
平成２４年度 さいたま市 西区

区長マニフェスト評価書 

■はじめに 

西区役所では、平成２４年度に西区が取り組む、主な事業を区長マニフェス

トにまとめ、平成２４年５月 1日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、重点取組と主要な取組からなる、各種事業を実施

してまいりました。 

区長マニフェストは、年度末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・成果」に対して、「区民アンケート」及び「区長による自己

評価」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２５年４月 西区長 大矢 幸子 

■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。 

１．一般評価（アンケート） 
●期 間：平成２５年３月１２日～３月２６日（郵便返信で消印有効）    

      ●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２０歳以上の西区在住者 1,500 人（うち４６８人回答） 

２．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：自治会長、西区区民会議委員９９人（うち、７５人回答）

３．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 
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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

※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。 

取組名／事業名
区長 
評価

アンケート 

一般 有識者

重
点
取
組

１．「安全で安心して暮らせるまちづくり」への取組 － － － 

（１）避難場所運営体制の強化を図ります。 ３ ７８％ ７２％ 

（２）道路や河川等緊急修繕や交通安全施設の設置
を行います。 

４ ６２％ ８１％ 

２．「明るい区役所づくり」への取組 － － － 

（１）区役所市民ホールでの情報交換・発信を行いま
す。 

４ ７７％ ９０％ 

（２）「健康！ほっとステーション」を設置します。 ４ ８０％ ９０％ 

主
要
な
取
組

１．「活力ある区づくり」への取組 － － － 

（１）区民会議、対話集会の開催、市民活動のネット
ワーク化 

４ ７７％ ８４％ 

（２）大宮アルディージャと連携した事業を展開しま
す。 

５ ８９％ ８８％ 

２．「子育てしやすいまちづくり」への取組 － － － 

（１）初めて父親・母親となる方を対象に「両親学級」
を開催します。 

３ ８７％ ８９％ 

（２）親子で楽しめる「子育て支援フェア」を開催しま
す。 

５ ８８％ ９４％ 

３．「高齢者がいききと生活できるまちづくり」への取組 － － － 

（１）認知症サポーターを養成します。 ３ ６０％ ７５％ 

（２）健康づくりと介護予防のための「うんどう教室」を
開催します。 

４ ７７％ ８１％ 

４．「環境と共生したまちづくり」への取組 － － － 

 （１）西区内散策交流事業を実施します。 ４ ８９％ ９４％ 

検証評価(まとめ) 
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（２）今後、西区で重点的に取り組んでほしい分野について（区民アンケート） 

