
 

平成２９年度 さいたま市 中央区 

区長マニフェスト評価書 
 

■はじめに 
 
中央区役所では、平成２９年度に中央区が取り組む、主な事業を区長マニ

フェストにまとめ、平成２９年４月に区民の皆様に公表しました。 

「区民の皆様に親しまれる区役所」の実現を目指し、区民との協働によるま

ちづくりを基本姿勢として、各種事業を実施してまいりました。 

区長マニフェストについては、次年度に検証評価することとしており、事業の

「目的・目標」と、その「実績」に対して、「区長評価」、「一般評価（アンケート）」

及び「有識者評価（アンケート）」を行いました。 

このたび、その結果を、『区長マニフェスト評価書』にまとめましたので、ご覧

ください。 
 

 

平成３０年７月 中央区長  坂本 知子 
 

 
■評価方法 
 
以下の３つの方法により評価しました。 

１．区長評価 
    実施した事業の実績を基に、以下の評価ランクから、区長自らが評価しました。 

５：目標をかなり上回った 

４：目標をやや上回った 

３：目標どおりだった 

２：目標をやや下回った 

１：目標をかなり下回った 
 

２．一般評価（アンケート） 
●期 間：平成３０年５月１８日～６月１日 

   ●設 問：本評価書５頁『検証評価（詳細）』をご覧ください。 

   ●対象者：無作為抽出で１８歳以上の１年以上居住している中央区在住者１，５００人 

（うち、４１２人回答） 

   ●選択肢：（ア）十分、（イ）おおむね十分、（ウ）やや不十分、（エ）不十分、（オ）わからない 
 

３．有識者評価（アンケート） 
●期 間：一般評価と同じ。 

●設 問：一般評価と同じ。 

●対象者：中央区コミュニティ協議会加盟団体代表者５０人（うち、２６人回答） 
 ●選択肢：一般評価と同じ。 
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            ※詳細な事業内容は、５頁『検証評価（詳細）』をご覧ください。 
 

１．評価結果 

（１）事業の評価について 

取組名／事業名 
区長※１

評価 

  アンケート※２ 

一般 有識者

１ 「区民との協働によるまちづくり」への取組 

 （１）区民まつりの開催 ３ ８４％ ８４％

 （２）花 de 植花夢(ウェルカム)まちづくりの実施 〔拡大〕 ４ ８４％ ９２％

２ 「交流（ふれあい）が育む「健幸」※３なまちづくり」への取組 

 （１）ふるさとウォーキングの実施 ４ ８０％ ７５％

 （２）「ますます元気教室」の開催 〔新規〕 ３ ６５％ ６７％

 
（３）シルバーポイント事業及び 

アクティブチケット交付事業の実施 
３ ６０％ ５４％

３ 「安全・安心なまちづくり」への取組 

 （１）交通安全啓発と身近な生活環境の保持 ４ ７２％ ８８％

 （２）中央区みんなで支えるネットワーク事業 ３ ６１％ ６４％

 （３）防犯啓発活動の実施 〔拡大〕 ３ ５８％ ７６％

 （４）地域防災力の向上 ３ ６１％ ７４％

４ 「にぎわいのあるまちづくり」への取組 

 （１）区民ギャラリーの開設 〔拡大〕 ４ ８４％ ７６％

 （２）与野本町駅周辺まちづくりの推進 ２ ４７％ ５０％

 （３）区の花バラのＰＲ 〔拡大〕 ４ ８８％ ８８％

５ 「子育てしやすいまちづくり」への取組 

 （１）子どもがつくるまち「ミニ中央区」の開催 〔新規〕 ３ ６５％ ６８％

 （２）育児学級の実施 ４ ８３％ ８６％

 （３）妊娠・出産包括支援 ５ ９１％ ９０％

６ 「親しみやすい区役所づくり」への取組 

 （１）中央区役所婚姻届提出記念写真サービス ５ ８９％ ９６％

 （２）中央区ふれあい出前講座 〔新規〕 ４ ８０％ ７９％

 

検証評価(まとめ) 
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※１ 区長評価 

５：目標をかなり上回った、４：目標をやや上回った、３：目標どおりだった 

２：目標をやや下回った、１：目標をかなり下回った 

 

※２ アンケートの割合については、５つの選択肢（「（ア）十分」、「（イ）おおむね十分」、「（ウ）やや不 

十分」、「（エ）不十分」、 「（オ）わからない」）のうち、「（５）わからない」と回答いただいた数を除く 

選択総数における、「（ア）十分」、「（イ）おおむね十分」の選択数の割合です。 

 

