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本市は、「市民一人ひとりがしあわせを実感できる都市」を目指して、広

く市民の声を聴き、市政への反映を図るために、わたしの提案、タウンミ

ーティング、市民意識調査、パブリック・コメントなど各種広聴事業を行

っています。 

平成 22 年４月からは、多様化する市民ニーズや各所管に寄せられる市民

の声を集約するため広聴課を設置し、更なる広聴事業の充実を図っていま

す。 

また、平成 25 年４月からは、様々な手段で寄せられた市民の声を一元的

に管理し、市政運営に反映することを目的として、「市民の声データベース

システム」を運用しています。 

 広聴の体系 

１ 概要 

広 聴 

個別広聴 

わたしの提案 

陳情・要望等 

集団広聴 タウンミーティング 

調査広聴 

住民相談 

パブリック・コメント 

市民意識調査（郵送法） 

コールセンター 

インターネット市民意識調査 

※所管：市民生活安全課、人権政策推進課 

市民の声モニター 

子どもの提案 
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事業名 内  容 

わたしの提案 

市民から市政に対する建設的な提案を寄せていただ

き、市政運営への反映と、市民参加意識の促進を図るこ

とを目的として、市長への提案制度「わたしの提案」を

実施しています。 

市役所・区役所、その他公共施設、市内各駅等、271

か所（平成 30 年度末現在）に設置した専用封筒や、Ｆ

ＡＸ、「市民の声Ｗｅｂ」により提案を受け付けていま

す。 

受け付けた提案は全て市長が確認し、原則、市長が署

名をした文書により提案者に回答するとともに、各所管

は迅速に市政へ反映するよう努めています。 

また、寄せられた提案の受付から回答までの進捗状況

と、原則、回答した全ての案件について、市ホームペー

ジ上で公表しています。 

陳情・要望等 

市政に関する意見、要望等について、各団体等から文

書により陳情書や要望書として、各所管に提出されたも

のです。 

受付から回答までの進捗状況と、その内容について、

市ホームページ上で公表しています。 

タウンミーティング 

市民一人ひとりがしあわせを実感することができる

市政にするため、市政をより身近に感じてもらい、より

良いコミュニケーションの確保と信頼関係を構築する

ことを目的として、市民と市長が直接対話をする「タウ

ンミーティング」を、全 10 区で実施しています。 

市民意識調査（郵送法） 

市政全般にわたる市民の満足度や要望を把握する手

法として、無作為に抽出した市内在住者 5,000 人及び市

内在勤者 2,000 人を対象にアンケート調査を毎年実施

しています。 

２ 広聴事業一覧 
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事業名 内  容 

インターネット市民意識調査 

迅速に市民意識を把握することにより、重要施策や緊

急課題に市民意識を反映させることを目的に、市内在住

者 1,000 人を対象に、インターネット市民意識調査を実

施しています。 

住民相談 
※所管：市民生活安全課、 

人権政策推進課 
（平成 30年度の名称です。） 

 市民の種々の困りごとなどに対して、各種の相談窓口

を設けるなど個々のケースに即した適切なアドバイス

や回答に努め、市民生活の安定に寄与しています。 

パブリック・コメント 

市の基本的な政策等の策定にあたり、当該政策等の形

成過程の情報を公表し、その公表した情報に関して提出

された市民の意見及び意見に対する市の考え方を公表

することにより、市民等の意見を市の政策等に反映させ

る制度として実施しています。 

コールセンター 

 市の行政サービスや手続、施設案内やイベント情報な

ど様々な問合せを、電話、電子メール、ＦＡＸで受け付

けています。 

 受付時間については、電話は午前８時から午後９時ま

で、電子メール、ＦＡＸは 24 時間、いずれも年中無休

です。 

 また、市民から問合せが多い質問とその回答を、市ホ

ームページ上で「よくある質問」として公開しています。

市民の声モニター 

市民意識調査の対象者 5,000 人を含め、広く市民から

モニターを募集し、ご登録いただいた方に、タウンミー

ティング、審議会、委員会、シンポジウム、ワークショ

ップ、講演会及び講座などの「市民の声」を聴く事業へ

の参加を通じて、市に意見を寄せていただく制度です。

無作為抽出の手法を取り入れ、多くの潜在的な市民の

意向を把握して事業に生かすため、平成 27 年度から実

施しています。 

子どもの提案 

 未来を担う子ども（18歳未満の者をいう。以下同じ。）

たちからの提案を市政に反映するため、市のまちづくり

に関する提案を聴く機会として「子どもの提案」を平成

28 年度から実施しています。平成 30 年度は市立中学校

及び私立中学校に通う中学生から提案を募集しました。
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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

Ｗｅｂ
46.0%

はがき
0.1%ＦＡＸ

0.4%

専用封筒
52.7%

一般封書
0.8%

３ 個別広聴

1,693

1,9691,906 1,8901,796

0

500
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H26 H27 H28 H29 H30

（件） 
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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 

50歳代
8.1%

60歳代
8.2%

70歳以上
14.1%

不明
44.9%

40歳代
10.8%

20歳代
3.8%

30歳代
9.1%

10歳代
1.1%

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 

その他
11.6％

無職
18.4%

学生
1.2%

公務員
3.6%

自営業
4.8%

会社員
17.5%

不明
42.9%

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 

岩槻区
6.2%

西区
2.9%

北区
11.1%

大宮区
4.1%

緑区
9.8%

南区
7.9%

浦和区
8.8%

桜区
2.1%

中央区
3.7%

見沼区
6.3%

不明
29.3%

市外
7.9%
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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% 
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平成 30 年度 分野分類別項目件数の割合 

環境
5.2%

健康・福祉
14.8%

教育・文化・スポーツ
14.1%

その他
21.0%

公共施設
16.9%

交流・ｺﾐｭﾆﾃｨ
1.5% 安全・生活基盤

8.3% 産業・経済
2.5%

都市基盤・交通
15.8%

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 

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
17.5%

提案を反映させるた
め、現在,調査・検討を

行っている
7.8%

提案を反映した
21.8%

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

44.3%

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
8.6%
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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。 
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「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。 
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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 
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 タウンミーティング 