（３）主な分析について 

 ① 健康・スポーツ関連事業の年代別評価結果 

   各事業において、「１．十分」、「２．おおむね十分」を選択された方の年代別件数と割合

 ｢健康ほっとステ

ーション｣の設置 

大宮アルディー

ジャとの連携 

｢うんどう教室｣

の開催 

回答 

総数 

20 歳～29 歳 １９（７０％） ２０（７４％） ２１（７８％） ２７ 

30 歳～39 歳 ４６（７４％） ５１（８２％） ４９（７９％） ６２ 

40 歳～49 歳 ３７（６４％） ３９（６７％） ４３（７４％） ５８ 

50 歳～59 歳 ４６（６７％） ５０（７２％） ４４（６４％） ６９ 

60 歳～69 歳 ９４（７１％） ９４（７１％） ８５（６４％） １３３

70 歳以上 ８２（７１％） ７９（６８％） ７４（６４％） １１６

計 ３２４ ３３３ ３１６ ４６５

＊年代について未回答者がいるため、合計数字は個別のアンケート結果と一致しません。 

取組分野 
要望 
割合 

要望 
割合 

１ 自然・環境に関する取組 １３８ １３％ 

２ 健康・福祉に関する取組 ３５０ ３４％ 

３ 歴史・文化・伝統に関する取組  ７３  ７％ 

４ 安全・生活環境に関する取組 ４０４ ３９％ 

５ 地域交流に関する取組  ７２  ７％ 
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２．総評 

●事業について 

区長評価では、全１１事業のうち、２事業を「５」（目標をかなり上回っていた）、６

事業を「４」（目標をやや上回っていた）、３事業を「３」（目標どおりだった）と評価し

ました。 

 一般評価では、「十分」及び「おおむね十分」が、概ね７０％以上となり、肯定的評価

をいただきました。特に、「大宮アルディージャと連携した事業」及び「西区内散策交流

事業」については８９％、「子育て支援フェア」については８８％と高評価をいただきま

した。一方で、「道路や河川等の緊急修繕や交通安全施設の設置」については６２％、「認

知症サポーターの養成」については６０％と厳しい評価をいただいており、いずれも区

民の皆様の「安心・安全なまちづくり」や「高齢者施策」への意識の高まりが表れてい

ると思われます。 

 有識者評価は、「十分」及び「おおむね十分」が、すべて７０％以上の評価をいただき、

特に「西区内交流散策事業」及び「子育て支援フェア」については９４％、「健康ほっと

ステーション」については９０％と高評価をいただきました。 

●重点的に取り組んでほしい分野について 

 特徴的な結果としては、「４ 安全・生活環境に関する取組」が３９％ともっとも多い

要望となりました。次いで「２ 健康・福祉に関する取組」が３４％と高くなっていま

す。 

 一方、「３ 歴史・文化・伝統に関する取組」及び「５ 地域交流に関する取組」が、

いずれも７％と低くなっています。 

●まとめ・今後の方向性について 

(1)「安全・生活環境に関する取組」の要望が３９％と最も多い一方で、関連事業の評価

においては比較的厳しい評価をいただきました。区民の皆様の要望に対応すべく、

次年度以降、事業の充実を図ってまいります。 

(2)「健康・福祉に関する取組」の要望も３４％と２番目に多く、関連事業の評価におい

て、比較的高評価をいただいておりますが、次年度以降、さらに事業を充実してまい

ります。 

(3)「子育て支援フェア」、「両親学級」や「西区内交流散策事業」など、高評価をいただ

いた事業について、引き続き区民の皆様に満足いただけるよう、平成２５年度も継続

して実施してまいります。 



- 4 - 

３．１０区共通事業の実施状況について 

●１０区共通事業について 

次のように市民意見等を反映した全市的な取組のうち、１０区が共通の目的で実施す

る事業です。本評価書では評価対象外としています。 

◆しあわせ倍増プラン２００９事業 

市政運営の最優先事項として位置付け、最少の経費で最大の効果をあげることを

基本とし、その達成に向け全庁を挙げて取り組んできました。 

平成２２年度に進捗状況や成果を客観的に検証するため、公募市民、関係団体代

表者、有識者で構成される市民評価委員会を設置しました。 

●実施状況について 

（１）花と緑があふれる、心豊かなまちづくりを推進します。 

※しあわせ倍増プラン２００９事業（花と緑でいっぱい）

  ①「区の花」を活用した、区の花（アジサイ）写真展を実施します。 

事業内容 
内容：区役所市民ホールで７月に実施 

目標：出展者数 ５０人 

実施状況 

「区の花アジサイ写真展」を、７月２３日から２週間、西区役所で開催し、

多くの方で賑わいました。 

８２人からの出展があり、受賞作品１０作品については、区報やホー

ムページへの掲載、区民まつりでの展示など区の花アジサイのＰＲに活用

しました。 

 （アジサイ写真展） 

   ② ボランティア団体等と協働して、駅・駅周辺や人の集まる主要な観光スポットなどを早

な緑でいっぱいにします。 

事業内容 
内容：○区の花アジサイの植栽促進 

○区民ボランティアによる花壇づくり支援 

実施状況 

○区の花アジサイの植栽促進 

新たにアジサイを区内公共施設１６か所に植樹しました。また、区内の

アジサイの見どころ３０か所に、区の花アジサイの看板を設置するととも

に、その写真を区役所内に展示し、アジサイの植栽促進及び区の花のＰＲ

を行いました 

○区民ボランティア等による区内３か所の花壇の支援を行いました。 

     （アジサイ看板の設置）     （佐知川花壇） 
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※      内は、アンケートの質問内容です。 

●重点取組                         

質問１ 平成２４年度に西区では、１～６の取組について、さまざまな事業を行いました。 
    各事業の、「目的・目標」とその「実績・成果」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 「安全で安心して暮らせるまちづくり」への取組

