
平成２５年度 さいたま市 大宮区

区長マニフェスト評価書 

■はじめに 

大宮区役所では、平成２５年度に大宮区が取り組む、主な事業を区長マニ

フェストにまとめ、平成２５年４月２６日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。 

区長マニフェストは、次年度に検証・評価をすることとしており、事業の「目

的・目標」と、その「実績・成果」に対して、「区民アンケート」及び「区長による自

己評価」を行いました。 

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２６年４月 大宮区長 小島 鉄朗 

■評価方法 

以下の、３つの方法により総合的に評価しました。 

１．一般評価（アンケート） 
●期 間：平成２６年３月１１日～３月２５日（郵便返信で消印有効）    

      ●設 問：本評価書の４頁『検証評価（詳細）』をご覧ください。 

      ●対象者：無作為抽出で２０歳以上の大宮区在住者 1,500 人（うち、411 人回答） 

２．有識者評価（アンケート） 
●期 間：直接郵送等。    

   ●設 問：一般評価と同じ。 

   ●対象者：大宮区区民会議委員等 39 人（うち、27 人回答）

３．区長評価 
 実施した事業の実績・成果を基に、以下の評価ランクを、区長が選定しました。 

５：目標をかなり上回っていた 

４：目標をやや上回っていた 

３：目標どおりだった 

２：目標をやや下回っていた 

１：目標をかなり下回っていた 
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※詳細な事業内容は、４頁からの『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 
評価

アンケート 

一般 有識者 

１ 安心・安全なまちづくり － － － 

（１） 区内一斉防災訓練の実施 ４ ７０％ ７３％ 

（２） 避難場所運営委員講習会の開催 ４ ５５％ ７７％ 

（３） 大宮区防災情報交換会の開催 ４ ４０％ ６９％ 

（４） 「大宮区安心・安全のつどい」（旧名称：防災のつど
い）の開催 

４ ７１％ ７６％ 

（５） 街頭防犯キャンペーンの実施 ４ ６０％ ７７％ 

（６） 青色防犯パトロールの実施 ４ ７９％ ９２％ 

（７） 放置自転車防止活動の実施 ４ ６６％ ５４％ 

（８） ＬＥＤ照明の設置 ４ ６９％ ６５％ 

２ 区制施行１０周年記念事業によるまちづくり － － － 

（１） サッカーのまち大宮ＰＲ事業の開催 ５ ８３％ ６８％ 

（２） 大宮今昔写真展の開催 ４ ７６％ ８４％ 

３ 地域資源を活用したまちづくり － － － 

（１） 区の花「さくら」のＰＲ ３ ７２％ ７２％ 

（２） 地域資源マップの作成 ３ ７９％ ６３％ 

（３） 大宮二十景案内板の設置 ５ ７５％ ７６％ 

４ いきいき元気なまちづくり － － － 

（１） 「子どもがつくるまち：ミニ大宮」の開催 ５ ８２％ ７０％ 

（２） 子育て支援連絡会の開催 ３ ６４％ ７０％ 

（３） うんどう遊園地域指導員の派遣 ４ ８９％ ８６％ 

（４） 介護者サロンの開催 ２ ６３％ ７６％ 

検証評価(まとめ) 
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※ アンケート欄の一般及び有識者の割合については、５頁から１４頁までの事業

