
平成３１年度 （令和元年度）さいたま市 

岩槻区区長マニフェスト評価書 

■はじめに

岩槻区役所では、「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おり、平成３１

年度（令和元年度）に取り組む主な事業を区長マニフェストにまとめ、平成３１

年４月に区民の皆様に公表しました。 

区長マニフェストは、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。 

令和２年７月 岩槻区長 沼尻 裕一 

■評価方法

以下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、以下の評価を、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 

－：やむを得ない理由※により、事業を実施しなかったため、評価なし 

  ※台風１９号の影響 

２ 一般評価（アンケート） 
●期 間：令和２年５月１８日～５月２９日（郵便返信で消印有効）    

   ●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岩槻区在住者 1,500 人（うち、

５５１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：岩槻区自治会連合会理事等４９人（うち、37 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 アンケート※２

評価 一般 有識者 

１ 多世代の参加と交流による、区民主役のまちづくり    

（１） 岩槻やまぶきまつりを開催 － － － 

（２） 自治会講演会を開催 ３  75% 92% 

（３） 子どもがつくるまち「ミニ岩槻」を開催 ４  92% 94% 

（４） 区の花「やまぶき」の啓発 ４  80% 83% 

（５） ミニコンサート等を開催 ３  78% 77% 

（６） 岩槻タウンカフェを開催 ３  66% 77% 

２ 地域資源を生かした、魅力とにぎわいを創出するまちづくり

（１） 城下町岩槻鷹狩り行列を開催 ４  88% 89% 

（２） 城下町岩槻歴史散策を実施 ３  74% 72% 

（３） 江戸木目込人形製作体験講座を開催 ４  84% 89% 

（４） 木製観光案内サインを整備 ４  81% 89% 

（５） いわつきマルシェを開催 ４  83% 85% 

（６） 健康ウォーキングの推進 ３  72% 61% 

（７） 岩槻ガイドブックの作成 ３  69% 70% 

３ 生活環境の整った、安全・安心で暮らしやすいまちづくり    

（１） 交通安全施設及び道路等の緊急修繕に迅速に対応 ４  63% 86% 

（２） 高齢者や子ども等への交通安全啓発を実施 ４  75% 83% 

（３） 不法投棄防止の推進と啓発 ３  44% 40% 

（４） 子ども防災教室を開催 ５  74% 86% 

（５） 区民との協働により避難場所運営訓練を実施 ４  77% 84% 

（６） 防犯啓発事業を実施 ５  84% 100% 

（７） 子育てはじめて応援活動を実施 ３  72% 69% 

（８） 障害者支援のための「顔の見えるネットワーク会議」の充実 ４  76% 82% 

（９） 笑いを取り入れた健康体操を開催 ３  79% 72% 

（10） 若い世代からの健康づくり活動の実施 ４  81% 82% 

（11） 少年少女サッカー教室を開催 ４  87% 91% 

※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、－：やむを得ない理由により評価なし 

※２ 事業に関する選択割合 

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、「（オ）わからない」

と回答いただいた数を除いた選択総数における「（ア）十分」、「（イ）おおむね十分」の選択数の割合。やむを得ない理由により評

価なしの事業については、アンケートを省略。 

検証評価(まとめ) 
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（２）今後、岩槻区で重点的に取り組んでほしい分野について
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取組分野 
要望割合 

一般 有識者 
１ 自然・環境に関する取組 １３％  ９％ 
２ 健康・福祉に関する取組 ３４％ ２６％ 
３ 歴史・文化・伝統に関する取組 １０％ １０％ 
４ 安全・生活環境に関する取組 ３５％ ３５％ 
５ 地域交流に関する取組  ８％ １９％ 

【一般・男女別】今後、岩槻区で重点的に取り組んでほしい分野

【一般】 【有識者】 

【一般・年代別】今後、岩槻区で重点的に取り組んでほしい分野
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２．総評 

