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第５次総合計画の修正理由等について

ページ 項目（現状と課題など） 審議会からの意見 修正内容 修正理由

2
１　前期基本計画の
概要

基本構想の12、13ページの図を踏襲したほうがわかり
やすいと思います。基本コンセプトや基本方針との関係
性を示してほしいと思います。

本編をご覧ください。 ご指摘のとおり修正します。

6～12 ４　施策体系
冒頭に基本構想の12、13ページの図を簡略化して再掲
したほうがわかりやすいと思います。

本編をご覧ください。 ご指摘のとおり修正します。

15～ 各章の扉部分

Ⅰ章以降
各章の最初に「施策推進の考え方」（とタイトルを共通し
た方がいいと思います）があり、基本コンセプトをどう受
け止めたのかを示しているのはとてもいいと思います。
ただ、表現がわかりにくいので表にするなどしてもう少し
わかりやすくして頂けますか。
この具体的な施策が基本計画の内容と連動させるとわ
かりやすいと思います。（今はバラバラなので）

15～ 成果指標

・成果指標が、何回実施したという指標が多いが実際に
それでどのような効果があったのかという指標に出来る
部分から変えて頂きたいと思います。
・たとえば、商店の活性化の指標は、活性化事業の実
施回数というより空き店舗率の減少や売上高の増加等
など意識して指標のあり方を再検討してほしいと思いま
す。
・他の指標も同様の工夫ができると思います。費用対効
果で政策を考えるようシフトすることを指標からも伝わる
ようにして頂ければより良い計画になると思います。

基本計画全般

庁内策定部会にて調整中です。 

別紙案あり 



第５次総合計画の修正理由等について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 審議会からの意見 修正内容 修正理由

なし

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

16 現状と課題
現状と課題になっていない部分がある。「･･･行いま
す。」「･･･強化します。」

一つ目●について、「･･･行う必要があります。」
三つ目●について、「強化していく必要があります。」に
修正します。

指摘を踏まえ修正します。

16 現状と課題

三つ目●について、「朝霞地区一部事務組合埼玉県南
西部消防本部」だけではどの市町村と一緒に取り組ん
でいるかわからないので、「志木市 和光市 新座市とと
もに設立した朝霞地区～」のように記述できないか。

「･･･平成１０年１０月から本市及び志木市、和光市、新
座市で広域化され、･･･」に修正します。

指摘を踏まえ修正します。

17 具体的な施策

(2)地域防災力の強化について
成果指標の指標名に自主防災組織数が分母となって
いるが、具体的な施策には自主防災組織を増やすこと
に触れていないため、どこかの場所で｢自主防災組織
の増加｣に対する取組に触れる必要があると考える。

修正なし
施策の内容を「組織化に努めます。」としていることから
修正しません。

Ⅰ章　１　防災・消防



第５次総合計画の修正理由等について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 審議会からの意見 修正内容 修正理由

19 具体的な施策
（３）①今後の家族葬のような小規模な葬儀が増加する
ものと思われる。それに適した施設等の充実が必要で
はないか。

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。
「家族葬など葬儀形態の変化に対応した運営など･･･」

葬儀形態の変化だけでは分かりづらいので、ご指摘の
とおり具体的な例を冒頭に記述しました。

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

18 現状と課題
現状と課題になっていない箇所がある。「･･･推進しま
す。」

18 現状と課題

「第３次防犯推進計画」という個別計画を推進すること
が「課題」として挙げられているが、これは課題ではない
のではないか。本市の犯罪について問題・課題を示して
ほしい。

18
19

成果指標

成果指標の見直しをしてみては如何か。
誰もが成果を評価する上で、数値化が望ましいというこ
とを否定するものではないが、全ての項目に対して数値
化が出来るのかが疑問に感じている。中には無理やり
に、成果指標を設定しているように見えるところもある。
変わる指標が無いならば、掲載する必要があるのだろ
うか？また、文言で表現が出来るものならば認めるべき
である。（但し、数値に変わるものとして表現の仕方に
注意は必
要と考える。）
＊　例示として、｢消費者の自立支援の充実｣にある指
標名｢消費生活相談件数｣は、目標値が年々増加する
傾向にあるが、増加することが良いことなのか疑問であ
る。増えない努力(取組)があってもよいのではないか？
具体的な施策は、そのための取組ではないのか？

相談件数を重視するのではなく、相談機能の充実と相
談窓口の周知に努めることとし、増加率を下げＨ３３年
度目標を６３３件、Ｈ３８年度を６４８件としました。

ご指摘については、担当課としても考えているところで
すが、消費生活相談の件数と消費者被害の関係につ
いては、相談件数が少ないことをもって消費者被害が
少ないとする指摘がある一方で、相談件数は、地域の
相談窓口の充実度合いにも左右され、相談窓口が充実
していない地域では、消費者被害が埋もれている可能
性があり、相談員の配置など消費生活相談体制の充実
により消費者被害が掘り起こされるとする指摘もありま
す。
また、新たな悪質商法や大きな消費者被害の発生によ
り相談件数が増加するなどその時々において相談件数
が増減することもあります。しかし消費生活相談は、被
害の回復と併せ、被害の未然防止の役割も果たしてい
ます。引き続き相談機能の充実と消費生活相談窓口の
周知に努めていく必要があると考えています。

19 具体的な施策
「(2)消費者の自立支援」とは、どのような人のことを自
立していない消費者と捉えているのか。また、「消費者ﾄ
ﾗﾌﾞﾙ」とは、消費者が起こしたような感じを受ける。

（２）②を以下のとおり修正します。
●相談機能の充実のため、複雑、多様化する消費生活
相談に対応する相談員の能力向上、専門家による支
援、関係機関との連携に努めます。

①消費者と事業者には情報の質、量、交渉力に格差が
あり、消費者が消費生活に関する知識などを学び、考
え、行動することができるよう支援に取り組む必要があ
ります。
②「消費者トラブル」は消費者庁、国民生活センターな
どで広く使用されていますが、今回の指摘を踏まえ「複
雑、多様化する消費生活相談」と修正します。

Ⅰ章　２　生活

２つ目●を削除しました。 1つ目●で現状と課題を示しているため



第５次総合計画の修正理由等について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 審議会からの意見 修正内容 修正理由

24 具体的な施策

母親になる前の教育の充実。幼児期の教育と保育の充
実。
０～３歳時の対策と支援が非常に大切で、子どもの育
成においてコストパフォーマンスも高いという学説があ
るようだ。幼児期心理学や発達心理学の知見を踏まえ
て母親になるための教育、生まれてからの教育（これは
母親だけでなく父親、祖父母等を含む）の充実が必要。
また、子育て支援センター等を活用しての母親間等の
交流を促進させる。

修正なし

母親になるための教育、生まれてからの教育を充実さ
せていくため、子育て支援センター等を活用しての母親
間等の交流を促進させていくことを踏まえ、具体的な施
策を実施していく予定です。

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

22 現状と課題

「「子ども会」離れなど、青少年健全育成を推進していく
基盤となる子ども・青少年と地域とのつながりの希薄化
が懸念されています。」という部分は、問題点だけ示さ
れている。市としてどうすべきと考えているかを、課題と
して示してほしい。

22 現状と課題
五つ目●の内容が古過ぎるのでは。平成22年に施行さ
れた法律やﾋﾞｼﾞｮﾝを現状として表記するのはどうかと思
う。

22 現状と課題
「子ども・若者ビジョン」を課題に掲げる場合は、ビジョン
の策定を受けて、市でどのように取り組むかを示す必
要があるのではないか。

23 具体的な施策
(1)①の「待機児童解消のために･･･」以下がつながらな
い。「待機児童の解消を図るとともに･･･、」でどうか。

以下のとおり修正します。
「待機児童の解消を図るとともに、･･･」

ご指摘のとおり、幼児期の教育・保育の充実が直接的
に待機児童の解消につながるものではないため。

23 成果指標
(1)「保育園待機児童数」の指標の説明欄の「･･･めざし
ます。」は不要ではないか。

以下のとおり修正します。
「保護者の就労等の理由により、保育に入園申請をし
たにもかかわらず、入園することができなかった児童
数」

保育園待機児童数の説明を修正しました。

23 具体的な施策 (2)②の「ひとり親家庭」は「特別な配慮」が必要なのか。 修正なし
一般家庭に比べ、ひとり親家庭は経済状況が厳しい状
況にあります。その影響が子どもに及ぶことを防ぐため
には、特別な配慮が必要なため原案のとおりとします。

24 具体的な施策
(3)③「青少年を守り育成する家の設置に努める」こと
と、(4)①「青少年を守る家を増やすなど、」は内容が重
複していないか。

修正なし

（３）③と（４）①のうち、「青少年を守り育成する家」の記
載について一部内容が重複しますが、(4)について、「青
少年を守り育成する家」の数は成果指標として設定して
いるため原案のとおりとします。

Ⅱ章　１　子育て支援・青少年育成

以下のように差替えます。
 ●社会状況の変化により、青少年の社会性の獲得や
自立がますます困難になり、地域では「子ども会」離れ
など、青少年健全育成を推進していく基盤となる青少
年と地域とのつながりの希薄化が懸念されています。
　青少年の地域社会への帰属意識を醸成するととも
に、青少年の社会参加意識を高めていくことが課題と
なっています。

ご指摘のとおり、現状、課題を見直し、記載内容を見直
しました。



第５次総合計画の修正理由等について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 審議会からの意見 修正内容 修正理由

26
27

具体的な施策
医療における食事療法の支援を充実していただきたい
（病気になった人や介護）

修正なし
今後、介護と医療の連携を推進する中で、食事療法も
含めて検討を行ってまいりますが、この頁に個別に掲
載することは難しいと考えます。

26 具体的な施策

（１）高齢者を保護や支援の対象としてのみとらえるの
ではなく、例えば、子育て支援の担い手、生活学習サ
ポーターなど、生きがいや仲間作りしながら、他の支援
ができる人材育成を行う。
高齢者を重要な人的資源と捉えて、その活用、あるい
は役割を担ってもらうために必要な教育の充実を行う。
人の役に立つということが実感できれば、高齢者の多く
は実行するはず。

修正なし

ご指摘のとおり、高齢者の方の社会参加や生きがいづ
くりは、介護予防にも繋がるものと考えられております。
（１）健康・生きがいづくりと介護予防の支援について
は、ご指摘の内容も含めて考えております。また、個別
の施策としては、既に着手しているものや、今後の検討
事項とすべきものもございますので、この頁に具体的内
容を掲載することは難しいと考えます。