の「実績・成果」の５つの選択肢（「（１）十分」、「（２）おおむね十分」、

「（３）やや不十分」、「（４）不十分」、 「（５）わからない」）において、

「わからない」を除く選択総数のうち、「（１）十分」、「（２）おおむね十分」

の選択数の割合。 

（２）今後、大宮区で重点的に取り組んでほしい分野について（区民アンケート） 

（３）主な分析について 

 ①今後、大宮区で重点的に取り組んでほしい分野について（年代別）（※一般評価）

５ 協働によるまちづくり － － － 

（１） 大宮区花と緑のまちづくり推進事業の実施 ３ ７５％ ８１％ 

（２） 大宮区民ふれあいフェアの開催 ３ ６７％ ５８％ 

（３） 対話集会の開催 ３ ７６％ ６４％ 

（４） 大宮駅周辺の環境美化活動 ４ ８４％ ９２％ 

取組分野 
要望 
割合 

１ 自然・環境に関する取組 １８％

２ 健康・福祉に関する取組 ３７％

３ 歴史・文化・伝統に関する取組 １０％

４ 安全・生活環境に関する取組 ３２％

５ 地域交流に関する取組  ３％

取組分野 
２０歳

代 

３０歳

代 

４０歳

代 

５０歳

代 

６０歳

代 

７０歳

代以上 

１ 自然・環境に関する取組 19% 17% 9% 15% 20% 24% 

２ 健康・福祉に関する取組 42% 36% 38% 34% 40% 37% 

３ 歴史・文化・伝統に関する取組 5% 8% 8% 8% 11% 14% 

４ 安全・生活環境に関する取組 31% 35% 42% 38% 27% 24% 

５ 地域交流に関する取組 3% 4% 3% 5% 2% 1% 

総  計 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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２．総評 

●事業について（１・２頁参照） 

区長評価では、全２１事業のうち、「評価５」が３事業、「評価４」が１１事業、「評価

３」が６事業、「評価２」が１事業となりました。 

一般評価では、概ね同様の評価をいただきましたが、“「避難場所運営委員講習会」の

開催”と“「大宮区防災情報交換会」の開催”については、一般評価でそれぞれ５５％、

４０％と、低い評価を受けました。 

 有識者評価は、概ね一般評価と同様でありますが、特に“「青色防犯パトロール」の実

施”と “「大宮駅周辺の環境美化活動」”については、９０％を超える高い評価を受けま

した。 

また、“「サッカーのまち大宮ＰＲ事業」の開催”や“「地域資源マップ」の作成”について

は、有識者評価が低めだったものの、一般評価において高い評価を受けました。 

●重点的に取り組んでほしい分野について（２頁参照） 

 特徴的な結果としては、「２ 健康・福祉に関する取組」が、３７％ともっとも多い要

望となり、次に「４ 安全・生活環境に関する取組」が、３２％と高くなっています。 

 一方、「５ 地域交流に関する取組」が３％と少ない要望になっています。 

●まとめ・今後の方向性について 

○ 今後、大宮区で重点的に取り組んでほしい分野としては、「健康・福祉に関する取

組」が第１位、次いで「安全・生活環境に関する取組」の順となっており、全体の約

７割となっています。 

これらのアンケート結果から、子育て及び高齢者支援の取組や、防災・防犯に対す

る高い目標が求められていることが裏付けられました。 

特に、東日本大震災以降における「防災」に対する継続した関心の高さや大宮区の

犯罪率の高さを受けた「防犯」への高い関心が伺えたこと、また、アンケートの自

由意見では、大宮駅周辺の環境整備（東口の再開発、駅前駐輪場の拡充、保育園の

増設等）に関する意見が多かったことから、これらを踏まえ、災害に強くかつ安心・

安全なまちづくりを目指し、各施策の充実を図ってまいります。 

○ 「地域交流に関する取組」に対する要望の少ないことが懸念されますが、「自然・

環境に関する取組」や「歴史・文化・伝統に関する取組」と併せ、当区の豊かな地

域資源を生かしたよりよいまちづくりを目指してまいります。  

○ 平成２６年度におきましては、平成２５年度の一般評価・有識者評価で低い評価と

された事業について一層の充実を図るとともに、さらなる大宮区の発展に努めてまい

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２５年度に大宮区では１～５の取組について、さまざまな事業を行いました。 

各事業の、「目的・目標」とその「実績・成果」をご覧いただき、設問にお答えく

ださい。（該当する番号を○で囲んでください） 

１ 安心・安全なまちづくり

（１） 区内一斉防災訓練の実施 

区長 

評価 ４

目的・目標 

区内全域が被災したことを想定し、区災害対策本部と全避難場所を同時に 

開設し、相互の連携訓練を行うことで、地域防災力の向上を図ります。 

／年１回実施

実績・成果 

区内１８か所全ての避難場所で避難場所運営訓練を実施し、併せて区災害

対策本部の設置訓練を同日に実施し、避難場所と本部の相互連携訓練も行

いました。／１０月１９日（土）に実施し、訓練には、１，１６２人が参加。アンケー

トでは、８１．５％の方が、災害時に役立つと回答。

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
十分  おおむね十分  やや不十分  不十分  わからない 