※３ 「健幸」とは、身体面の健康だけでなく、人々が生きがいを感じ、心豊かな生活を送れることをいい

ます。 

 

 

（２）今後、中央区で重点的に取り組んでほしい分野について（一般評価） 

 
 
 
 

（３）主な分析について 

○「今後、中央区で重点的に取り組んでほしい分野」の各年代別内訳（一般評価） 

 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０歳以上

１ 自然・環境に関する取組 １５％ ４％ １１％ ２０％ １５％ ２０％

２ 健康・福祉に関する取組 ３９％ ４４％ ３４％ ２６％ ３６％ ３７％

３ 歴史・文化・伝統に関する取組 ３％ ９％ ８％ ９％ ８％ ５％

４ 安全・生活環境に関する取組 ３８％ ３７％ ４０％ ３８％ ３５％ ３１％

５ 地域交流に関する取組 ５％ ７％ ８％ ８％ ７％ ７％

 
 ※ 小数点以下は四捨五入しているため、各項目の合計が 100%にならない場合があります。 

取 組 分 野 

要 望 割 合 

２９年度 ２８年度 ２７年度 ２６年度 

１ 自然・環境に関する取組 １５％ １３％ １３％ １４％

２ 健康・福祉に関する取組 ３５％ ３７％ ３５％ ３６％

３ 歴史・文化・伝統に関する取組 ７％ ８％ ８％ ９％

４ 安全・生活環境に関する取組 ３６％ ３６％ ３９％ ３５％

５ 地域交流に関する取組 ７％ ６％ ５％ ６％
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２．総評  
 

●事業について 

 区長評価では、全１７事業のうち、評価５（目標をかなり上回った）を２事業、評価４

（目標をやや上回った）を７事業、評価３（目標どおりだった）を７事業、評価２（目標

をやや下回った）を１事業としました。 

 区長評価を「評価５」とした「妊娠・出産包括支援」及び「中央区役所婚姻届提出記念

写真サービス」、区長評価を「評価４」とした「区の花バラのＰＲ」の３事業については

「（ア）十分」と「（イ）おおむね十分」の割合が一般評価・有識者評価ともに８５％を超

える高い評価をいただきました。 

一方で、新規事業の「「ますます元気教室」の開催」と「子どもがつくるまち「ミニ中

央区」の開催」については、目標を達成したものの一般評価・有識者評価ともに６０％

代と低い評価となりました。また、区長評価で「評価２」とした「与野本町駅周辺まちづ

くりの推進」については、目標に達しなかったこともあり、一般評価４７％・有識者評

価５０％と区長評価と同様に厳しい評価となりました。 
 

●重点的に取り組んでほしい分野について 

例年と同様に「２ 健康・福祉に関する取組」と「４ 安全・生活環境に関する取組」の

割合が高い傾向にあり、関心の高さがうかがえます。また、このふたつを年代別にみる

と、２０代、３０代及び６０代以上は「２ 健康・福祉に関する取組」についての関心の

方が高く、逆に４０代と５０代では「４ 安全・生活環境に関する取組」についての関心

の方が高いという結果となりました。 
 

●まとめ・今後の方向性について 

（１）重点的に取り組んでほしい分野として「４ 安全・生活環境に関する取組」につ

いてが、全体の３６％で最も高い要望割合となりました。区民の皆様の関心が特

に高い分野ですが、関連する事業の「防犯啓発活動の実施」及び「地域防災力の向

上」は、一般評価で約６０％の評価となりました。一方で、「交通安全啓発と身近

な生活環境の保持」については、一般評価・有識者評価で平均８０％と比較的高い

評価をいただきましたが、今回のアンケート結果を踏まえ、今後もさらなる事業

の拡大や内容の充実を図りながら、安全・安心なまちづくりを進めてまいります。 

（２）「２ 健康・福祉に関する取組」についても、例年関心が高く、重点的に取り組ん

でほしいと要望が多い分野です。「交流（ふれあい）が育む「健幸」なまちづくり」

への取組として、「ふるさとウォーキングの実施」については、約８０％の評価と

なりましたが、「シルバーポイント事業及びアクティブチケット交付事業」では特

に７０代以上の方からの評価が低く、一般評価・有識者評価ともに５０％代の厳

しい評価をいただきました。一方で、「子育てしやすいまちづくり」の取組として、

「育児学級」では昨年度同様高い評価をいただきました。また、昨年度厳しい評価

となった「妊娠・出産包括支援」については、目標を大きく上回り、一般評価・有

識者評価ともに９０％の高い評価をいただきました。引き続き事業の充実を図り、

子どもから高齢者まで元気に健康で暮らせるまちづくりを目指してまいります。 

※文中の割合は、５つの選択肢のうち、「（５）わからない」と回答いただいた数を除く

選択総数における、「（ア）十分」、「（イ）おおむね十分」の選択数の割合です。 
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（３）「親しみやすい区役所づくり」として、「中央区役所婚姻届提出記念写真サービス事

