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四谷一丁目町会の紹介

• 加入世帯数約４６０/世帯数
約７７０ ＝加入率約６０％

• 平均年齢約４３歳（地域全体）

• 高齢化率約２０％（同上）

• 会費２５０円/月（年払い）

• 設立１９７８年７月

• ホームページ
https://yotsuya1.jimdo.com/
その他Facebook、Twitter、
役員間LINEあり

JR西浦和
JR武蔵浦和

UR田島団地

大宮バイパス

田島通り

四谷一丁目公園令和２年開園



四谷一丁目町会の紹介

ファミリーフェスタ（１０月）
（ハロウインパーティー）

防災訓練（１１月）

消火訓練、煙体験、炊き出し訓練
通報訓練、応急手当訓練など

応急救命講習会（５月）

コロナ以前の主な活動状況



四谷一丁目町会の紹介

旅行会やボウリング大会

夏休み・年末夜警（青パト出動）

夏休みラジオ体操

コロナ以前の主な活動状況



モデル事業のスタートアップ 当初計画

報告会が早まった



モデル事業のスタートアップ
• ７月１３日 採択、２９日日程打合わせ

• ９月１０日 役員説明会・講習会（市支援）
（テスト運用開始）

• １０月１日 募集パンフレット配布（本運用開始）

• １０月２３日 第一回青空説明会（市支援）

• １０月２９日 第二回青空説明会

• １１月３日 第一回事業報告（会員向け）

• １１月１２日 第三回青空説明会＆意見交換会

• １２月１０日 第二回事業報告（会員向け）アン
ケート予告

• １２月２０日 意見交換会

• １月２日 結ネットアンケート開始

• １月７日 ペーパーアンケート配布

• １月９日 GoogleForm追加開始

• ２月４日23:59 締め切り

• ２月５日～ 集計

• ２月１７日 事前調整

• ２月１８日 説明会

実施状況１/２

青空説明会



モデル事業のスタートアップ 実施状況２/２



モデル事業のスタートアップ
• 【地域安全】 ２月１７日西浦和小不審者

• 【大雪】 大雪に備えて(日本気象協会)

• 【回覧板】 一挙掲載！高速回覧板２月号

• 【健康】 四谷一丁目ボウリング部より

• 【埼玉県議会】 冬のTwitterフォローキャ
ンペーン

• 【班長会】 ２月度班長会のお知らせ

• 【歳時記】 お子様無料豆まき（マーレ）

• 【埼玉県】 埼玉産農産物を食べようキャ
ンペーン

• 【子育て】 子育て支援センター２月予定

• 【地域】 団地キッチンマルシェ(1/21)

• 【県警提供】 実録！これが還付金詐欺の
手口だ！ 音声データ公開！

• 【オレオレ詐欺電話】さいたま市南区

• 【訃報】 甲斐会長がご逝去されました

• 【防犯部員】 防犯部会＆防災倉庫整理の
お知らせ

• 【青パト】 年末夜警の実施

• 【歴史】 鎌倉殿の十三人で話題の畠山重
忠公の足跡（田島観音堂）

• 【今日まで】 ビール一杯４０円＋１０００円
クーポンプレゼント

発信記事の例



モデル事業のスタートアップ 記事への評価

興味ある記事だけ載せてほしい



モデル事業のスタートアップ 記事への評価

興味ある記事だけ載せてほしい

どんな発信をのぞんでるの？



アンケートについて アンケートの方法１/３

アンケートの目的

• 結ネット活用促進のため、結ネット未登録者も含むアンケート可能な
世帯に対して、配信する記事についてのご意見をいただくことを目
的とした。

アンケートの対象者

• 加入世帯のうち、協賛企業会員、寮単位、ワンルームマンション単
位での加入など、入退会などID管理の問題が予測される「個人が特
定されない会員」を除く、アンケート可能な３７２会員を対象とした。



