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わたしの提案

①  受付件数（提出通数）

平成 30 年度の受付件数は 1,969 件で、前年度に比べ 79 件（4.2％）増加し

ています。 

年 度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

受付件数 1,693 1,906 1,796 1,890 1,969

受付件数の推移 

②  提出手段別受付件数 

平成 30 年度の提出手段別受付件数は、専用封筒が 1,038 件（52.7％）と最

も多く、次いでＷｅｂ（市ホームページ専用フォームからの投稿）が 905 件

（46.0％）となっています。 

年 度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

専用封筒 1,103 1,124 1,008 1,037 1,038

Ｗｅｂ 557 712 753 794 905

ＦＡＸ 9 28 21 40 8

はがき 1 3 1 1 2

一般封書 23 39 13 18 16

合 計 1,693 1,906 1,796 1,890 1,969

平成 30 年度 提出手段別受付件数の割合
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③  年代別受付件数 

 平成 30 年度の年代別受付件数では、70 歳以上が 277 件（14.1％）と最も多

く、次いで 40 歳代が 212 件（10.8％）となっています。 

年 度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

10 歳未満 6 1 2 1 0

10 歳代 13 10 36 23 21

20 歳代 46 28 37 55 75

30 歳代 162 162 167 160 180

40 歳代 154 161 222 217 212

50 歳代 129 149 133 157 159

60 歳代 193 226 189 154 161

70 歳以上 196 278 201 184 277

不 明 794 891 809 939 884

合 計 1,693 1,906 1,796 1,890 1,969

平成 30 年度 年代別受付件数の割合 
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④  職種別受付件数 

 平成 30年度の職種別受付件数は、無職が 363 件（18.4％）、会社員が 344 件

（17.5％）の順に多くなっています。 

年 度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

会社員 268 257 337 358 344

自営業 72 53 76 78 95

公務員 63 74 75 48 70

学 生 21 21 46 33 24

無 職 384 352 288 296 363

その他 153 252 199 169 229

不 明 732 897 775 908 844

合 計 1,693 1,906 1,796 1,890 1,969
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平成 30 年度 職種別受付件数の割合 
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⑤  居住区別受付件数 

 平成 30 年度の居住区別受付件数は、北区が 218 件（11.1％）と最も多く、

続いて緑区が 192 件（9.8％）の順となっています。 

年 度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

西 区 80 68 74 58 57

北 区 116 93 116 85 218

大宮区 73 136 86 105 80

見沼区 124 87 114 127 125

中央区 101 161 100 119 72

桜 区 74 80 62 50 42

浦和区 171 215 166 141 173

南 区 132 164 146 164 156

緑 区 183 142 188 211 192

岩槻区 89 109 108 107 122

市 外 90 90 120 106 155

不 明 460 561 516 617 577

合 計 1,693 1,906 1,796 1,890 1,969

平成 30 年度 居住区別受付件数の割合 
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⑥  分野分類別項目件数 

