
平成２８年度 さいたま市 大宮区

区長マニフェスト評価書 

■はじめに 

大宮区役所では、「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います。そし

て、平成２８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２８年 

４月に区民の皆様に公表しました。  

この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。  

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。 

平成２９年７月 大宮区長 伊藤 利一 

■評価方法 

以下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２９年５月２０日～６月３日（郵便返信で当日消印有効） 

●設 問：本評価書４ページからの『検証評価（詳細）』をご覧ください。 

●対象者：無作為抽出により、２０歳以上で１年以上居住している大宮区在住者 

１，５００人（うち、４０９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：大宮区自治会連合会理事２１人（うち、１４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、４ページからの『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 

１ 安全・安心なまちづくり － － － 

（１） 地域防災力の向上 ３ ６８％ ７１％ 

（２） 防犯啓発事業の実施 ３ ７２％ ６４％ 

（３） ＬＥＤ照明の設置 ４ ８０％ ８６％ 

２ 地域資源を活用したまちづくり － － － 

（１） 大宮二十景のＰＲ ４ ８８％ ７９％ 

（２） 大宮魅力発見ツアーの実施 ４ ７７％ ８６％ 

（３） 少年・少女サッカー教室の開催 ３ ６９％ ５７％ 

３ いきいき元気なまちづくり － － － 

（１） 妊娠期からの子育て支援 ４ ８１％ ８６％ 

（２） 生活習慣病の予防・改善 ４ ７７％ ６４％ 

（３） ミニ大宮の開催 ３ ７３％ ６４％ 

（４） 子育て支援連絡会の開催 ３ ５９％ ７７％ 

（５） 地域運動支援員の派遣 ４ ８２％ ７７％ 

（６） 介護者サロンの開催 ４ ７１％ ６９％ 

４ 協働によるまちづくり － － － 

（１） 区民ふれあいフェアの開催 ３ ７９％ ６７％ 

（２） わかりやすいサインの整備 ４ ６９％ ３１％ 

（３） 花と緑のまちづくりの推進 ３ ６５％ ３１％ 

（４） 清掃活動の実施 ３ ６５％ ７１％ 

検証評価(まとめ) 
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※１ 区長評価   
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 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。

