
「あさか　お・も・て・な・し　カフェ」で出された意見

１　朝霞のいいところ
内　　　　　容 対応する施策（章-大柱）

「基地跡地」という大きな財産がある。これ、なんとかしたい Ⅰ－１ 土地利用
駅がキレイ Ⅰ－１ 土地利用
都市に近いが自然は多い(東京近郊のわりにはまだ畑がある、程よいローカル色（都市化が程よい）) Ⅰ－１ 土地利用
基地跡地の広い緑（今のままにしてほしい） Ⅰ－１ 土地利用
人工のものと自然なものとのバランスが適切なまち Ⅰ－１ 土地利用
駅前がきれいになった Ⅰ－１ 土地利用
朝霞駅前の広場がすばらしい Ⅰ－１ 土地利用
道路整備が、四市内に一番良いと思う Ⅰ－２ 道路・橋梁
踏切がない Ⅰ－２ 道路・橋梁
川越街道バイパスが朝霞部分に少しできたが更に広めて欲しい Ⅰ－２ 道路・橋梁
公園がたくさんある（子育てし易い・子供達が遊びやすい） Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
公園や児童館等の施設が充実している Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
公園が多く小学校校庭も開放してあり、子供が遊びやすい環境 Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
緑が多い（きれい） Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
割と緑がある（緑があっていいこれ以上減らさないでほしい） Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
黒目川がキレイ（多様な生き物のすみかになっている） Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
緑が豊富で空気が新鮮なためとても生活しやすいです Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
中央公民館通りのけやき並木（街路樹のイチョウを黄葉が終わるまで残している） Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
緑が多い（自然が残っている）（場所にもよるが） Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
黒目川がきれいになり魚がふえた（水がきれいになった、清流になり鳥が数多く見られる、自然の川にしたい！） Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
朝霞の森（市民に活用されている。市民参加での運営に期待、子どももお年寄りも制限なくふれあえる場となっている） Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
公園がたくさんある Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
河川がきれいになった Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
黒目川の川岸（土手（散歩・ジョギング）） Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
朝霞市が少しずつでも緑地を購入してるのは評価される Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
黒目川は川と桜と木々（桜並木） Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
緑の多い公園がある Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
プレパークがある(プレパークなどを通して子どもの外遊び環境に意識あり) Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
基地跡地の緑が残されている（開放されていないのは残念ですが） Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
黒目川にて散歩が出来る Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
市の中央に広い公園がある。駅にも近い Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
黒目川に関心の持つ人が少しずづ増えているのは期待がもてる Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
湧水が残っている Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
いちょう並木がクリスマスツリーに！ Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
黒目川祭りなど自然をうまく活用 Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
黒目川で春にさくら祭り Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
黒目川沿の遊歩道、さくら並木、わきの花畑は良い Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
緑が多く公園も利用しやすい Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
子供、大人両方が楽しめるプレパークがある Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
広い緑地がある Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
緑を大きくする余地がある Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
街路樹のイチョウを黄葉（紅葉）が終わるまで残している Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
いちょう並木がナント！ Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
荒川あり、昔は魚釣りできた Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
黒目川の散歩道が充実された Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
けしきがいい（畑と林と農家のある風景） Ⅰ－５ 景観
市のけやき並木がある（中央公園前のケヤキ並木、ケヤキ並木からの夕陽が美しい） Ⅰ－５ 景観
災害が少ない地域 Ⅱ－１ 防災・消防・救急
交通の便がいい（電車が三路線以上つかえてどこに行くのも便利） Ⅱ－２ 交通
駅前の自転車が整理されていてよい Ⅱ－２ 交通
都心に近いので通勤に便利です（通勤圏内） Ⅱ－２ 交通
わくわく号は、とても利用されています Ⅱ－２ 交通
交通の便が良い（都心へのアクセスが良い） Ⅱ－２ 交通
駅の駐輪場が比較的充実している Ⅱ－２ 交通
とりあえず便利（交通の便、買物、公園） Ⅱ－２ 交通
駅が3つもある Ⅱ－２ 交通
タウンバスがあるのは良い Ⅱ－２ 交通
急行が停止しないで街が落ち着いている Ⅱ－２ 交通
交通便利＋残る自然 Ⅱ－２ 交通
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交通の便が良い。昔、朝霞応りがあり遊ぶのによかった Ⅱ－２ 交通
交通が便利になった。有楽町線、副都心線 Ⅱ－２ 交通
朝霞台のりかえ→朝霞台にひっこし！ Ⅱ－２ 交通
電車、高速道へのアクセスは非常によい Ⅱ－２ 交通
都心部へ近距離にある Ⅱ－２ 交通
自然が多い(森林を大造成したい） Ⅱ－３ 環境
自然が豊か（カワセミがいる、自然が残っている・斜面林のみどり） Ⅱ－３ 環境
子供が自然の中で遊べる所（ザリガニ取りは最高です　自然が身近に残っている） Ⅱ－３ 環境
便利だけど自然も残っている Ⅱ－３ 環境
自然がたくさん残っている（畑・田んぼ・川・森、朝の野鳥の声が美しい、もっと積極的に残して） Ⅱ－３ 環境
自然がいっぱい。朝の野鳥の声が美しい Ⅱ－３ 環境
道路の清掃がよく、きれいである Ⅱ－３ 環境
治安が良い（どろぼうがいない） Ⅱ－５ 生活
治安が良い Ⅱ－５ 生活
町内の防犯、パトロールが充実して安心感がある Ⅱ－５ 生活
子育て支援が充実している(医療補助、児童館等） Ⅲ－１ 子育て支援
支援センターが近くにあり、子育てがしやすいところ Ⅲ－１ 子育て支援
児童館や支援センターが多く充実している（行事・母子共に楽しめる・子育てしやすい） Ⅲ－１ 子育て支援
子育てしやすい Ⅲ－１ 子育て支援
児童館が近い Ⅲ－１ 子育て支援
児童館が良い〔対応も〕 Ⅲ－１ 子育て支援
子供が遊べる施設がたくさんある（児童館・・・安心して遊べる） Ⅲ－１ 子育て支援
支援センター、児童館が多く利用しやすい　年齢別の楽しいイベントもあり選んで参加できる Ⅲ－１ 子育て支援
マタニティー教室など充実していていいと思う Ⅲ－１ 子育て支援
支援センターとか多い Ⅲ－１ 子育て支援
サークルや習い事などママや子供達が参加できる活動がたくさんあること（母親学級・イベント） Ⅲ－１ 子育て支援
安心して子育てできる Ⅲ－１ 子育て支援
北朝霞周辺は、児童館や支援センターが充実している Ⅲ－１ 子育て支援
子どもに寛大。子連れでも参加できるイベントが多くある Ⅲ－１ 子育て支援
児童館がたくさんある（おもちゃも充実、児童館が多くて助かる） Ⅲ－１ 子育て支援
子育て支援の充実（子どもを育てやすい、子連れに優しい人が多い） Ⅲ－１ 子育て支援
子どもを遊ばせる所が多い。(安心して子どもを外に遊びに行かせられる、プレパークでダメと言わないで遊ばせられる) Ⅲ－１ 子育て支援
子育て中の世代が多く、活気がある Ⅲ－１ 子育て支援
子供の医療費安い Ⅲ－１ 子育て支援
子育て当事者が主体的に関われる場。exプレーパーク朝霞の森 Ⅲ－１ 子育て支援
児童保育がわりと良い Ⅲ－１ 子育て支援
児童子育て支援センターなど充実 Ⅲ－１ 子育て支援
老人、子育て世代の活動が盛ん Ⅲ－１ 子育て支援
都心に近く住みやすい、子育てしやすい Ⅲ－１ 子育て支援
保育園が多い Ⅲ－１ 子育て支援
老人関係充実しているように感じます Ⅲ－２ 高齢者支援
老人介護の件すぐかいとうが出来る Ⅲ－２ 高齢者支援
高齢の方がとっても元気 Ⅲ－２ 高齢者支援
高齢者が団体サークル、研究会、植樹、川きれい等々楽しんでいる Ⅲ－２ 高齢者支援
介護の日。11月11日の取組。昨年は高齢者のファッションショー、90歳100歳のモデルもいた感動 Ⅲ－２ 高齢者支援
老人の集まる場所の多い所良い Ⅲ－２ 高齢者支援
福祉が比較的良い Ⅲ－４ 地域福祉･社会保障

練馬より福祉がいい？ Ⅲ－４ 地域福祉･社会保障

病院が近くて便利 Ⅲ－５ 保健･医療
病院が沢山あるところ Ⅲ－５ 保健･医療
健康に関する無料の健診など充実 Ⅲ－５ 保健･医療
学校が多くていい Ⅳ－１ 学校教育
学校がたのしい（おもしろい　中学校サイコー） Ⅳ－１ 学校教育
先生がやさしい Ⅳ－１ 学校教育
小・中学校の数が多い Ⅳ－１ 学校教育
学校ファーム制度がある（もう少し充実を） Ⅳ－１ 学校教育
学校キレイ Ⅳ－１ 学校教育
土曜授業がなく家庭の時間を充分に持てるところが良い Ⅳ－１ 学校教育
校庭が広い Ⅳ－１ 学校教育
施設が充実している（図書館が特に気に入ってます） Ⅳ－３ 生涯学習
博物館、公民館のイベントが楽しい、多い Ⅳ－３ 生涯学習
公民館で学校帰りに自習できること Ⅳ－３ 生涯学習
図書館（公民館含めて）充実している(図書館が多い、使いやすい、本だけでなく、展示視覚室がある） Ⅳ－３ 生涯学習
教育機関を用いての住民の学べる場が多い（講座が多々ある） Ⅳ－３ 生涯学習
朝霞には博物館がある Ⅳ－３ 生涯学習
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公民館などの設備が充実している Ⅳ－３ 生涯学習
市民センターが地域ごとに出来便利になった Ⅳ－３ 生涯学習
公民館等の利用状況が良い Ⅳ－３ 生涯学習
スポーツ施設等が四市の中では充実している Ⅳ－４ スポーツ･レクリエーション

