
 

 

令和３年度さいたま市 

岩槻区のまちづくりアンケート結果 
 

■はじめに 
 
岩槻区では、区の将来像である「自然と歴史、文化を守り育て、楽しむまち」

の実現に向けて、区の現状と課題を踏まえたうえで各局や区が行う取組を示

した「まちづくりのポイント」と、そのまちづくりのポイントに関連する事業等につ

いて、「区のまちづくり」にまとめ、令和３年４月に区民の皆様に公表しました。 

令和３年度の終了に伴い、「区のまちづくり」に掲載した事業の「目的・目標」

とその「実績」に対する区民の皆様の意見を把握し、次年度以降の事業の見

直し・改善を図ることを目的としてアンケートを実施しました。 

このたび、その結果を、一般評価及び有識者評価として『区のまちづくりアン

ケート結果』にまとめましたので、ご覧ください。 

 

令和４年８月 岩槻区長 長谷川 司 
 

 

１ 一般評価（アンケート） 

●方 法：郵送でアンケート調査票を対象者に送付 

●回 答：郵送にてアンケート調査票を提出又はインターネットによる回答 

●期 間：（郵送による回答の場合） 令和４年６月 29 日～７月 13 日（消印有効） 

       （インターネットによる回答の場合） 令和４年６月 29 日～７月 13 日 

   ●設 問：本書６頁『アンケート結果（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、451 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 

 

２ 有識者評価（アンケート） 

●方 法：一般評価と同じ。    

●回 答：一般評価と同じ。 

●期 間：一般評価と同じ。 

●対象者：岩槻区自治会連合会理事等 55 人（うち、38 人回答） 

●選択肢：一般評価と同じ。 
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１．アンケート結果（まとめ） 

 

（１）区民による事業に対する評価について 
 

 
まちづくりのポイント／事業名 

「十分」､「おおむね十分」と

回答された方の割合 ※ 

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（区事業） ― ― 

② いわつき・夢・コンサート（区事業） ８１％ ７２％ 

③ 自治会講演会（区事業） ８３％ ９４％ 

④ 岩槻タウンカフェ（区事業） ８３％ ９３％ 

⑤ 市民活動団体の講演会（区事業） ８１％ ８４％ 

⑥ 次世代に向けた歴史文化資源の保存・継承・活用事業（教育委員会事業） ８１％ ７４％ 

⑦ 市誕生 20 周年事業（市長公室事業） ５８％ ３８％ 

２ 地域資源を生かした、魅力の向上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（区事業） ― ― 

② 城下町岩槻歴史散策（区事業） ８５％ ７６％ 

③ 江戸木目込人形製作体験講座（区事業） ８２％ ６８％ 

④ 岩槻区観光案内木製サイン整備（区事業） ８１％ ８１％ 

⑤ 歩道上トランスボックスのラッピング装飾（区事業） ８０％ ６９％ 

⑥ 健康ウォーキング（区事業） ８５％ ８６％ 

⑦ Twitter を利用した岩槻区の魅力発信（区事業） ６０％ ６７％ 

⑧ 農業用水路整備事業（経済局事業） ７３％ ７１％ 

⑨ 
副都心としての岩槻地区の都市機能の強化（１・３：都市戦略本部事業、４：ス

ポーツ文化局事業、５：経済局事業、２・６：都市局事業） 
５９％ ４６％ 

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（区事業） ６４％ ５９％ 

② 高齢者や子ども等への交通安全啓発（区事業） ７６％ ８２％ 

③ 不法投棄防止の推進と啓発（区事業） ７０％ ６５％ 

④ 防犯啓発事業（区事業） ７２％ ６２％ 

⑤ 子ども防災教室（区事業） ８７％ ６８％ 

⑥ 避難所運営訓練・図上訓練（区事業） ７６％ ７６％ 

⑦ 少年少女サッカー教室（区事業） ７４％ ４８％ 

⑧ 顔の見えるネットワーク会議（区事業） ８５％ ８１％ 

⑨ 子育てはじめて応援活動（区事業） ６３％ ４７％ 

⑩ ますます元気教室（区事業） ８４％ ７５％ 

⑪ 若い世代からの生活習慣病・がん予防のための普及・啓発活動（区事業） ７７％ ７６％ 

⑫ 認可保育所等整備事業（子ども未来局事業） ５８％ ６７％ 

⑬ 岩槻駅西口土地区画整理事業、江川土地区画整理事業（都市局事業） ６９％ ５６％ 
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⑭ 消防施設等の整備（消防局事業） ８７％ ９５％ 

⑮ 防災情報収集・伝達事業（総務局事業） ６９％ ５４％ 

⑯ 地下鉄７号線の延伸（都市戦略本部事業） ４３％ ３１％ 

⑰ 幹線道路整備事業（建設局事業） ６０％ ７４％ 

⑱ 市営住宅建替事業（建設局事業） ８２％ ９１％ 

⑲ 準用河川改修事業（建設局事業） ７３％ ６４％ 

⑳ 下水道浸水対策事業（建設局事業） ７６％ ７４％ 

 
※ 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。 

 

（２）重点的又は継続的に取り組んで欲しい事業について 
  
 

まちづくりのポイント／事業名 

重点的又は継続的に取り組

んで欲しいと思う事業の割合    

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（区事業） ４６％ ３９％ 

② いわつき・夢・コンサート（区事業） ２８％ ３４％ 

③ 自治会講演会（区事業）  ８％ ４５％ 

④ 岩槻タウンカフェ（区事業） ２２％ １３％ 

⑤ 市民活動団体の講演会（区事業）  ７％ １８％ 

⑥ 次世代に向けた歴史文化資源の保存・継承・活用事業（教育委員会事業） ４６％ ６６％ 

⑦ 市誕生 20 周年事業（市長公室事業） １１％ １８％ 

２ 地域資源を生かした、魅力の向上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（区事業） ３７％ ４５％ 

