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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・男女共同参画課 

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、270

か所（令和元年度末現在）に設置した専用封筒や、ＦＡ

Ｘ、「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・男女共同参画課 

 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。令和元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）

令和元年度の受付件数は 2,965 件で、前年度に比べ 996 件（50.6％）増加し

ています。 

年 度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

受付件数 1,906 1,796 1,890 1,969 2,965

受付件数の推移 

②  提出手段別受付件数 

令和元年度の提出手段別受付件数は、Ｗｅｂ（市ホームページ専用フォーム

からの投稿）が 1,572 件（53.0％）と最も多く、次いで専用封筒が 1,288 件

（43.4％）となっています。 

年 度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

専用封筒 1,124 1,008 1,037 1,038 1,288

Ｗｅｂ 712 753 794 905 1,572

ＦＡＸ 28 21 40 8 93

はがき 3 1 1 2 2

一般封書 39 13 18 16 10

合 計 1,906 1,796 1,890 1,969 2,965

令和元年度 提出手段別受付件数の割合

Ｗｅｂ
53.0%

はがき
0.1%

ＦＡＸ
3.1%

専用封筒
43.4%

一般封書
0.3%

３ 個別広聴

1,906

2,965

1,796 1,9691,890

0
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1,000
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2,000

2,500
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③  年代別受付件数 

 令和元年度の年代別受付件数では、70 歳以上が 423 件（14.3％）と最も多く、

次いで 50歳代が 247 件（8.3％）となっています。 

年 度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

10 歳未満 1 2 1 0 6

10 歳代 10 36 23 21 28

20 歳代 28 37 55 75 104

30 歳代 162 167 160 180 208

40 歳代 161 222 217 212 242

50 歳代 149 133 157 159 247

60 歳代 226 189 154 161 146

70 歳以上 278 201 184 277 423

不 明 891 809 939 884 1,561

合 計 1,906 1,796 1,890 1,969 2,965

令和元年度 年代別受付件数の割合 

60歳代
4.9%

70歳以上
14.3%

40歳代
8.2%

30歳代
7.0%

10歳代
0.9%

10歳代未満
0.2%

20歳代
3.5%

50歳代
8.3%

不明
52.6%

④  職種別受付件数 

 令和元年度の職種別受付件数は、会社員が 459 件（15.5％）、無職が 444 件

（15.0％）の順に多くなっています。 

年 度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

会社員 257 337 358 344 459

自営業 53 76 78 95 165

公務員 74 75 48 70 70

学 生 21 46 33 24 60

無 職 352 288 296 363 444

その他 252 199 169 229 237

不 明 897 775 908 844 1,530

合 計 1,906 1,796 1,890 1,969 2,965
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令和元年度 職種別受付件数の割合 

その他
8.0%

不明
51.6%

無職
15.0%

公務員
2.4%

学生
2.0%

会社員
15.5%

自営業
5.6%

⑤  居住区別受付件数 

 令和元年度の居住区別受付件数は、北区が 379 件（12.8％）と最も多く、続

いて緑区が 286 件（9.6％）の順となっています。 

年 度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

西 区 68 74 58 57 76

北 区 93 116 85 218 379

大宮区 136 86 105 80 96

見沼区 87 114 127 125 174

中央区 161 100 119 72 141

桜 区 80 62 50 42 60

浦和区 215 166 141 173 157

南 区 164 146 164 156 205

緑 区 142 188 211 192 286

岩槻区 109 108 107 122 161

市 外 90 120 106 155 304

不 明 561 516 617 577 926

合 計 1,906 1,796 1,890 1,969 2,965

令和元年度 居住区別受付件数の割合 

西区
2.6% 北区

12.8%
大宮区
3.2%

南区
6.9%緑区

9.6%

岩槻区
5.4%

市外
10.3%

不明
31.2%

桜区
2.0%

浦和区
5.3%

中央区
4.8%

見沼区
5.9%
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⑥  分野分類別項目件数 

令和元年度は、2,965 件の「わたしの提案」が寄せられ、4,328 項目の提案がありました。 

この 4,328 項目の提案を分野分類別にみると、「子育て支援」が 460 件（10.6％）と最も多く、

続いて「図書館」が 302 件（7.0％) 、「学校教育」が 268 件（6.2％）の順となっています。

分野 分類 合計 割合 

1 環境 

ごみ処理 37 0.9% 

ごみの減量・リサイクル 2 0.0% 

地球温暖化対策 5 0.1% 

地域環境    11 0.3% 

自然環境 8 0.2% 

都市景観 1 0.0% 

まちの美化 8 0.2% 

その他 54 1.2% 

2 

健康 

・ 

福祉 

子育て支援 460 10.6% 

高齢者福祉 70 1.6% 

障害者福祉 52 1.2% 

生活保護・援護 78 1.8% 

バリアフリー化 0 0.0% 

健康づくり 46 1.1% 

医療 46 1.1% 

食品・生活環境 3 0.1% 

動物の愛護・飼育 27 0.6% 

その他 115 2.7% 

3 

教育 

・ 

文化 

・ 

ｽﾎﾟｰﾂ 

学校教育 268 6.2% 

生涯教育 63 1.5% 

青少年 14 0.3% 

スポーツ 109 2.5% 

文化 24 0.6% 

その他 75 1.7% 

4 

都市 

基盤 

・ 

交通 

市街地整備 61 1.4% 

道路 241 5.6% 

河川 24 0.6% 

公共交通 163 3.8% 

駐車・駐輪 15 0.3% 

緑化 6 0.1% 

情報通信 3 0.1% 

その他 73 1.7% 

5 

産業 

・ 

経済 

産業振興 23 0.5% 

観光 39 0.9% 

労働・雇用 9 0.2% 

その他 40 0.9% 

6 

安全 

・ 

生活 

基盤 

防災・治水 79 1.8% 

消防 3 0.1% 

交通安全対策 118 2.7% 

防犯 21 0.5% 

消費生活 4 0.1% 

上水道 10 0.2% 

下水道 19 0.4% 

住宅 4 0.1% 

その他 104 2.4% 
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令和元年度 分野分類別項目件数の割合 

環境
2.9%

健康・福祉
20.7%

その他
19.5%

都市基盤・交通
13.5%

教育・文化・スポーツ
12.8%

産業・経済
2.6%

公共施設
18.1%

交流・ｺﾐｭﾆﾃｨ
1.5%

安全・生活基盤
8.4%

分野 分類 合計 割合 

7 

交流 

・ 

ｺﾐｭﾆﾃｨ 

国際交流 10 0.2% 

人権 13 0.3% 

男女共同参画 2 0.0% 

コミュニティ活動 27 0.6% 

その他 14 0.3% 

8 
公共 

施設 

公園 168 3.9% 

スポーツ施設 7 0.2% 

図書館 302 7.0% 

公民館 37 0.9% 

コミュニティ施設 25 0.6% 

文化施設 45 1.0% 

市・区庁舎 126 2.9% 

その他 72 1.7% 

9 その他 

職員対応 142 3.3% 

職員給与・職員数・採用 44 1.0% 

戸籍・住民票・税金・保険・年金 47 1.1% 

行財政改革 11 0.3% 

都市経営・運営 11 0.3% 

広報・広聴・情報公開 138 3.2% 

議会・議員 11 0.3% 

選挙 19 0.4% 

お礼 14 0.3% 

その他 408 9.4% 

合  計 4,328 100% 
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⑦  市政への反映状況 

令和元年度に寄せられた「わたしの提案」2,965 件の中には、4,328 項目の提

案がありました。 

この 4,328 項目の提案のうち、1,094 件（25.3％）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２年７月１日現在） 