(２) 今後、大宮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）

今後、大宮区で重点的に取り組んでほしい分野について（年代別）

取組分野 
要望 
割合 

１ 自然・環境に関する取組 １１％ 

２ 健康・福祉に関する取組 ３７％ 

３ 歴史・文化・伝統に関する取組  ７％ 

４ 安全・生活環境に関する取組 ４０％ 

５ 地域交流に関する取組  ５％ 

取組分野 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 
７０歳代

以上 

１ 自然・環境に関する取組 6.7％ 8.3％ 13.4％ 10.5％ 9.7％ 13.8％

２ 健康・福祉に関する取組 44.5％ 40.5％ 30.9％ 36.8％ 40.0％ 36.9％

３ 歴史・文化・伝統に関する取組 4.4％ 5.0％ 8.1％ 7.2％ 6.9％ 7.7％

４ 安全・生活環境に関する取組 40.0％ 40.5％ 43.6％ 40.8％ 39.3％ 36.2％

５ 地域交流に関する取組 4.4％ 5.8％ 4.0％ 4.6％ 4.1％ 5.4％

総  計 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％

7%
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２ 総評 

●事業について 

区長評価では、全１６事業のうち、「評価４」が８事業、「評価３」が８事業となりま

した。 

一般評価では、概ね同様の評価をいただきました。 

 有識者評価も、概ね一般評価と同様ではありますが、“わかりやすいサインの整備”、

“花と緑のまちづくりの推進”については、３１％と低い評価になりました。 

一方、“ＬＥＤ照明の設置”、“大宮二十景のＰＲ”、“大宮魅力発見ツアーの実施”、“妊

娠期からの子育て支援”及び、“地域運動支援員の派遣”については、一般評価、有識者

評価ともに、８０％前後と高めの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 

 「健康・福祉に関する取組」及び「安全・生活環境に関する取組」が３７％～４０％

と多くなっており、２つを合わせると全体の約８割になります。 

●まとめ・今後の方向性について 

○  今後、大宮区で重点的に取り組んでほしい分野についてのアンケート結果から、子

育て支援、高齢者支援の取組や、防災・防犯、交通安全に対する取組に対しては、前

回同様、高い関心がありました。 

しかしながら、今回のアンケートで「２ 地域資源を活用したまちづくり」に向け

た取組についての関心が高いことがわかりました。

これは、東日本の玄関口にふさわしい大宮区のまちづくりが大きく動き出すことと

関連し、あらためて大宮区の地域資源の有効活用に目を向けていただけたと認識して

おります。 

また、アンケートの自由意見では、高齢者への支援、子育て世代への支援、道路整

備、夜間の防犯への取組みに関する意見が多いことから、安全・安心に暮らせるまち

づくりを目指し、各施策の充実を図ってまいります。 

○ 「歴史・文化・伝統に関する取組」、「地域交流に関する取組」に対する要望が少な

いですが、これからも、大宮区独自の地域資源を生かしたより良いまちづくりを進

めてまいります。 

○ 平成２９年度におきましては、平成２８年度の一般評価・有識者評価で低い評価と

された事業について、一層の充実を図るとともに、さらなる大宮区の発展に努めてま

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２８年度に大宮区では１～４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 安全・安心なまちづくり 

（１）地域防災力の向上 

目的・目標 
「大宮区防災訓練」、「避難場所運営委員講習会」及び「大宮区防災情報交換会」を開催

します。 ／それぞれ年度１回開催 

事業概要 

・実績 

「大宮区防災訓練」（大宮区内１８か所の指定避難所、西区・北区と連携した一斉訓練）を

平成２８年１０月１５日、「避難場所運営委員講習会」を平成２８年６月２５日、「大宮区防災情

報交換会」を平成２９年３月１１日に開催しました。また、「大宮区防災訓練」の一環として「応

急救護講習会」を平成２８年９月１２・１３・１４日に開催しました。 

区長評価 

ランク 評価内容 

３ 

防災訓練では、発災時に貴重な力となる中学生や高校生の参加が増え、新た

に西区・北区とも連携することにより避難所の運営力が高まっています。また、「大

宮区防災情報交換会」の開催等により、地域の防災意識が高まり、自主防災組織

の結成が増加しています。 

今後も、さらなる地域防災力の向上のため、防災事業の継続が必要であると考

えます。 

この事業の取組みについてどう思いますか？ 

(ア)十分 (ウ)やや不十分 (エ）不十分 (オ)わからない 

一般 (回答数４０５件) ３０件 ２１４件 ９０件 ２７件 ４４件 

有識者(回答数１４件) １件 ９件 ４件 ０件 ０件 

検証評価（詳細） 

回答件数

選択肢
(イ)