② 城下町岩槻歴史散策（区事業） ４０％ ６１％ 

③ 江戸木目込人形製作体験講座（区事業） ２９％ ２６％ 

④ 岩槻区観光案内木製サイン整備（区事業） １８％ ３９％ 

⑤ 歩道上トランスボックスのラッピング装飾（区事業） １７％ ２９％ 

⑥ 健康ウォーキング（区事業） ２９％ ２６％ 

⑦ Twitter を利用した岩槻区の魅力発信（区事業） ２４％ ２６％ 

⑧ 農業用水路整備事業（経済局事業） ２１％ ３７％ 

⑨ 
副都心としての岩槻地区の都市機能の強化（１・３：都市戦略本部事業、４：

スポーツ文化局事業、５：経済局事業、２・６：都市局事業） 
４３％ ６６％ 

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（区事業） ４８％ ７１％ 

② 高齢者や子ども等への交通安全啓発（区事業） ４３％ ５３％ 

③ 不法投棄防止の推進と啓発（区事業） ３５％ ４７％ 

④ 防犯啓発事業（区事業） ２８％ ４５％ 
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⑤ 子ども防災教室（区事業） ２７％ ３４％ 

⑥ 避難所運営訓練・図上訓練（区事業） ２７％ ５８％ 

⑦ 少年少女サッカー教室（区事業）  ８％ １６％ 

⑧ 顔の見えるネットワーク会議（区事業） １０％ ２４％ 

⑨ 子育てはじめて応援活動（区事業） ２５％ ４５％ 

⑩ ますます元気教室（区事業） １６％ ２６％ 

⑪ 若い世代からの生活習慣病・がん予防のための普及・啓発活動（区事業） ２３％ ３９％ 

⑫ 認可保育所等整備事業（子ども未来局事業） ２９％ ３９％ 

⑬ 岩槻駅西口土地区画整理事業、江川土地区画整理事業（都市局事業） ２０％ ２９％ 

⑭ 消防施設等の整備（消防局事業） １４％ ２９％ 

⑮ 防災情報収集・伝達事業（総務局事業） １９％ ３９％ 

⑯ 地下鉄７号線の延伸（都市戦略本部事業） ４７％ ５０％ 

⑰ 幹線道路整備事業（建設局事業） ２６％ ３４％ 

⑱ 市営住宅建替事業（建設局事業）  ７％ １３％ 

⑲ 準用河川改修事業（建設局事業） １８％ ３７％ 

⑳ 下水道浸水対策事業（建設局事業） ３０％ ３４％ 

  
 

２．総評 

●事業について 

一般評価におきましては、「十分」、「おおむね十分」と評価された方の割合が７０％以上の

事業は、アンケート対象３４事業のうち２４事業でした。 

１ 多世代の参加と交流による、区民主役のまちづくり 【６事業中 ５事業】 

２ 地域資源を生かした、魅力の向上とにぎわいを創出するまちづくり 【８事業中 ６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 【２０事業中１３事業】 

また、重点的又は継続的に取り組んで欲しい事業について、特に多くの方から回答をいた

だいた事業は次のとおりです。 

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、⑥次世代に向けた歴史文化資源の保存・継承・活用事業 

２ 地域資源を生かした、魅力の向上とにぎわいを創出するまちづくり 

②城下町岩槻歴史散策、⑨副都心としての岩槻地区の都市機能の強化 

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、②高齢者や子ども等への交通安全啓発 

⑯地下鉄７号線の延伸 

これらの事業は各年代からの回答も同様となっており、ご意見、ご要望の自由記載におい

ても同様の声がありました。 

有識者評価におきましては、「十分」、「おおむね十分」と評価された方の割合が７０％以上

の事業は、アンケート対象３４事業のうち１８事業でした。 
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１ 多世代の参加と交流による、区民主役のまちづくり 【６事業中 ５事業】 

２ 地域資源を生かした、魅力の向上とにぎわいを創出するまちづくり 【８事業中 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 【２０事業中 ９事業】 

また、重点的又は継続的に取り組んで欲しい事業について、特に多くの方から回答をいた

だいた事業は次のとおりです。 

１ 多世代の参加と交流による、区民主役のまちづくり 

③自治会講演会、⑥次世代に向けた歴史文化資源の保存・継承・活用事業 

２ 地域資源を生かした、魅力の向上とにぎわいを創出するまちづくり 

②城下町岩槻歴史散策、⑨副都心としての岩槻地区の都市機能の強化 

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、②高齢者や子ども等への交通安全啓発 

⑥避難所運営訓練・図上訓練、⑯地下鉄７号線の延伸 

これらの事業は、ご意見、ご要望の自由記載においても同様の声がありました。 

特に一般・有識者ともに評価が最も低かった「地下鉄７号線の延伸」は、重点的・継続的に

取り組んで欲しい事業として、多くの方が事業の推進を望む結果となり、ご意見、ご要望の自

由記載においても早期の延伸を望む声が多数ありました。 

 

●まとめ・今後の方向性について 

事業の評価については、アンケート対象３４事業のうち、一般評価では約７割の事業、有識

者評価では約５割の事業で高い評価をいただきました。一方で区民や有識者からの評価が高

くない事業も多くあったことから、アンケート結果を事業所管の関係各課へ情報提供してまいり

ます。 

重点的又は継続的に取り組んで欲しい事業についても、評価結果を踏まえ、関係各課とさ

らに連携を図り事業を推進してまいります。 

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

安全対策、高齢者の足となるコミュニティバスなどの拡充といった交通整備に対する声が多く

寄せられたほか、岩槻の歴史、文化、伝統などの地域資源に関する取組やそれらのＰＲを求

める意見も多くあったことから、関係各課と連携を図り、ＳＮＳなどの活用を含め、区内外を問

わず、広報及びＰＲ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、関係各課と連携を図るとともに区民の方や関係団体の方々と協働により各種取組を