●事業について 

 区長評価は全２４事業のうち、「評価５」が２事業、「評価４」が１２事業、「評価３」

が９事業とし、「評価なし」が１事業といたしました。

一般評価におきましては、『１ 多世代の参加と交流による、区民主役のまちづくり』

で２事業、『２ 地域資源を生かした、魅力とにぎわいを創出するまちづくり』で４事業、『３ 生活

環境の整った、安全・安心で暮らしやすいまちづくり』で３事業の計９事業について、「十分」

と「おおむね十分」と評価された方が、各事業の評価で８０％を上回りました。

有識者評価におきましては、一般評価の９事業のほか、『１ 多世代の参加と交流によ

る、区民主役のまちづくり』で１事業、『３ 生活環境の整った、安全・安心で暮らしやすい

まちづくり』で５事業を加えた計１５事業について、「十分」と「おおむね十分」と評価され

た方が、各事業の評価で８０％を上回りました。

●重点的に取り組んでほしい分野について 

 一般評価におきましては、例年同様、「安全・生活環境に関する取組」が３５％、「健

康・福祉に関する取組」が３４％と高くなっています。この結果は、年代別、男女別にお

きましてもほぼ同様の傾向にあります。

有識者評価におきましても上位２つの取組分野は同様となっています。

●まとめ・今後の方向性について 

事業の評価については、区長評価、一般評価、有識者評価とも、おおむね同様の結果

となりました。

一方で、区政にご尽力いただいている有識者から厳しい評価となった事業もあること

から、区民等からのご意見、ご要望等を反映させるべく、改善・工夫に努め、各事業の

充実を図ってまいります。

重点的に取り組んでほしい分野について、一般・有識者の評価ともに「安全・生活環

境に関する取組」及び「健康・福祉に関する取組」が上位にあることから、引き続き、該

当する分野の事業を推進し、生活環境の整った、安全・安心で暮らしやすいまちづくり

を進めてまいります。

ご意見、ご要望の自由記載においては、地下鉄７号線の延伸や生活道路の環境整備と

いった交通の利便性の向上を求める声のほか、岩槻人形博物館を活用した事業や岩槻駅

周辺以外の地域での事業の実施を希望する声が多く寄せられております。

また、岩槻の魅力の情報発信の推進や事業の周知不足といった、広報・ＰＲに関する

声も寄せられました。

そうした声に応えるために、岩槻の歴史、文化、伝統など地域資源を生かしたまちづ

くりや環境整備を積極的に進めていく必要があると考えます。さらに、広報誌、ホーム

ページ、マスコミ及びＳＮＳの活用を推進し、広報・ＰＲの改善と工夫に努めてまいり

ます。

今回の結果を踏まえ、岩槻区の将来像『自然と歴史、文化を守り育て、楽しむまち』の

実現に向け、区民の方々や関係団体の方々との協働により各種取組を推進してまいりま

す。
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※      内は、アンケートの質問内容です。 

質問１ 平成３１年度（令和元年度）に岩槻区では、１～３の取組について、様々な事業
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） 
※ やむを得ない理由により事業を実施出来なかったものがある場合は、アンケー 
トを省略しています。 