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

26 現状と課題
介護保険や医療保険などによる適切なサービスを提供
することは、「共助」で良いのか？

修正なし

「自助、互助、公助」という場合には、保険は「公助」に
含まれるが、「自助、互助、共助、公助」とする場合に
は、保険は、「共助」に含む事例が多いため修正しませ
ん。

26 めざす姿
カギ括弧内の文言の出どころは何か。冒頭に「○○計
画における～」とした方が分かりやすいのでは。

第5期高齢者福祉計画の基本理念であるため、今年度
中に策定予定の第6期計画の基本理念に修正予定で
す。

第5期高齢者福祉計画の基本理念であるため、今年度
中に策定予定の第6期計画の基本理念に修正予定で
あり、その際に「第6期高齢者福祉計画の基本理念であ
る」とします。

26 めざす姿
「長寿をともに楽しみ喜べる朝霞の創造　･･･住み慣れ
たまち　朝霞で　住み続けていくために･･･」が何を意味
しているかわからないので、その意図を示してほしい。

第5期高齢者福祉計画の基本理念であるため、今年度
中に策定予定の第6期計画の基本理念に修正予定で
す。

第5期高齢者福祉計画の基本理念であるため、今年度
中に策定予定の第6期計画の基本理念に修正する予定
です。

Ⅱ章　２　高齢者支援



第５次総合計画の修正理由等について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 審議会からの意見 修正内容 修正理由

なし

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

28 現状と課題
「高齢化などに伴い、障害のある人が増加～」とある
が、「高齢化や○○などに伴い、･･･」とした方が良いの
では。

修正なし
障害のある人の増加要因は高齢化だけではなく、身
体、知的、精神、発達、難病などさまざまであり、それら
を含めて「高齢化など」としています。

28 現状と課題
「自立し、社会参加するためには、就労を促進する必要
があり」とあるが、就労が難しい障害者も存在するの
で、その点に配慮した記述にならないか。

以下のとおり修正します。
「･･･また、社会参加を促すために、障害の程度に応じ
て、地域活動支援センターの利用や就労等を促進する
ため、それらの支援の充実が必要です。」

障害の程度はさまざまなので、それらに配慮した表現と
します。

28 現状と課題
普遍的な課題が多く書かれているので、近年の法改正
なども加味した課題にしてほしい。

以下のとおり修正します。
「･･･さらに、障害者基本法の主旨等を踏まえ、共生社
会の実現を目指して、･･･」

障害者基本法をはじめ、国内法の整備が進んでいるた
め加筆します。

Ⅱ章　３　障害者支援



第５次総合計画の修正理由等について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 審議会からの意見 修正内容 修正理由

31 具体的な施策
第三期地域福祉計画（平成28年度～）については、第
二期の達成状況を踏まえて、もう少し書き込めないか、
と思いました。

以下のとおり修正します。
（１）①「●第3期地域福祉計画に基づき、･･･」

第２期の進行状況から、ネットワーク化などの体制の強
化は、第3期計画においても引き続き課題として取り上
げる必要があるため、文言を追加しました。

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

30 現状と課題
一つ目●について、「地域福祉の重要性がいわれてい
る状況」とあるが、なぜ地域福祉の重要性が言われて
いるのかわからないので、追記できないか。

30 現状と課題

一つ目●について、「地域の連携」とあるが、これは各
地域において市民同士が連携することを意図したの
か？あるいは、地域同士の連携を意図したのか。この
点が誤解なく伝わるよう見直しをお願いしたい。

30 現状と課題
二つ目●について「･･･努めます。」と現状と課題の表記
になっていない。

以下のとおり修正します。
●国民健康保険の運営については、加入者の高齢化
や医療技術の高度化などにより医療費が増え続ける
一方、加入者は低所得者が多く保険税収入が低迷す
るなどの影響により、財政状況は逼迫している状況で
す。このため医療費の適正化や収納率の向上などを図
り、制度を安定して円滑に運営することが課題となって
います。
また、国においては、国民健康保険制度改革が検討さ
れており、今後、都道府県と市町村の役割分担を見直
されるなど、国民健康保険を取り巻く環境は極めて流
動的であることから、その動向に注視する必要があり
ます。

課題の表記となっていなかったため、内容を修正しまし
た。

30 現状と課題
二つ目●及び三つ目●について、「･･･必要がありま
す。」は、現状や課題の要因を記載するべきではない
か。

以下のとおり修正します。
●国民年金については、長い老後の生活、また万一障
がいとなっても安心して暮らすことができるよう、適正な
届出に基づく加入と負担が求められます。このため日
本年金機構と連携を図り、市民に制度を正しく理解して
もらえるように広報活動や年金相談を通じて、普及啓
発を図る必要があります。

要因の記載がなかったため、内容を修正しました。

Ⅱ章　４　地域福祉・社会保障

以下のとおり修正します。
●地域における人間関係の希薄化が進む一方で、福祉
サービスを必要とする人たちが、地域社会を構成する一員
として日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機
会を得ることができるよう、地域福祉を推進する重要性がい
われている状況です。
そのような状況の中で、市民の地域福祉についての意識を
高め、市民や行政、福祉関係者や市民ボランティアが、お
互いに協力して地域の連携を深めていくことは、今後も取り
組んでいかなければならない課題として挙げられます。

ご指摘のとおり、重要性が言われている理由が不足し
ていたため、また、地域の連携の対象が不明確であっ
たため、追記により修正しました。



第５次総合計画の修正案について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

30 現状と課題

以下のとおり項目を追加します。
●生活困窮者等については、これまでは主に生活保護
法による援助を行っていましたが、新たに施行された
生活困窮者自立支援法も踏まえ、様々な内容の相談
に対応した情報の提供や助言、援助を行う必要があり
ます。

平成27年度に施行される生活困窮者自立支援法につ
いての記載を追加したいため。

30 めざす姿
以下のとおりめざす姿を追加します。
生活困窮者が、助言や援助により自立に向けた支援を
受けることができています。

国民年金の記載の次に、生活困窮者に関する記載を１
行追加したいため。

31 具体的な施策

（２）④に以下のとおり内容を追加します。
●生活困窮者などに対する各種サービスの情報提供
を進めるとともに、相談の充実に努め、生活困窮者自
立支援法、生活保護法などに基づく支援により、生活
の安定と自立の促進に努めます。

平成27年度に施行される生活困窮者自立支援法等、
法令についての記載を追加したいため。

31 成果指標
以下のとおり修正します。
特定健康診査　Ｈ３８年度目標値　　66.0％

第2期特定健康診査等実施計画の最終目標値とするた
め。

Ⅱ章　４　地域福祉・社会保障



第５次総合計画の修正理由等について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 審議会からの意見 修正内容 修正理由

なし

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

32 現状と課題
一つ目●について、現状と課題になっていないのでは
ないか。

32 現状と課題
「権限移譲や法改正」とあるが、内容をもう少し具体的
に記述できないか。

32 現状と課題

「平成２６年３月策定の「あさか健康プラン２１（第２次）」
では、 “住民の底力”や“地域の力”がある社会は、健
康度が高く健康長寿に結びついていると言われている」
とあるが、これは市の見解か？　あるいは別の調査や
文献の内容を引用して示したものか？その点がわかる
よう記述してほしい。

32 現状と課題

「健康づくり活動の推進」とあるが、健康づくり活動を知
らない市民にとっては唐突に感じられる。健康づくり活
動がどのような活動で、なぜ行われているのか、これま
でどのように行われてきたかを簡潔に紹介すると良い
のではないか。

32 めざす姿
後半の「･･･全ての市民が･･･活力ある朝霞となっていま
す。」が施策のめざす姿というより朝霞市のまちづくりの
めざす姿のようで大きすぎるのではないか。

以下のとおり修正します。
●保健サービス、健康増進対策をはじめ、救急医療体
制や健康危機体制などの環境が整っています。また、
市民一人ひとりは健康づくりの意識や関心を高くもち、
主体的に健康づくりに取り組むことで、健康で長生きで
きる状態となっています。

保健・医療の分野として・・のめざす姿に修正しました。

32 具体的な施策
（１）①の小柱名「･･･活動の促進」と直後の文章「･･･意
識の向上を図ります。」の内容が合ってないのではない
か。

以下のとおり修正します。
●一人ひとりが健康の重要性に対する意識の向上を
図れるよう、「健康あさか普及員」の健康づくり活動など
を通して、健康づくりに関する情報を積極的に提供しま
す。

「健康づくり活動の促進」にあった内容に修正しました。

Ⅱ章　５　保健・医療

以下のとおり修正します。
●急速な高齢化の進展、慢性疾患の増加などによる
疾病構造の変化、保健サービスに対する市民のニー
ズの高度化や多様化などにより、取巻く状況は著しく変
化しています。生活習慣や社会環境は健康度に影響を
与えることから、地域のつながりを意識し、一人ひとり
が主体的に健康づくりに取り組めるような事業展開が
求められています。
●市民が、より健康になるためには、日頃から健康増
進を図り、病気にならないように予防するほか、重症化
しないための取組が必要です。ライフステージごとの健
康課題について、市民ニーズを把握し、優先度を踏ま
えた事業展開となるような工夫が必要です。
●医療については、「いつでも、どこでも、誰でも」適切
な医療を受けられることが必要なことから、一次、二
次、三次の救急医療機関ならびに救急医療体制の体
系的な整備が求められています。医師会、歯科医師
会、薬剤師会等の関係機関と連携を図り、救急医療体
制の保持、充実に努めるとともに、医療に関する情報
を積極的に提供し、正しい知識の普及啓発を推進して
いくことが必要です。

「現状と課題」のそれぞれの意見をもとに、●２つとも整
理しました。



第５次総合計画の修正案について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

32 成果指標
以下のとおり修正します。（成果指標の説明）
平成２６年３月策定の「あさか健康プラン２１（第２次）」
により創設した「健康あさか普及員」の人数

成果指標の説明を明瞭簡潔にまとめました。

33 成果指標
（２）成果指標について、「対象者」の文言を削除しまし
た。

不要な文言を削除しました。

Ⅱ章　５　保健・医療



第５次総合計画の修正理由等について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 審議会からの意見 修正内容 修正理由

37 具体的な施策
（１）①礼儀。人に対する思いやりの出来る教育をお願
いしたい。

以下のとおり修正します。
「校内体制を整備し指導計画を活用、さらに改善するこ
とで道徳教育の充実を図り、他を思いやる心をはぐくみ
ます。また、挨拶や礼儀といった規律ある態度を育成し
ます。一方、読書活動や様々な体験活動に参加する機
会も増やします。」