市民一人ひとりが、しあわせを実感することができる市政にするため、市民と

市長が直接対話するタウンミーティングを平成 21 年度から実施しています。 

平成 30 年度実施状況 

テーマ 市民と行政がともにつくる これからのさいたま市 

どんなまちにしたいですか？ 

実施日 時間 開催区 場所 
参加者 

（傍聴者含む） 

平成30年７月15日 9:30～11:00 北区 
北区役所 

２階 Ｂ会議室 
27

平成30年７月18日 19:00～20:30 大宮区 
大宮区役所 

６階 大会議室 
30

平成30年８月26日 9:30～11:00 岩槻区 
岩槻区役所 

４階 第１会議室 
18

平成30年８月26日 14:30～16:00 見沼区 
見沼区役所 

２階 大会議室 
23

平成 30 年９月１日 9:30～11:00 緑区 
緑区役所 

３階 大会議室 
28

平成 30 年９月１日 14:30～16:00 南区 
南区役所 

６階 大会議室 
30

平成 30 年９月２日 9:30～11:00 桜区 
桜区役所 

４階 大会議室  
17

平成 30 年９月２日 14:30～16:00 中央区 
中央区役所 

２階 多目的室 
14

平成 30 年９月８日 14:00～15:30 西区 
西区役所 

２階 大会議室 
20

平成30年10月３日 19:00～20:30 浦和区 
浦和コミュニティセンター 

第 13 集会室 
23

合 計 230 

４ 集団広聴 
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 市民意識調査（郵送法）

市民意識調査は、経年的に市政全般にわたる市民の満足度や要望を把握し、そ

の調査結果を今後の施策や事業の推進に反映することを目的として、平成 19 年度

から実施しています。 

調査は、市内在住者のほか、市内の事業所に協力をいただき、市外から市内へ

通勤する市内在勤者についても対象として行っています。 

  ① 在住者意識調査 

    ・調 査 地 域：さいたま市全域 

    ・調 査 対 象：さいたま市在住の満 18 歳以上の男女 

    ・調査対象数：5,000 人 

    ・抽 出 法：住民基本台帳に基づく層化多段無作為抽出 

    ・調 査 方 法：郵送配布・郵送回収法 

    ・調 査 項 目：地域での生活、地域のイメージ、さいたま市のイメージ、 

市政との関わり、市政、今の地域を選んだ理由 

  ② 在勤者意識調査 

    ・調 査 地 域：さいたま市全域の事業所 

    ・調 査 対 象：さいたま市外からさいたま市内の事業所へ通勤する満 18 歳以

上の男女 

    ・調査対象数：2,000 人 

    ・抽 出 法：市内の事業所を無作為に抽出し、事業所を通じて個人への調査

を依頼 

    ・調 査 方 法：郵送配布・郵送回収法 

    ・調 査 項 目：さいたま市のイメージ、市内での活動 

５ 調査広聴 
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  ③ 年度別実績 

調査種類 対象者数 年度 回答者数 回答率 

在住者調査 5,000 人  

平成 26 年度 2,524 人  50.5 % 

平成 27 年度 2,326 人  46.5 % 

平成 28 年度 2,417 人  48.3 % 

平成 29 年度 2,508 人  50.2 % 

平成 30 年度 2,530 人  50.6 % 

在勤者調査 2,000 人  

平成 26 年度 890 人  44.5 % 

平成 27 年度 771 人  38.6 % 

平成 28 年度 629 人  31.5 % 

平成 29 年度 709 人  35.5 % 

平成 30 年度 672 人  33.6 % 

(市民意識調査の調査結果より) 
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  ④ 平成 30年度在住者意識調査自由意見

    在住者意識調査の回答者に、本市に対する意見や要望を自由記述形式で聞いた

ところ、720 人から 1,145 件の意見等が寄せられました。 

大項目 中項目 件数 

1  環境 

（ 84 件） 

 地球温暖化対策 0

 地域環境（騒音・振動、大気汚染・水質保全など） 17

 ごみの適正処理とリサイクル 14

 自然環境（緑、河川など） 16

 都市景観とまちの美化 30

 その他の環境 7

2 健康・福祉 

  （153件） 

 子育て支援 70

 高齢者福祉 26

 障害者福祉 9

 健康づくりと地域医療機関 34

 公共施設、交通関連施設などのバリアフリー 6

 食品・生活環境の安全 4

 その他の健康・福祉 4

3  教育・文化 

・スポーツ 

  （ 77件） 

 学校教育 35

 青少年の育成 2

 生涯学習や施設（図書館、公民館など） 12

 スポーツ・レクリエーションの振興や施設 24

 地域文化の保全や芸術・文化活動 4

4  都市基盤・交通  

    （328 件） 

 公園の整備や緑化 60

 ＩＣＴ(情報通信技術）活用支援や行政サービスの電子化 6

 市街地の整備 52

 道路の整備や鉄道・バス輸送 210

5  産業・経済 

    （ 75 件） 

 商店街や中小企業、農業 32

 新しい産業や高度な業務機能の集積 4

 観光・シティセールス 32

 産業人材育成、就労支援や環境整備 7

6  安全・生活基盤 

 （ 108 件） 

 防災、治水対策や消防体制 14

 交通事故と防犯 77

 飲料水の供給や下水道の整備、住宅の整備 17

7  交流・ 

コミュニティ 

 （ 19 件） 

 人権、男女共同参画社会 0

 市民活動やコミュニティ活動 15

 国際化、恒久平和 4
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大項目 中項目 件数

8  その他・総合 

 （301 件） 

 総合（政策、制度など） 189

 総合（職員、組織など） 51

 市民意識調査 21

 その他 40

合   計 1,145

⑤ 平成 30 年度在勤者意識調査自由意見 

在勤者意識調査の回答者に、本市に対する意見や要望を自由記述形式で聞いた

ところ、147 人から 194 件の意見等が寄せられました。 

大項目 中項目 件数 

1  環境 

（ 13 件） 

 地球温暖化対策 0

 地域環境（騒音・振動、大気汚染・水質保全など） 0

 ごみの適正処理とリサイクル 4

 自然環境（緑、河川など） 4

 都市景観とまちの美化 4

 その他の環境 1

2  健康・福祉 

    （ 13 件） 

 子育て支援 9

 高齢者福祉 1

 障害者福祉 0

 健康づくりと地域医療機関 0

 公共施設、交通関連施設などのバリアフリー 2

 食品・生活環境の安全 1

 その他の健康・福祉 0

3  教育・文化 

・スポーツ 

   （ 9 件） 

 学校教育 3

 青少年の育成 1

 生涯学習や施設（図書館、公民館など） 0

 スポーツ・レクリエーションの振興や施設 3

 地域文化の保全や芸術・文化活動 2

4  都市基盤・交通 

   （ 65 件） 

 公園の整備や緑化 4

 ＩＣＴ(情報通信技術）活用支援や行政サービスの電子化 1

 市街地の整備 11

 道路の整備や鉄道・バス輸送 49

5  産業・経済 

    （ 35 件） 

 商店街や中小企業、農業 9

 新しい産業や高度な業務機能の集積 1

 観光・シティセールス 24

 産業人材育成、就労支援や環境整備 1
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大項目 中項目 件数 

6  安全・生活基盤 

  （ 19 件） 

 防災、治水対策や消防体制 1

 交通事故と防犯 14

 飲料水の供給や下水道の整備、住宅の整備 4

7  交流・ 

コミュニティ 

  （  2 件） 

 人権、男女共同参画社会 0

 市民活動やコミュニティ活動 1

 国際化、恒久平和 1

8  その他・総合 

    （ 38 件） 

 総合（政策、制度など） 27

 総合（職員、組織など） 2

 市民意識調査 2

 その他 7

合   計 194
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 インターネット市民意識調査

インターネット市民意識調査は、郵送による市民意識調査と同様に、市民の満

足度や要望を把握し、今後の施策や事業の推進に反映することを目的としており、

庁内の調査希望に応じて、タイムリーな事柄についての調査を平成 23 年度から実

施しています。 

・調査対象：さいたま市在住の満 18 歳以上の男女の計 1,000 人（委託業者に登録し 

ているモニター） 

       内訳として、18～29 歳・30～39 歳・40～49 歳・50～59 歳・60～69 歳

の男女各 100 人  

 ・実施時期：平成 30年度は、７月、８月、11 月、２月で計４回実施

７月調査  計 20 問 

さいたま市ホームページの利便性（広報課）、無電柱化（道路環境課）、市民保養施設（市民

生活安全課）、119 救急ガイド・さいたま市救急受診ガイド（救急課）、子どもの医療費の助成

制度（年金医療課）、さいたまキッズな City 大会宣言（子育て支援政策課） 

実施 ７／13～７／23 

結果 ８月 31 日 インターネット上で公表 

８月調査  計 18 問 

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会（オリンピック・パラリンピック部）、グルメ・ス

イーツ関連の店（商業振興課）、市議会の広報（議会局秘書課）、119 番通報（救急課）、終末

期医療（地域医療課） 

実施 ８／３～８／13 

結果 ９月 28 日 インターネット上で公表 

11 月調査  計 22 問 

市税の納付方法（出納課）、食生活（健康増進課）、下水道（下水道総務課）、消防行政（消防

企画課）、性的少数者（ＬＧＢＴ等）（男女共同参画課）、「不妊症」「不育症」（地域保健支援課） 

実施 11／２～11／７ 

結果 12 月 28 日 インターネット上で公表 

２月調査  計 20 問 

自転車損害保険等の加入状況（市民生活安全課）、区役所における窓口サービス（区政推進

部）、禁煙（健康増進課）、犬と猫（動物愛護ふれあいセンター）、公園（都市公園課）、水道事

業（経営企画課） 

実施 ２／８～２／13 

結果 ３月 29 日 インターネット上で公表 
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市民の種々の困りごとなどに対して、各種の相談窓口を設けるなど個々のケースに即

