














西区“感謝の絆（きずな）” 

メール

西区“感謝の絆（きずな）” 

メール

令和元年 ７月２４日

住民票の件で本課の証明書発行窓口に来られた方がいらっしゃいまし

た。他区役所での対応に、お怒りのご様子で来庁されましたが、窓口の

女性職員が丁寧に話を伺い対応したところ、最終的には「おかげで気分

が晴れました。ありがとう。これからは西区に来るからよろしく。」との

お言葉をいただきました。

これからも市民目線に立ち、親身にお話を伺い満足していただけるよ

う区民課一同心掛けます。                   

                        西区区民課

令和元年 ７月 ２日

 マイナンバーカードの交付手続きで、お子様を連れて窓口に来られた

方がいらっしゃいました。お子様が椅子に座るのを嫌そうにしていたの

で、窓口の担当職員がヌウのぬりえを渡して話しかけたところ、お子様

も落ち着いた様子になり、その後の手続きもスムーズに進み、「ありがと

うございました。」とお言葉をいただきました。

 これからも職員一同「親切・丁寧」な対応に取り組んでまいります。

                       西区区民課



西区“感謝の絆（きずな）” 

メール

西区“感謝の絆（きずな）” 

メール

令和元年 ７月２５日

「こども夏休み講座」～認知症を知ろう～に参加された市民の方

から、以下のとおりお言葉をいただきました。

「さいたま市西区には、高齢者の施設が沢山あることを知りまし

た。

認知症を防ぐには、周りにいる家族や施設の方の見守りが必要

であると思いました。寸劇は面白かったです。ありがとうございま

した。」

西区高齢介護課 

令和元年 ７月２５日

「こども夏休み講座」～認知症を知ろう～に参加された市民の方

から、以下のとおりお言葉をいただきました。

「認知症について、親子で参加し、理解を深めることができま

した。家族や近所の方に認知症の方が身近にいたときは、やさしく

声をかけ、相手の気持ちになり対応できるようにしていきたいで

す。親子共々、有意義な時間を過ごすことができました。ありがと

うございました。」

西区高齢介護課 



西区“感謝の絆（きずな）” 

メール

西区“感謝の絆（きずな）” 

メール

令和元年 ８月 ９日

 課税課の窓口において、固定資産の相続についてご質問いただいたと

き、相続登記に必要な書類や未登記家屋に関する手続きの方法、法務局・

西区くらし応援室に相談窓口があることを説明したところ「丁寧に

教えていただいてありがとうございました。来て良かったです。」と言っ

てお帰りになりました。

課税課  

令和元年８月２日

課税課の窓口において、ご家族の税額の変動に関するお問合せの中

 で、過去に遡り国税額の還付が生じる方がいらっしゃったため、

 税務署への申告の提出方法や必要書類等について、ご案内差し上

 げたところ、後日「本日午前中に税務署で申告を済ませました。

 おかげ様で税金の還付が受けられました。」と、わざわざ窓口に

 お礼を言いに来てくださいました。

                        課税課



西区“感謝の絆（きずな）” 

メール

令和 元年 ８月 ９日

高額療養費の支給申請に来庁されたお客様が、７月３１日有効期限の

限度額適用認定証をお持ちになっていたので、８月からの分の更新の

ご案内をしたところ、「明日、ちょうど病院に行くところだったので、

教えていただいて助かりました。」とお礼の言葉をいただきました。

 お客様からのお礼のお言葉は、職員にとって何よりの励みになります。

ありがとうございました。

保険年金課

西区“感謝の絆（きずな）” 

メール

平成 元年 ８月 ９日

保険年金課窓口でお手続きをされ、お帰りの際に「ありがとう」と

おっしゃってくれる方が西区には、たくさんいらっしゃいます。

いつも優しいお言葉をかけていただき、ありがとうございます。

これからも皆様に「ありがとう」と言っていただけるように、

職員一同、親切丁寧な窓口対応を心掛けていきます。

                         保険年金課





西区“感謝の絆（きずな）” 

メール

西区“感謝の絆（きずな）” 