業」については、昨年度に続き高評価となり、特に有識者評価では９６％の高評価

をいただきました。引き続き満足いただけるように事業を継続してまいります。 

（４）昨年度のアンケートからマニフェストの認知度についての設問を設け、その結

果から「区長マニフェスト」の認知度が大変低いことがわかりました。その反省か

ら平成２９年度に新規事業として「中央区ふれあい出前講座」を実施し、区長マニ

フェストの周知を図ってまいりましたが、結果は昨年度と同様に低いものとなり

ました。今回の結果を踏まえ、ふれあい出前講座の積極的な開催や周知方法を工

夫し、より多くの区民の皆様にご覧いただけるよう改善を図ってまいります。 

 

 

 

 

              
※      内は、アンケートの質問内容です。 

 
質問１ 平成２９年度に中央区では、１～６の取組について、さまざまな事業を行いま 

した。 
次の各事業について、「目的・目標」及び「事業概要・実績」並びに「区長評 

価」をご覧いただき、設問にお答えください。（該当する記号［（ア）～（オ）］ 
を○で囲んでください）  

 

 

１ 「区民との協働によるまちづくり」への取組 

（１） 区民まつりの開催 

目的・目標 

区民・団体及び行政との協働により、一層の区民相互の触れ合いと

連帯感及び郷土意識の醸成を深めるため、実行委員会と区の共催によ

り区民まつりを 2 日間開催します。 

[目標：アンケート満足度 80%以上] 

事業概要・ 

実績 

11 月 4 日（土）、5 日（日）の 2 日にわたり、天候にも恵まれ、延べ約

10 万人の方にご来場いただきました。区役所駐車場会場にも場内放送

スピーカーを新たに設置したことで「ステージの様子がよくわかり、区民

まつり全体に一体感が生まれた」など、アンケートによる満足度も 85.7%と

高評価をいただきました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

区内の各種団体より選出された方々で構成する区民ま

つり実行委員会と数か月にわたる協議を得て、区内で活動

されている方々によるステージ発表や庁舎周辺では活気あ

ふれる出店を行うことで、区内外から多くの来場者に喜ん

でいただけ目標を上回ることができました。 

今後も郷土意識の醸成や地域住民の連帯を目指して取

り組んでまいります。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４０３件） ５６件 ２２８件 ４１件 １４件 ６４件 

有識者(回答数：２６件)  ８件  １３件  ４件  ０件  １件 

検証評価（詳細） 
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（２） 花 de 植花夢(ウェルカム)まちづくりの実施 〔拡大〕 

目的・目標 

自治会・児童センター・コミュニティセンターの協力により、花の植栽を

行うほか、区内イベント開催時に花の苗等を配布し、身近な場所に花が

感じられる機会を提供します。 

                 [目標：植栽等 18 回] 

事業概要・ 

実績 

自治会や区内児童センターに加え、今年度より区内コミュニティセン

ター2 か所で春と秋に花苗の植栽活動を行いました。また、区内行事の際

に花の種等を配布したことにより、21 回の活動を行うことができました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

４ 

自治会や児童センター及びコミュニティセンターのご協

力により、目標を上回る植栽等ができました。この活動を通

して区内外から訪れる方々に四季を感じていただくととも

に、身近な場所に花が感じられる機会を創出することがで

きました。 

今後も花を身近に感じられる機会を増やせるよう取り組

んでまいります。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４０６件） １０４件 １９７件 ４７件 １０件 ４８件 

有識者(回答数：２６件)   ５件  １８件  ２件  ０件  １件 

 

 

２ 「交流（ふれあい）が育む「健幸」なまちづくり」への取組 

（１） ふるさとウォーキングの実施 

目的・目標 

区民の健康増進と区内の魅力発見に役立てるため、ウォーキングコ

ースの周知を図るとともに、ウォーキングコースを活用した事業を実施し

ます。                  

[目標：アンケート満足度 80%以上] 

