
令和３年度 さいたま市  

浦和区のまちづくりアンケート結果 

■はじめに 

浦和区では、区の将来像である「にぎわいと文教の調和する緑豊かなまち」の

実現に向けて、区の現状と課題を踏まえたうえで各局や区が行う取組を示した

「まちづくりのポイント」と、そのまちづくりのポイントに関連する事業等について、

「区のまちづくり」にまとめ、令和３年４月に区民の皆様に公表しました。  

昨年度の「区のまちづくり」掲載事業の「目的・目標」と、その「実績」に対して、 

区民の皆様からご意見をいただき、次年度以降の事業の見直し・改善を図るた

め、アンケートを実施しました。  

このたび、その結果を、一般評価及び有識者評価として『区のまちづくりアン 

ケート結果』にまとめましたので、ご覧ください。 

令和４年８月 浦和区長 西林正文 

１ 一般評価（アンケート）

●方  法：郵送でアンケート調査票を対象者に送付  

●回  答：郵送にてアンケート調査票を提出又はインターネットによる回答  

●期  間：（郵送による回答の場合）令和４年６月２９日～７月１３日（消印有効）   

          （インターネットによる回答の場合）令和４年６月２９日～７月１３日  

  ●設  問：本書１０頁『アンケート結果（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浦和区在住者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  

２ 有識者評価（アンケート）

●方  法：一般評価と同じ。  

●回  答：一般評価と同じ。  

●期  間：一般評価と同じ。  

●対象者：市民活動ネットワーク登録団体代表者等６０人（うち、３３人回答）  

●選択肢：一般評価と同じ。 
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１．アンケート結果（まとめ）

※ 詳細な事業内容は、１０頁『アンケート結果（詳細）』をご覧ください。  

（１）区民による事業に対する評価について 

まちづくりのポイント／事業名
アンケート※１

一  般 有識者 

１ 多様な交流のあるコミュニティづくり 

（１）市民活動団体の支援及び「わくわく浦和区フェスティバル」

の開催（浦和区） 
８１％ ７８％

（２）自治会への加入促進（市民局） ６６％ ４７％

（３）国際交流・多文化共生社会の推進（経済局） ６８％ ４３％

２ 「浦和ブランド」を活用した魅力あるまちづくり 

（１）市立高等学校「特色ある学校づくり」の推進 

（教育委員会事務局） 
７０％ ８５％

（２）未来（みら）くるワーク体験（中学生職場体験事業）の推進

（教育委員会事務局） 
７６％ ７６％

（３）コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の推進 

（教育委員会事務局） 
６６％ ４３％

（４）学校施設リフレッシュ基本計画に基づく改築及び改修工事

（教育委員会事務局） 
６３％ ５８％

（５）公民館施設リフレッシュの推進（教育委員会事務局） ７２％ ７０％

（６）「うなぎのまち浦和」のＰＲ（浦和区） ７４％ ８１％

（７）「浦和区文化の小径マップ」を活用したウォーキングイベント

の開催（浦和区） 
７１％ ６０％

（８）「浦和区絵画作品展」の開催（浦和区） ８３％ ８３％

（９）美術館を通じた生涯学習環境整備の推進 

（教育委員会事務局） 
５８％ ５３％

（１０）地域資源を生かした観光の振興（経済局） ― ―

（１１）女子サッカー教室の開催（浦和区） ８２％ ７３％

（１２）「さいたまスポーツシューレ」の活用推進（スポーツ文化局） ６４％ ６０％

３ 一体性と「にぎわい」のあるまちづくり 

（１）「浦和区民まつり２０２1」の開催（浦和区） ― ―
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（２）市誕生２０周年事業（市長公室） ５８％ ４１％

（３）浦和駅西口南高砂地区市街地再開発事業（都市局） ６９％ ６８％

（４）ワークステーションさいたま運営事業（経済局） ６４％ ６２％

４ ひとにやさしい誰もが安心して暮らせるまちづくり 

（１）学童の交通安全対策の実施（浦和区） ６９％ ５５％

（２）防犯のまちづくり事業の推進（浦和区） ６８％ ６１％

（３）防災対策事業の推進（浦和区） ６５％ ５６％

（４）交通安全施設設置の推進（市民局） ６１％ ５６％

（５）防災情報収集・伝達事業（総務局） ５５％ ５０％

（６）帰宅困難者対策事業（総務局） ５３％ ３９％

（７）自主防災組織育成事業（総務局） ５３％ ３８％

（８）区避難所運営訓練（総務局） ５３％ ４７％

（９）幹線道路整備事業（建設局） ５４％ ５２％

（１０）無電柱化推進事業（建設局） ３２％ ２２％

（１１）高齢者等の交通安全対策の実施（浦和区） ４５％ ４８％

（１２）アクティブチケットの交付（浦和区） ６７％ ６１％

（１３）ますます元気教室の開催（浦和区） ７８％ ８０％

（１４）福祉丸ごと相談センターの設置（保健福祉局） ６８％ ６３％

（１５）高齢者等の移動支援事業（保健福祉局） ５６％ ４１％

（１６）高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 

（保健福祉局） 
６６％ ５８％

（１７）さいたま市地域の担い手養成研修（たまねっこ養成講座）

（保健福祉局） 
５３％ ４３％

（１８）認知症の人にやさしい地域づくりの推進（保健福祉局） ５４％ ４８％

（１９）妊娠・出産包括支援事業の充実（浦和区） ６２％ ６１％

（２０）子育て応援サロンの開催（浦和区） ７０％ ６８％
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※１ 事業に関する選択割合 

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いた選択総数における「（ア）十分」、「（イ）おおむね十分」の 

選択数の割合。 

やむを得ない理由により事業の内容を変更して実施または事業を中止した場合については、アンケートを 

省略。

（２１）「浦和区健康まつり２０２１」の開催（浦和区） ― ―

（２２）保育需要の受け皿及び保育人材の確保（子ども未来局） ５０％ ５８％

（２３）感染症対策の充実（保健福祉局） ６６％ ６６％

（２４）児童虐待防止対策事業（子ども未来局） ５８％ ６６％

５ 緑豊かな美しい街並みとゆとりある住環境を創出するまちづくり 

（１）浦和区秋のごみゼロ運動の実施（浦和区） ７８％ ８５％

（２）季節の花の植栽活動及び区の花「ニチニチソウ」のＰＲ 

（浦和区） 
６８％ ７０％

（３）環境美化の推進（環境局） ７４％ ６９％

（４）見沼田圃の保全と新たな活用・創造の推進（都市局） ６７％ ６１％

（５）（仮称）三崎広場整備工事（都市局） ８０％ ６３％

（６）常盤公園の改修工事（都市局） ８７％ ７８％

（７）駒場運動公園の陸上トラック改修工事（都市局） ８９％ ８５％
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（２）重点的又は継続的に取り組んでほしい事業について 

まちづくりのポイント／事業名
アンケート※２

一  般 有識者 

１ 多様な交流のあるコミュニティづくり 

（１）市民活動団体の支援及び「わくわく浦和区フェスティ

バル」の開催（浦和区） 
１２９件 ２９％ １６件 ４８％

（２）自治会への加入促進（市民局） １０１件 ２３％ １５件 ４５％

（３）国際交流・多文化共生社会の推進（経済局） １７８件 ４０％ ８件 ２４％

２ 「浦和ブランド」を活用した魅力あるまちづくり 

（１）市立高等学校「特色ある学校づくり」の推進 

（教育委員会事務局） 
１０６件 ２４％ ５件 １５％

（２）未来（みら）くるワーク体験（中学生職場体験事業）の

推進（教育委員会事務局） 
１４５件 ３３％ １３件 ３９％

（３）コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の推進

（教育委員会事務局） 
６７件 １５％ １７件 ５２％

（４）学校施設リフレッシュ基本計画に基づく改築及び改修

工事（教育委員会事務局） 
１３３件 ３０％ ７件 ２１％

（５）公民館施設リフレッシュの推進（教育委員会事務局） １０３件 ２３％ １０件 ３０％

（６）「うなぎのまち浦和」のＰＲ（浦和区） １３９件 ３１％ ４件 １２％

（７）「浦和区文化の小径マップ」を活用したウォーキング

イベントの開催（浦和区） 
８５件 １９％ ６件 １８％

（８）「浦和区絵画作品展」の開催（浦和区） ５９件 １３％ ２件 ６％

（９）美術館を通じた生涯学習環境整備の推進 

（教育委員会事務局） 
８３件 １９％ ７件 ２１％

（１０）地域資源を生かした観光の振興（経済局）  ５７件 １３％ １件 ３％

（１１）女子サッカー教室の開催（浦和区） ８３件 １９％ ９件 ２７％

（１２）「さいたまスポーツシューレ」の活用推進 

（スポーツ文化局） 
６８件 １５％ ６件 １８％
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３ 一体性と「にぎわい」のあるまちづくり 