おおむね

十分 
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（２）防犯啓発事業の実施 

目的・目標 
「安全・安心のつどい」（年度１回）、「街頭防犯キャンペーン」（年度２回以上）、「青色防犯

パトロール」（原則として平日は毎日）、「自転車ツーロック啓発活動」（月１回）を実施します。 

事業概要 

・実績 

「安全・安心のつどい」を平成２９年２月１１日に開催し、小中学生を含めた９４８人の方に

ご来場いただきました（平成２７年度８９７人）。来場者へのアンケートでは９２％の方に満足と

の評価をいただきました。 

「街頭防犯キャンペーン」は３回、「青色防犯パトロール」は２４３開庁日で２５０回、「自転車

ツーロック啓発活動（促進キャンペーン）」は１５回実施しました。特に、１２月に実施回数を

増やし、活動を強化しました。 

区長評価 

ランク 評価内容 

３ 

「安全・安心のつどい」は、年々来場者が増え、アンケート調査では多くの参加

者から満足したとの高い評価をいただきました。「青色防犯パトロール」は、小中学

生の下校時間のほか、夕方から夜間にかけ大宮駅周辺の巡回を増やして活動を

強化し、目標を上回りました。 

引き続き、安全・安心なまちづくりのため、防犯啓発事業に積極的に取り組んで

まいります。 

この事業の取組みについてどう思いますか？ 

(ア)十分 (ウ)やや不十分 (エ）不十分 (オ)わからない 

一般 (回答数３９１件) ４３件 ２１８件 ７３件 ２９件 ２８件 

有識者(回答数１４件) ０件 ９件 ５件 ０件 ０件 

（３）ＬＥＤ照明の設置 

目的・目標 
老朽化した街路灯から、明るく環境にやさしいＬＥＤ照明への切替、又は新設を行いま

す。 ／切替及び新設２００基 

事業概要 

・実績 

平成２８年４月から平成２９年３月末までに、切替も含めＬＥＤ灯４８０基を設置しました。 

なお、使用可能な街路灯をＬＥＤへ交換してほしいとの要望もあります。 

区長評価 

ランク 評価内容 

４

目標を大きく上まわり設置することができました。 

引き続き、事業を継続し、要望を踏まえ、使用可能な街路灯からＬＥＤ灯への切

替も実施してまいります。 

この事業の取組みについてどう思いますか？ 

(ア)十分 (ウ)やや不十分 (エ）不十分 (オ)わからない 

一般（回答数３９１件） ７５件 ２２９件 ５２件 ２２件 １３件 

有識者（回答数１４件） ２件 １０件 ２件 ０件 ０件 

回答件数

選択肢
(イ)

おおむね

十分 

回答件数

選択肢
(イ)

おおむね

十分 
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２ 地域資源を活用したまちづくり

（１）大宮二十景のＰＲ 

目的・目標 

「大宮二十景小学生絵画コンクール」を実施するとともに、区内でのイベントの開催時に啓

発グッズを配布し、より多くの方々に大宮二十景をＰＲします。 

／「大宮二十景小学生絵画コンクール」を年度１回実施 

イベントを通じたＰＲ活動の実施 

事業概要 

・実績 

「わたしの好きな大宮二十景」をテーマに区内の小学生から絵画作品を募集し、コンクー

ルを実施しました。コンクールにあたっては、夏休みに「大宮二十景絵画教室」を実施しまし

た。 

入賞作品は、大宮駅連絡通路等での展示や区報、区ＨＰへ掲載を行いました。 

また、大宮区民ふれあいフェア開催時には、入賞作品展にあわせ、大宮二十景ＰＲ展示

を実施しました。その他、イベント会場にて啓発品を配布し、ＰＲ活動を実施しました。 

／夏休み自由課題での応募数４６４作品（平成２７年度３６９作品） 

入賞作品展示会４回実施（平成２７年度３回） 

絵画教室２回実施 

各イベント会場で啓発品（ガイドブック、クリアファイル）を配布 

区長評価 

ランク 評価内容 

４

夏休みの自由課題での作品を募集したことにより、区内小学校児童と保護者に

大宮二十景を広くＰＲすることができました。 

また、絵画教室の実施では、多くの作品の応募があったほか、入賞作品の展示

会を４回(４か所）に増やしたことで、区内外に一層のＰＲが図られました。 

この事業の取組みについてどう思いますか？ 

(ア)十分 (ウ)やや不十分 (エ）不十分 (オ)わからない 

一般（回答数４０２件） ８６件 ２３３件 ３３件 １０件 ４０件 

有識者（回答数１４件） ３件 ８件 ３件 ０件 ０件 

回答件数

選択肢
(イ)

