康・福祉に関する取組 ３７％ ３４％ ３５％ ３７％

３ 歴史・文化・伝統に関する取組 ９％ ７％ ７％ ８％

４ 安全・生活環境に関する取組 ３６％ ４０％ ３６％ ３６％

５ 地域交流に関する取組 ６％ ５％ ７％ ６％

※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、年代別にみても評価に大き

なばらつきはありませんが、「１ 自然・環境に関する取組」、「５ 地域交流に関する取組」

については、２９歳以下及び７０歳以上の方々の関心が他の世代と比べ比較的高いとい

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、「２ 健康・福祉に関する取組」について

が全体の３７％で最も関心が高い分野となりました。「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」の開催」、「妊娠・出産に関する包

括的支援」については目標を上回り、一般評価・有識者評価ともに７０％を超える

評価をいただきました。一方で平成３０年度より開始した「食生活と運動でパワ

ーアップ！健
け ん

幸
こ う

講座の開催」については、一般評価６１％と昨年度の評価と比較

してもやや低調なものとなりましたので、引き続き創意工夫を重ねてまいります。

また、その他の健康・福祉に関する取組についても事業内容を充実させながら、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。 

 

（２）「４ 安全・生活環境に関する取組」についても、重点的に取り組んでほしい分野

で全体の３６％と例年どおり区民の皆様の関心が高い分野となっております。関

連する事業の「交通安全啓発と身近な生活環境の保持」と「防犯啓発活動」は、一

般評価で約７０％、有識者評価では８０％を超える評価をいただきましたが、「地

域防災力の向上」については、一般評価・有識者評価ともに約６０％と低い評価と

なりましたので、今回のアンケート結果を真摯に受け止め、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。 

 

（３）「親しみやすい区役所づくり」への取組としての、「保健センターの移転」に関して

は目標どおり事業を実施し、令和２年１月より中央区役所別館に保健センターを

無事移転し、一般評価・有識者評価共に高い評価をいただきました。また、「婚姻

届提出記念写真サービスの提供」についても、目標を大きく上回り一般評価９４％、

有識者評価１００％と非常に高い評価をいただけましたので、引き続き区民の皆

様に親しまれる明るい区役所となるように事業内容を充実させ、実施してまいり

ます。 

 

（４）平成２９年度より区長マニフェストの認知度についての設問を設けております

が、今年度のアンケート結果では区長マニフェストを見たことがあると回答いた

だいた方の割合が全体で約２４％となりました。平成２９年度当時と比較すると

認知度は上昇傾向にありますが、まだ区長マニフェストをご存じない方も多くい

らっしゃいますので、今後もホームページ等での周知を継続していくとともに区

のふれあい出前講座など、区民の皆様にお会いする機会がある場合には積極的に

区長マニフェストについて PR し、より多くの区民の皆様にご覧いただける機会を

設けていきたいと考えております。 
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質問１ 令和元年度に中央区では、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。） 

※ やむを得ない理由（台風１９号や新型コロナウイルスの影響）により、事業そのものを 

実施できなかった場合は評価を行っておりません。この場合は、設問を省略しております。 

  
 
 
１ 「区民との協働によるまちづくり」への取組 

（１） 区政に関する意見の広聴 

目的・目標 

区政等に関する様々な要望や地域が抱える課題を解決するため

に、出前講座や意見交換会（講演会）をとおして区民の意見を聴取し

ます。 

[目標：区民（コミュニティ団体含む）との意見交換会 年 1 回、

出前講座等開催 年 45 回]

事業概要・ 

実績 

中央区コミュニティ協議会との共催により「事例研究のつどい＆特別

講演会」を開催しアンケートを実施した結果、この事業に対する満足度

は 90％と高い評価を得ることが出来ました。また、出前講座についても

様々なテーマで積極的に実施し、目標を上回る 49 回実施することがで

きました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

区民ニーズに答えるため様々な会合で出前講座を実施

し、区の取組について PR をさせていただきました。また、

「事例研究のつどい＆特別公演会」を開催し、参加者から

アンケートによる区政への意見要望をいただきました。 

今後も広聴機能の充実を図り区政運営に取り組んでまい

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：４３７件） ３０件 ２１９件 ７１件 ２９件 ８８件 

有識者(回答数：２８件)  ６件  ２０件  １件  ０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） 区民まつりの開催 