１ 多世代の参加と交流による、区民主役のまちづくり 

（１）岩槻やまぶきまつりを開催

目的・目標
区民との協働で地域の特性を生かした岩槻やまぶきまつりを開催し、140 団体の参加

を目指します。 

事業概要・

実績 

10 月 13 日に岩槻やまぶきまつりを開催する予定でしたが、台風 19 号により中止とな

りました。区内の農業団体、福祉団体、商工団体やボランティア団体等 146 団体の参

加申込みがありました。 

区長評価 評 価 内 容 

― 

台風 19 号により開催中止となりましたが、昨年度を上回る数多くの団体に参加申込み

をいただきました。岩槻やまぶきまつりは地域の特性を活かした区民主体のイベント

として定着しており、昨年度を上回る団体の参加申込みに繋がりました。 

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  － － － － － 

有識者 － － － － － 

※台風１９号の影響により、事業そのものを実施できなかったため、評価を実施しておりません。 

（２）自治会講演会を開催

目的・目標
自治会連合会との共催により、地域活動や地域の課題等をテーマに自治会長等を対象

とした講演会を開催し、参加者の満足度 90%を目指します。 

事業概要・

実績

2 月 21 日に「『参加したくなるコミュニティ』～自治会を客観的に見てみる～」をテ

ーマに講演会を開催しました。 

区長評価 評 価 内 容 

３
自治会からの参加者アンケートの結果は、「参考になった」「まあ参考になった」との

回答が 91.8％であり、今後の自治会運営について自治会と行政が認識を共有すること

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５４２件） ６１件 ２３５件 ７７件 ２４件 １４５件 

有識者（回答数 ３６件） ７件 ２６件 ２件 １件 ０件 

検証評価（詳細）
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（３）子どもがつくるまち「ミニ岩槻」を開催 

目的・目標

子どもが主役の仮想の夢のまちをつくり、仕事をしてお給料をもらって自由に買い物

をするなど、楽しく社会参画体験ができるイベントを開催し、参加者 300 人及び満足

度 90%を目指します。 

事業概要・

実績

「ミニ岩槻」開催に向け、小学４年生以上を対象にした子どもスタッフによる「まち

会議」を５回実施しました。11 月 17 日にコミュニティセンターいわつき全館を使用

して「ミニ岩槻」を開催し、区内の小学生 288 人が会場に訪れ、子どもスタッフ 33人

とともに計 321 人の参加がありました。 

区長評価 評 価 内 容 

４

目標を上回る参加者数となるとともに、参加者アンケートの結果、満足度 97.6%の評

価を得ることができました。また、ボランティアで参加した高校生や大学生の世代間

交流を通じて、子どもたちが社会の仕組みを楽しく学ぶなど社会参画意識の醸成を図

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５４７件） １６９件 ２７２件 ３０件 １０件 ６６件 

有識者（回答数 ３７件） １０件 ２２件 １件 １件 ３件 

（４）区の花「やまぶき」の啓発 

目的・目標 区民との協働で、区内の公共施設等に区の花「やまぶき」を 100 苗植栽します。 

事業概要・

実績

岩槻城址公園や岩槻駅東口ロータリー及び岩槻区内の大学敷地内に 143 苗のやまぶき

を植栽、補植しました。また、「いわつきマルシェ」や「ミニコンサート」など多くの

人が集まるイベントにおいて啓発品を配布しました。 

区長評価 評 価 内 容 

４
区民及び区内に通学する大学生と協働し、目標である 100 苗を超える植栽を行うこと

ができました。また、多く人が集まるイベントや区役所において啓発活動を実施し、

広く区の花「やまぶき」を周知す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５４５件） １４３件 ２５９件 ７３件 ２５件 ４５件 

有識者（回答数 ３７件） ８件 ２２件 ５件 １件 １件 
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（５）ミニコンサート等を開催 

目的・目標
岩槻区内等で活動する団体や個人を招いてミニコンサートを４回開催し、来場者の満

足度 90%を目指します。 

事業概要・

実績

ワッツ東館の岩槻モールでミニコンサートを４回開催し、延べ約 1,000 人の方々に来

場いただきました。 

区長評価 評 価 内 容 

３
４回開催したミニコンサートの観客を対象にアンケートを実施し、イベントに来場し

て「とても良かった」「よかった」との回答が 90.5%でした。実力ある音楽家の歌や演

奏を気軽に聴くことができる機会を区民に提供す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５４６件） １１６件 ２６４件 ７６件 ２９件 ６１件 

有識者（回答数 ３７件） ７件 ２０件 ７件 １件 ２件 

（６）岩槻タウンカフェを開催 

目的・目標
地域の特性を生かした参加と協働による区政を推進するため、岩槻タウンカフェを２

回開催し、意見交換を行います。 

事業概要・

実績

11 月 24 日、12 月 22 日に地域に暮らす区民及び地域で活動する各種団体の皆さんに参

加いただき魅力のあるまちづくりや課題解決について、自主的かつ主体的に実践でき

るようなアイデアを出し合う意見交換の場として岩槻タウンカフェを開催しました。

区長評価 評 価 内 容 

３

「区民に出来ることは何か」をテーマに参加者の自主的、自発的な取り組みについて

きたんのない意見交換をすることができました。参加者アンケートの結果では参加し

て「とても良かった」「良かった」との回答が 96％であり、有意義な意見交換の場とな

りました。 

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５４３件） ６２件 ２２６件 １０８件 ４２件 １０５件 