アンケートについて
アンケートの方法（全期間R５年１月２日～２月４日）

• 結ネットのアンケートフォームによる電子アンケート（非匿名）

• GoogleFormによる電子アンケート（匿名）

• 従来方式（ペーパー）によるアンケート（匿名）

アンケートの項目

• 項目は回答を得やすい１０項目前後（主要項目を１１項目）とした。

• 現在紙ベースで回覧している広報物、学校関係等の回覧物については、今回
のアンケートの対象外とした

• GoogleFormでは結ネットへの「登録、未登録」、従来方式では加えて電子アン
ケートへの「回答済み」項目を追加した。

アンケートの方法２/３



アンケートについて アンケートの方法３/３



アンケートについて アンケート主要項目

分類 アンケート項目

防犯防災 ① 県警、交番や消防のお知らせ（うらわ・ポリス、交通安全協会など）

② 痴漢、強盗などの緊急犯罪情報（埼玉県警犯罪情報官など）

③ 災害への備えなどの防災知識（埼玉県イツモ防災など）

地域の情報 ④ 武蔵浦和コミセンなどの行事や教養講座（図書館やシニアサポートセンター含む）

⑤ 地域の歴史、文化や歳時記（田島獅子舞、鎌倉街道、さくら草開花など）

⑥ 周辺地域のイベント（西・西浦和・田島地区のお祭りなど）

⑦ 地域のグルメ情報（田島通り、西浦和駅前のお店など）

⑧ 地域の特売・直売情報（武蔵浦和、西浦和のお店など）

商業広告 ⑨ 新聞チラシ（新聞を取っていない、取れない人向け）

⑩ 有料広告（市報のように運営費に充てます）

⑪ 町会費協賛企業（賛助会員）の広告（無料１-２回/年程度）

現在紙ベースで回覧している広報物、学校関係等の回覧物については、今回のアンケートの対象外



アンケートについて アンケートの結果

①登録者、未登録者およびアンケート方式

• 回答数は１８３通で回答率は回答対象数３７２通中の４９．１％でした。

登録者の
５７％

登録者の
２８％



アンケートについて アンケートの結果

②県警、交番や消防のお知らせ

主なご意見（原文のまま）
⚫ 子供に関わる事柄のため
⚫ 今まで通りで良好です

⚫ 防犯、安全に繋がる情報や、相談窓
口等を知らせて欲しいです。

⚫ 緊急のみ
⚫ 必要性があれば見る。

⚫ 定期的な強化週間等の記事は不要。
管理者が注視すべき事案、活動等の
み掲載を希望します。



アンケートについて アンケートの結果

③痴漢、強盗などの緊急犯罪情報

主なご意見（原文のまま）
⚫ 地域住民に治安維持を意識させるた
め

⚫ 今まで通りで良好です

⚫ できる限りリアルな情報発信が出来
れば尚良、解決情報もあげていだけ
ればと思います。

⚫ このような情報は後々知ってもあま
り意味がないので、配信してもらえ
た方がいいと思います。

⚫ 配信記事のみならず町内、近隣の情
報（注意喚起も含む）も得られた場
合は配信してほしい。



アンケートについて アンケートの結果

④災害への備えなどの防災情報 主なご意見（原文のまま）
⚫ 防災知識が得られるため
⚫ 今まで通りで良好です

⚫ 避難場所、災害時の自治会の対応や、
手順が分かると良い。役立つミニ情
報等も有効ではないかと思います。

⚫ 常時見られる防災情報コーナーがあ
るとよいと思います

⚫ 共助の要のはずの町会が配信するの
ははばかれるかもしれないけれど、
避難所をあてにしない日頃の備えを
周知する１つの方法として是非とも
掲載してほしい。



アンケートについて アンケートの結果

⑤武蔵浦和コミセンなどの行事や教養講座

主なご意見（原文のまま）
⚫ 特になし
⚫ 特になし