した適切なアドバイスや回答を行い、市民生活の安定に寄与しています。 

 平成 30年度実施状況  ※所管課（名称は当時のもの）：市民生活安全課、人権政策推進課 

件数
全10区で実施

○日時：月4回または5回　13：00～17：00

○相談方法：予約制の面接方式

○相談員：弁護士

北区・大宮区・南区で実施

○日時：月1回　13：00～17：00

○相談方法：予約制の面接方式

○相談員：弁護士

大宮区・中央区・南区で実施

○日時：月1回・（中央区 隔月1回）

　　　　13：30～16：30

○相談方法：予約制の面接方式

○相談員：税理士

全10区で実施

○日時：月1回　13：30～16：30

○相談方法：予約制の面接方式

○相談員：司法書士

大宮区・中央区・浦和区・岩槻区で実施

○日時：月1回　13：30～16：30

○相談方法：予約制の面接方式

○相談員：土地家屋調査士

北区・桜区・浦和区・南区・緑区で実施

○日時：月1回・（桜区・浦和区・緑区 隔月1回）

　　　　13：30～16：30

○相談方法：予約制の面接方式

○相談員：社会保険労務士
北区・大宮区・中央区・南区・緑区・岩槻区で実施

○日時：月1回　13：30～16：30

○相談方法：予約制の面接方式

○相談員：行政書士

大宮区・中央区・浦和区・岩槻区で実施

○日時：月1回 9：00～12：00又は13：30～16：30

○相談方法：先着順による面接方式

○相談員：行政相談委員

大宮区で実施

○日時：月3回　9：00～12：00

○相談方法：予約制の面接方式

○相談員：専門相談員

大宮区で実施

○日時：週4回　13：30～16:30

○相談方法：先着順による面接・電話方式

○相談員：専門相談員

大宮区で実施

○日時：月・木曜日　9:00～12:00・13:00～16:00

　　　　水曜日　13:00～16:00（受付15:30まで）

○相談方法：先着順による面接・電話方式

○相談員：専門相談員

大宮区・中央区・浦和区・岩槻区で実施

○日時：月1回　10：00～12：00・13：00～15：00

○相談方法：先着順による面接方式

○相談員：人権擁護委員

4,640

土地家屋調査士の登記相談

234

12

99

94

社会保険労務士の年金・保険・労務
相談

行政書士の相続遺言・内容証明相談

行政相談

借地・借家相談

161

88

相　　談　　区　　分

法律相談（民事一般）

法律相談（多重債務）

税務相談

司法書士の登記・法律相談

合計

90

2,838

174

169

599

82

人権相談

交通事故・犯罪被害者相談

外国人生活相談

６ 住民相談
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市政への市民の参画を促すとともに、市民と行政との協働による透明性の高い公

正な市政運営を図るため、パブリック・コメント制度を平成 15 年度から実施してい

ます。 

 年度別実績 

   項目

年度 
実施件数 意見提出数 意見項目数 修正項目数 修正率 

平成 26年度 31 447 786 88 11.2% 

平成 27 年度 18 118 305 54 17.7% 

平成 28 年度 11 69 152 32 21.1% 

平成 29 年度 19 230 534 85 15.9% 

平成 30 年度 10 196 403 26 6.5% 

７ パブリック・コメント 
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 平成 30 年度実績 

№ 条例・計画等の名称 
担当課 

(名称は当時のもの)

意見提 

出件数 

意見 

項目数 

修正 

項目数 

1 
大宮駅グランドセントラルステーショ

ン化構想（案） 

東日本交流拠点 

整備課 
115 170 4 

2 
大宮駅東口周辺公共施設再編／公共施

設跡地活用全体方針（案） 

大宮駅東口 

まちづくり事務所 
14 48 3 

3 
浦和美園～岩槻地域成長・発展プラン

（改定） 

東部地域・鉄道 

戦略部 
6 12 3 

4 
第４次さいたま市男女共同参画のまち

づくりプラン（素案） 
男女共同参画課 5 29 4 

5 

さいたま市総合振興計画後期基本計画

後期実施計画平成 30(2018)年度改定案

報告書、しあわせ倍増プラン 2017 平成

30(2018)年度改定案報告書、さいたま市

成長加速化戦略平成 30(2018)年度改定

案報告書、さいたま市まち・ひと・しご

と創生総合戦略平成 30(2018)年度改定

案報告書 

都市経営戦略部 2 2 0 

6 さいたま市無電柱化推進計画（素案） 道路環境課 27 65 2 

7 
さいたま市道路整備計画（第３期）（素

案） 
道路計画課 3 3 0 

8 
第２期さいたま市教育振興基本計画（素

案） 
教育政策室 9 24 1 

9 
第３次さいたま市防犯のまちづくり推

進計画（素案） 
市民生活安全課 10 35 9 

10
樹林型合葬式墓地の募集について（骨子

案） 

思い出の里 

市営霊園事務所 
5 15 0 

合  計 196 403 26 
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 パブリック・コメント制度の流れ 

条例・計画等の素案の作成 

条例・計画等の素案と関連資料の公表、市民から意見募集 

市民が意見を提出 

提出された意見を考慮して条例案・計画等を確定 

提出された意見の概要と市の考え方の公表、策定した条例案・計画等の公表 

 対象となるのは、市の総合的な構想、基本的な方針・計画の策定又

は変更や市の基本的な制度を定める条例、市民等に義務を課し・権利

を制限する条例等の制定又は改廃などです。 

 詳しくは、さいたま市パブリック・コメント制度要綱（62 ページ）

をご覧ください。 

 意見募集期間は、原則として１か月以上です。 

 条例・計画等の素案と関連資料の公表は、各区役所情報公開コー

ナー・関連課所・施設等への配置や市のホームページへの掲載等に

より行います。 

 郵便（専用封筒があります）や電子メール、ＦＡＸで送っていた

だくか、直接お持ちいただきます。 

 いただいた意見を整理・集計し、意見を取り入れた修正等を行い、

条例案・計画等を確定します。 

 公表は、各区役所情報公開コーナー・関連課所・施設等への配置

や市のホームページへの掲載により行います。 
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電話、ＦＡＸ、電子メールにより、市のサービス内容や手続、施設案内やイベント情

報などの様々な問合せにお答えする窓口として、「さいたまコールセンター」を平成 19

年７月１日から開設しています。 

 平成 25 年４月からは、区役所等の代表電話とコールセンターの統合を順次進め、現

在は、本庁及び各区役所、南・北部建設事務所の代表電話を統合しています。 

 受付時間については、電話は午前８時から午後９時まで、電子メール、ＦＡＸは 24

時間、いずれも年中無休です。 

 ＜電話番号等＞ 

  ・ 電 話    ０４８－８３５－３１５６
さ い コ ー ル

  ・ ＦＡＸ    ０４８－８２７－８６５６ 

  ・ 電子メール  市ホームページ「さいたまコールセンター」専用フォームから 

 ＜代表電話 統合スケジュール＞ 

対象 統合開始 平成 25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 

北区 

平成 25年４月 

統合 
※統合 
区役所の代表電話番号に電話を掛けると、コールセンターに 
自動転送され、オペレーターが応対します。 
※大宮区は、北部建設事務所代表電話を含む統合。 
中央区は、南部建設事務所代表電話を含む統合。