有識者（回答数 ３７件） ２件 ２５件 ７件 １件 ２件 
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２ 地域資源を生かした、魅力とにぎわいを創出するまちづくり 

（１）城下町岩槻鷹狩り行列を開催

目的・目標 江戸時代の鷹狩り行列を再現し、来場者数 18,000 人を目指します。 

事業概要・

実績

城下町としての岩槻の魅力を発信し、にぎわいの創出と交流人口の増加を図るため、

11 月３日城下町岩槻鷹狩り行列を開催し、約 19,000 人が来場しました。 

区長評価 評 価 内 容 

４

様々な客層に興味を持っていただく内容とするため、さいたま観光大使大宮セブン

（「つき」「ボーイフレンド」）の行列参加をはじめ、大勢の観客が観覧可能な岩槻人形

博物館駐車場にパフォーマンスエリアを設定するなど、いくつかの新たな取り組みを

行った結果、来場者は目標を上回る 19,000 人に達しました。まちのにぎわい創出とと

もに城下町岩槻の魅力発信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５４５件） １７３件 ２６９件 ４１件 １８件 ４４件 

有識者（回答数 ３７件） １１件 ２１件 ４件 ０件 １件 

（２）城下町岩槻歴史散策を実施

目的・目標
区内の史跡・名所等を巡る散策を 12 回実施するほか、他区等との共催で２回実施し、

区外・市外からの来訪者を増やします。  

事業概要・

実績

岩槻の歴史や伝統など様々な観光資源を活用し、にぎわいの創出を図るため歴史散策

を実施し、他区等との共催による散策も２回実施しました。参加者は 299 人（うち区

外は 222 人、市外 15人）、参加者アンケートにおける参加者満足度は 96.9％となりま

した。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、３月に予定していた２回

を中止し、31年度は 10回の開催となりました。 

区長評価 評 価 内 容 

３

岩槻古城八景などの定番のコースだけでなく、新たに区内の巨木をめぐるコースを取

り入れるなど工夫を凝らした結果、参加者満足度が 96.9％となり、岩槻の歴史・文化

を知っていただくことができました。また、区外からも多くの方に参加いただき、に

ぎわいの創出や交流人口の増加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５４３件） １０２件 ２５３件 ８７件 ３９件 ６２件 

有識者（回答数 ３７件） ５件 ２１件 １０件 ０件 １件 
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（３）江戸木目込人形製作体験講座を開催 

目的・目標 熟練人形師による講座を３回開催し、参加者の満足度 90%を目指します。 

事業概要・

実績

人形のまち岩槻の伝統と魅力を発信するため、干支の木目込人形製作体験を２回行っ

たほか、夏休みに合わせ小学生を対象に人形製作体験講座を開催しました。 

区長評価 評 価 内 容 

４

人形製作体験講座を３回開催、参加者 79名、参加者の満足度 100％という結果を得ま

した。また、新たに若い世代に製作体験していただくことを目的に、夏休み期間中に

小学生に対する講座を開催しました。江戸木目込人形の魅力を広くＰＲすることがで

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５４３件） １４４件 ２６５件 ５５件 ２１件 ５８件 

有識者（回答数 ３７件） ７件 ２４件 ４件 ０件 ２件 

（４）木製観光案内サインを整備 

目的・目標 来訪者の回遊性・利便性向上を目的に駅周辺に歩行者用サインを整備します。 

事業概要・

実績

岩槻人形博物館及びにぎわい交流館いわつきの開館を契機とし、来訪者の更なる回遊

性・利便性向上を図るため、木製観光案内サイン 36 枚を設置しました。サインの一部

は、岩槻商業高等学校の生徒が作成しました。 

区長評価 評 価 内 容 

４

書体デザインの一部を岩槻商業高等学校の生徒に依頼して作成し、設置場所について

も多くの地域の方々の協力をいただき、36 枚の木製観光案内サインの整備を行うこと

ができました。また、サインにナンバープレートを付け、同時に作成した「岩槻駅周

辺観光マップ」と連携が図れるよう整備を行い、来訪者の回遊性・利便性の向上を図

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５４４件） １２６件 ２６３件 ７０件 ２２件 ６３件 

有識者（回答数 ３７件） ７件 ２４件 ４件 ０件 ２件 
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（５）いわつきマルシェを開催 