一般（回答数：４０７件） ３８件 ２０７件 ８１件 ２５件 ５６件 

有識者(回答数：２６件)  １件  １８件  ５件  ２件  ０件 

（２） 避難場所運営委員講習会の開催 

区長 

評価 ４

目的・目標 
避難場所運営委員会の避難場所力を高めるため、避難場所運営委員

が参加する講習会を開催します。／年１回開催 

実績・成果 

発災時において、避難場所の設置や運営を速やかに行えるよう、また、

避難場所運営訓練がより効果的なものとなるよう、全避難場所運営委員を

対象とした講習会を開催しました。 

／６月２９日(土)に開催し、１９４人が参加。

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
 十分  おおむね十分  やや不十分  不十分  わからない

一般（回答数：４０７件） ２４件 １７０件 １０９件 ４７件 ５７件 

有識者(回答数：２６件)  ２件  １８件  ５件  １件  ０件 

検証評価（詳細） 
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（３） 大宮区防災情報交換会の開催 

区長 

評価 ４ 

目的・目標 
自主防災組織の結成を促進するため、情報交換会を開催します。 

／年１回開催

実績・成果 

大宮区は、自主防災組織の結成率が１０区中で一番低い状況にあるため、

自主防災組織結成がもたらす効果などを、改めて未結成自治会の方々にご

認識いただくとともに、既結成の自主防災組織を含め地域防災力の向上を図

りました。 ／２月１日(土)に開催し、１１５人が参加。

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
 十分  おおむね十分  やや不十分  不十分  わからない

一般（回答数：４０７件） １８件 １１７件  １４０件 ６３件 ６９件 

有識者(回答数：２６件)  ２件  １６件   ７件  １件  ０件 

（４） 「大宮区安心・安全のつどい」（旧名称：防災のつどい）の開催 

区長 

評価 ４ 

目的・目標 

区民一人ひとりの防災、防犯及び交通安全への意識の高揚と知識の普及

を目的に、講習及び講演会を開催し、大宮区の「安心・安全なまちづくり」を推

進します。／年１回開催

実績・成果 

市民会館おおみやにおいて、警察署による防犯・交通安全講習、防犯・防

災講演を実施しました。（平成２４年度までは「防犯」に特化した内容で実施し

ていましたが、今年度からは防犯に加えて、「防災」や「交通安全」の内容も加

えました。）／２月２５日(火)に開催し、７６５人が参加。

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
 十分  おおむね十分  やや不十分  不十分  わからない

一般（回答数：４０３件） ３７件 ２１１件 ６８件 ３３件 ５４件 

有識者(回答数：２６件)  ３件  １６件  ４件  ２件   １件 

（５） 街頭防犯キャンペーンの実施 

区長 

評価 ４ 

目的・目標 

大宮区において多発している自転車盗難、ひったくりなど街頭犯罪を防止

するため、警察署・区役所・地域の防犯団体が協働でキャンペーンを実施し、

地域の防犯意識の高揚を図ります。／年２回以上実施
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実績・成果 

警察署・区役所・地域の防犯団体の総勢４０人で、キャンペーンを実施しま

した。また、これに加え、区役所正面玄関前にひったくり防止カバーとツーロッ

クを施した自転車の啓発展示を新たに実施しています。 

／１０月１８日(金)に実施。また、キャンペーン後から啓発展示を実施中。

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
 十分  おおむね十分  やや不十分  不十分  わからない