内 容 
令和元年度 

項目件数 割 合 

提案を反映した 1,094 25.3％ 

提案を反映させるため、現在、調査・検討を行って

いる 
345 8.0％ 

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 
709 16.4％ 

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 

354 8.2％ 

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 
1,826 42.2％ 

合 計 4,328 100％ 

令和元年度 市政への反映状況の割合 

提案を反映した
25.3%

提案を反映させるた
め、現在,調査・検討を

行っている
8.0%

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

16.4%

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

42.2%

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
8.2%
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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 

「わたしの提案」

の回答について 

「わたしの提案」の回答

をメールでいただきたい

です。 

「わたしの提案」の投稿フォームに任意

の入力項目としてメールアドレス欄を追加

しました。 

「わたしの提案」

の投稿フォーム

における性別に

ついて 

「わたしの提案」の投稿

フォームに、性別の入力

項目がありますが、入力

しなくてはいけませんか。 

「わたしの提案」の投稿フォームにおけ

る性別について、ご提案を受け検討した結

果、投稿フォームから削除しました。 

「わたしの提案」

の投稿フォーム

の「提案・意見」

欄について 

「わたしの提案」の投稿

フォームの「提案・意見」

欄が小さく確認しづらい

ので、もっと欄を大きくし

てほしいです。 

「わたしの提案」の投稿フォームの「提

案・意見」欄については、ご提案を受け、

令和元年５月 21 日に対応しました。 

・ 都市戦略本部 

タイトル 提案要旨 反映状況内容 

他の政令都市と

比較できる資料

について 

他の政令指定都市と

比較できる資料を市民に

もっと公開してほしいで

す。 

政令指定都市及び東京都区部に関す

る基礎的なデータをまとめた「大都市比較

統計年表」から、約100項目の主要なデー

タを視覚的に比較できるサイトを市ホーム

ページに掲載しました。 
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・ 総務局 

タイトル 提案要旨 反映状況内容 

新型コロナウイ

ルス感染拡大防

止に係る市民へ

の情報発信につ

いて 

首都圏での爆発的感

染拡大の危機が迫ってき

たと言われています。さ

いたま市は県内で最も大

きな繁華街を抱え、人口

も 100 万人を超えていま

す。多くの市民が通勤・

通学で都内等へ通ってい

る実態もあり、市民に対

して的確な情報を提供す

ることは、感染拡大防止

に欠かせないと思いま

す。県と連携した外出自

粛要請など、市はもっと

正確かつ効果的な情報

を様々な手段で発信する

べきと考えます。 

令和２年４月７日に政府より「新型インフ

ルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊

急事態宣言が７都府県に発令されました。 

東京都では、４月７日時点で 1,194 名の

感染者が確認され、小池都知事は「感染

爆発の重大局面」とし、４月７日から５月６

日までの不要不急の外出自粛を都民にお

願いしています。 

毎日約 18 万人の市民が、通勤・通学で

都内に通われ、休日も買い物などで出掛

けるなど、生活圏が密接に関係しているこ

とを考えると、東京都の感染者数の急増

による影響は、無視することはできませ

ん。 

そのため、本市といたしましても、４月７

日に市民の皆様に向け、外出を控えるよう

ご協力をお願いしました。 

ご提案いただきました新型コロナウイル

ス感染拡大に関わる情報につきましては、

日々変化しているその内容を市ホームペ

ージやツイッター等で、提供させていただ

いております。 

また、市長記者会見を随時開き、新型コ

ロナウイルスに関する情報を市民の皆様

へ向けて、発信させていただいておりま

す。 
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台風における避

難所等について 

「令和元年東日本台

風」が接近している中、避

難所の神田小学校は避

難者が入りきらなかった

と聞きました。周辺の人

口も増えているので改善

してほしいです。 

本市では、河川の水位上昇による洪水

の恐れがある場合、国が公表している河

川毎の洪水時の浸水想定を基に、対象地

域に対し適宜、避難勧告等を発令すること

となっております。このたびの台風の影響

により、鴨川・鴻沼川においては令和元年

10 月 12 日 18 時 30 分に避難勧告、荒川

においては 13 日３時５分に避難指示を発

令いたしました。 

ご指摘いただきました避難所につきまし

ては、避難先の拡充や、より安全な避難

誘導等について、継続的に検討してまいり

ます。改めまして、このたびのことを教訓

に、的確な情報伝達に取り組んでまいりま

す。 

・ 財政局 

タイトル 提案要旨 反映状況内容 

区役所市税の窓

口について 

区役所に出向いた際

に、「市税の窓口」で税金

の相談ができず、不便に

思いました。 

このたびの指摘を受け、納期限が経過

した市税について一括の納付が困難な場

合でも、年度内の完納が見込める場合等

は、区役所の「市税の窓口」で相談を受け

付けるよう改善しました。 

・ 市民局 

タイトル 提案要旨 反映状況内容 

大宮区役所駐車

場案内について 

大宮区役所来庁者用

の駐車場入口が としか

表示されておらず分かり

づらいので工夫してほし

いです。 

地下駐車場入口に既存設置してある案

内板の隣に、６月上旬に立て看板を設置

しました。 
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美園コミュニティ

センター庁舎北

側角に設置して

あるスタンド式灰

皿の撤去につい

て 

美園コミュニティセンタ

ー庁舎北側角にスタンド

式灰皿が設置されていま

すが、令和元年７月１日

に「健康増進法の一部を

改正する法律」が一部施

行され、公共施設の敷地

内は禁煙になったものと

思いますので当該灰皿は

撤去してほしいです。 

美園コミュニティセンターの利用者の中

に喫煙をされる方がいるため、歩きたば

こ、ポイ捨てたばこ防止の観点から喫煙所

を設けております。ご提案を受けて、公道

から離れた場所へ移動させていただきまし

た。 

なお、本市としては、コミュニティセンタ

ーを改正「健康増進法」における第二種施

設と位置付けております。第二種施設は、

屋内原則禁煙としつつ、喫煙専用室（室外

への煙の流出防止措置を講じており、専ら

喫煙を行うもの）内でのみ喫煙を可能とさ

れており、敷地内の屋外については規制

の対象となっておりません。しかしながら、

公道に面した場所に対しては配慮すべき

であると考えております。 

・ スポーツ文化局 

タイトル 提案要旨 反映状況内容 

気軽にバスケッ

トボールを楽し

める場所につい

て 

もっとたくさんの人が気

軽にバスケットボールを

楽しめる場所を作ってほ

しいです。 

ご提案にありましたとおり、「東京 2020

大会」において、世界的に人気の高いバス

ケットボール競技の会場となっているた

め、より多くの市民がバスケットボール競

技に触れる機会を増やすとともに、市民が

気軽に競技を体験できる環境を整えること

を目的に、令和元年度は南区、緑区、中

央区の３か所に３×３バスケットボールコ

ートを整備いたしました。 

市民会館うらわ

の喫煙場所につ

いて 

市民会館うらわの喫煙

場所は、囲いが一切な

く、幼稚園や保育園への

登園等で毎日小さな子ど

もも多く通る歩道に面した

ところにあり、受動喫煙が

心配です。喫煙場所を歩

道から離れた場所へ変

更してもらえないでしょう

か。 

市民会館うらわの喫煙場所について、

諸条件を検討した結果、動線から離れた

位置への変更が困難なため、受動喫煙防

止対策として令和２年４月１日に撤去し、

施設を全面禁煙とさせていただきました。 
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障害者減免制度