目的・目標
目白大学等と連携して岩槻の食文化を生かした「いわつきマルシェ」を開催し、25 団体の参

加を目指します。 

事業概要・

実績 

10 月 27 日に 26 団体の参加により「いわつきマルシェ」を開催し、約 3,500 人が来場しまし

た。 

区長評価 評 価 内 容 

４
内容の充実に努め、昨年度を上回る26団体の参加を得ることができました。約3,500人の来

場者があり、食文化を通して多世代の交流・にぎわいの創出を図るイベントとして開催するこ

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５４１件） １１６件 ２６７件 ６６件 １５件 ７７件 

有識者（回答数 ３６件） ３件 ２５件 ５件 ０件 ３件 

（６）健康ウォーキングの推進 

目的・目標
ウォーキング講習会や岩槻のまちを巡るウォーキングイベントを 3 回開催し、参加者

の満足度 90%を目指します。 

事業概要・

実績

２回のウォーキング講習会と城下町岩槻健康ウォーキングを開催し、178 人に参加し

ていただきました。 

区長評価 評 価 内 容 

３

参加者が健康への意識を高めることができ、参加者アンケートの満足度は 95%と好評

を得ることができました。「城下町岩槻健康ウォーキング」では、市民活動団体、地元

大学と連携し、健康とともに観光にも重点を置いた内容としたことにより、岩槻の魅

力を発信することもできました。 

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５４１件） １０１件 ２５０件 １０４件 ３２件 ５４件 

有識者（回答数 ３６件） ２件 ２０件 １４件 ０件 ０件 
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（７）岩槻ガイドブックの作成 

目的・目標
岩槻の「歴史・文化財」「まつり・行事」「農産物」「自然」の情報を掲載した「来て 見

て 魅せる 城下町いわつき」ガイドブックを作成します。 

事業概要・

実績

区内の文化財、まつり、農産物、自然など、岩槻区の魅力を一冊にまとめ、平成 20 年

度に発行した「来て 見て 魅せる 城下町いわつき」を 10年ぶりに改訂発行しました。

編集にあたっては市民活動団体から編集委員を出していただき、区役所と協働で行い

ました。 

区長評価 評 価 内 容 

３
市民活動団体と編集会議を定期的に開催しガイドブックを作成しました。岩槻の歴史

や文化、行事など、改めて岩槻の歴史を感じられる内容となっており、区内外の皆様

に興味をもっていただけるようなガイドブックになりました。 

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５４４件） ９６件 ２４９件 １１５件 ３７件 ４７件 

有識者（回答数 ３５件） ５件 １８件 １０件 ０件 ２件 

３ 生活環境の整った、安全・安心で暮らしやすいまちづくり 

（１）交通安全施設及び道路等の緊急修繕に迅速に対応

目的・目標
道路反射鏡、道路照明灯等の修繕・新設を行うとともに、道路等の危険箇所を把握し、

年間 1,000 件の修繕を迅速に実施します。 

事業概要・

実績

区民からの要望や職員パトロールにより、交通安全施設及び道路等の危険箇所を把握

し、道路反射鏡、道路照明灯、路面標示の維持管理及び道路等の緊急修繕に迅速に対

応しました。 

区長評価 評 価 内 容 

４

交通安全施設については、区民からの要望に対し迅速に対応しました。また、道路等

の緊急修繕については、職員により多くの箇所を迅速に対応したことにより目標を

42％上回る 1,420 件実施し、経費の節減及び区民の安全・安心につなげることができ

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５４３件）  ９０件 ２３７件 １１４件 ７９件 ２３件 

有識者（回答数 ３６件） ６件 ２５件 ５件 ０件 ０件 
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（２）高齢者や子ども等への交通安全啓発を実施