⚫ 問合せ先などの窓口紹介で留めた程
度で良いと思います。詳細を発信す
るには、発信者の負担になるのでは
ないか。

⚫ このような期日のあるお知らせは、
電子回覧があるとありがたいと思い
ます。

⚫ コミセン情報は定期的に配信して欲
しい

⚫ 現時点あまり興味がないです。
⚫ MAREの行事も時々のせてもらえ
るとより嬉しいです。



アンケートについて

⑥地域の歴史、文化や歳時記（田島獅子舞、鎌倉街道、桜草）

主なご意見（原文のまま）
⚫ 特になし
⚫ 特になし
⚫ 刊行物の添付程度に留めた方が良い。
⚫ 専用コーナーで毎月配信を
⚫ 現時点あまり興味がないです。
⚫ 興味深いので読みます

⚫ たま～にあると、いいな。四谷三丁
目付近や鹿手袋にも歴史ミステリー
がありそう。桜区のことばかり掲載
されてしまうと、なんだかさびしい
もんですよ。

アンケートの結果



アンケートについて アンケートの結果

⑦周辺地域のイベント（西・西浦和・田島地区のお祭りなど）

主なご意見
⚫ イベントチラシや、場所、内容につ
いては積極的な案内があっても良い。

⚫ 参加しようと思った時に、案内が手
元で見れるので、配信してもらえる
とありがたい。

⚫ 意外と隣の町会情報を知らないので

⚫ 町内のイベントについて掲載できる
機会を増やしたいものです。



アンケートについて アンケートの結果

⑧地域のグルメ情報（田島通り、西浦和）
主なご意見（原文のまま）
⚫ 発信者の負担にならない程度に留め、
情報の偏りを極力排除する方が良い
のではないか。

⚫ 期限付きのキャンペーンなどがあれ
ば配信してもらいたいが、普通の店
舗情報などは必要な時に調べられる
ので不要だと思う。

⚫ グルメに絞らず、お店を順々に掲載
するのも良いと思います。生活情報
にもなるし。田島通りの新規の喫煙
可のバーだかスナックだか、深夜に
通ったら怪しげなパープルの照明…。
見かけによらず良いお店であります
ように。



アンケートについて アンケートの結果

⑨地域の特売・直売情報（武蔵浦和・西浦和）

主なご意見（原文のまま）
⚫ 必要に応じて、負担にならない程度
でも構わないと思います。

⚫ 特売があれば知りたいが、あまり件
数が多くなると見なくなりそう。

⚫ 四谷一丁目町会住民用にクーポンが
あるとなおよい。

⚫ 広告を見て走る時代は終わりに近づ
いているように思います。イベント
としての「直売」の掲載はアリかと
思います。



アンケートについて アンケートの結果

⑩新聞チラシ（新聞を取っていない人向け）

主なご意見（原文のまま）
⚫ チラシ全部は、特定企業の宣伝にな
らないか。

⚫ 特段の必要性を感じない。一度上げ
出すと、全ての店舗を網羅するのは
大変ではないか。負担が増える気が
します。

⚫ 有ったら見ると思います。

⚫ 新聞を購読しなくなってもう数年に
なると思います。ドラッグストアや
好きなスーパーのチラシをLINEの
お友達登録で見ているので、不要で
す。読み込んで配信する作業の負担
の方が大きそうで心配。



アンケートについて アンケートの結果

⑪有料広告（市報のように運営費に充てます）

主なご意見（原文のまま）
⚫ 広告掲載には一定のガイドラインが
必要と考えます

⚫ 了解

⚫ どれくらいのどんな企業や店舗が参
加してくれるかリサーチ後に再度検
討するのが良いと思います。

⚫ この電子回覧板、とても便利であり
がたいと思っています。有料広告は、
見る側としては不要と感じてしまう
ところですが、運営も大変かと思い
ますので少しでも運営費に充てられ
るならぜひ活用してほしいです。