一般（回答数：４０３件） ３９件 １７５件 ８９件 ５３件 ４７件 

有識者(回答数：２６件)  ３件  １７件  ５件  １件  ０件 

（６） 青色防犯パトロールの実施 

区長 

評価 ４ 

目的・目標 

区の色（オレンジ色）のデザインを施した電気自動車で、青色回転灯を点灯

させ、防犯啓発メッセージを流しながら、小学校・公園・住宅街を中心に防犯

パトロールを行います。／週３回以上実施

実績・成果 

平成２４年度まで週３回（午後の２時間程度）で実施していたパトロールを、

今年度から週４回に増やし実施しました。また、児童・生徒が休みとなる夏休

み等には、午前中に実施しました。実施に際しては、警察から発信される犯罪

発生情報をもとに、防犯マップを作成し、犯罪が発生しやすい箇所への重点

的なパトロールを行いました。／週４回実施。

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
 十分  おおむね十分  やや不十分  不十分  わからない

一般（回答数：４０３件） ７６件 ２１４件 ４６件 ３１件 ３６件 

有識者(回答数：２６件)  ３件  ２１件  ２件  ０件 ０件 

（７） 放置自転車防止活動の実施 

区長 

評価 ４ 

目的・目標 

街頭犯罪の中でも「自転車盗難」が半数以上を占めている現状を踏まえ、

放置自転車監視員による監視のほか、大宮駅周辺繁華街浄化パトロールを

実施し、街頭犯罪発生件数の更なる減少に取り組みます。／月１回以上実施

実績・成果 

放置自転車監視員の日々の活動のほか、警察署や関係機関と合同で放置

自転車に防止啓発シールを貼り付け、注意活動を実施しました。 

／月１回・１５時３０分から実施。通算１，６９０台（２月末現在）の対応。

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
 十分  おおむね十分  やや不十分  不十分  わからない

一般（回答数：４０７件） ６３件 １８８件 ９１件 ３８件 ２７件 

有識者(回答数：２６件)  ４件  １０件 １０件  ２件  ０件 
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（８） ＬＥＤ照明の設置 

区長 

評価 ４ 

目的・目標 
老朽化した街路灯から、明るく環境にやさしいＬＥＤ照明への切替または新

設を行います。 ／切替及び新設３１０基

実績・成果 ２月末現在で、発注分を含め LED 灯３１８基を設置しました。

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
 十分  おおむね十分  やや不十分  不十分  わからない

一般（回答数：４０７件） ７９件 １９０件 ８０件 ４０件 １８件 

有識者(回答数：２６件)  ４件  １３件  ８件  １件  ０件 

２ 区制施行１０周年記念事業によるまちづくり

（１） サッカーのまち大宮ＰＲ事業の開催 

区長 

評価 ５ 

目的・目標 

区制施行１０周年の節目となるこの年を将来に向けた新たな出発点として、

区の魅力を再発見・再認識するとともに区内外にＰＲするため、ＰＲイベントを

開催します。 ／ＮＡＣＫ５スタジアム大宮を会場として区民及び来場者と共に

ＰＲイベントを開催

実績・成果 

８月２４日（土）にＮＡＣＫ５スタジアム大宮で開催された大宮アルディージャ

対柏レイソルの試合において、サッカーのまち大宮が１０周年を迎えたことを次

のような内容でＰＲしました。／当日入場者数１１，６６１人 

①試合前の選手入場時に区民・来場者が一体となったコレオグラフィを観

客席にて実施しました。／コレオグラフ作成枚数２，７００枚 

②１０歳になる桜木小学校４年生児童の出演による１０周年の告知及びアル

ディージャを応援するビデオを大型映像装置にて映写しました。／映写回数：

試合前とハーフタイムの２回。その後、区役所総合案内横のモニターや、さい

たま新都心駅前大型映像装置にて３月末まで放映。 

③当日試合観戦者へ配布するプログラムに１０周年の告知及びアルディー

ジャを応援する内容のバナーを掲載しました。／マッチデープログラム印刷部

数１０，０００枚 

④スタジアム内コンコースにて、大宮区ブースを出展しました。／チラシ等

配布枚数３００枚

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
 十分  おおむね十分  やや不十分  不十分  わからない

一般（回答数：４０２件） ９２件 １６３件 ４２件 １２件 ９３件 

有識者(回答数：２６件)  ５件  １２件  ７件  １件  １件 
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（２） 大宮今昔写真展の開催 