目的・目標
交通安全キャンペーン（４回)、自転車安全利用啓発（４回）、高齢者や子ども等の交

通安全啓発（12 回）及びドライバー大会を実施します。 

事業概要・

実績

警察等と連携して交通安全キャンペーンを４回、自転車安全利用の日キャンペーンを

４回、高齢者や子どもへの交通安全啓発活動を 22回実施しました。また、自動車を運

転する際の正しい交通ルールとマナーを身につけることを目的とした交通安全保護者

の会ドライバー大会を１回実施しました。 

区長評価 評 価 内 容 

４

交通安全キャンペーン及び自転車安全利用啓発を効果的な活動とするため、関係機関

と連携して駅周辺の他、商業施設や交通死亡事故が発生した地域でも実施しました。

また、高齢者や子ども等の交通安全啓発は、目標を上回る回数を実施することができ、

区民の交通安全に対する意識の向上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５４０件） １１３件 ２７５件 ８１件 ４６件 ２５件 

有識者（回答数 ３６件） ７件 ２３件 ６件 ０件 ０件 

（３）不法投棄防止の推進と啓発 

目的・目標
不法投棄監視パトロールを週４回行うとともに、区民・事業者・自治会等との協働に

より元荒川河川敷クリーン活動を実施します。 

事業概要・

実績

開庁日にはほぼ毎日不法投棄監視パトロールを実施しました。また、元荒川河川敷ク

リーン活動を実施し、各種団体や区民 124 名の方に参加していただき、不法投棄防止

の推進と啓発につなげることができました。 

区長評価 評 価 内 容 

３

職員が日常の業務で出動する際に常時監視し、概ね目標通りの不法投棄防止パトロー

ルができました。また、元荒川河川敷クリーン活動を通し、団体個々でも取り組むな

ど、不法投棄防止の意識の向上を図ることができました。しかし、依然として不法投

棄が減少しないのも現実です。 

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５４３件） ６５件 １６２件 １８７件 １００件 ２９件 

有識者（回答数 ３６件） ３件 １１件 １９件 ２件 １件 
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（４）子ども防災教室を開催 

目的・目標
小学生を対象に、災害時の対処法等を学ぶ防災教室を開催し、参加者の満足度 90%を

目指します。 

事業概要・

実績

子どもだけでいる時に災害に見舞われたことを想定した内容の訓練などの体験型教室

を開催し、37人が参加しました。 

区長評価 評 価 内 容 

５

30人定員を上回る申込みがあり、参加者アンケートでは参加者満足度 100%の評価を得

ることができました。また、参加者の 88.6%が「防災について家族と話したい」と回答

していることから、家族で防災について話し合う機会の創出につなげることができま

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５４１件） １３６件 ２３２件 ９２件 ３４件 ４７件 

有識者（回答数 ３７件） １１件 ２０件 ５件 ０件 １件 

（５）区民との協働により避難所運営訓練を実施 

目的・目標
区内 30 か所全ての避難所で運営訓練または図上訓練を実施し、効果的と感じる参加者

の割合 90%を目指します。 

事業概要・

実績

自治会、施設管理者及び市職員で構成する避難所運営委員会と連携し、21か所で運営

訓練、９か所で図上訓練を実施し、地域防災力の向上を図りました。 

区長評価 評 価 内 容 

４

1,066 人の訓練参加者があり、参加者アンケートの結果 94.2%の方から「効果的な訓練

であった」との評価を得ることができました。また、本市と包括連携協定を締結して

いる目白大学・人間総合科学大学の学生 28人が訓練に参加したほか、小学生も参加す

るなど地域防災力向上を図ることができました。さらに、実施状況を多くの報道機関

に取り上げていただき、広く周知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５４１件） １０８件 ２８２件 ８１件 ３３件 ３７件 

有識者（回答数 ３７件） ５件 ２６件 ６件 ０件 ０件 
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（６）防犯啓発事業を実施 