（１）「浦和区民まつり２０２1」の開催（浦和区） １０２件 ２３％ １０件 ３０％

（２）市誕生２０周年事業（市長公室） ３９件 ９％ ７件 ２１％

（３）浦和駅西口南高砂地区市街地再開発事業（都市局） １５４件 ３５％ １１件 ３３％

（４）ワークステーションさいたま運営事業（経済局） １３５件 ３０％ ７件 ２１％

４ ひとにやさしい誰もが安心して暮らせるまちづくり 

（１）学童の交通安全対策の実施（浦和区） １５５件 ３５％ ２０件 ６１％

（２）防犯のまちづくり事業の推進（浦和区） １５８件 ３６％ １４件 ４２％

（３）防災対策事業の推進（浦和区） １２５件 ２８％ ９件 ２７％

（４）交通安全施設設置の推進（市民局） １４９件 ３４％ １３件 ３９％

（５）防災情報収集・伝達事業（総務局） １１０件 ２５％ １０件 ３０％

（６）帰宅困難者対策事業（総務局） ７５件 １７％ ７件 ２１％

（７）自主防災組織育成事業（総務局） ７１件 １６％ １１件 ３３％

（８）区避難所運営訓練（総務局） ９６件 ２２％ ８件 ２４％

（９）幹線道路整備事業（建設局） １０２件 ２３％ ４件 １２％

（１０）無電柱化推進事業（建設局） １８２件 ４１％ １３件 ３９％

（１１）高齢者等の交通安全対策の実施（浦和区） １０２件 ２３％ １２件 ３６％

（１２）アクティブチケットの交付（浦和区） ６４件 １４％ ５件 １５％

（１３）ますます元気教室の開催（浦和区） ５６件 １３％ ５件 １５％



7 

※２ 事業に関する選択割合 

回答総数のうち、その事業を選択した割合。 

（１４）福祉丸ごと相談センターの設置（保健福祉局） ８７件 ２０％ １１件 ３３％

（１５）高齢者等の移動支援事業（保健福祉局） ９０件 ２０％ ８件 ２４％

（１６）高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業

（保健福祉局） 
７２件 １６％ ５件 １５％

（１７）さいたま市地域の担い手養成研修（たまねっこ養成

講座）（保健福祉局） 
４８件 １１％ １０件 ３０％

（１８）認知症の人にやさしい地域づくりの推進 

（保健福祉局） 
９６件 ２２％ ７件 ２１％

（１９）妊娠・出産包括支援事業の充実（浦和区） １２８件 ２９％ １０件 ３０％

（２０）子育て応援サロンの開催（浦和区） １０６件 ２４％ ９件 ２７％

（２１）「浦和区健康まつり２０２１」の開催（浦和区） ３５件 ８％ １件 ３％

（２２）保育需要の受け皿及び保育人材の確保 

（子ども未来局） 
１２６件 ２８％ ９件 ２７％

（２３）感染症対策の充実（保健福祉局） ８５件 １９％ ５件 １５％

（２４）児童虐待防止対策事業（子ども未来局） １２８件 ２９％ １０件 ３０％

５ 緑豊かな美しい街並みとゆとりある住環境を創出する

まちづくり 

（１）浦和区秋のごみゼロ運動の実施（浦和区） １３７件 ３１％ １２件 ３６％

（２）季節の花の植栽活動及び区の花「ニチニチソウ」の

ＰＲ（浦和区） 
８８件 ２０％ ５件 １５％

（３）環境美化の推進（環境局） １７３件 ３９％ １３件 ３９％

（４）見沼田圃の保全と新たな活用・創造の推進（都市局） １００件 ２３％ １２件 ３６％

（５）（仮称）三崎広場整備工事（都市局） ２６件 ６％ ６件 １８％

（６）常盤公園の改修工事（都市局） ５５件 １２％ ５件 １５％

（７）駒場運動公園の陸上トラック改修工事（都市局） ４８件 １１％ ３件 ９％
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２．総評 

●事業について

 アンケートによる評価で、「十分」又は「おおむね十分」の回答割合（％）が多かったものは、

『「浦和区絵画作品展」の開催（浦和区）』、『駒場運動公園の陸上トラック改修工事（都市局）』の

２事業で、一般評価及び有識者評価ともに８０％を上回る高い評価となりました。特に『「浦和区

絵画作品展」の開催（浦和区）』については、一般評価の１８歳～２９歳の９５％の方に高い評価

をいただきました。 

 一方、『無電柱化推進事業（建設局）』、『高齢者等の交通安全対策の実施（浦和区）』の２事業に

ついては、一般評価及び有識者評価ともに５０％を下回る評価となりました。特に『無電柱化推進

事業（建設局）』については、一般評価の５０歳～５９歳で２８％という低い評価でした。 

●重点的又は継続的に取り組んでほしい事業について

 一般評価及び有識者評価ともに要望割合が高かったのは、『学童の交通安全対策の実施（浦和区）』

でした。次いで、『未来(みら)くるワーク体験（中学生職場体験事業）の推進（教育委員会事務局）』、

『浦和駅西口南高砂地区市街地再開発事業（都市局）』、『防犯のまちづくり事業の推進（浦和区）』、

『交通安全施設設置の推進（市民局）』、『無電柱化推進事業（建設局）』、『浦和区秋のごみゼロ運動

の実施（浦和区）』及び『環境美化の推進（環境局）』も高い要望割合となりました。 

また、一般評価においては『無電柱化推進事業（建設局）』が最も高い要望割合となりました。

なお、有識者評価においては、『学童の交通安全対策の実施（浦和区）』が最も高い要望割合となり

ました。 

 一方、一般評価及び有識者評価ともに要望割合が低かったのは、『「浦和区健康まつり２０２１」

の開催（浦和区）』でした。 

また、一般評価においては『（仮称）三崎広場整備工事（都市局）』が最も低い要望割合となりま

した。なお、有識者評価においては、『地域資源を生かした観光の振興（経済局）』及び『「浦和区

健康まつり２０２１」の開催（浦和区）』が最も低い要望割合となりました。 
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●まとめ・今後の方向性について

(1) 『国際交流・多文化共生社会の推進（経済局）』、『未来(みら)くるワーク体験（中学生職場 

体験事業）の推進（教育委員会事務局）』、『浦和駅西口南高砂地区市街地再開発事業（都市局）』、

『学童の交通安全対策の実施（浦和区）』、『防犯のまちづくり事業の推進（浦和区）』、『交通安全

施設設置の推進（市民局）』、及び『環境美化の推進（環境局）』は、重点的又は継続的に取り組

んで欲しいとの要望が多かった事業です。要望を的確に把握し、引き続き、子どもから高齢者ま

で安全安心に暮らせるよう事業を展開してまいります。 

(2) 『無電柱化推進事業（建設局）』も要望が多かった事業ですが、事業への評価は低い結果とな

りました。事業の充実を図るため、担当部署に要望を伝え、ひとにやさしい誰もが安心して暮

らせるまちづくりを進めてまいります。 

(3)自由意見では、区のまちづくりアンケート掲載事業についての発信力不足のご意見を多数い

ただきました。今後につきましては、若い世代から高齢世代まで、より多くの区民の皆様に

ＰＲできるように、市報浦和区版をはじめ、ホームページ、ツイッター及び YouTube など更

なる広報媒体の活用等により、事業の周知・広報を積極的に行ってまいります。 

(4)ご意見の中には、児童の通学路を含む道路交通の整備、自転車利用者や路上喫煙者のマナー

周知など、具体的なご意見も多数いただきました。いただいたご意見につきましては、各担

当課に伝え、改善に努めてまいります。 
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３．アンケート結果（詳細）
※      内は、アンケートの質問内容です。 

質問 １ 浦和区及び各局では、昨年度、浦和区内において多くの事業を行いました。 

次の各事業について、「事業概要」及び「目標又は予定」並びに「事業実施状況及び

実績」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）］から

１つ選び○で囲んでください。）  

※ やむを得ない理由（新型コロナウイルス感染症等の影響）により、事業を中止又は 

事業の内容を変更して実施した場合は、回答を省略しております。

１ 多様な交流のあるコミュニティづくり 

（1）市民活動団体の支援及び「わくわく浦和区フェスティバル」の開催(浦和区)