朝霞市「教育に関する3つの達成目標」の取組構想にお
いても、規律ある態度の育成が柱の一つとされている
ため。

39 具体的な施策

（４）学校教育を充実させるためには、生活や教育委員
会だけでは不十分で、地域人的資源を大いに活用すべ
きだ。そのためには、それを担う組織やコーディネー
ターが必須であり、組織化や担い手となる人々への教
育に力を入れる。

（４）②を以下のとおり修正します。
●関係課と協力して、ボランティア団体等に働きかけ、
地域の人的資源の活用に努めます。
●開かれた学校をめざして学校応援団の活動を充実さ
せ、学校･家庭･地域の連携を強化し特色ある学校づく
りを推進します。

ご指摘いただいた内容を踏まえ、より分かりやすい表現
に改めました。

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

36～39 全体
「子ども」と「子どもたち」という言葉が混在しているの
で、整理した方が良い。

P.38（２）②について以下のとおり修正します。
「●家庭や関係機関と連携しながら、子どもたちが将来
の夢や目標を…」

「子ども」と「子どもたち」とでは対象が異なっており、あ
えて使い分けをしています。

36 現状と課題
文章が長すぎる。もう少し現状と課題を整理してはどう
か。中段の「しかしながら昨今、･･･多様化しています。」
は不要ではないか。

以下のとおり修正します。
●本市では、一人一人の児童生徒へのきめ細かな指
導を行うため、生徒指導や教育相談体制の整備充実、
地域人材の活用、特別支援教育の充実や快適な教育
環境を目指し、自校式給食室の設置、老朽化した学校
の改築やエアコンの整備、柔軟な通学区の運用などに
取り組んできました。子どもたちの中でも、規範意識や
公共心の低下による問題行動の増加、人と人とのかか
わりの希薄化による、人間関係をつくる能力や自己表
現力の低下など、様々な問題も起こっています。今日
の多様化･複雑化する社会に対応して、朝霞に住み、
日々成長する子どもたちが、心豊かに確かな学力を身
につけ、生きる力をはぐくむことができるよう学校教育
の充実が求められています。

背景となる社会の変化等は教育における課題のみに特
化しているわけではなく、一般論であるため割愛しまし
た。

Ⅲ章　１　学校教育



第５次総合計画の修正案について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

36 めざす姿 文章が長すぎる。整理してはどうか。

36 めざす姿
「涵養」について、誰にでも意味がわかるように説明を
付した方が良いのではないか。

38 具体的な施策

（２）⑤「環境を守ろうとする態度の育成を目指します」と
あるが、「態度を育成します」のようにシンプルに表現で
きないか。または「環境を守ろうとする意識を醸成しま
す」といった表現を用いることはできないか。

以下のとおり修正します。
「地域の環境を生かした環境教育を推進し、環境の保
全に向け、主体的に行動する力を育みます。」

より平易な表現に改めました。

39 具体的な施策
（４）①と②は同じような内容となっているため、一つに
まとめてはどうか。「･･･学校・家庭・地域が一体となっ
た･･･」

39 具体的な施策
（４）②について、脱字を修正してください。
「学校・家庭地域」→「学校・家庭・地域」

（４）②を以下のとおり修正します。
●関係課と協力して、ボランティア団体等に働きかけ、
地域の人的資源の活用に努めます。
●同時に、開かれた学校をめざして学校応援団の活動
を充実させ、学校･家庭･地域の連携を強化し特色ある
学校づくりを推進します。

ご指摘いただいた内容を踏まえ、より分かりやすい表現
に改めました。

以下のとおり修正します。
子どもの規範意識など道徳性を養い、健康の保持増進
を進め、豊かな心と健やかな体が育成されています。
社会で主体的･創造的に生きていくため確かな学力と
自立する力が育成されています。
質の高い教育を支える教育環境が充実しています。
学校･家庭･地域が相互に連携･協力して、地域全体の
教育力が向上しています。

朝霞市教育振興基本計画との整合性をとるとともに、表
現を平易に改めました。

Ⅲ章　１　学校教育



第５次総合計画の修正理由等について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 審議会からの意見 修正内容 修正理由

なし

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

36～39 全体
「子ども」と「子どもたち」という言葉が混在しているの
で、整理した方が良い。

P.38（２）②について以下のとおり修正します。
「●家庭や関係機関と連携しながら、子どもたちが将来
の夢や目標を…」

「子ども」と「子どもたち」とでは対象が異なっており、あ
えて使い分けをしています。

40 現状と課題
一つ目●について、「地域コミュニティの希薄化」が生涯
学習の一番の課題なのか。この課題は「コミュニティ」
の施策の課題ではないのか。

40 現状と課題

一つ目●について、仮にこの施策の課題として記述す
る場合には、「生涯学習の基盤となる地域コミュニティ
の希薄化が進んでおり、地域とのネットワークづくりを図
る必要がある」という課題と、「学んだ成果を地域社会
へ還元できるよう、リーダーとしての人材育成を支援し
ていく必要がある」という課題を分けて書いた方が良い
のではないか。

40 現状と課題

二つ目●について、「生涯学習施設として十分に活用さ
れています」とあるが、どのような状態であれば「十分に
活用されています」といえるのかがわからない。「地域
の生涯学習活動の場として多くの市民に利用されてい
る」といった表現にできないか。

以下のとおり修正します。
●公民館、図書館、博物館の各施設は、地域の生涯
学習の場として多くの市民に利用されていますが、今
後さらに社会的背景を考慮しながら、各施設のあり方
を検討していくことが求められています。

ご指摘を踏まえた内容に修正しました。

41 具体的な施策
（２）（３）（４）の①の表現を統一していただきたい。「･･･
サービスの充実に努めます。」「･･･サービスの向上に努
めます。」

（４）①について以下のとおり修正します。
●企画展などの展示や各種講座及び体験教室を通
じ、サービスの充実に努めます。

表現を統一しました。

41 （２）～（４）
②施設管理の充実の内容について、全部同じで良い
か。

修正なし 原案で支障がないと考え修正しません。

Ⅲ章　２　生涯学習

以下のとおり修正します。
●人口の流出入が激しい本市では地域コミュニティの
希薄化が進んでおり、ネットワークづくりを進めるため
に市民同士や学校、地域と連携を図り、生涯学習を充
実させていく必要があります。さらに、学習意欲の高い
豊富な人材を活かし、リーダーとなる人材の育成を支
援していくことが求められています。

地域コミュニティの希薄化を課題ではなく現状認識とす
る表現にした。具体的施策との関連から、文章は分け
たが項目は1つのままとした。



第５次総合計画の修正理由等について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 審議会からの意見 修正内容 修正理由

なし

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

42 現状と課題

一つ目●について、「市民のスポーツ実施率が伸び悩
んでいる」とあるが、実施率が伸び悩むことがなぜ問題
なのかがわからない。スポーツ・レクリエーションの意義
を説明すると良いのではないか（例：スポーツ・レクリ
エーションは、健康でいきいきとした生活を送るために
欠かせないものです）。

以下のとおり修正します。
●スポーツ・レクリエーションは、健康でいきいきとした
生活を送るために欠かせないものであることから、各種
事業の実施にあたっては、様々な広報媒体を活用して
積極的にPRしていくことが必要です。また、活動場所と
しての公共施設にも限界があるため、地域資源の活用
が更に求められています。

ご指摘のとおり、スポーツ・レクリエーションの意義を説
明することにより、課題として捉えやすくなることから文
言を修正しました。

43 具体的な施策
（２）②について、「指定管理者制度の活用」をこの施策
にだけ掲載するのはどうか。「Ⅵ章　５行財政　（３）」に
含まれると考える。

以下のとおり修正します。
●スポーツ施設の管理運営については、予約管理シス
テムの適切な運用と利用者の声を反映した施設の管理
運営を行うとともに、管理体制の効率化や計画的な維
持管理に努めます。

ご指摘とおりと考えますので、「指定管理者」の文言を
削除しました。

Ⅲ章　３　スポーツ・レクリエーション



第５次総合計画の修正理由等について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 審議会からの意見 修正内容 修正理由

なし

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

なし

提出期限：平成27年1月30日(金)まで
Ⅲ章　４　地域文化



第５次総合計画の修正理由等について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 審議会からの意見 修正内容 修正理由

50 具体的な施策
（３）LED推進のための施策、水素発電の普及（市内の
公的施設に水素発電機設置を検討すべし）を行う。電
力の自給自足を検討すべし。

以下のとおり修正します。
●温室効果ガスの排出抑制について、市有施設におけ
るエネルギー消費の効率化を図るなど、市が率先して
取り組むとともに、…有効活用や電力の自給自足化の
可能性を探る等、その利用の促進に努めます。

水素発電に関しては、計画に記載し足る知見を得るま
で、実施計画内で検討します。

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

48 現状と課題
二つ目●について、「自然環境をこれからも保全する必
要があります 。」とあるが、保全するために何を解決し
なければならないかを課題として書けないか。

修正なし 施策内（実施計画）で対応します。

48 現状と課題
三つ目●について、「･･･相互に連携を高め、積極的に
推進し･･･」とは、何を推進するのか？

以下のとおり修正します。
「･･･相互に連携を深め、環境に負荷を与えない活動を
推進し･･･」

推進する対象を明記しました。

48 現状と課題
四つ目●と五つ目●は、他の課題に比べ細かすぎるよ
うに感じる。1つめに書かれている課題にまとめて記述
できないか？

48 現状と課題

四つ目●について、「･･･などの被害は、法律に基づい
て取り組んでいく必要があります。」だと全ての施策に
ついて言えることではないか。具体的な課題を表記す
べきではないか。

48 現状と課題
五つ目●について、「市民にマナーやモラルの徹底を啓
発する必要があります。」は、「市民」ではなく「飼い主」
のことではないか。

49 具体的な施策
（１）①二つ目●について、「河川の水質向上」とある
が、文章を統合してはどうか。

以下のとおり修正します。
●…しながら、緑化の推進や農地、樹林などの緑地及
び、水辺の生態系の保全、河川の水質向上に努めま
す。

まとめて記述しました。

49 具体的な施策
（１）②一つ目●について、文章の内容が理解しづらい。
「きれいな空気・水・土を保ち、明るく安全で静かなまち
にするため、･･･努めるとともに、