に関する市ホー

ムページの記載

について 

市ホームページ「プラ

ザノース」の障害者減免

制度に関する施設料金

の説明が分かりづらく、ホ

ームページ上の目視だけ

で完結でき、どんな人に

も分かりやすくしてほしい

です。 

市ホームページ「プラザノース」の障害

者減免制度に関する記載は説明が不足し

ており、誤った認識につながるおそれがあ

るため、記載内容を変更しました。なお、

記載内容の変更に当たり、障害者減免の

条件は複合的で複雑なものとなっており、

市ホームページに条件を詳細に記載しま

すとかえって誤解を招き、利用の妨げにな

ることも考えられるため、障害者の方のた

めの様々な利用に適応することができるよ

う、「障害者減免の制度を設けている」趣

旨の記載に変更し、文面の中に FAX 番号

を掲載するなど、お問合せをしていただき

やすいように配慮した記載内容に変更い

たしました。 

・ 保健福祉局 

タイトル 提案要旨 反映状況内容 

犬のふんの放置

への対応につい

て 

犬の散歩中にふんの

処理を行わない者がお

り、迷惑しております。条

例で罰則を規定したり、

警告を行うなど、適切な

ご対応をお願いします。 

飼い犬のふんの放置は、「さいたま市動

物の愛護及び管理に関する条例」第８条

第３号で禁止しておりますが、罰則規定は

ありません。 

ご指摘いただいた地域については、職

員の現地巡回を強化し、ふんの放置現場

を発見した場合は、その飼い主に対し指

導を行います。 

また、動物愛護ふれあいセンターでは

ふんの放置防止に関する啓発看板及びチ

ラシを作成しており、希望者や巡回指導時

に配布を行っております。 

・ 子ども未来局 

タイトル 提案要旨 反映状況内容 

備蓄マスクの配

布について 

市が備蓄するマスクを

幼稚園に配布してほしい

です。 

令和２年３月９日から市内私立幼稚園

（95 園）へ合計 10,450 枚を配布しました。 
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公立保育園の与