彩夏祭が盛り上がる（楽しい・サイコー・エネルギッシュ・大好き） Ⅳ－５ 地域文化
市民イベントが多い（楽しい・毎年楽しみ） Ⅳ－５ 地域文化
あーとまるしえグット Ⅳ－５ 地域文化
お祭りがすごい Ⅳ－５ 地域文化
お祭りがあって楽しい！ Ⅳ－５ 地域文化
四季の祭りが多くて楽しい Ⅳ－５ 地域文化
朝霞の歴史をもっとＰＲし、保存したらどうか（和歌あさかすみ）（豊かな歴史を若い世代に伝えたい） Ⅳ－５ 地域文化
市のイベントが豊富、充実 Ⅳ－５ 地域文化
彩夏祭があること Ⅳ－５ 地域文化
歴史がいきづいている。子ども達に伝えたい Ⅳ－５ 地域文化
和歌「朝霞（あさかすみ）」と連動した町づくりをして下さい Ⅳ－５ 地域文化
市民祭りが楽しい Ⅳ－５ 地域文化
町内各地で古き良きイベントを重視してる Ⅳ－５ 地域文化
野菜の生産量が多い（にんじん） Ⅴ－１ 産業育成
野菜がおいしい Ⅴ－１ 産業育成
産直の農産品(産直品に魅力) Ⅴ－１ 産業育成
スーパーが近い Ⅴ－２ 産業活性化
農業体験ができる Ⅴ－２ 産業活性化
お店がいっぱい（おいしくておしゃれなケーキ屋が多い） Ⅴ－２ 産業活性化
買いもの便利。いろいろ便利 Ⅴ－２ 産業活性化
スーパーやコンビニ、ドラッグストアなど生活に必要な店がある(華やかではないけど） Ⅴ－２ 産業活性化
乳牛を飼っている牧場がある Ⅴ－２ 産業活性化
野菜の直売所が多い Ⅴ－２ 産業活性化
市場がある。開催されること Ⅴ－２ 産業活性化
大型スーパーが駅近くにある Ⅴ－２ 産業活性化
遊ぶ場所が多く、近所の人の目がある Ⅵ－１ コミュニティ
町内会元気いっぱい Ⅵ－１ コミュニティ
広沢町内会、素晴らしい活動（防災時も安心） Ⅵ－１ コミュニティ
市民活動が盛ん(市民活動に積極的な人が増えている、ふじみ野よりも) Ⅵ－２ 市民活動
シルバーの方が朝夕交差点に立っていてくれる（優しくあいさつをしてくれる） Ⅵ－２ 市民活動
ボランティア地域のパトロールが盛んである Ⅵ－２ 市民活動
広報紙月1回に色々な企画が載り自分で参加申込みが出来る Ⅵ－２ 市民活動
市民の声で活動しやすい Ⅵ－２ 市民活動
外国人が多い Ⅵ－４ 国際化
おもてなしカフェができた Ⅶ－１ 市民参画
こういう会を出来ることはすばらしい（市の姿勢）コンサルなしでできないか Ⅶ－１ 市民参画
市民の町への関心が基地問題後ふえたきた Ⅶ－１ 市民参画
一般市民の行政施策への参加スタイルが作られている（前回の総合振興計画あたりから）行政まかせにせず、新住民も地域に参加できるシステム Ⅶ－１ 市民参画
市政に市民を巻き込もうとする姿勢がある Ⅶ－１ 市民参画
市民参加が活発に行われている Ⅶ－１ 市民参画
このおもてなしカフェを企画した職員がいて、それを進める上司がいること Ⅶ－１ 市民参画
朝霞市役所の職員の方の対応がいい（対応が良くなった） Ⅶ－２ 行政
国や県のモデル事業等を積極的に行っている Ⅶ－２ 行政
行政が市民に向いている。以前より親しみやすい(職員の方親切な人が多い、市民の声を聞く体制が良い、行政の方と話しやすい） Ⅶ－２ 行政
自治体のサービスがしっかりしている Ⅶ－２ 行政
市役所の支所があって助かる（駅前） Ⅶ－２ 行政
市の職員が仕事をしている（2011.3.11の時、ＨＰが夜遅くまで更新されていた） Ⅶ－２ 行政
行政の中に市民と共につくる意識意欲がある（都市計画課・生涯学習課） Ⅶ－２ 行政
都市計画課の職員の方々 Ⅶ－２ 行政
行政規模が大きくなくていい→市民に行き届くかも Ⅶ－２ 行政
朝霞市は四市合併リーダーだったが、議員改革したい Ⅶ－２ 行政
子供が沢山住んでいる その他
子育て世帯が多くて、活発な市〔女性が輝いている〕（暮らしやすい） その他
静かな環境 その他
すみやすい その他
若くてちゃんとした感じの人が多く住んでいる（街全体がやさしい・いっぱい人がいてうれしい） その他
駅から近い場所に川がある その他
いなかだけど交通の便も悪いけど地元がいいです その他
都心に近くのんびりしていてのどかな所（見晴らしが良い） その他
子供が多くて明るいイメージ（３人兄弟のおうちが多いところ） その他
人があたたかい その他
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朝霞はきれいな町（駅・ツリー） その他
市民性が良い（みんなやさしい・なかよくきょうりょくしている・いい人が多い） その他
ちょまねよがいる その他
おもちゃがいっぱいある（おもろいもの） その他
ゆーぐう場 その他
普通　ちょうどよい　ふつうな所がよい その他
すてきな女性、ママ。活動している女性・ママのパワーがすごい！ その他
ママ友を作る。イベント（母親学級）等が多い その他
市役所近い その他
駅が近い その他
人が優しい（人が良い、人と人とがつながりやすい） その他
若い人が多い。活気がある その他
公共施設が充実している（駅から歩いて行けるところに多くある） その他
子供が多い（若い） その他
朝霞に「東洋大学」があるのは学生との交流もあり良い その他
林と農地の風景、ぜひ残したい！（田園風景） その他
ちょうど良いのどかな雰囲気 その他
街そのものが若い。元気がある その他
パートナーシップカレッジで育った方々（4年間）が活躍している その他
住み替えがしやすい住宅政策 その他
子ども、お年寄りが使える屋外環境のポテンシャル その他
公共機関など利便性が良い。充実している その他
住みやすい その他
生活感がある その他
富士山がよく見える その他
旧高橋家が素敵です！成人式に行きました その他
大きさがちょうど良い その他
電車が見れるスポットがある その他
わくわくドームが利用できること その他
野菜スタンプがあるのは良い その他
少し離れると坂道がありウォーキングに丁度良い その他
マンション建売が増えたため人口が増えた その他
入浴券のサービスはいい。温泉施設 その他
サロンが数多くある その他
何かやらなければ？と他市と比較しながら無い知恵をしぼっている事はいいがー その他
今日は若い人も参加している その他
都市に近い その他
若い人の●●がよい その他
自分が選んだ以上、市をよくしたい その他
公園や公共施設が固まって立地しているので、近くに住んでいる者にとって便利 その他
同年齢が多くなった その他
便利で人がフレンドリー その他
静かな所で長くすんでる所。落ちつく所。30年 その他
しっとり落ちつく広沢の池 その他
市民のパワー、元気のエネルギーすごい！ その他
プレパーク、おやこ劇場、こども囲碁教室もたのしい その他
地形が変化にとんでいる その他
ニンジンオブジェ その他
交流ソフト面。ソフト面優秀 その他
おもいでができる その他
オリンピック選手、土井さん（人の財産） その他
のどか その他
人口が増える→住みやすい その他
市の住民票などの書類の金額が安い その他
公務員宿舎建設が中止になり市民に開放されたこと その他
住みやすくなりつつ有る町が良い その他
町の発展が四市の広がりにつながってきている その他
あさかは、スイカが使える。近代化している その他
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「あさか　お・も・て・な・し　カフェ」で出された意見

２　朝霞のよくないところ
内　　　　　容 対応する施策（章-大柱）

しっかりした計画のない中で、無秩序な開発が進んでいる Ⅰ－１ 土地利用
無秩序な開発（計画性のない建物建設、高さ制限が甘い、市街化調整区域の開発が心配） Ⅰ－１ 土地利用
基地跡を有効してもらいたい Ⅰ－１ 土地利用
“国の基地跡地”入れない広い場所もったいない Ⅰ－１ 土地利用
荒川が有効に活用されていない。公園が少ない Ⅰ－１ 土地利用
跡地を安全にして市民に開放してほしい Ⅰ－１ 土地利用
基地利用 Ⅰ－１ 土地利用
基地跡地の開放。全国民へ（市民だけでなく） Ⅰ－１ 土地利用
基地跡地の自然生態環境の貴重性、重要性を市長・行政 Ⅰ－１ 土地利用
朝霞駅南口タクシー乗り場が遠い。老人は大変です！ Ⅰ－１ 土地利用
駅前、町の発展の遅れはバス会社にある Ⅰ－１ 土地利用
都市、街区の方向・計画が何もない。駅前●●。生活不便 Ⅰ－１ 土地利用
朝霞駅前の地主の意識が自己中心なので、駅前が発展しない Ⅰ－１ 土地利用
70年代までのミニ乱開発と基地跡の、朝霞２大都市課題への対応ビジョンが出されず、次の改開になっている Ⅰ－１ 土地利用
都市計画に難あり！ Ⅰ－１ 土地利用
朝霞駅南口はせっかく土地区画整理したのに、建物のデザインが不統一 Ⅰ－１ 土地利用
朝霞台駅前広場をもっと工夫してほしい Ⅰ－１ 土地利用
街燈が少ない、暗い〔LEDにしてほしい〕 Ⅰ－２ 道路・橋梁
歩道が狭い、少ない(高齢者には歩きにくい。事故の元) Ⅰ－２ 道路・橋梁
道路が狭くて危ない所もある Ⅰ－２ 道路・橋梁
駅前のバス通り（朝霞駅→市役所）が狭くて危険（一方通行にして歩きやすくして欲しい） Ⅰ－２ 道路・橋梁
歩道・自転車道を充実して欲しい(自転車が通りにくい) Ⅰ－２ 道路・橋梁
道路の整備が遅れている Ⅰ－２ 道路・橋梁
歩行環境が良くない、段差がある。整備してほしい。 Ⅰ－２ 道路・橋梁
通学路、歩道が狭くとても危険 Ⅰ－２ 道路・橋梁
人（弱者、乳幼児）が大切にされる道にしてほしい Ⅰ－２ 道路・橋梁
生活道路の整備が悪い Ⅰ－２ 道路・橋梁
東洋大に行く坂で並木の木が伸び放題で自転車、歩行者、自動車にあぶない Ⅰ－２ 道路・橋梁
道路がせまく曲がりくねっている Ⅰ－２ 道路・橋梁
道が暗い Ⅰ－２ 道路・橋梁
道路整備が遅れている。自転車道・マナーを考えよう Ⅰ－２ 道路・橋梁
道路の区分をもっと明確に。歩きづらい（都市計画を強化） Ⅰ－２ 道路・橋梁
危険な交差点が多い Ⅰ－２ 道路・橋梁
道を考える。乳母車、老人、障害者が外に出れる。イス、街路樹。車、一方通行にしてでも Ⅰ－２ 道路・橋梁
歩道が中途半端 Ⅰ－２ 道路・橋梁
歩道が障害者にやさしくない（車椅子の乗入れがむずかしい） Ⅰ－２ 道路・橋梁
商店街の道路が狭い Ⅰ－２ 道路・橋梁
街路樹のけやきの剪定方法、樹冠をバッサリ切るのは良くない Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
街路樹を樹種に関係なく強剪定している Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
公園でのボール遊びをする場所を区切って欲しい〔小学生がサッカーや野球をして幼児にとってあぶない所も〕 Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
公園は少ないし遊具も少ない（小さい子も安心して遊べる場所が少ない・ボール遊びができる公園少ない） Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
川がよごれている Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
黒目川の土手の整備をまめにやって頂きたい Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
自然公園根岸台開放ベビーカでも入園出来る事 Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
緑が減少している Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
街路樹（学校等）の剪定が良くない Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
朝霞駅南口が緑がない Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
黒目川に街燈が全然ない Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
今の公園、子が楽しめるものに。何もなくてもほったり作ったり遊べる Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
朝霞の緑地の役割を見直さなければならない Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
公園等で車いすが入れない所がある Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
花火が出来ない（公園で） Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
安全な公園が少ない（使えない遊具←早く撤去してほしい、変な人がいたりする）大人の目がほしい Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
黒目川から新河岸川まで歩けない Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
財務省緑地（大木）が残っているのに開放されていない Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
黒目川いつも清掃ゴミ拾いしているボランティアがいるのにどうしてゴミすてるのだろう Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
黒目川、日照時間短い秋冬街燈がほしい。現在真暗 Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
残っている斜面林をそのままに Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
生垣管理をしっかりとして欲しい！→子供と年寄りの為に Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
みどりが少ない Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
街路樹のいちょうの木、葉がおちた時の処理が大変 Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
道路と歩道の間のつつじの木の高さをもっと低くしてほしい Ⅰ－３ 公園・緑地・河川