推進してまいります。 
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３．アンケート結果（詳細） 

 
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 

事業概要 
区民と区の協働で、より多くの人たちがふれあうことのできる、多世代交流イベント

を開催します。 

目標又は予定 参加者満足度 90％ 

事業実施状況 

及び実績 

実行委員会を組織し、令和３年 10 月 17 日（日）に開催を予定していましたが、新

型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止となりました。 

実績：「＃わたしの好きな岩槻」と題して写真を区報等で募集し、区役所や区内施設

に展示しました。 

当事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業を中止したため、アンケートは未実施 

 

②いわつき・夢・コンサート 

事業概要 
区民等の音楽活動を支援するとともに、身近な場所で、音楽にふれあう機会を増や

し、音楽文化が根付くことを目的に開催します。 

目標又は予定 ４回開催し、来場者満足度 90％ 

事業実施状況 

及び実績 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和４年１月 15日（土）の１回のみの

開催となりました。会場を従来のワッツ東館１階連絡通路「岩槻モール」から同西館

ミニホールに変更し、事前申込により来場者の人数制限を行うなど、感染予防対策を

とって開催しました。 

実績：１回開催（２組の出演者により実施）来場者満足度 90% 

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） （イ） （ウ） （エ） （オ） 

十分 おおむね十分 やや不十分 不十分 わからない 

一般 ８２件 １９６件 ４５件 １９件 １０２件 

有識者 ５件 ２１件 ９件 １件 ２件 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問１  岩槻区では、昨年度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、「事業概要」及び「目標又は予定」並びに「事業実施状況及び実績」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)]から１つ選び〇で囲んでください。) 

      ※やむを得ない理由（新型コロナウイルス感染症等の影響）により、事業を中止又は事業の内容

を変更して実施した場合は、設問を省略しております。 
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③自治会講演会 

事業概要 
自治会連合会と区の共催により、地域活動や地域の課題等をテーマに自治会関係者を

対象として講演会を開催します。 

目標又は予定 参加者満足度 90％ 

事業実施状況 

及び実績 

令和３年 11 月 26 日（金）に峯小児科峯眞人院長をお招きし、「新型コロナウイルスワ

クチン接種状況と地域活動における感染予防対策」をテーマに講演会を開催しました。 

実績：参加者満足度 92.6% 

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） （イ） （ウ） （エ） （オ） 

十分 おおむね十分 やや不十分 不十分 わからない 

一般 ９９件 １９６件 ４４件 １５件 ９４件 

有識者 ９件 ２５件 ２件 ０件 ２件 

 

④岩槻タウンカフェ 

事業概要 
区内の各種団体や企業等が参加し、テーマを設け、地域でできる課題解決に向けたワ

ールドカフェ形式の意見交換会を開催します。 

目標又は予定 参加者満足度 90％ 

事業実施状況 

及び実績 

区内の教育機関を対象に、令和３年 11 月 21 日（日）に開催し、「岩槻区の特色と課

題」について意見交換を行いました。 

実績：参加者満足度 100% 

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） （イ） （ウ） （エ） （オ） 

十分 おおむね十分 やや不十分 不十分 わからない 

一般 ９３件 １８５件 ３９件 １７件 １１０件 

有識者 ６件 ２２件 ２件 ０件 ８件 

 

⑤市民活動団体の講演会 

事業概要 
岩槻区市民活動ネットワーク登録団体を一堂に集め、活動に役立つテーマなどを設定

し、講演会を開催します。 

目標又は予定 参加者満足度 90％ 

事業実施状況 

及び実績 

令和３年 12 月 15 日（水）に市民活動ネットワーク登録団体を対象に、講演会を開催

しました。 

講師：（公財）埼玉県芸術文化振興財団理事長 加藤容一氏 

テーマ：「ひと」と「思い」がけん引する街づくり 

実績：参加者満足度 94% 

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） （イ） （ウ） （エ） （オ） 

十分 おおむね十分 やや不十分 不十分 わからない 

一般 ７６件 １８８件 ４６件 １５件 １２１件 

有識者 ５件 ２１件 ５件 ０件 ７件 
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⑥次世代に向けた歴史文化資源の保存・継承・活用事業 

事業概要 国指定史跡の整備や保全を推進し、郷土への関心、愛着をはぐくみます。 

目標又は予定 
国指定史跡「真福寺貝塚」の発掘調査、現地見学会や小学生の体験発掘、展示会の開

催等 

事業実施状況 

及び実績 

国指定史跡「真福寺貝塚」で整備のための発掘調査を行いました。 

発掘調査の現地見学会を実施したり、最新出土品展を市立博物館など３か所で開催し

て、真福寺貝塚の周知・啓発を行いました。体験発掘は新型コロナウイルス感染症の

拡大防止のため中止となりました。 

実績：発掘調査は６月～12 月に実施 

現地見学会は 182 人、最新出土品展は 45 日間、21,095 人が来場 

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） （イ） （ウ） （エ） （オ） 

十分 おおむね十分 やや不十分 不十分 わからない 

一般 １２０件 １７９件 ４６件 ２６件 ７４件 

有識者 ４件 ２２件 ７件 ２件 ２件 

 

⑦市誕生 20 周年事業 

事業概要 市誕生 20 周年を広く周知するとともに、市民の市への愛着や誇りの醸成を図ります。 

目標又は予定 
・さいたま市が 20 周年であることを知っている人の割合  78％ 

・市民におけるさいたま市に愛着を感じている人の割合  82％ 

事業実施状況 

及び実績 

区民の皆さんや団体・事業者の方々と一緒に花苗を育成し、育てたお花を祝祭感のあ

るフラワーウォールとして設置しました。 

実績：・さいたま市が 20 周年であることを知っている人の割合  47.8％ 

・市民におけるさいたま市に愛着を感じている人の割合   67.5％ 

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） （イ） （ウ） （エ） （オ） 

十分 おおむね十分 やや不十分 不十分 わからない 

一般 ７６件 １３７件 １１１件 ４４件 ７５件 

有識者 ３件 １０件 １９件 ２件 ３件 

 