大宮区 

中央区 

桜区 

南区 

西区 
平成 27年 10月 

一部統合 

※一部統合 
開庁日の午前８時 30分～
午後５時 15 分は、本庁舎又
は区役所の交換手が応対し
ます。

統合 見沼区 

緑区 平成 27年 11 月 

本庁 
平成 28年４月 一部統合 統合 

浦和区 

岩槻区 平成 30年４月 一部統合 統合

８ コールセンター 
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 受付件数 

 ① 年度別受付件数 

年 度 

受付件数 

電 話 ＦＡＸ 電子メール 合 計 

平成 26年度 230,978 26 1,557 232,561 

平成 27 年度 282,995 21 1,558 284,574 

平成 28 年度 404,755 34 1,687 406,476 

平成 29 年度 384,127 53 1,567 385,747 

平成 30 年度 383,484 32 1,213 384,729 

② 平成 30 年度月別受付件数 

4月 5月 6 月 7 月 8 月 9月 10月 11 月 12月 
平成 31年

1月 
2月 3月 

受付件数 30,596 31,432 33,491 34,253 33,662 29,789 36,415 31,032 27,324 29,651 32,038 35,046 

（内電話） 30,504 31,323 33,381 34,145 33,564 29,687 36,287 30,929 27,243 29,533 31,939 34,949 

（内ＦＡＸ） 3 4 2 2 1 2 3 2 4 5 1 3 

（内電子メール） 89 105 108 106 97 100 125 101 77 113 98 94 

ＦＡＱ 

アクセス件数 11,741 12,436 14,242 15,360 16,533 14,324 14,397 13,467 12,391 14,114 16,177 22,543 

（件） （件） 
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 ③ 平成 30 年度曜日別受付件数 

 月 火 水 木 金 土 日 

受付件数 79,324 76,285 69,595 67,764 71,828 11,269 8,664

（内電話） 79,140 76,086 69,385 67,549 71,656 11,144 8,524

（内ＦＡＸ） 5 7 5 5 6 4 0

（内電子メール） 179 192 205 210 166 121 140
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 ④ 平成 30 年度時間帯別受付件数 

8:00 
～ 

9:00 

9:00 
～ 

10:00 

10:00 
～ 

11:00 

11:00 
～ 

12:00 

12:00 
～ 

13:00 

13:00 
～ 

14:00 

14:00 
～ 

15:00 

15:00 
～ 

16:00 

16:00 
～ 

17:00 

17:00 
～ 

18:00 

18:00 
～ 

19:00 

19:00 
～ 

20:00 

20:00 
～ 

21:00 

21:00 
～ 

8:00 

受付件数 18,046 52,033 50,198 46,192 33,258 41,135 40,505 40,546 40,123 15,198 3,596 2,192 1,695 12 

（内電話） 17,732 51,932 50,156 46,162 33,109 41,035 40,407 40,485 40,020 15,113 3,543 2,133 1,657 0 

（内 FAX） 1 2 1 0 2 3 8 3 3 4 4 1 0 0 

（内ﾒｰﾙ） 313 99 41 30 147 97 90 58 100 81 49 58 38 12 
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 平成 30 年度サービス指標 

指標 説明 実績 

コールセンター 

番号 

一次対応完了率 コールセンターで対応が完了した件数の割合 99.1 %

ワンストップ対応率 
入電した問合せ等にワンストップで対応した件

数の割合 
 57.1 %

ワンストップ機会 

対応率 

問合せや申請依頼にワンストップで対応した件

数の割合 
 71.7 %

本庁舎代表 

番号 

一次対応完了率 コールセンターで対応が完了した件数の割合 99.2 %

ワンストップ対応率 
入電した問合せ等にワンストップで対応した件

数の割合 
30.8 %

ワンストップ機会 

対応率 

問合せや申請依頼にワンストップで対応した件

数の割合 
 56.6 %

各区代表電話 

番号 

一次対応完了率 コールセンターで対応が完了した件数の割合  99.3 %

ワンストップ対応率 
入電した問合せ等にワンストップで対応した件

数の割合 
32.4 %

ワンストップ機会 

対応率 

問合せや申請依頼にワンストップで対応した件

数の割合 
 60.3 %

全体 

平均応答速度 
着信してからオペレーターが応答するまでの平

均時間 
5.32 秒

平均応答率 着信にオペレーターが応答した割合 96.2 %

平均通話時間 オペレーターが利用者と通話した平均時間 1.34 分

市民満足度 
市民からみたコールセンターの応対品質（５点満

点） 
4.95 点

《一次対応完了・ワンストップ対応》

一
次
対
応
完
了

コールセンターで
対応完了しなかったもの
（間違い電話など）

全
て
の
入
電
し
た
問
合
せ
等

（
母
数

） ワ
ン
ス
ト

ッ
プ

対
応

コールセンターで
対応完了した後、

所管課に転送したもの
（電話の転送依頼など）

コールセンターで
対応完了し、

処理も完結したもの

《ワンストップ機会対応》

問
合
せ
・
申
請
依
頼

（
母
数

）

全
て
の
入
電
し
た
問
合
せ
等

ワ
ン
ス
ト

ッ
プ

機
会
対
応

コールセンターで
対応完了しなかったもの

コールセンターで
対応完了したもの

意見・要望・苦情・
間違い電話など
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 平成 30 年度利用者満足度調査結果 

コールセンターの応対についてアンケートを実施し、５点満点で評価していた

だきました。 

① 調査期間 

第１回 平成 30 年７月 21 日（土） ～ 平成 30 年８月 19 日（日）

第２回 平成 31年 1 月 25 日（金） ～ 平成 31 年２月 25 日（月）

② 調査方法 

コールセンターに電話でお問合せされた方のうち、満足度調査の実施可否を

確認した上で、約 400 人の方に対してアンケートを実施しました。 

③ 調査結果 

第１回 第２回 

 ５点 398 人 401 人 

４ 19 人 14 人 

３ 1 人 3 人 

２ 2 人 0 人 

１ 0 人 0 人 

合 計 420 人 418 人 

平均点 4.94 点 4.95 点 

④ 主な意見 

・とても分かりやすく、丁寧な案内でした。 

・コールセンターにかけると一括して色々聞けると思った。満足です。 

・週末に電話対応してもらえて助かりました。 

・質問に対して躊躇せずスムーズに回答してもらった。 

・確実にテキパキと案内し、忘れがちな付随する手続きまで案内してくれた。 

・転送せずに回答してもらえるのはとても助かる。いつも利用させてもらっている。 

・もっとスムーズに対応してほしい。 

・説明が長かった。 
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市民意識調査（郵送法）の対象者 5,000 人を含め、広く市民からモニターを募集し、

ご登録いただいた方に、タウンミーティング、審議会、委員会、シンポジウム、ワーク

ショップ、講演会及び講座などの「市民の声」を聴く事業への参加を通じて、市に意見

を寄せていただく制度です。 

無作為抽出の手法を取り入れ、多くの潜在的な市民の意向を把握して事業に生かすた

め、平成 27 年度から実施しています。 

平成 30 年度の登録者から、登録期間を翌々年度の３月末までとしました。 

 市民の声モニターのイメージ 

 市民の声モニター登録者数 （各年９月１日現在） 

年  度 登録者数 

平成 27年度 356 人 

平成 28年度 316 人 

平成 29年度 135 人 

平成 30年度 239 人 

９ 市民の声モニター

市民 

（18歳以上） 

応募 

市民意識調査の 

対象者5,000人（無作為抽出） 

応募 
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未来を担う子ども（18歳未満の者をいう。以下同じ。）たちからの提案を市政に反映

するため、市のまちづくりに関する提案を聴く機会として「子どもの提案」を平成 28

年度から実施しています。平成 30 年度は市立中学校及び私立中学校に通う中学生から

提案を募集しました。 

 平成 30年度子どもの提案制度 募集テーマ   

№ テーマ 担当課 

１ 大人になっても、住み続けたいまち

はどんなまち？ 

都市経営戦略部 

２ さいたま市の歌「希望（ゆめ）のま

ち」のダンスＤＶＤを利用してもら

うには？ 

シティセールス部 

３ 障害のある人もない人もみんなが安

心して暮らせる社会にするには？ 

障害政策課 

４ 大宮盆栽美術館で「参加したい」「企

画したい」イベントは？ 

大宮盆栽美術館 

 平成 30年度実績 

意見提出件数 意見項目数 

2,193 件 3,842 件 

10 子どもの提案



参 考 資 料 

○ さいたま市長への提案制度要綱 

○ 市長への提案制度「わたしの提案」処理要領 

○ さいたま市市民の声取扱要綱 

○ さいたま市タウンミーティング運営要領 

○ さいたま市パブリック・コメント制度要綱 

○ 市民の声モニター制度要綱 

○ 子どもの提案制度要綱 
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さいたま市長への提案制度要綱