区長 

評価 ４ 

目的・目標 
区制施行１０周年を機に、次の世代にも「大宮」の持つまちの魅力や活力を

伝えるため、写真展を開催します。／展示期間１１／５～１２／２７

実績・成果 

１１月５日（火）から、大宮区役所本館２階通路の展示スペースで、計２８点

の写真展示を開始しました。当初は、年内いっぱいの展示予定でしたが、好

評につき展示期間を年度内まで延長しました。来年度についても、大宮駅西

口の商業施設で移動写真展を開催する予定です。また、展示場所に設置し

た筆記帳には、概ね肯定的なご意見をいただきました。さらに、複数の新聞社

に本事業を記事にしていただき、ＰＲにつなげることができました。 

／展示期間１１／５～３／３１、筆記帳記入者２７人（２月末現在）

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
 十分  おおむね十分  やや不十分  不十分  わからない

一般（回答数：４０２件） ８３件 １６９件 ５３件 ２６件 ７１件 

有識者(回答数：２６件)  ７件  １４件  ３件  １件  １件 

３ 地域資源を活用したまちづくり

（１） 区の花「さくら」のＰＲ 

区長 

評価 ３ 

目的・目標 

区の緑化推進のシンボルフラワーである区の花「さくら」を多くの方に知って

もらうため、イベントなどを通じてＰＲ活動を行います。／イベントを通じたＰＲ活

動の実施、庁舎前のさくらの木を活用したベンチの作製

実績・成果 

①鉄道ふれあいフェアや少年・少女サッカー教室などの開催の際に「区の

花シール」などを配布し区の花をＰＲしました。／ＰＲ活動を通算１３会場で実

施、大宮駅東口周辺案内サインの裏面にさくらのロゴを表示、大宮区役所庁

舎内にＰＲ看板を設置しました。 

②伐採した庁舎前のさくらの木を活用した記念プレート付きのベンチを作製

し、９月上旬より大宮区役所本館１階に設置、利用しています。／ベンチ２基を

作製・設置しました。

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
 十分  おおむね十分  やや不十分  不十分  わからない

一般（回答数：４０４件） ７８件 １６６件 ６３件 ３０件 ６７件 

有識者(回答数：２６件)  ３件  １５件  ６件  １件  １件 
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（２） 地域資源散策マップの作成 

区長 

評価 ３ 

目的・目標 

区民の一体感の醸成と区内外に向けた大宮区のイメージアップを図るた

め、区内の地域資源をめぐる散策ルートを設定し、散策マップを作成します。

／作成部数２，０００部、期限：年度内

実績・成果 

観光ボランティアガイド会など地域資源を熟知する団体とのヒアリングや現

地調査を行いながら、コースの選定や掲載内容の決定を行いました（４コース

を選定）。なお、実際にコースを散策し、歩きやすさや目印などの記載を行うこ

とで、散策する方の目線に立ったマップとしました。 

／作成部数２，０００部、平成２６年２月作成。

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
 十分  おおむね十分  やや不十分  不十分  わからない

一般（回答数：４０６件） ７６件 ２０１件 ５７件 １５件 ５７件 

有識者(回答数：２５件)  ３件  １２件  ９件  ０件  １件 

（３） 大宮二十景案内板の設置 

区長 

評価 ５ 

目的・目標 
大宮区内の見所となる大宮二十景をＰＲするため、案内板を設置します。／

設置個所：３か所以上、期限：年度内 

実績・成果 

大宮二十景２０か所のうち、５か所に案内板を設置しました。（平成２４年度

に１４か所設置）また、大宮駅東西連絡通路の改修に合わせ、駅インフォメー

ションセンターに大宮二十景案内マップ（全体版）を設置し、区内外に向けた

大宮区のイメージアップを図りました。 

／設置個所：５か所（２月末現在）※駅全体版は、３月中に設置予定。 

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
 十分  おおむね十分  やや不十分  不十分  わからない

一般（回答数：４０６件） ８０件 １９１件 ６６件 ２２件 ４７件 

有識者(回答数：２６件)  ９件  １０件  ６件  ０件  １件 

４ いきいき元気なまちづくり

（１） 「子どもがつくるまち：ミニ大宮」の開催 

区長 

評価 ５ 
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目的・目標 
子どもが社会の仕組みづくりを学べる場を提供するため、「子どもがつくるま