平成26年1月18日(土)午後1時30分～ゆめぱれすにて



２　朝霞のよくないところ（続き）
内　　　　　容 対応する施策（章-大柱）

美しくない並木 Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
緑を増やす→都会化しない Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
地域の公園が地主の関係で中止し、市は公費で用意してもらいたい Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
都市景観は市民を巻き込むことが活性化へつながる Ⅰ－５ 景観
ヒザオリ宿。宿場としての町並みつくり Ⅰ－５ 景観
電線地中化が進んでいない Ⅰ－５ 景観
電線地中化の遅れは東電が悪い Ⅰ－５ 景観
マンション乱立。若い世帯の流出入はげしい Ⅰ－６ 住環境・住宅
高さ条令が出来て駅周辺にどんどんマンションが建設されている Ⅰ－６ 住環境・住宅
空き地や農地はすぐマンションになる Ⅰ－６ 住環境・住宅
マンションだけでなくシェアハウスを！ Ⅰ－６ 住環境・住宅
小住宅の開発が多く計画性がない Ⅰ－６ 住環境・住宅
地震に弱い Ⅱ－１ 防災・消防・救急
70年以前の開発地の再生を（防災上問題） Ⅱ－１ 防災・消防・救急
行き止まり住宅地の火事が心配 Ⅱ－１ 防災・消防・救急
防災についての意識は？その時しか情報が入ってこない Ⅱ－１ 防災・消防・救急
避難経路の案内板が少ない Ⅱ－１ 防災・消防・救急
自転車ゾーンを作ってもあまり活用されていない Ⅱ－２ 交通
駐輪場が少ない。いっぱいで入れない（チャイルドシート付の所） Ⅱ－２ 交通
歩道を子供連れで歩いていても道の譲り合いがない。自転車や３人で歩いてこられて時々怖い Ⅱ－２ 交通
朝霞駅・朝霞台駅にエレベーターがない（不便・ベビーカーの子がいるママは大変） Ⅱ－２ 交通
わくわく号のバスの本数が少ない（増やしてくれたら利用しやすいのに） Ⅱ－２ 交通
バス〔本数・経路〕が少ない（三原から朝霞駅・宮戸から中央公園・和光市から朝霞方面） Ⅱ－２ 交通
急行止まってほしい(朝霞駅に急行が止まらない・止まらない電車が多く不便) Ⅱ－２ 交通
東上線にバリアフリーの所がない Ⅱ－２ 交通
道が狭い（細く狭いので危険・ベビーカーでの外出が危険・駅から市役所へ向かう道） Ⅱ－２ 交通
バスが通ると人が通れなくなってしまう。バス通りを見直してほしい Ⅱ－２ 交通
歩道がなくて歩きにくい所が多い（急になくなったり・途中なかったりカーブで見通しが悪かったり） Ⅱ－２ 交通
歩道と車道が分かれてなく道幅が狭い（東口のライフの前の歩道が狭い） Ⅱ－２ 交通
交差点等が危ない（東武ストアの前の信号付近にもう１つないと危険） Ⅱ－２ 交通
朝霞駅前通り交通〔車・バス〕の通行歩行者にやさしくない Ⅱ－２ 交通
朝霞駅をもっとでかくしてほしい Ⅱ－２ 交通
通学路・生活道路にダンプカーが進入してくる　道路行政を何とかして欲しい Ⅱ－２ 交通
歩道・通学路せまい Ⅱ－２ 交通
宮戸在住のため中央公園に行けない。浜崎老人センター行のバス、10：00くらいのを作ってほしい Ⅱ－２ 交通
駅（東武東上線）にエレベーターがないのが不便 Ⅱ－２ 交通
市内の交通機関（市営バス）の本数が少ない。行きわたっていない Ⅱ－２ 交通
駅前の放置自転車が多い Ⅱ－２ 交通
自転車の交通のマナーが悪い Ⅱ－２ 交通
朝霞駅、急行がとまらない。朝霞台駅まで行ってしまう。急行とめて！ Ⅱ－２ 交通
公共の駐輪場が少ない？ Ⅱ－２ 交通
朝霞駅に止まる準急の本数が少なくなった Ⅱ－２ 交通
東上線しかないため、何かあるときに都内から帰れない Ⅱ－２ 交通
事故が多い（人身事故） Ⅱ－２ 交通
鉄道インフラ高架化 Ⅱ－２ 交通
わくわくドーム行のバスがなくなって駅までバスの回数が減って不便になった Ⅱ－２ 交通
朝霞台駅の駐輪場がすぐにいっぱいになる Ⅱ－２ 交通
駐輪場が少ない。銀行とか、商店等 Ⅱ－２ 交通
せめて公共の駐車場のコンクリートははがすべき Ⅱ－２ 交通
駅前商店バスを通さないで（歩行者用に） Ⅱ－２ 交通
買物を町でしない人が多い Ⅱ－２ 交通
雨の日はバスが遅れることが多い Ⅱ－２ 交通
公道脇に雑草が繁茂していて交通の妨げになっている Ⅱ－２ 交通
駅前商店会の通行。危険を感じる Ⅱ－２ 交通
自転車・車のルールの徹底不十分 Ⅱ－２ 交通
鉄道の改善要 Ⅱ－２ 交通
駅の駐輪場の値段が高い Ⅱ－２ 交通
建物と自然のバランスがはんぱすぎる Ⅱ－３ 環境
歩きタバコをやめて欲しい（ポイ捨て禁止） Ⅱ－３ 環境
自然がじわじわと減っている（自然が少ない・自然がもう少しあるといい） Ⅱ－３ 環境
たばこ、空き缶・ビン・ペットボトル等のポイ捨てが目立つ場所がある（駅前、道、畑など） Ⅱ－３ 環境
土ぼこりがヒドイ Ⅱ－３ 環境
犬のフンの不始末 Ⅱ－３ 環境
自然が減少。田畑がなくなって斜面林がどんどん開発されている Ⅱ－３ 環境
歩きタバコ Ⅱ－３ 環境



２　朝霞のよくないところ（続き）
内　　　　　容 対応する施策（章-大柱）

道が暗く不審者が現れて危険 Ⅱ－５ 生活
火葬場がない Ⅱ－５ 生活
待機児童が多い Ⅲ－１ 子育て支援
保育園を増やしてほしい(入れそうにない・入りずらい・倍率が高すぎる・幼稚園少ない) Ⅲ－１ 子育て支援
児童館が少ない（本町、栄町にない・第八小学校周辺にない・全くない） Ⅲ－１ 子育て支援
認可保育園の公営が19:00までのためフルタイムに戻せない民営のように20:00まで希望 Ⅲ－１ 子育て支援
保育園の待機児童がいる現状がある（保育園に入りづらい） Ⅲ－１ 子育て支援
女性支援セミナーの場が欲しい。宣伝少ない！ Ⅲ－１ 子育て支援
リフレッシュ一時保育が気軽に使えない（高い） Ⅲ－１ 子育て支援
駅前商店を保育園、シニアの居場所がほしい Ⅲ－１ 子育て支援
保育園が少ない Ⅲ－１ 子育て支援
ママのリフレッシュ休暇がとれない（高い） Ⅲ－１ 子育て支援
学童保育に予算を。ソフト、ハード面で。指導員の数を増やす。100名を超えるなんて子どもがかわいそう Ⅲ－１ 子育て支援
和光市を見習いたい（一時保育） Ⅲ－１ 子育て支援
産婦人科が少ない Ⅲ－１ 子育て支援
子供の遊び場が少ない Ⅲ－１ 子育て支援
子どもの外あそび支援が浅い Ⅲ－１ 子育て支援
子供、老人居場所が少ない Ⅲ－１ 子育て支援
老人のパンフレットが多すぎる Ⅲ－２ 高齢者支援
65歳以上増加している Ⅲ－２ 高齢者支援
高齢者の活用をもっと！（シルバー人材センター以外に） Ⅲ－２ 高齢者支援
老人がいつでも軽い運動が出来る場があるといい（老人センターでなく） Ⅲ－２ 高齢者支援
高齢者の（知恵）利用しよう。活用が少ない（シルバー人材以外） Ⅲ－２ 高齢者支援
介護予防の充実 Ⅲ－２ 高齢者支援
高齢者センターに軽い運動補助器具を安く使えるといい！ Ⅲ－２ 高齢者支援
シルバー人材をもっと活用してほしい（駅周辺の整備etc） Ⅲ－２ 高齢者支援
高齢者の祝金等見直しがなされていない→もっと子供達へ Ⅲ－２ 高齢者支援
これからどんどん増えていく障害者への対応策が遅れている Ⅲ－３ 障害者支援
健康保険料未払者への対応が甘い（不公平になる） Ⅲ－４ 地域福祉･社会保障