以下のとおり修正します。
●きれいな空気・水・土を保全し、住みよいまちにする
ため…防止などに努めます。（「公共下水道･･･」以下削
除）

文言の整理を行いました。

Ⅳ章　１　環境

以下のとおり修正します。（四つ目と五つ目をまとめ）
●ペットの適正飼育について、飼い主のマナーやモラ
ルが問われています。また、有害鳥獣・害虫などからの
被害対応、希少野生動植物種の保存、野生鳥獣の保
護管理など、多様な生物と市民が共生するための対応
が必要です。

まとめて記述しました。



第５次総合計画の修正理由等について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 審議会からの意見 修正内容 修正理由

なし

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

52 現状と課題
施策のこれまでの成果として、ごみ排出量削減のため
の活動内容や、その成果（１人あたり排出量がどのくら
い減少したか等）を追記しても良いのではないか。

以下のとおり修正します。
●ごみの分別の徹底と再資源化を推進しており、人口
が増加している中、ごみの排出量は減少しています
が、今後は景気景気回復とともに、ごみの排出量は増
えることが懸念されることから、ごみの減量化及び再資
源化をさらに推進するため、市民、事業者、行政の三者
が連携して、３Ｒ※（リデュース、リユース、リサイクル）
に取り組む必要があります。

これまでの状況を追記しました。

52 現状と課題
二つ目●「･･･計画しているし尿処理体制を維持してい
く･･･」について、これから計画するものを推進していくと
いう表現は違和感がある。

以下のとおり修正します。
●本市のごみ処理施設の一部は老朽化しており、施設
の更新に向けて検討する必要があります。また、し尿処
理人口は、都市化とともに減少していますが、今後にお
いても、一定のし尿処理が見込まれることから、朝霞地
区一部事務組合によるし尿処理体制を維持していく必
要があります。

原文の「計画」とは、し尿処理施設の更新計画のことを
指しますが、原文からは意図が読み取れないため、「計
画」を削除した表記に修正しました。

53 具体的な施策
（２）①２行目「･･･情勢を考慮した･･･」とは、何の情勢か
分かるように記載していただきたい。

以下のとおり修正します。
●市民の快適で衛生的な生活を確保し、適正なごみ処
理を行うため、ごみの排出状況に対応した効率的な収
集・運搬体制を構築します。

ごみの排出状況に合った体制（収集回数、車両台数・
作業員人数）により、ごみの収集運搬と行うという意味
の文書に修正しました。

Ⅳ章　２　ごみ処理



第５次総合計画の修正理由等について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 審議会からの意見 修正内容 修正理由

なし

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

54 現状と課題
一つ目●について、２～３行目「自治会・町内会の果た
す役割の必要性が、･･･加入促進を進めます。」は施策
の内容となっているため削除してはどうか。

以下のとおり修正します。
●自治会・町内会の果たす役割が、･･･再認識されたこ
とから、自治会・町内会に加入し、住民相互の理解を
深めておくことが大切となっています。

ご指摘を踏まえ修正しました。

54 現状と課題
二つ目●について、NPOの記載があるが、施策に反映
されていない。「４　市民活動」に施策があるためこの大
柱で触れる必要性はあるのか。

「市民活動団体」について、以下のとおり用語解説しま
す。
市民が自発的な意志に基づいて、豊かで活力ある地
域社会の実現を目指し社会に貢献しようとする活動
を、営利を目的とせず継続的に行っている組織。町内
会・自治会、Ｎ Ｐ Ｏ 、ボランティア団体などが含まれ
る。

ＮＰＯなどだけでは目的型コミュニティの説明が薄いた
め用語解説を設けます。

55 具体的な施策
（２）①「公共施設等総合管理計画」については、Ⅵ章
「５　行財政（３）①に記載されているため、ここでの記載
は不要ではないか。

修正なし
施設改修については、当計画と関係を明確にしておき
たいと考えているため。

Ⅳ章　３　コミュニティ



第５次総合計画の修正理由等について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 審議会からの意見 修正内容 修正理由

なし

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

56
57

全般
「市民活動」の定義は何か。「NPOなど･･･」という記載は
多いが、それ以外に「市民活動」の内容が分かるものを
定義していただきたい。

「市民活動団体」について、以下のとおり用語解説しま
す。
市民が自発的な意志に基づいて、豊かで活力ある地
域社会の実現を目指し社会に貢献しようとする活動
を、営利を目的とせず継続的に行っている組織。町内
会・自治会、Ｎ Ｐ Ｏ 、ボランティア団体などが含まれ
る。

本編に掲載している用語を分かりやすくします。

Ⅳ章　４　市民活動



第５次総合計画の修正理由等について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 審議会からの意見 修正内容 修正理由

なし

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

60 土地利用 全般
「現状と課題、めざす姿、具体的な施策、成果指標」に
ついて、流れ（ストーリー性）が無いのではないか。

修正なし
現状として課題があり、それに基づいてめざす姿を挙
げ、その実現のための具体的な施策を記述しているた
め。

60 現状と課題
一つ目●について、「駅周辺等の～おいて～、主要な
～おいて～必要です。」は、文章がおかしいので直すべ
き。

以下のとおり修正します。
●駅周辺など拠点となる地区における買い物や交流の
場などの機能の充実を図るほか、主要な幹線道路沿
道において周辺環境と調和した土地利用の促進を図る
ことが必要です。

より自然な表現に直しました

60 現状と課題
一つ目●について、「主要な幹線道路沿道において～
図ることが必要です。」について、課題に挙げてるのに、
具体的な施策で触れていないのは何故か。

修正なし 具体的な施策（１）①や（２）②で触れているため。

60 現状と課題
一つ目●について、「道路・交通の広域交通ネットワー
クが充実している。」とあるが、これは、『２．道路交通』
の内容ではないのか。

修正なし
交通ネットワークが充実している現状が積極的な土地
利用にとって有意であるので、当該項目に記載されて
いるため。

60 現状と課題
二つ目・三つ目・四つ目の●について、共通する内容が
多いので、1つの課題にまとめて書けないか。

二～四つ目の●を以下のとおりまとめます。
●急激な人口減少と少子高齢化に伴い、地域の拠点
となる医療・福祉施設を充実させるために施設の立地
場所についての土地利用の検討が必要であるほか、
基地跡地地区の活用や、公共施設及び工場の撤退に
よる大規模跡地の土地利用の検討が必要です。

類似の内容を見やすくするため、一つにまとめました。

60 現状と課題

二つ目●について、「医療・福祉施設～施設の立地場
所についての土地利用の検討が必要です。」について、
施策（２）－②に記載があるが、旧東洋大用地の病院建
設ありきで、市内全域で検討しないのか。

修正なし
当該内容は市内全域で検討するものではなく、あくまで
拠点的な医療・福祉施設の立地を意識したもので、東
洋大跡地を念頭に置いたものであるため。

60 現状と課題
四つ目●について、「公共施設や工場の撤退～大規模
跡地の土地利用の件とが必要です。」について、具体的
な施策で触れていないのは何故か。

修正なし 具体的な施策（２）②で触れているため。

Ⅴ章　１　土地利用



第５次総合計画の修正案について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

60 現状と課題
五つ目●について、他の●はすべて「～が必要です。」
となっているが、５つ目だけ「～必要があります。」と結
んでいる。合わせるべきではないか。

文末を「…が必要です。」に修正します。 他の文言と整合を図りました。

60 めざす姿
二文目で書かれていることの意図は、一文目の記述に
盛り込まれているのではないか。

二文目の要旨を一文目に盛り込みました。

60 めざす姿
「建築敷地」という言葉あまり使われないと思うが、常用
か。

適正な文言に修正しました。

60 めざす姿
「緑地・自然環境を～により、～図りつつ」文章がおかし
いので直すべき。

自然な表現になるように、「緑地・自然環境を～によ
り、」と「～図りつつ」の間に めざす姿 の二文目を挿入
しました。

61 成果指標
（１）『めざす姿』や『具体的な施策』を踏まえると、区画
道路の整備延長はそぐわないのではないか。

修正なし

旧暫定逆線引き地区内の整備は、今後、特に進めなけ
ればならない重要な事業と考えているため、その進捗
が市民に分かりやすいものとして区画道路の整備延長
をあげています。

61 成果指標

（２）現状と課題で調整区域について触れていない。
具体的な施策で国道２５４号について触れていない。
触れていないことを、成果指標の目標値に設定するの
はどうか。

（２）②２行目後半を「･･･また、国道254号バイパス周辺
や上内間木における･･･」に修正します。

・現状と課題では、調整区域も踏まえた内容としてい
る。
・国道254号バイパスの具体的な施策は、左記のとおり
追加する

60 成果指標
（２）H33年度の目標値を東洋大学（民間）の開発にして
いるが、目標値としてはどうか。
あの周辺に地区計画等を指定するなら別。

修正なし

東洋大学の開発ではなく、大学周辺の土地利用につい
てあり、朝霞台中央総合病院等の立地を想定してい
る。拠点的な病院施設に関する立地の問題は、本市に
とって重要な課題であるため。

60 成果指標
（２）H38年度の目標値、国道２５４号バイパス周辺の適
正な土地利用とあるが、何をもって適正なのかハッキリ
しないのに目標値にできるのか。

修正なし
都市計画法や本市の開発手続き条例、景観条例（平成
２７年度施行）などによる各種法令や市民意識調査結
果などにより総合的に判断します。

61 具体的な施策
（１）（２）柱名について、「市街地、市街地周辺」の言い
回しは適切か。めざす姿に若干の定義があるが、この
表題の分けとは合わないのではないか。

修正なし
都市計画マスタープランでも計画に掲載しているもので
あり適正と考える

以下のとおり修正します。
まちの限られた土地資源を有効に分配し、建築物の敷
地、公共施設用地、緑地・自然環境を適正に配置する
ことにより、公共交通機関の利便性の高い地域を中心
にまとまりある形にするとともに市街地の無秩序な拡
散を防止し、農業との健全な調和を図りつつ、健康で
文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保しま
す。

Ⅴ章　１　土地利用



第５次総合計画の修正案について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

61 具体的な施策

（１）①「都市農地を活かした良好な住環境の形成を促
進します。」とあるが、年々農地は減少傾向にあり、生
産緑地を解除した土地を市が買い取らないため民間に
開発される事例が多々見受けられる。農地は他力なの
で市が主となる策はないのか。

修正なし
ご指摘のとおり、市が主となる策はないが、市の計画に
位置づけることで、少しでも多くの市民に意識してもらう
ため。

61 具体的な施策

（１）②「その他の商業地では～」とあるが、市役所近く
の近隣商業地域については用途とは反対に住宅利用
が大半を占めている。パチンコ店開発の時に、住宅系
にするのか等の議論を残したままになっている。買い物
ができる空間を目指すだけで良いのか。