（目的）

第１条 この要綱は、市民の市政に対する意見・要望等を聴くため、わ

たしの提案に関し、必要な事項を定めることにより、市政運営への反

映と市民参加意識の促進を図り、もって開かれた市政の推進に寄与す

ることを目的とする。

（定義）

第２条 この要綱において、「わたしの提案」とは、第３条に規定する手

段により市長に提出された、市政に対する意見・要望等をいう。

（提案手段）

第３条 わたしの提案の提案手段は、原則として専用の提案用紙（第１

号様式）、専用のファクシミリ及び「市民の声 Web」から投稿されたも

のとする。

（専用の提案用紙の配置）

第４条 専用の提案用紙は、市役所、区役所、市の主な公共施設、市内

各駅等に配置する。

（処理システム）

第５条 わたしの提案の処理に当たっては、さいたま市市民の声取扱要

綱（平成２５年３月１９日 決裁）に基づき、その処理の一部を市民

の声データベースシステムを用いて処理するものとする。

（受付）

第６条 わたしの提案は、広聴課において受け付ける。

（回答方法）

第７条 受け付けたわたしの提案については、原則として市長の署名入

りの文書（第２号様式）で提案を行った者（以下「提案者」という。）

へ回答するものとする。

ただし、受け付けたわたしの提案が次の各号のいずれかに該当する
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ときは、提案の内容に対し回答を行う課（以下「回答担当課」という。）

から提案者に面談、電話、文書等により直接回答することができるも

のとする。

（１） 提案者が、回答担当課からの直接の回答を望んでいるもの

（２） 迅速な対応が必要なもの

（３） 提案者に対し、詳細な説明が必要となるもの

（４） 簡易な回答のもの

（５） 市長の署名入りの文書での回答後、同一提案者から同一内容

の提案が寄せられたもの

（６） 前各号に掲げるもののほか、回答担当課長が直接回答すると

判断したもの

２ 文書等で回答する場合は、回答担当課長名で行うものとする。ただし、

必要に応じ、部長名、局長名等で回答することができるものとする。

３ 回答担当課は、前項の規定により直接回答した場合は、提案者に対

して回答した内容を広聴課長に報告するものとする。

（回答基準）

 第８条 前条第１項の規定にかかわらず、受け付けたわたしの提案が、

次の各号のいずれかに該当するときは、原則として回答しないものと

する。

（１） 回答が不要である旨の記載があるもの

（２） 回答が不要である旨の確認がとれたもの

（３） 同一提案者から同一内容の提案が複数回寄せられ、今後、

回答しない旨を通告したにもかかわらず、再度提案があっ

たもの

（４） 提案者の住所、氏名、連絡先等が不明確なもの

（５） 個人又は団体等を誹謗し、若しくは中傷する内容のもの又
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は公序良俗に反する内容のもの

（６） 企業等の営利を目的とするもの

（７） 宗教に関するもの

（８） 提案者と市との間で係争中又は同案件について判決があっ

たもの

（９） 提案の趣旨が不明確なもの

（１０） 提案者が市職員であるもの

（１１） 学校の授業等の一環として提出されたもの

（１２） 前各号に掲げるもののほか、広聴課長又は回答担当課長が

回答不要と判断したもの

（処理状況の公表）

第９条 広聴課長は、月毎の統計情報及び提案者への回答内容を随時公

表するものとする。

（その他）

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定

める。

  附 則

  この要綱は、平成１４年４月１日より施行する。

附 則

この要綱は、平成２０年２月１日より施行する。

附 則

この要綱は、平成２２年４月１日より施行する。

附 則

この要綱は、平成２５年４月１日より施行する。
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附 則

この要綱は、平成２６年４月１日より施行する。

附 則

この要綱は、平成２６年１２月１日より施行する。

附 則

この要綱は、平成３１年３月１日より施行する。
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わたしの提案 

  年  月  日  

（〒   －    ）

住 所

ふりがな
年

齢
歳

電

話
（    ）    

氏 名

職

業

１．会社員   ２．自営業   ３．公務員   ４．学生   ５．無職

６．その他（                    ）

※具体的にご意見・ご提案をお書きください。 

第１号様式 
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この「わたしの提案」は、市民の皆様が「さいたま市」について考えておられること、気付

かれたことなどをお寄せいただき、今後の市政の運営に役立たせることで、市政をより身近な

ものとしていただくために実施しています。

いただきましたご意見やご提案につきましては、担当する部課において対応し、市政への反

映に努めてまいります。

ぜひ、市民の皆様の建設的なご意見、ご提案を、この手紙でお寄せいただきますようお願い

申し上げます。

さいたま市長  清 水 勇 人

●市民の皆様から寄せられた提案などを、個人が特定できないようにしたうえで要旨を市のホ

ームページや市報などに掲載させていただくことがあります。 

●個人情報については適正に管理を行い、他の目的に利用することはありません。 

●提案に関するお問い合わせは、市長公室広聴課へどうぞ。（電話 048‐829‐1931）

【略図】※必要に応じ、略図をお書きください。
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様   

  年  月  日

さいたま市長

第２号様式 
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市長への提案制度「わたしの提案」処理要領

（趣旨）

第１条 この要領は、市長への提案制度「わたしの提案」（以下「提案」

という。）を迅速かつ正確に処理し、その有効利用を図るため、提案の

事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

（処理）

第２条 広聴課長は、提案を受け付けたときは、提案の内容を所管する

課の課長（以下「回答担当課長」という。）に市民の声データベースシ

ステム（以下「データベース」という。）を用い、その写しを送付し、

対応を依頼するものとする。

２ 回答担当課長は、送付を受けた提案のうち、さいたま市長への提案

制度要綱第７条第１項の規定により市長の署名入りの文書で回答する

ものについては、回答の方向性及び回答を作成し、９日以内にデータ

ベースにより広聴課長に報告するものとする。ただし、期間内に報告

することができない理由があるときは、当該期間を超えて報告するこ

とを妨げない。

３ 広聴課長は、報告された回答の方向性及び回答をもとに、５日以内に

回答書を作成し、市長への報告及び説明を行い、市長の承認及び指示を

受けるものとする。市長の指示事項がある場合は、当該指示事項を踏ま

え、回答担当課長が回答を修正し、データベースに登録する。広聴課長

は、登録された回答をもとに、回答書を修正するものとする。

４ 広聴課長は、前項で作成した回答書に市長から署名を受けた後、速や

かに提案者へ回答するものとする。

５ 回答担当課長は、提案者に対し直接回答したものについても、回答

内容（文書回答した場合は、回答文書）をデータベースに登録するも
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のとする。

６ 回答担当課長は、匿名により回答できないもの等についても、提案に

対する回答担当課長の見解又は対応をデータベースに登録し、市政運営

に反映するよう努めるものとする。

７ 広聴課長は、提案内容が本市以外の官公署等に属するものについて

は、市の関連する課（室）所を通じて、関係官公署等へ回送又は対応

を依頼する。ただし、関連する課（室）所がない場合は、広聴課長か

ら直接、関係官公署等へ回送又は対応を依頼するものとする。

（役割）

第３条 さいたま市広報推進責任者設置要綱（平成１３年８月２８日決

裁）第１条の規定により置かれる広報推進責任者は、提案の対応に関

し、進行管理を行う。

２ 広聴課長は、回答の方向性及び回答の作成の進捗状況を把握すると

ともに、回答期限を超えている回答担当課長に対して、状況確認及び

催促を行う。

（その他）

第４条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、広聴課長が別に

定める。

附 則

 この要領は、平成１４年４月１日から施行する。

 附 則

 この要領は、平成１５年４月１日から施行する。

 附 則

 この要領は、平成２０年２月１日から施行する。
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附 則

 この要領は、平成２１年７月１３日から施行する。

 附 則

この要領は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成２５年１０月１日から施行する。
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さいたま市市民の声取扱要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、市に様々な手段で寄せられる市民の提案、要望、苦情等（以下「市民の声」