目的・目標 

区民や各団体の交流を通じてコミュニティの輪を広げるために、実行

委員会との共催による「区民まつり」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 

11 月２日(土)、３日(日)の２日間にわたり、天候にも恵まれ延べ 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

会場を体育館に移し、多くの方に参加していただけるようにし、アンケ

ートによる満足度も 93.5%となり目標を達成しました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

４ 

区内外から多くの方々にご来場いただき、区内団体によ

る活動発表や多種にわたる出店などで活気あるお祭りを開

催することができ、アンケートによる満足度も目標を大きく上

回りました。 

今後も区民まつり実行委員会等と連携し、継続的に取り

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：４３８件） １１７件 ２６８件 ２２件  ８件 ２３件 

有識者(回答数：２８件)  １４件  １３件  １件  ０件  ０件 

 
（３） 花 de 植花夢(ウエルカム)まちづくりの実施 〔拡大〕 

目的・目標 

花で彩る豊かなまちを実現するために、自治会・児童センター・コミュ

ニティセンターの他、区内すべての保育園で花の植栽をします。また、

区内イベント時に花の種を配布します。                   

[目標：植栽等年 24 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、新規に区内の

公立保育園すべての植栽が実施でき、花苗等の配布と合わせると 33

回実施し目標を達成しました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

5 

自治会・児童センターや保育園等との協力により、植栽

等を実施することで、花を身近に感じる機会をつくり、目標

を大きく上回ることができました。 

今後も区民と協働して、花で彩る豊かなまちづくりに取り

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：４３８件） １８０件 １９９件 ２４件 １６件 １９件 

有識者(回答数：２９件)  １４件  １３件  ０件  ０件  ２件 
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２ 「交流
ふれあい

が育む「健
けん

幸
こ う

＊」なまちづくり」への取組 

（１） ふるさとウォーキングの実施 

目的・目標 

区民の健康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

周知を図り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 

２月 29 日(土)に実施する予定で準備しておりましたが、新型コロナウ

イルス感染症の拡大防止の観点から中止とさせていただきました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

－ 

多くの区民の皆様が区内の見どころを発見していただき

健康増進が図れる機会を準備しましたが、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大防止のため、イベントを中止させていた

だきました。 

今後もより良い事業として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 － － － － － 

有識者 － － － － － 

（２） 食生活と運動でパワーアップ！健
けん

幸
こ う

講座の開催 

目的・目標 

高齢者がいつまでも元気で自分らしく暮らしていけることを推進する

ため、体組成計による測定会、栄養についての講演会や簡単にできる

運動の体験会を実施する講座を開催します。  

[目標：アンケート満足度 90％以上]

事業概要・ 

実績 

12 月５日（木）に区役所において 60 歳以上の方を対象とした「食生

活と運動でパワーアップ！健幸講座」を開催し、44名の方が参加しまし

た。当日は体組成計の測定会、栄養や口腔についての講演会及び簡

単にできる運動の体験会を実施し、アンケート満足度で 97％と高い評

価をいただきました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

専門家による自宅等で誰もができる体操の体験や食生

活及び口腔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、目

標を達成しました。 

今後も多くの方に参加いただき満足していただけるよう、

周知の徹底を図るとともに内容の充実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：４３４件） ４６件 １７２件 １００件 ４０件 ７６件 

有識者(回答数：２８件)  ７件  １４件   ６件  ０件  １件 

＊「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。 
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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 

交通事故防止のための自転車安全利用啓発活動の実施、危険箇

所の早期発見のための道路パトロールの実施、また、街路灯、道路反

射鏡等の修繕に迅速に着手します。 

[目標：街頭啓発活動 月１回、道路パトロール 週２回以上、 

交通安全施設修繕の要望後３日以内着手]

事業概要・ 

実績 

街頭啓発活動を 19 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、道路パトロールを週２回以上の 3.8 回実施することで