修正なし
既に記述のあるとおり、駅周辺（≒市役所近くの近隣商
業地域）における不足業種の充実を図ることで、より適
正な土地利用を目指すため。

61 具体的な施策
（１）③「建物用途の混在を防止する」とあるが、現に混
在しているのだから防止という言葉は如何か。

修正なし 現況の悪化を防止する意図であるため

61 具体的な施策
（２）施策の内容を踏まえると、主担当課はみどり公園
課が適切ではないか。

修正なし （２）の施策は、みどり公園課とまちづくり推進課の両方
に関係する内容であるが、部内で調整したため

61 具体的な施策
（２）①現状と課題を踏まえた施策になっていないので
はないか。

以下のとおり、現状と課題を追加します。
●市内の緑地は、朝霞市緑化推進条例に基づく保護
地区・保護樹木の指定や首都圏近郊緑地保全法に基
づく荒川近郊緑地保全区域の指定がある。今後も都市
環境の保全、景観の維持や防災機能など、緑地のもつ
役割をふまえ残存する斜面林、屋敷林などの保全が必
要です。

現況と課題を追加しました。

61 具体的な施策
（２）②小柱名が「周辺自然環境等と調和･･･」とあるが、
施策内容にそれに関する記述が無い。

自然環境の記述を追加しました。

61 具体的な施策

（２）②民間施設である東洋大学の施設利用を維持する
との表記は如何か。
また、「～対応するものとします。」については、課題で
取り上げているのに、例外的に認めるとも取られかねな
い記述でよいのか。

記述する施設は、本市のまちづくりとって重要な施設で
あるため、特に代表的なものを記述しています。

以下のとおり修正します。
●黒目川沿いに立地する東洋大学やわくわくどーむな
ど公共的な施設利用の維持を進めるとともに、少子高
齢化対策のため拠点的な病院・福祉施設の整備を進
めます。また国道254号バイパス周辺や上内間木にお
ける工場などの立地が進む地区では、既存集落地や
残存する農地・自然環境と調和のとれた土地利用の誘
導を図ります。

Ⅴ章　１　土地利用



第５次総合計画の修正案について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

61 具体的な施策
（２）③「平成２０年５月の～踏襲しつつ」は、記述として
不要ではないか。

以下のとおり修正します。
●キャンプ朝霞跡地では国家公務員宿舎整備事業の
中止を受け、基地跡地利用計画見直し検討委員会で
の利用計画の見直し結果に基づき、市民参画を図りな
がら具体的な議論を進めていきます。

ご指摘のとおり不要な箇所を削除しました。

61 具体的な施策 全般
国道２５４号バイパスと課題に挙げているのに、施策を
打たないのはなぜか。

修正なし
国道２５４号バイパスの整備は、「課題」としてではなく、
本市の広域交通ネットワークが充実しているという「現
状」を示すために記述したため。

61 具体的な施策 全般
大規模跡地の土地利用について、『施策の推進、課題』
に記述しているのに、施策を設けないのはなぜか。

修正なし
（２）-③では、具体的な記述は代表的なキャンプ朝霞跡
地を記載しており、その他の大規模跡地も含んだものと
なっているため

Ⅴ章　１　土地利用



第５次総合計画の修正理由等について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 審議会からの意見 修正内容 修正理由

63 具体的な施策
歩行者の安全として、電柱を無くすことや、段差のない
道、自転車道を作っていただきたい。

（１）①２つ目●を以下のとおり修正します。
●歩道整備や交差点改良、道路改良を推進するととも
に、ハンプ設置などの道路構造の変更や電柱地中線
化、自転車道などについて検討していきます。

ご意見を具体的施策に盛り込みました。段差のない道
については道路改良という表現に含むと考え修正して
いません。

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

62 現状と課題
内容が他の施策に比べ細かすぎるように感じる。また、
四つ目●は同じ道路の課題を挙げている１つめの課題
にまとめて書けないか。

以下のとおり修正します。
●「道路・橋梁」については、重要度は高く満足度が低
い取組項目であることから、早急な取組が必要です。
都市計画道路については事業認可路線の早期完成を
目指すことと、長期未整備路線については、廃止も含
め見直しを進めるなどの検討が必要です。歩行者の安
心安全対策では歩道拡幅が求められています。それと
ともに歩道整備が困難な箇所は路面標示などの安全
対策を行うことが課題となっています。今後は「朝霞市
道路整備基本計画※」の見直しや平成26年4月に策定
した「旧暫定逆線引き地区の区画道路整備計画※」に
基づく計画的な道路整備が必要です。

ご指摘のとおり四つ目●を一つ目●にまとめました。

62 めざす姿
内容が他の施策に比べ細かすぎるように感じる。特に、
自転車駐車場や放置自転車については、現状と課題に
も書かれていない内容になっている。

以下のとおり修正します。
道路・橋梁が整備されて適切な維持管理がなされ、子
どもから高齢者までの誰もが安全に快適に利用してい
ます。
市内循環バスの見直し後のダイヤにより運行されるバ
ス路線を多くの市民が利用しています。
自転車駐車場の利用が放置自転車対策の一助になっ
ています。

自転車駐車場と放置自転車対策の記述を簡略化した。

62 ２．道路交通 全般
「現状と課題、めざす姿、具体的な施策、成果指標」に
ついて、一部の項目に流れ（ストーリー性）が無いので
はないか。

修正なし
現状として課題があり、それに基づいてめざす姿を挙
げ、その実現のための具体的な施策を記述しているた
め。

Ⅴ章　２　道路交通



第５次総合計画の修正案について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

62 現状と課題 全般
一～五つ目●の目標等が書かれており、「現状と課題」
が記述されていない。

現状と課題を示すのにふさわしい記述にしました。

62 現状と課題
一つ目●と四つ目●について、同じ内容が記述されて
いるので、１つにまとめる。

四つ目●を１つ目●にまとめました。

62 現状と課題
一つ目●３行目：「歩道拡幅路線の用地取得に～」を、
「歩道拡幅路線の整備に～」に変更

平成２６年１２月８日 比留間次長より指示あるも、未対
応のため。

62 現状と課題
一つ目●４行目：「路面標示など他の～」を、「路面標示
などの～」に変更

平成２６年１２月８日 比留間次長より指示あるも、未対
応のため。

62 現状と課題
二つ目●「平成１２年度から」、「市内３３橋の点検を行
い」、「～を策定しました。」を削除する。

62 現状と課題
二つ目●「また、平成２４年度に～点検した結果、」を、
「また、平成２４年度に行った天譴の結果、」に修正す
る。

62 現状と課題
二つ目●「～取り組んでおり、～終了しており、」につい
て、「おり」が連続しているので直す。

62 めざす姿
４行目：「～に行われるであろう見直し時期に～」とある
が、「あろう」という推定・仮定の言い回しは不適なので
修正する。

「であろう」を削除します。 より適切な表現にしました。

二つ目●を以下のとおり修正します。
●橋梁については、順次、落橋防止対策に取り組み、
平成２５年度末までに１３橋中、１０橋の対策が終了し
ています。
また、平成２４年度に行った点検の結果、早期架け替
えが必要となる重大な損傷のある橋梁はありません。
今後は、朝霞市橋梁長寿命化計画により予防保全的
修繕を行い、限られた財源の中で効果的な維持管理を
行っていく必要があります。

文章を短くし、課題を記述しました。

一つ目●を以下のとおり修正します。
●「道路・橋梁」については、重要度は高く満足度が低い取
組項目であることから、早急な取組が必要です。都市計画
道路については事業認可路線の早期完成を目指すことと、
長期未整備路線については、廃止も含め見直しを進めるな
どの検討が必要です。歩行者の安心安全対策では歩道拡
幅が求められています。それとともに歩道整備が困難な箇
所は路面表示などの安全対策を行うことが課題となってい
ます。今後は「朝霞市道路整備計画」の見直しや平成26年4
月策定した「旧暫定逆線引き地区の区画道路整備計画」に
基づく計画的な道路整備が必要です。
二つ目●次行を参照してください。
三つ目●
また、の前に［今後も、歩行者の安全を第一に考えて、「ゾー
ン３０」や道路あんしん緊急アクションプログラムなど、交通
安全対策に取り組んでいきます。］を追加します。
三つ目●３行目
今後も歩行者の後に［や自転車利用者］を追加し、「歩行者
や自転車利用者の」に修正します。
三つ目●４行目、交通安全～を～の部分の文言を［啓発活
動を実施していきます。］に修正します。
五つ目●市内循環バスについては、の後に［現在、膝折・溝
沼、根岸台、内間木、宮戸線の４路線をバス事業者に委託し
て運行しており、市内循環バス検討委員会での意見を踏ま
えて、現在ルート、便数等の見直し作業を進めています。今
後は、］を追加します。
四つ目●を削除します。

Ⅴ章　２　道路交通



第５次総合計画の修正案について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

63 成果指標
（１）表は歩道整備の総延長だが、実績値は年度別の
整備延長となっている。どちらかに合せて見やすくすべ
き。

修正なし
表と実績値を合わせて見やすくするため、原案のとおり
とし修正しません。

63 具体的な施策

（２）①市内幹線道路の改良について記述してあるが、
現状と課題欄に『道路整備計画の見直し』について記
載しているのに、施策に記述が無い。改良よりも先にこ
ちらの着手を記載すべきではないか。

修正なし

道路整備基本計画は、単独の具体的な施策のみでは
なく、全ての道路交通分野の施策に網羅的に係ってくる
ものであるため、個別の具体的施策の欄には記載して
いない。

64 具体的な施策
（３）①「私道の活用調整」とは、何を想定しているのか。
抽象的すぎるので別の言葉に言い換える。。

二つ目●を以下のとおり修正します。
●地域住民の意向を踏まえた私道の整備助成を行い
ます。

「私道の活用調整」という表現が抽象的なので具体的
内容を記した。

64 具体的な施策
（３）②一つ目●と三つ目●が同じ内容が記述されてい
るので、１つにまとめる。
一つ目●の文章がおかしいので併せて修正する。

一つ目●について、以下のとおり修正します。
●「･･･路線拡充など、公共交通機関の･･･」

修正できない理由は、一つ目●は交通関係機関への要
望活動を実施するもので、三つ目●は交通事業者へ補
助金を支出して促進するものと事業内容が異なるた
め。

Ⅴ章　２　道路交通



第５次総合計画の修正理由等について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 審議会からの意見 修正内容 修正理由