薬依頼票につい

て 

公立保育園の与薬依

頼票について、登園時に

紙を受け取って記入する

必要があり、あらかじめも

らうことは不可とされてい

ますが、朝の時間帯に負

担を強いられるのはつら

いので事前配布を検討し

てほしいです。 

ご提案のありました与薬依頼票の記入

につきましては、原則として登園時の記入

をお願いしておりますが、事前に与薬依頼

票をお渡しする等、保護者の方の負担と

ならない柔軟な対応をするよう指導してま

いります。 

・ 環境局 

タイトル 提案要旨 反映状況内容 

新型コロナウイ

ルスの影響によ

る浦和駅指定喫

煙場所の封鎖に

ついて 

新型コロナウイルスの

感染拡大の予防対策で、

浦和駅西口及び東口な

どの指定喫煙場所の閉

鎖を検討してほしいで

す。 

ご指摘いただきました浦和駅西口と東

口の指定喫煙場所をはじめ、市内16か所

の指定喫煙場所については、新型コロナ

ウイルス感染拡大防止対策として、不特

定多数の人の密集場所を作らない観点か

ら令和２年４月 15 日から６月５日正午まで

閉鎖しました。 

「氷川参道路上

禁煙推進モデル

地区」について 

令和元年 10 月６日に

大宮小学校において開

催された中部地区運動会

について、校門脇に喫煙

所が設けられていました

が、ここは「氷川参道路

上禁煙推進モデル地区」

ではないのでしょうか。 

ご指摘の喫煙所につきましては、「路上

禁煙推進モデル地区」の範囲内に設置さ

れており、また、道路上に無許可で喫煙所

等の工作物を設置することは道路法違反

となります。そのため、大宮小学校及び中

部地区運動会担当者に市から連絡させて

いただき、令和２年以降も同様に喫煙所

が設置されることがないよう、お伝えしまし

た。 

・ 経済局 

タイトル 提案要旨 反映状況内容 

大企業等の誘致

等の推進につい

て 

大宮のオフィス、宿泊

施設不足を解消し、大企

業、国際会議場、大学、

商業施設の誘致等、さい

たま市を複合的に発展さ

せてほしいです。 

平成 31 年４月に、オフィスの整備促進

の内容を追加した「さいたま市における宿

泊施設及びオフィスの整備に着目した容

積率緩和方針」を策定し、運用を開始して

います。 

規制緩和等のＰＲにより、企業のニーズ

に応じたスピード感のある誘致活動を引き

続き進めてまいります。 
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ホテル建設と誘

客施策について 

ホテル誘致に関する計

画やさいたま市への誘客

に関する計画があれば教

えてほしいです。 

ホテル誘致に関しましては、平成31年４

月にホテル建設に対する更なる規制緩和

を開始したところであり、今後も、積極的に

ホテル誘致に向けた施策を展開してまい

ります。 

また、誘客促進に向けた取組としまして

は、国内外での観光ＰＲを実施しており、

今後「東京 2020 大会」を契機とした WEB

プロモーション等も予定しております。 

窓口での外国人

対応におけるア

プリ導入につい

て 

最近窓口に外国人が

訪れているのをよく見掛

けます。市内窓口に多言

語翻訳機能を備えたアプ

リを導入してはいかがで

しょうか。 

市内窓口における翻訳アプリ等の導入

事例としては、本市の外郭団体である「公

益社団法人さいたま観光国際協会」国際

交流センターの窓口において、平成 30 年

度に言語音声翻訳アプリをインストールし

たタブレット端末を導入し、窓口対応に活

用し始めたところです。また、本市窓口に

おいても、必要に応じて本アプリを活用す

るよう情報共有するとともに、その他の多

言語対応の方法につきましても検討を進

めてまいります。 

・ 都市局 

タイトル 提案要旨 反映状況内容 

子どもたちが公

園でボール遊び

ができる環境に

ついて 

子どもたちが自由にバ

スケットボール、サッカ

ー、野球などのボール遊

びを楽しめる場所を整備

してほしいです。 

ボール遊びのできる公園については、

都市公園の一角を活用した「のびのび広

場」の整備を推進しております（市内 10 か

所）。 

また、サッカーや野球のできる公園でグ

ラウンドの個人への開放を行っております

（市内 17 か所）。 

なお、都市公園の駐車場などの一角に

は、バスケットゴールを配した公園もあり、

誰もがバスケットボールを楽しむことがで

きます（市内 10 か所）。 
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日進駅南口の点

字ブロックのが

たつきについて 

北区にある日進駅南

口のコンビニエンスストア

近くにある点字ブロックに

ついて、がたつきがあり

危険なので対応してほし

いです。 

現在、日進駅南口の「日進七夕通り」に

おいて、電線類の地中化工事を行ってお

り、仮の道路復旧の状態であるため、歩き

づらく、近隣にお住いの方々にはご迷惑を

お掛けしている状況です。 

対応につきましては、令和元年５月 24

日の夕方に、危険箇所の応急処置を実施

し、５月 30 日に危険箇所の補修を実施い

たしました。 

令和元年度には、「日進七夕通り」の美

装化道路工事を開始しました。 

大宮区桜木町１

丁目のアスファ

ルト工事につい

て 

大宮区桜木町１丁目の

通りについて、南沿いの

アスファルトの状況が酷

いので、対策をしてほし

いです。 

該当の道路につきましては、降雨後の

路面状況等を考慮し、道路全面のアスファ

ルトの打ち替え工事を令和２年７月上旬に

完了しました。 

・ 建設局 

タイトル 提案要旨 反映状況内容 

国道 122 号蓮田

岩槻バイパス、

浦和インターチェ

ンジの道路整備

及び埼玉高速鉄

道について 

国道 122 号線の大門、

大門北付近、加倉が慢性

的な渋滞をしているの

で、４車線化や県道 105

号の２車線化、青信号の

時間の延長などを行い、

鳩ヶ谷方面から岩槻方面

にかけての交通の便を良

くしてほしいです。 

加倉交差点周辺につきまして、慢性的

な渋滞の緩和を図るため、「国道 122 号蓮

田岩槻バイパス整備事業」として、加倉北

交差点から平林寺橋交差点までの約 2.8ｋ

ｍ区間を、現在の上下線それぞれ１車線

の計２車線から、上下線それぞれ２車線

の計４車線へ整備する事業を進めている

ところです。現在、橋りょう工事を施工して

おり、令和４年度末の開通を目指し、鋭意

事業を進めてまいります。 

次に、浦和インターチェンジ付近につき

まして、交通の円滑化を図るため、東北自

動車道の浦和インターチェンジの出口から

川口方面への車両及び一般国道 122 号

の川口方面への車両を浦和駅方面へと接

続できるようインターチェンジの整備を進

めているところです。現在、橋りょう工事を

施工しており、今後４年程度かかる見通し

ですが、早期開通を目指し、鋭意事業を進

めてまいります。 

-17-



- 18 -

見沼区宮ケ谷塔

地内の下水道整

備について 

見沼区宮ケ谷塔地内

の下水道未整備地区に

ついて、早く下水道を整

備してほしいです。 

見沼区宮ケ谷塔３丁目の一部区域につ

きましては、公共下水道の事業計画区域

となっており、下流の県道２号線付近より

順次整備を進めているところです。 

ご提案いただきました地区につきまして

も事業計画区域となっており、令和２年度

に工事着手する予定です。 

水路沿いの除草

について 

南区沼影の工場南側

の水路沿いのフェンスに

草が茂っていて端を通れ

ないので、草刈りをしてほ

しいです。 

ご提案の水路沿いの雑草等につきまし

ては、道路除草管理業務において令和元

年７月 27 日に実施いたしました。 

・ 区役所 

タイトル 提案要旨 反映状況内容 

「期日前投票の

お知らせ」につい

て 

参議院議員選挙の投

票所整理券が届きました

が、「期日前投票のお知

らせ」について、馬宮コミ

ュニティセンターの地図を

見て、指扇駅前の投票所

だと勘違いしてしまいまし

た。地図の縮尺などが原

因だと思われますので、

引っ越して間もない市民

にも分かるよう、整理券

の地図を改善していただ

きたいです。 

ご提案を受け、「期日前投票のお知ら

せ」に掲載されている馬宮コミュニティセン

ターの案内地図を修正しました。早急に対

応したため、令和元年８月 25 日執行の埼

玉県知事選挙の投票所整理券の案内地

図に間に合わせることができました。 

北区内の街路灯

の不点灯につい

て 

街路灯が消灯している

ため、改善をお願いした

いです。 

ご提案をいただいた２日後に街路灯を

修繕し、点灯するようにしました。 

「大宮二十景」に

ある場所の清掃

について 

「大宮二十景」につい

て、場所によっては汚れ

ているところがあるので、

地域の町内会と話をし

て、きれいさを維持できる

仕組みを作ってはいかが

でしょうか。 

看板の清掃について、自治会へ協力を

強制することはできませんが、ご指摘いた

だいた汚れた看板は職員が掃除し、また

定期的に看板の状態を確認する機会を作

っております。 
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見沼区内の街路

灯の清掃、交換

及び電柱と反射

鏡の傾斜につい

て 

街路灯の清掃、不点灯

及び道路反射鏡の角度

調整をお願いしたいで

す。 

街路灯の清掃、不点灯については令和

元年７月29日に、道路反射鏡の角度調整

については令和元年７月 31日に修繕を実

施しました。 

見沼区内の側溝

のプラスチックの

蓋の設置につい

て 

道路側溝の蓋が取れ

て穴が開いています。危

険なので蓋を早急につけ

てもらいたいです。 

令和元年６月 21 日にカラーコーンを設

置し、安全確保を行い、令和元年６月 26

日に溝蓋キャップを設置しました。 

中央区内におけ

る街路灯の設置

について 

中央区大戸１丁目付近

への街路灯の設置の件

で、いつ頃設置されるか

進捗を伺いたいです。 

新設の時期としましては、街路灯新設

の契約を行い、令和元年５月 28 日付けで

当該新設場所も含む中央区内の全ての

新設の指示を出しました。工事の予定とし

ましては、灯具の発注・納品完了後に順次

新設を開始して、令和元年８月１日に工事

が完了しました。 

中央区内のカー

ブミラーの修繕

について 

与野本町駅から本町

通りへ交差する道のミラ

ーが、２、３日前から曲が

ってしまい、車が右左折

する時に見通しできませ

ん。危険なので早急に直

してほしいです。 

カーブミラーの鏡体及び支柱を撤去し、

現地の状況に応じたカーブミラーを令和元

年６月３日に設置しました。 

桜区内のポスト

コーン及びカー

ブミラーの設置

について 

地域の危険箇所への

ポストコーン及びカーブミ

ラーの設置を依頼しまし

たが、進行状況はどうで

しょうか。子どもたちの安

全のために早めに対応し

てほしいです。 

安全施設設置工事の契約業者に令和

元年８月 30 日に指示を出し、令和元年９

月 14 日に設置しました。 

桜区内の道路に

おける舗装工事

について 

大量の雨が降るたび

に、道路の穴が広がった

り、段差がひどくなってい

ますので、舗装工事をお

願いしたいです。 

令和元年８月20日に舗装工事を行いま

した。 

桜区内の交差点

にあるミラーの

修繕について 

交差点に設置してある

ミラーの据え付け角度が

不良ですので修繕してほ

しいです。 

令和元年７月５日に修繕を行いました。 