平成 30 年度は、1,969 件の「わたしの提案」が寄せられ、2,951 項目の提案がありました。 

この 2,951 項目の提案を分野分類別にみると、「道路」が 181 件（6.1％）と最も多く、続いて

「学校教育」が 147 件（5.0％) 、「図書館」が 144 件（4.9％）の順となっています。

分野 分類 合計 割合 

1 環境 

ごみ処理 38 1.3% 

ごみの減量・リサイクル 7 0.2% 

地球温暖化対策 6 0.2% 

地域環境    9 0.3% 

自然環境 27 0.9% 

都市景観 7 0.2% 

まちの美化 12 0.4% 

その他 46 1.6% 

2 

健康 

・ 

福祉 

子育て支援 140 4.7% 

高齢者福祉 70 2.4% 

障害者福祉 53 1.8% 

生活保護・援護 24 0.8% 

バリアフリー化 1 0.0% 

健康づくり 39 1.3% 

医療 39 1.3% 

食品・生活環境 4 0.1% 

動物の愛護・飼育 17 0.6% 

その他 49 1.7% 

3 

教育 

・ 

文化 

・ 

ｽﾎﾟｰﾂ 

学校教育 147 5.0% 

生涯教育 39 1.3% 

青少年 45 1.5% 

スポーツ 100 3.4% 

文化 50 1.7% 

その他 36 1.2% 

4 

都市 

基盤 

・ 

交通 

市街地整備 36 1.2% 

道路 181 6.1% 

河川 20 0.7% 

公共交通 138 4.7% 

駐車・駐輪 30 1.0% 

緑化 4 0.1% 

情報通信 4 0.1% 

その他 53 1.8% 

5 

産業 

・ 

経済 

産業振興 9 0.3% 

観光 51 1.7% 

労働・雇用 2 0.1% 

その他 12 0.4% 

6 

安全 

・ 

生活 

基盤 

防災・治水 50 1.7% 

消防 19 0.6% 

交通安全対策 97 3.3% 

防犯 21 0.7% 

消費生活 0 0.0% 

上水道 20 0.7% 

下水道 8 0.3% 

住宅 3 0.1% 

その他 26 0.9% 



- 8 -

平成 30 年度 分野分類別項目件数の割合 
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分野 分類 合計 割合 

7 

交流 

・ 

ｺﾐｭﾆﾃｨ 

国際交流 5 0.2% 

人権 6 0.2% 

男女共同参画 15 0.5% 

コミュニティ活動 10 0.3% 

その他 8 0.3% 

8 
公共 

施設 

公園 102 3.5% 

スポーツ施設 9 0.3% 

図書館 144 4.9% 

公民館 81 2.7% 

コミュニティ施設 23 0.8% 

文化施設 16 0.5% 

市・区庁舎 69 2.3% 

その他 55 1.9% 

9 その他 

職員対応 134 4.5% 

職員給与・職員数・採用 44 1.5% 

戸籍・住民票・税金・保険・年金 27 0.9% 

行財政改革 12 0.4% 

都市経営・運営 14 0.5% 

広報・広聴・情報公開 84 2.8% 

議会・議員 9 0.3% 

選挙 2 0.1% 

お礼 8 0.3% 

その他 285 9.7% 

合  計 2,951 100.0% 
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⑦  市政への反映状況 

平成 30 年度に寄せられた「わたしの提案」1,969 件の中には、2,951 項目の

提案がありました。 

この 2,951 項目の提案のうち、643 件（21.8％）について、提案の一部または

全部を市政に反映しました。 

（令和元年７月 1日現在） 

内 容 
平成 30年度 

項目件数 割 合 

提案を反映した 643 21.8％ 

提案を反映させるため、現在、調査・検討を行って

いる 
230 7.8％ 

調査・検討を行ったが、提案内容を反映させること

はできなかった 
516 17.5％ 

法律や条例（市条例を除く）に定めがある内容や本

市が所管する内容ではないため、提案を反映させる

ことができない 

255 8.6％ 

簡易な質問や礼状等のため、提案を反映させる内容

ではない 
1,307 44.3％ 

合 計 2,951 100.0％ 

平成 30 年度 市政への反映状況の割合 
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  ⑧ 主な反映事例 