メール

令和元年 ９月 １０日

納付相談に訪れた市民の方に、その方に適した納税方法を提案 

したところ、感謝の言葉をいただきました。 

 西区収納課

令和元年 ９月 ２日

 納付相談に訪れた市民の方が「話を丁寧に聞いてくれて、相談前

はとても不安だったのですが、これで安心して帰れます。」とおっ 

しゃって帰られました。これからも納税者が気持ちよく、また、

スムースな納税ができるような窓口対応に努めていきたいと思い

ます。

 西区収納課



西区“感謝の絆（きずな）” 

メール

令和元年９月６日

閉庁時間の午後 5時 15分過ぎに市民ホールの椅子で、小さい
お子様が「帰りたくない！」と大泣きしていて、お母様が帰るに帰

れず困っているご様子でした。

 職員がお子様に話しかけると、気分が変わったのか、泣き止んで

帰ることができるようになり、お母様から、お礼の言葉を頂きまし

た。

保健センター

保健センター

西区“感謝の絆（きずな）” 

メール

令和元年９月３０日

指定難病の更新申請にいらした方に、待ち時間に書類の大まかな

確認をさせていただき、必要な欄の記入をお願いしたり、書類の

整理をさせていただきました。

 複数の方から、「助かった、ありがとう」とのお言葉をいただき

ました。

 お待たせして申し訳なかったのですが、感謝のお言葉を頂き

職員の何よりの励みになりました。ありがとうございました。

保健センター















西区“感謝の絆（きずな）” 

メール

西区“感謝の絆（きずな）” 

メール

令和元年 12 月 20 日

「本日、母の介護保険の申請に行きましたが、親身になって説明し

て頂き、とてもうれしく感じました。また、他の課の内容についても

丁寧に対応して頂き、助かりました。」とのお言葉をいただきました。

 これからも丁寧な窓口対応を心掛けたいと思います。

西区高齢介護課

令和元年 12 月 17 日
長寿応援ポイント制度を利用している方から、

「ラジオ体操の団体で活動しているが、早起きして規則正しい生活

になり体調も良くなった。ずっと続けていきたい」。

 「ただ散歩するだけだったが、健康マイレージで１日８０００歩の

目標を持つことにより、毎日歩くことに張り合いができた」。

  どちらの方もポイントを集めるワクワクした楽しみがあると皆さん

 笑顔でおっしゃいます。

  健康寿命をのばすため、さらなる制度普及に努めたいと思います。

西区高齢介護課



西区“感謝の絆（きずな）” 

メール

西区“感謝の絆（きずな）” 

メール

令和元年１２月２０日

ご要望により道路補修を行ったところ、区民の方より「早速、補修

して頂いてありがとう」との心温まるお言葉をいただきました。

道路等の破損などお気づきの点がございましたら、くらし応援室まで

お問合せ下さい。まずは、現場の調査を早急に実施させていただきます。

西区くらし応援室

令和元年１２月２０日

カーブミラーの向きが悪く補修したところ、「道路見通しが改善さ

れ迅速に対応いただきありがとうございました。」とのお言葉を

いただきました。

カーブミラーは、交通事故防止の補助的役割があることから、 

お気づきのことがございましたら、くらし応援室までご連絡を

お願いいたします。

                     西区くらし応援室







西区“感謝の絆（きずな）” 

メール

西区“感謝の絆（きずな）” 

メール

令和２年１月１０日

小さなお子様を連れたお客様に書類を記載していただく際に、

 お子様を抱っこしながら窓口で座っての記載ではなく、キッズ

 スペースの近くの記載台をご案内し、お子様を遊ばせながら書

 類を記入していただきました。お客様からは「子供が目の届く

所で安心して手続き出来ました。」とお声がけいただきました。

 西区 保険年金課

令和２年１月１５日

 年金受給者が窓口に相談にいらした際に、年金から天引きされて

いる介護保険料、住民税、健康保険料について各課に確認しては

 どうでしょうかと案内しました。その方が各課に確認後、年金係

 までお戻りになり、「納得出来た。ありがとう」と一言おっしゃ

 り、笑顔でお帰りになりました。

 西区 保険年金課



西区“感謝の絆（きずな）” 

メール

西区“感謝の絆（きずな）” 