おおむね

十分 
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（２）大宮魅力発見ツアーの実施 

目的・目標 
区内の地域資源をめぐるルートを設定した散策マップのコースを基本に、「大宮魅力発見

ツアー」を実施します。 ／年度１回実施 

事業概要 

・実績 

大宮区散策マップ「ぶらり大宮めぐり」のコースのうち「氷川の杜をめぐる」コースと「鉄道の

歴史をめぐる」コースを大宮観光ボランティアガイド会の案内のもと計２回実施しました。 

また、新たに外国人を対象にしたツアー「大宮体験会」を２回実施しました。 

／年度２回実施、参加者（５０人募集）：１回目 ５１人（７８人応募）     

２回目 ５０人（１１３人応募）   

区長評価 

ランク 評価内容 

４

人気事業であることから、回数を増やし実施しました。ツアー参加者のアンケート

からも９０％以上の方々が満足したという結果をいただきました。 

特に、地域資源の再発見につなげるため、昼食場所を市伝統産業事業所に指

定されている老舗料亭としたことなどで区の魅力をとても満喫いただけたツアーと

なりました。あわせて、外国人を対象とした「大宮体験会」も実施できました。 

この事業の取組みについてどう思いますか？ 

(ア)十分 (ウ)やや不十分 (エ）不十分 (オ)わからない 

一般（回答数４０１件） ７６件 ２１０件 ６８件 １９件 ２８件 

有識者（回答数１４件） １件 ７件 ５件 １件 ０件 

（３）少年・少女サッカー教室の開催 

目的・目標 

大宮アルディージャを応援する機運を高め、あわせて区民の交流を促進し、連帯感を醸

成するため、大宮アルディージャと連携して少年・少女サッカー教室を開催します。 ／年度

１回開催 

事業概要 

・実績 

大宮アルディージャのホーム「ＮＡＣＫ５スタジアム」という地域資源を活用し、区内在住、

在学の小学生を対象としたサッカー教室をアルディージャの協力のもと開催しました。なお、

サッカー教室に参加する親子２０組を対象に同日、スタジアム見学会を開催しました。 

／年度１回開催 参加者（１００人募集）：１００人（１４８人応募） 

※親子でスタジアム見学会開催（参加者：２０組） 

区長評価 

ランク 評価内容 

３

応募者が募集人員を上回る人気の教室です。新規に開催した「親子でスタジア

ム見学会」においても、１０１組の親子からの応募があり関心の高い事業と考えてい

ます。 

今後は、応募状況により開催回数を増やすことも検討してまいります。 

この事業の取組みについてどう思いますか？ 

(ア)十分 (ウ)やや不十分 (エ）不十分 (オ)わからない 

一般（回答数３９３件） ６３件 １７５件 ８３件 ２４件 ４８件 

有識者（回答数１４件） １件 ７件 ５件 １件 ０件 

回答件数

選択肢
(イ)

おおむね

十分 

回答件数

選択肢
(イ)

おおむね

十分 
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３ いきいき元気なまちづくり

（１）妊娠期からの子育て応援 

目的・目標 

安心して出産や子育てができるようサポートします。 

／「はじめましてパパママ教室」及び「母親学級」を年度計１５回以上開催 

「育児相談」を年度３０回以上開催 

事業概要 

・実績 

「はじめましてパパママ教室」及び「母親学級」を計２２回開催しました。 

「育児相談」は保健師、管理栄養士、歯科衛生士の専門職員が、保健センターや児童セ

ンターにおいて３３回開催しました。 

また、保健センターで妊娠期からの不安や心配事の相談ができることを、妊娠届を提出し

た方全員にＰＲしました。 

区長評価 

ランク 評価内容 

４
いずれも、年度を通して目標以上に開催することができました。今後も継続して

いくことが望まれています。 

この事業の取組みについてどう思いますか？ 

(ア)十分 (ウ)やや不十分 (エ）不十分 (オ)わからない 

一般（回答数３９３件） ７９件 ２０７件 ４９件 １８件 ４０件 

有識者（回答数１４件） ３件 ９件 ２件 ０件 ０件 

（２）生活習慣病の予防・改善 

目的・目標 

健康で心豊かな生活を送れるように、がん検診の受診や健康づくりについての啓発活動

を実施します。 

／啓発活動を４か所以上で実施 

事業概要 

・実績 

７か所に出向き、啓発を実施しました。(大宮アルディージャ区民感謝シリーズ大宮区デ

ー、大宮区少年・少女サッカー教室、大宮区安全・安心のつどい 等) 