・ 市長公室 

タイトル 提案要旨 反映状況内容 

「市民の声Ｗｅ

ｂ」におけるタイ

ムアウト時間設

定について 

「市民の声Ｗｅｂ」の「わ

たしの提案」投稿フォー

ムについて、60 分でタイ

ムアウトは短すぎるので

はないでしょうか。 

「市民の声Ｗｅｂ」の「わたしの提案」投

稿フォームにつきましては、セキュリティ確

保のためタイムアウト時間を設定しており

ます。ご提案を受け検討したところ、時間

延長が可能であることの確認ができました

ので、入力時間を考慮し、設定時間を現

在の 60 分から 180 分へ延長するようシス

テムの改修を行いました。 

・ 総務局 

タイトル 提案要旨 反映状況内容 

「大阪府北部地

震」災害等に伴

う支援について 

「大阪府北部地震」災

害や「平成 30 年 7 月豪

雨」災害支援について、

困ったときはお互い様だ

と思うのですが、さいたま

市は何か支援をしている

のでしょうか。 

わずかばかりではありますが、本市から

も広島県、岡山県、愛媛県、広島市及び

岡山市へ災害見舞金をお送りさせていた

だきます。本市では、平成 30 年７月 23 日

時点で、「平成 30 年７月豪雨」で被害に遭

われた被災地に、次のとおり支援を行いま

した。 

広島県呉市に対して、本市の災害用備

蓄物資である 475 ミリリットルのアルミボト

ル水3,600本、ビスケット18,000食、アルフ

ァ米 5,000 食、トイレットペーパー500 ロー

ルを７月 11 日に輸送いたしました。また、

同じく呉市に、応援職員の派遣として、避

難所での生活を余儀なくされている方々

の、健康相談、健康チェックと避難所の衛

生対策のため、７月12日から８月１日にか

けて、計 14 人の保健師等を派遣しており

ます。併せて、応急給水活動のため、７月

13 日から７月 18 日にかけて、給水車２台

及び職員６人を派遣いたしました。 

その他、岡山県倉敷市に対し、り災証

明発行に係る住家被害認定事務のため、

７月 18 日から７月 21 日にかけて、職員４

人を派遣したところです。 
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・ 財政局 

タイトル 提案要旨 反映状況内容 

庁舎のセキュリ

ティについて 

市役所の庁舎は防犯

カメラがなく、テロなどの

脅威に対しセキュリティが

ぜい弱ではないでしょう

か。 

防犯カメラについては本庁舎の地下出

入口や仮配置棟の出入口に設置している

ところです。夜間や土・日曜日は地下の出

入口で警備の受付を済ませなければ入庁

できない仕組みになっているため、セキュ

リティ上問題ないと考えております。 

無料で利用でき

る傘について 

市役所に無料で利用

できる傘を設置してほし

いです。 

無料で利用できる傘を市役所本庁舎総

合案内に試行設置しました。 

・ 市民局 

タイトル 提案要旨 反映状況内容 

馬宮コミュニティ

センター駐車場

の水たまりにつ

いて 

馬宮コミュニティセンタ

ー駐車場の水たまりにつ

いて、水たまりが多く困っ

ています。雨の日に現場

を確認してもらい、何か

対策をしてほしいです。 

馬宮コミュニティセンターは、「指定管理

者制度」を導入し、公益財団法人さいたま

市文化振興事業団が管理運営しておりま

す。 

同センターの第２駐車場に車の駐車、出

入り等による凹凸箇所があり、雨天時に

水たまりができてしまう状況であるため、

該当箇所につきまして、砂利等により整備

を行い、通行に支障がないようにするとの

ことですが、市といたしましても、現状を確

認し、適正な管理運営が実施されるよう、

指定管理者に対し、指示等を行ってまいり

ます。 
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「サウスピア」の

照明について 

「サウスピア」内の照明

について、多過ぎると思う

ので、不要箇所の電球は

外し、節約を心掛けてほ

しいです。 

「サウスピア」は、民間事業者が施設を

効果的・効率的に管理運営することを目的

とした「指定管理者制度」を導入し、オーエ

ンス・アイルグループが管理運営しており

ます。 

「サウスピア」は複合施設であり、子ども

から高齢者の方まで幅広い年齢層の方が

利用されますので、デザイン性、明るさを

考慮した造りに設計されたものです。全体

の照明について、照度確認の上、適切に

管理することに努めるとのことですが、市

といたしましても、適正な管理運営が実施

されるよう、指定管理者に対し、指示等を

行ってまいります。 

「西部文化センタ

ー」トレーニング

ルームについて 

「西部文化センター」の

トレーニングルームにつ

いて、 日光が当たり大変