という。）を、市民の声データベースシステム（以下「データベース」という）により管理す

るとともに、寄せられた市民の声の公表及び市政への反映に関し必要な事項を定めることを目的

とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

データベース 市民の声を一元的に管理するために広聴課が管理及び運用をするシステム

で、さいたま市イントラネットに接続する情報端末から職員が入力及び検索をすることがで

きるものをいう。 

受付担当課 市民の声を受付けた課室等をいう。 

回答担当課 市民の声に対し回答を行う課室等をいう。 

個人情報 さいたま市個人情報保護条例（平成１３年さいたま市条例第１８号）第２条第 1

号に規定する個人情報をいう。 

発意者 市に対し、市民の声を寄せた個人又は法人その他の団体の代表者をいう。 

進捗公開 寄せられた市民の声の対応状況を市のホームページから市民が閲覧できる状態

にすることをいう。 

庁内公開 市民の声に対する対応完了後、データベースを利用して職員が閲覧及び検索をす

ることができる状態にすることをいう。 

市民公開 市民の声に対する対応完了後、データベースを利用して市のホームページから

市民が閲覧できる状態にすることをいう。 

（対象事業等） 

第３条 市民の声は、次に掲げる事業に区分して管理を行うものとする。 

わたしの提案 さいたま市長への提案制度要綱（平成１４年４月１日決裁）に基づき広聴

課が実施する事業 

タウンミーティング 市民の意見を市政に反映することを目的として、市民と市長が直接

対話するため広聴課が実施する事業 

市民意識調査 郵送によるアンケート方式により、市政全般にわたる市民の満足度や要望

を把握するため広聴課が実施する事業 

 陳情・要望等 団体等から陳情書又は要望書等の形式で提出された案件に対して、対応を

行う事業（市議会に提出されたものを除く。） 

所管課受付対応 陳情・要望等を除き、コールセンターに寄せられた要望を含め、各課室

等が受け付けた市民の声に対し、対応を行う事業 

子どもの提案 子どもの提案制度要綱（平成２８年４月１日決裁）に基づき広聴課が実施

する事業 
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（役割分担） 

第４条 広報監は、第 1条の目的を達成するため、データベースの運用責任者として総括的に進

行管理を行うとともに、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 広聴課長は、広報監の業務を補佐するため、データベースの運用責任補助者として所要の

事務を行う。 

３ さいたま市広報推進責任者設置要綱（平成１３年８月２８日決裁）第１条の規定により置

かれる広報推進責任者は、データベースの運用に関し、所管事務の範囲内において進行管理

を行うとともに、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。ただし、広

報推進責任者を置かない局・区においては、局・区長が指名した職員（以下、「指定推進責任

者」という。）がその役割を行う。 

４ 課室長は、データベースの運用に関し、所管事務の範囲内において進行管理を行うとともに、

個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。 

（閲覧権限者及び閲覧の範囲） 

第５条 データベースの閲覧権限者及び閲覧範囲は、別表のとおりとする。 

２ 前項に規定する閲覧権限者及び閲覧範囲のデータベースにおける設定は、広聴課長が行うも

のとする。 

３ 課室長は、前項の規定により設定された閲覧権限者又は閲覧範囲の変更が必要となったとき

は、人事異動に伴う場合を除き、広聴課長に依頼するものとする。 

（受付担当課） 

第６条 受付担当課は、市民の声を受け付けたときは、速やかにデータベースに登録するものと

する。ただし、受け付けた市民の声が所管外の事務に係るものである場合又は一部所管外の事

務を含む場合は、関係課が協議し、受付担当課及び回答担当課を決定することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、わたしの提案については、広聴課が受付担当課となる。 

（登録対象外） 

第７条 前条第１項の規定にかかわらず、寄せられた市民の声が次の各号のいずれかに該当する

ときは、当該市民の声は、登録対象外とする。 

即時に対応が完了したもの 

政策形成の過程で市民意見の聴取を行ったもの 

他の制度により対応が完了するもの 

市政や区政に関する内容でないもの 

発意者と市との間で係争中又は同案件について判決があったもの 

前各号に掲げるもののほか、受付担当課長が登録不要と判断したもの 

２ 前項は、わたしの提案については適用しない。 

（回答担当課） 

第８条 回答担当課は、回答内容をデータベースに登録し、回答を行うものとする。ただし、回

答しないこととしたときは、その理由等をデータベースに登録するものとする。 

（相互連携） 

第９条 受付担当課と回答担当課とが異なるときは、相互に連絡を行い、処理が円滑に進むよう

努めなければならない。 
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２ 同一の案件に対し、回答担当課が複数あるときは、関係課で協議して回答の主管課を定め、

回答を取りまとめて行うことができる。 

（決裁） 

第１０条 受付担当課及び回答担当課は、必要に応じ、データベースに入力したデータを活用し、

電子文書管理システムにより決裁を行うものとする。この場合において、決裁区分は各課室長

の決するところによるものとする。 

（進捗公開） 

第１１条 受付担当課及び回答担当課は、寄せられた市民の声の対応状況（タウンミーティング、

市民意識調査及び子どもの提案制度に係る対応状況を除く。）を市のホームページに進捗公開

するものとする。ただし、第１５条に該当すると判断した場合は、対象外とする。 

２ 進捗公開は、次に掲げる項目について行うものとする。 

受付日 

提出方法 

提出手段 

提案内容 

状況 

（庁内公開） 

第１２条 回答担当課は、回答が完了した市民の声について、個人情報の保護のために必要な措

置を講じた後、庁内公開を行うものとする。なお、庁内公開する期間は３年とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、わたしの提案については、広聴課が個人情報の保護のために必要

な措置を講じた後、庁内公開を行うものとする。 

３ 庁内公開は、次に掲げる項目について行うものとする。 

受付ＩＤ 

受付日 

受付担当課 

提案種類 

市民の声種別 

受付経路 

タイトル 

提案概要 

分野分類 

庁内公開回答 

回答担当課 

（市民公開） 

第１３条 回答担当課は、所管課受付対応の市民の声について、また、広聴課は、回答を行った

わたしの提案については、個人情報の保護のために必要な措置を講じた後、市民公開を行うも

のとする。なお、市民公開する期間は１年とする。 

２ 市民公開は、次に掲げる項目について行うものとする。 

受付日 
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回答担当課 

公開日 

タイトル 

提案内容 

回答 

分野分類 

（公開項目の取扱い） 

第１４条 庁内公開又は市民公開を行っている項目は、原則として修正することができない。た

だし、やむを得ない理由で修正する場合は、回答に補足説明を付記するものとする。 

（非公開の基準） 

第１５条 第１１条から第１３条までの規定にかかわらず、市民の声が次に掲げる場合に該当す

るときは、原則として進捗公開、庁内公開及び市民公開は行わないものとする。 

内容から個人が類推され、又は特定されるおそれがある場合 

発意者から公開しない旨の申出があった場合 

誹謗し、若しくは中傷する内容、営利を目的とする内容又は公序良俗に反する内容を含んで

いる場合 

同一の発意者から同一の趣旨で複数回寄せられた案件で、既に公開済みの場合 

回答を行わないこととした場合 

前各号に掲げる場合のほか、受付担当課長又は回答担当課長が公開しないと決定した場合 

２ 前項第５号は、わたしの提案及び所管課受付対応の庁内公開については適用しない。 

（反映状況の確認） 

第１６条 広聴課は、市民の声に対する回答後の対応状況を把握するため、市政への反映状況の

確認を行うものとする。 

（その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要事項は別に定める。 

   附 則  

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２６年１２月 1日から施行する。ただし、第１２条の改正（同条を第１３