なし

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

66 緑・景観 全般
「現状と課題、めざす姿、具体的な施策、成果指標」に
ついて、一部の項目に流れ（ストーリー性）が無いので
はないか。

修正なし
現状として課題があり、それに基づいてめざす姿を挙
げ、その実現のための具体的な施策を記述しているた
め。

66 現状と課題 全般
語尾が、「～必要です」と「～必要があります」が混在し
ているので統一する。

「･･･必要があります。」に統一します。 ご指摘のとおり統一しました。

66 現状と課題

二つ目●について、「今後は公共施設や道路などを含
めた緑化推進を市民参加で 図る必要があります。」と
あるが、なぜ公共施設や道路等を含めて緑化推進に取
り組む必要があるのか、また、それをなぜ市民参加で
取り組む必要があるかがわからないので、補足できな
いか。

以下を追加します。
「･･･市民が利用しやすい公園づくりのために、市民参
加による公園の整備や管理を進める必要があります。
今後、緑のネットワークや拠点づくりのため、公共施設
や道路などを含めた緑化推進を市民参加で図る必要
があります。･･･」

市民参加の必要性を説明するために加筆しました。

66 現状と課題
三つ目●と四つ目●の内容が、どちらも河川について
の課題を挙げているので、まとめて記述できないか。

66 現状と課題
「優れた景観を積極的に周知します」とあるが、なぜ黒
目川の優れた景観を周知する必要があるのかがわから
ないので、補足できないか。

66 現状と課題
５つめの「●」は、２つめの「●」と記載内容が重複して
いるようなので、まとめて記述できないか。

修正なし 内容が重複しているわけではないため。

Ⅴ章　３　緑・景観

以下のとおり修正します。
●水質調査結果が数年来、基準値内で推移していま
す。また、朝霞調節池、朝霞水門により水害対策も進
んでいます。上流の排水機場の充実や周辺環境の整
備について、引き続き、国、県へ要望していきます。黒
目川については、市民と行政が協働して取り組む「黒
目川まるごと再生プロジェクト」事業で遊歩道整備、周
辺環境に調和した植樹など推進していきます。今後、
維持管理についても市民との協働で進めていくことが
求められています。また、市内の中心を流れる黒目川
は貴重な自然環境であるとともに市民の憩いと交流の
拠点であることからシティ・セールス朝霞ブランドに認
定されています。今後この優れた景観を積極的に内外
に周知していく必要があります。

三つ目●と四つ目●を一つにまとめ、なぜ黒目川の優
れた景観を周知する必要があるのかを加筆しました。



第５次総合計画の修正案について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

66 めざす姿
「都市空間」という言葉がわかりにくい。「公園を市民が
どのように利用しているか」をめざす姿として示せば良
いのではないか。

以下のとおり修正します。
都市における公園や緑のオープンスペースは、子ども
から高齢者までの幅広い世代の自然とふれあい、レク
リエーション活動、健康運動、文化活動などの活動の
拠点となっています。また、公園整備や管理は、市民
や地域主体で、市民に愛され地域に密着した公園に
なっています。

ご指摘を受け修正しました。

66 現状と課題
三つ目●、四つ目●について、目標等が書かれてお
り、「現状と課題」が記述されていない。

以下のとおり修正します。
●水質調査結果が数年来、基準値内で推移していま
す。また、朝霞調節池、朝霞水門により水害対策も進
んでいます。上流の排水機場の充実や河川周辺環境
の整備が課題であるため、国、県への要望を継続して
いく必要があります。黒目川については、市民と行政が
協働して取り組む「黒目川まるごと再生プロジェクト」事
業で遊歩道整備、周辺環境に調和した植樹など推進し
ていきます。今後、維持管理についても市民との協働
で進めていくことが求められています。また、市内の中
心を流れる黒目川は貴重な自然環境であるとともに市
民の憩いと交流の拠点であることからシティセールス
朝霞ブランドに認定されています。今後この優れた景
観を積極的に内外に周知し市のセールスポイントとし
て確立していく必要があります。

「現状と課題」に即した記述としました。

66 現状と課題

五つ目●について、「～住宅地の緑化の推進、」とある
が、『具体的な施策（２）－②』では、「公共施設における
市基地内緑化～｝と記述され、課題と施策があっていな
い。

修正なし
具体的な施策（３）は、この内容を踏まえた施策である
ため。

66 現状と課題

六つ目●について、「景観づくり重点地区など～一定の
まとまりある地区において～検討する必要がありま
す。」と記述があるが、重点地区自体もこれから検討を
始めるのではないか。

以下のとおり修正します。
●屋外広告物の表示などについては、埼玉県屋外広
告物条例の運用によって適切に規制・誘導を図ること
を基本としています。無秩序な掲出は、まちなみのを混
乱させるなど、景観を阻害する要因となりやすいため、
景観に配慮した表示・掲出の必要があります。

景観づくり重点地区の設定がされていないため。

66 めざす姿
現状と課題（一つ目●）では、「～公園の整備や管理」と
なっているが、めざす姿では、「～管理運営」と記述があ
り若干ニュアンスが違うのではないか。

修正なし
特に『整備』は市民の『参加』、『運営』は市民や地域が
『主体』と、使い分けているため。

Ⅴ章　３　緑・景観



第５次総合計画の修正案について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

67 具体的な施策
（１）②「生産緑地地区～できるだけ農地としての保全を
優先します。」とあるが、民地ゆえ、所有者に委ねられる
のに、市が優先しますと言いきる文言は直すべき。

以下のとおり修正します。
●市街化区域内において緑地機能及び多目的保留地
機能の優れた農地は、生産緑地地区として保全に努め
ます。

当該農地の所有者等に配慮した表現にしました。

Ⅴ章　３　緑・景観



第５次総合計画の修正理由等について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 審議会からの意見 修正内容 修正理由

なし

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

68 市街地整備 全般
「現状と課題、めざす姿、具体的な施策、成果指標」に
ついて、一部の項目に流れ（ストーリー性）が無いので
はないか。

「地区計画」「建築協定」「既存建築物の耐震化」の部分
を削除しました。

「現状と課題、めざす姿、具体的な施策、成果指標」の
ストーリー性を再考し、同じ項目の記述のある「５　安
全・安心・環境共生」へ統合しました。

68 現状と課題 全般
一つ目●～三つ目● には目標等が書かれており、「現
状と課題」が記述されていない。

「現状と課題、めざす姿、具体的な施策、成果指標」の
ストーリー性を再考し、同じ項目の記述のある「５　安
全・安心・環境共生」へ統合し、また目標を課題に修正
しました。

68 現状と課題
「４　市街地整備」「５　安全・安心・環境共生」の内容が
重複しているように見える。

「現状と課題、めざす姿、具体的な施策、成果指標」の
ストーリー性を再考し、同じ項目の記述のある「５　安
全・安心・環境共生」へ統合しました。

68 現状と課題
全体的に、課題と言うよりは具体的な対応策が示され
ているように見える。

対応策ではなく課題や現状として記述するため。

68 現状と課題

一つ目●について、「～震災や集中豪雨」について、単
語の並列がおかしい。
『震災なら水災（水害）、地震や火災なら集中豪雨と表
記。

以下のとおり修正します。
「･･･地震や集中豪雨について･･･」

「震災」を「地震」に置換しました。

68 現状と課題

二つ目●について、「現在の北朝霞地区地区計画の柔
軟な運用によるにぎわいの創出～」について、法に基づ
く地区計画を柔軟に運用することはできないと考える。
柔軟な運用とは、地区計画に則った現地をいかに活用
していくかの次の段階ではないのか。確認したうえで、
作文しなおす。

●二つ目を削除しました。
「現状と課題、めざす姿、具体的な施策、成果指標」の
ストーリー性を再考し、同じ項目の記述のある「５　安
全・安心・環境共生」へ統合しました。

Ⅴ章　４　市街地整備

一つ目●は「･･･計画的な整備が必要です。」とし、
二つ目●は削除します。
三つ目●は「･･･防火、準防火地域の指定拡大が必要
です。」に修正します。
●公共下水道については、新たに市街化区域に編入
された旧暫定逆線引き地区の整備が完了していませ
ん。生活環境の改善と公共用水域の環境保全に向け、
引き続き整備を進めるほか、整備済みの地域では公共
下水道への未接続世帯の解消を図る必要があります。
●近年、下水道の排水能力を上回る局所的な豪雨が
多発し浸水被害が発生しています。浸水被害を軽減す
るため、引き続き浸水対策を進めていく必要がありま
す。
●下水道施設の老朽化が進んでいます。都市の基本
的な社会基盤である下水道施設の機能停止等を未然
に防止するため、改築や長寿命化等の維持管理につ
いて方針を定め、計画的に取り組んでいく必要があり
ます。



第５次総合計画の修正案について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

68 現状と課題
五つ目●について、「平成２５年度から進めている」、
「今後も」を削除する。

ご指摘のとおり削除しました。
平成２６年１２月１０日 大高課長より指示あるも、未対
応のため。

68 現状と課題 六つ目●について、「引き続き」を削除する。 ご指摘のとおり削除しました。
平成２６年１２月１１日 大高課長より指示あるも、未対
応のため。

68 めざす姿 施策「土地利用」と内容が重複している。

重複部分を削除しました。

公共下水道の整備と適切な維持管理により、快適で安
心、安全な生活環境が維持されるとともに、河川などの
公共用水域の環境が保全されています。

重複部分を削除しても市街地整備分野としてめざす姿
は示すことができているため。

具体的な施策との関連を考慮したため。

68 めざす姿

冒頭の「まちの限られた～自然環境との共生を図りま
す。」の部分が、『１．土地利用』と全く同じ記述だが、市
街地整備に係る部分だけで作文しなおす必要があるの
ではないか。

「まちの限られた…図られています。」まで削除します。 冒頭文章を市街地整備に特化

68 めざす姿

５行目：「地区計画や～選択的な整備により、」につい
て、『現状と課題（三つ目●）』に防火・準防火地域の指
定拡大について記述しているのだから、『めざす姿』にも
特出しして作文すべきではないか。

以下のとおり修正します。
「･･･バランスの取れた住環境になっています。朝霞駅
周辺の防火、準防火地域が指定され不燃化が図られ
ています。」また、５行目「地区計画や建築協定などの
一体的な整備や、」を削除します。

朝霞駅周辺地域について記述し、また、「現状と課題、
めざす姿、具体的な施策、成果指標」のストーリー性を
再考し、同じ項目の記述のある「５　安全・安心・環境共
生」へ統合しました。

69 具体的な施策

（１）②「土地区画整理の実施により、～都市基盤の整
備が行われた地区については、～面的に整備すること
で～」とあるが、区画整理自体が面的整備ゆえ、文章を
作文しなおす。