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浦和区内の歩道

の段差について 

浦和駅西口線路沿い

の小売店舗から「仲の

橋」付近までの歩道で、タ

イルが剥がれているとこ

ろがあります。高齢者が

転んでいるところや、車

椅子・ベビーカーを利用

する人が通りにくそうにし

ているところを見掛けま

すので、改修工事を早め

にしていただきたいです。 

令和元年８月 22 日に現地調査をしまし

たところ、歩道のタイルが剥がれて段差に

なっている箇所を確認いたしましたので、

アスファルトを詰め、補修工事を行いまし

た。 

浦和区内におけ

るカーブミラーの

維持管理につい

て 

浦和区東岸町に設置さ

れているカーブミラーに

枝や葉が覆いかぶさり、

危険ですので、早急に改

善をお願いしたいです。 

ご提案にあります植栽については、個

人が所有・管理しているものであり、市が

直接せん定することができません。当該土

地・建物は現在空き家となっております

が、所有者が特定できましたので、所有者

に対して文書で植栽を適正に維持管理す

るよう指導しました。 

浦和区内におけ

る市道の安全対

策について 

浦和駅に行く途中、ガ

ードレールのない一方通

行の道路がありますが、

途中に死角となるコーナ

ーがあり、非常に危険な

ので、その危険なコーナ

ーの手前の歩道との境に

ポールを設置するなど、

何か安全対策をお願いで

きないでしょうか。 

車両がスピードを上げて走行しているこ

とを改善するため、令和元年７月 18 日に

イメージハンプを設置しました。 

歩道を通行する

自転車に対する

注意喚起につい

て 

南区の大谷場東小学

校の通学路で、危険な場

所があるので、対策をし

てほしいです。 

自転車への注意喚起の電柱幕（歩道は

歩行者優先）を令和元年 11 月に３か所設

置しました。 

「さいたま市文化

センター」南面の

歩道段差につい

て 

「さいたま市文化センタ

ー」の南面の歩道に、タイ

ルの境目が段差になって

いる箇所があるので、段

差がない状態にしてほし

いです。 

令和元年５月 22 日、タイルを撤去し、ア

スファルトにて段差がない状態に緊急修

繕を実施しました。 
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緑区役所の傘立

てについて 

緑区役所には傘立て

がありますが、約半数に

鍵がありませんので、改

善してほしいです。 

傘立ての鍵の有無について調査を実施

し、令和２年１月６日に鍵を設置しました。 

また、鍵の紛失防止対策として、鍵に緑

区役所名と電話番号を表記したタグを取り

付けました。 

局の違う担当課

との連携につい

て 

１本の倒木があると３

課が関わることになりま

すが、連携がない状態で

すと、１つの案件で市民

が３つの部署にお願いや

説明に行かなければなり

ません。幾つかの部署に

関わることでは、他局と

の連携を図り、スムーズ

な市政運営を行ってほし

いです。 

水路機能を阻害する要因や、道路交通

への支障がある場合には、速やかに対応

する必要があることから、各部局と区役所

が連携を図りながら、迅速に処理できるよ

う進めてまいります。 

緑区役所の照明

について 

緑区役所の正面入口

と２階が非常に暗いの

で、明るくしてほしいで

す。 

正面入口については、令和元年 12 月

17 日にＬＥＤの照明に切り替えを行いまし

た。また、２階については、蛍光灯を設置

し、必要な照明を確保しました。 

「岩槻人形博物

館」の西側道路

への街路灯設置

について 

「岩槻人形博物館」の

西側の道路がとても暗い

ので街路灯を設置してほ

しいです。 

「岩槻人形博物館」の西側道路（通称：

「木の下小路」）への街路灯設置につきま

しては地域の方々からも要望が出されて

おり、「木の下小路」に２基、「岩槻人形博

物館」の裏小路からの通路入口に１基のＬ

ＥＤ灯を令和２年３月16日に設置完了しま

した。 

・消防局 

タイトル 提案要旨 反映状況内容 

空き家敷地内の

枯草の問題につ

いて 

 ２軒隣の空き家に枯草

が繁茂し、今後火事にで

もなったら心配なので、所

有者に連絡してほしいで

す。 

 見沼消防署で現地調査を実施し、その

調査結果から「さいたま市火災予防条例」

に基づく行政指導を関係機関と調整し行う

こととしました。そこで、空き家関係者へ調

査結果を基に、書面で空き家敷地内の枯

草を適切に管理するように指導しました。 
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・出納室 

タイトル 提案要旨 反映状況内容 

備品の登録につ

いて 

地番入り住宅地図は

備品に当たらないとのこ

とですが、利用の目的や

管理の観点からも備品の

取扱いとすべきだと思い

ます。 

本市の物品管理において、不定期に改

定される書籍で１品の取得価格（消費税

込）が２万円以上のものについては、備品

として管理することになっており、この基準

に照らし、住宅地図を備品として登録する

よう全庁に周知をいたしました。 

・水道局 

タイトル 提案要旨 反映状況内容 

水道事業の運営

について 

持続可能な水道をコン

セッション方式に頼らず

実現していく方針を示し

てほしいです。 

コンセッション方式につきましては、長期

間にわたって運営権を民間企業に設定す

ることで、職員の技術力低下を招くととも

に再度公営に戻すことが困難になるなど

の懸念もありますので、現在のところ、導

入は予定しておりません。本市水道事業と

いたしましては、今後人口減少などにより

事業経営が厳しくなる中におきましても、

水道事業の品質やサービスなどを低下さ

せることなく安定して継続できるよう、効率

的な事業経営についての手法を慎重に検

討してまいります。 

「水といこいの広

場」の利用に係

る天候の判断に

ついて 

「水といこいの広場」の

「ジャブジャブ池」で雨上

がりに入ろうとしたら、管

理人から「天候が芳しくな

いから」と言われ、入るの

を断られましたが、その

後も風もなく数時間曇り

が続きました。雨が降り

そうだと曇りでも入れない

のでしょうか。大雨予報な

ど危険がない限り、曇り

でも入れるようにしてほし

いです。 

「ジャブジャブ池」につきましては、夕立

や昨今頻発するゲリラ豪雨の際の安全の

確保を目的として、天候悪化が認められる

場合には、監視員の判断により適宜利用

の中止をお声掛けさせていただいておりま

す。その後の天候の回復を見て利用を再

開する場合もありますが、そのまま全日利

用中止となることもあります。今回、監視

員の説明が不十分であり、ご利用の皆様

に不快な思いをさせてしまったものと認識

しております。ご利用の皆様に利用中止を

ご案内する際は、より丁寧なご説明を心掛

けるよう、今後監視員に対する指導を徹底

してまいります。 
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・議会局

タイトル 提案要旨 反映状況内容 

議会における議

員の言動につい

て 

ある議員が回答してい

る職員に向かって「あん

た」だか「お前」だかと発

していました。なぜ、「お

前」とか「あんた」とかと言

う言葉が議場に飛び交う

のでしょうか。言葉を選ん

で品位ある議会を望みま

す。 

議員はどのような状況であれ一人ひとり

が市民の代表者としての品位を保持し、

能力の向上に努めるとともに、市民全体

の利益を勘案して職務に当たるべきであ

ると考えます。 

本市議会が、市民に信頼され、市民の

負託に応える議会となるよう、また、市民

の皆様に不快な思いを再びさせてしまうこ

とのないよう、この先も誠心誠意努めてま

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 

臨時休業中にお

ける校庭の開放

について 

新型コロナウイルスに

対する学校休校の対応

について、校庭の開放を

してほしいです。 

校庭開放については、臨時休業中の児

童の健康保持の観点から、令和２年３月

18 日から３月 31 日までの間、開放するこ

とにしました。対象は在校生及びその保護

者、また放課後児童クラブ及び放課後デ

イサービス事業所を利用する児童で、時

間は８時 30 分から 16 時までとしました。 

禁煙教育につい

て 

市内の公立学校にお

いて、禁煙教育の強化を

してほしいです。 

本市では、児童生徒の発達段階に応じ

て薬物乱用防止教室及び保健体育の授

業で喫煙と健康について指導しているほ

か、「学校敷地内全面禁煙」の実施や「受

動喫煙対策リーフレット」を作成して学校

に配布するなど、学校における禁煙教育

の充実を図っています。 

大宮東図書館の

トイレ個室のフッ

クについて 

大宮東図書館のトイレ

個室のフックの位置が高

すぎるので改善してほし

いです。 

大宮東図書館のトイレ内のフックの位置

が高すぎる件について、令和元年５月 28

日に、既存のものより低い位置にフックを

増設しました。 
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・選挙管理委員会事務局 

タイトル 提案要旨 反映状況内容 

期日前投票所に

ついて 

近隣市において、駅で

期日前投票が行われて

いました。投票整理券を

持っていなくても投票可

能とのことですので、さい

たま市においても同様の

対応をしていただきたい

です。 

本市においては、現在、駅前の公共施

設（JACK 大宮、コムナーレ、南浦和駅市

民の窓口等）に期日前投票所を設置して

おります。また、駅から離れた地域にお住

まいの方の利便性にも配慮し、自動車等

でアクセスしやすい大型商業施設（イオン

モール与野、イオンモール浦和美園）にも

期日前投票所を設置しておりますので、更

にＰＲしてまいります。 

また、本市においても、整理券をお忘れ

の方が投票することはできます。投票整理

券をご持参いただくのが原則であるもの

の、紛失等の場合でも投票可能であること

を、今後もＰＲしてまいります。 

選挙特設ホーム

ページについて 

選挙特設ホームページ

について、選挙情報の中

から候補者一覧を見付け

にくいので、レイアウトを

改善してほしいです。 

選挙特設ホームページのレイアウトに

ついて、他自治体の同種ページ等の情報

を収集し、検討してまいります。 

・農業委員会事務局 

タイトル 提案要旨 反映状況内容 

見沼区内の田ん

ぼの除草につい

て 

見沼区における除草に

ついて、春から秋にか

け、草木が育ち見通しが

悪くなる道があり、カーブ

で対向車が見えず、衝突

しかけることもしばしばあ

りますので、早急に草木

を刈り取ってほしいです。 

該当する農地の所有者に除草を依頼

し、早急に対応するとの回答がありまし

た。 

西区内の田んぼ

の雑草について 

西区中野林にある田ん

ぼの雑草について、以前

から何度も依頼している

が、全く改善されません。 

該当する農地の所有者に除草を依頼

し、早急に対応するとの回答がありまし

た。 
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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 
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 