事業概要・ 

実績 

3 月 3 日（土）に約 6 ㎞の周回コースを歩きました。昨年度を上回る

170 人にご参加いただき、「自分のペースでゆっくり歩けた」「足の神社が

あることを知った」など、アンケートによる満足度も 98%と高評価をいただ

きました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

４ 

天候にも恵まれ、区内外より参加された方々に区内の見

どころを発見していただくウォーキングを実施し、目標を大

きく上回ることができました。 

今後も区内の見どころをご案内しつつ、誰でも気軽に参

加し、健康増進が図れる事業になるよう取り組んでまいりま

す。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４０７件） ８４件 １８３件 ５１件 １８件 ７１件 

有識者(回答数：２６件)  ５件  １３件  ６件  ０件  ２件 
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（２）  「ますます元気教室」の開催 〔新規〕 

目的・目標 

高齢者が自立した生活機能を維持し、要介護状態等になることをでき

る限り防止するため、簡単な運動や口腔ケア、認知症予防等の講習を

行う「ますます元気教室」を開催します。   

[目標：年 15 コース実施] 

事業概要・ 

実績 

「ますます元気教室」を区内 5 か所の公民館で各 3 コース開催しまし

た。降雪により教室を中止した日もありましたが、目標の 15 コース全て開

催でき、サロン会や会議等の様々な機会を捉えて周知を図った結果、

定員に対して 83%の参加をいただきました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

誰もが住み慣れた地域でいつまでも元気に暮らしていた

だくため、効果的な介護予防の取組として、「ますます元気

教室」を開始しました。 

今後は、更に多くの皆さんに参加していただき、健康寿

命の延伸につなげてまいります。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４０５件） ４６件 １６８件 ９５件 １９件 ７７件 

有識者(回答数：２６件)  ３件  １３件  ７件  １件  ２件 

 

（３）  シルバーポイント事業及びアクティブチケット交付事業の実施 

目的・目標 

高齢者の地域交流活動等の支援を通じて、高齢者の生きがいや健

康づくり、介護予防、ボランティア活動等の推進を図るため、シルバーポ

イント事業及びアクティブチケット交付事業を実施します。 

[目標：シルバーポイント事業の長寿応援ポイント登録者 2,100 人、 

アクティブチケット交付者 1,000 人] 

事業概要・ 

実績 

窓口での積極的な説明のほか、各種団体会議での説明やチラシの

配布を行い、長寿応援ポイントの登録者数は 2,184 名、アクティブチケッ

ト交付者数は 1,142 名となりました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 
様々な機会を通じ事業のＰＲに努めたことにより、多くの

方に事業に参加していただき、シニア世代の生きがい・健

康づくり活動や交流活動の促進を図ることができました。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４０６件） ３７件 １４６件 １００件 ２４件 ９９件 

有識者(回答数：２６件)  ５件   ８件  １０件  １件  ２件 
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３ 「安全・安心なまちづくり」への取組 

（１）交通安全啓発と身近な生活環境の保持 

目的・目標 

交通事故防止と身近な生活環境保持のため、関係機関と連携した自

転車安全利用啓発活動の実施、街路灯ＬＥＤ化の推進、道路パトロー

ルの強化による迅速な道路修繕を行います。 

[目標：街頭啓発活動毎月 1 回、街路灯ＬＥＤ化 200 基、 

道路パトロール週 2 回以上] 

事業概要・ 

実績 

街頭啓発活動を 14 回実施することで、交通事故防止の意識向上を

図りました。また、ＬＥＤ街路灯を 230 基設置することで、身近な生活環境

の向上を図ることができました。さらに、道路パトロールを週 2 回以上の

169 回実施することで、迅速な修繕を行うことができ、区民の安全・安心

を確保しました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

４ 

街頭啓発活動、街路灯 LED 化、道路パトロールともに目

標を上回り実施し、交通事故防止と身近な生活環境の保持

に寄与しました。 

 今後も継続して取り組んでまいります。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４０４件） ７４件 １９１件 ６７件 ３５件 ３７件 

有識者(回答数：２６件)  ６件  １５件  ３件  ０件  ２件 

 

（２） 中央区みんなで支えるネットワーク事業 

目的・目標 

障害福祉サービス事業所相互の情報交換を実施する連絡会及び専

門家による研修会を開催し、事業所が研鑽を積み、提供するサービスの

向上を促すことにより、障害のある方が差別や虐待とは無縁で、自分が

望む暮らしができるまちづくりを目指します。 

[目標: 連絡会及び研修会を年 3 回] 