事業概要 
市民活動団体の支援及び浦和区市民活動ネットワーク登録団体と

の協働により、「わくわく浦和区フェスティバル」を開催します。 

目標又は予定 アンケートによる来場者満足度 90％以上 

事業実施状況

及び実績 

「第11回わくわく浦和区フェスティバル」の開催 

・開 催 日 令和４年２月20日（日） 

・会  場 浦和コミュニティセンター10階 

・参加団体 12団体 

・来 場 者 1,136人 

新型コロナウイルス感染症対策を取り入れながら２年ぶりに開催

し、ネットワーク登録団体の多彩な活動を周知するとともに、ご来

場の方に交流の場を提供することができました。 

実績：アンケートによる来場者満足度 92.2％  

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 443 件)
５４件 １７０件 ２８件 ２６件 １６５件

有識者 

(回答数 33 件)
８件 １７件 ７件 ０件 １件
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（2）自治会への加入促進(市民局)

事業概要 
自治会加入啓発活動、自治会活動の情報発信、各種補助金の交付

などの支援を行うことにより、自治会への加入促進を図ります。 

目標又は予定
・市内の自治会加入世帯増加数 2,000世帯増 

・市内の自治会加入促進啓発事業数 37件 

事業実施状況

及び実績 

 自治会加入促進リーフレット・ポスターの作成や、埼玉県宅地建

物取引業協会を通じた自治会加入促進の協力依頼などの自治会加入

促進啓発事業を39件実施しました。 

実績：市内の自治会加入世帯増加数 265世帯増 

市内の自治会加入促進啓発事業数 39件 

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 443 件)
５７件 １６５件 ６０件 ５２件 １０９件

有識者 

(回答数 33件)
３件 １２件 １１件 ６件 １件

（3）国際交流・多文化共生社会の推進(経済局)

事業概要 

多言語生活相談や日本語教室、ボランティア養成講座、国際交流

イベント等を実施し、日本人市民と外国人市民の交流機会を増やし

ます。 

目標又は予定

・市内の日本語教室受講者数 100人 

・市内の通訳・翻訳ボランティア及びイベントボランティアの 

登録者数 1,600人 

事業実施状況

及び実績 

①「国際ふれあいフェア」の開催 

新型コロナウイルス感染症の影響により、オンラインと室内展示

を実施しました。 

②「わくわくグローバルフェスタ2022」の開催 

オンラインと会場参加のハイブリッド方式で実施しました。 

①②のほか、国際交流センター内にて市民ボランティアによる外

国人市民に対する簡易生活相談や、英語、中国語、韓国・朝鮮語の

ネイティブスピーカーによる多言語生活相談を実施しました。 

また、日本語教室（にほんごのへや）を新型コロナウイルス感染

防止策を講じてオンライン等で一部開催しました。 

実績：市内の日本語教室受講者数 1,121人 

市内の通訳・翻訳ボランティア及びイベントボランティアの

登録者数 1,724人  

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 442 件)
４９件 １５１件 ５７件 ３９件 １４６件

有識者 

(回答数 33件)
３件 ９件 １１件 ５件 ５件
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２ 「浦和ブランド」を活用した魅力あるまちづくり 

（1）市立高等学校「特色ある学校づくり」の推進(教育委員会事務局) 

事業概要 
ウィズコロナ、アフターコロナの予測不能な時代にあっても、高い

志を持ち世界で活躍する人材を育成する高校づくりを目指します。 

目標又は予定  市立浦和高等学校…３学年で志望した大学への進路実現率 53.4％

事業実施状況

及び実績 

 ５月に二者面談を実施し、進路についての目標を確認しました。

夏季休業中には、夏期講習を計56講座実施しました。 

また、難関大チャレンジセミナー等の進学重点プロジェクトを実

施し、進路意識を向上させることができました。２学期の二者面

談・三者面談では、具体的なデータをもとに目標設定を行い、バラ

ンスの良い併願校設定を行いました。 

実績：市立浦和高等学校…３学年で志望した大学への進学率 54.8％

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 441 件)
４９件 １７６件 ６６件 ２９件 １２１件

有識者 

(回答数 33件)
３件 １９件 ４件 ０件 ７件

（2）未来(みら)くるワーク体験(中学生職場体験事業)の推進(教育委員会事務局) 

事業概要 

勤労観、職業観をはぐくみ、学ぶことの意義を考えさせる機会と 

するため、地域の事業所等で中学生が職場体験を行う「未来（みら）

くるワーク体験」を実施します。 

目標又は予定
 アンケートで「仕事をすることは人の役に立つことだと思う」割合

増加数 12.8ポイント 

事業実施状況

及び実績 

 地域の事業所等で中学生が職場体験を行う「未来（みら）くるワ

ーク体験」を実施しました。受入れ事業所のもとで生徒が職場体験

を行うとともに、生徒を受け入れていただいた全事業所への感謝状

の贈呈や、事業啓発を目的とした卓上POPを作成・配布しました。 

実績：アンケートで「仕事をすることは人の役に立つことだと思う」

割合増加数 13.9ポイント  

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 440 件)
６７件 １８８件 ５４件 ２６件 １０５件

有識者 

(回答数 33件)
４件 １８件 ６件 １件 ４件
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（3）コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)の推進(教育委員会事務局) 

事業概要 

学校・家庭・地域が目標やビジョンを共有し連携・協働するコミ

ュニティ・スクールを推進することで、地域全体で子どもたちの成

長を支えていく環境を整えます。 

目標又は予定

・新たに仲町小学校、本太中学校を実施校として指定 

・上記に加えて木崎小学校、浦和中学校、市立浦和高等学校で 

実施 

事業実施状況

及び実績 

 年間で３回の「さいたま市コミュニティ・スクール推進協議会」

を開催し、「地域とともにある学校づくり」及び「学校を核とした地

域づくり」に向けた効果的な取組を協議・検討しました。 

また、全ての市立学校に、学校運営協議会を導入しました。 

実績：新たに仲町小学校、本太中学校を実施校として指定 

上記に加えて木崎小学校、浦和中学校、市立浦和高等学校で 

実施 

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 440 件)
３７件 １４６件 ６６件 ２７件 １６４件

有識者 

(回答数 33件)
２件 １１件 １３件 ４件 ３件

（4）学校施設リフレッシュ基本計画に基づく改築及び改修工事(教育委員会事務局) 

事業概要 
学校施設リフレッシュ基本計画に基づき、針ヶ谷小学校改築工事

を実施します。 

目標又は予定  令和３年度着手 針ヶ谷小学校 

事業実施状況

及び実績 

 針ヶ谷小学校の改築工事を実施しました。 

実績：令和３年度着手 針ヶ谷小学校 

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 440 件)
６４件 １４０件 ７０件 ４８件 １１８件

有識者 

(回答数 33 件)
４件 １１件 ７件 ４件 ７件
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（5）公民館施設リフレッシュの推進(教育委員会事務局) 

事業概要 
公民館施設リフレッシュ計画に基づき、常盤公民館の大規模改修

工事を実施します。 

目標又は予定
 公民館施設リフレッシュ後のアンケートにおける施設利用満足度 

85％ 

事業実施状況

及び実績 

 公民館施設リフレッシュ計画に基づき、常盤公民館は大規模改修

工事を完了しました。 

実績：公民館施設リフレッシュ後のアンケートにおける施設利用満

足度 98.1％ 

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 442 件)
８０件 １６７件 ５５件 ４０件 １００件

有識者 

(回答数 33 件)
７件 １４件 ３件 ６件 ３件

（6）「うなぎのまち浦和」のＰＲ(浦和区) 

事業概要 
さいたま市浦和うなぎまつり等のイベントを通じ、地域資源“浦

和のうなぎ”をPRし、地域の魅力を発信します。 

目標又は予定  アンケートによる来場者満足度 90％以上 

事業実施状況

及び実績 

①「さいたま市浦和うなぎまつり」の開催 

※新型コロナウイルス感染症拡大のため中止 

②「協同組合浦和のうなぎを育てる会」によるうなぎ弁当販売会に

おけるPR 

・開催日 令和３年12月11日（土） 

・会 場 ＪＲ浦和駅改札外コンコース 

・アンケート回答者 200人 

来場者アンケートを実施し、回答者にクリアファイル、消しゴム

等の啓発品を配付し「浦和のうなぎ」をPRしました。 

また、イベント等の開催機会やSNSなどを利用し、PRを行いまし

た。 

 ・市内のイベントや講座等開催時のPR 11回 

 ・浦和区公式ツイッターによるPR 21回 

 ・浦和うなこちゃんの石像が持つうちわによるPR 36回 

 ・市内公共施設（公民館、文化施設等）、浦和管内各駅や区内郵便

局での「浦和のうなぎ」リーフレット配架によるPR 64か所 

実績：アンケートによる来場者満足度 90％  

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 442 件)
１１２件 １８０件 ７６件 ２７件 ４７件