（１） 避難場所運営体制の強化を図ります。 

区長 
評価 ３ 

目的・目標 

内容：○避難場所運営委員会 １９か所で８月頃開催 

○避難場所運営訓練  １９か所で１０月頃実施 

目標：避難場所運営訓練参加者数 １，０００人 

実績・成果 

○避難場所運営委員会を１９か所の避難場所で７月から８月にかけて開催

しました。 

○避難場所運営訓練を１９か所の避難場所で９月から１０月にかけて実施

し、参加者数は 1,194 人でした。 

なお、参加者へのアンケートの結果「非常に効果がある」「どちらかといえ

ば効果がある」との回答が９３．２％でした。 

（避難場所運営訓練） 

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） ６２件 ２４０件 ６４件 ２２件 ７０件 

有識者(回答数：７１件)  ６件  ４５件 １６件  ４件  ０件 

検証評価（詳細）
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（２） 道路や河川等緊急修繕や交通安全施設の設置を行います。 
区長 
評価 ４ 

目的・目標 

内容：○区民の皆さんからのご要望や、職員パトロールにより、 迅速な

対応を実施 

○環境に配慮したＬＥＤ街路灯の設置を推進 

目標：ＬＥＤ街路灯の設置数 ３００基 

実績・成果 

 区民の皆さんからの要望や職員パトロールによる道路や河川等緊急修繕

や交通安全施設の設置を実施しました。また、LED 街路灯の設置を実施し

ました。 

○道路、河川等緊急修繕処理件数：４２７件

○交通安全施設設置件数：４２基

○ＬＥＤ街路灯設置件数：３４７基  （平成２５年２月２２日現在） 

（路面標示）     （カーブミラー）      （LED 街路灯） 

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） ５２件 ２０９件 １０１件 ６２件 ３６件 

有識者(回答数：７１件)  ８件  ４７件  １２件  １件  ３件 

＊３月末時点の実績・成果 

 ・道路、河川等緊急修繕処理件数：７３７件 

 ・交通安全施設設置件数：４７基 

 ・ＬＥＤ街路灯設置件数：３５８基
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２ 「明るい区役所づくり」への取組

（１） 区役所市民ホールでの情報交換・発信を行います。 

区長 
評価 ４ 

目的・目標 

 内容：○区役所市民ホールを活用し、市民活動団体等が情報交換や

発信を行えるパネルを１０月頃設置 

○多目的室を展示スペースとして活用 

実績・成果 

○市民活動団体や区民会議の活動紹介・情報発信を行う「お知らせ

ボード」を２基、９月に区役所１階市民ホールに設置しました。 

また、市民活動団体、区民等が自由に利用できる「ミーティングテーブ

ル」を５台、８月に区役所１階市民ホールと２階のロビーに設置したとこ

ろ、多くの区民の方に利用されています。  

○多目的室を「アジサイ写真展（７月）」「作品展（１月）」の会場として活用し

ました。 

          （お知らせボード）      （ミーティングテーブル） 

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） ８３件 ２１２件 ６６件 ２３件 ７５件 

有識者(回答数：７１件) １８件  ４３件  ６件  １件  ３件 

（２） 「健康！ほっとステーションを設置します。 
区長 
評価 ４ 

目的・目標 

内容：○区役所市民ホールに、自動血圧計や健康関連情報の提供を行

うパネルを備えた健康増進コーナーを６月頃開設 

○保健センターにて、測定結果に対する相談を実施 

実績・成果 

「健康！ほっとステーション」を、６月に区役所１階保健センター窓口横に

開設し、測定結果に対しては随時相談に応じました。 

設置内容：○健康関連情報、自主グループに関する情報の提示 

○自動血圧計、体脂肪計の設置 

自動血圧計利用者：：延べ約２，６００人（平成２５年２月２２日現在） 

来庁者へのアンケートの結果、「良い」「どちらかといえば良い」との回答

が、８０．８％でした。 

                      （健康！ほっとステーション） 

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） ７６件 ２５０件 ５８件 ２４件 ５０件 

有識者(回答数：７１件) １６件  ４４件  ６件  １件  ４件 

＊３月末時点の実績・成果 自動血圧計利用者：３，１５８人
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●主要な取組                         