２ 地域資源を生かした、魅力の向上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 

事業概要 
江戸時代に徳川家康公が鷹狩りで岩槻を訪れた史実に基づき、鷹狩り行列を再現しま

す。 

目標又は予定 来場者数 19,000 人 

事業実施状況 

及び実績 

実行委員会を組織し、令和３年 11月３日（水・祝）開催を予定していましたが、新型

コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止となりました。  

実績：中止となったため、代替事業として過去の「城下町岩槻鷹狩り行列」の写真展

示会を市内６か所で行いました。 

当事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業を中止したため、アンケートは未実施 
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②城下町岩槻歴史散策 

事業概要 区内の史跡・名所等を巡る散策を実施します。 

目標又は予定 区主催 12 回、他区等共催２回 

事業実施状況 

及び実績 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、予定していた 14 回のうち４回を中止

し、10 回実施しました。参加者は 191 人（うち区外からの参加者 170 人）、参加者アン

ケートによる参加者満足度は 94％でした。 

実績：10 回実施 

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） （イ） （ウ） （エ） （オ） 

十分 おおむね十分 やや不十分 不十分 わからない 

一般 １１８件 ２１７件 ４２件 １６件 ５３件 

有識者 ７件 ２１件 ８件 １件 １件 

 

③江戸木目込人形製作体験講座 

事業概要 岩槻の伝統文化である江戸木目込人形を、熟練人形師の指導で製作します。 

目標又は予定 ２回 

事業実施状況 

及び実績 

人形のまち岩槻の伝統と魅力を発信するため、にぎわい交流館いわつきとの共催で干

支の江戸木目込人形製作体験講座を開催しました。 

実績：２回開催 

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） （イ） （ウ） （エ） （オ） 

十分 おおむね十分 やや不十分 不十分 わからない 

一般 １２３件 ２０２件 ５１件 １９件 ５２件 

有識者 ７件 １６件 ８件 ３件 ４件 

 

④岩槻区観光案内木製サイン整備 

事業概要 岩槻散策マップの回遊ルートに木製案内サインを整備します。 

目標又は予定 20 か所 

事業実施状況 

及び実績 

岩槻散策マップの慈恩寺地区において、回遊ルートに木製案内サインを設置しました。

木製案内サインに岩槻散策マップホームページの二次元コードを掲載し、区内の岩槻

散策マップを紹介しました。 

実績：20 か所設置 

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） （イ） （ウ） （エ） （オ） 

十分 おおむね十分 やや不十分 不十分 わからない 

一般 １１９件 １９２件 ５２件 ２１件 ６２件 

有識者 ９件 ２０件 ６件 １件 ２件 
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⑤歩道上トランスボックスのラッピング装飾 

事業概要 日光御成道の歩道上トランスボックスに「日光道中絵図」をラッピング装飾します。 

目標又は予定 ５か所 

事業実施状況 

及び実績 

日光御成道の歩道上のトランスボックスに日光道中絵図のラッピングを装飾しまし

た。ラッピング箇所については地図を作製し、観光案内所等で配布しているほか、区

役所ホームページで紹介しました。 

実績：５か所に実施 

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） （イ） （ウ） （エ） （オ） 

十分 おおむね十分 やや不十分 不十分 わからない 

一般 １１３件 １８３件 ６０件 １６件 ７７件 

有識者 ４件 ２１件 ９件 ２件 ２件 

 

⑥健康ウォーキング 

事業概要 
生活習慣病や介護予防などに効果的なウォーキング方法などを学ぶ講習会や岩槻のま

ちを巡るウォーキングイベントを３回開催します。 

目標又は予定 参加者満足度 90％ 

事業実施状況 

及び実績 

ウォーキング講習会を令和３年７月３日（土）及び令和４年１月 22日（土）に、ウォ

ーキングイベントを令和４年２月 23 日（水・祝）に開催しました。 

実績：参加者満足度 100% 

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） （イ） （ウ） （エ） （オ） 

十分 おおむね十分 やや不十分 不十分 わからない 

一般 １６０件 １６８件 ４６件 １４件 ６１件 

有識者 １３件 １９件 ３件 ２件 １件 

 

⑦Twitter を利用した岩槻区の魅力発信 

事業概要 
Twitter を活用し、区民の方々に役立つ情報をお伝えするとともに、岩槻区の魅力を

広く発信します。 

目標又は予定 フォロワー数 1
ひ

,7 2 9
なにんぎょう

人以上 

事業実施状況 

及び実績 

区政情報やイベント情報、身近な地域の情報等、幅広く情報発信を行いました。 

実績：フォロワー数 1,938 人（令和３年 10 月１日に 1,729 人達成） 

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） （イ） （ウ） （エ） （オ） 

十分 おおむね十分 やや不十分 不十分 わからない 

一般 ７６件 １３３件 ８３件 ５５件 １０１件 

有識者 ４件 １６件 ９件 １件 ８件 
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⑧農業用水路整備事業 

事業概要 
水路整備により、安定した用水の確保、排水機能の強化など水路機能の向上を図りま

す。 

目標又は予定 岩槻区大字釣上、大字野孫、大字谷下、大字長宮地内の水路整備を実施 

事業実施状況 

及び実績 

地元から整備要望のある水路や、老朽化が進んでいる水路について、整備工事を実施

しました。 

実績：４か所の水路整備を実施 

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） （イ） （ウ） （エ） （オ） 

十分 おおむね十分 やや不十分 不十分 わからない 

一般 ９０件 １５８件 ６０件 ３３件 １０８件 

有識者 ６件 １９件 ７件 ３件 ３件 

 