有識者 

(回答数 33 件)
６件 ２０件 ４件 ２件 １件
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（7）「浦和区文化の小径マップ」を活用したウォーキングイベントの開催(浦和区) 

事業概要 
区の歴史や文化財をたどるマップを活用したウォーキングイベン

トを開催します。 

目標又は予定  アンケートによる参加者満足度 90％以上 

事業実施状況

及び実績 

 新型コロナウイルス感染症に配慮し、①については参加者数を絞

って実施したため、より多くの方に浦和区の歴史や文化に親しんで

いただく取組として、②及び③を実施しました。 

①「浦和区ぶらり散歩」の開催 

・開催日 令和３年11月21日（日） 

・参加者 ９人（当日欠席２人） 

②浦和駅前（西口）に案内板「浦和駅西口ぶらり散歩」を設置 

地域の方や初めて浦和駅を訪れる方等に浦和区の魅力を伝えるこ

とを目的に、浦和区の特色や歴史を浦和区民（浦和区文化の小径づ

くり推進委員会）が作成したイラストや文章で紹介する案内板を設

置しました。 

③「浦和区文化の小径オンラインガイド」の作成・配信 

「浦和区文化の小径マップ」内「上木崎界隈から見沼を歩く」

コースの各スポットを紹介する８つの動画を作成し、市公式YouTube 

で配信するとともに、区役所ロビーにて放映しました。 

実績：アンケートによる参加者満足度 100％  

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 442 件)
８２件 １６８件 ６０件 ４３件 ８９件

有識者 

(回答数 33 件)
７件 １１件 １１件 １件 ３件

（8）「浦和区絵画作品展」の開催（浦和区） 

事業概要 
小・中学生や公民館で活動する絵画グループの作品を、うらわ美

術館で展示します。 

目標又は予定  アンケートによる来場者満足度 90％以上 

事業実施状況

及び実績 

「浦和区絵画作品展」の開催 

・開催日 令和４年２月23日（水・祝）～27日（日） 

・会 場 うらわ美術館 

・展示数 223点 

・来場者 1,241人 

市制20周年を記念し、浦和ゆかりの画家の作品も併せて展示しま

した。会期中来場できなかった方やもう一度観たい方などのために、

市公式YouTubeで絵画作品展の様子を配信しました。 

実績：アンケートによる来場者満足度 94％  

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)
９８件 １８４件 ３９件 １８件 ９９件

有識者 

(回答数 33 件)
５件 ２０件 ４件 １件 ３件
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（9）美術館を通じた生涯学習環境整備の推進（教育委員会事務局）

事業概要 
うらわ美術館において、魅力ある美術作品を身近に鑑賞できる環

境を整えます。 

目標又は予定  うらわ美術館に来館するきっかけにつながるイベント企画 ３件

事業実施状況

及び実績 

 展覧会関連の講演会やワークショップなど、うらわ美術館に来館

するきっかけにつながるイベントを３件実施しました。 

今後も多くの方に来館していただけるようイベントを企画します。

実績：うらわ美術館に来館するきっかけにつながるイベント企画 

３件 

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 441 件)
５７件 １３７件 ９４件 ４８件 １０５件

有識者 

(回答数 33 件)
１件 １６件 １２件 ３件 １件

（10）地域資源を生かした観光の振興（経済局） 

事業概要 

本市が誇る多彩な地域資源や「さいたま市ブランド」などを生か

した観光PRを実施することにより、国内外からの観光誘客を促進し

ます。 

また、本市の伝統・文化である祭り等の開催を支援します。 

目標又は予定
・市内の延べ宿泊者数 300,000人 

・市内の外国人宿泊比率 0.6％ 

事業実施状況

及び実績 

① まるまるひがしにほんを活用した地域資源（盆栽）のPRを１件

実施しました。 

また、訪日外国人が多く宿泊するホテル等での「大宮盆栽」の

展示、盆栽体験コンテンツのプロモーションを実施しました。 

②（公社）観光国際協会の「街歩き動画」や「街歩きスタンプラリ

ー」のPRを実施しました。 

また、（公社）観光国際協会実施の「大宮薪能」YouTube配信・

テレビ放映の実施支援・PRを実施しました。 

実績：アンケート作成時点（令和４年６月１日時点）で数値集計中

※「地域資源を生かした観光の振興」は数値集計中のため、質問１は回答不要です。 
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（11）女子サッカー教室の開催（浦和区）

事業概要 小学生及び中学生を対象としたサッカー教室をそれぞれ開催します。

目標又は予定  アンケートによる参加者満足度 90％以上 

事業実施状況

及び実績 

①「第13回めざせ！！なでしこ女子サッカー教室」の開催 

・開催日 令和３年７月31日（土） 

・会 場 レッズハートフルフィールド駒場 

・参加者 90人 

  「第14回めざせ！！なでしこ女子サッカー教室」の開催 

・開催日 令和３年12月４日（土） 

・会 場 レッズランド 

・参加者 88人 

女子小学生を対象とした、サッカーの楽しさを知る教室を開催しま

した。 

②令和３年度女子サッカースキルアップスクールの開催 

・第１回 令和３年９月25日（土） 

・第２回 令和３年10月31日（日） 

・第３回 令和３年11月28日（日） 

・第４回 令和３年12月12日（日） 

・会 場 第１回オンライン 第２～４回レッズランド 

・参加者 延べ82人 

女子中学生を対象とした、高度な技術・戦術を学べるサッカースク

ールを開催しました。 

実績：アンケートによる参加者満足度 ①98.9％ ②97.9％  

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 440 件)
８６件 １７２件 ４１件 １７件 １２４件

有識者 

(回答数 32 件)
５件 １７件 ４件 ４件 ２件
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（12）「さいたまスポーツシューレ」の活用推進（スポーツ文化局）

事業概要 
持続的で幅広いスポーツの振興に貢献する環境の実現を目指し、

民間力を最大限に活用した取組を推進します。 

目標又は予定  「スマイルプロジェクト2021」の参加者数 50人 

事業実施状況

及び実績 

 競技人口が減少する中学生年代等の女子サッカーの支援として、

すべての女子中学生等が気軽にサッカーを楽しむことができる機会

を増やすため、サッカー合同練習会「スマイルプロジェクト2021」

を開催しました。 

・開催期間 令和３年４月～令和４年３月 

 ※新型コロナウイルス感染症拡大のため、一部中止 

・会  場 浦和区を含む市内各所 

浦和区開催実績 

○第７回練習会 

・開催日 令和３年11月13日（土）   

・会 場 浦和駒場スタジアム 

レッズハートフルフィールド駒場 

・参加者 12人  

○第11回練習会 

・開催日 令和４年３月19日（土） 

・会 場 浦和駒場スタジアム 

レッズハートフルフィールド駒場 

※新型コロナウイルス感染症拡大のため、中止 

今後も継続的に事業を実施する予定です。 

また、参加者数が増えるようPR活動にも力を入れていきます。 

実績：「スマイルプロジェクト2021」の参加者数 49人（実人数） 

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 441 件)
５３件 １３７件 ７４件 ３４件 １４３件

有識者 

(回答数 32 件)
３件 １２件 ８件 ２件 ７件
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３ 一体性と「にぎわい」のあるまちづくり