以下のとおり修正します。
「･･･整備が行なわれた地区については、良好な居住環
境を維持・管理します。」

不適切な語彙を削除しました。

69 具体的な施策
（１）③『めざす姿』に地区計画等が謳われているが、施
策にないのはなぜか。

「木造」「既存建築物の耐震化などを促進し」を削除しま
す。

「現状と課題、めざす姿、具体的な施策、成果指標」の
ストーリー性を再考し、同じ項目の記述のある「５　安
全・安心・環境共生」へ統合しました。

Ⅴ章　４　市街地整備



第５次総合計画の修正理由等について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 審議会からの意見 修正内容 修正理由

なし

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

72
安全・安心・環境共生
全般

「現状と課題、めざす姿、具体的な施策、成果指標」に
ついて、一部の項目に流れ（ストーリー性）が無いので
はないか。

72 現状と課題
「４　市街地整備」「５　安全・安心・環境共生」の内容が
重複しているように見える。

72 現状と課題 全般
三つ目～五つ目、八つ目●について、目標等が書かれ
ており、「現状と課題」が記述されていない。

以下のとおり修正します。
三つ目●「･･･計画的な整備が必要です。」
四つ目●「･･･賑わいの創出が必要です。」
五つ目●「･･･建築物の不燃化が必要です。」
八つ目●「･･･円滑化が必要です。」

ご指摘のとおり課題として捉えるよう修正しました。

72 現状と課題
一つ目、四つ目●について、同じ内容が記述されてい
るので、１つにまとめる。

修正なし 同じ内容ではないため修正しません。

73 具体的な施策
（１）①に「（水道部）」という文言が残っている。削除する
等確認をお願いしたい。

ご指摘のとおり削除します。 不要な文言を削除しました。

73 具体的な施策
（１）③現状と課題に記述が無いのに施策にする意味
は。
他の施策を考えた方が良いのではないか。

修正なし 現状と課題に記述を加えました。

Ⅴ章　５　安全・安心・環境共生

現状と課題の一つ目●「住宅」を「建築物」に修正しま
す。

「４　市街地整備」から移行、統合し、
一つ目●は「住宅（狭義）」から「建築物（広義）」に修正
し、
二つ目●は六つ目●と統合し、環境にやさしいまちづく
りへと施策を展開するストーリーとしました。



第５次総合計画の修正案について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

73 具体的な施策

（２）③「優良な賃貸住宅の整備や円滑な入居に向けた
環境整備を図ります。」とあるが、市営住宅は更新を行
わないでＵＲに変換する方向、また、特優賃の新規受付
は行わない方向と聞いているが、他に案があるから施
策としているのか。無ければ施策を見直すべきではな
いか。

修正なし 長寿はつらつ課と連携します。

73 具体的な施策

（３）②「環境にやさしいまちづくりに向けた活動の推進」
と銘打っているが、「～地区計画や建築協定等の活用
による良好な住環境の改善・整備」は活動にあたるの
か。

以下のとおり、この内容を４市街地整備の（１）④移動
し、修正します。
●環境にやさしいまちづくりに向けた活動を推進するた
めに地区計画や建築協定などの情報提供や支援を行
ないます。
「地区計画や建築協定等の活用による良好な住環境の
改善・整備」を「地区計画や建築協定等の制度の周知・
啓発に努めていく」ことに修正した。

以下のとおり小柱を追加します。
②雨水流出抑制の推進
●５００平方メートルを超える開発事業について、雨水
の浸透または貯留施設の設置を指導し、また住宅の新
築や建て替えにおいても浸透桝の設置をお願いするな
ど、雨水の流出抑制に努めます。

「４　市街地整備」の内容に適しているため移動しまし
た。
・活動内容のみの表示
良好な住環境の向上を図るため、地区計画や建築協定
の制度を活用することが必須であることから、現状と課
題に合せました。

循環型社会をめざすために、水循環の環境を整える施
策を新たに追加しました。

Ⅴ章　５　安全・安心・環境共生



第５次総合計画の修正理由等について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 審議会からの意見 修正内容 修正理由

なし

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

74 現状と課題

「起業に関する相談・セミナーを利用しやすい環境づくり
が求められています。 」とあるが、なぜ「起業に関する
相談・セミナーを利用しやすい環境づくり」が求められて
いるのか（起業の数が減少している、相談やセミナーを
実施しているがニーズに応えられていない等）を補足で
きないか。

一つ目●を以下のとおり修正します。
●起業に関する相談・セミナーをより一層利用しやすい
環境づくりが求められています。

ご指摘を踏まえ修正しました。

74 現状と課題
１つめ、３つめ、４つめの「●」については、いずれも起
業に関する課題が書かれている。１つにまとめて記述で
きないか。

修正なし

1つめは主に起業前の方、３つめは市の支援を受けて
起業した方への支援、４つめは地域に密着した起業の
支援についての課題を記述しており、分けて記述した方
が課題が明確になるため。

Ⅴ章　６　産業の育成と支援



第５次総合計画の修正理由等について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 審議会からの意見 修正内容 修正理由

75 具体的な施策 支援内容の明記（融資の面の支援があると良い）
Ｐ７５（２）①支援体制の充実の４行目を以下のとおり修
正します。
「･･･関係機関が連携し、継続的に支援します。」

融資による支援については、Ｐ７８の（２）③の経営への
支援に記述しているため。

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

76 現状と課題

「新たな産業振興を推進するための方針を定めた計画
の策定も含めた 総合的な施策の検討が必要です。」と
あるが、計画を策定すること自体は、施策の課題ではな
いのか。
また、「総合的な施策」はどのようなものを意図している
か（例えば、農・商・工の各施策等をどのように連携させ
ていくか）示してほしい。

一つ目●を以下のとおり修正します。
●魅力ある産業機能の形成に向け、商業、工業、農業
を含めた産業振興分野の基本構想の構築などの総合
的な施策の検討が必要です。

市内産業の振興のためには、商業分野だけではなく、
農業や工業も含めた基本構想が必要であり、また、農
商工連携や都市計画マスタープランとの連携も必要で
あることから、このような記述に修正する。

76 現状と課題
「商店街を「地域コミュニティの核」として位置付け、 」と
あるが、商店街は、以前から「地域コミュニティの核」に
なっていたのではないか？

二つ目の●の冒頭を以下のとおり修正します。
●「地域コミュニティの核」である商店街の賑わいを･･･

ご指摘を踏まえ修正しました。

76 現状と課題
三つ目●は、「６　産業の育成と支援」と内容が重複して
いるように見える。

P74現状と課題の四つ目●を以下のとおり修正します。
●「･･･など、市民の経験や能力を活用した起業の支援
について検討する必要があります。」

ご指摘を踏まえ修正しました。

76 めざす姿

内容が他の施策に比べ細かすぎるように感じる。「市の
産業が活性化している」「賑わいが生まれている」「市内
事業者の経営基盤が強化されている」等、施策全体の
めざす姿を示せないか。

以下のとおり修正します。
商業・工業・農業を含めた市内の産業を営む方々は、
市や商工会、金融機関、農業協同組合などの関係機
関が連携した様々な経営支援サービスを受けることが
できています。
経営支援サービスを受けることにより、経営の安定が
図られ、市内産業の活性につながっています。

ご指摘を踏まえ修正しました。

Ⅴ章　７　産業活性化



第５次総合計画の修正理由等について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 審議会からの意見 修正内容 修正理由

なし

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

80 現状と課題

一つ目の●は計画の構成について説明しているだけの
ように見える。記述する場合には、社会潮流や市の現
状などを取り上げた上で「●●や●●の分野と連携して
推進する必要があります」のように記述してはどうか。

以下のとおり修正します。
●雇用形態が多様化する中において、勤労者支援の
充実のほか、就職支援や地域における雇用の確保に
ついて、産業育成や福祉分野と連携して取り組んでい
く必要があります。

ご指摘を踏まえ修正します。

80 現状と課題

二つ目の「●」について、「市外で働いている方が地元
で相談できる体制」が、なぜ「地域経済の安定、活性化
に対して必要」なのかがわかりにくく感じられるので、こ
の内容を記載する場合は補足説明をしてほしい。

以下のとおり修正します。
●相談できる整備体制や就職希望者に対する支
援、･･･

ご指摘を踏まえ修正します。

80 現状と課題

三つ目の●では法令の周知と相談事業の周知がまと
めて書かれており、わかりにくく感じる。「労働関係法令
の内容を効果的に周知啓発するとともに、市民が気軽
に相談できる機会を提供する必要があります。」のよう
に分けて記述してはどうか。

以下のとおり修正します。
●労働関係法令の内容を効果的に周知啓発するととも
に、市民が気軽に相談できる機会を提供する必要があ
ります。

ご指摘を踏まえ修正します。

80 現状と課題

四つ目の●の記述は必要なのか。市が勤労者支援や
労働環境の改善に取り組む意義を説明しているように
見受けられるが、無理に「産業活性化」に結び付けてま
で、施策の意義を説明しなくても良いのではないか。

以下のとおり修正します。
●市内の経営者に対して、労働関係法令遵守の重要
性を啓発することは、市内事業所の労働環境の改善に
つながり、それに伴い、地域における雇用の確保が図
られるものと考えられるので、効果のある啓発を検討
する必要があります。

ご指摘を踏まえ修正します。

80 現状と課題 五つ目の●に対応する具体的な施策が見当たらない。
以下のとおり修正します。
●地域における雇用の確保について、関係機関と連携
し推進していく必要があります。

ご指摘を踏まえ修正します。

Ⅴ章　８　勤労者支援



第５次総合計画の修正理由等について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 審議会からの意見 修正内容 修正理由

なし

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

82 現状と課題
二つ目の●は、一つ目の最後の文にまとめて記述した
ほうが文章の流れが良いのではないか。

以下のとおり修正します。
●今後、シティ・セールスの一環として同ブランドをどの
ように活用していくのか、引き続き検討していくほか、ま
だ知られていない地域資源の情報収集を行う必要があ
ります。

ご指摘を踏まえ修正します。

82 現状と課題
三つ目の●は、一つ目の最後の文と内容が重複してい
るのではないか。

三つ目の●を削除します。 ご指摘を踏まえ修正します。

82 めざす姿
二文目は、一文目の内容を「新たな地域資源」という観
点で特出しして書いているように見えるが、一文目の内
容だけでも施策の成果を表せるのではないか。