メール

令和２年 １月２２日

水害に関心の高い市民の方から、ハザードマップについての説 

明を求められました。西区は地域柄、荒川氾濫時のインパクトが 

大きく、状況を説明するにつれ、徐々に市民の方の表情が曇って 

いくのが分かりました。しかし、「マイ・タイムライン」の話を織

り交ぜながら丁寧に説明を続けたところ、「厳しいけれど、状況が

良く分かりました。ありがとう。」と感謝の言葉を述べられ、表情

も少し明るくなって、お帰りになりました。

西区総務課

令和２年 １月１７日

 罹災証明書の申請で来庁された市民の方がいらっしゃいました。

初め、若干イライラしていらっしゃるご様子で、お話を伺うと、 

どうも保険会社の担当者の対応が横柄だったらしく、そのことで 

少し語気が荒くなっていたようです。話の腰を折らずに、最後まで

傾聴することで「話せて良かった。スッキリしたし、納得した。」

と、感謝の旨のお言葉をいただきました。

 今後も市民の方の心に寄り添う対応に努めたいと思います。

西区総務課



西区“感謝の絆（きずな）” 

メール

令和２年２月３日

西区へ転入された方で、自治会に加入するためコミュニティ課へ

来られた方から、手続きについて説明をさせていただいた時に、西

区の情報等も親切に教えていただき、また地図や情報誌もいただい

たことで地域のことがよく分かり、たいへん参考になりましたと感

謝のお言葉を頂きました。

                     コミュニティ課

コミュニティ課

西区“感謝の絆（きずな）” 

メール

令和２年２月２０日

第２回ウォーキング講習会に参加された方々から、アンケート

を頂き、よかった、とても良かったと好評を頂きました。

多くの方々から、歩き方や正しい姿勢で歩くことにより、事故

を防ぎ、健康に生活していくために、講座終了後にも学んだこと

を実践していきたいと感謝のお言葉を頂きました。

企画をした講習会をよろこんでいただくことが、職員の何よりの

励みになります。ありがとうございました。

コミュニティ課



西区“感謝の絆（きずな）” 

メール

令和２年２月２８日

市民ホールで、小さいお子様がパニック状態で、一人で外に出よ

うとしたり、大泣きしていて、お母様が困っているご様子でした。

職員がおもちゃをお見せし、保健センター側の待合椅子に座って

頂き、落ち着くまで休んでいかれました。その後、無事にお手続

きができたようでした。

お母様から、お礼の言葉を頂きました。

保健センター

西区“感謝の絆（きずな）” 

メール

令和２年２月２０日

健康教室「自分磨きゼミ―経絡」に参加された方から

「家で復習できそう」、「ゆったり運動が心地よかった」

「血流が良くなった」とお言葉をいただきました。

若い世代からの健康づくりをサポートできるよう、これからも

健康教室を企画してまいります。

保健センター



西区“感謝の絆（きずな）” 

メール

西区“感謝の絆（きずな）” 

メール

令和２年 ３月１３日

  区民の方が窓口に来られて、西区役所で落としたものがある

かもしれない、とのお問い合わせがありました。残念ながら、

 その物は総務課に届いていませんでしたが、御足労を労い、丁

 寧な対応に努めたところ、感謝の旨のお言葉をいただきました。

 西区総務課 

令和２年 ３月 ２日

  区役所の執務室再編後の各課の配置にまだ慣れていらっしゃ

らない御様子の方が来られました。執務室再編の経緯等を交え、

 ゆっくりと丁寧に説明したところ、十分な御理解と感謝の意の

 お言葉をいただきました。

 西区総務課 



西区“感謝の絆（きずな）” 

メール

西区“感謝の絆（きずな）” 

メール

令和 ２年 ３月３０日

マイナンバーの交付の女性の方、やさしい言葉でわかりやすく丁寧に

教えていただきました。

本当にありがとうございました。

これからもわからないことがありましたら、こちらに来ますので、よろ

しくお願いします。

                          区民課

令和 ２ 年 ３ 月 ２５ 日

 転入届で区民課に来ました。

窓口の対応がとても良く、待っている子どもの事も気にしながら対応

してくれてうれしかったです。

いろいろな手続きがありましたが素早く感じました。    

ありがとうございました。

                          区民課 