（1）「浦和区民まつり２０２１」の開催（浦和区） 

事業概要 
「世代を超えて“つながる浦和”」をテーマに、区民まつりを開

催します。 

目標又は予定  アンケートによる来場者満足度 90％以上 

事業実施状況

及び実績 

「浦和区民まつり２０２１」 

※新型コロナウイルス感染症拡大のため中止 

・開催日 令和３年11月７日（日） 

・会 場 ４会場で開催 

浦和駅周辺会場（浦和駅東口駅前市民広場エリア、浦和駅東西連

絡通路エリア、浦和駅西口伊勢丹前エリア、コルソ通りエリア、さ

くら草通りエリア）、市場通り・常盤公園会場、調公園会場、浦和北

公園会場 

感染状況の予測が難しいことや参加者の３密などの防止が難しい

ことから中止とし、代替企画「＃つながる浦和」を開催しました。

・コア開催期間 令和３年11月１日（月）～10日（水） 

・内容 ①浦和駅周辺46店舗とコラボしたプレゼント等の企画 

「＃つながる浦和メニュー」 

②浦和の今昔等を浦和駅・北浦和駅・常盤公園で展示 

③浦和区民まつり出演団体による発表動画等配信 

④浦和区内高校生によるインスタグラム企画 

※「浦和区民まつり２０２１」は事業中止のため、質問１は回答不要です。 

（2）市誕生２０周年事業（市長公室）

事業概要 

これまでの本市の成長を振り返るとともに本市の魅力をSNS等で

市内外に発信していくことで、市民の市への愛着・誇りの醸成を図

ります。 

また、花で装飾したフラワーウォールを市民と協働で設置します。

目標又は予定
・市が20周年であることを知っている市民の割合 78％ 

・市に愛着を感じている市民の割合 82％ 

事業実施状況

及び実績 

 区民の皆さまや団体・事業者の方々と一緒に花苗を育成し、育て

たお花を祝祭感のあるフラワーウォールとして設置しました。 

実績：市が20周年であることを知っている市民の割合 47.8％ 

市に愛着を感じている市民の割合 67.5％  

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)
５３件 １３９件 ８５件 ５５件 １０４件

有識者 

(回答数 33 件)
１件 １２件 １４件 ５件 １件
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（3）浦和駅西口南高砂地区市街地再開発事業（都市局） 

事業概要 

浦和駅西口南高砂地区において、商業・業務機能、文化・交流機能

の集積や、交通結節機能、都市防災機能の向上を図るため、市街地再

開発事業を推進します。 

なお、さいたま市民会館うらわ（令和３年４月１日から休止中）は、

本事業で整備される複合施設へ移転する計画です。 

目標又は予定  権利変換計画認可・施設建築物工事着手 

事業実施状況

及び実績 

 令和４年３月に権利変換計画の認可を受け、施設建築物工事に着手

しました。今後も令和８年度の竣工に向け、市街地再開発事業を推進

します。 

実績：権利変換計画認可・施設建築物工事着手 

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)
７０件 １７２件 ６０件 ５０件 ８６件

有識者 

(回答数 33 件)
５件 １４件 ７件 ２件 ５件

（4）ワークステーションさいたま運営事業（経済局） 

事業概要 

「ワークステーションさいたま」において、就労支援施策を実施し

ます。 

また、市内中小企業等と求職者のマッチングにより、市内中小企業

等の人材確保に繋げます。 

目標又は予定
・ワークステーションさいたま運営事業等に係る就職者数 120人

・施設利用者数 7,200人 

事業実施状況

及び実績 

 「ワークステーションさいたま」において、国が行う職業相談・

紹介と連携したキャリアコンサルティングや子育て世代の再就職を

支援するセミナー等の就労支援施策を実施しました。 

また、市内中小企業等と求職者のマッチングを図るため、座学研修

と市内中小企業等における就業体験等を組合わせた就労支援等を実

施しました。 

実績：ワークステーションさいたま運営事業等に係る就職者数 

306人 

施設利用者数 7,936人  

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)
４４件 １４９件 ７２件 ３６件 １３７件

有識者 

(回答数 33 件)
４件 １２件 ７件 ３件 ７件
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４ ひとにやさしい誰もが安心して暮らせるまちづくり 

（1）学童の交通安全対策の実施（浦和区）

事業概要 
小学１年生への交通安全ワークブックの配布、小学校周辺の路面

表示等を行います。 

目標又は予定
・交通安全ワークブックの配布 区内を学区とする小学１年生 

・路面表示等の実施 区内の小学校４校 

事業実施状況

及び実績 

①交通安全ワークブックを作成し、小学１年生に配布しました。 

②区内の小学校の周辺において、通学路の路面表示等を実施しまし

た。 

実績：交通安全ワークブックの配布 

区内を学区とする小学１年生（1,948人） 

路面表示等の実施 

区内の小学校４校（木崎小・針ヶ谷小・高砂小・大東小）  

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 443 件)
６１件 １９９件 ７０件 ４５件 ６８件

有識者 

(回答数 33 件)
４件 １４件 １１件 ４件 ０件

（2）防犯のまちづくり事業の推進（浦和区）

事業概要 
防犯講演会と親子防犯教室の開催、特殊詐欺防止啓発活動を実施

します。 

目標又は予定

・講演会・教室あわせて、アンケートで「防犯意識が向上した」

90％以上 

・特殊詐欺防止啓発活動 1,000人以上 

事業実施状況

及び実績 

①「浦和区防犯講演会」の開催 

・開催日 令和３年12月２日（木） 

・会 場 浦和コミュニティセンター 

②「浦和区親子防犯教室」の開催 

・開催日 令和３年12月４日（土） 

・会 場 浦和駒場体育館 

上記の通り講演会・教室を開催したほか、区内イベントや区役所

窓口等にて特殊詐欺防止啓発活動を実施しました。 

実績：アンケートで「防犯意識が向上した」 98.9％ 

特殊詐欺防止啓発活動 1,444人  

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 443 件)
５７件 １９６件 ８１件 ３９件 ７０件

有識者 

(回答数 33 件)
６件 １４件 ９件 ４件 ０件
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（3）防災対策事業の推進（浦和区） 

事業概要 防災意識の高揚を図るための防災展を開催します。 

目標又は予定 アンケートで「防災対策の参考になった」 90％以上 

事業実施状況

及び実績 

①浦和区ミニ防災展（水害編） 

・開催日 令和３年９月１日（水）～30日（木） 

・会 場 浦和区役所ロビー  

②浦和区ミニ防災展（震災編） 

・開催日 令和４年１月11日（火）～14日（金） 

・会 場 浦和区役所ロビー 

従来からの展示に加え、新たな試みで防災動画を放映するなど

内容の充実を図り、区民の防災意識の高揚を図ることができました。

実績：アンケートで「防災対策の参考になった」と回答した割合 

99.4％  

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 442 件)
６０件 １７３件 ８８件 ３９件 ８２件

有識者 

(回答数 33 件)
５件 １３件 １０件 ４件 １件

（4）交通安全施設設置の推進（市民局）

事業概要 
市民からの要望が多い場所や、事故・犯罪が起こりやすい場所を

中心に、交通安全施設を設置します。 

目標又は予定
・市内道路照明施設（公衆街路灯）の設置数 600灯 

・市内道路反射鏡の設置数 250基 

事業実施状況

及び実績 

 市民からの要望が多い場所や、事故・犯罪が起こりやすい場所を

中心に、道路照明施設及び道路反射鏡を設置しました。 

実績：市内道路照明施設（公衆街路灯）の設置数 509灯 

市内道路反射鏡の設置数 237基  

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 441 件)
５２件 １７８件 ９２件 ５４件 ６５件

有識者 

(回答数 33 件)
４件 １４件 ７件 ７件 １件



23 

（5）防災情報収集・伝達事業（総務局） 

事業概要 
的確な避難情報の伝達ができるよう、平時からICTの活用を含め

た防災情報収集・伝達体制を整備します。 

目標又は予定
防災行政無線メール等、避難情報を受信できるサービス累計登録

件数 31,000件 

事業実施状況

及び実績 

 市報８月号にて防災行政無線メールについて掲載しました。 

また、本事業の対象者が多く見込まれる、総務課、高齢介護課、

支援課にチラシの配架依頼を行ったほか、地区民協を通じて本事業

の対象者と密接なつながりのある民生委員へ本事業の周知を行いま

した。 

実績：防災行政無線メール・災害時防災情報電話サービス事業等、

避難情報を受領できるサービス累計登録件数 25,101件  

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 442 件)
５１件 １５１件 １２２件 ４５件 ７３件

有識者 

(回答数 33 件)
４件 １２件 １２件 ４件 １件

（6）帰宅困難者対策事業(総務局) 

事業概要 

一時滞在施設の確保・支援、物資の備蓄、一時帰宅抑制の啓発な

どの帰宅困難者対策を実施します。 

また、浦和駅周辺帰宅困難者対策協議会を支援します。 

目標又は予定  市全域における一斉帰宅抑制推進登録事業者数 20件増 

事業実施状況

及び実績 

 一斉帰宅抑制の啓発チラシを商工会議所会報誌（11月号・３月

号）への折込み、火災予防運動啓発ポスター（秋季・春季）に同

封、及び産業展開推進課が登録企業あてに配信するメールマガジン

により、市内事業者に一斉帰宅抑制の周知・啓発を実施しました。

また、浦和駅周辺帰宅困難者対策協議会にて実動訓練を実施する

ほか、大宮駅周辺及び浦和駅周辺帰宅困難者対策協議会において、

情報収集伝達訓練を実施しました。 

実績：市全域における一斉帰宅抑制推進登録事業者数 23件増 

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 441 件)
３７件 １３４件 １０４件 ４７件 １１９件