安全な道路環境を確保することができました。さらに、交通安全施設修

繕の要望 406 件に対して３日以内に 100％着手したことで区民の安全・

安心を確保しました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

４ 

関係機関と連携した、交通事故防止の自転車安全利用

街頭啓発活動、安全な道路環境を確保するための道路パ

トロールについて、ともに目標を上回ることができました。ま

た、身近な生活環境の交通安全施設修繕の要望について

も、３日以内の着手という目標を達成し区内の安全を確保

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：４３４件） ６６件 ２３７件 ７８件 ３５件 １８件 

有識者(回答数：２７件) １２件  １２件  ３件  ０件  ０件 

（２） 防犯啓発活動〔拡大〕 

目的・目標 

区民の防犯意識の向上のため、中央区防犯協議会と連携し、防犯

啓発活動や講演会を実施します。また、職員による青色防犯パトロー

ルを実施します。 

 [目標: 防犯講演会 年２回、青色防犯パトロール 週４回]

事業概要・ 

実績 

職員同士の連携により、予定どおり毎週４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６月と 12 月の２回

開催し、あわせて 300 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、799 名のご参加をいただきました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

年２回の防犯講演会を実施し、多くの皆様に参加いただ

き、大変有意義なものになりました。また、青色防犯パトロー

ルを週４回に増やし、区民の安全・安心な街づくりに努めさ

せていただきました。 

今後も防犯に関する取組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：４３３件） ５７件 ２２１件 ９４件 ３０件 ３１件 

有識者(回答数：２８件)  ７件  １７件  ３件  １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

訓練を実施します。また、自主防災組織を対象とした講演会や防災リ

ーダーに対するスキルアップ講座を併せて開催します。 

[目標: 講座、講演会等 年４回] 

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９日（日）に避難所運営訓練を実施し、1,112 名の方

にご参加いただきました。 

また、自主防災組織や防災アドバイザーを対象として防災リーダー

スキルアップ講座を年３回開催し、地域防災力の向上に努めました。 

なお、中央区地域防災シンポジウムを３月 16 日（月）に予定しており

ましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から中止とさせ

ていただきました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

防災リーダースキルアップ講座を３回開催し、自主防災

組織の知識向上に繋げさせていただきました。また、中央

区地域防災シンポジウムは、計画どおりに準備しておりまし

たが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止

させていただきました。 

今後も地域防災力向上に向け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：４２９件） ３０件 １８８件 １１４件 ５１件 ４６件 

有識者(回答数：２８件)  ６件  １１件   ９件  １件  １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、障害福祉サービス事業所相互の情報交換を実施

する連絡会及び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 

連絡会を６月、11 月、２月に実施し、目標どおり３回開催しました。情

報交換や専門家による研修により事業所間のネットワークの構築、事

業所職員の資質向上を図りました。連絡会後の参加者アンケートで

は、「大変有意義だった。」・「有意義だった。」との回答が 92％でした。

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

目標どおり連絡会を３回開催し、終了後のアンケートでは

90％以上の参加者から「満足した」との回答をいただき、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。 

今後も関係機関と連携して、障害のある方が地域で安心

して暮らせるまちづくり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：４３６件） ３９件 １８５件 ９４件 ４５件 ７３件 

有識者(回答数：２９件)  ７件  １６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） 芸術劇場と地域が連携したまちづくりの実施〔新規〕 

目的・目標 

芸術のまちとしてのイメージアップを図るために、芸術劇場や地域・

学校と連携してアートフェスティバルを開催します。 

 [目標: アンケート満足度 80%以上]

事業概要・ 

実績 

10 月 12 日（土）、彩の国さいたま芸術劇場を中心に、区内及びさい

たま市ゆかりのアーティストや児童・学生が、音楽やダンス等を披露す

るイベント「アートフェスティバルよのだもんね！」を開催する予定で準

備を進めておりましたが、台風 19 号の影響により中止とさせていただき

ました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

－ 

彩の国さいたま芸術劇場と地域・学校が連携したイベント

「アートフェスティバルよのだもんね！」を開催するに当たり

滞りなく準備を進め、新規事業としての基礎を築くことがで

きましたが、イベント当日は台風 19 号の影響により中止とさ

せていただきました。 

今後も芸術劇場と地域が連携したまちづくりに取り組ん

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 － － － － － 

有識者 － － － － － 

（２） アートストリートエリアの整備〔拡大〕 

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」の設置や沿道の配電用地上機器にラッピング等を行う

など、「芸術のまち」としてのにぎわいを創出します。 

 [目標: 手形レリーフ設置数 ３基、ラッピング６基]

事業概要・ 

実績 

配電用地上機器６基にラッピングを実施するとともに、手形レリーフ

を２基設置しましたが、目標の３基設置を達成できませんでした。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