生活保護者の審査が甘い Ⅲ－４ 地域福祉･社会保障

夜間診療がない・病院が少ない Ⅲ－５ 保健･医療
医療費控除を高校生まで延ばしてほしい Ⅲ－５ 保健･医療
総合病院がない。計画的に整備して欲しい。 Ⅲ－５ 保健･医療
給食費の徴収の徹底して〔方法は考えていただいて〕おいしい給食を１００％皆で支払って食べられるように Ⅳ－１ 学校教育
月２回～４回学校授業があっても良いのでは？ Ⅳ－１ 学校教育
学校がつまらない Ⅳ－１ 学校教育
塾や通信教育にたよらなくても学校の勉強でしっかり補えるような授業内容、宿題、土曜授業を検討してほしい Ⅳ－１ 学校教育
小学校の先生の質を上げてほしい（もっと子供に対して関心を。一人の人間として社会人として子供たちの見本となってほしい。あいさつできない先生多い） Ⅳ－１ 学校教育
土曜日の学校授業あってほしい（実施して質を上げてほしい） Ⅳ－１ 学校教育
授業についていけない子どもが何と多いことか Ⅳ－１ 学校教育
朝霞市の高校の設備をよくしてください Ⅳ－１ 学校教育
夏休みを短くして（夏休みが他と比べて多すぎるもっと縮めていいと思う） Ⅳ－１ 学校教育
小学校のクラスの定員数が高い Ⅳ－１ 学校教育
小学校からの理科教育（土・緑・水・生態系）の見直しを・・・ Ⅳ－１ 学校教育
東洋大学を軸に学都 Ⅳ－１ 学校教育
土曜の授業がない（平日つめこみ） Ⅳ－１ 学校教育
校庭が狭い（五小） Ⅳ－１ 学校教育
一小→膝折小学校、二小→岡小学校、三小→浜崎小学校、四小→幸小学校、五小→栄小学校。小まで地名を使おう Ⅳ－１ 学校教育
先生のＯＢを呼んでみたら Ⅳ－１ 学校教育
不登校児への対応 Ⅳ－１ 学校教育
学力と体力・・・いろいろな子たちがいる朝霞 Ⅳ－１ 学校教育
自己で己を守る教育が不十分 Ⅳ－１ 学校教育
教育についてもっと重要と考える事（人づくりについて） Ⅳ－１ 学校教育
小・中学生の居場所 Ⅳ－２ 青少年育成
図書館（室）をいろんなところに作ってほしい！　少なすぎる Ⅳ－３ 生涯学習
図書館の終了時間が早いので会社帰りの人は使いにくい Ⅳ－３ 生涯学習
博物館等あまり利用されない箱物はいらない Ⅳ－３ 生涯学習
科学博物館がない Ⅳ－３ 生涯学習
図書館の拡充（閲覧室、自習室、蔵書など） Ⅳ－３ 生涯学習
公民館などの利用の基準 Ⅳ－３ 生涯学習
博物館の利用者が少ない Ⅳ－３ 生涯学習
公民館などまで出かけなくても集まれる場所があれば・・・ Ⅳ－３ 生涯学習
公民館施設の利用をもっとしやすく Ⅳ－３ 生涯学習
図書館の司書の人数を減らさないで！ Ⅳ－３ 生涯学習
サッカーや野球ができる場所を早急に作ってほしい田島周辺に！ Ⅳ－４ スポーツ･レクリエーション



２　朝霞のよくないところ（続き）
内　　　　　容 対応する施策（章-大柱）

バスケットコートが少ない Ⅳ－４ スポーツ･レクリエーション

中学生が参加する行事が少ないと思います（中学生が赤ちゃんとふれあうチャンスを！） Ⅳ－５ 地域文化
もっと子供達のパワーを使ってもっと住みやすい街にするイベントを増やしてほしい Ⅳ－５ 地域文化
よさこい祭りがうるさい Ⅳ－５ 地域文化
遺跡、歴史物の整備遅れている Ⅳ－５ 地域文化
市のイベントが多いのに広報が下手 Ⅳ－５ 地域文化
朝霞ブランド→名物がない Ⅴ－１ 産業育成
産業が少ない Ⅴ－１ 産業育成
駅前に朝霞の観光案内版がほしい Ⅴ－１ 産業育成
本屋が少なく不便です（駅中の本屋は小さい） Ⅴ－２ 産業活性化
買い物〔食料品以外〕の場所が少ない（欲しい物が揃わないため志木や池袋に出る）　 Ⅴ－２ 産業活性化
買い物に不便〔商店街？〕（田島、内間木） Ⅴ－２ 産業活性化
スーパーが少ない（栄町の大きなスーパーを） Ⅴ－２ 産業活性化
駅前に郵便局がない Ⅴ－２ 産業活性化
大きなショッピングモールがない（朝霞駅の近くに大型店、大きい病院・フィットネスクラブ・商業施設） Ⅴ－２ 産業活性化
子供と食事できるお店が少ない Ⅴ－２ 産業活性化
お菓子屋さんが少ない（駄菓子屋さんが少ない） Ⅴ－２ 産業活性化
駅前通りが淋しい商店の活性化が望まれる Ⅴ－２ 産業活性化
トイザラスがない Ⅴ－２ 産業活性化
商店街（駅前など）が活性化されていない（シャッター商店街が増えてきている、衰退している） Ⅴ－２ 産業活性化
水田の減少、休耕地増加 Ⅴ－２ 産業活性化
内間木地区は買物難民がいる Ⅴ－２ 産業活性化
専門店が少ない Ⅴ－２ 産業活性化
郵便局が近所にない（数が少ない） Ⅴ－２ 産業活性化
少し食事するのにすてきな場所、店がない Ⅴ－２ 産業活性化
買物（欲しい物が揃わない）つい志木や池袋に出てしまう Ⅴ－２ 産業活性化
大きな店がない Ⅴ－２ 産業活性化
スーパーが少ない Ⅴ－２ 産業活性化
レジャー農園を増やして Ⅴ－２ 産業活性化
商店の利用の仕方 Ⅴ－２ 産業活性化
商店街をたまり場に。商店街⇒老人協力・・・配達楽しみ Ⅴ－２ 産業活性化
商店街に働く場づくり Ⅴ－２ 産業活性化
小売店が無くなり買物が不便 Ⅴ－２ 産業活性化
農地の手入れに遅れ Ⅴ－２ 産業活性化
商店街の協調性がない（費用の問題？） Ⅴ－２ 産業活性化
個性のある新しい商店が少ない Ⅴ－２ 産業活性化
大型の電気店がない Ⅴ－２ 産業活性化
小さな商店が存続するか心配である Ⅴ－２ 産業活性化
都内に買物に行く不便 Ⅴ－２ 産業活性化
企業が撤退していった Ⅴ－３ 中小企業・勤労者支援

雇用の場が少ない Ⅴ－３ 中小企業・勤労者支援

市民交流の場をこのまま場をのこしてほしい Ⅵ－１ コミュニティ
古くからの地元の人と新たに入ってきた人の交流が少ない Ⅵ－１ コミュニティ
コミュニティの連帯感が少ない、地域の連帯感がない Ⅵ－１ コミュニティ
町内・子ども会の人のつながりが少ない？（場所によって？） Ⅵ－１ コミュニティ
子育てママの支援とゆとり世代の方とのつながりがあれば宝の子育てが実現できそう Ⅵ－１ コミュニティ
子育て世代が多いのにキッズカフェがない Ⅵ－１ コミュニティ
お年寄りと若い人が交流できる場所（施設）がない Ⅵ－１ コミュニティ
地域のつながりが少ない Ⅵ－１ コミュニティ
転入者多く市内に友人・知人が少ない Ⅵ－１ コミュニティ
市民活動をしていない人が気軽に（継続して）参加できる仕組みを！ Ⅵ－２ 市民活動
息の長い市民活動を！ Ⅵ－２ 市民活動
市の行事に参加しにくい Ⅵ－２ 市民活動
外国人が多い割りに彼らとのコミュニティーがない Ⅵ－４ 国際化
外国人とのコミュニケーションをとる場が少ない（外国人とのコミュニティが少ない、グローバルな企画が少ない） Ⅵ－４ 国際化
市民・住民の顔が見えない。　行政の計画も見えない Ⅶ－１ 市民参画
市の情報がなかなか一般に伝わらない（お知らせの仕方が今ひとつ） Ⅶ－１ 市民参画
町内会加入率が悪い Ⅶ－１ 市民参画
選挙の投票率が低い Ⅶ－１ 市民参画
市長、企画室でもよい。市民との対話をうんとして、市民の隠れた願いをきいてすくい上げて（和光、新座はやってる。若者の永住のために） Ⅶ－１ 市民参画
情報発信が偏っている Ⅶ－１ 市民参画
市政への参加率が少ない Ⅶ－１ 市民参画
選挙の際の投票率をＵＰする対策が弱い Ⅶ－１ 市民参画
市民が計画段階で参加できるよう市民人数を増やす Ⅶ－１ 市民参画
行政の対立課題の判定者に行政のみ立っている。利害関係者の参加で解決するシステムがないので双方とも納得しない状況がとりかえされている Ⅶ－１ 市民参画



