
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥インターネット調査の導入検討  

（２） 検証項目  

①重要な計画や市の主要な政策の策定・立案・変更・廃止を行う予定がある。  

②「総合振興計画新実施計画」、「しあわせ倍増プラン２００９」、または「行財政改革推進プラン 2010」に基づき推進している重要事業である。 

③調査目的及び調査項目が明確であり、かつ、設問数が５問以内の調査で結果を確実に活用することができる。 

④調査結果を活用するためには今年度に実施することが適切である。 

⑤施策を進めていくにあたり、市民意識調査において市民意見を聴取する必要がある。 

⑥都市経営戦略会議等から市民意識調査の指示があった。 

⑦過去に市民意識調査の個別調査項目に採用された実績がない。 

 

（３） 選定方法  

○原則として、検証項目のうち、①または②と、③・④・⑤を必須項目とし、該当する検証項目が多い順に、合計の設問数が 20 問を超えないように選

定する。 

 

（４） 選定案  

○平成 24 年度の個別調査項目については、以下の６調査・設問数 20 問について実施する。 

名      称 課 所 名 設問数 該当する検証項目 

１ 「さいたま市文化芸術都市創造計画」策定に関する意識調査 
市民・スポーツ文化局 

文化振興課 
３ ①・②・③・④・⑤・⑥・⑦

２ ホームページに対する意識調査 市長公室広報課 ４ ①・②・③・④・⑤ 

３ 「地球温暖化対策地方公共団体実行計画」策定に関する意識調査 環境局地球温暖化対策課 ４ ①・③・④・⑤・⑦ 

４
「さいたま市国際化推進基本計画」及び「さいたま市国際化推進基

本計画アクションプラン」策定に関する意識調査 
経済局国際課 ３ ①・③・④・⑤・⑦ 

５ 消防団に関する調査 消防局消防総務課 ４ ②・③・④・⑤・⑦ 

６
誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例に

関する調査（※１） 
保健福祉局障害福祉課 ２ ②・③・④・⑤ 

合    計  20  

※１ 来年度の組織改正により係が新設されること、また、残り設問数を考慮した結果、検証項目が４つ該当する調査のうち、「誰もが共に暮らすため

の障害者の権利の擁護等に関する条例に関する調査」を選定。 

平成 24 年度 さいたま市民意識調査について 

１ スケジュール 

２ 個別調査項目の選定について 

○全庁各課に対し実施希望を調査したところ、以下の 15 調査の希望があったため、「(2) 検証項目」に基づき検証を実施した結果、「(4) 選定

案」のとおり６調査を選定した。 

 

（１） 調査実施希望回答課所 (色が付いている箇所が調査予定案件、調査の詳細な内容は「資料２」のとおり) 