回答作成

市長回答

回  答 

回答確認依頼 回答確認 

指示事項伝達 必要に応じ指示追加対応

直接対応
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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  令和元年度受理件数（令和２年７月１日現在）・・・・・・・  255 件 

②   令和元年度局別受理件数         

（令和２年７月１日現在） 

③ 過去の受理件数 

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 251 209 226 229 

※各年度 翌年 7月 1日現在 

局 件数 局 件数 

市長公室 3 中央区役所 3 

都市戦略本部 4 桜区役所 1 

総務局 6 浦和区役所 0 

財政局 8 南区役所 0 

市民局 7 緑区役所 1 

スポーツ文化局 5 岩槻区役所 0 

保健福祉局 27 消防局 1 

子ども未来局 26 出納室 2 

環境局 4 水道局 36 

経済局 21 議会局 0 

都市局 43 教育委員会事務局 20 

建設局 25 選挙管理委員会事務局 0 

西区役所 0 人事委員会事務局 0 

北区役所 0 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 11 合 計 255 
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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。 

令和元年度実施状況 

テ ー マ 住みたいまち さいたま市の魅力 

～さいたま市を選ぶ理由は何だろう？～ 

  テーマ所管課 シティセールス推進課 

実施日 時間 開催区 場所 
参加者 

（傍聴者含む） 

令和元年７月 25日 19:00～20:30 大宮区 
大宮区役所 

２階 ２０１・２０２会議室 
23

令和元年７月 27日 9:30～11:00 南区 
武蔵浦和コミュニティセンター 

８階 第７・８・９集会室 
23

令和元年７月 27日 14:00～15:30 桜区 
桜区役所 

４階 大会議室 
15

令和元年８月３日 9:30～11:00 北区 
北区役所 

２階 Ｂ会議室 
18

令和元年８月３日 14:00～15:30 見沼区 
見沼区役所 

２階 大会議室 
23

令和元年８月 27日 19:00～20:30 浦和区 
浦和コミュニティセンター 

10 階 第 14 集会室 
21

令和元年８月 31日 9:30～11:00 西区 
西区役所 

２階 大会議室  
18

令和元年８月 31日 14:00～15:30 中央区 
中央区役所 

２階 多目的室 
17

令和元年９月７日 9:30～11:00 緑区 
緑区役所 

３階 大会議室 
16

令和元年９月７日 14:00～15:30 岩槻区 
岩槻区役所 

４階 第１会議室 
20

合 計 194 

４ 集団広聴 
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・項目別件数 

 傍聴者を除いた参加者 178 名から 318 件の意見等をいただきました。 

  テーマ所管課で対応の意見   180 件 

  テーマ所管課以外で対応の意見 138 件 

テーマ所管課で対応の意見 

主な内容　（１件につき複数の内容を含むことがあります。）

市の魅力（113件） 交通の利便性（34件）

自然が豊か（16件）

安心感・治安の良さ（11件）

教育の充実・水準の高さ（9件）

子育てのしやすさ（9件）

生活利便性が高い（9件）

都会と自然の調和（7件）

スポーツが盛ん（7件）

など

区・まちの魅力（12件） 岩槻区は歴史ある建物が魅力

浦和は行政都市、大宮は商業都市として魅力がある

盆栽町の魅力は緑が多い

など

魅力の発信（55件） 市の特徴・長所を生かした魅力発信（15件）

ＳＮＳの活用（6件）

映画、ドラマ、ＣＭの活用（5件）

市民の力を生かして魅力発信するとよい（4件）

ターゲットに応じた内容でアピールするとよい（4件）

ビッグイベントの活用（3件）

ヌゥの活用（2件）

など

項目

テーマ所管課以外で対応の意見 

大項目 中項目 意見項目 (件)

粗大ごみの受付をインターネットで行ってはどうか 1

ごみ袋の指定がなく一人暮らしには助かる 1

見沼田んぼの保全・整備を進めてほしい 5

自然環境の保全・整備を進めてほしい 4

まちの美化
(1件)

ポイ捨てする人を減らすために、ごみ箱を増やしてはどうか 1

待機児童対策に取り組んでほしい 4

子育て世代への情報発信として、おでかけマップをつくるとよい 2

「あいぱれっと」は非常に評判がよい 1

行政が子ども食堂に一層関与し充実させてほしい 1

虐待のないさいたま市であってほしい 1

引き続き保育士への支援を充実させてほしい 1

子育て支援
(10件)

1
環境
(12件)

ごみ処理
(2件)

自然環境
(9件)

2

健康
・
福祉
(24件)
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高齢者が活動しやすい環境をつくってほしい 3

高齢者への交通費の補助をしてほしい 2

高齢者の見守りをする仕組について取り組むべきである 1

小規模多機能型居宅介護を増やしてほしい 1

障害者福祉
(2件)

障害者スポーツの振興・支援に取り組んでほしい 2

バリアフリー化
(1件)

バスのステップを工夫するなどして乗りやすくしてほしい 1

健康づくり
(1件)

健康寿命を重視する施策に取り組むべきである 1

市内の病院数をもっと増やすべき 1

乳がん検診の頻度を増やした方がよい 1

その他健康・福祉
(1件)

福祉を充実させてほしい 1

引き続き「グローバル・スタディ」に力を入れてほしい 1

児童数を平準化する学区編成を考えてほしい 1

やりたいことに気付ける教育のシステムやシンボルがあるとよい 1

教育施設の整備や改善をしてほしい 1

教育費の負担が軽くなるとよい 1

子どもの運動能力向上を目指してほしい 1

美園小学校前に大型店舗があり、小学生の登下校の際は少し不安で
ある

1

熱中症対策として、夏の部活動を制限する基準を設けてほしい 1

土曜チャレンジスクールにも参加してみてほしい 1

特定のことに関する知識や技能を持つ方が、自身の知識や技能を生
かしてもらうような取組をしてはどうか

1

児童センターを増やしてほしい 1

学童保育の受け入れ数を増やす取組が必要 1

気軽にスポーツができる環境を整えてほしい 2

埼玉スタジアム２〇〇２での浦和レッズの試合について、地元の人を
優先して入れる取組をするとよい

1

さいたま市にプロのバスケットボールチームをつくってほしい 1

ポスターを使い「さいたまトリエンナーレ」を周知し、開催を続けてほしい 1

さいたま市にプロのオーケストラを置いてほしい 1

人口増加を考慮したまちづくりを行ってほしい 2

子どもが少ない地区が存在する要因として、市街化調整区域対策を検
討してほしい

1

「（仮称）アーバン・パレット」はできるだけ小さくしてほしい 1

武蔵浦和駅前の活性化をしてほしい 1

南与野駅と与野本町駅周辺について、建物の高さ制限をしてほしい 1

自転車レーンや歩道を整備してほしい 3

道路の整備をしてほしい 2

電線の地中化を推進してほしい 2

4

都市基盤
・
交通
(26件)

高齢者福祉
(7件)

医療
(2件)

生涯学習
(2件)

青少年
(2件)

市街地整備
(6件)

道路
(7件)

文化
(2件)

学校教育
(8件)

3

教育
・
文化
・

スポーツ
(18件)

2

健康
・
福祉
(24件)

スポーツ
(4件)
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公共交通の整備・拡充をしてほしい 5

桜区の発展のために、南与野駅を中心に交通の便を考えていくべき 1

地下鉄の延伸をすすめてほしい 1

見沼区の交通網を充実させてほしい 1

情報通信
(3件)