また、健活チームおおみや（継続的に健康づくりに取り組む区民）のメンバーが１００人以

上増加することを目標とし、健康づくり教室、体組成測定会などにおいて、スタンプカードを

配布しました。 

なお、健活チームおおみやのメンバーが１６６人に増加しました。 

区長評価 

ランク 評価内容 

４
多くの方が集まるイベント会場での啓発活動やスタンプカード配布等の工夫によ

り、大幅に目標を上回ることができました。 

この事業の取組みについてどう思いますか？ 

(ア)十分 (ウ)やや不十分 (エ）不十分 (オ)わからない 

一般（回答数４０６件） ５３件 ２２６件 ６８件 １５件 ４４件 

有識者（回答数１４件） １件 ８件 ４件 １件 ０件 

回答件数

選択肢
(イ)

おおむね

十分 

回答件数

選択肢
(イ)

おおむね

十分 
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（３）ミニ大宮の開催 

目的・目標 
子どもが社会の仕組みづくりを学べる場を提供するため、「子どもがつくるまち『ミニ大

宮』」を開催します。 ／年度１回開催、参加者７００人 

事業概要 

・実績 

子どもスタッフとまち会議（事前準備）を５回、まとめ会（結果報告）を１回開催し、「ミニ大

宮」を平成２８年１２月１０日に開催しました。当日は７９０人（子どもスタッフ４３人、大人スタッ

フ５５人、当日参加者６９２人）が参加しました。   

区長評価 

ランク 評価内容 

３
事業が定着し、参加人数も安定してきました。今後も継続して実施してまいりた

いと考えています。 

この事業の取組みについてどう思いますか？ 

(ア)十分 (ウ)やや不十分 (エ）不十分 (オ)わからない 

一般（回答数４０６件） ５４件 １９１件 ７１件 １８件 ７２件 

有識者（回答数１４件） １件 ８件 ５件 ０件 ０件 

（４）子育て支援連絡会の開催 

目的・目標 
子どもたちを健やかに育むため、関係機関による連絡会を開催します。 

／年度３回以上開催 

事業概要 

・実績 

区内認可外２１施設が参加し、子育て支援連絡会を開催しました。「乳幼児期の歯科保健

及び子どもと高齢者の熱中症予防」、「保育園の防災対策」、「職員間及び保護者とのコミュ

ニケーション」、「産後うつについて」の内容で実施しました。 

／年度４回（６月、９月、１２月、２月）開催 

区長評価 

ランク 評価内容 

３
開催ごとにテーマを決め、学んでいただくことで、保育の質の向上や市の事業

についての情報提供をすることができ、さらなる連携強化を図ることができました。 

この事業の取組みについてどう思いますか？ 

(ア)十分 (ウ)やや不十分 (エ）不十分 (オ)わからない 

一般（回答数３８５件） ２８件 １６６件 １１１件 ２４件 ５６件 

有識者（回答数１３件） ０件 １０件 ３件 ０件 ０件 

回答件数

選択肢
(イ)

おおむね

十分 

回答件数

選択肢
(イ)