⑨副都心としての岩槻地区の都市機能の強化 

事業概要 

１ 浦和美園～岩槻地域の成長・発展を促進させるための事業を推進します。 

２ 岩槻まちづくりアクションプランに掲げた各事業の進行管理を行います。 

３ 地域資源と都市空間を活用するリノベーションまちづくりの取組を推進します。 

４ 岩槻人形博物館において、日本人形を中心とした展示や講座などを実施します。 

５ 地域活性化拠点として、にぎわい交流館いわつきを運営します。 

６ 岩槻歴史街道事業（裏小路）による道路美装化に向けた協議調整を行います。 

目標又は予定 主なイベントの来訪者数 251,000 人 

事業実施状況 

及び実績 

１ 浦和美園～岩槻地域の成長・発展を促進させるための各事業の推進および進行管理

や検証を行いました。 

２ 岩槻まちづくりアクションプランに掲げた各事業の推進及び進行管理、アクション

プラン（第３期）の策定を行いました。 

３ 令和３年 10 月 15 日～17 日に、リノベーションスクールを開催しました。 

４ 岩槻人形博物館において、日本人形を中心とした展示や講座の実施、企画展の開催

及び広報を行いました。 

５ 地域活性化拠点として、にぎわい交流館いわつきを運営するとともに、各種イベン

トを開催しました。 

６ 岩槻歴史街道事業（裏小路）による道路美装化に向けた協議調整を行いました。 

実績：主なイベントの来訪者数 21,000 人 

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止によるイベントの中止等により、来訪者数が

減少したため。 

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） （イ） （ウ） （エ） （オ） 

十分 おおむね十分 やや不十分 不十分 わからない 

一般 ６６件 １５９件 ９８件 ６１件 ６３件 

有識者 ２件 １４件 １２件 ７件 ３件 
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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 

事業概要 
道路反射鏡、道路照明灯等の修繕・新設を行うとともに、道路等の危険個所を把握

し、修繕を迅速に実施します。 

目標又は予定 年間 1,000 件 

事業実施状況 

及び実績 

区民からの要望や職員パトロールにより、道路反射鏡、道路照明灯、路面表示の修繕

及び道路等の緊急修繕を実施しました。 

実績：1,151 件実施 

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） （イ） （ウ） （エ） （オ） 

十分 おおむね十分 やや不十分 不十分 わからない 

一般 ８０件 １８５件 １００件 ５０件 ３３件 

有識者 ５件 １７件 １２件 ３件 １件 

 

②高齢者や子ども等への交通安全啓発 

事業概要 
交通安全キャンペーン（４回）、自転車安全利用啓発（４回）、高齢者や子どもの交通

安全啓発（18 回）及びドライバー大会を実施します。 

目標又は予定 26 回 

事業実施状況 

及び実績 

警察等と連携した街頭キャンペーンなどの交通安全啓発活動、自転車安全利用の日

キャンペーン、高齢者や子どもへの交通安全啓発活動を実施しました。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着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（書面）を実施しました。 

実績：37 回実施 

（内訳）交通安全キャンペーン９回、自転車安全利用啓発７回、高齢者や子どもへの交

通安全啓発 20 回、ドライバー大会（書面）１回 

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） （イ） （ウ） （エ） （オ） 

十分 おおむね十分 やや不十分 不十分 わからない 

一般 １０５件 ２０１件 ６９件 ３０件 ４３件 

有識者 ８件 ２３件 ５件 ２件 ０件 
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③不法投棄防止の推進と啓発 

事業概要 
不法投棄監視パトロールを行い、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。 

目標又は予定 不法投棄監視パトロール年間 180 回 

事業実施状況 

及び実績 

不法投棄監視パトロールを実施しました。元荒川河川敷クリーン活動については、新

型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、参加団体や活動場所を縮小して令和３年

11月 28 日（日）に実施しました。 

実績：・不法投棄監視パトロール 242 回実施 

   ・元荒川河川敷クリーン活動 可燃ゴミ 約 310 ㎏収集  

不燃ゴミ 約 100 ㎏収集 

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） （イ） （ウ） （エ） （オ） 

十分 おおむね十分 やや不十分 不十分 わからない 

一般 １０１件 １８９件 ７９件 ４３件 ３７件 

有識者 ５件 １９件 ９件 ４件 １件 

 

④防犯啓発事業 

事業概要 
「親子防犯教室」や「防犯の集い」を開催するほか、岩槻警察署と連携して、子ども

の見守り活動を支援します。 

目標又は予定 「効果的」と感じる参加者割合 90% 

事業実施状況 

及び実績 

・子どもをターゲットとした犯罪に対して、対処方法を親子で学ぶ「親子防犯教室」

を区内の小学校において実施しました。 

・防犯に対する意識の醸成を目的に地域防犯団体が集う「防犯の集い」を予定してい

ましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止としました。 

・岩槻区防犯連絡協議会、岩槻警察署等と連携し、子どもの見守り活動をしているボ

ランティアの支援を区内の小学校で実施したほか、岩槻駅前において街頭防犯啓発活

動を実施しました。 

実績：親子防犯教室 ２校で実施「効果的」と感じる参加者割合 100％ 

    防犯の集い 中止 

    子どもの見守り活動支援 ３校で実施 

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） （イ） （ウ） （エ） （オ） 

十分 おおむね十分 やや不十分 不十分 わからない 

一般 ８５件 ２０６件 ８８件 ２４件 ４６件 

有識者 ４件 １９件 １３件 １件 １件 
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⑤子ども防災教室 

事業概要 小学生を対象に、災害時の対処法などを学ぶ防災教室を開催します。 

目標又は予定 参加者満足度 90％ 

事業実施状況 

及び実績 

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体験型教室を開催しました。

参加者からは「防災について家族と話をしたい」等の意見をいただき、家族で話し合

う機会の創出に繋げることができました。 

実績：参加者満足度 100％ 

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） （イ） （ウ） （エ） （オ） 

十分 おおむね十分 やや不十分 不十分 わからない 

一般 １３９件 ２０３件 ３８件 １２件 ５７件 

有識者 ８件 １７件 １１件 １件 １件 

 

⑥避難所運営訓練・図上訓練 

事業概要 区内全 30 か所の避難所のうち、20 か所で運営訓練、10 か所で図上訓練を行います。 

目標又は予定 「効果的」と感じる参加者割合 90% 

事業実施状況 

及び実績 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、訓練内容を見直し区内 30 か所のすべて

の避難所運営委員会において訓練を実施しました。 

実績：「効果的」と感じる参加者割合 93％ 

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） （イ） （ウ） （エ） （オ） 

十分 おおむね十分 やや不十分 不十分 わからない 

一般 ８２件 ２１８件 ７１件 ２４件 ５４件 

有識者 ２件 ２６件 ８件 １件 １件 

 