事業概要・ 

実績 

連絡会及び研修会を 3 回開催しました。開催時間帯について事業所

からの希望を聞いたり、講演後のグループワークの時間を充分に確保し

たりするなどの工夫をしたところ、終了後のアンケートでは、90％以上の

事業所から「大変有意義だった」・「有意義だった」との回答を得られまし

た。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

会議では、障害福祉サービス事業所の皆さん同士が積

極的に情報交換する光景が見られました。 

今後もサービスの向上に向け、なお一層のネットワーク

づくりに努めてまいります。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４０６件） ３７件 １４３件 ９７件 ２０件 １０９件 

有識者(回答数：２５件)  ２件  １２件  ７件  １件   ３件 
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（３） 防犯啓発活動の実施 〔拡大〕 

目的・目標 

区民の防犯意識の向上のため、中央区防犯協議会と連携した防犯

啓発活動や一般参加できる講演会を実施します。また、職員による青色

防犯パトロールを実施します。 

[目標: 講演会年 2 回、青色防犯パトロール週 3 回]

事業概要・ 

実績 

中央区防犯協議会との共催で、4 月 25 日(火)と 12 月 21 日（木）に防

犯講演会を開催し、382 名の方に参加いただきました。また、区民まつり

では防犯に関するクイズラリーを行い、1,678 名の方にクイズにご参加い

ただきました。さらに、職員同士の連携により、毎週 3 回、青色防犯パト

ロールを実施し、区内の安全・安心を確保しました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

中央区防犯協議会と共催で開催した防犯講演会には、

たくさんの子どもたちにも参加していただき、とても有意義

な講演会となりました。 

また、職員による青色防犯パトロールを区内くまなく実施

することができました。 

引き続き防犯に関する取り組みを継続してまいります。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４０６件） ４５件 １５７件 １２１件 ２８件 ５５件 

有識者(回答数：２６件)  ６件  １３件   ５件  １件  １件 

 

（４） 地域防災力の向上 

目的・目標 

区内の全避難所において、区災害対策本部との連携を含めた防災

訓練を実施します。また、区内防災関係団体の連携、災害に対する意

識の向上と地域防災力の強化に向けた連絡会議の開催と講演会を実

施します。 

[目標:防災訓練 14 箇所、連絡会議 年 3 回、講演会 年 1 回] 

事業概要・ 

実績 

区内 14 箇所の避難所と区災害対策本部、消防局、警察署が連携し

た防災訓練を 6 月 11 日（日）に 977 名の参加により実施しました。 

また、自主防災組織連絡会を 3 回、講演会を 1 回開催することによ

り、協力体制や組織基盤の強化を図る取り組みを推進することができま

した。さらに、自主防災組織に対し地区防災計画の策定を促すことによ

り、災害に対する意識の向上と防災力の強化に努めました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

6 月に避難所と区対策本部、消防局、警察署とが連携し

多くの区民の参加により防災訓練を実施できました。 

また、自主防災組織連絡会を開催することにより、自主

防災組織の横の連絡・連携の強化を図り、災害時に一層の

協力体制の強化を図ってまいります。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４０９件） ３９件 １７３件 １１７件  １９件 ６１件 

有識者(回答数：２５件)  ５件  １２件   ５件   １件  ２件 
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４ 「にぎわいのあるまちづくり」への取組 

（１） 区民ギャラリーの開設 〔拡大〕 

目的・目標 

「芸術のまち中央区」を広く周知し、区民等との協働により地域資源や

観光情報をＰＲするため、中央区役所の食堂棟において絵画展や写真

展示を行います。また、市民活動団体による展示などを行います。 

[目標:アンケートの満足度 80％以上]

事業概要・ 

実績 

「バラ」や「与野七福神まつり」などの写真展示を行い、区内の地域資

源を PR しました。 

また、中央区美術家協会による「絵画」や大正時代まつり実行委員会

による「写真コンテスト受賞作品」など区内の団体との協働による展示を

行い、アンケート満足度 94.4%と高評価をいただきました。 

さらに、市内で開催された「世界盆栽大会」に伴い、大宮盆栽美術館

と協力し、「盆栽」をテーマにした写真展を開催しました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

４ 

区内の様々な催し物の写真や中央区美術家協会による

絵画、ボランティアグループの絵手紙作品など、年間を通し

て多くの方に区民ギャラリーへお越しいただき、ひと時の心

地よい空間を楽しんでいただきました。 

引き続き趣向を凝らさしたギャラリーとして継続してまいり

ます。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４０６件） ８１件 ２１７件 ４２件 １６件 ５０件 