おおむね

十分 
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（５）地域運動支援員の派遣 

目的・目標 
高齢者の健康づくり活動を行っている団体に対し、地域運動支援員の派遣を行います。 

／年度１１０回派遣

事業概要 

・実績 

自立した生活を送ることができるように、高齢者のグループ(団体）へ地域運動支援員の派

遣を実施しました。 ／年度１４０回派遣 

区長評価 

ランク 評価内容 

４

地域運動支援員の派遣は、高齢者の生活機能低下を予防するために実施して

いますが、身体の状態に合わせた運動を行うと好評です。目標を上回って支援員

を派遣することができました。 

今後は、派遣回数に応じた地域運動支援員を確保・維持することにより、さらに

質の高い支援を目指してまいります。 

この事業の取組みについてどう思いますか？ 

(ア)十分 (ウ)やや不十分 (エ）不十分 (オ)わからない 

一般（回答数３８９件） ６０件 ２１６件 ４１件 １９件 ５３件 

有識者（回答数１３件） ４件 ６件 ３件 ０件 ０件 

（６）介護者サロンの開催 

目的・目標 
情報交換などを通して介護疲れの軽減を図るため、介護者サロンを開催します。 ／年度

４０回開催 

事業概要 

・実績 

無理のない介護ができる地域社会を目指すため、介護者サロンを開催しました。特に、オ

レンジカフェ（認知症の方や関心のある方が対象）については、東西２か所で定期的に実施

し、集いの場を増やしました。 

／年度４５回開催 

区長評価 

ランク 評価内容 

４

介護者同士、日頃の悩みを共有し情報交換を行うことで、元気が出ると好評で

す。介護者の負担を軽減する事業であり、今後も継続して実施していく必要があり

ます。 

この事業の取組みについてどう思いますか？ 

(ア)十分 (ウ)やや不十分 (エ）不十分 (オ)わからない 

一般（回答数３９０件） ５２件 １９０件 ７１件 ３０件 ４７件 

有識者（回答数１３件） １件 ８件 ４件 ０件 ０件 

回答件数

選択肢
(イ)

おおむね

十分 

回答件数

選択肢
(イ)

おおむね

十分 
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４ 協働によるまちづくり

（１）区民ふれあいフェアの開催 

目的・目標 
郷土意識を高め、区民同士の連携を深めるため、「区民ふれあいフェア」を開催します。 

／入場者２８，０００人 

事業概要 

・実績 

区民ふれあいフェア実行委員会を立ち上げ、関係団体との協働のもと、大宮ソニックシテ

ィをメイン会場として開催しました。 

ＤＯＭ会場でのふれあいコンサートや大宮二十景絵画コンクール作品展、シーノ大宮会

場での大宮区小中学校図工美術展を実施することで、広く会場設定し、大宮区を代表する

イベントとして開催しました。 

／入場者約３０，０００人 

区長評価 

ランク 評価内容 

３

２８，０００人の来場者を予定していたところ、約３０，０００人の方にご来場いただ

きました。 

今後も、さらに多くの区民に参加してもらえるよう、各会場を十分に連携させるこ

とも必要であると考えています。

この事業の取組みについてどう思いますか？ 

(ア)十分 (ウ)やや不十分 (エ）不十分 (オ)わからない 

一般（回答数４００件） ７４件 ２１２件 ６２件 １５件 ３７件 

有識者（回答数１２件） １件 ７件 ３件 １件 ０件 

回答件数

選択肢
(イ)