暑いので、冷房期間中の

日中はブラインドを常時

閉めてはいかがでしょう

か。 

「西部文化センター」は、民間事業者が

施設を効果的・効率的に管理運営すること

を目的とした「指定管理者制度」を導入し、

公益財団法人さいたま市文化振興事業団

が管理運営しております。 

トレーニングルーム内のブラインド開閉

ですが、現在は、朝の時点では開放して

おり、利用者の判断で開閉を行っておりま

す。しかしながら、熱中症予防の観点か

ら、今後につきましては、冷房期間の日中

は、気温や天候等の状況を考慮し、施設

側でブラインドを開閉するようにいたしま

す。 

・ スポーツ文化局 

タイトル 提案要旨 反映状況内容 

「新堤ふれあい

広場」利用者マ

ナーについて 

「新堤ふれあい広場」

の利用者マナーについ

て、フェンスやベンチをサ

ッカーゴールに見立てて

遊んだり、騒音やボール

の飛び出しに困っている

ので、何か対策を検討し

てほしいです。 

利用者マナーにつきましては、注意喚

起の貼り紙を掲示するとともに、ボールを

蹴ってフェンスにぶつけたりすることのな

いよう、フェンスの前にオレンジのネットを

設置いたしました。 

管理運営団体とも協力し引き続き対応

を検討してまいります。 
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・ 保健福祉局 

タイトル 提案要旨 反映状況内容 

指扇駅北口１階

トイレの清掃に

ついて 

指扇駅北口１階トイレ

について、きちんと清掃を

してほしいです。 

清掃状態について確認し、行き届いて

いない部分について清掃を実施し、手順

の見直し等清掃について清掃委託者に再

確認を指示しました。 

清掃委託者へ清掃を徹底させ、また、

本市においても清掃状況について引き続

き確認してまいります。 

・ 子ども未来局 

タイトル 提案要旨 反映状況内容 

保育士の待遇改

善について 

保育士の待遇改善に

ついて、親が保育士の場

合その子どもの保育料を

無償化または軽減し、優

先的に入園させてはいか

がでしょうか。 

未就学児をもつ保育士が保育所等に勤

務することが決定した場合に、その保育士

の子どもの保育料の一部について貸付け

を行う「未就学児をもつ保育士に対する保

育料の一部貸付事業」（返還免除有り）を

実施しております。 

また、保育士の子どもを優先的に保育

園に入園させる対応についてですが、「保

育士の子どもの保育所等優先利用」によ

り、市内の保育施設に勤務中または勤務

予定の保育士の子どもが保育施設を利用

するに当たり、入所選考において優先度

を上げる取扱いを実施しております。 

・ 環境局 

タイトル 提案要旨 反映状況内容 

食品ロス等に関

するさいたま市

の取組について 

大人向けの環境学習

を充実させ、小学生向

け・大人向けの食品ロス

削減リーフレットを作成し

て配布するような取組を

さいたま市で行わないの

でしょうか。 

大人向けの環境学習として、自治会等

の要請に応じて出前講座を実施しており、

「３Rをはじめよう」というテーマの中で食品

ロス削減についてもお話をしております。

また、食品ロス削減に関する小学生向け

のリーフレットを「九都県市首脳会議廃棄

物問題検討委員会」で作成したところであ

り、今後ごみスクール（小学生向け環境学

習）実施の際に配布してまいります。さら

に、大人向けのリーフレットについても作

成しました。 



- 14 -

「雨水貯留タンク

設置補助制度」

について 

「雨水貯留タンク設置

補助制度」について申請

方式が窓口提出のみな

ので、郵送受付を検討し

てほしいです。 

提出方法を原則窓口での提出とするも

のの、事前連絡の上、書留等の郵便で申

請いただければ受け付けることとしまし

た。 

南浦和駅西口に

おける喫煙スペ

ースについて 

 南浦和駅西口の喫煙ス

ペースに、つい立てを設

置してほしいです。 

南浦和駅西口の喫煙所について、分煙

環境を整備するため、煙を遮断できるパー

テーションを設置しました。 

・ 経済局 

タイトル 提案要旨 反映状況内容 

「市民の森」のト

イレ環境につい

て 

「市民の森」のトイレ環

境について、早急に改善

してほしいです。 

令和３年度以降に大規模改修工事が予

定されており、トイレ設備についても併せ

て改修を行う予定です。今一度清掃状況

の点検を実施し、利用環境の改善を図っ

てまいります。 

ホテルの誘致等

について 

市内には十分な数の

ホテルがなく、人々は都

内のホテルを利用してい

るので、経済効果を失っ

ていると思います。 

ホテルの不足は認識しており、現在も誘

致活動を行っておりますが、今後も推進し

てまいります。 

・ 都市局 