条とする改正を除く。）は、平成２７年２月 1日から施行する。 

（経過措置） 

２ 陳情・要望等及び所管課受付対応については、この要綱の施行の日から平成２６年１２月３

１日までの間は、この要綱による改正後の要綱第１１条の規定は、適用しない。 

   附 則  

この要綱は、平成２８年６月１日から施行する。 

   附 則  

この要綱は、平成２８年１０月１日から施行する。 
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附 則  

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

別表 閲覧権限者及び閲覧の範囲 

  閲覧者      閲覧範囲    閲覧項目 

市長 全て 全て 

副市長 さいたま市副市長事務分担規

程（平成 24 年さいたま市訓令

第 12 号）で定める分担事務に

係る案件 

閲覧範囲に係る全ての項

目 

広報推進責任者及

び指定推進責任者 

広報推進責任者及び指定推進責任者

としての所管事務に係る案件 

受付担当課 

（市長及び副市長

を除き当該受付担

当課の上位職を含

む。） 

受付担当課としてシステム登録した

案件 

回答担当課 

（市長及び副市長

を除き当該回答担

当課の上位職を含

む。） 

回答担当課としてシステム登録した

案件 

運用責任者及び 

運用責任補助者 

全て 全て 
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さいたま市タウンミーティング運営要領

平成２２年６月３０日 

市長公室 広聴課

(目的) 

第１条 この要領は、さいたま市タウンミーティングの円滑な運営に関し必要な事項を

定めるものとする。 

(開催の決定) 

第２条 タウンミーティングの開催は市が別に定める。併せて、開催概要として以下の

項目を定める。 

 (1) 開催スケジュール 

 (2) 開催場所 

 (3) テーマ 

 (4) 参加者資格 

 (5) 参加者人数の定員の数 

 (6) 参加者の募集方法 

 (7) 傍聴の手続き等 

 (8) その他必要な事項 

２ 前項において、参加者の募集方法を公募などとし、参加希望者が、別に定める定員

を上回ったときは、市が抽選により参加者を決定し、当落の連絡を参加希望者全員に

通知する。 

(参加者の心得) 

第３条 参加者は、タウンミーティングを円滑に進めるために、次に掲げる事項を守ら

なければならない。 

(1) 会場において、大きな声を出したり、みだりに席を離れることなど他人の迷惑

となる行為をしないこと。 

(2) 会場において、携帯電話は電源を切るかマナーモードに設定し、通話はしない

こと。 

(3) 会場において、食事又は喫煙をしないこと。 

(4) 会場において、撮影及び録音等をしないこと。 

(5) その他、タウンミーティングの円滑な運営の妨害となる行為をしないこと。 

(6) その他、係員の指示に従うこと。 

２  参加者が前項の規定を守らないときは、係員はこれを制止し、その命令に従わない

ときは、これを退場させることができる。 
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（傍聴者） 

第４条 傍聴を希望する者は、受付で、氏名と住所を記入し、係員の指示に従い会場に

入場するものとする。 

２  傍聴の受付は、開催予定時刻３０分前から開催予定時刻までの間、先着順に行い、

定員になり次第受付を終了するものとする。なお、同着により定員を超えるときは、

同着となった者で抽選を行い傍聴者を決定する。 

（傍聴者の定員） 

第５条 傍聴人の定員は、当日の参加者人数の定員数を４で除した数を超えない人数と

する。なお、会場の広さ等により、定員を減じることができる。 

（傍聴者の心得） 

第６条 傍聴者は、タウンミーティングを円滑に進めるために、次に掲げる事項を守ら

なければならない。 

(1) 会場において、大きな声を出したり、みだりに傍聴席を離れることなど他人の

迷惑となる行為をしないこと。 

(2) 会場において、携帯電話は電源を切るかマナーモードに設定し、通話はしない

こと。 

(3) 会場において、食事又は喫煙をしないこと。 

(4) 会場において、撮影及び録音等をしないこと。 

(5) その他、タウンミーティングの円滑な運営の妨害となる行為をしないこと。 

(6) その他、係員の指示に従うこと。 

２ 傍聴者が前項の規定を守らないときは、係員はこれを制止し、その命令に従わない

ときは、これを退場させることができる。 

（報道関係者の撮影および録音等の許可） 

第７条 報道関係者は、取材等のためにタウンミーティングの撮影及び録音等をしよう

とするときは、あらかじめ市の許可を受けなければならない。 

２ 前項の規定により許可を受けた者は、腕章等を着用することにより、報道関係者で

あることを明示しなければならない。 

（その他） 

第８条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は広聴課長が定めるものとする。 

  附 則 

 この要領は平成２２年６月３０日から施行する。 

 この要領は平成２４年５月９日から施行する。 
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さいたま市パブリック・コメント制度要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、パブリック・コメント制度に関し必要な事項を定め、市政への市民

の参画を促すとともに、市民と行政との協働による透明性の高い公正な市政運営に寄与す

ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「パブリック・コメント制度」とは、市の基本的な政策等の策

定に当たり、当該政策等の形成過程の情報を公表し、公表した情報に関して提出された

市民等の意見及び意見に対する実施機関の考え方を公表することにより、市民等の意見

を市の政策等に反映させる制度をいう。 

２ この要綱において「実施機関」とは、市長その他の執行機関及びさいたま市附属機関

等に関する要綱に定義する附属機関及び協議会等（以下、「審議会等」という。）をいう。 

（対象） 

第３条 パブリック・コメント制度の対象となる市の基本的な政策等（以下「政策等」と

いう。）の策定とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市の総合的な構想、計画又は個別行政分野における基本的な方針、計画の策定又は

変更 

(2) 市の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃 

 (3) 市民等に義務を課し又は権利を制限する条例の制定又は改廃（地方税の賦課徴収並

びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。） 

 (4) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例、規則及び行政指導の指

針の制定又は改廃 

 (5) 大規模な公共事業及び主要な公共施設の基本計画の策定又は変更 

 (6) 市の基本的な方向を定める憲章、宣言の制定又は改廃 

 (7) その他実施機関が特に必要と認めるもの 

２ 次に掲げるものについては、この要綱を適用しない。 

(1) 迅速性若しくは緊急性を要するもの又は軽微なもの 

(2) 裁量の余地のないもの 

(3) 法令に意見聴取手続等が定められているもの 

 (4) 相互に密接な関係を有する複数の政策等で、一方でパブリック・コメントを実施し

ているもの 

（案の公表） 

第４条 実施機関は、政策等の策定に当たっては、適切な時期に政策等の案（以下「案」

という。）を公表しなければならない。 

２ 実施機関は、案の公表に際し、次に掲げる関連資料を併せて公表するよう努めるもの

とする。 

 (1) 案を作成した趣旨、目的及び背景 
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 (2) 案を立案するに当たって整理した考え方及び論点 

 (3) 前 2 号に掲げるもののほか、市民等が案を理解するために必要な資料 

（公表の方法） 

第５条 実施機関は、案及び関連資料を各区役所の情報公開コーナーに備え付けるととも

に、市のホームページに掲載するものとする。 

２ 実施機関は、前項に定めるもののほか、必要に応じて次に掲げる方法を活用し市民等

への周知を図るよう努めるものとする。 

 (1) 市報さいたまへの掲載 

 (2) 報道機関への発表 

 (3) 前 2 号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法 

（意見の提出） 

第６条 実施機関は、市民等からの意見提出の利便を図るため、提出期間及び提出方法を、

案を公表する際に明示するものとする。 

２ 意見の提出期間は、市民等が意見を提出するために必要な時間を考慮し、原則として

１か月以上とするよう努めるものとする。 

３ 意見の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メールその他実施機関が適当と認める

方法とする。 

４ 市民等が意見を提出する場合には、住所、氏名及び連絡先を記載するものとする。 

（意見の処理） 

第７条 実施機関は、市民等から提出された意見を十分に検討のうえ、政策等の策定の意

思決定を行うものとする。 

２ 実施機関は、市民等から提出された意見の概要及びそれに対する実施機関の考え方を

公表する。なお、提出された意見を検討した結果、案を修正した場合には、修正した内

容及びその理由を公表するものとする。 

３ 前項の公表の方法については、第５条の規定を準用する。 

（手続きの特例） 

第８条 審議会等は他の市民参加手続きの方法により実施することが適当であると認めら

れるときは、パブリック・コメントに代えて他の市民参加手続きを実施することができ

る。 

２ 審議会等がパブリック・コメント又は前項の手続きを実施して提出した答申、報告書

に基づいて市長その他の執行機関が政策等の策定を行うときは、この要綱に定める手続

きの全部又は一部を実施しないことができる。 

（要綱の見直し） 

第９条 この要綱は、市民意識及び社会状況の変化、運用状況、実施の効果等を勘案し、

必要に応じて見直しを行うものとする。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成 15 年４月１日から施行する。 
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この要綱は、平成 20 年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成 25 年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