おおむね

十分 
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（２）わかりやすいサインの整備 

目的・目標 

来訪する方々へのおもてなしを図るため、新しい地図案内板の設置や既存の地図案内

板等の維持・管理を行います。 

／新設１基 

事業概要 

・実績 

鐘塚公園内に案内板１基を新設しました（グリーンライオンズクラブからの寄贈）。 また、

新規事業として、区内の地域・観光資源をＰＲするため、大宮駅東口駅前のトランスボックス

５基へラッピング装飾を施しました。 

既存案内板においては、１６基の地図面の更新を行いました。 

なお、案内板及びラッピング装飾を効果的に設置するため、表示内容や設置場所の検討

を行っていく必要があります。 

区長評価 

ランク 評価内容 

４

世界盆栽大会を前に、鐘塚公園内に地図案内板を新設できました。また、トラン

スボックスにラッピングを施し、おもてなしの心で対応するまちづくりに取り組むこと

ができました。 

今後も、より分かりやすい表示内容にするとともに、まちづくりの進捗等にあわ

せ、適時更新してまいります。 

この事業の取組みについてどう思いますか？ 

(ア)十分 (ウ)やや不十分 (エ）不十分 (オ)わからない 

一般（回答数４００件） ５０件 ２０３件 ８８件 ２５件 ３４件 

有識者（回答数１３件） ０件 ４件 ７件 ２件 ０件 

（３）花と緑のまちづくりの推進 

目的・目標 
区民が花や緑に出会える機会を増やすため、ボランティア団体と協働し駅前を花や緑で

いっぱいにします。 ／３駅（４か所）で実施 

事業概要 

・実績 

ボランティア団体等との協働により、大宮駅（西口・東口）、北大宮駅、大宮公園駅を「花

や緑」でいっぱいにしました。 

大宮公園駅については、駅舎改修により花壇が設置されたため、年度２回の花の植替え

予定を３回に増やして実施しました。 

 ／３駅（４か所）で実施 

区長評価 

ランク 評価内容 

３
目標どおり、各花壇の植え替え作業を実施し、花や緑に出会える機会を増やす

とともに、まちの印象を高めることができました。 

この事業の取組みについてどう思いますか？ 

(ア)十分 (ウ)やや不十分 (エ）不十分 (オ)わからない 

一般（回答数３９１件） ５５件 １８５件 ９９件 ３３件 １９件 

有識者（回答数１３件） ０件 ４件 ７件 ２件 ０件 

回答件数

選択肢
(イ)

おおむね

十分 

回答件数

選択肢
(イ)

おおむね

十分 
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（４）清掃活動の実施 

目的・目標 
大宮アルディージャ、地元企業等との協働により、清掃活動を実施します。 ／月１回・年

度１２回実施 

事業概要 

・実績 

雨のため２回の中止はありましたが、延べ８８０人が参加しました。参加者数は対前年度比

１％減でした。 ／年度１０回実施 

区長評価 

ランク 評価内容 

３

屋外での活動のため天候に左右され、目標を下回りましたが、やむを得ないも

のと判断します。 

今後も引き続き、大宮アルディージャ、地元企業等との協働により、本活動を実

施してまいります。 

この事業の取組みについてどう思いますか？ 

(ア)十分 (ウ)やや不十分 (エ）不十分 (オ)わからない 

一般（回答数３９０件） ４７件 １８９件 １０９件 １９件 ２６件 

有識者（回答数１４件） １件 ９件 ４件 ０件 ０件 

質問２ 今後、あなたが大宮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 

８１ １ 

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 

２７７ １３ 

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 

５１ １１ 

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 

２９８ ２ 

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 

３５ ０ 

回答件数

選択肢
(イ)

おおむね

十分 
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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：６人 

②性別人数（割合） ※無回答：１１人 

③回答者の居住年数 ※無回答：６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：０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 

２４人(６％) ６６人(１７％) ７９人(２０％) ８１人(２０％) 

５．６０歳～６９歳 ６．７０歳以上 計  

７８人(２０％) ６５人(１７％) ４０３人(１００％) 

１．男性 ２．女性 計 

１７９人(４５％) ２１９人(５５％) ３９８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 

３５人(９％) ３９人(９％) ４５人(１１％) ７０人(１８％) 

５．２０年以上 計   

２１４人(５３％) ４０３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％) ０人(０％) ０人(０％) ０人(０％) 

５．６０歳～６９歳 ６．７０歳以上 計  

２人(１４％) １２人(８６％) １４人(１００％) 

１．男性 ２．女性 計 

１４人(１００％) ０人(０％) １４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％) ０人(０％) ０人(０％) １４人(１００％) 

５．２０年以上 計   

０人(０％) １４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 大宮区役所 区民生活部 総務課  電  話：048-646-3012 
ＦＡＸ：048-646-3160 

『平成２８年度 さいたま市 大宮区 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をもとに作成できました。 

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２８年度さいたま市大宮区区長マニフェスト評価書」は 300 部作成し、１部あたりの印刷経費は 214 円です。

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 

さいたま市ＰＲキャラクター 

つなが竜ヌゥ