タイトル 提案要旨 反映状況内容 

「常盤公園」のト

イレについて 

「常盤公園」のトイレが

不衛生なので清掃してほ

しいです。 

 「常盤公園」のトイレは

和式が多いですが、洋式

も必要だと思うので少し

ずつでも交換してほしい

です。他の公園の和式ト

イレについても洋式化し

てほしいです。 

ご指摘のトイレは、今後清掃を徹底して

まいります。 

 「常盤公園」をリニューアルする工事を

令和元年度から実施する予定です。改修

工事の中で、現在のトイレを撤去し、洋式

トイレを設置します。 

また、洋式トイレのない公園を中心に、

公園トイレのリフレッシュ（和式便器の洋式

化）を実施してまいります。 

緑区の区画整理

地内道路の草刈

り等について 

区画整理地内の道路

に伸びきった草が生えて

いて、通行の妨げになっ

ているので、早期に草刈

りを実施してほしいです。 

平成 30 年 10 月に歩道清掃と草刈りを

実施しました。今後も区画整理事業におい

て定期的な維持管理に努めてまいりま

す。 
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タイトル 提案要旨 反映状況内容 

大宮駅東口周辺

地域のまちづくり

について 

 他の新幹線が止まる駅

をよく見習って、大宮駅東

口の再開発を進めるべき

です。 

大宮駅周辺地域では、平成 22 年に策

定したまちづくりの将来ビジョン「大宮駅周

辺地域戦略ビジョン」に基づき、東日本の

顔となるまちを目指してまちづくりに取り組

んでおります。 

 また、現在工事中の「大門町２丁目中地

区市街地再開発事業」は、同ビジョンで位

置付ける優先プロジェクトの一つであり、

本市としても、施行者である再開発組合を

積極的に支援してまいります。 

加えて、駅を含む駅周辺街区のまちづく

りとして、「大宮駅グランドセントラルステー

ション化構想」の実現に向けた取組も積極

的に進めており、広域的な交通結節点で

ある東日本の玄関口としてふさわしいまち

を目指し、引き続きまちづくりに取り組んで

まいります。 

「甚兵衛落し公

園」の自転車・バ

イクの注意看板

について 

「甚兵衛落し公園」内

は、自転車、バイク等の

通行が頻繁で、非常に危

険なので、早急に対応を

してほしいです。 

自転車、バイクに注意を促す看板を設

置させていただき、経過観察をしてまいり

ます。 

公園における受

動喫煙対策につ

いて 

東浦和駅周辺の公園

で喫煙する高齢者がお

り、吸いがらも落ちてい

て、安心して子どもを遊

ばせられないことがある

ので、対策をしてほしいで

す。 

受動喫煙防止対策については、厚生労

働省が取り組んでいる対策の強化を目的

とした「健康増進法」改正では、屋内施設

だけでなく、喫煙が法律上認められている

屋外等の場所での喫煙についても、望ま

ない受動喫煙が生じないよう配慮しなけれ

ばならないと規定されており、本市として

も、公園をはじめとした屋外公共施設での

望まない受動喫煙の防止は課題であると

認識しておりますので、受動喫煙防止対

策や、ごみのポイ捨て防止の掲示物によ

る啓発を公園内においても行ってまいりま

す。 
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・ 建設局 

タイトル 提案要旨 反映状況内容 

外国人の方に対

する入居支援に

ついて 

外国人の方に対する

入居支援について、さい

たま市として何かできるこ

とはあるのでしょうか。 

外国人の方に対する入居支援につきま

しては、「さいたま市入居支援制度」にお

いて、「公益社団法人埼玉県宅地建物取

引業協会」各支部と連携し、会員の不動

産店に対して、外国人や高齢者世帯等の

入居の促進に向けた協力を依頼するとと

もに、受入れの啓発を行っております。 

また、外国人の方等の住まい探しに協

力する不動産店等の情報を提供する県の

制度等の周知を図っております。 

 これらの制度の活用により、引き続き、

外国人の方の居住の安定確保に努めて

まいります。 

アメリカオニアザ

ミの除草につい

て 

大宮区北袋町１丁目の

「新都心まちかど広場」や

「新都心さくら広場」の歩

道沿いに、アメリカオニア

ザミと思われる雑草が点

在して生えているので、

除草してほしいです。 

市道の植栽帯について調査したところ、

数多くのアメリカオニアザミが自生している

のを確認いたしましたので、除草作業を実

施しました。 

生活道路の安全

対策について 

 「前原橋」付近の道路に

ついて、自動車通行量が

激しいので、安全な道路

に改善してほしいです。 

ご提案いただいた箇所を含む周辺の区

域につきましては、生活道路における歩行

者等の安全な通行を確保することを目的