３ 「活力ある区づくり」への取組

（１） 区民会議、対話集会の開催、市民活動のネットワーク化 

区長 
評価 ４ 

目的・目標 

内容：○区民が主体となって諸課題を協議する区民会議を８回開催 

○地域の課題等について話し合う対話集会を４回開催 

○市民活動ネットワーク登録団体連絡会議を２回開催 

実績・成果 

○区民会議を７回開催し、「西区の防災（減災）について」の提言書を

７月に区長へ提出し、「西区の交通安全について」の提言書を３月中の提

出に向けて策定中です。（３月末までに８回開催予定） 

○対話集会を各地区自治会連合会との共催により、４回開催しました。 

○市民活動ネットワーク登録団体による連絡会議を２回開催し、団体間の情

報交換を行いました。また、登録団体の活動を活性化するために、「西区市

民活動ネットワーク連絡会」を設立しました。 

○区民会議・市民活動ネットワークだより「みんなの西区」を１０月に発行し、３

月末にも発行予定です。 

  （区民会議提言書提出）    （市民活動ネットワーク連絡会） 

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） ５４件 ２２４件 ６１件 ２０件 ９６件 

有識者(回答数：７０件)  ９件  ４９件  ９件  ２件  １件 

   ＊３月末時点の実績・成果 

・区民会議：８回開催 

・区民会議・市民活動ネットワークだより「みんなの西区」：３月発行 
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（２） 大宮アルディージャと連携した事業を展開します。

区長 
評価 ５ 

目的・目標 

内容：○西大宮駅・練習場間の道路愛称を７月頃募集 

○アルディージャフラッグを平成２５年２月頃掲示 

○少年少女サッカー教室を１０月頃開催 

 (秋葉の森総合公園、参加者１００人) 

実績・成果 

○西大宮駅・練習場間の道路愛称を「アルディロード」に決定しました。募集

に際して、全国から８５４通の応募があり、広く西区をＰＲすることができまし

た。 

○大宮アルディージャと区の花アジサイのフラッグを平成２５年１月に

２３０か所に掲示するとともに、応援横断幕を３か所に設置しました。 

○少年少女サッカー教室を、新たに完成したアルディージャ練習場に会場を

移し、参加者を１００人から１５０人に拡大して２月２日（土）に開催しまし

ました。 

 （道路愛称サイン）                        （フラッグ） 

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） １３２件 ２０４件 ３４件 ９件 ８０件 

有識者(回答数：７２件)  ２２件  ３８件  ８件 ０件  ４件 

       ＜参考＞ 他施設の愛称募集における応募数 

        ・サウスピア：１６５通 

        ・のびのびプラザ大宮：２５１通 
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４ 「子育てしやすいまちづくり」への取組

（１） 初めて父親・母親となる方を対象に「両親学級」を開催します。 

区長 
評価 ３ 

目的・目標
内容：沐浴

も く よ く

実習、講義、ビデオ上映などを西区役所で６回開催 

目標：参加者数 延べ１７０人 

実績・成果

「両親学級」を年６回偶数月に開催し、参加者数は目標を上回る

１８１人でした。窓口に教室の風景写真や参加者の声を綴
つづ

ったアルバムを設

置するなど、参加への関心を引き付ける工夫をしました。 

また、参加者へのアンケート結果では、「沐浴実習など体験が勉強になった」

「父親の役割の重要性を認識した」など高い満足度が得られました。 

              （両親学級） 

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） １１２件 ２２８件 ３３件 １６件 ６９件 

有識者(回答数：７０件)  １７件  ３９件  ６件  １件  ７件 

（２） 親子で楽しめる「子育て支援フェア」を開催します。 

区長 
評価 ５ 

目的・目標

内容：○親子で楽しめる催しや、育児相談、子育て情報の提供 

○西部文化センターで１０月頃開催 

目標：参加者数 ４００人 

実績・成果

「西区子育て支援フェア」を、１０月２７日(土)に西部文化センターで、

西区子育て支援ネットワーク協議会との協働により開催し、当日の参加者

数は、目標の７５％増となる７００人でした。 

また、来場者へのアンケートの結果「とてもよかった」又は「よかった」

との回答が１００％でした。 

（子育て支援フェア） 

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） １５２件 ２００件 ３４件 １３件 ６１件 

有識者(回答数：７１件)  ２６件  ３５件  ４件  ０件  ６件 
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５ 「高齢者がいきいきと生活できるまちづくり」への取組

（１） 認知症サポーターを養成します。 

区長 
評価 ３ 

目的・目標

内容：認知症への正しい理解と支援を進めるため、区役所全職員も対象とし

て実施 

目標：受講者数 延べ６００人 

実績・成果

認知症サポーター養成講座を１１回開催し、３６２人のサポーターを養成しまし

た。（平成２５年２月２２日現在） 

３月末までに中学校等で４回開催予定であり、目標受講者数を達成する見込

みです。 

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） ４９件 １９２件 １２０件 ４４件 ５３件 

有識者(回答数：７０件)  ８件  ３９件  １６件  ０件 ７件 

   ＊３月末時点の実績・成果 

・認知症サポーター養成講座：１５回開催、６４０人サポーター養成 

（２） 健康づくりと介護予防のための「うんどう教室」を開催します。 

区長 
評価 ４ 

目的・目標

内容：○ボランティア指導員によるうんどう教室を９回開催 

  （植水公民館多目的広場､滝沼川第２遊水地､プラザ中央公園) 