目的・目標
親子防犯教室（２回）や防犯の集い等を実施し、効果的と感じる参加者の割合 90%を目

指します。 

事業概要・

実績

子どもをターゲットとした犯罪に対して、その対処方法を親子で学ぶ教室を２つの小

学校で実施しました。また、防犯に対する知識・意識の向上と情報共有を図る防犯の

集いを実施したほか、警察の協力を得て子どもの見守り活動をしているボランティア

の方々への支援を実施しました。 

区長評価 評 価 内 容 

５

親子防犯教室の参加者アンケートの結果、効果的と回答した割合が 98.3%、同じく防

犯の集いは 97.9%と、いずれも目標を上回る評価を得ることができました。新たに実

施した子どもの見守り活動の支援事業では、地域のボランティア、学校、警察署と連

携して下校時の児童の見守りを実施することできました。いずれの事業においても実

施状況を多くの報道機関に取り上げていただき、広く周知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５３９件） １５０件 ２７１件 ５８件 ２２件 ３８件 

有識者（回答数 ３７件） １１件 ２５件 ０件 ０件 １件 

（７）子育てはじめて応援活動を実施 

目的・目標

子育てがはじめての方や転入した方等を対象に、児童センター等と連携・協力して、

子育てに関する悩みについて、情報共有や意見交換等の活動を６回実施し、不安の軽

減を図ります。 

事業概要・

実績

岩槻児童センターで４回、岩槻南部公民館で１回の計５回応援活動を実施しました。

なお、６回目に予定していた岩槻北部公民館(３月)での活動は新型コロナウイルス感

染症拡大防止のため中止にしました。離乳食の始め方や夜泣きの対処方法、また保育

園を選ぶ際の注意点などに関する相談が寄せられ、各家庭にマッチした個別の相談を

実施することができました。 

区長評価 評 価 内 容 

３

参加者の利便性を図るため開催回数及び開催場所を考慮して応援活動を実施しまし

た。参加者アンケートの結果、「参加してよかった」、「参加して心配・不安が軽減した」

は、いずれも 100％の評価を得ることができ、不安を抱えた家庭に対する子育て支援

を推進できました。 

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５４３件） ９８件 ２３４件 １０８件 ２２件 ８１件 

有識者（回答数 ３７件） １件 ２１件 １０件 ０件 ５件 
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（８）障害者支援のための「顔の見えるネットワーク会議」の充実 

目的・目標

障害のある方の支援に携わる関係機関のネットワークを強化するとともに、支援の専

門性を高めるため、顔の見えるネットワーク会議を３回開催し、参加者の満足度 95%

を目指します。 

事業概要・

実績

専門講師による講演とグループワークで情報交換を行う会議を２回実施しました。第

１回、第２回会議には延べ 129 機関、186 人の参加がありました。 

第３回目に予定していた会議（3 月 9 日）は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ため中止にしました。 

区長評価 評 価 内 容 

４
参加者アンケートの結果 96.3％の方から「会議が有意義であった」との評価を得るこ

とができ、参加機関にとって様々な情報共有や意見交換の場として認知されネットワ

ークの強化及び専門性の高い講義により、スキルの向上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５４２件） ６８件 ２７７件 ８４件 ２４件 ８９件 

有識者（回答数 ３７件） １件 ２６件 ６件 ０件 ４件 

（９）笑いを取り入れた健康体操を開催 

目的・目標
身近な地域で高齢者でも無理なく健康づくりができるよう笑いを取り入れた健康体操

を開催し、参加者 5,000 人を目指します。 

事業概要・

実績

体力に自信のない高齢者でも身近な地域で無理なく健康づくりに取り組める笑いを取

り入れた健康体操を開催し、延べ 5,700 人の参加がありました。 

区長評価 評 価 内 容 

３
笑いを取り入れた健康体操のサポーターが中心となり、区内各地域で笑いを取り入れ

た健康体操を展開できました。また、参加者数 5,700 人と目標を超え、高齢者の健康

づくりに対する意識の向上につなげ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５３８件） １０８件 ２６９件 ８３件 １５件 ６３件 

有識者（回答数 ３６件） ２件 ２４件 １０件 ０件 ０件 
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（１０）若い世代からの健康づくり活動の実施 