とした「ゾーン 30」の整備を行う区域に指

定されており、令和元年度に整備を予定し

ております。この「ゾーン 30」の整備は、交

通管理者である埼玉県警察が最高速度

30 キロメートルの速度規制を実施するとと

もに、道路管理者であるさいたま市が安全

対策を必要に応じて組み合わせ、車両の

速度抑制や抜け道として通行する行為の

抑制を目的としております。 

 平成 30 年度につきましては、整備に向

けた現場診断・設計を実施するため、速度

制限の標識等についても、交通管理者で

ある埼玉県警察と検討を進めてまいりま

す。 
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・ 区役所 

タイトル 提案要旨 反映状況内容 

西区役所の駐輪

場について 

西区役所の駐輪場に、

朝から区役所利用ではな

い人がたくさん停めてい

るので、改善してほしい

です。 

区役所に用のない方は駐輪しないよう

注意する看板を増やし、閉庁時間帯は駐

輪場を閉鎖するようにしました。 

西区内における

街路灯の球切れ

について 

西区内の街路灯にお

いて、球切れがあったの

で交換してほしいです。 

平成 31 年３月６日に街路灯の修繕を行

いました。 

日進駅南側付近

の道路の一方通

行化に伴う安全

対策等について 

日進駅南側付近の道

路の一方通行化に伴い、

小学校の通学路へ通行

車両が増えることへの安

全対策をしてほしいで

す。 

日進駅南側付近の一方通行道路につ

きまして、平成 30 年８月に交通安全対策

として、「児童に注意」の看板を設置しま

す。 

大宮区役所の職

員駐輪場の利用

について 

大宮区役所の職員専

用の駐輪場を一般の人

が使っているので注意し

てほしいです。 

職員用の駐輪場には「職員用駐輪場」

と目視できる表示紙を貼りました。表示紙

の記載内容には、一般市民の方が一般市

民用の駐輪場へ行けるように図を記載し

ております。駐車場警備にも駐輪場案内

の際に留意するよう徹底しました。 

側溝の穴を塞ぐ

カバーについて 

大和田駅近くの側溝の

穴を塞ぐカバーがなくなっ

ていて危険な状態になっ

ているので、早急に対応

してほしいです。 

現場を確認の上、平成31年２月26日に

セーフティキャップを設置しました。 

見沼区内におけ

る街路灯の球切

れについて 

見沼区内の街路灯に

おいて、球切れがあった

ので交換してほしいで

す。 

平成 30 年 11 月 22 日に街路灯の修繕

を行いました。 

コピー機の故障

について 

中央区役所で納税した

ところ、コピー機の不具合

があり領収書発行ができ

ず待たされましたが、い

かがなものでしょうか。 

コピー機に限らず、様々なＯＡ機器につ

いては今後とも保守管理に努めてまいり

ます。 



- 18 -

自転車運転者に

対する交通安全

対策について 

中央区八王子のバス

停付近で、自転車が歩道

を走行し危険なため、至

急改善してほしいです。 

自転車運転者に対し、歩道での走行を

やめるよう電柱幕の取り付けをし、自転車

運転者への啓発指導を行いました。 

ただし、子ども及び高齢者は、自転車で

の歩道通行が許されているため平成30年

６月に「歩道は歩行者優先です。」と表記し

た電柱幕を設置しました。 

与野本町駅前に

おける自転車運

転者への交通安

全啓発について 

与野本町駅の横の高

架を横切る一般道路は、

自転車や歩行者の飛び

出しが多く危険なので、

現在薄れて見えなくなっ

ている一時停止の明示を

お願いします。 

与野本町駅車道の現地調査をしたとこ

ろ、一時停止線は、白色のレンガを使用し

て停止線を標示しているため、薄くなって

いることを確認できませんが、付近の外側

線等は、消えかかっておりましたので平成

30 年５月に上塗りをしました。 

市道脇の雑草除

去について 

ガードレールを囲う形

で木が生えているので、

草木の除去をしてほしい

です。 

平成31年２月８日に市道脇の雑草等の

除去を実施しました。 

カーブミラーの設

置について 

桜区大久保領家地内

に、カーブミラーを付けて

もらえないでしょうか。 

カーブミラーを平成 30 年９月 25 日に設

置しました。 

歩道の凸凹につ

いて 

木崎中学校の付近の

歩道が、少し凸凹してい

ているので、改善してほ

しいです。 

歩道の段差解消工事を行いました。 

浦和区における

横断歩道の交通

安全対策につい

て 

浦和区にある信号機

のない横断歩道について

車が停車してくれないこと

が多いので、ドライバー

から見て横断歩道や歩行

者の存在を認識しやすく

なるような対策をしてほし

いです。 