⑦少年少女サッカー教室 

事業概要 
サッカーを通じて、子どもたちの健全育成を図るとともに、プロサッカーチームの 

スタッフによるサッカー技術の向上を目指します。 

目標又は予定 参加者 150 人 

事業実施状況 

及び実績 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、開催日を令和３年 10 月 17 日（日）に

延期し、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。 

実績：参加者 32 人（35人の申込） 

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） （イ） （ウ） （エ） （オ） 

十分 おおむね十分 やや不十分 不十分 わからない 

一般 ８４件 １６９件 ６４件 ２４件 １０７件 

有識者 １件 １４件 １４件 ２件 ７件 
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⑧顔の見えるネットワーク会議 

事業概要 
障害のある方の支援に携わる関係機関の連携を強化し、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」を開催します。 

目標又は予定 ３回、参加者満足度 90％ 

事業実施状況 

及び実績 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、オンライン形式で講義とグループワー

クによる会議を行いました。延べ 159 機関、延べ 226 人の参加をいただきました。 

実績：３回、参加者満足度 95.7％ 

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） （イ） （ウ） （エ） （オ） 

十分 おおむね十分 やや不十分 不十分 わからない 

一般 ８５件 １９８件 ３５件 １５件 １１１件 

有識者 ４件 ２２件 ５件 １件 ５件 

 

⑨子育てはじめて応援活動 

事業概要 

子育てが初めての方や転入した方を対象に、児童センター等と連携して、子育てのこ

と、遊びのこと、保育園のことを一緒に話したり、情報提供する応援活動を実施しま

す。 

目標又は予定 ４回 

事業実施状況 

及び実績 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、予定していた４回のうち２回を中止し、

岩槻児童センターと連携して２回開催しました。 

実績：２回 

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） （イ） （ウ） （エ） （オ） 

十分 おおむね十分 やや不十分 不十分 わからない 

一般 ５５件 １７４件 １０５件 ２８件 ８６件 

有識者 １件 １４件 １５件 ２件 ５件 

 

⑩ますます元気教室 

事業概要 
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、いきいき百歳体操体験や、

口腔ケア、栄養改善、認知症予防などを学ぶ「ますます元気教室」を開催します。 

目標又は予定 参加者満足度 90％ 

事業実施状況 

及び実績 

ますます元気教室を区内の全公民館５会場×３コース（１コース６回）開催し、181 人

が参加しました。 

実績：参加者満足度 99％ 

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） （イ） （ウ） （エ） （オ） 

十分 おおむね十分 やや不十分 不十分 わからない 

一般 １２２件 １９６件 ４７件 １５件 ６８件 

有識者 ８件 １９件 ７件 ２件 １件 
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⑪若い世代からの生活習慣病・がん予防のための普及・啓発活動 

事業概要 生活習慣病・がん予防のための普及・啓発活動を多様な方法で実施します。 

目標又は予定 12 回 

事業実施状況 

及び実績 

保健センター事業での普及・啓発のほか、ポスター掲示・リーフレットの配布・ツ 

イッター等を活用した普及・啓発を行いました。 

実績：55 回実施 

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） （イ） （ウ） （エ） （オ） 

十分 おおむね十分 やや不十分 不十分 わからない 

一般 １０８件 １８２件 ６２件 ２７件 ６９件 

有識者 ９件 １７件 ７件 １件 ３件 

 

⑫認可保育所等整備事業 

事業概要 
働きながら安心して子育てできる環境を整えるため、新たな認可保育所等を開設しま

す。 

目標又は予定 区内に認可保育所、認定こども園を１施設ずつ開設 

事業実施状況 

及び実績 

認可保育所等を整備し、令和３年４月に開設しました。 

実績：２施設整備 

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） （イ） （ウ） （エ） （オ） 

十分 おおむね十分 やや不十分 不十分 わからない 

一般 ６６件 １４８件 １０８件 ４５件 ８２件 

有識者 ３件 １９件 ９件 ２件 ４件 

 

⑬岩槻駅西口土地区画整理事業、江川土地区画整理事業 

事業概要 
道路、公園等の安全性、防災性を高める都市基盤を整備しつつ、地域特性を生かした

副都心の形成を図ります。 

目標又は予定 
岩槻駅西口土地区画整理事業 事業進捗率：88.4％ 道路整備率：43.7％ 

江川土地区画整理事業    事業進捗率：91.7％ 道路整備率：97.9％ 

事業実施状況 

及び実績 

・岩槻駅西口土地区画整理事業については事業の進捗に伴い、移転を要する建物等の

補償、排水路改修及び区画道路等の工事を行いました。 

・江川土地区画整理事業については事業の進捗に伴い、調整池排水機場築造や造成等

の工事を行いました。 

実績：岩槻駅西口土地区画整理事業 事業進捗率：88.6％ 道路整備率：44.9％ 

江川土地区画整理事業    事業進捗率：91.7％ 道路整備率：97.9％ 

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） （イ） （ウ） （エ） （オ） 

十分 おおむね十分 やや不十分 不十分 わからない 

一般 ５９件 １７８件 ７１件 ３５件 １０１件 

有識者 ０件 １９件 １２件 ３件 ３件 
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⑭消防施設等の整備 

事業概要 消防署所・消防分団車庫等の整備を計画的に実施します。 

目標又は予定 

・（仮称）城南地区出張所整備における既存庁舎解体工事の実施 

・慈恩寺第２分団車庫の建設工事の実施 

・和土分団車庫の設計業務の実施 

事業実施状況 

及び実績 

・（仮称）城南地区出張所整備における既存庁舎解体工事は令和４年２月１日に完了し

ました。 

・慈恩寺第２分団車庫の建設工事は令和４年３月 31 日に完了しました。 

・和土分団車庫の設計業務は令和４年１月 26 日に完了しました。 

実績：・（仮称）城南地区出張所整備における既存庁舎解体工事完了 

・慈恩寺第２分団車庫の建設工事完了 

・和土分団車庫の設計業務完了 

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） （イ） （ウ） （エ） （オ） 

十分 おおむね十分 やや不十分 不十分 わからない 

一般 １０９件 ２０９件 ３４件 １４件 ７９件 

有識者 ５件 ３０件 ２件 ０件 １件 

 