有識者 

(回答数 33 件)
２件 １０件 １５件 ４件 ２件
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（7）自主防災組織育成事業（総務局） 

事業概要 

防災アドバイザーを活用し、自主防災組織の地区防災計画策定支

援をします。 

また、防災士資格取得補助及び防災アドバイザーの養成をします。

目標又は予定

地区防災計画策定数 市内で３組織 

※「令和３年度浦和区のまちづくり」には８組織とありますが、 

３組織の誤りでした。 

事業実施状況

及び実績 

防災アドバイザーを市内自主防災組織10組織に対して派遣し、

計25回の地区防災計画作成支援講習を実施しました。 

また、防災士資格取得補助及び防災アドバイザー養成のため、

防災アドバイザー会を通じて周知・啓発を図りました。 

実績：地区防災計画策定数 市内で３組織  

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 442 件)
３８件 １３９件 １０５件 ４９件 １１１件

有識者 

(回答数 33 件)
２件 １０件 １７件 ３件 １件

（8）区避難所運営訓練（総務局） 

事業概要 

区指定避難所における避難所運営訓練を実施します。 

また、新型コロナウイルス感染症等の拡大防止を取り入れた避難

所運営マニュアルを整備・周知します。 

目標又は予定 市全域における参加者数 6,000人 

事業実施状況

及び実績 

新型コロナウイルス感染症等の拡大防止を取り入れた避難所運営

マニュアルとして「避難所における新型コロナウイルス感染症等拡

大防止のための対策」を作成し、周知を行いました。また、訓練貸

し出し備品として、新たにワンタッチパーテーション及び段ボール

ベッドを導入したことから、これらの設置訓練を実施しました。 

実績：市全域における参加者数 4,515人 

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 441 件)
３８件 １４７件 １０７件 ５４件 ９５件

有識者 

(回答数 33 件)
２件 １２件 １３件 ３件 ３件
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（9）幹線道路整備事業（建設局） 

事業概要 
都市活動を効果的に支える道路交通ネットワークを形成するため、

都市計画道路等の幹線道路を効率的かつ効果的に推進します。 

目標又は予定
 （都）田島大牧線の整備推進（岸町７丁目、高砂２丁目、高砂 

３丁目／前地３丁目） 

事業実施状況

及び実績 

 （都）田島大牧線（太田窪工区・２工区）について、幹線道路整備

を推進しました。 

また、（都）田島大牧線（太田窪工区）の工事について説明会を実施

しました。 

実績：（都）田島大牧線の整備推進（岸町７丁目、高砂２丁目、高砂

３丁目／前地３丁目） 

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 442 件)
４３件 １３９件 ８６件 ７１件 １０３件

有識者 

(回答数 33 件)
３件 １０件 ９件 ３件 ８件

（10）無電柱化推進事業（建設局） 

事業概要 

市が管理する防災上の重要な道路や、バリアフリー経路、駅周辺

など歩行者の多い道路について、無電柱化を実施します。 

（針ヶ谷１丁目、針ヶ谷２丁目） 

目標又は予定
・市内の防災上の重要な道路の無電柱化率 14.5％ 

・市内のバリアフリー経路の無電柱化率 56.5％ 

事業実施状況

及び実績 

鴻巣桶川さいたま線等において電線共同溝工事を実施しました。 

実績：市内の防災上の重要な道路の無電柱化率 14.3％ 

市内のバリアフリー経路の無電柱化率 56.5％ 

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 443 件)
３０件 ８６件 ９５件 １５７件 ７５件

有識者 

(回答数 33 件)
５件 ２件 １７件 ８件 １件
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（11）高齢者等の交通安全対策の実施（浦和区）

事業概要 高齢者等の交通事故防止のため、啓発活動を実施します。  

目標又は予定 参加者数 200人以上 

事業実施状況

及び実績 

①「高齢者のための交通安全教室」の開催 

・開催日 令和４年１月７日（金）、１月25日（火）、２月17日（木）

・会 場 仲町公民館、浦和南公民館、常盤公民館 

・参加者 合計45人 

高齢者の交通事故防止のため、区内公民館において、警察との協働

により「高齢者のための交通安全教室」を３回開催しました。 

②交通安全啓発の動画配信 

新型コロナウイルス感染症の影響により交通安全教室の開催が困

難であるため、自宅でも交通安全啓発の情報を得られるように、障が

い者施設で実施した交通安全教室動画及び高齢者のための交通安全

教室動画を市公式YouTubeにて配信しました。 

実績：「高齢者のための交通安全教室」参加者 45人 

交通安全啓発の動画視聴における累計視聴回数 283回 

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 442 件)
３９件 １１７件 １０３件 ９１件 ９２件

有識者 

(回答数 33 件)
３件 １３件 １２件 ５件 ０件

（12）アクティブチケットの交付（浦和区） 

事業概要 

高齢者の健康づくりや生きがい支援となるよう、外出する機会を

促すことを目的として、市の公共施設等を無料または割引で利用で

きるアクティブチケットを交付します。 

目標又は予定 区における交付者数 1,200人以上 

事業実施状況

及び実績 

 ①～③のいずれかに当てはまる方に、アクティブチケットを交付

しました。 

①75歳以上の方 

②シルバーポイント事業のポイント交換を行った方 

③一般介護予防事業に参加された65歳以上の方 

実績：区における交付者数 1,300人 

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 440 件)
７３件 １２５件 ６２件 ３７件 １４３件

有識者 

(回答数 33 件)
４件 １５件 ７件 ５件 ２件
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（13）ますます元気教室の開催（浦和区） 

事業概要 
高齢者の方がいつまでも元気に暮らせるように「ますます元気教

室」を開催します。 

目標又は予定 アンケートで「健康への意識が高まった」 90％以上 

事業実施状況

及び実績 

 年間を３コースに分け、区内公民館でそれぞれ実施しました。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、一部中止となりました。

・開催回数 延べ 150 回（当初予定数 198 回） 

・会  場 区内 11 公民館（改修中の常盤公民館を除く） 

・参加者数 延べ 1,204 人     

実績：アンケートで「健康への意識が高まった」 97％       

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 441 件)
７４件 １６５件 ４５件 ２２件 １３５件

有識者 

(回答数 32 件)
４件 ２０件 ３件 ３件 ２件

（14）福祉丸ごと相談センターの設置（保健福祉局） 

事業概要 

区民の皆さまの「どこに相談したらいいかわからない福祉の困り

ごと」について話を伺い、適切な部署や相談支援機関に繋ぐ相談窓

口を設置します。 

目標又は予定 アンケートによる相談者満足度 60％以上 

事業実施状況

及び実績 

 令和２年度から引き続き事業を実施しました。複合的な課題を

抱えた方や相談先が分からずに困っている方の相談をお伺いし、

丁寧に課題を整理したうえで、適切な支援に繋ぎました。 

 今後も、利用者に対するアンケート調査等を通じ、さまざまな

ご意見を伺いながら、より効果的な窓口となるよう、取り組んで

まいります。 

実績：アンケートによる相談者満足度 100％  

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 440 件)
６９件 １３４件 ６９件 ２５件 １４３件

有識者 

(回答数 33 件)
７件 １２件 ８件 ３件 ３件



28 

（15）高齢者等の移動支援事業（保健福祉局） 

事業概要 
高齢者等の日常生活に必要な買い物や通院等の外出を支援する移

動支援事業を実施する団体に対して、補助金を交付します。 

目標又は予定 事業周知 

事業実施状況

及び実績 

市ホームページ上に本事業について掲載したことに加え、地域包

括支援センター（27か所）に向けて直接の事業説明とアンケートを

実施し、支援が必要な地域の情報を収集しました。 

実績：事業周知  

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 440 件)
５４件 １０９件 ８８件 ４０件 １４９件

有識者 

(回答数 33 件)
１件 １１件 １２件 ５件 ４件

（16）高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業（保健福祉局） 

事業概要 

「住民主体の通いの場」等での健康教育・健康相談等を実施します。

また、高齢者を必要な医療・介護サービスに繋げるため、受診勧奨、

介護予防事業への参加勧奨等を実施します。 

目標又は予定 健康教育を受けた方の満足度 82％以上 

事業実施状況

及び実績 

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業として、市内の日常

生活圏域27のうち、14圏域を対象に、地域の通いの場等に歯科衛生士

を派遣し、口腔に関する健康教育や健康相談等を実施しました。 

実績：健康教育を受けた方の満足度 99％  

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 441 件)
６６件 １３０件 ７５件 ２８件 １４２件