横断歩道付近の電柱２か所に、運転者

が横断歩道の存在を認識していただくた

めに、平成 31 年３月６日に「横断歩道あり

注意」の電柱幕を設置しました。 

うなぎの店の案

内パンフレットに

ついて 

うなぎの店の案内パン

フレット（地図）などがあ

ればほしいです。 

さいたま市伝統産業事業所に指定され

ているうなぎ店を掲載したパンフレットを作

成しておりますので、送付しました。 

集水桝の蓋の交

換について 

集水桝の蓋の交換をし

てほしいです。 

集水桝の蓋は、破損があれば交換を行

います。 
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道路のくぼみに

ついて 

道路に大きなくぼみが

あるので、修繕してほし

いです。 

現地調査を実施し、大きなくぼみがある

ことを確認しました。くぼんでいる箇所の

修繕工事を実施します。 

信号機や注意看

板の設置につい

て 

緑区芝原地内にある

交差点への進入に際し

て、車両等が一時停止す

るように、特にトラックの

通行についても、速度を

遵守するような注意喚起

の看板を設置してほしい

です。 

平成 31 年３月５日に「危険 一時停止 

左右確認！！」、「住宅地につき大型車は

スピード落とせ！！」という注意喚起の看

板をそれぞれ設置いたしました。 

街路灯の設置に

ついて 

街路灯が少なく、道が

暗くて危ないので、もっと

道路に明るい街路灯を付

けてほしいです。 

場所の確認を行い、平成 31 年１月 21

日に必要な箇所２か所に公衆街路灯を設

置しました。 

空き地の対応に

ついて 

近くの空き地につい

て、雑草が放置されてお

り防犯上問題がある上、

病害虫も心配なので対応

してほしいです。 

土地使用者に対して適正な管理を行う

よう依頼しました。その後、平成 30 年７月

10 日に現地を確認したところ、当該空き地

は適正に管理されていることを確認しまし

た。 

ホームページに

おける区役所へ

の案内表示につ

いて 

岩槻区役所への行き

方について、市ホームペ

ージでは「東武野田線」と

案内されていますが、実

際には「東武アーバンパ

ークライン」という名称で

あったため、変更をした

方が良いと思います。 

「東武鉄道株式会社」では「東武アーバ

ンパークライン」は「東武野田線」の愛称と

されており、「東武鉄道株式会社」のホー

ムページにおいても、ページによって表記

が異なるため、市ホームページにおいて

は、両方を併記しました。 

岩槻の人形が注

目を集めるため

の施策について 

業者などからもっと意

見を聞いて、岩槻の人形

がもっと注目を集めるよう

にしたらいかがでしょう

か。 

本市では、「人形のまち」岩槻を広く周

知するため、地域の伝統文化への認識を

深めるとともに、郷土意識の醸成を図るこ

とを目的とした「江戸木目込人形製作体験

講座」を岩槻人形協同組合に協力いただ

き、実施しております。今後も岩槻人形協

同組合と連携しながら、更に岩槻の人形

が注目していただけるように広報活動を行

ってまいります。 
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・消防局 

タイトル 提案要旨 反映状況内容 

119 番通報時の

指令センター員

の対応について 

 救急車を呼んだところ、

電話対応がマニュアルど

おりの対応でした。最初

の状況説明で内容を察

知し、その上で適切な応

対をすべきではないでし

ょうか。 

 119 番通報における指令センター員の対

応状況を確認したところ、的確性と迅速性

に欠けておりました。 

 改めまして、119番通報を受信するという

責任の重み、そして、職員のスキルアップ

に関しまして、指導をしてまいります。 

・水道局 

タイトル 提案要旨 反映状況内容 

インターロッキン

グブロックの交

換について 

「田島通り」の歩道で行

われた工事について、イ

ンターロッキングブロック

の施工の仕上げがあまり

良くないと思うので確認し

てほしいです。 

「田島通り」の歩道において、平成 29 年

９月から平成 30 年３月まで水道管の更新

工事を行いました。その際に撤去したイン

ターロッキングブロックの状態が、再使用

するには損傷が激しかったため、新品に

交換して復旧を行いました。 

水道メーター取

り替えに伴う対

応について 

水道メーター取り替えに

伴い、今後水が流れなく

なるようなことが起こらな

いよう対策を示してほし

いです。 

従前行っていた作業後の確認のほか、

今回のような２人１組で行う作業において

は、お互いが交換していない所のバルブ

開閉のチェックを行う、二重チェックを実施

するよう指導してまいります。 