２ 

配電用地上機器６基に芸術劇場等のラッピングを行い、

アートストリートエリアのにぎわいを増す創出ができました。

手形レリーフについては、芸術劇場と協力しシェークスピア

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：４３６件） ３９件 １０１件 １１４件 １０７件 ７５件 

有識者(回答数：２７件)  ６件   ６件   ８件   ５件  ２件 
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（３） 区民ギャラリーの充実 〔拡大〕 

目的・目標 

区役所食堂棟とロビーで区内の地域資源等を生かした絵画展や写

真展示を行うとともに、六日町山の家、旧六日町の街並みや区民が楽

しんでいる写真などの展示機会を設けます。 

[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

ることで多くの作品を楽しんでいただきました。その他にも「区の花バ

ラ」、「大正時代まつり」等の地域資源を生かした展示を行うとともに、令

和元年度で閉鎖となった六日町山の家の写真展示も行い、アンケート

満足度は 95％と目標を上回ることができました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

写真展では、毎月様々なテーマで区に関する地域資源

を PR させていただきました。また、美術家協会の絵画展で

は、展示期間の工夫により、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、区の地域資源の PR 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：４３３件） ５４件 １９１件 ７８件 ２７件 ８３件 

有識者(回答数：２８件)  ５件  １５件  ５件  １件  ２件 

（４） 区の花バラのＰＲ 

目的・目標 

区内で撮影されたバラの写真を公募し、表彰を行うとともに、区役所

ロビーに展示します。また、バラの手入れ講習会をとおしてバラの花を

育てることのできる人材を育成します。 

 [目標: 応募作品数 150 点、講習会参加 60 人]

事業概要・ 

実績 

バラの写真コンクールについては、応募作品数が目標を大きく上回

る 214 点に達し、入賞作品をロビーに展示させていただき多くの方々

に楽しんでいただきました。また、バラの手入れ講習会についても、参

加応募者が目標の定員に達し、「区の花バラ」に関心と愛着を持ってい

ただくことができました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

４ 

バラの写真コンクールについては、目標を大きく上回る

応募があり、多くの方々に展示作品を楽しんでいただくこと

ができました。また、バラの剪定講習会においても、目標の

定員に達する参加応募があり、参加者にバラの育て方を学

んでいただくことができました。 

今後も「区の花バラ」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：４３９件） １４２件 ２３５件 ２３件 ９件 ３０件 

有識者(回答数：２８件)  １４件  １２件  ２件 ０件  ０件 
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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」の開催 

目的・目標 

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、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ます。 

 [目標: アンケート満足度 90％以上]

事業概要・ 

実績 

９月 28 日（土）に開催し、子どもスタッフを含めて 252 名が参加しまし

た。遊びを通して、まちづくりや様々な職業を体験することで、主体性

やコミュニケーションなどの能力向上を図りました。イベント後のアンケ

ートでは、「楽しかった。」との回答が 95％でした。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

子どもたちが頑張った結果、多くの子どもたちが参加し

大変楽しいイベントとなり、アンケート満足度も 90％を超え、

目標を上回り達成しました。 

今後も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、社会性やまちづくりへの参画意識を育て

るため、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：４３４件） ６６件 １９２件 ６７件 ３１件 ７８件 

有識者(回答数：２６件)  ６件  １３件  ５件  １件  １件 

（２） 妊娠・出産に関する包括的支援 

目的・目標 

妊娠期から出産前後の様々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ことを目的とし、妊娠届時から妊婦さんへの支

援を行っていきます。 

 [目標: 妊娠届時からの支援者数 900 人]

事業概要・ 

実績 

妊娠から出産前後までの様々なニーズに対して、総合的な相談支

援を提供できました。区民課で母子健康手帳を発行された妊婦さんに

対しても、電話や手紙など様々なアプローチを行い、支援者数は 957

人となり目標を上回ることができました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

妊娠から出産前後までの様々なニーズに対して、適切な

相談支援を提供することができました。 

令和２年１月に保健センターが区役所内に移転したこと

により、保健センターでの母子健康手帳の直接発行が増加

し、より子育ての不安な気持ちや悩みに応じた細やかなサ

ポートができるようになりました。 

今後も妊産婦さんが安心して出産・育児ができるよう関係

機関と連携を図りながら、必要な相談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：４３４件） ４２件 １９９件 ７１件 ３０件 ９２件 