２　朝霞のよくないところ（続き）
内　　　　　容 対応する施策（章-大柱）

市民の意見を行政に反映して欲しい Ⅶ－１ 市民参画
市民の意見がどう生かされるのかわからない Ⅶ－１ 市民参画
市民の声を出す場が少ない（今日この場が吐け口になっている） Ⅶ－１ 市民参画
行政が市民と協働しないこと Ⅶ－１ 市民参画
住民投票条令がない Ⅶ－１ 市民参画
情報発信を多く、若い人、外勤者の目につくお知らせを。 Ⅶ－１ 市民参画
<宮戸>役場、出張所が遠いです。近くで手続きができる所が欲しい Ⅶ－２ 行政
市役所の受付時間が短く共働きにはきつい Ⅶ－２ 行政
行政相談員が役に立っていない交替して改善すべきである Ⅶ－２ 行政
市役所の子育て支援課の人が人ごとな感じで対応悪い Ⅶ－２ 行政
各種相談〔市民相談〕の時間が短い延長するか土日（月に２回でも）開催してほしい（仕事していると9：00-17：00は無理） Ⅶ－２ 行政
議員さんの出席少ない方の支給の件を考える Ⅶ－２ 行政
市長が変わらない・・・なり手がないのか？ふしぎです Ⅶ－２ 行政
市役所いっきに物事が、解決出来るようにして戴いたらよいのではないかと思います Ⅶ－２ 行政
市議会議員の給料高い Ⅶ－２ 行政
行政サービス施設が貧弱 Ⅶ－２ 行政
出張所でも本庁舎と同様の手続きが出来る様にしてほしい Ⅶ－２ 行政
市議員が多すぎる。ボランティアにしてほしい。何もしてない議員多い Ⅶ－２ 行政
議会事務局の民主化を。議会報告をしっかりやってほしい（議員つれても良い） Ⅶ－２ 行政
実行性のない計画が多い（市の計画） Ⅶ－２ 行政
市政職員にプロジュースコーディネイトの能力がないので展望は望めず Ⅶ－２ 行政
市議の市民活動への参加を望みます Ⅶ－２ 行政
市役所に質問メールを送ったら、1回目の返答は得られたが、追加質問に対する返答はなかった Ⅶ－２ 行政
役所が何でも市民の意見を取り入れる。国は相手の意見をしっかり聞いてほしい Ⅶ－２ 行政
役所のサービスが大きいので、市民があたりまえ・わがままになってきている Ⅶ－２ 行政
市議会等の公開が遅れているのでは？ Ⅶ－２ 行政
行政の能力が低い。プロデュース力がない Ⅶ－２ 行政
四市が合併してほしい Ⅶ－２ 行政
市の財政が悪くなっている。対策は出来ているのでしょうか Ⅶ－３ 財政
借入金が多い Ⅶ－３ 財政
大企業の撤退が心配。法人税の減収は市財政減収につながる Ⅶ－３ 財政
坂が多いところ その他
駅から離れると何もない（駅の周辺に児童館、ショッピングなど施設がない） その他
朝霞台・北朝霞駅前の銀行ATMがいつも混んでいる その他
自宅学習（不登校による）の公的支援がない その他
朝霞警察を建て替えてほしい その他
広報に放射能の値を載せてほしい。　貸出(測定器)できる事を広報に出してほしい　 その他
広報の頁が不用に多い、スタッフの負担が心配です その他
社会教育の質が？ その他
休耕田畑（遊休地の活用をもう少し考えてほしい） その他
協力することの大切さを育てられる街にしてほしい その他
友達と共に学ぶ楽しさや喜びを知り、不登校児のない街になってほしい その他
朝霞一中の制服がめちゃくちゃダサい（制服かっこよくしてほしい（四中）） その他
わくわくプールで市民以外からきちんとお金を取ってください　身分証明を見せてください その他
犬の糞をとらない人には罰金を取ったらいいと思います　コンクリート道路の人が歩く所にもあるので迷惑してます その他
カラスが多くて怖い時がある その他
手当て等を充実させて欲しい その他
パチンコ多い その他
地元の中年男性の運転が荒い〔軽トラ、スポーツカー〕 その他
夜遊びしている人が多い〔男の人〕 その他
車が多い その他
国保入浴券市内の浴場でもつかえるように その他
もっとものを安くしてほしい その他
おもしろいものが少ない その他
若い人達が街づくりに加われていない その他
せっかくの広い空間に倉庫がどんどん建っている その他
東洋大学の学生の活用が少ない その他
子供会がない その他
市外勤務者にとって講座スタート時期に間に合わない その他
市で環境エネルギーをつくったり、畑を豊かに、私が直接買いたい その他
弱者、人とコミュニケーションできない、ひきこもりの人を支援する場が少ない？宣伝してほしい その他
とりあえず挨拶してみたら？ その他
市はコンサルに任せるな。市民に！ その他
埼玉県人、朝霞市民のほこりを。 その他
朝霞駅と朝霞台駅の違いが生かせていない その他



２　朝霞のよくないところ（続き）
内　　　　　容 対応する施策（章-大柱）

野火止用水の跡を埋めたのは大失敗 その他
カラスが寄ってくる（多い）朝霞駅 その他
住民の方だけでなく（先生）大学生ボランティアを巻き込み、野外学習体験を設ける その他
少子超高齢社会。人々が住みやすい町へ その他
老人ホームの前へのお墓はどうなのか？ その他
市民も資格をとりゲートキーパー、引きこもり、自殺者を少なくする その他
若い人が多い割には、行政・政治に無関心の人が多い その他
他の市町村に比して特色がない（特徴のある街づくりをしてほしい） その他
暗い その他
ゆーぐう場の処理が放置されている その他
市の施設が偏ったところにある（市境にない） その他
スローガンがほしい その他
虐待死事件があった その他
ボールで遊べる所が少ない その他
老人センター、児童館でもボス的な存在があり入りにくい その他
人身事故が起きてしまった時の人の流れ その他
ライバルに比し街のイメージ地味 その他
坂が多い町。自転車に乗っているとこわい坂がある その他
ゆーぐう場なぜ止めた。利用出来ない その他
せっかくの野火止用水跡を埋めたのは大失敗。新座市を見習うべき その他
保養施設がなくなった。予算のためで その他
埼玉都民感覚がある その他
市の補助をもらうのに年齢制限がある その他
住宅が街づくりの考えが無い。●●に開拓されているように思われる その他
人の出入りがはげしい その他
フリースクールやひきこもり（小・中学生～）の人が社会で働ける施設、人的援助を（生活保護費に依る） その他
転勤ばかりで落ち着かないのでやっと最後の住みかになって30年いても地の人にみればやはりよそ物でさみしいです その他
ふじみ野に移住する人もいる その他
ポストが少ない その他
一市民はわがまま（住民から緑が少ない→木を植えると落葉は誰が掃除するの。夜が暗い→電灯つけると明るすぎて眠れないと苦情） その他
ゆーぐう場等、不良資産化した物への対応がない その他
のどか その他
昼間人が少ない その他
溝沼の地名がよくない。夢のある地名に！ その他
この様な思い付きを本気にして参加すると種のない虚態が浮きぼりになる。ガスぬきか？ その他
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「あさか　お・も・て・な・し　カフェ」で出された意見

３　こんな朝霞市にしたい
内　　　　　容 対応する施策（章-大柱）

基地跡地の全面緑地公園化を早期に！ Ⅰ－１ 土地利用
市街化調整区域の乱開発に歯止めを。行政指導をのぞむ Ⅰ－１ 土地利用
基地跡地が開放されて、誰でも自然を楽しめたら散歩したい（国から払い下げてもらって！） Ⅰ－１ 土地利用
基地跡の有効利用 Ⅰ－１ 土地利用
建物の規制を強化する。日照権、緑地、高さなど Ⅰ－１ 土地利用
朝霞の基地跡地をこのまま将来に残す決断を。この中に箱物を絶対作らない！ Ⅰ－１ 土地利用
駅前商店街の地主にもメリットがあるようにして基地跡地の利用を連けして活性化してほしい Ⅰ－１ 土地利用
基地跡地。人が交流できる場に Ⅰ－１ 土地利用
休耕農地の活用 Ⅰ－１ 土地利用
基地跡地を全面解放し憩いの場に！ Ⅰ－１ 土地利用
若い人と老人が交流する場所を作ってほしい Ⅰ－１ 土地利用
ゾーンを分けたまち・・・計画都市（商業、住宅、自然） Ⅰ－１ 土地利用
道路整備の行き届いた街 Ⅰ－２ 道路・橋梁
歩行者を守るため段差をなくす（歩道の整備） Ⅰ－２ 道路・橋梁
10年後駅前通りの一方通行（安全）活性化（市民参加） Ⅰ－２ 道路・橋梁
駅前通りの一方通行化はタクシー・バス業者、商店会、住民など利害関係者が対策を決める。警察署、行政は行司役となっている Ⅰ－２ 道路・橋梁
吉祥寺のような町づくり。まずは駅前一方通行 Ⅰ－２ 道路・橋梁
全市に散歩道が整備されている朝霞市 Ⅰ－２ 道路・橋梁
道路を整備して歩きやすく（安全に）なってほしい Ⅰ－２ 道路・橋梁
バスが通っても脇をベビーカーが通れる。市役所前 Ⅰ－２ 道路・橋梁
生活道路が整備される Ⅰ－２ 道路・橋梁
朝霞駅南口の駅前通りを安全な買物通りに Ⅰ－２ 道路・橋梁
朝霞駅周辺の整備！ Ⅰ－２ 道路・橋梁
朝霞駅周辺を一方通行にして歩きやすくする Ⅰ－２ 道路・橋梁
学校までの道が広く歩きやすくなってほしい（通学路） Ⅰ－２ 道路・橋梁
子ども達の通学の歩道をしっかり作ってほしい Ⅰ－２ 道路・橋梁
バス、道路、歩道、エレベーターつけて Ⅰ－２ 道路・橋梁
もっと公園を整備して、子供が気持ちよく安全に遊べるようにしてほしい Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
あさかの森公園は今後もずっと残してほしいです憩いの場ですから（森公園がすばらしいです） Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
あさかの森公園を期限つきでなくずっと使用できる様に Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
公園をたくさん作ってほしいです〔ボールで遊べる公園も〕（キレイな公園・自然と遊べる公園がほしい・大きい公園）遊具も多めに Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
緑を残して欲しい Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
緑豊かな街にしたい（落ち着いた緑の多いまち、今ある緑を生かしつつ） Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
黒目川を桜（と菜の花）の名所に Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
緑がこのまま残っている、又は増えている（緑をこれ以上減少させない条令か仕組み作り） Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
あさかプレパーク（あそび場）が常設になっていてほしい Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
古い遊具（公園）撤去して Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
街路樹や公園の木の剪定。方針のある市に Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
朝霞市が残された緑地を積極に購入整備してほしい。“水と緑と土”の街朝霞をめざす Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
相続に伴うやしき林を優先的に市が買い上げてほしい。これ以上緑をこわさない Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
公園の落ち葉への苦情は対策を公募して、当事者同志で解決策を決めるシステムで処理する Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
大きな公園には周囲にカフェ、ブティック店を配置してほしい Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
プレパーク。外あそび・・・やりたいことをやれる Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
斜面林、黒目川の左右が林の道ができている Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
環境が整えられ、住みやすく、でも緑がたくさんある Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
公園を子に企画させる。自由に工夫して遊べる Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
各地域のそれぞれの公園で地域の人がプレパークを開催している Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
緑、動物たちが生きられる町 Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
朝霞の森をサマーキャンプ会場に（災害避難所） Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
子供が自由に遊べる様な公園、施設の充実した街 Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
あさかの森の運営の充実を！ Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
街区公園を増やす。子供が自由に遊べるように！ Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
公園を増やして欲しい（借地が切れないよう！） Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
「朝霞の森」の様な子ども～老人まで集える野外を3ヵ所位に（現在のしろ山公園等もいいね Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
黒目川に街燈がたくさん明るくつき、夏秋の夕暮れ散歩が出来る様 Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
現存する公園が1つもなくならない Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
朝霞の森の利用で財政を豊かに Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
川と森と公園を連携した施設作り Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
公園で子供も高齢者も集える社会（街） Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
キャンプ場作り Ⅰ－３ 公園・緑地・河川
街路樹が豊かで強剪定しない、自然の姿へ Ⅰ－５ 景観
災害に強い街づくり（旧開発地の再生を） Ⅱ－１ 防災・消防・救急