名       称 課   所   名 設問数 該当する検証項目 

１ ホームページに対する意識調査 市長公室広報課 ４ ①・②・③・④・⑤ 

２ 消費生活総合センター認知度調査 
市民・スポーツ文化局消費生活総

合センター 
２ ③・⑤・⑦ 

３ 市民スポーツ意識調査① 
市民・スポーツ文化局スポーツ企

画課 
４ ②・③・⑤ 

４ 市民スポーツ意識調査② 
市民・スポーツ文化局スポーツ企

画課 
１ ②・⑦ 

５ 
「さいたま市文化芸術都市創造計画」策定に関する

意識調査 
市民・スポーツ文化局文化振興課 ３ ①・②・③・④・⑤・⑥・⑦ 

６ 
誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に

関する条例に関する調査 
保健福祉局障害福祉課 ２ ②・③・④・⑤ 

７ ワーク・ライフ・バランスに関する意識調査 子ども未来局子育て企画課 ３ ②・③・④・⑤ 

８ 
「地球温暖化対策地方公共団体実行計画」策定に

関する意識調査 
環境局地球温暖化対策課 ４ ①・③・④・⑤・⑦ 

９ 農業に関する意識調査 経済局農業政策課 ５ ①・③・④・⑤ 

10 

「さいたま市国際化推進基本計画」及び「さいたま市

国際化推進基本計画アクションプラン」策定に関す

る意識調査 

経済局国際課 ３ ①・③・④・⑤・⑦ 

11 交通調査 都市局都市交通課 ３ ②・③・⑤ 

12 消防力整備に関する調査 消防局消防企画課 ５ ①・②・③・⑦ 

13 消防団に関する調査 消防局消防総務課 ４ ②・③・④・⑤・⑦ 

14 公金収納オンライン化に関する意識調査 出納室出納課 ４ ②・③・⑤ 

15 図書館の利用に関する意識調査 教育委員会管理課 ２ ③・⑤・⑦ 

３ 経年調査項目の見直しについて 

○過去５年間の自由記述において、「質問数が多すぎる」・「選択肢が曖昧でわかりにくい」・「アンケートの意図が理解できない」などの意見が多く寄

せられているため、５年分のデータは蓄積できたことから、回収率への影響を鑑み、回答結果の有効性が低いと判断できる調査項目は見直し、在

住者調査 20 問・在勤者調査９問の設問数で実施する。（実施項目は「表 1」のとおり） 

 

【調査しない項目】 

・在住者調査のうち、「公共施設の利用状況」、「公共施設利用時の評価」、「公共施設を利用していない理由」 

・在勤者調査のうち、「生活満足度」、「将来の生活に対する不安」、「公共施設の利用状況」、「公共施設利用時の評価」、「現状の評価」、「今後の重

視度」 

平成 24 年２月 22 日（水） 

都市経営戦略会議 資料１ 

市長公室広聴課 

○５月に調査実施、７月に中間報告をし、11 月までに調査結果をまとめ公表する。 

○個別調査項目結果の施策への反映状況について、平成 25 年度に調査を行い、市のホームページへ反映状況結果として公表していく。 



名　称 (1)ホームページに対する意識調査 (2)消費生活総合センター認知度調査 (3)市民スポーツ意識調査① (4)市民スポーツ意識調査②
(5)「さいたま市文化芸術都市創造計画」

策定に関する意識調査

所管課 市長公室広報課 市民・スポーツ文化局消費生活総合センター 市民・スポーツ文化局スポーツ企画課 市民・スポーツ文化局スポーツ企画課 市民・スポーツ文化局文化振興課

目　的

市ホームページは平成25年度に再構築を予定
している。
再構築にあたり、市民の市ホームページに対す
る意識や求めるものについて把握したい。

今後の啓発活動を考えていくうえでセンターの
認知度を把握するため。

市民のスポーツに関する意識及び現状調査。
計画の進捗を確認し、スポーツ振興まちづくり
の推進状況を把握する必要があるため。

市民のスポーツに関する意識及び現状調査。
多目的広場の整備において、市民ニーズに基
づいた整備が必要となるため。

さいたま市内における文化芸術環境の満足度
及び文化芸術活動（鑑賞含む）に関する実績調
査を行い、今後、策定される文化芸術都市創造
計画の基礎的な資料とする。

具体的な活用方法
平成25年度のホームページ再構築業務の参考
とする。

消費生活総合センターの認知度を調査し、今後
の啓発活動に活かす。

調査結果を分析することで、市民のニーズに
合った施策を立案する。また、スポーツ振興ま
ちづくり計画における目標達成状況を把握する
指標として利用する。

しあわせ倍増プラン2009（多目的広場倍増プロ
ジェクト）への反映

さいたま市文化芸術都市創造計画を策定（平成
25年度策定予定）するにあたり、基礎調査的な
資料として活用していく。

設問数 ４問 ２問 4問 1問 ３問

設問案

(1)市ホームページを利用したことがありますか
(2)その際の利用目的は何ですか（手続き・概要
把握、緊急時対応等）
(3)目的としていた内容は見つけやすかったです
か
(4)見つけづらかった理由は何ですか（分類・タ
イトルがわかりづらい、階層が深い等）

(1)消費者トラブルにあった場合、相談窓口が消
費生活センターであることをご存知ですか。
(2)消費生活センターに実際に相談をしたことが
ありますか。

(1)あなたは最近、運動不足を感じていますか。
(2)あなたは平均して、１週間にどの程度スポー
ツ(ウォーキング、体操・ストレッチなどの運動、
レクリエーション等を含みます)を行っています
か。
(3)あなたがスポーツ(ウォーキング、体操・スト
レッチなどの運動、レクリエーション等を含む)を
行う主な目的は何ですか。
(4)あなたは、過去にスポーツに関するボラン
ティアをしたことがありますか？