有識者(回答数：２８件)  ８件  １６件  ３件  １件  ０件 
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６ 「親しみやすい区役所づくり」への取組 
（１） 婚姻届提出記念写真サービスの提供 

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、プレゼントします。また、同意をいただいた方の記念写真を区

役所内に掲示します。 

[目標: 婚姻届提出のうち 50％以上の方を撮影]

事業概要・ 

実績 

中央区役所に婚姻届けを提出された 298 組の内、83％の方の記念

写真を撮影いたしました。そのうち同意をいただいた 147 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、来庁者が幸せを感じ

られる空間を区役所に作りました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

５ 

婚姻届を提出された多くの方に記念撮影による写真サ

ービスを提供することができました。また、写真掲示にもたく

さんのご協力をいただき、来庁者が幸せを感じられる空間

を作ることができました。 

今後も親しみやすい区役所づくりへの取り組みを継続し

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：４３３件） １５７件 １７３件 １２件 １０件 ８１件 

有識者(回答数：２８件)  １６件  １２件  ０件  ０件  ０件 

（２） 保健センターの移転 〔新規〕 

目的・目標 

保健センターを中央区役所別館に移転し、区役所機能を集約する

ことで利用者の利便性の向上を図ります。 

[目標: 令和２年１月の開設]

事業概要・ 

実績 

区民の利便性向上のため、区役所庁舎から離れていた保健センタ

ーを区役所別館に移転することとし、適切なスケジュール管理により移

転作業を進めることで、予定どおり令和２年１月６日（月）より開設するこ

とができました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

区役所庁舎から離れていた保健センターを別館１階に開

設することにより、区役所機能を集約することができました。

今後も安定した環境で区民の皆様に対応できるよう庁舎

維持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：４３９件） ９０件 ２２８件 ４９件 ２６件 ４６件 

有識者(回答数：２９件) １０件  １６件  ２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 

１０９ ８ 

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 

３０６ １６ 

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 

７３ １ 

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 

２９８ ２０ 

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 

４８ ４ 

 

 

 

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 ８２ ２５ 

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 ６６ ０ 

３．区長マニフェストを見たことがない ２７９ ２ 
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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：１８人 

   

                           

 
 
 
 
②性別人数（割合） ※無回答：２７人 

   

                                                       

 

 ③回答者の居住年数 ※無回答：１９人 

 

 

 

 

                                       

 

《有識者評価》 

①年代別回答人数（割合） ※無回答：２人 

   

 

 

 

                                

 
②性別人数（割合） ※無回答：３人 

   

                                                       

 

  ③回答者の居住年数 ※無回答：３人 

 

 

 

 

  

                                       

 

 

 

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

４０人(９％) ５８人(１４％) ９０人(２１％)  ７５人(１８％) 

５． ６０歳～６９歳 ６． ７０歳以上 計  

７２人(１７％) ９１人(２１％)  ４２６人(１００％) 

１． 男性 ２． 女性 計 

１７５人(４２％) ２４２人(５８％) ４１７人(１００％) 

１． ３年未満 ２． ３年～５年未満 ３． ５年～１０年未満 

５８人(１４％) ５４人(１３％) １０２人(２４％) 

４． １０年～２０年未満 ５． ２０年以上 計 

２１１人(５０％) ０人(０％) ４２５人(１００％) 

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

０人(０％) １人（４％) １人(４％) ５人(１９％) 

５． ６０歳～６９歳 ６． ７０歳以上 計  

５人(１９％) １５人(５６％) ２７人(１００％) 

１． 男性 ２． 女性 計 

１６人(６２％) １０人(３８％) ２６人(１００％) 

１． ３年未満 ２． ３年～５年未満 ３． ５年～１０年未満 

１人(４％) ３人(１２％) １人(４％) 

４． １０年～２０年未満 ５． ２０年以上 計 

２１人(８１％) ０人(０％) ２６人（１００％) 



  
- 16 - 

さいたま市では、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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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３１年度（令和元年度） 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 31 年度(令和元年度) さいたま市 中央区 区長マニフェスト評価書」は 1,200 部作成し、１部あたりの印刷経費は

63 円です。 

さいたま市 PR キャラクター つなが竜ヌゥ 