平成26年1月18日(土)午後1時30分～ゆめぱれすにて



３　こんな朝霞市にしたい
内　　　　　容 対応する施策（章-大柱）

朝霞台駅にエレベーターがほしい（朝霞台駅にエレベーターを設置してほしいです） Ⅱ－２ 交通
急行が止まるとうれしい（急行が止まるとすごくいい） Ⅱ－２ 交通
宮戸地区より中央公園又は市役所行のバス路線の設置を是非お願いします Ⅱ－２ 交通
道路を広くし自転車走行レーンを作ってほしい Ⅱ－２ 交通
わくわく号便利なのでもう少し本数がほしいです〔根岸台線〕 Ⅱ－２ 交通
南口の線路沿いの道は暗い Ⅱ－２ 交通
市内バスをもっと利用しやすく、運行間隔15分くらい Ⅱ－２ 交通
サイクリング道路を作る！ Ⅱ－２ 交通
市内循環バス。広範囲に時間も1時間おきに細めに Ⅱ－２ 交通
駅前のせまい道路からはバス路線を変更して、歩行者のみの商店街にする Ⅱ－２ 交通
せめて公共の駐車面のコンクリートをはがしましょう Ⅱ－２ 交通
朝霞駅に急行がとまるようにしたい Ⅱ－２ 交通
北朝霞と北浦和(西浦和？）の間に駅を作ってもらいたい。武蔵野線が長過ぎると思う Ⅱ－２ 交通
事故の少ない町 Ⅱ－２ 交通
ママチャリがマナーを守るまち Ⅱ－２ 交通
交通が整備されている（電車、バスなど） Ⅱ－２ 交通
駅やバス停にイスがあると一休みできていい Ⅱ－２ 交通
歩行者と自転車用の道（特に子供用を整備して欲しい） Ⅱ－２ 交通
道路交通機関の整備作り。安心安全な街 Ⅱ－２ 交通
放置自転車をなくす為自転車のシェア制度導入 Ⅱ－２ 交通
狭い路がまだまだあり、通学が危険なので対処して欲しい Ⅱ－２ 交通
自然にたくさんふれあえるようになると良いです（朝霞に海がほしい） Ⅱ－３ 環境
自然は手を加えずそのまま残してほしい Ⅱ－３ 環境
ポイステのない朝霞市にしたい Ⅱ－３ 環境
自然が増えていてほしい Ⅱ－３ 環境
自然。都心に近い田舎をめざそう（自然、人の輪） Ⅱ－３ 環境
より自然と人工物のバランスのとれたまち→緑地化へ（温暖化を防ぐ） Ⅱ－３ 環境
自然、生物の大切さを体験してもらう場。野外実習⇔親を育てる Ⅱ－３ 環境
自然保全と商業活性化のバランス。財政問題 Ⅱ－３ 環境
自然を有効活用できる街に Ⅱ－３ 環境
自給自足に近づけたい（美しい自然を守って） Ⅱ－３ 環境
土ぼこりのない街 Ⅱ－３ 環境
豊かな自然で有名な街 Ⅱ－３ 環境
四季折々花のある街 Ⅱ－３ 環境
自然とふれあえるまち（公園・遊歩道など） Ⅱ－３ 環境
自然の保全 Ⅱ－３ 環境
生態系が豊かな自然を子ども達に残したい Ⅱ－３ 環境
身近な自然の中で環境学習ができるように！ Ⅱ－３ 環境
学校教育の場だけでなく、自然に学ぶことができる場の設定 Ⅱ－３ 環境
自然が豊かな街。開発に規制を。条令が開発を後押ししているところがある Ⅱ－３ 環境
自然と調和したまち Ⅱ－３ 環境
リサイクルに関する取組を充実してほしい〔牛乳パックをトイレットペーパーに変える取組の復元。リサイクルＢＯＸを庁舎内に設置〕 Ⅱ－４ ごみ・し尿処理
犯罪のない安全で住み良い街にしたい（犯罪がなく事故もなく楽しい町にしたい） Ⅱ－５ 生活
防犯、治安子供を安心して遊ばせられる（犯罪がなく子供達が安心して外出できる所にしたい） Ⅱ－５ 生活
知らない人に声かけない近寄らないと教える街ではなく、挨拶を誰にでもするようにと教えられる安全な街にしてほしい Ⅱ－５ 生活
どろぼうがいない Ⅱ－５ 生活
はんざいがなくイベントがいっぱいある Ⅱ－５ 生活
街灯を増やして明るく安全な街に Ⅱ－５ 生活
安全に遊べる所があってほしい。防犯。子供にやさしい Ⅱ－５ 生活
安全・安心なまちにしたい！ Ⅱ－５ 生活
保育園をもっとたくさん作ってほしい（保育園等少ないので増やしてほしい） Ⅲ－１ 子育て支援
子どもが体をいっぱい動かして遊べる施設がほしい Ⅲ－１ 子育て支援
子育ての話の講習など保育をして下さると聞きにいけてよい Ⅲ－１ 子育て支援
保育園に入りやすくしてほしい Ⅲ－１ 子育て支援
中央コミュニティセンターに児童館を併設してほしい Ⅲ－１ 子育て支援
お店にキッズスペースを設けて欲しい Ⅲ－１ 子育て支援
子供達の事をよく考えてほしい Ⅲ－１ 子育て支援
ひとり親家庭に対する補助の充実を Ⅲ－１ 子育て支援
子育てしやすい街　(子育てのまちあさか〔子育て世代の人口増加〕・まち全体で子育て〔近所で顔見知りになって〕) Ⅲ－１ 子育て支援
朝霞駅～栄町付近にも児童館を作って下さい Ⅲ－１ 子育て支援
児童館センターを作りすぎ？！無料提供はある程度の規制が必要なのでは無料安いであたり前になり感謝が減るのでは？パワーあるママが活躍できない Ⅲ－１ 子育て支援
広い広場があればたくさん遊べる（6才子ども） Ⅲ－１ 子育て支援
子どもが自由に遊べる。大人の情報交換ができるプレパーク常設していてほしい Ⅲ－１ 子育て支援
子育て。自然と共に生きる。川、林など（自然を大切にする） Ⅲ－１ 子育て支援
子育て。よその子育ても見えるゆったりした子育て Ⅲ－１ 子育て支援



３　こんな朝霞市にしたい
内　　　　　容 対応する施策（章-大柱）

朝霞で育った子供が日本を引っぱっていく！かしこい大人になっていてほしい Ⅲ－１ 子育て支援
母親もイキイキ働いていて街中で子育てを！ Ⅲ－１ 子育て支援
キッズカフェの充実 Ⅲ－１ 子育て支援
子育てしやすい（行政のバックアップと市民参加） Ⅲ－１ 子育て支援
子育力のあるまち Ⅲ－１ 子育て支援
子育て。ソフト面の充実。運営力の強化。市民とつながる Ⅲ－１ 子育て支援
学童保育クラブの充実 Ⅲ－１ 子育て支援
子供たちが安心して外遊びできる Ⅲ－１ 子育て支援
三原に子育て支援センターor児童館 Ⅲ－１ 子育て支援
子供がどこでもあそべる場所を作る Ⅲ－１ 子育て支援
朝霞の街づくり。子どもあそびのテーマパーク作り Ⅲ－１ 子育て支援
安心して子育てが出来る町に、市に Ⅲ－１ 子育て支援
お年寄りにやさしい道にしてほしい車道と歩道が近い所が多い Ⅲ－２ 高齢者支援
高齢者、障害者の歩きやすい街 Ⅲ－２ 高齢者支援
高齢化対策。人が人を助ける Ⅲ－２ 高齢者支援
お年寄りにやさしい街 Ⅲ－２ 高齢者支援
お年寄りのコミュニケーションの場 Ⅲ－２ 高齢者支援
お年寄りの知恵袋を子供達へ Ⅲ－２ 高齢者支援
幅広い年代で理解し、協力し合う街 Ⅲ－２ 高齢者支援
高齢者が住みやすい＝子供も住みやすい町づくり（公園の左右に老人ホーム、保育園） Ⅲ－２ 高齢者支援
老人と若者が共生できる Ⅲ－２ 高齢者支援
高齢の人達も力を発揮できる街に Ⅲ－２ 高齢者支援
人が大切にされる街。障害のある方、お年寄りが元気に暮らせる施策を。 Ⅲ－２ 高齢者支援
年をとっても障害をもっても安心して住み続けられる街 Ⅲ－２ 高齢者支援
高齢者の祝金等は80歳からの支給 Ⅲ－２ 高齢者支援
老人が楽しく過ごす事が出来る居場所づくり（例、老人カフェの設置〔各所〕） Ⅲ－２ 高齢者支援
世代交流の出来る場が欲しい、シニア、子供、● Ⅲ－２ 高齢者支援
高齢者が活動的でいられるまち Ⅲ－２ 高齢者支援
老人・障害者が生きやすい町。なかなか老人ホームに入れない。病院から行く場がない Ⅲ－２ 高齢者支援
町の中心に老人ホーム（たとえば、下は図書館、上は老人ホームみたいな） Ⅲ－２ 高齢者支援
高齢者が安心して住める街にしていく Ⅲ－２ 高齢者支援
高齢者が生き生きくらせる街に！高齢者の知恵を利用する仕組み作りを（シルバー人材センター以外に） Ⅲ－２ 高齢者支援
高齢者への支援。安心の仕組みづくり Ⅲ－２ 高齢者支援
寝たきり防止 Ⅲ－２ 高齢者支援
障害者の雇用について促進事業ありやなしや？ Ⅲ－３ 障害者支援
バリアフリーの町→商店街狭い Ⅲ－３ 障害者支援
福祉が整備されている（今以上に） Ⅲ－４ 地域福祉･社会保障
福祉サービスが良すぎてわがまま・あたりまえになっている。自分の生活は自分がしっかり守る努力をしましょう Ⅲ－４ 地域福祉･社会保障

引きこもり、自殺者をなくす。システムゲートキーパー Ⅲ－４ 地域福祉･社会保障

子供、医療費、他今後も保障される町に出来たら良いと思います Ⅲ－５ 保健･医療
休日夜間診療増やしてほしい［数ヶ所］ Ⅲ－５ 保健･医療
健診を保健センターだけでなく病院などで受けられるようにしてほしい Ⅲ－５ 保健･医療
子供の夜間診療を増やしてほしい Ⅲ－５ 保健･医療
福祉を充実させて安心して子供を産み子供を育てられるように制度を整えてほしいです（高校生まで医療費窓口撤廃 Ⅲ－５ 保健･医療
医療費を新座市に負けず拡大してほしい Ⅲ－５ 保健･医療
産婦人科が少ない Ⅲ－５ 保健･医療
総合病院を充実してほしい Ⅲ－５ 保健･医療
健康に Ⅲ－５ 保健･医療
中高一貫校がほしい（公立の中高一貫校が欲しい） Ⅳ－１ 学校教育
中学生が塾に行かずに高校受験ができるようにしてほしいです Ⅳ－１ 学校教育
学校がきれいになってほしい Ⅳ－１ 学校教育
もっと学校で勉強したい Ⅳ－１ 学校教育
朝霞市の各小学校にもっと遊具をふやして Ⅳ－１ 学校教育
大学誘致。教育の街 Ⅳ－１ 学校教育
“1+1＝2”ではなく“1+○＝2”になるのか発想力を Ⅳ－１ 学校教育
ディベートができる教育 Ⅳ－１ 学校教育
学校。個を大事にする。教育ができている Ⅳ－１ 学校教育
人口減少になるときにあわてないように小学校の複合化を図る Ⅳ－１ 学校教育
一歩進んだ教育。ミドルスクール（とくに小学校、中学校の義務教育の部分） Ⅳ－１ 学校教育
地域と学校の連携 Ⅳ－１ 学校教育
朝霞高が県内最高の進学校 Ⅳ－１ 学校教育
市内に教育機関とか各種学校を誘致した文教都市を目指す Ⅳ－１ 学校教育
学校教育できびしいしつけをしてほしい。子どもと親のいいなりになっている Ⅳ－１ 学校教育
これからの子ども達に自己責任を取れる子どもを育ててほしい。学校、家庭、行政で！ Ⅳ－１ 学校教育
中学校区に1ヶ所くらい子どもの屋外の遊び場・居場所 Ⅳ－１ 学校教育