⑮防災情報収集・伝達事業 

事業概要 ＩＣＴの活用を含めた防災情報収集・伝達体制を整備します。 

目標又は予定 
防災行政無線メール、災害時防災情報電話サービス事業等、避難情報を受領できるサ

ービス登録者数 累計登録件数 31,000 件 

事業実施状況 

及び実績 

市報８月号にて防災行政無線メールについて掲載しました。また、本事業の対象者が

多く見込まれる総務課、高齢介護課、支援課にチラシの配架依頼を行ったほか、地区

民協を通じて本事業の対象者と密接なつながりのある民生委員へ本事業の周知を行い

ました。 

実績：累計登録件数 25,101 件 

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） （イ） （ウ） （エ） （オ） 

十分 おおむね十分 やや不十分 不十分 わからない 

一般 ６４件 １８１件 ８０件 ２９件 ９１件 

有識者 ３件 １６件 １５件 １件 ３件 
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⑯地下鉄７号線の延伸 

事業概要 

１ 埼玉県と共同で、地下鉄７号線の延伸線計画調査業務を行います。 

２ 「さいたま市地下鉄７号線延伸認可申請事業化実現期成会」が実施する事業、浦

和美園～岩槻地域の成長・発展に資する活動を実施する市民団体等に対して補助

金を交付します。 

３ 浦和美園～岩槻地域に関するまちづくり、地域資源、観光・イベント等の情報を

ウェブサイトで発信します。 

４ 浦和美園～岩槻地域の成長・発展を促進させるため、進行管理や検証を行い、地

域振興策や PR 方策について、地域住民等と連携し実施します。 

５ 岩槻駅周辺の地域資源と都市空間を活用するリノベーションまちづくりの取組を

進めます。 

目標又は予定 岩槻駅周辺交流人口（年間来訪者数）631,000 人 

事業実施状況 

及び実績 

１ 埼玉県と共同で、地下鉄７号線の延伸線計画調査業務を行い、事業計画の深度化を

図りました。 

２ 「さいたま市地下鉄７号線延伸認可申請事業化実現期成会」が実施する事業、浦和

美園～岩槻地域の成長・発展に資する活動を実施する市民団体等に対して補助金を

交付しました。 

３ 浦和美園～岩槻地域に関するまちづくり、地域資源、観光・イベント等の情報を 

ウェブサイト「浦和美園～岩槻地域ガイド」で発信しました。 

４ 浦和美園～岩槻地域の成長・発展を促進させるための各事業の推進及び進行管理や

検証を行うとともに、地域振興策や PR 方策について、地域住民等との連携により

実施しました。 

５ 令和３年 10 月 15 日～17 日に、リノベーションスクールを開催しました。 

実績：岩槻駅周辺交流人口（年間来訪者数） 292,000 人 

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止によるイベントの中止等により、来訪者数が

減少したため。 

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） （イ） （ウ） （エ） （オ） 

十分 おおむね十分 やや不十分 不十分 わからない 

一般 ５２件 １０５件 １１３件 ９８件 ７９件 

有識者 ２件 ９件 １９件 ５件 ３件 
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⑰幹線道路整備事業 

事業概要 都市計画道路等の幹線道路整備を効率的かつ効果的に推進します。 

目標又は予定 
一般国道 122 号蓮田岩槻バイパス、主要地方道さいたま春日部線(岩槻橋)の整備を推

進 

事業実施状況 

及び実績 

幹線道路整備を推進しました。（一般国道 122 号蓮田岩槻バイパス、主要地方道さいた

ま春日部線（岩槻橋）） 

工事についての説明会を実施しました。（一般国道 122 号蓮田岩槻バイパス） 

実績：整備を推進 

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） （イ） （ウ） （エ） （オ） 

十分 おおむね十分 やや不十分 不十分 わからない 

一般 ５９件 １６２件 ８９件 ５８件 ７９件 

有識者 ４件 ２２件 ７件 ２件 ２件 

 

⑱市営住宅建替事業 

事業概要 市営浮谷住宅建設工事を実施します。 

目標又は予定 市営浮谷住宅建設工事の完了 

事業実施状況 

及び実績 

令和２年 12 月から令和４年３月にかけて浮谷住宅 B棟の建設工事を実施し、市営住宅

を 85 戸整備しました。（令和４年度は浮谷住宅１号棟から６号棟の全 40 戸を解体予

定） 

実績：建設工事完了 

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） （イ） （ウ） （エ） （オ） 

十分 おおむね十分 やや不十分 不十分 わからない 

一般 ８２件 １７７件 ４２件 １５件 １３２件 

有識者 ７件 ２５件 ３件 ０件 ３件 
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⑲準用河川改修事業 

事業概要 浸水被害が生じている流域の準用河川や排水路の改修を行います。 

目標又は予定 準用河川（上院川、黒谷川）の整備を推進 

事業実施状況

及び実績 

黒谷川については、一級河川綾瀬川との合流部を令和３年８月から工事着手し、護岸

工事を実施しています。 

上院川については、河川から直接取水している耕作者等に対して個別説明を実施しま

した。 

実績：黒谷川 綾瀬川との合流部施工中 

上院川 地元個別説明の実施 

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） （イ） （ウ） （エ） （オ） 

十分 おおむね十分 やや不十分 不十分 わからない 

一般 ５１件 １８０件 ５４件 ３０件 １２７件 

有識者 ２件 １９件 １２件 ０件 ５件 

 