有識者 

(回答数 33 件)
４件 １４件 ９件 ４件 ２件
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（17）さいたま市地域の担い手養成研修（たまねっこ養成講座）（保健福祉局） 

事業概要 
社会参加の促進、地域活動への関心を喚起することなどを目的に、

地域住民等を対象とした研修（講座）を実施します。 

目標又は予定  地域の担い手の養成 

事業実施状況

及び実績 

令和３年 11 月から 12 月の間に、「地域の担い手養成研修（たまね

っこ養成講座）」を開催しました。お住まいの区によって２会場（大宮

区役所・浦和コミュニティセンター）に分け、２日間の日程で実施し

ました。さいたま市の介護保険制度や高齢者の理解、コミュニケ―シ

ョンについて、ワークも交えた講義を行いました。 

実績：研修実施 １回  

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)
３６件 １０７件 ８８件 ３７件 １７０件

有識者 

(回答数 33 件)
２件 １１件 １３件 ４件 ３件

（18）認知症の人にやさしい地域づくりの推進（保健福祉局） 

事業概要 

認知症の人・家族や医療・介護関係者が、認知症に関する情報を共

有し、本人や家族が地域で安心して暮らせるよう支援するための認知

症情報共有パスを作成・運用します。 

また、行方不明となった認知症高齢者等をできるだけ早く発見・保

護するためのネットワークを構築します。 

目標又は予定
・市内の認知症サポーターの養成数 8,800人 

・認知症サポーターステップアップ講座の参加者満足度 82％以上

事業実施状況

及び実績 

認知症を正しく理解し、地域や職場で、認知症の人とその家族を見

守り、応援者となる「認知症サポーター」を養成する講座を実施しま

した。コロナ禍で地域における講座の企画自体が難しく、参加者数が

伸び悩む課題がありました。 

実績：市内の認知症サポーターの養成数 2,727人 

認知症サポーターステップアップ講座の参加者満足度 92.8％

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 441 件)
４７件 １２７件 １０１件 ４６件 １２０件

有識者 

(回答数 33 件)
３件 １２件 １１件 ５件 ２件
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（19）妊娠・出産包括支援事業の充実（浦和区） 

事業概要 妊娠・出産包括支援センターで、妊娠期から相談支援を実施します。

目標又は予定 妊娠届出をする妊婦の65％以上に面接による相談支援を実施 

事業実施状況

及び実績 

妊娠届出を提出した方全員に、面接や電話等で情報提供及び、相談

支援を行いました。 

浦和区管内新規妊娠届出数は1,499件、そのうち、妊娠出産包括支援

センターでの面接による相談支援は989件でした。 

その他に、母子保健相談員を浦和駅市民の窓口や日曜開庁日に月４

回派遣し、その面接による相談支援件数は129件でした。 

実績：妊娠届出をする妊婦の74.6％に面接による相談支援を実施 

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 440 件)
５３件 １４７件 ７６件 ４６件 １１８件

有識者 

(回答数 31 件)
２件 １５件 ７件 ４件 ３件

（20）子育て応援サロンの開催（浦和区） 

事業概要 
区内の子育て支援の充実を図るため、子育て情報や交流の場を提供

します。 

目標又は予定 アンケートで「参考になった」 90％以上 

事業実施状況

及び実績 

子育て支援センターうらわや仲本児童センター等で全８回、子育

てに関する相談や情報提供を行い、計60組の親子の方にご参加いた

だきました。 

実績：アンケートで「参考になった」と回答した割合 96.7％  

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 441 件)
６５件 １７０件 ６４件 ３８件 １０４件

有識者 

(回答数 32 件)
３件 １８件 ４件 ６件 １件

（21）「浦和区健康まつり２０２１」の開催（浦和区） 

事業概要 
心と体の健康について関心を高めることができる体験型のイベン

トを実施します。 

目標又は予定 アンケートで「健康への意識が高まった」 90％以上 

事業実施状況

及び実績 

「浦和区健康まつり２０２１」 

※新型コロナウイルス感染症拡大のため中止 

・開催日 令和３年 11月７日（日） 

・会 場 浦和コミュニティセンター 

新型コロナウイルス感染症の急拡大を受け、室内での開催である

こと等から、十分な感染予防対策を講じることは困難と判断し、中止

としました。 

※「浦和区健康まつり２０２１」は事業中止のため、質問１は回答不要です。 
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（22）保育需要の受け皿及び保育人材の確保（子ども未来局） 

事業概要 

認可保育所などの施設を整備します。併せて、駅周辺などの利便性の

高い地域から、周辺の幼稚園に児童を送迎する拠点となる送迎保育ス

テーションを整備します。 

また、個別の事情に応じた施設の利用を促すため、保育コンシェルジ

ュによる相談支援等を実施します。 

目標又は予定

・令和３年度に開設する予定の認可保育所等 14か所 

・送迎保育ステーションの整備 

（令和３年度整備、令和４年度開設予定） １か所（場所未定） 

事業実施状況

及び実績 

認可保育所等を14施設整備し、令和３年４月及び８月に開設しまし

た。併せて、送迎保育ステーションを、浦和駅周辺に１施設整備しまし

た。 

また、保育コンシェルジュが、保育所等の利用に関する相談受付や保

育所等利用保留児童の保護者に対するアフターフォロー、個別の事情

に応じた保育サービスや保育施設の情報提供を行いました。 

実績：認可保育所等 14施設整備 

送迎保育ステーション 浦和駅周辺に１施設整備  

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 440 件)
４５件 １２５件 １０１件 ６８件 １０１件

有識者 

(回答数 33 件)
２件 １６件 ７件 ６件 ２件

（23）感染症対策の充実（保健福祉局） 

事業概要 

市民一人ひとりが適切に感染拡大防止対策を取ることができるよう

普及啓発を行うとともに、発生状況等の情報について迅速かつ的確に

発信します。 

目標又は予定 普及啓発、情報発信（市報、SNS等） 

事業実施状況

及び実績 

新型コロナウイルス感染症等の感染症の発生や流行状況に即し、疫

学情報をホームページ等で広く周知したほか、市報やホームページ、

SNSやデジタルサイネージなどによる感染防止対策の啓発と情報発信

を行いました。 

実績：感染症対策の情報を発信 

市報（12回掲載）、ホームページ（随時更新）、ラジオ（18回発信）、

テレビ（16回発信）、チラシ（２種類作成）、SNS（18回発信）、サイネー

ジ（７月～８月、12月～令和４年１月の期間で２種類掲示）、動画（４

回作成）、啓発品（１回配布）、サッカースタジアム大型映像装置（２回

発信）、埼玉新聞（１回掲載）、地元広報誌（３回掲載） 

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 442 件)
７０件 １７８件 ８１件 ４４件 ６９件

有識者 

(回答数 33 件)
５件 １６件 ９件 ２件 １件
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（24）児童虐待防止対策事業（子ども未来局）

事業概要 

要保護児童対策地域協議会代表者会議・区会議などの開催や、オレン

ジリボンキャンペーンを実施します。また、生後４か月までの乳児のい

る家庭に、エンゼル訪問員が訪問し、子育てに関する情報提供や育児の

相談などを行う「ハローエンゼル訪問事業」を実施します。 

目標又は予定
・子ども虐待防止フォーラム参加者のうち「参考になった」90％以上

・ハローエンゼル訪問の市内実施率 95％以上 

事業実施状況

及び実績 

児童虐待の第一発見者となりうる幼稚園、保育園、小・中学校等の子

育て支援関係者が児童虐待への対応方法を学ぶことを目的とした「子

ども虐待防止フォーラム」を実施しました。 

また、生後４か月までの乳児のいる家庭に、エンゼル訪問員が訪問

し、子育てに関する情報提供や育児の相談などを行う「ハローエンゼル

訪問事業」を実施しました。 

実績：子ども虐待防止フォーラム参加者のうち「参考になった」97.1％

ハローエンゼル訪問の市内実施率 92.6％  

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 440 件)
４９件 １３６件 ８５件 ５０件 １２０件

有識者 

(回答数 33 件)
４件 １７件 ８件 ３件 １件
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５ 緑豊かな美しい街並みとゆとりある住環境を創出するまちづくり