⚫ 活動費は必要。



アンケートについて アンケートの結果

⑫町会費協賛企業の広告（無料１‐２回/年程度）

主なご意見（原文のまま）
⚫ 了解

⚫ 町会内の事業者、企業に限定するの
なら有効と思います。不特定多数の
企業が広告出すのは適さないと思い
ます。

⚫ 是非近所のお店を応援したい



アンケートについて アンケートの結果

⑬その他ご意見

ご意見
⚫ メールが多すぎて内容をあまり見なくなってしまった。反面、地元の知らなかった情報を知る
ことができて便利だと感じている。

⚫ 情報量が多すぎて逆に何を見たいのかわからなくなっている。自分が欲しい項目を選択できる
ような仕組みが欲しい。

⚫ 配信が多すぎる。不要である。

⚫ 南区の給付金情報などあれば良いと思いました。



アンケートについて アンケートの結果

アンケート結果
のまとめ



アンケートについて アンケートの結果

分類 アンケート項目 好評 不評 好評 不評

防犯防災

① 県警、交番や消防のお知らせ ７９％ ４％

８５％ ４％② 痴漢、強盗などの緊急犯罪情報 ８９％ ４％

③ 災害への備えなどの防災知識 ８７％ ３％

地域の情報

④ 武蔵浦和コミセンなどの行事や教養講
座

６２％ ７％

６０％ １０％
⑤ 地域の歴史、文化や歳時記 ５１％ １３％

⑥ 周辺地域のイベント ６８％ ８％

⑦ 地域のグルメ情報 ５８％ １２％

⑧ 地域の特売・直売情報 ６０％ １１％

商業広告

⑨ 新聞チラシ ２７％ ３９％

２６％ ３２％⑩ 有料広告 ２３％ ３４％

⑪ 町会費協賛企業（賛助会員）の広告 ２７％ ２２％

アンケート結果のまとめ（四谷一丁目の事例）

「必要」「興味がある」を好評、「不可・好ましくない」「無回答」を不評とした



アンケートについて アンケートの結果

分類 アンケート項目 好評 不評 好評 不評

防犯防災

① 県警、交番や消防のお知らせ ７９％ ４％

８５％ ４％② 痴漢、強盗などの緊急犯罪情報 ８９％ ４％

③ 災害への備えなどの防災知識 ８７％ ３％

地域の情報

④ 武蔵浦和コミセンなどの行事や教養講
座

６２％ ７％

６０％ １０％
⑤ 地域の歴史、文化や歳時記 ５１％ １３％

⑥ 周辺地域のイベント ６８％ ８％

⑦ 地域のグルメ情報 ５８％ １２％

⑧ 地域の特売・直売情報 ６０％ １１％

商業広告

⑨ 新聞チラシ ２７％ ３９％

２６％ ３２％⑩ 有料広告 ２３％ ３４％

⑪ 町会費協賛企業（賛助会員）の広告 ２７％ ２２％

アンケート結果のまとめ（四谷一丁目の事例）

「必要」「興味がある」を好評、「不可・好ましくない」「無回答」を不評とした

<

地元企業のご協力により行う行事の無い
四谷一丁目地区ではなじまない？

※この結果は、全体の集計ですが
登録・未登録で大差がなかった



提案

課題と提案（約５か月の運用とアケート結果から)

• 会員に継続的に利用してもらうには、
頻繁な情報発信が必要。地域の情報
は役所で情報収集している。

• 地域情報の中に、１０％を超える不評
の項目もあり情報の選択が難しい。

• 継続的に会員に利用してもらう工夫
が必要だが自治会単位では限界が
ある

• 複数の自治会で構成されるさいたま
市の避難所運営のシステムでは、自
治会単位で安否確認システムを使用
するにはそぐわない。かつ救助要請
に対応するパワーがない。※