○自治会等が主催する健康体操教室などに、ボランティア指導員を派

遣 

目標：○うんどう教室参加者数：延べ１５０人 

○自治会等の健康体操教室参加者数：延べ３００人

実績・成果

○うんどう教室を７回開催し、参加者数は延べ３２５人でした。 

（平成２５年２月２２日現在） 

３月末までに、合計９回開催見込みです。 

○自治会等の健康体操教室参加者数は、延べ４５６人でした。 

（平成２５年２月２２日現在） 

             （うんどう教室） 

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） ９３件 ２２５件 ７１件 ２４件 ４８件 

有識者(回答数：７０件) １３件  ４１件 １２件  １件  ３件 

   ＊３月末時点の実績・成果 

・運動教室：９回開催、参加者述べ３５２人 

・健康体操教室：参加者数述べ４７８人 
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６ 「環境と共生したまちづくり」への取組

（１） 西区内散策交流事業を実施します。 

区長 
評価 ４ 

目的・目標

内容：オープンガーデンを、個人宅の協力を得てＪＲ｢駅からハイキン 

グ｣ と合わせて６月に実施 

目標：参加者数 １，８００人 

実績・成果

６月２日（土）に開催された「駅からハイキング」と合わせ、西区内散策交流事

業を実施し、参加者は、１，８３２人でした。祭囃子
は や し

の披露や歴史ガイド等の

おもてなしのほか、オープンガーデンを、個人宅８軒の協力を得て開催しまし

た。 

なお、ＪＲからは、「区民が主体となる運営体制は、『駅からハイキング』のモデ

ルケースとなる」との高評価をいただきました。 

（駅からハイキング）       （オープンガーデン） 

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） １０７件 ２４９件 ３２件 １３件 ５７件 

有識者(回答数：７３件)  ２３件  ４２件  ４件  ０件  ４件 
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質問２ 西区では、区の花を「アジサイ」として平成２２年度に決定し、植栽支援やＰＲを実
施していますが、区の花が「アジサイ」であることをご存じでしたか。（該当する番号
を○で囲んでください） 

選択肢 
回答件数（割合） 

一般 有識者 

１ このアンケートを見る以前から知っていた。 ２５１人（５５％） ７０人（９６％） 

２ このアンケートを見るまで知らなった。 ２０９人（４５％） ３人（４％） 

質問３ 今後、あなたが○○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 

１１５ ２３ 

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 

３１５ ３５ 

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 

 ６４   ９ 

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 

３４７ ５７ 

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 

５８ １４ 
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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：３人 

②性別人数（割合） ※無回答：１６人 

 ③回答者の居住年数 ※無回答：３人 

《有識者評価》 

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：２人 

  ③回答者の居住年数 ※無回答：０人 

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

２７人６(％) ６２人１３(％) ５８人(１２％) ６９人(１５％) 

５．６０歳～６９歳 ６．７０歳～７９歳 計  

１３３人２９(％) １１６人(２５％) ４６５人(１００％) 

１．男性 ２．女性 計 

２００人(４４％) ２５２人５６(％) ４５２人(１００％) 

１．１年以下 ２．１年～３年 ３．３年～５年 ４．５年～１０年 

８人(２％) ２１人(５％) １５人(３％) ３６人(８％) 

５．１０年～２０年 ６．２０年以上 計  

７０人(１５％) ３１５人（６８％) ４６５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％) ２人(３％) ４人(５％) ３人(４％) 

５．６０歳～６９歳 ６．７０歳～７９歳 計  

３８人（５１％) ２８人(３７％) ７５人（１００％) 

１．男性 ２．女性 計 

６８人(９３％) ５人(７％) ７３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％) １人(１％) ３人(４％) 

５．１０年～２０年 ６．２０年以上 計  

５人(７％) ６６人(８８％) ７５人(１００％) 
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この評価書についてのお問い合わせ先 

さいたま市 西区役所 区民生活部 総務課     電話 ６２０－２６１３ 
FAX ６２０－２７６０ 

『平成２４年度 さいたま市 西区 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２４年度さいたま市西区区長マニフェスト評価書」は 1,000 部作成し、 

１部あたりの印刷経費は 112 円です。 