有識者(回答数：２６件)  ６件  １３件  ５件  １件  １件 

 

（２） 与野本町駅周辺まちづくりの推進 

目的・目標 

与野本町駅と芸術劇場を結ぶアートストリートエリア内に著名な俳優

の「手形レリーフ」の設置を行うほか、芸術劇場と地域の連携を支援しま

す。 

[目標: 手形レリーフ設置数 4 基]

事業概要・ 

実績 

彩の国さいたま芸術劇場で平成 10 年より続いているシェイクス

ピア・シリーズの作品に出演された俳優を対象に折衝しましたが、今

年度の手形レリーフの設置数は 3 基となりました。 

また、芸術劇場を活用した事業の支援や、与野本町駅周辺地区まち

づくり推進協議会と芸術劇場と地域が連携したまちづくりの今後の取組

について意見交換等を行いました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

２ 

シェイクスピア・シリーズの出演俳優の「手形」をいただく

ための折衝が調わず、4 基分設置予定中 3 基の設置となり

ました。今後も、与野本町駅から芸術劇場までのアートの空

間創出に取り組んでまいります。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４１０件） ３８件 １１６件 １０５件 ７２件 ７９件 

有識者(回答数：２５件)  ４件   ７件   ８件  ３件  ３件 
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（３） 区の花バラのＰＲ 〔拡大〕 

目的・目標 

バラの写真展及びバラの剪定講習会の開催、区内の学校にバラ苗の

植栽を実施するほか、イベント時や庁舎内に折り紙で作ったバラのPRを

行うことにより、「区の花バラ」を広く周知し、地域資源であるバラを通じて

多くの区民が協力し、まちを美しくする活動を盛り上げます。 

[目標:写真展応募作品数 60 点、  

バラの手入れ講習会参加者数 60 人] 

事業概要・ 

実績 

バラの写真展の応募作品は、107 点にのぼり、1 月 20 日(土)に開催し

た剪定講習会についても 57 名の参加があり、実施内容を再検討するこ

とで前年度を上回ることができました。 

その他のバラに関する業務と合わせて、広く「バラのまち」を周知する

ことができました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

４ 

写真展は目標を大きく上回る数の応募があり、多くの

方々に作品を楽しんでいただきました。 

また、剪定講習会は、午前・午後の 2 回に分けて実施した

ことにより、応募者全員の方に「区の花バラ」に親しんでい

ただくことができました。 

今後も地域資源であるバラを通じ「区の花バラ」を広く周

知する事業を継続してまいります。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４０７件） １００件 ２３１件 ３４件 １０件 ３２件 

有識者(回答数：２６件)   ４件  １７件  ３件  ０件  ２件 

 

 

５ 「子育てしやすいまちづくり」への取組 

（１） 子どもがつくるまち「ミニ中央区」の開催 〔新規〕 

目的・目標 

まちづくりや様々な職業をシミュレーションする遊び「ミニ中央区」を開

催し、子どもたちの主体性やコミュニケーション力を伸ばし、社会性やま

ちづくりの参画意識を育てます。 

[目標: アンケートの満足 90％以上]

事業概要・ 

実績 

9 月 10 日（日）に開催し、中央区では初めて行ったイベントでしたが、

子どもたちが頑張った結果、事故もなく、イベント後のアンケートでは、

97.7%の方から「楽しかった」と回答を得られました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

３ 

学校や学年の枠を超え、子どもたちが知恵を絞り工夫を

しながら、楽しい「ミニ中央区」を創り上げていました。 

事前の準備、当日の運営に当たった子どもスタッフや当

日参加した子どもたちの主体性やコミュニケーション力を伸

ばせるよう引き続き取り組んでまいります。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４０７件） ４５件 １５８件 ８６件 ２５件 ９３件 

有識者(回答数：２６件)  ２件  １３件  ６件  １件  ４件 
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（２） 育児学級の実施 

目的・目標 

親同士のふれあいや仲間づくりの場として、おおむね 2～4 か月の乳

児とその保護者を対象に、親子のふれあいや育児について学ぶことを

目的とした教室を 1 回の定員を 38 組から 45 組に増員して実施します。

[目標: 年 6 回実施]