• 広告については不評が好評を上回り、
広告収入を運用費に充てるのは難し
い。運用費用捻出が必要

課題

情報収集

情報選択

継続性

防災利用

運用費

※とはいえ、安否確認システムは、マンション自治会では、管理組合や
管理会社などアウトプット先が確立しているため、必須のアイテムとなり得る秀逸なシステム

外壁のタイルが

沢山庭に落ちて

きています！

怖いです。！

１１６号室

トイレから汚水

があふれてき

た！止めて！



提案
• 区ごとに集約できる公共情報が多い。地域の
情報は区単位で区役所が発信するなど対応
応できないか。（現状のTwitterより広範囲）

• 個人が必要とする情報のみ選択できる工夫ほ
しい（新着表示の制限等）

• 自治会単位のシステムでなく、「さいたま市の
情報プラットホーム」としてシステム化。また利
用者へのインセンティブ対応などもしてほしい。

• 避難所が複数の区をまたぐ場合や自治会内
で別々の避難所となる場合、洪水時に指定避
難所以外への非難してしまう場合など複雑な
状況に対応できるシステムへの進化が必要。
消防・警察などとの情報共有も必要。

• 運用費を自治会連合会単位での大規模契約
とするなど低価格化または、補助金などで実
質全て市の負担とできないか。

課題と提案（約５か月の運用とアケート結果から)

• 会員に継続的に利用してもらうには、
頻繁な情報発信が必要。地域の情報
は役所で情報収集している。

• 地域情報の中に、１０％を超える不評
の項目もあり情報の選択が難しい。

• 継続的に会員に利用してもらう工夫
が必要だが自治会単位では限界が
ある

• 複数の自治会で構成されるさいたま
市の避難所運営のシステムでは、自
治会単位で安否確認システムを使用
するにはそぐわない。かつ救助要請
に対応するパワーがない。※

• 広告については不評が好評を上回り、
広告収入を運用費に充てるのは難し
い。運用費用捻出が必要

課題

情報収集

情報選択

継続性

防災利用

運用費

※とはいえ、安否確認システムは、マンション自治会では、管理組合や
管理会社などアウトプット先が確立しているため、必須のアイテムとなり得る秀逸なシステム



とは言っても、さいたま市は情報の宝庫！！

さいたま市水道局アプリ・健康さいたま・さいたま市生涯
教育情報システム・さいたまごみゼロ３６５・分別アプ
リ・防災アプリ・さいたす・Yahoo防災・うらわのこと等

クオリティ埼玉・まいたま（LINE版へ）・まいたま防災
・エスキューブ・コバトン健康マイレージ・マチイロ
・結ネット・県警、さいたま市広報課や区のTwitterなど

さいたま市関係 埼玉県・さいたま市関係

その他 県警、市広報課
区のTwitter等



とは言っても、さいたま市は情報の宝庫！！

発信のし過ぎに注意！！



多くの自治会でこのアプリを使っていただき、
Trial＆Error! 提案することにより・・

•自治会、自治会担当者の負担になら
ないDX、ICT化の工夫や

•自治会の利益にかなう、積極的な自
治会活動支援の仕組みについて

市民局だけでなく各部局が一丸となって取り組ん
でいっていただけることを願います。

これが最後です



これがほんとの最後です・・

令和５年２月市統計 令和４年５月自治連公表
計８４１自治会

令和４年７月選考結果
２３自治会中

２自治会がチャレンジ

令和４年度は、８４１自治会中２自治会のチャレンジでしたが、
令和５年度は、たくさんの自治会のみなさまがチャレンジできることを願います。



ご清聴ありがとうございました

さいまた市南区四谷一丁目町会
WEB担当（ICT担当）鈴木義仁 ６５歳 （防災アドバイザー）

２０２３年２月１８日

さいたま市自治会電子回覧板
モデル事業報告会

スタートアップと掲載記事のアンケート結果について

あくまでも四谷一丁目町会の事例
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