市のサービスについて、率先してＩＣＴを活用してほしい 3

高速道路の出口にドライバーが交代するターミナルをつくるべき 1

市の自転車推進の取組は、ほかの政令市にないものですばらしい 1

さいたま市ならではの施設の誘致や取組を進めることで、訪問人口が
増え、魅力の発信につながる

2

大宮駅東口の商店街の再開発による活性化が必要 1

インバウンドの面で、埼玉県と連携して取り組んでほしい 3

観光しやすいよう案内板や散策ルートを設置してほしい 3

市内の夏まつりのポスターを学校に掲示して宣伝するとよい 2

非正規雇用者を正規雇用者にすることと、介護職員を増やしてほしい 1

都内に通勤しなくても仕事ができる環境を整備するとよい 1

産業の活性化に取り組むとよい 2

見沼田んぼに、地元で生産されている農産物を地元や近隣の方々に
買っていただけるような施設をつくってほしい

2

災害時の対応について、ハード面の整備をしてほしい 4

防災士の組織化は大変よい取組である 2

住宅展示場に、個人の雨水対策を促すリーフレットを置くとよい 1

自転車専用信号機を取り付けてほしい 1

交通事故防止のための取組は、市民も参加するかたちで行うとよい 1

西区に街路灯を増やし、道路を明るくしてほしい 1

防犯カメラの設置が進むよう工夫してほしい 1

上水道
(1件)

水道事業が民営化になると、さいたま市に住みたいと思う人が減るこ
とが懸念される

1

国際交流
(1件)

増加していく外国人と共生していくために課題がある 1

コミュニティ活動
(1件)

大学生には地域の行事に積極的に参加してほしい 1

区の広聴活動や区民まつりについて、区を跨いで交流するとよい 2

多様なコミュニティの融合を図る必要がある 2

公園の整備をしてほしい 3

ボール遊びができる公園を増やしてほしい 2

図書館
(1件)

若者が気軽に立ち寄れて学習できる空間、環境を拡充してほしい 1

公民館
(1件)

若者が気軽に立ち寄れて学習できる空間、環境を拡充してほしい 1

市民活動サポートセンターの指定管理者制度を復活させてほしい 1

若者が気軽に立ち寄れて学習できる空間、環境を拡充してほしい 1

市営墓地の利用者募集をインターネットで行ってはどうか 1

利用できる公共施設を増やすため、学校を開放してはどうか 1

4

都市基盤
・
交通
(26件)

公共交通
(8件)

その他都市基盤
・交通　(2件)

7

交流
・

コミュニ
ティ
(6件) その他交流

・コミュニティ
(4件)

5

産業
・
経済
(17件)

産業振興
(3件)

観光
(8件)

労働・雇用
(2件)

その他産業
・経済
(4件)

8
公共施設
(11件)

公園
(5件)

コミュニティ施設
(2件)

その他公共施設
(2件)

6

安全
・

生活基盤
(12件)

防災、治水
(7件)

交通安全対策
(2件)

防犯
(2件)
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ふるさと納税の返礼品を見直してはどうか 2

歳入を増やす取組に一層力を入れてほしい 1

文化財や歴史的な建物を活用するとよい 2

暮らしやすい街、住みやすい街を目指すべき 2

特に若い人たちの考えがこれからのさいたま市を大きく発展させる 1

地域間で対立のない、連帯感の強いさいたま市になってほしい 1

人を孤立させない政策を行ってほしい 1

マイナス面にも目を向けて市政に取り組むべきである 1

広報・広聴・情報公開
(1件)

市報には市の様々な魅力が掲載されており、大変立派な冊子である 1

138

都市経営
・運営
(8件)

合　　計

9
その他
(12件)

行財政改革
(3件)
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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 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 % 

令和元年度 2,552 人  51.0 % 

在勤者調査 2,000 人  

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 % 

令和元年度 587 人  29.4 % 

④ 主な結果 

「住みやすさ」と「定住意向」の推移 
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 施策への満足度・不満度の推移（上位５項目） 

【満足度 上位５項目】 【不満度 上位５項目】
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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、732 人から 1,275 件の意見等が寄せられました。 

大項目 中項目 件数 

1  環境 

（ 88 件） 

 地球温暖化対策 2

 地域環境（騒音・振動、大気汚染・水質保全など） 10

 ごみの適正処理とリサイクル 27

 自然環境（緑、河川など） 19

 都市景観とまちの美化 27

 その他の環境 3

2 健康・福祉 

  （197件） 

 子育て支援 75

 高齢者福祉 39

 障害者福祉 13

 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 7

 食品・生活環境の安全 10

 その他の健康・福祉 19

3  教育・文化 

・スポーツ 

  （ 108 件） 

 学校教育 45

 青少年の育成 2

 生涯学習や施設（図書館、公民館など） 16

 スポーツ・レクリエーションの振興や施設 34

 地域文化の保全や芸術・文化活動 11

4  都市基盤・交通  

    （352 件） 

 公園の整備や緑化 42

 ＩＣＴ(情報通信技術）活用支援や行政サービスの電子化 7

 市街地の整備 51

 道路の整備や鉄道・バス輸送 252

5  産業・経済 

    （ 44 件） 

 商店街や中小企業、農業 17

 新しい産業や高度な業務機能の集積 2

 観光・シティセールス 20

 産業人材育成、就労支援や環境整備 5

6  安全・生活基盤 

 （ 151 件） 

 防災、治水対策や消防体制 20

 交通事故と防犯 106

 飲料水の供給や下水道の整備、住宅の整備 25

7  交流・ 

コミュニティ 

 （ 28 件） 

 人権、男女共同参画社会 6

 市民活動やコミュニティ活動 14

 国際化、恒久平和 8
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大項目 中項目 件数

8  その他・総合 

 （307 件） 

 総合（政策、制度など） 189

 総合（職員、組織など） 60

 市民意識調査 22

 その他 36

合   計 1,275

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、120 人から 165 件の意見等が寄せられました。 

大項目 中項目 件数 

1  環境 

（ 3 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 1

 自然環境（緑、河川など） 1

 都市景観とまちの美化 1

 その他の環境 0

2  健康・福祉 

    （ 12 件） 

 子育て支援 6

 高齢者福祉 1

 障害者福祉 0

 健康づくりと地域医療機関 4

 公共施設、交通関連施設などのバリアフリー 0

 食品・生活環境の安全 0

 その他の健康・福祉 1

3  教育・文化 

・スポーツ 

   （ 10 件） 

 学校教育 2

 青少年の育成 0

 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 5

 地域文化の保全や芸術・文化活動 3

4  都市基盤・交通 

   （ 60 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 0

 市街地の整備 14

 道路の整備や鉄道・バス輸送 42

5  産業・経済 

    （ 21 件） 

 商店街や中小企業、農業 4

 新しい産業や高度な業務機能の集積 0

 観光・シティセールス 17

 産業人材育成、就労支援や環境整備 0
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大項目 中項目 件数 

6  安全・生活基盤 

  （ 16 件） 

 防災、治水対策や消防体制 1

 交通事故と防犯 11

 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 

  （  3 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 0

 国際化、恒久平和 3

8  その他・総合 

    （ 40 件） 

 総合（政策、制度など） 26

 総合（職員、組織など） 1

 市民意識調査 1

 その他 12

合   計 165
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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：令和元年度は、７月、８月、11月、２月で計４回実施

７月調査  計 20 問 

運動やスポーツ（スポーツ振興課）、文化芸術活動（文化振興課）、家庭での災害時の備え

（防災課）、さいたま市水位情報システム（河川課） 

実施 ７／５～７／８ 

結果 ８月 30 日 インターネット上で公表 

８月調査  計 20 問 

さいたま市役所からの情報提供（広報課）、スイーツ（商業振興課）、自宅での節電や停電へ

の備え（未来都市推進部）、家庭での家具・家電の災害時の備え（防災課）、さいたま市消費

生活センターの認知度（消費生活総合センター）、農業（農業政策課） 

実施 ８／２～８／７ 

結果 ９月 30 日 インターネット上で公表 

11 月調査  計 20 問 

住宅（住宅政策課）、東京 2020 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）、食生活（健康増進課）、さいたま市の「電子行政サービス」（情報政策部）、ＳＤＧｓ（都