(1)あなたが気軽にスポーツを行うとしたら、どの
ような場所で行いますか？（スポーツ施設・近所
の広場など）

(1)さいたま市は、文化芸術都市の創造に向け
て取組んでいます。あなたは、さいたま市の文
化芸術環境についてどのように感じています
か。
(2)あなたは、過去１年間に、文化芸術活動（鑑
賞等含む）をする機会がどのくらいありました
か。
(3)市内で文化芸術活動に参加するとしたら、ど
のような活動に参加したいと思いますか。

根拠計画（事業名）

○しあわせ倍増プラン２００９
（情報提供体制の整備）

○行財政改革推進プラン2010
（ホームページの見直し）

該当なし

○総合振興計画実施計画
（(仮称)さいたま市スポーツ振興まちづくり条例
制定事業）
○しあわせ倍増プラン2009
（｢さいたま市スポーツ振興まちづくり条例｣を制
定します。）

○総合振興計画実施計画
（多目的広場整備事業）
○しあわせ倍増プラン2009
（多目的広場倍増プロジェクト）

○しあわせ倍増プラン２００９
（文化芸術都市創造条例制定事業）

検証結果 ①・②・③・④・⑤ ③・⑤・⑦ ②・③・⑤ ②・⑦ ①・②・③・④・⑤・⑥・⑦

備考
⑦：平成22年度市民意識調査において調査実
績あり

⑦：平成23年度インターネット調査において、同
一設問で調査を実施。

③・④・⑤：すでに整備方針を策定し事業を進め
ているため、希望の設問の内容について市民
意見を聴取する必要性・優先度は低いと判断。

※学識経験者、市民活動団体を含めた「さいた
ま市多目的広場管理運営協議会」を設置済。

⑥：市民生活委員会等においても、市民意見を
広く取り入れるようにとの意見が多くあがってい
る。

平成24年度さいたま市民意識調査　個別調査実施希望一覧 資料２



平成24年度さいたま市民意識調査　個別調査実施希望一覧 資料２

名　称
(6)誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁

護等に関する条例に関する調査
(7)ワーク・ライフ・バランスに関する意識調査

(8)「地球温暖化対策地方公共団体実行計画」
策定に関する意識調査

(9)農業に関する意識調査
(10)「さいたま市国際化推進基本計画」及び「さ
いたま市国際化推進基本計画アクションプラ

ン」策定に関する意識調査

所管課 保健福祉局障害福祉課 子ども未来局子育て企画課 環境局地球温暖化対策課 経済局農業政策課 経済局国際課

目　的
（当初調査時の回答）

条例の周知度を把握し、今後さいたま市が展開
する施策立案に活かしていく。

市民の方が、ワーク・ライフ・バランスに関して
抱く意識を調査することにより、今後さいたま市
が展開する施策立案に活かす。

地球温暖化対策に関して、平成22年度に行っ
た調査と本アンケート調査を比較して、東日本
大震災以降の市民意識の変化を把握し、新た
に策定する計画の資料とする。

市民が必要とする農業政策についての参考意
見を得る。また、前回調査時からの意識変化を
確認する。

さいたま市国際化推進基本計画及び同アクショ
ンプラン改訂の基礎資料となる、市民の意識や
動向を把握するため調査を行う。

具体的な活用方法 事業計画に反映していく。

調査結果を分析することで、市民のニーズに
合った施策を立案する。また、しあわせ倍増プ
ランにおける「子育てパパ応援プロジェクト」の
目標達成状況を把握する指標として利用する。

平成24年度策定予定の「さいたま市地球温暖
化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）」
に際して、アンケート調査に基づく市民意識等
を分析して、本市の課題を整理します。（第2章
「さいたま市の現状と今後に向けた課題」に位
置づけます。）

さいたま市農業振興ビジョンを改訂するための
参考とする。

「さいたま市国際化推進基本計画」及び「さいた
ま市国際化推進基本計画アクションプラン」改
訂の基礎資料とする。

設問数 ２問 ３問 ４問 ５問 ３問

設問案

(1)平成24年４月１日に「誰もが共に暮らすため
の障害者の権利の擁護等に関する条例」が全
面施行されましたが、あなたは障害のある方が
差別を受けたときに市に助言やあっせんを申し
立てることができることや障害のある方が虐待
を受けたときに市に通報しなければならないと
いうことをご存知ですか。
(2)あなたは、高齢者や障害者に対する虐待を
発見した場合、どの機関に相談や通報をしよう
と思いますか。（複数選択）