ち：ミニ大宮」を開催します。／参加者３００人以上 

実績・成果 

子どもスタッフと、まち会議（事前準備）を７回、まとめ会（結果報告）を１回開

催しました。／１１月１７日（日）に開催し、当日は６６６人（内訳：子どもスタッフ４

７人、 大人スタッフ７５人、当日参加者５４４人）が参加しました。 

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
 十分  おおむね十分  やや不十分  不十分  わからない

一般（回答数：４０６件） ７９件 １９７件 ４５件 １６件 ６９件 

有識者(回答数：２５件)  ４件  １０件  ６件  ０件  ５件 

（２） 子育て支援連絡会の開催 

区長 

評価 ３ 

目的・目標 
子どもたちの健やかな成長を育むため、関係機関による連絡会を開催しま

す。／年２回開催 

実績・成果 

行政と、家庭保育室・ナーサリールーム・地域型事業所内保育施設（区内１６

施設）の職員が参加し、子育て支援連絡会を開催しました。 

／年２回（９月・１月）開催。なお、２回目の連絡会では講演会も実施。

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
 十分  おおむね十分  やや不十分  不十分  わからない

一般（回答数：４０４件） ４７件 １５８件 ８４件 ３１件 ８４件 

有識者(回答数：２５件)  ２件  １２件  ５件  １件  ５件 

（３） うんどう遊園地域指導員の派遣 

区長 

評価 ４ 

目的・目標 

高齢者（６５歳以上）の健康づくりのため、各地域の自治会館等にうんどう遊

園地域指導員を派遣します。 

／年間９０回開催、参加予定者１，３００人

実績・成果 
２月末日現在で、派遣回数１０９回・参加者数１，７０３人で目標を上回りまし

た。

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
 十分  おおむね十分  やや不十分  不十分  わからない

一般（回答数：４０４件） １１１件 １８２件 ２３件 １２件 ７６件 

有識者(回答数：２６件)   ５件  １４件  １件  ２件  ４件 
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（４） 介護者サロンの開催 

区長 

評価 ２ 

目的・目標 
介護疲れの軽減を図るため、介護者同士の情報交換などを行う「介護者サ

ロン」を開催します。／年間３０回開催、参加予定者１８０人

実績・成果 

大宮区東西シニアサポートセンター主催による介護サロンを、シニアサポート

センター、公民館などで開催しました。 

／２３回開催、１５６人参加（２月末現在）

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
 十分  おおむね十分  やや不十分  不十分  わからない

一般（回答数：４０１件） ４２件 １５４件 ８２件 ３４件 ８９件 

有識者(回答数：２６件)  ３件  １３件  ５件  ０件  ５件 

５ 協働によるまちづくり

（１） 大宮区花と緑のまちづくり推進事業の実施 

区長 

評価 ３ 

目的・目標 
区民が花や緑に出会える機会を増やすため、ボランティア団体と協働し駅

前を花や緑でいっぱいにします。／４駅（５か所）で実施

実績・成果 

ボランティア団体等との協働により、引き続き既存の４駅５か所の花壇等を

「花や緑」でいっぱいにしました。なお、花苗の生育に影響のある大宮駅西口

駅前の花壇の一部については、管理方法を見直しました。

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
 十分  おおむね十分  やや不十分  不十分  わからない

一般（回答数：４０４件） ７９件 １８７件 ６４件 ２５件 ４９件 

有識者(回答数：２６件)  ３件  １８件  ４件  １件  ０件 

（２） 大宮区民ふれあいフェアの開催 

区長 

評価 ３ 

目的・目標 

大宮区民の郷土づくりと郷土意識の醸成、さらに区民の連携をより一層高

めるため、「区民ふれあいフェア」を開催します。 

／入場者２８，０００人、年１回開催 

実績・成果 
１０月２６日（土）の開催に向け、ソニックシティ会場をメイン会場として関係団

体のご協力のもと、予定どおり準備を進めていましたが、台風の接近に伴い、
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１０月２４日（木）に開催した実行委員会において、テント設営の危険性や来場