市経営戦略部） 

実施 11／１～11／７ 

結果 12 月 27 日 インターネット上で公表 

２月調査  計 20 問 

成人式（青少年育成課）、スポーツ（スポーツ政策室）、さいたま市の景観（都市計画課）、違反

広告物（都市計画課）、道の駅（経済政策課）、応急給水場所（水道総務課）、自転車損害保

険等の加入状況（市民生活安全課）、市報さいたま（広報課） 

実施 ２／１～２／５ 

結果 ３月 19 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。 

 令和元年度実施状況  ※所管課：市民生活安全課、人権政策・男女共同参画課 

件数
全10区で実施

○日時：月4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　9：00～12：00

○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

4,471合計

78

2,773

118

163

612

86

人権相談

交通事故・犯罪被害者相談

外国人生活相談

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

土地家屋調査士の登記相談

254

6

72

68

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

124

117

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 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% 

令和元年度 15 186 325 47 14.5% 

 令和元年度実績 

№ 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 
さいたま市第一種動物取扱業登録の審

査基準及び解説（案） 

動物愛護ふれあい

センター 
0 0 0 

2 
さいたま市特定動物飼養・保管許可の審

査基準及び解説（案） 

動物愛護ふれあい

センター 
0 0 0 

3 
国民年金に関する事務に係る「特定個人

情報保護評価書（全項目評価書）」（素案）
年金医療課 1 1 0 

4 

地方税賦課徴収に関する事務に係る「特

定個人情報保護評価書（全項目評価書）」

改訂版（素案） 

市民税課 1 1 0 

5 

介護保険に関する事務に係る「特定個人

情報保護評価書（全項目評価書）」改訂

版（素案） 

介護保険課 2 6 3 

７ パブリック・コメント 
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6 （仮称）GCS プラン骨子案 
東日本交流 

拠点整備課 
67 199 11 

7 

「さいたま市被保護者等住居・生活・金

銭管理サービス提供事業の業務の適正

化等に関する条例」の改正について 

生活福祉課 2 4 0 

8 さいたま市国民保護計画（変更案） 危機管理課 4 24 9 

9 

住民基本台帳に関する事務に係る「特定

個人情報保護評価書（全項目評価書）」

改訂版（素案） 

区政推進部 2 8 3 

10

健康増進事業に関する事務に係る「特定

個人情報保護評価書（全項目評価書）」

改訂版（素案） 

地域保健支援課 1 1 0 

11

予防接種事業に関する事務に係る「特定

個人情報保護評価書（全項目評価書）」

改訂版（素案） 

疾病予防対策課 1 1 0 

12
第２期さいたま子ども・青少年のびのび

希望（ゆめ）プラン（素案） 
子育て支援政策課 97 45 6 

13

国民健康保険（賦課・徴収）に関する事

務に係る「特定個人情報保護評価書（全

項目評価書）」改訂版（素案） 

国民健康保険課 3 20 12 

14

国民健康保険（資格・給付）に関する事

務に係る「特定個人情報保護評価書（全

項目評価書）」改訂版（素案） 

国民健康保険課 2 8 3 

15
さいたま市公衆浴場法施行条例の一部

を改正する条例（骨子案） 
生活衛生課 3 7 0 

合  計 186 325 47 
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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（70 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等により行います。 
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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 

 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 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 

令和元年度 388,391 23 1,317 389,731 

８ コールセンター 
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② 令和元年度月別受付件数 

平成 31年

4月 

令和元年

5月 
6月 7 月 8月 9月 10月 11月 12 月 

令和 2年

1月 
2月 3 月 

受付件数 33,534 32,016 32,192 35,177 30,849 30,888 35,725 29,149 28,552 29,901 33,125 38,623 

（内電話） 33,432 31,932 32,110 35,068 30,763 30,770 35,597 29,056 28,455 29,802 33,022 38,384 

（内ＦＡＸ） 1 1 0 2 1 1 4 1 2 3 1 6 

（内電子メール） 101 83 82 107 85 117 124 92 95 96 102 233 

ＦＡＱ 

アクセス件数 
15,994 16,356 14,978 17,290 18,296 15,543 12,881 13,619 13,327 19,410 19,651 28,591 

（件） （件） 
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③ 令和元年度曜日別受付件数 

 月 火 水 木 金 土 日 

受付件数 78,974 76,622 70,375 70,062 71,821 12,366 9,511

（内電話） 78,801 76,418 70,162 69,786 71,625 12,225 9,374

（内ＦＡＸ） 4 5 2 4 4 3 1

（内電子メール） 169 199 211 272 192 138 136

④ 令和元年度時間帯別受付件数<参考数値> 

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 18,912 52,004 50,395 46,140 34,005 41,375 41,258 41,046 40,423 15,788 3,857 2,465 2,036 22 

（内電話） 18,652 51,923 50,335 46,100 33,892 41,236 41,161 40,975 40,294 15,691 3,782 2,383 1,962 0 

（内 FAX） 0 2 2 2 2 1 0 4 5 1 1 0 2 1 

（内ﾒｰﾙ） 260 79 58 38 111 138 97 67 124 96 74 82 72 21 

（件） 

（件） 
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 令和元年度サービス指標 

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 99.4 %

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 
 61.3 %

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 
 74.6 %

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 99.4 %

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 
33.6 %

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 
 58.5 %

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  99.5 %

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 
35.7 %

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 
 62.1 %

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 
5.57 秒

平均応答率 着信にオペレーターが応答した割合 94.2 %

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） 
4.96 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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 令和元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 令和元年７月 20 日（土） ～ 令和元年８月 15日（木） 

第２回 令和２年１月 25 日（土） ～ 令和２年２月 25日（火） 

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 390 人 380 人 

４ 10 人 18 人 

３ 3 人 2 人 

２ 0 人 0 人 

１ 0 人 0 人 

合 計 403 人 400 人 

平均点 4.96 点 4.95 点 

④ 主な意見 

・電話がすぐにつながって、素早く対応してもらえた。 

・自分が気付かない点まで案内してもらって助かった。 

・ホームページでは分からなかった情報を教えてくれた。 

・こちらの質問にしっかりと丁寧に答えていただき、説明もとても分かりや 

すかった。 

・事務的ではなく、ハートフルに案内してもらえた。 

・説明は分かりやすかったが、メモを取るためにもっとゆっくり話してほし 

かった。 

・可もなく不可もない。 

・担当の電話番号だけ教えていただければよかった。 
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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 

令和元年度 187 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 

-48-



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。令和元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。 

 令和元年度子どもの提案制度 募集テーマ   

№ テーマ 担当課 

１ クルマよりも徒歩・自転車または公

共交通機関を利用する社会にするに

は 

環境対策課 

２ さいたま市が文化芸術都市として発

展するためには 

文化振興課 

３ 読書が苦手な友達を図書館に誘った

り本を勧めたりするには 

資料サービス課 

 令和元年度実績 

意見提出件数 意見項目数 

1,794 件 2,482 件 

10 子どもの提案
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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、さいたま市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） 
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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。 

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
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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 

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。 

（発意者の個人情報に関する項目の削除） 

第１７条 広聴課は、データベースに登録された市民の声について、当該市民の声を受け

付けた日の属する年度の翌年度の４月１日から５年を経過した後、データベースから発

意者の個人情報に関する項目の削除を行う。 

（その他） 

第１８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 
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（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１

２月３１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。 

 附 則  

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成３１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。



- 74 -

 （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）テーマから逸脱した内容のもの 

（４）18 歳以上の者から提出されたもの 

（５）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。 

この要綱は、平成３１年４月１日より施行する。 
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