事業概要・ 

実績 

教室を 6 回実施し、アンケートから教室内容に満足できたとの回答が

86.2％と高評価をいただきました。参加された母同士が連絡先を交換

し、その後もつながりを持ちながら育児されている状況もあります。定員

を 45 組に増やしたことで、参加したい方をお断りすることなく、市民の満

足度の高い教室運営ができ、子育てしやすいまちづくりに寄与すること

ができました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

４ 

前年度より定員を増やしたことにより、申込者全員に参加

していただくことができました。 

少しでも育児不安を軽減していただけるよう、今後も事業

の充実を図ってまいります。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４０９件） ６０件 ２１２件  ４３件 １１件 ８３件 

有識者(回答数：２６件)  ５件  １４件   ３件  ０件  ４件 

 

（３） 妊娠・出産包括支援 

目的・目標 

妊娠期から出産前後のさまざまなニーズに対して総合的相談、支援

をワンストップで提供することを目的とした妊娠・出産包括支援センター

を開設しています。母子保健相談員を配置し、妊娠届時から必要な方

への支援を行っていきます。 

[目標: 支援を行った人数 300 人]

事業概要・ 

実績 

620 人の方への支援を行いました。10 区で妊娠・出産包括支援センタ

ー事業が始まり、さいたま市の出産医療機関へ事業の周知をしたことも

あり、支援者数の増加につながりました。 

また、産婦健診が始まったことにより、医療機関との連絡も増え、妊産

婦を支える関係機関と連携がとりやすくなり、より支援者のためになった

と考えられます。 

想定以上に、妊娠届時から多数の方に総合的相談、適切な支援を提

供することができました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

５ 

妊娠の届出をした方に積極的にアプローチをした結果、

多くの方に支援を行うことができました。 

今後も関係機関との連携を図りながら、支援を行ってま

いります。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４０８件） １１０件 １８５件 ２０件 １１件 ８２件 

有識者(回答数：２６件)   ８件  １０件  ２件  ０件  ６件 
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６ 「親しみやすい区役所づくり」への取組 

（１） 中央区役所婚姻届提出記念写真サービス 

目的・目標 

区民満足度の向上と明るい区役所づくりを目指し、中央区役所に婚

姻届を提出した方に記念となる写真を撮影し台紙に入れてプレゼントす

るサービスを提供します。 

[目標: 150 組に提供]

事業概要・ 

実績 

中央区役所に婚姻届を提出された 567 組のうち 230 組に記念写真を

提供しました。そのうち 126 組の写真を区役所ロビーに掲示させていたく

ことにより、「ロビーの雰囲気が明るくなった」「区役所が親しみやすくな

った」等の意見が寄せられています。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

５ 

中央区に婚姻届を提出された方への、記念写真をロビ

ーに展示し、幸せな空間を区役所にお越しいただいた

方々と共有することで、親しみやすく明るい区役所づくりに

なくてはならないサービスとなっております。 

引き続き継続してまいります。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４０６件） １２９件 １６２件  ２５件  １１件 ７９件 

有識者(回答数：２６件)  １１件  １２件   １件   ０件  ２件 

 

（２） 中央区ふれあい出前講座 〔新規〕 

目的・目標 

区長マニフェストに掲載する事業、市民生活にかかわる区の取組やイ

ベント等の説明にうかがい積極的にＰＲすることで、区役所を身近に感じ

てもらうとともに区民との交流（ふれあい）を深めます。 

[目標: 年 40 回開催]

事業概要・ 

実績 

中央区ふれあい出前講座を 43 回開催し、区民の皆様に区の取り組

みを PR させていただき、それと同時に交流（ふれあい）を深めさせてい

ただきました。特に、今年度から実施している区の花バラの折り方講座

は好評で、7 回実施しました。 

区長評価 

ランク 評   価   内   容 

４ 

区長マニフェストをメインに「中央区ふれあい出前講座」

を実施、区役所から区民の皆様のところに出向いて、区の

取り組みをお知らせする機会をいただくことができました。 

引き続き区の業務全般に渡り、交流（ふれあい）を図って

まいります。 

この事業の取り組みについてどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
（ア）十分 （イ）おおむね十分 （ウ）やや不十分 （エ）不十分 (オ）わからない

一 般（回答数：４０６件） ５４件 ２０２件  ５１件 １４件 ８５件 

有識者(回答数：２５件)  ５件  １４件   ５件  ０件  １件 
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質問２ 今後、あなたが中央区で重点的に取り組んでほしいと思う分野を２つ選んでく 
   ださい。（該当する番号を○で囲んでください） 
 