者の安全を考慮し、やむなく「中止」と決定しました。

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
 十分  おおむね十分  やや不十分  不十分  わからない

一般（回答数：４０１件） ６２件 １２３件 ４４件 ４６件 １２６件 

有識者(回答数：２５件)  ６件   ８件  ６件  ４件   １件 

（３） 対話集会の開催 

区長 

評価 ３ 

目的・目標 
区と区民の相互理解と交流を深めるため、地域で抱える様々な課題等につ

いての懇談会を実施します。／区自治会連合会と共催で開催 

実績・成果 

自治会連合会との共催により対話集会を開催しました。なお、昨年までのよ

うな各地域から出された議題ではなく、大宮区全体を考えたテーマで、意見交

換を行いました。参加者からは、概ね従来より良かったとの評価を得ました。 

／９月７日（土）に開催しました。参加者１１１人（内訳：自治会連合会１００、

行政１１）

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
 十分  おおむね十分  やや不十分  不十分  わからない

一般（回答数：４０５件） ３９件 １９３件 ４６件 ２６件 １０１件 

有識者(回答数：２６件)  ３件  １３件  ７件  ２件   １件 

（４） 大宮駅周辺の環境美化活動 

区長 

評価 ４ 

目的・目標 
大宮アルディージャ、民間企業などとの協働により、清掃活動を実施しま

す。／月１回・年１２回実施 

実績・成果 

雨天による中止日を除き、計画通り実施できました。今年度は、１０回の実

施で延べ参加人員９０８人で、対前年度比６．７％増となりました。（２月末現

在）

この事業の、「実績・成果」をどう思いますか？ 

         【選択肢】 

【回答件数】 
 十分  おおむね十分  やや不十分  不十分  わからない

一般（回答数：４０４件） １１４件 ２０２件 ４２件 １７件 ２９件 

有識者(回答数：２６件)   ５件  １８件  ２件  ０件  １件 
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質問２ 今後、あなたが大宮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 

１３２ １０ 

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 １４ 

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 

７１ ５ 

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 

２３７ １７ 

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 

１８ ４ 

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：８人 

②性別人数（割合） ※無回答：１５人 

③回答者の居住年数 ※無回答：９人 

１．２０歳～２９歳 ２．３０歳～３９歳 ３．４０歳～４９歳 ４．５０歳～５９歳 

４１人(１０％) ６０人(１５％) ６９人(１７％) ５９人(１５％) 

５．６０歳～６９歳 ６．７０歳～７９歳 計  

８６人(２１％) ８８人(２２％) ４０３人(100％) 

１．男性 ２．女性 計 

１８３人(４６％) ２１３人(５４％) ３９６人(100％) 

１．１年以下 ２．１年～３年 ３．３年～５年 ４．５年～１０年 

１２人(３％) ３６人(９％) ３０人(７％) ３５人(９％) 

５．１０年～２０年 ６．２０年以上 計  

６５人(１６％) ２２４人(５６％) ４０２人(100％) 
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《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：０人 

この評価書についてのお問い合わせ先 

さいたま市 大宮区役所 区民生活部 総務課  電  話：048-646-3012 
ＦＡＸ：048-646-3160 

『平成２５年度 さいたま市 大宮区 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２５年度さいたま市大宮区区長マニフェスト評価書」は 300 部作成し、 

１部あたりの印刷経費は 214 円です。 

１．２０歳～２９歳 ２．３０歳～３９歳 ３．４０歳～４９歳 ４．５０歳～５９歳 

０人(０％) １人(４％) ２人(７％) ２人(７％) 

５．６０歳～６９歳 ６．７０歳～７９歳 計  

１１人(４１％) １１人(４１％) ２７人(１００％) 

１．男性 ２．女性 計 

２２人(８１％) ５人(１９％) ２７人(１００％) 

１．１年以下 ２．１年～３年 ３．３年～５年 ４．５年～１０年 

０人(０％) ０人(０％) ０人(０％) ２人(７％) 

５．１０年～２０年 ６．２０年以上 計  

３人(１１％) ２２人(８２％) ２７人(１００％) 