３　こんな朝霞市にしたい
内　　　　　容 対応する施策（章-大柱）

各小中学校の教師にもっと力を与え、良い悪いをしっかり指導して欲しい。モンスターペアレンツに負けないでほしい Ⅳ－１ 学校教育
1小～10小までどこにあるのかわかりずらい。一小は膝折小学校、二小は岡小学校など地域の名前にしてほしい。とてもわかりやすくなります。中学校も同じくです Ⅳ－１ 学校教育
教育環境の充実。制度の見直し。（6・3制にこだわらない） Ⅳ－１ 学校教育
女の子が通える私立高校が市内にあったら良いなぁ Ⅳ－１ 学校教育
公民館にマンガを置いてほしい成人のみでも良いから借りられると嬉しい Ⅳ－３ 生涯学習
中央公民館、図書館の隣地に博物館をつくり文化都市にしたらどうか Ⅳ－３ 生涯学習
バスケットコートがいっぱいあってほしい Ⅳ－４ スポーツ･レクリエーション

オリンピック競技の実施 Ⅳ－４ スポーツ･レクリエーション

スポーツが盛んな町（運動公園をもっと作って！） Ⅳ－４ スポーツ･レクリエーション

アートマルシェの野菜版〔地産地消〕を開催してほしい　青山でやっているようなおしゃれなマルシェのイメージ Ⅳ－５ 地域文化
笑顔が多く「彩夏祭」の盛り上がる緑豊かな素敵な街 Ⅳ－５ 地域文化
イベントを多くしたい（花火をいっぱいやってほしい・雪祭りとかやりたい） Ⅳ－５ 地域文化
彩夏祭がもっと有名になる町（100万人） Ⅳ－５ 地域文化
駅前広場でのイベントを増やす（鳴子ロックフェス） Ⅳ－５ 地域文化
歴史と自然が学べる朝霞市 Ⅳ－５ 地域文化
音楽、芸術のまちにしたい Ⅳ－５ 地域文化
朝霞といえば、にんじんとみんながイメージできる Ⅴ－１ 産業育成
大きいゲーセンがたくさんあるといい！特にSEGAやイオンとか（ゲーセンいっぱい作ってほしい） Ⅴ－１ 産業育成
朝霞市に映画館がほしい Ⅴ－１ 産業育成
朝霞市にライブステージ作って（ライブができる場所がほしい） Ⅴ－１ 産業育成
健康ランドのような施設を作って頂きたい（健康ランドを作ってほしい） Ⅴ－１ 産業育成
大きい店がほしい（駅の近くにイオンを作ってほしい・レイクタウンの様な大きなショッピングモール・イオンのような大きなショッピングセンター・ららぽーと作って） Ⅴ－１ 産業育成
トイザラスがほしい Ⅴ－１ 産業育成
カラオケ屋〔JOY希望（新機種）〕、マンガ喫茶ほしい Ⅴ－１ 産業育成
市の名物を作ってほしい。他県から来てくれるよう彩夏祭以外で（朝霞発の何か） Ⅴ－１ 産業育成
地産地消のできる街 Ⅴ－１ 産業育成
朝霞市を知ってもらう宣伝を！ゆるキャラ、朝霞市といえば～、伝えられるもの衣・食・住 Ⅴ－１ 産業育成
水道水はにんじんジュース！ Ⅴ－１ 産業育成
彩夏ちゃん。もっと露出して全国へ朝霞市を知ってもらう Ⅴ－１ 産業育成
若者が大いに起業できる配慮がある朝霞市 Ⅴ－１ 産業育成
常設映画館 Ⅴ－１ 産業育成
市内に勤められるように産業をたくさん作って他市町村に行かなくてすむように Ⅴ－１ 産業育成
企業の誘致。ブランド商業でのまちおこし Ⅴ－１ 産業育成
駅から離れると何もないのでお店を増やして欲しい（お店を増やして欲しい） Ⅴ－２ 産業活性化
商店街〔アーケード付〕をつくると街は活性化する歩車道分離も同時に行う Ⅴ－２ 産業活性化
スーパーをもっと多くしてほしい（田島周辺にスーパーとお弁当屋を作ってほしい〔買い物が不便だから〕） Ⅴ－２ 産業活性化
ショッピングが安全にできる商店街のあるまち Ⅴ－２ 産業活性化
もっとステキなランチのできるお店がほしい Ⅴ－２ 産業活性化
商店街が活気づいている街（いきいき繁栄する町、もっと活性化して、将来買物難民を防ぐまちにしたい） Ⅴ－２ 産業活性化
朝霞駅前商店街の活性化。電柱の地中化。若者が出店する店を！ Ⅴ－２ 産業活性化
大きなスーパーができていてほしい Ⅴ－２ 産業活性化
農業を大事に。林業を大事に！ Ⅴ－２ 産業活性化
農地との共存、にんじんetc Ⅴ－２ 産業活性化
商店街づくりには、町づくり人づくりの宝があるのではないか Ⅴ－２ 産業活性化
眠っている商店街をたまり場カフェ（交流の場） Ⅴ－２ 産業活性化
にんじん畑を花畑・花作り楽しむ Ⅴ－２ 産業活性化
個人商店が元気 Ⅴ－２ 産業活性化
市内の飲食店の充実。行きたくなるような店が少ない Ⅴ－２ 産業活性化
朝霞農業の活性化（新農業システムの開発） Ⅴ－２ 産業活性化
空き店（空き家のバック、制度創設 Ⅴ－２ 産業活性化
農業をもっと生かす方法。野菜工場への補助とか支援、仕組み作り Ⅴ－２ 産業活性化
水田を可能な限り残す Ⅴ－２ 産業活性化
農地の募地、倉庫、宅地化、都市計画は土地所有者、地域住民、事業者が考えを話し合い計画を決めるシステムで Ⅴ－２ 産業活性化
都市型農園のある街（田園の残るまち） Ⅴ－２ 産業活性化
空いている商店・・・いっぱい。人に優しい店を作りたい人。情報をシェアしあって朝霞のエネルギーをより高く Ⅴ－２ 産業活性化
魅力ある商店街 Ⅴ－２ 産業活性化
畑を持っていない市民でも農園ができる土地がたくさんあるといい Ⅴ－２ 産業活性化
益田牧場の地域開放。第一次産と市民の交流の活性化 Ⅴ－２ 産業活性化
企業誘地してママでも働ける所が〔子供が預けられる所も〕増やしてほしい Ⅴ－３ 中小企業・勤労者支援