・教育委員会事務局 

タイトル 提案要旨 反映状況内容 

岸町公民館にお

けるロビーの椅

子について 

岸町公民館におけるロ

ビーの椅子について、座

りやすく立ち上がりやす

いものに変更してほしい

です。 

他の部屋で使用していた座面が高い椅

子を２脚、ロビーに追加して設置いたしま

した。 

「夏休みスペシャ

ルワークショッ

プ」について 

「さいたまスーパーアリ

ーナ」で開催されている

「夏休みスペシャルワー

クショップ」について、多く

の方に知ってもらえるよ

う、また、たくさんの方か

ら応援してもらえるよう支

援してほしいです。 

図書館や公民館等の施設に設置された

ラック等にチラシ等を配置できるよう各館

への依頼・送付等を行っております。 
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小学校生垣の害

虫の駆除につい

て 

小学校の生垣に大量

の毛虫が発生しているの

で駆除してほしいです。 

外部業者に対して除虫を発注し、作業

を完了しました。 

小・中学校での

「道路交通法」の

啓発と徹底の強

化について 

小・中学校において、

「道路交通法」の啓発と

徹底を強化してほしいで

す。 

教育委員会では、「道路交通法」の徹底

について繰り返し児童生徒に指導するよう

各学校に伝えるとともに、警察署等による

指導の際、運転マナーについても強調して

指導していただくよう、連携を図ってまいり

ます。 

・農業委員会事務局 

タイトル 提案要旨 反映状況内容 

緑区南部領辻に

おける雑草につ

いて 

緑区南部領辻にある

農地に、花粉が飛散する

雑草が繁茂しているの

で、対応してほしいです。 

該当する農地の所有者に当該提案を伝

えたところ、早急に除草するとの回答があ

りました。 

執務室への立入

りについて 

執務室内に職員以外

の者が入り込んでいまし

たが、個人情報保護等の

点から問題であると思い

ます。 

執務室内への職員以外の者の立ち入り

については、個人情報の管理に配慮し、

執務室外で対応すべきところでした。今後

におきましては、適正な個人情報の管理と

窓口対応に努めてまいります。 
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⑨ 市長への提案制度「わたしの提案」における、「市民の声」の流れ

提出      受付 

修正指示                                                 修正 

伝達                                                    指示 

修正                                                    修正 

提出                                                    提出 

市   民 所 管 課 広 聴 課 市   長 

「わたしの提案」提出 
(専用封筒・ＦＡＸ・ 

「市民の声Ｗｅｂ」) 

提案の受付 

回答の方向性・ 

回答(案)作成・提出 

回答(案)調整 

※複数課にまたがる場合 

回答書（案）作成 

回答の方向性・ 

回答（案）報告 

回答の方向性・ 

回答(案)確認、 

署名・指示事項伝達 
回答(案) 

調整 

回答(案) 

修正 

回答書発送 回  答 

公 表 

ホームページ 

市政への 

反映状況確認 

施策等への 

反映について検討 
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 陳情・要望等 

市政に対する陳情・要望等は、その業務の担当所管で受け付け対応します。 

①  最近５か年の受理件数 

（令和元年７月１日現在）

年 度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

受付件数 280 251 209 226 229 

②    平成 30 年度局別受理件数          （令和元年７月１日現在） 

 件数  件数 

市長公室 4 中央区役所 1 

都市戦略本部 1 桜区役所 1 

総務局 3 浦和区役所 1 

財政局 9 南区役所 0 

市民局 8 緑区役所 0 

スポーツ文化局 3 岩槻区役所 1 

保健福祉局 34 消防局 1 

子ども未来局 24 出納室 0 

環境局 3 水道局 18 

経済局 17 教育委員会事務局 26 

都市局 32 議会局 0 

建設局 26 選挙管理委員会事務局 0 

西区役所 2 人事委員会事務局 0 

北区役所 1 監査事務局 0 

大宮区役所 0 農業委員会事務局 1 

見沼区役所 12 合 計 229 