改正後の要綱は、平成 20年４月 1日以後に政策等の策定・改廃を行うものから適用し、同

日前に政策等の形成過程にあるものについては、なお、従前の要綱による。 
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市民の声モニター制度要綱 

（趣旨）

第１条 この要綱は、無作為抽出の手法を取り入れ、多くの潜在的な市民の意向を把握

するほか、広く市民の意向を把握して事業に生かすため、市民の声モニター（以下「モ

ニター」という。）について必要な事項を定めるものとする。

（モニターの資格要件）

第２条 モニターに応募する資格は、次に掲げる要件のすべてを満たす者（以下「登録

対象者」という。）とする。

(1) 市内在住の 18歳以上の者
(2) 市職員でない者

（モニターの募集）

第３条 モニターは、さいたま市民意識調査を通じて無作為抽出された者を含め広く市

民から募集する。

 （登録申込み）

第４条 登録対象者は、モニターの登録を希望するときには、書面又はＥメールにより

広聴課長に申込みをするものとする。

２ 登録対象者は、前項の規定による申込みをする場合には、広聴課長に登録対象者に

関する次の事項を届け出るものとする。

(1) モニターの登録を希望する旨
(2) 住所
(3) 氏名
(4) 連絡先のＥメールアドレス
(5) 前各号に掲げるもののほか、広聴課長が必要と認める事項

 （モニター登録）

第５条 広聴課長は、前条の規定による申込みがあった場合には、登録対象者から届出

を受けた情報をもとに市民の声モニターリストを作成し、全てモニターとして登録す

るものとする。

 （登録期間及び登録の更新）

第６条 モニターの登録期間は、登録が完了した日から翌々年度の３月末日までとする。

２ モニターから登録期間更新の申出があった場合は、更新を認めるものとする。
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 （登録の取消し）

第７条 広聴課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該モニターの

登録を取り消すものとする。

(1) 第２条に規定する要件を欠いたとき

(2) 登録された住所、電子メールアドレスのいずれにも送付物が到着しなくなったと

き

(3) モニターから登録の取消しの申出があったとき

(4) モニターとしてふさわしくない行為があったとき

 （謝礼）

第８条 モニターとしての謝礼は支払わない。

（モニターの利用）

第９条 課所等は、広聴機能の充実を目指し、市が主催するタウンミーティング、審議

会、委員会、シンポジウム、ワークショップ、講演会及び講座等（以下「講座等」と

いう。）に参加を呼びかけ、今後の事業に市民の意見を取り入れるために、モニター

を利用することができる。

２ モニターには、市が実施するパブリック・コメントにおいて、意見を求めるための

計画案等を送付することができる。

３ モニターには、市が実施するアンケート調査の調査票等を送付することができる。

４ モニターには、市政への理解を深め、意見を述べやすくするために必要な市政に関

する情報を送付することができる。

５ 個人情報を保護するために、前各項に掲げる事項以外の目的にモニターを利用して

はならない。

 （モニターの利用及び報告）

第１０条 課所等の長は、前条第１項から第４項までの規定によりモニターを利用しよ

うとするときは、市民の声モニター利用申請書（様式第１号）により広聴課長へ申請

しなければならない。

２ 課所等の長は、モニターを利用したときは、市民の声モニター利用報告書（様式第

２号）により広聴課長へ報告するものとする。

３ 課所等の長は、モニターが講座等に参加する場合には、アンケート調査を実施し、

今後の事業に市民の意見を反映するものとする。ただし、課所等の長が、別の方法に

より参加者から意見の聴取を行うときは、この限りではない。

（モニターへの案内情報等の送付） 

第１１条 課所等が、郵送によりモニターに講座等の案内情報、パブリック・コメント

の計画案等、アンケート調査の調査票等又は市政に関する情報の送付を希望する場合
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には、広聴課がモニターの宛名を打ち出し、課所等に渡すものとする。 

２ 課所等が、Ｅメールによりモニターに講座等の案内情報、パブリック・コメントの

計画案等、アンケート調査の調査票等又は市政に関する情報の送付を希望する場合に

は、課所等から当該データを広聴課が預かり、広聴課が送信するものとする。 

 （その他）

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、広報監が別に定める。

附 則

 この要綱は、平成２７年６月１日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第１０条関係）

市民の声モニター利用申請書

年  月  日

広聴課長 宛

◯◯◯◯課（所・室）長

 下記の目的により市民の声モニターの利用を申請します。

記

１．利用目的

２．抽出条件

３．担当者

 課（所・室）名                        

 氏名                             

 電話（直通・内線）                      
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様式第２号（第１０条関係）

市民の声モニター利用報告書

年  月  日

広聴課長 宛

◯◯◯◯課（所・室）長

 市民の声モニターの利用について、下記のとおり報告します。

記

１．講座等の名称

２．利用による効果

 １．今まで参加したことが無い方に参加していただけた。

 ２．新たな視点で意見をいただくことができた。

 ３．その他（自由に記入してください）

３．担当者

 課（所・室）名                        

 氏名                             

 電話（直通・内線）                      
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子どもの提案制度要綱

（目的）

第１条 この要綱は、未来を担う子ども（ 18 歳未満の者をいう。以下同
じ。）たちから、市のまちづくりに関する提案を聴く機会（ツール）を

新たに増やすことにより、子どもたちからの提案を市政に反映するこ

とを目的とする。

（定義）

第２条 この要綱において、「子どもの提案」とは、子どもから第４条に

規定する方法により市長に提出された、市が設定したテーマに関する

提案等をいう。

（テーマの選定）

第３条 子どもの提案に係るテーマは、庁内において募集したものの中

から、関係所管課（指導１課・子育て支援政策課等をいう。）と協議し、

広聴課長が選定する。

（提案方法）

第４条 子どもの提案は、原則として市内の学校に配置された専用封筒

及び提案用紙を郵送により市に送付することにより行う。

（受付）

第５条 子どもの提案は、広聴課において受け付ける。

（回答方法）

第６条 広聴課長は、前条の規定により受け付けた子どもの提案の概要

及び市の見解を各区役所情報公開コーナー及び市ホームページで公表

することをもって回答とする。

２ 前項の規定にかかわらず、受け付けた子どもの提案が、次の各号の

いずれかに該当するときは、原則として回答を公表しないものとする。

（１）企業等の営利を目的とするもの

（２）提案の趣旨が不明確なもの

（３）学校、学級級等の単位で複数提出されたもののうち、１枚の封筒に

２通以上が入っているもの又は使送便を利用し提出されたもの

（４）テーマから逸脱した内容のもの

（５） 18 歳以上の者から提出されたもの
（６）前各号に掲げるもののほか、広聴課長又はテーマを担当する課所等

の長が回答不要と判断したもの

（市長への報告）

第７条 広聴課長は、前条の規定により回答した提案の概要及び市の見

解を市長に報告するものとする。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広聴課長が別に

定める。

 附 則

 この要綱は、平成２８年４月１日より施行する。
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