(1)ワーク・ライフ・バランスを知っていますか
(2)あなたは、仕事と生活のバランスが取れてい
ると思いますか
(3)あなたが、仕事と生活のバランスを取る上
で、障害となっているものは何だと思いますか

(1)市が市内から排出される温室効果ガスの削
減目標を定めて具体的に行動する場合、どの
ような目標設定のあり方が望ましいと思います
か。
(2)市内において地球温暖化防止に向けた行動
をさらに進めるために、特に重要と考えるものを
選んでください。
(3)今後活用が期待される新技術について、本
市で取り入れていくべきと考える技術を選んでく
ださい。
(4)取組を積極的に進めるために、どのような情
報があるとよいですか。

(1)さいたま市の農業や農地は、今後どうしてい
けば良いと思いますか。
(2)農業にかかわるとしたらどんなことをしたいで
すか。将来でも結構です。
(3)農産物（野菜･果物）の購入時に重視する点
は何ですか。
(4)「地元で生産されたものを地元で消費する」
いわゆる地産地消を進めていくために、市内農
産物をアピールするには、どうすれば良いと思
いますか。
(5)さいたま市の農業の維持、活性化には、どの
政策が有効と思いますか。

(1)さいたま市を「世界に開かれたまち」にする政
策・方法として、重要と思うものを選択して下さ
い。
(2)外国人市民も地域の一員として、日本人と同
様の生活をするためには、どのようなこと又は、
何が必要だと思いますか。
(3)外国人市民と日本人の、お互いの文化や習
慣、言語などを学ぶ、事業やイベントに参加した
ことがありますか。

根拠計画（事業名）

○総合振興計画実施計画
（障害者等地域生活支援事業　他）
○しあわせ倍増プラン2009
（ノーマライゼーション条例制定事業）

○総合振興計画実施計画
（ワーク・ライフ・バランス推進事業)
○しあわせ倍増プラン2009
（子育てパパ応援プロジェクト）

該当なし 該当なし
○総合振興計画実施計画
（国際化推進事業）

検証結果 ②・③・④・⑤ ②・③・④・⑤ ①・③・④・⑤・⑦ ①・③・④・⑤ ①・③・④・⑤・⑦

備　考
⑦：平成23年度市民意識調査において、同一
の調査を実施。

⑦：平成22年度市民意識調査において、同一
設問で調査を実施。平成23年度インターネット
調査においても同一設問で調査を実施。

⑦：平成20年度市民意識調査において、同一
設問で調査を実施

※現計画：平成25年度に中間見直しの予定

※現計画：平成25年度まで



平成24年度さいたま市民意識調査　個別調査実施希望一覧 資料２

名　称 (11)交通調査 (12)消防力整備に関する調査 (13)消防団に関する調査 (14)公金収納オンライン化に関する意識調査 (15)図書館の利用に関する意識調査

所管課 都市局都市交通課 消防局消防企画課 消防局消防総務課 出納室出納課 教育委員会管理課

目　的
（当初調査時の回答）

公共交通の利用ニーズや将来重視する交通手
段を把握し、既存の調査結果等と比較するた
め。

さいたま市消防力整備計画に基づく計画的な
整備及び当該整備計画の中間見直しを行うに
あたり、東日本大震災を踏まえ本市の消防力に
ついて、市民の意識を調査し、今後の消防力整
備の参考にするものです。

東日本大震災の発生により、地域防災の中核
としての消防団の重要性が高まっている中で、
本市においても充実強化に向けて各種の取組
みを実施しているが、当該取組みの一環として
市民の消防団に対する意識を調査する。

コンビニエンスストアでの市税納付認知状況、
納付状況、利便性を把握するとともに、納付手
法に対する市民要望を適確に把握するため。

さいたま市の図書館は公共施設適正配置方針
重点施設として整備が進み、利用も活発だが、
それでも市民の登録率は２割にとどまってい
る。これからの図書館サービスを考える上で残
りの８割の方が未登録（利用者カードを作成し
ない）の理由、または利用したくてもできない理
由を知りたい。