以下のとおり修正します。
・１段落目の冒頭の「市民は、」を削除し、２段落目を全
文削除します。

ご指摘を踏まえ修正します。

Ⅴ章　９　シティ・セールス朝霞ブランド



第５次総合計画の修正理由等について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 審議会からの意見 修正内容 修正理由

なし

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

86 現状と課題

一つ目の●にある「ライフコース」については、まだ一般
になじみのない言葉であるように見受けられるので、注
釈を用いたり、よりわかりやすい言葉を用いたりできな
いか。

ライフコース（個人が一生の間にたどる道筋） 横文字言葉を分りやすくするため

87 具体的な施策
（１）の成果指標の推移のH26の数値を修正
　　（誤）8.2→（正）8.1

数値誤りのため

87 具体的な施策
（２）②の小柱名がそのまま施策の内容となっている
が、具体的に記載できないのか。

以下のとおり修正します。
市政のあらゆる分野に男女双方の意見が反映される
よう、市の審議会等における委員の男女比率の均衡に
努めます。また、男女平等の推進を担う人材の育成に
努めるとともに、政策や方針の立案・決定の場への参
画の推進を図ります。

ご指摘のとおり小柱名と施策内容が同じような文章と
なっていたため修正しました。

Ⅵ章　１　男女平等



第５次総合計画の修正理由等について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 審議会からの意見 修正内容 修正理由

なし

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

88
89

中柱、小柱名

柱の名称が単独でも分かるように具体的にした方が良
いのではないか。
「（２）推進及び連携・支援」の「推進」とは何を推進する
のか。

柱名をそれぞれ、「（１）③人権啓発活動の推進」、
「（２）推進体制及び連権・支援」、
「①人権施策の推進体制」、
「②人権問題について、国、県、関係機関との連携」、
「③人権問題に関する相談及び支援体制の充実」
に修正する。

具体的に分かるよ小柱の名称を修正した。
ここでの推進は、人権施策を推進する体制を意味して
いることから、具体的に「推進体制」と文言を改めること
にした。

88 現状と課題
三つ目●最後の「また、･･･連携強化を図る必要があり
ます。」は課題なのか。「連携をどのようにして強化して
いくのか」が課題なのでは。

「・・・・連携強化を図る必要があります。」を「・・・連携を
図る必要があります。」に改める。

被害者の救済に向けては、法務局や県等の関係機関
との連携は不可欠であるが、具体的にどのように強化
していくのか問われた場合、具体的な体制が整えられ
ているわけではなく、事案に応じて、対応等を協議して
いる現状を踏まえ、文言の「強化」の部分について削除
することとした。

89 成果指標
成果指標の示し方であるが、｢人権の尊重｣について
は、取組効果として実績よりも｢男女平等｣と同様に、市
民の意識割合を示すほうが良いと考える。

修正なし。
人権についての市民意識調査については、実施してい
ないため。

Ⅵ章　２　人権の尊重



第５次総合計画の修正理由等について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 審議会からの意見 修正内容 修正理由

91 具体的な施策
少子高齢化と人口減少に伴い、外国人労働人口を増や
せる体制を充実した方がいいのではないか。

修正なし

現在市内の有効求人倍率は低く、労働力を外部に求め
る状況になっていません。市民へ就労支援施策を行う
なかで、外国人市民に対しても同様に支援を行っていき
ます。
Ｐ８０、二つ目の働いている人には外国人も含んでいま
す。

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

90 現状と課題

二つ目●について、「教員の指導力の向上を図ってい
ます」あるが、これは「今後も教員の指導力の向上を
図っていく必要がある」という課題なのか、あるいはこの
現状を受けて他に課題として挙げるべき事項があるの
か。

以下のとおり修正します。
「･･･また、小学校においては教員が主体的に外国語活
動の事業に取り組むための指導力の向上が必要で
す。」

ご指摘のとおり必要性があるという課題であるため、文
言を修正しました。

Ⅵ章　３　多文化共生



第５次総合計画の修正理由等について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 審議会からの意見 修正内容 修正理由

93 具体的な施策

市内で活動している団体は資金不足に加えて人的不足
もかかえている。人のため自分のために何かしたいと
思っている人がいて、しかし何をやったら良いか、何が
自分に向いているか明確化できない人がたくさんいる。
両者の求めに対してそれを仲介する仕組みや組織が必
要ではないか。
生涯学習・スポーツ課は従来より人材バンクと称して、
生活学校の講座等の担い手を登録する仕組みを持って
いる（実際は開店休業に近い。県も似た仕組みを持って
いるようだがこれも同様の状態か）が、これをもっと拡充
させて、多方面に渡る人材の発掘（例えば、こんなこと
なら何か役に立てそうと思う人の発見と登録）とその活
用（無償、有償のボランティア、コミュニティビジネスの担
い手など）を積極的に行うための仕組み（人材センター）
作りを行う（もちろん市民参画で）。

修正なし

市内で活動している団体に係る施策については、Ⅳ章
環境・コミュニティ　４　市民活動において位置づけてお
り、ご意見の趣旨も（１）市民活動への支援として柱立て
をしています。具体的な内容については、業務の中で検
討していきます。
また、人材バンクに関するご意見についても、業務の中
でより効果的な方法について検討していきます。

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

92 現状と課題

協働に関する現状と課題が「自治基本条例」に関する
内容しか挙げられていない。これまで市の各分野で取り
組まれてきた協働に関する取組やその成果、今後の課
題について、より具体的に記述できないか。

一つ目●の冒頭に以下を加筆（赤字）します。
●市民活動支援ステーションを拠点としてNPO※の支
援に努めてきました。また、審議会等の公募委員候補
者名簿を作成しましたが、今後は、市民の皆さまに興
味をもってもらい登録数をどう増やすかが課題です。
●「市民参画」をテーマとした市民座談会を実施し、市
民同士が活発に意見交換をしてきましたが、現在は、
自治基本条例※の検討について着手し、市民ワーク
ショップ※を中心にその必要性について検討していま
す。今後、どれくらいの市民がこのワークショップに携
わり、市民参画の機運が盛り上がっていくのかが課題
となっています。

指摘を踏まえ、これまでの取組を追加しました。

92 現状と課題

今後、市民と協働でまちづくりを進めていくに当たり、市
民と行政で情報をしっかりと共有していくことが重要で
はないかと考える。
現在は、これまでの広報活動に関する取組が現状とし
て述べられているだけだが、これまでの広報活動の成
果や問題点等をより具体的に示し、課題をより深堀りで
きないか。

以下のとおり修正します。
●広報については、これまで広報紙やホームページの
ほか、ツイッターやフェイスブック、テレビ埼玉のデータ
放送、メール配信など広報手段の拡充を図ってきまし
た。今後は、これらのツールを市民に見てもらえるよう
効果的な情報発信について検討する必要があります。
また、広聴については、市政モニター制度など、よりよ
い広聴のあり方についてさらに検討していく必要があり
ます。

これまで行ってきた広報活動の内容を具体的に記述し
ました。

Ⅵ章　４　市民参画・協働



第５次総合計画の修正理由等について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

93 具体的な施策
（２）の中柱名に対し、①と②の小柱名の順番が異なっ
ているため、整合を図った方が良いのではないか。

（２）中柱名を以下のおり修正します。
情報提供の充実と市民ニーズの把握

市民が必要としている情報を提供することで、市民の
ニーズが把握できると考えているため。

Ⅵ章　４　市民参画・協働



第５次総合計画の修正理由等について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 審議会からの意見 修正内容 修正理由

95 具体的な施策
公共施設管理については、計画を作られているような
ので、それを踏まえた記述にすべきでしょう。

修正なし

計画策定は平成２７年度末を予定しているため、原案
通り「公共施設等総合管理計画に基づき、老朽化対策
をはじめ、適切な施設管理に努めます。」との記述とし
たい。

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

94 現状と課題

一つ目の●について、この施策の課題を明らかにする
ため、行革に取り組んだ結果、どのような成果が得ら
れ、また今後の課題としてどのようなことが挙げられる
か、より具体的に記述できないか。

以下のとおり加筆（赤字）します。
●第４次総合振興計画後期基本計画の期間に合わせ
第４次行政改革を実施し、「使用料・手数料の見直し方
針」を決定したほか、「朝霞市定員適正化方針」を策定
し、新組織機構及び職員定数の運用を開始しました。
また、「朝霞市人材育成基本方針」を策定し、運用を開
始しました。引き続き、今後の人口推移などの社会状
況の変化を見極める必要があるほか、市の財政状況
などを鑑み、さらなる行政改革の取組が必要です。

具体的な内容を加筆しました。

94 現状と課題

三つ目の●について、現在の記述では、なぜ今後も組
織や機構の見直しが必要かわかりづらいため、今後ど
のような視点で組織や機構の見直しが必要と考えられ
るか等を、より具体的に記述できないか。
また、現在は記述はないが、地方分権の進展や市民
ニーズの多様化に対応できる人材を育成することも、今
後の課題の一つではないか？

以下のとおり加筆（赤字）します。
･･･地方分権に合せ、市民ニーズに迅速に的確に対応
するため、柔軟に組織・機構の見直しとともに･･･

具体的な内容を加筆しました。

95 具体的な施策 （２）③の文中に「など」が多いので整理してはどうか。
（２）③の文中を「･･･差押などの滞納処分により･･･」とし
「など」を削除しました。

文中「など」の表記が多かったため整理し、見直しをしま
した。

96 具体的な施策
中柱名を「（５）機能的な組織づくりと人材育成」に修正
しました。

中柱名を簡素化するため、「･･･人材の育成」を「･･･人
材育成」に修正しました。

Ⅵ章　５　行財政



第５次総合計画の修正案について

大柱名

ページ 項目（現状と課題など） 再度検討した内容 修正内容（基本計画に掲載する文言） 修正理由

全般 具体的な施策

・具体的な施策に主担当課の名前が記載されている
が、切り口の視点の違いによって一つの取組に関係し
てくる課もあるため、双方の認識をどこかに位置づけて
は如何か。
・例えば、｢大柱：行財政・中柱：適生かつ効率的な行政
事務の遂行｣のなかで、全課を対象に主担当及び関連
する課をもって総合的に、適性且つ効率的に事務を遂
行することを明記し、お互いの協力体制を構築しやすく
することも必要であると考える。
・その協力体制の構築が無駄の発見と、お互いの中で
事務の負担軽減につながることがないとはいえないと
思う。

（４）①に以下を追加します。
●施策を推進するに当り、主担当課及び関連する課を
もって総合的に、適正かつ効率的に事務を遂行しま
す。

ご意見の趣旨を踏まえ加筆しました。

Ⅵ章　５　行財政