目的・目標

若い世代から健康への関心を高め、生活習慣病予防に取り組めるよう乳がんの自己触

診法体験・禁煙サポートを取り入れた体組成測定会（２回）及び健康づくり教室（６

回）を実施します。 

事業概要・

実績
体組成測定会を２回、健康づくり教室を６回実施し、合計 331 人の参加がありました。

区長評価 評 価 内 容 

４

体組成測定会や健康づくり教室を通して、多くの区民へ啓発を図ることができました。

参加された方の 97.7％から「健康について考えるきっかけになった」との回答を得て

いることから、区民に生活習慣病予防の大切さを伝え、健康への関心を高めることに

つなげ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５３８件） ９９件 ２９０件 ７８件 １５件 ５６件 

有識者（回答数 ３５件） １件 ２７件 ６件 ０件 １件 

（１１）少年少女サッカー教室を開催 

目的・目標
プロサッカーチームのスタッフによるサッカー教室を開催し、150 人の参加を目指し

ます。 

事業概要・

実績

小学生のサッカー技術の向上と健康・体力づくりを目的に、岩槻文化公園においてプ

ロサッカーチームのスタッフによるサッカー教室を開催しました。申込者数は定員を

上回りましたが、当日は体調不良等による欠席もあり、145 人が参加して行われまし

た。 

区長評価 評 価 内 容 

４
初心者から上級者まで、サッカーの経験度に応じたクラス分けにより、きめ細かい指

導が行われました。参加者はスタッフの指導のもと、技術の向上に熱心に取り組みま

した。また、ミニゲームも行われ、参加者相互の交流も生まれました。 

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５３６件） １０９件 ２８１件 ５２件 ８件 ８６件 

有識者（回答数 ３６件） ２件 ２９件 ３件 ０件 ２件 
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質問２ 今後、あなたが岩槻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 

１２７ ６ 

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 

３４４ １８ 

３ 歴史・文化・伝統に関する取組 

生涯学習・スポーツレクリエーション 
地域文化の保全活用 
芸術・文化活動 など 

９９ ７ 

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 

３５４ ２４ 

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 

７５ １３ 

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：３８人 

②性別人数（割合） ※無回答：４２人 

③回答者の岩槻区居住年数 ※無回答：３９人 

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

３７人(７％) ４３人（８％) ９４人(1８％) ８４人(1６％) 

５．６０歳～６９歳 ６．７０歳以上 計  

１０２人(2０％) １５３人(3０％) ５１３人(100％) 

１．男性 ２．女性 計 

２３６人(４６％) ２７３人(５４％) ５０９人(100％) 

１．１年～３年未満 ２．３年～５年未満 ３．５年～１０年未満 

１９人(４％) ２１人(４％) ３２人(6％) 

４．１０年～２０年未満 ５．２０年以上 計 

６０人(12％) ３８０人(7４％) ５１２人(100％) 
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《有識者評価》 

①年代別回答人数（割合） ※無回答：４人 

②性別人数（割合） ※無回答：３人 

③回答者の岩槻区居住年数 ※無回答：４人 

『平成３１年度（令和元年度） さいたま市 岩槻区 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。 

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

０人(０％) ０人（０％) ０人(０％) ４人(１２％) 

５．６０歳～６９歳 ６．７０歳以上 計  

４人(１２％) ２５人（７６％) ３３人(１００％) 

１．男性 ２．女性 計 

３２人(９４％) ２人(６％) ３４人(１００％) 

１．１年～３年未満 ２．３年～５年未満 ３．５年～１０年未満 

０人（０％) ０人(０％) ０人(０％) 

４．１０年～２０年未満 ５．２０年以上 計 

１人(３％) ３２人(９７％) ３３人(１００％) 

さいたま市は、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

さいたま市 PR キャラクター

※回答の構成比は小数点第 1位を四捨五入しているため、合計は必ずしも 100％にはなりません。

この評価書についてのお問い合わせ先 

さいたま市 岩槻区役所 区民生活部 総務課 電話 ７９０－０１１５ 
FAX ７９０－０２６０ 

つなが竜ヌゥ