（1）浦和区秋のごみゼロ運動の実施（浦和区） 

事業概要 
きれいで住みよいまちづくりのため、自治会等と区内一斉清掃を

実施します。 

目標又は予定 区内自治会80団体以上の参加 

事業実施状況

及び実績 

「浦和区秋のごみゼロ運動」の実施 

・開催日 令和３年11月14日（日） 

・参加者 5,004人 

（自 治 会：75団体 4,965人、 

  そ の 他： 1団体     7人、 

  市 職 員：       32人） 

・ごみ回収量 1,850kg 

（可燃ごみ：  1,760kg、 

不燃ごみ：   90kg） 

実績：区内自治会75団体及びその他１団体 合計76団体の参加  

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 442 件)
９１件 １９８件 ６３件 ２０件 ７０件

有識者 

(回答数 33 件)
６件 ２２件 ２件 ３件 ０件
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（2）季節の花の植栽活動及び区の花「ニチニチソウ」のＰＲ（浦和区） 

事業概要 
季節の花の植栽活動を区内３駅周辺で行うとともに、区の花のPR

を行います。 

目標又は予定
・イベントやSNSなどにより区の花「ニチニチソウ」のPRを実施 

・アンケートによる認知度 50％以上 

事業実施状況

及び実績 

①区民の方と協働し浦和駅・北浦和駅・与野駅で植栽活動を実施

しました。合計3,024株植栽しました。 

○夏の植栽 

・日時 令和３年５月20日（木）、24日（月）、26日（水） 

・会場 浦和駅・北浦和駅・与野駅 

○秋の植栽 

・日時 令和３年11月29日（月）、30日（火）、12月３日（金）

・会場 浦和駅・北浦和駅・与野駅 

○冬の植栽 

・日時 令和４年３月１日（火） 

・会場 浦和駅・与野駅 

②小中学校・保育園にニチニチソウを、合計3,144株配布しました。

・小学校 13校 1,550株 

・中学校  8校 1,110株 

・保育園 10園  484株 

③ニチニチソウのPR活動として、PR看板の作製、浦和区ツイッタ

ー、区役所内催事システムへ掲載、女子サッカー教室や、わくわく

浦和区フェスティバルなどのイベントで、ニチニチソウの種やティ

ッシュなど啓発品を配布しました。 

実績：アンケートによる認知度 59％  

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 442 件)
７８件 １５８件 ８４件 ２６件 ９６件

有識者 

(回答数 33 件)
６件 １７件 ８件 ２件 ０件
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（3）環境美化の推進（環境局） 

事業概要 

「環境美化重点区域」及び「路上喫煙禁止区域」に指定した浦和

駅・北浦和駅・与野駅において、環境美化指導員による指導啓発等

を行います。また、ポイ捨て防止対策及び市民参加による清掃活動

を継続的に実施します。 

目標又は予定
・ポイ捨てごみの散乱数 市内12駅で7,553個 

・環境美化活動の市内参加者数 97,600人 

事業実施状況

及び実績 

「環境美化重点区域」及び「路上喫煙禁止区域」に指定した浦和駅・

北浦和駅・与野駅において、環境美化指導員による指導啓発等を行い

ました。 

ごみゼロキャンペーン市民清掃活動をはじめ、多くの方に市民清掃

活動に参加いただきました。 

また、清掃活動を見える化するWebサイト「さいたまごみゼロ365」

を開設しました。 

実績：ポイ捨てごみの散乱数 市内12駅で7,539個 

環境美化活動の市内参加者数 97,707人  

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 441 件)
７７件 １８９件 ６７件 ２７件 ８１件

有識者 

(回答数 33 件)
５件 １７件 ８件 ２件 １件

（4）見沼田圃の保全と新たな活用・創造の推進（都市局）

事業概要 

「農・自然・歴史とふれあう、憩いのふるさと”みぬま”」を

実現するために、見沼田圃基本計画の次期アクションプランを策定

し、（仮称）三崎広場を整備するとともに、情報発信力を強化します。

目標又は予定
・見沼田圃エリアにおける主なイベントの来訪者数 13,000人 

・見沼田圃の市民認知度 68％ 

事業実施状況

及び実績 

見沼田圃基本計画の次期アクションプラン素案を策定しました。

（仮称）三崎広場については、整備工事が完了しました。 

見沼田圃エリアにおける主なイベントについては、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、見沼・さぎ山交流ひろばのシーズン企画や

秋フェス等のイベントによる、例年通りのPRの取組が行えませんでし

た。 

実績：見沼田圃エリアにおける主なイベントへの来訪者数 1,158人

見沼田圃の市民認知度 66.9％  

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 442 件)
５３件 １４７件 ７２件 ２６件 １４４件

有識者 

(回答数 33 件)
２件 １７件 ８件 ４件 ２件
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（5）（仮称）三崎広場整備工事（都市局）

事業概要 

見沼散策の拠点となるような広場を整備するために、浦和区三崎

にある埼玉県の公有地を活用した（仮称）三崎広場の整備工事を

引き続き行います。 

目標又は予定 令和３年度中の開設（供用開始）予定 

事業実施状況

及び実績 

（仮称）三崎広場の整備工事が完了し、令和４年５月に供用を開

始しました。 

実績：（仮称）三崎広場の整備工事完了  

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 441 件)
６６件 １３４件 ３９件 １２件 １９０件

有識者 

(回答数 32 件)
３件 ９件 ６件 １件 １３件

（6）常盤公園の改修工事（都市局） 

事業概要 
バリアフリーに配慮した広場空間の形成や、防災機能の向上を

図るため、常盤公園の改修工事を２期に分けて行います。 

目標又は予定 第２期（予定）：令和３年度～令和４年度 

事業実施状況

及び実績 

常盤公園２期目の改修工事を行っています。 

実績：改修工事実施中  

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 442 件)
８４件 １９２件 ２３件 １８件 １２５件

有識者 

(回答数 32 件)
５件 １６件 ６件 ０件 ５件

（7）駒場運動公園の陸上トラック改修工事（都市局）

事業概要 
陸上競技場トラックが経年劣化により剥がれ、利用に支障をきた

しているため、トラックを走りやすく改修いたします。 

目標又は予定 令和４年３月末完成 

事業実施状況

及び実績 

陸上競技場トラックの改修工事が完了しました。 

実績：令和４年３月末完成 

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 442 件)
１１３件 １６１件 ２５件 ９件 １３４件

有識者 

(回答数 32 件)
７件 １５件 ３件 １件 ６件
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 質問２ 今後、あなたが浦和区内で重点的又は継続的に取り組んでほしいと思う事業がある 

場合は、回答欄に「○」を記入してください。 

※ 集計結果については、５頁 １．アンケート結果（まとめ）の（２）をご覧ください。
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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》 

①年代別回答人数（割合） ※無回答：３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 

《有識者》 

①年代別回答人数（割合） ※無回答：０人 

②性別人数（割合） ※無回答：０人 

  ③回答者の居住年数 ※無回答：０人

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

３４人(８％) ６０人(１４％) ８１人(１８％) １０９人(２５％) 

５．６０歳～６９歳 ６．７０歳以上 計  

８６人(１９％) ７１人(１６％) ４４１人(１００％) 

１．男性 ２．女性 ３．その他 ４．回答しない 計 

２００人(４５％) ２３３人（５３％) ０人(０％)  ８人（２％） ４４１人(１００％)

１．１年～３年未満 ２．３年～５年未満 ３．５年～１０年未満 ４．１０年～２０年

未満 

３３人(８％) ２８人(６％) ６６人(１５％) １０１人(２３％) 

５．２０年以上 計  

２１３人(４８％) ４４１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(３％) ８人(２４％) ２人(６％) 

５．６０歳～６９歳 ６．７０歳以上 計  

６人(１８％) １６人(４９％) ３３人(１００％) 

１．男性 ２．女性 ３．その他 ４．回答しない 計 

１２人(３６％) ２０人（６１％) ０人(０％)  １人（３％） ３３人(１００％)

１．１年～３年未満 ２．３年～５年未満 ３．５年～１０年未満 ４．１０年～２０年

未満 

０人(０％) １人(３％) ３人(９％) ５人(１５％) 

５．２０年以上 計  

２４人(７３％) ３３人(１００％) 
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この冊子についてのお問い合わせ先 

さいたま市 浦和区役所 区民生活部 総務課     電話 ８２９－６０１５ 
FAX ８２９－６２３３ 

『令和３年度 さいたま市 浦和区のまちづくりアンケート結果』を、 
ご覧いただきありがとうございました。 
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「令和３年度 さいたま市 浦和区のまちづくりアンケート結果」は 200 部作成し、 

１部あたりの印刷経費は 131 円（概算）です。 

さいたま市 PRキャラクター

つなが竜ヌゥ

さいたま市は、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