 

選 択 肢 
回答件数 

一般 有識者

１ 自然・環境に関する取組 

 自然環境の保全・再生 

 緑化の推進 

 リサイクル活動 など 

１１６  ８ 

２ 健康・福祉に関する取組 

 子育て支援 

 高齢者支援、障害者支援 

 健康づくり など 

２８０ １６ 

３ 歴史・文化・伝統に関する取組 

 生涯学習・スポーツレクレーション 

 地域文化の保全活用 

 芸術・文化活動 など 

 ５５  ６ 

４ 安全・生活環境に関する取組 

 防犯・防災 

 交通安全対策 

 生活道路緊急修繕等     など 

２８５ １８ 

５ 地域交流に関する取組 

 コミュニティ活動の支援等 

 交流イベント 

 情報発信 など 

 ５６  ４ 

 

 

 

質問３ 区長マニフェストについて、どの程度ご存知でしたか。（該当する番号を○で囲 
んでください） 

 
 

選 択 肢 
回答件数 

一般 有識者

１．区長マニフェストを見たことがある  ５８  ２４

２．区長マニフェストを見たことはないが、掲載する事業の内容は知っている  ６２   ２

３．区長マニフェストを見たことがない ２８５   ０
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属性（アンケート回答者の状況）に関する設問 …該当番号を選択する  

《一般評価》 

①年代別回答人数（割合） ※無回答：１人 

   

                           

 
 
 
 
②性別人数（割合） ※無回答：５人 

   

                                                       

 

 ③回答者の居住年数 ※無回答：１人 

 

 

 

 

                                        

 

《有識者評価》 

①年代別回答人数（割合） ※無回答：０人 

   

 

 

 

                                

 
②性別人数（割合） ※無回答：０人 

   

                                                       

 

  ③回答者の居住年数 ※無回答：１人 

 

 

 

 

  

                                       

 

 

１．１８歳～２９歳 ２．３０歳～３９歳 ３．４０歳～４９歳 ４．５０歳～５９歳 

３８人(９％) ４７人(１１％) ８１人(２０％) ７３人(１８％) 

５．６０歳～６９歳 ６．７０歳以上 計  

８８人(２１％) ８４人(２１％) ４１１人(１００％) 

１．男性 ２．女性 計 

１８０人(４４％) ２２７人(５６％) ４０７人(１００％) 

１．３年未満 ２．３年～５年未満 ３．５年～１０年未満 

２７人(６％) ２８人(７％) ４４人(１１％) 

４．１０年～２０年未満 ５．２０年以上 計 

１１１人(２７％) ２０１人(４９％) ４１１人(１００％) 

１．１８歳～２９歳 ２．３０歳～３９歳 ３．４０歳～４９歳 ４．５０歳～５９歳 

０人(０％) １人(４％) １人(４％) ４人(１５％) 

５．６０歳～６９歳 ６．７０歳以上 計  

７人(２７％) １３人(５０％) ２６人(１００％) 

１．男性 ２．女性 計 

１６人(６２％) １０人(３８％) ２６人(１００％) 

１．３年未満 ２．３年～５年未満 ３．５年～１０年未満 

０人(０％) １人(４％) １人(４％) 

４．１０年～２０年未満 ５．２０年以上 計 

１人(４％) ２２人(８８％) ２５人(１００％) 
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さいたま市は、東京オリンピック・パラリンピック
が開催される 2020 年までに、市民満足度 90％以上
を目指す「さいたま市ＣＳ90 運動」に取り組んで
います。 
※ＣＳ … Citizen Satisfaction ＝ 市民満足度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

この評価書についてのお問い合わせ先 

さいたま市 中央区役所 区民生活部 総務課     電話 ８４０－６０１３ 
FAX ８４０－６１６０ 

 

 
『平成２９年度 さいたま市 中央区 区長マニフェスト評価書』を、ご覧い   
ただきありがとうございました。 
この評価書は、皆様の貴重なご意見などを基につくることができまし       
た。アンケートにご協力いただいた方々に、厚く感謝申し上げます。 

 

 

 

この「平成２９年度 さいたま市 中央区 区長マニフェスト評価書」は 1,500 部作成し、１部あたりの印刷経費は５２円です。 

さいたま市 PR キャラクター 

 つなが竜ヌゥ 
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