地元で働けることが出来ることが必要だ（就労の場作り） Ⅴ－３ 中小企業・勤労者支援

市が主体的に関わる（社協、民間等を大きい目で見る）。民間の人材（マネジメント力等）をすいあげる場をつくる Ⅴ－３ 中小企業・勤労者支援

人材が市内に沢山いる Ⅴ－３ 中小企業・勤労者支援

労力向上のまち Ⅴ－３ 中小企業・勤労者支援

市内で環境エネルギー（自然）を。（労働場） Ⅴ－３ 中小企業・勤労者支援

旧住民と新住民との絆をつなぎ笑顔のある町にしましょう Ⅵ－１ コミュニティ



３　こんな朝霞市にしたい
内　　　　　容 対応する施策（章-大柱）

ちょっとおしゃべりのできるスペースがたくさん Ⅵ－１ コミュニティ
住民がお互いに交流しあえる様な街 Ⅵ－１ コミュニティ
老人、子育て中の若い人々みんなが集まれるカフェが地域にたくさん出来ていること（コミュニティカフェ10ヶ所） Ⅵ－１ コミュニティ
地元と新しく朝霞に来た人との連携 Ⅵ－１ コミュニティ
子育て世代、ゆとり世代の助け合い、わかち合い Ⅵ－１ コミュニティ
世代間をうめるコミュニケーションの確立 Ⅵ－１ コミュニティ
商店街を町づくりのメインテーマの中に入れる。若いパパママ、高齢者、学生のたまり場、発信の場にする Ⅵ－１ コミュニティ
自由なたまり場があちこちにある朝霞市 Ⅵ－１ コミュニティ
人とのつながり。例えば町内会 Ⅵ－１ コミュニティ
交流・情報 Ⅵ－１ コミュニティ
交流があればモラル向上 Ⅵ－１ コミュニティ
交流を盛んにしたい Ⅵ－１ コミュニティ
交流のための設備は必要 Ⅵ－１ コミュニティ
今以上に市民活動が積極的に行われるまち（シニア、ヤング） Ⅵ－２ 市民活動
市民の活動が出来やすいハードとソフト Ⅵ－２ 市民活動
ボランティアに対してポイントでの還元をしていく街づくり Ⅵ－２ 市民活動
グローバルに！外国人とのコミュニティを拡大し子供たちにグローバリズム精神を（グローバル化の推進） Ⅵ－４ 国際化
グローバルリズムを持った人達が増えますように Ⅵ－４ 国際化
2020年にオリンピックが開催される。朝霞市のグローバル化、国際化、国際都市朝霞にしたい！ Ⅵ－４ 国際化
朝霞市のグローバル化へのシステム作り Ⅵ－４ 国際化
海外経験者の知恵を生かしたグローバル化 Ⅵ－４ 国際化
誰もが住み続けたいと思える街、そのために広く市民の声を聞いてそれを生かせる方策を Ⅶ－１ 市民参画
市民が主体的にまちづくりを考え、行政がバックアップする仕組みづくり(市として全国的に有名になる) Ⅶ－１ 市民参画
投票率（選挙）アップ。投票所を増やす。景品。義務化（5割くらいになれば・・・） Ⅶ－１ 市民参画
市民参加が大切にされる（もっと市民が市政に参加できるような制度を！） Ⅶ－１ 市民参画
地域で活動する人たちと行政がもっとあゆみよってすすめるように Ⅶ－１ 市民参画
住民投票条令のある町 Ⅶ－１ 市民参画
市民と市が協働できる市に Ⅶ－１ 市民参画
市民と行政が話し合える機会を多く設けるまち Ⅶ－１ 市民参画
住民を巻き込んだ朝霞市。景観・住みやすいまちづくり。計画→実行 Ⅶ－１ 市民参画
1人住まい、核家族を意見の場へ。全ての意見が通る町！ Ⅶ－１ 市民参画
子どもの参画ができる街 Ⅶ－１ 市民参画
市民一人一人の声とアイディアが生かされる行政（町から・・・） Ⅶ－１ 市民参画
市民会議（市民、行政、議会専門家）で市の方針づくり、実行チェック Ⅶ－１ 市民参画
若い世代もどんどん参加して良い街づくりをしたい Ⅶ－１ 市民参画
市の目指しているものが市民にわかる。（行政と市民の話す場、市民参画をふやす） Ⅶ－１ 市民参画
たくさんの人（老若男女）が街づくりに参加 Ⅶ－１ 市民参画
市民の力を結集する仕組みづくり Ⅶ－１ 市民参画
町の発展は住民と行政が一体となって行う様になってほしい（住民意識改革） Ⅶ－１ 市民参画
おもてなしカフェを毎年やってほしい。非常によい意見が出しやすい Ⅶ－１ 市民参画
カフェを年に2回又は月1回～2回継続的にこの様な会が開かれる事を希望 Ⅶ－１ 市民参画
情報発信の充実。「えっそんなのあったの？」が無くなるように Ⅶ－１ 市民参画
市民参画がウェーブ！行政・市民が一体となって「朝霞市」をつくれるようになっていること Ⅶ－１ 市民参画
一人一人の市民が主役になって街づくりをする人が多いまちに出来てる Ⅶ－１ 市民参画
審議会委員会等の市公募枠を大幅に増やすべき Ⅶ－１ 市民参画
風通しのよい市民の意見が通るまちづくり Ⅶ－１ 市民参画
協労、協働。引いたり出したり Ⅶ－１ 市民参画
町おこしもきょうどう Ⅶ－１ 市民参画
パートナーシップ Ⅶ－１ 市民参画
情報を得るにはどうすれば？行くまで大変 Ⅶ－１ 市民参画
広報をきちんと配って！ Ⅶ－１ 市民参画
市議会議員は10名定員（減らす）。報酬は年400万円 Ⅶ－２ 行政
行政の効率的な市政（ムダをなくして・・・） Ⅶ－２ 行政
市議会議員の退職金は廃止 Ⅶ－２ 行政
市の職員を10％削減 Ⅶ－２ 行政
朝霞市が行政の壁を越える政策を Ⅶ－２ 行政
市役所の職員を出来るだけ市民の方にしてほしい。何かの時にすぐにかけつけてほしい Ⅶ－２ 行政
働ける職員さんを選んでほしい。人数は10名程度でいいと思う Ⅶ－２ 行政
議会の議論をわかりやすく、傍聴者が増えるように Ⅶ－２ 行政
句読点がない行政マンの体質改善が基本 Ⅶ－２ 行政
市民の意識改革を進められる制度の創設 Ⅶ－２ 行政
今日の意見を行政はしっかり受け取って生かしていく Ⅶ－２ 行政
市役所の耐震化！ Ⅶ－２ 行政
トイレ改修。洋・和、一長一短 Ⅶ－２ 行政
四市合併がされ小さな役所となる Ⅶ－２ 行政



３　こんな朝霞市にしたい
内　　　　　容 対応する施策（章-大柱）

財政力強化、健全な財政状況(市の借入金200億円へ（現在400億）) Ⅶ－３ 財政
税金の使い方。ムダをなくし有効に Ⅶ－３ 財政
予算編成を公開してほしい Ⅶ－３ 財政
市民がみんな朝霞市を好きでいられるような市にしたい その他
朝霞市に遊園地が欲しい その他
子どもが将来住みたいと思える町にしたいです その他
ハンドバイクなど有名なものをアピールしてもりあがる その他
おしゃれなまち（おしゃれなゆうがな町・くつろげる場所の多い街にしたい） その他
「朝霞市はどんなまち？」と聞かれて即答できるイメージの定着 その他
市内で飲めて食べて楽しいまち その他
都内へ出るのを前提ではなく、住みつづけて楽しいワクワクするようなまち その他
音楽活動をしやすい環境づくり（音楽あふれる朝霞市！） その他
地域の交流をもっと深めたい その他
地域の一人一人の力を出して支え合える朝霞市になったらいいです その他
第４小学校の空き地を道の駅として利用しひらく、障害者一般人のたまり場に その他
人が集まれる街（他の地域の人達が来る自由が丘の様な町にしたい） その他
朝霞駅ロータリーをオリジナル溢れる風情作り その他
省エネ時代のトロリーBUSのある町を作りたい日本復活初 その他
雑音のないしずかな町 その他
人の多さもちょうどいいのでこのままであってほしい その他
もりあがる朝霞市にしたい（楽しい朝霞市にしたい・もっともっと100%夢がいっぱいな朝霞にしたい・もり上がって楽しい場所にしたい） その他
特徴のある街（イルミネーションをやってほしい〔できてほしい〕・テーマパークがあったらいい） その他
ディズニーランドになってほしい（ぴゅーランドになってほしい・AKBの町を作ってほしいAKB48がいてほしい） その他
かわいいゆるキャラを作ってほしい（にんじんのゆるキャラを作ってほしい・犬のゆるキャラを作ってほしい・ふなっしーをさいたまのゆるにしてほしい〔たまっしー〕・市長がミッキーになってほしい） その他
東京オリンピックの時、会場が朝霞にあるので何か子供にたずさわって欲しい その他
パチンコ屋が多いと思う他の施設にして欲しい その他
秋葉原のようなヲタにやさしいまち その他
プリ機をふやしてほしい（いっぱい作ってほしい） その他
もっとゲームアイカツふやしたい（アイカツのゲームがもっといっぱいあればいい・かるた会を増やしたい・タダでカードげーむをプレゼント・もっとさんたさんがいてほしい） その他
みんなが静かで平和で明るくスマイルラッキーハッピーで自由に住んでほしい朝霞にしたい その他
東京になりたい。都県境が南に不自然に膨らんでいるから和光・新座・朝霞は東京へ その他
みんなやさしい その他
友達いっぱい その他
カフェ、公園、緑、広場、いこいの場、芸術、ライブハウス、お店 その他
可能なら野火止用水跡の復元を考えてほしい その他
放置された老朽建物の対策を その他
朝霞スタイル。特徴のある町づくり その他
4市又は3市で合併して効率の良いまちにしたい その他
リタイヤした人の活用出来る仕組みのあるまち その他
市外の人たちも集まってくるような場に その他
あいさつしあえる“人”づくりの街に その他
ほこれる朝霞 その他
今の子どもたちが大人になった時に、昔遊んだ思い出を笑顔で話せるような街に その他
若い世代が老後Ｕターンして朝霞で過ごしたいと思える街 その他
子どもたちが10年後、楽しく懐かしい思い出としてもてるように。第二のふるさと その他
楽しみがあるようにしたい その他
人々が元気で暮らせる町。元気が出る町でありたい その他
朝霞案内ステーション。朝霞は素敵な場所がたくさん！朝霞自慢を集めたい！広めたい！大切にしたい！ その他
明るい、生きがいが有る日々が来るように その他
全年代の人がふれあえる場を増やす その他
1年365日いつでも笑顔があふれるまちになってほしい その他
ライバル地域に負けないブランドイメージ確立 その他
特色のある街づくり その他
朝霞の施設、みどころがわかるような見学会・ツアーをしてほしい その他
仕組みが必要 その他
人に優しい町づくり。道→弱者に優しい、街路樹、バリアフリー。ベンチを置く。自転車道のマナー作り その他
若い世代を増やす その他
若い世代に魅力あるまちづくり その他
これ以上便利でなくても良いからゆったり生活できる街 その他
子どもを大切にする町づくり その他
ひきこもりの子が行ける場づくり その他
昔の遊びや宿題をみてくれる大人がいるたまり場 その他
リタイヤ世代の活躍。楽しく、やりたくなる仕掛け その他
公共施設（公民館・市民会館など）もっと市民が足を運べる企画 その他
子どもたちが安心のびのびできる！ その他



３　こんな朝霞市にしたい
内　　　　　容 対応する施策（章-大柱）

お墓を共同墓地にしてもらいたい。あさか●●一緒にまつる。 その他
宗教法人が少ない。年寄りの行くお寺がない その他
高齢者と子どもたちのつながりをもっと（町内会、子ども会） その他
子どももお年よりも誰もが笑顔になれるまち その他
施設をもっと利用できるアピールができる街 その他
あさかの●は10年経ずに市所有の森に その他
スクールライフサポーター100人育成 その他
来年度からでも市営球場でプロ（２軍戦）を その他
市人口20万人 その他
市民も自己責任を考えて、行政と力を合わせてきれいな街にしたい。そのためのボラも募集して！ その他
青少年が夢を持てる町づくり その他
12月の講演会の堀先生の話の街にしたいものです。環境重視！ その他
犬にも生きやすいまち その他
大人になったら子ども達がもどってくるまち その他
小さくてもキラリと光る街であり続けたい その他
個人に合わせた柔軟な対応 その他
人に優しい施策を行えるまち その他
スケートリンクほしい その他
路地にいつも人がいるようなまちづくり その他
子供が外でたくさん遊んでいる その他
朝霞と東北の町がつながっていて、被害のあった町と支援つながりで共に元気な街であるといいなあ！ その他
田舎と町の融合（ホタルがとびどじょうがとれる） その他
野草や街路樹にも目をやれるゆとりを持てる“人”が育っている その他
武器が出て来ない その他
２度と虐待死事件起こさせない その他
朝霞に住むと声をかけられる地域の人が10組はできる その他
人が見ていなければちょっとだけなら、と皆の財産をけがさない町に その他
市民会館を建て替えて多くのイベントが出来るようにしてほしい。1000以上入れるように。出来れば「朝霞の森」の場所に移してほしい その他
笑顔一杯の通り過ぎる人達が誰にでもあいさつが出来るような街づくりをしてほしい その他
まちのにぎわい。創出の努力、展開 その他
おやこ劇場の活動も皆が知っているような街 その他
今ののどかなイメージをなくさないで！ その他
顔なじみが多い。声をかけやすい、かけられやすい街 その他
実行性のある計画作りが進められるような制度作り その他
ワールドカフェ＝茶飲み話、居酒屋談義 その他
言うだけではなく その他
高齢者のモラル。万引き その他
さみしい分 その他
市民のモラル※トイレットペーパー その他
モラル教育？ その他
バスに活動の広告？ その他
埼玉県しっかりしろ その他
東京の方が生活圏 その他
ゲリラ豪雨対策。低地以外でも対策 その他
興味を持つ市民の感覚づくりを・・・ その他

計 533