⑳下水道浸水対策事業 

事業概要 
浸水被害の軽減を目的とした雨水管及び雨水貯留施設等の整備を推進し、また岩槻諏

訪公園調整池整備事業を推進します。 

目標又は予定 岩槻諏訪公園調整池整備事業を推進 

事業実施状況

及び実績 

浸水被害の軽減を目的とした、岩槻諏訪公園調整池整備事業を推進しました。 

実績：継続事業４か年のうち、３か年目完了 

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） （イ） （ウ） （エ） （オ） 

十分 おおむね十分 やや不十分 不十分 わからない 

一般 ６２件 ２０３件 ５７件 ２８件 ９４件 

有識者 ２件 ２３件 ９件 ０件 ４件 
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質問２  今後、あなたが岩槻区で重点的又は継続的に取り組んで欲しいと思う事業をまちづくりのポイン 

     トごとに複数選んでください。（該当する番号を〇で囲んでください） 

 

 

まちづくりのポイント／事業名 

重点的又は継続的に取り組

んで欲しいと思う事業の件数 

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（区事業） ２０６件  １５件 

② いわつき・夢・コンサート（区事業） １２５件 １３件 

③ 自治会講演会（区事業）  ３４件 １７件 

④ 岩槻タウンカフェ（区事業）  ９８件  ５件 

⑤ 市民活動団体の講演会（区事業）  ３２件  ７件 

⑥ 次世代に向けた歴史文化資源の保存・継承・活用事業（教育委員会事業） ２０８件 ２５件 

⑦ 市誕生 20 周年事業（市長公室事業）  ５０件  ７件 

２ 地域資源を生かした、魅力の向上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（区事業） １６５件 １７件 

② 城下町岩槻歴史散策（区事業） １７９件 ２３件 

③ 江戸木目込人形製作体験講座（区事業） １３２件 １０件 

④ 岩槻区観光案内木製サイン整備（区事業）  ８２件 １５件 

⑤ 歩道上トランスボックスのラッピング装飾（区事業）  ７７件 １１件 

⑥ 健康ウォーキング（区事業） １３０件 １０件 

⑦ Twitter を利用した岩槻区の魅力発信（区事業） １０６件 １０件 

⑧ 農業用水路整備事業（経済局事業）  ９３件 １４件 

⑨ 
副都心としての岩槻地区の都市機能の強化（１・３：都市戦略本部事業、 

４：スポーツ文化局事業、５：経済局事業、２・６：都市局事業） 
１９２件 ２５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（区事業） ２１８件 ２７件 

② 高齢者や子ども等への交通安全啓発（区事業） １９４件 ２０件 

③ 不法投棄防止の推進と啓発（区事業） １５６件 １８件 

④ 防犯啓発事業（区事業） １２７件 １７件 

⑤ 子ども防災教室（区事業） １２１件 １３件 

⑥ 避難所運営訓練・図上訓練（区事業） １２４件 ２２件 

⑦ 少年少女サッカー教室（区事業）  ３５件  ６件 

⑧ 顔の見えるネットワーク会議（区事業）  ４３件  ９件 

⑨ 子育てはじめて応援活動（区事業） １１２件 １７件 

⑩ ますます元気教室（区事業）  ７３件 １０件 

⑪ 若い世代からの生活習慣病・がん予防のための普及・啓発活動（区事業） １０４件 １５件 
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⑫ 認可保育所等整備事業（子ども未来局事業） １２９件 １５件 

⑬ 岩槻駅西口土地区画整理事業、江川土地区画整理事業（都市局事業）  ８９件 １１件 

⑭ 消防施設等の整備（消防局事業）  ６２件 １１件 

⑮ 防災情報収集・伝達事業（総務局事業）  ８７件 １５件 

⑯ 地下鉄７号線の延伸（都市戦略本部事業） ２１４件 １９件 

⑰ 幹線道路整備事業（建設局事業） １１７件 １３件 

⑱ 市営住宅建替事業（建設局事業）  ３２件  ５件 

⑲ 準用河川改修事業（建設局事業）  ８０件 １４件 

⑳ 下水道浸水対策事業（建設局事業） １３７件 １３件 
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≪一般評価≫ 

① 年代別回答人数（割合） ※無回答：２１人 

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

24 人（6％） 53 人（12％） 70 人（16％） 76 人（18％） 

５．60 歳～69 歳 ６．70 歳以上 計  

88 人(20％) 119 人(28％) 430 人(100％)  

 

  ② 性別人数（割合） ※無回答：２２人 

１．男性 ２．女性 ３．その他 ４．回答しない 計 

172 人(40％) 250 人(58％) １人(1％) 6 人（1％） 429 人(100％) 

 

  ③ 回答者の居住年数 ※無回答：２１人 

１．１年～３年未満 ２．３年～５年未満 ３．５年～10 年未満 ４．10 年～20 年未満 

23 人(5％) 11 人(3％) 29 人(7％) 56 人(13％) 

５．20 年以上 計   

311 人(72％) 430 人(100％)   

 

≪有識者評価≫ 

① 年代別回答人数（割合） ※無回答：６人 

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％） 1 人（3％） 2 人（6％） 

５．60 歳～69 歳 ６．70 歳以上 計  

2 人（6％） 27 人（85％） 32 人(100％)  

 

  ② 性別人数（割合） ※無回答：６人 

１．男性 ２．女性 ３．その他 ４．回答しない 計 

26 人(81％) 6 人(19％) 0 人(0％) 0 人（0％） 32 人(100％) 

 

  ③ 回答者の居住年数 ※無回答：６人 

１．１年～３年未満 ２．３年～５年未満 ３．５年～10 年未満 ４．10 年～20 年未満 

0 人(0％) 1 人(3％) 0 人(0％) 0 人（0％） 

５．20 年以上 計   

31(97％) 32 人(100％)   

                                  

 

 

 

                                         

  

 

 

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  
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『令和３年度 さいたま市 岩槻区のまちづくりアンケート結果』を、 
ご覧いただきありがとうございました。 

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「令和３年度さいたま市岩槻区のまちづくりアンケート結果」は４００部作成し、 

 １部あたりの印刷経費は 273 円(税込)です。 

さいたま市 PR キャラクター 

この冊子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 
                                  F A X ７９０－０２６０ 

つなが竜ヌゥ 

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 