具体的な活用方法
「さいたま市都市交通戦略」における評価指標
の推進管理を図る。

平成23年度に策定したさいたま市消防力整備
計画の中間見直し（平成27年度予定）等に活用
するものです。

緊急の課題となっている消防団員確保に向け
ての検討資料として活用する。

公金収納のオンライン化を推進するうえで、市
民ニーズを確実に把握することで、費用対効果
等を含めた、総合的な視線に立った、オンライ
ン化を推進することができる。

通常調べることのできない、図書館においでい
ただけない方の意識を知る貴重な機会にしたい
と考えています。

設問数 ３問 ５問 ４問 ４問 ２問

設問案

(1)公共交通機関、自家用車をどのくらい利用し
ていますか。
(2)公共交通機関、自家用車を利用する目的は
何ですか。
(3)将来どのような交通手段を重視したまちに発
展すればよいと思いますか。

(1)さいたま市の消防組織（消防職員数、消防団
員数、消防署所数など）についてどう思います
か。
(2)さいたま市の消防力（ポンプ車数、救急車
数、はしご車数など）についてどう思いますか。
(3)さいたま市の消防体制（火災に対する体制、
救助に対する体制など）についてどう思います
か。
(4)さいたま市の消防水利についてどう思います
か。
(5)東日本大震災を踏まえ消防に求めることは
何ですか。

(1)消防団のことを知っていますか。
(2)消防団に期待することはありますか。
(3)消防団に入りたいと思いますか。
(4)消防団に入りたくない理由は何ですか。

(1)さいたま市で、一部の市税などがコンビニエ
ンスストアで納められるようになったことを知っ
ていますか。
(2)実際にコンビニエンスストアで納めましたか。
(3)一部の市税がコンビニエンスストアで納めら
れるようになって、便利になりましたか。
(4)今後、市税や公共料金等についてどのような
納付方法が増えると、いっそう便利になると思
いますか。

(1)図書館を利用していますか。
(2)図書館を利用しない理由は何ですか。

根拠計画（事業名）
○総合振興計画実施計画
（総合都市交通体系の確立）

○総合振興計画実施計画
（消防力整備事業)

○総合振興計画実施計画
（消防力整備事業)

○行財政改革推進プラン2010
（公金収納のオンライン化）

該当なし

検証結果 ②・③・⑤ ①・②・③・⑦ ②・③・④・⑤・⑦ ②・③・⑤ ③・⑤・⑦

備　考
⑦：平成21年度市民意識調査において同一設
問で調査を実施。平成23年度インターネット調
査においても同様の調査を実施。

②：総合振興計画実施計画（平成23年度改訂
版）に掲載予定

②：総合振興計画実施計画（平成23年度改訂
版）に掲載予定

⑦：平成23年度市民意識調査において、同一
設問で調査を実施



①　地域生活 ①　さいたま市のイメージ

1 居住年数 1 市内について知っているもの

2 住み心地 2 市の魅力

3 定住意向 3 市のイメージ

4 転居したい理由 4 市の発展の方向性

5 希望する転居先 ②　暮らしなど

6 生活満足度 生活満足度

7 将来の生活に対する不安 将来の生活に対する不安

②　さいたま市のイメージ ②　市内での活動

8 市内について知っているもの 5 仕事のあと市内に立ち寄る頻度

9 市の魅力 6 立ち寄る目的

10 市のイメージ 7 立ち寄る場所

11 市の発展の方向性 公共施設の利用状況

③　市政 公共施設利用時の評価

12 現状の満足度（28分野） 8 情報の入手方法

13 今後の重視度（28分野） ③ 地域生活

14 今後力を入れて欲しい施策 9 さいたま市への定住意向

④　市政との関わり 現状の評価（28分野）

公共施設の利用状況 今後の重視度（28分野）

公共施設利用時の評価

公共施設を利用していない理由 調査項目数 9

15 情報の入手方法

16 市政参加のために力を入れること

⑤　地域活動

17 盛んに行われている地域活動

18 参加状況と参加意向

⑥　行財政改革・市職員のイメージ

19 行財政改革の進行状況

20 市職員の取り組みへの評価

調査項目数 20

※色が付いている項目が来年度調査しない項目

表１　経年調査項目

在住者意識調査　経年調査項目 在勤者意識調査　経年調査項目
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