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 Ⅰ 調査の概要 

１．調査の目的 

「朝霞市人口ビジョン」および「朝霞市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定にあたり、

朝霞市の将来を展望するための基礎資料として、地方創生の鍵を握る「若い世代」の意識や意向、

ニーズを把握することを目的に実施したものです。 

朝霞市の総人口は依然として緩やかな増加を続けており、同傾向は今後もしばらくは続くもの

と推計されています。一方で、朝霞市への転入と朝霞市からの転出状況を年齢階級別に分析する

と、近年の特徴として「子どもが就学する前に世帯全員で転出している」という傾向が見受けら

れます。このことから、定住・子育てに関する意識とニーズを把握するため、子育て世帯ならび

に転入世帯、転出世帯を対象としたアンケート調査を実施しました。 

 

２．調査の方法 

①調査対象  1.朝霞市内の幼稚園（８園）５歳児クラスの保護者 

       2.朝霞市内の保育園（29園）５歳児クラスの保護者 

②対象者数  1.幼稚園 777人（平成 27年５月１日現在の在園児数） 

2.保育園 445人（平成 27年６月１日現在の在園児数） 

合計 1,222人 

③調査方法  幼稚園及び保育園から保護者へ配付、郵送回収 

④調査期間  平成 27年７月 14日（火）各園依頼、７月 29日（水）までに投函 

３．調査項目 

①朝霞市に居住した「きっかけ」及び「理由」について 

②住宅の住み替えについて 

③地域とのつながりについて 

④子育てについて 

４．回収結果 

①配布数   1,183票（内訳：幼稚園 744票、保育園 439票） 

       ※欠席者等を除く配布できた票数 

②有効回収数 502票 

③有効回収率 42.4% 

５．報告書の見方 

①集計について 

比率は、全て百分率（%）で表し、小数点第２位以下を四捨五入して算出しています。このた

め、比率の合計が 100.0%にならない場合があります。 
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Ⅱ 調査結果 

ご自身のことについて 

問１ あなたのお住まいの地域は次のうちどこですか。 

 

【全体の回答傾向】 

・居住地域については、「根岸台」が 10.6％と最も多く、次いで「本町」（10.2％）、「栄町」「宮戸（大

字含む）（10.0％）、「岡（大字含む）」「三原」（6.8％）となっています。 

青葉台

0.0%

朝志ヶ丘

5.0%

大字上内間木

0.2%

大字下内間木

0.0%

大字台

0.0% 大字根岸

0.2%

岡（大字含む）

6.8%
北原

2.8%

幸町

6.0%

栄町

10.0%
泉水

3.4%

田島（大字含む）

1.8%

仲町

1.6%
西原

2.0%

西弁財

1.4%
根岸台

10.6%
浜崎（大字含む）

3.8%

東弁財

3.2%

膝折町

5.2%

本町

10.2%

溝沼（大字含む）

6.6%

三原

6.8%

宮戸（大字含む）

10.0%

陸上自衛隊朝霞駐屯地

0.4%

市外

1.8%

無回答

0.4%

n=501

 

問２ ご回答いただく方の性別は。 

 

【全体の回答傾向】 

・性別については、「男性」が 8.0％、「女性」が 91.4％となっています。 

 

男性

8.0%

女性

91.4%

無回答

0.6%

n=501
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問３ ご回答いただく方の年齢は。 

 

【全体の回答傾向】 

・年齢については、「35～39歳」が 39.7％と最も多く、次いで「40歳以上」（33.7％）、「30～34歳」（24.2％）

となっています。 

24歳以下

0.6%

25～29歳

1.4%

30～34歳

24.2%

35～39歳

39.7%

40歳以上

33.7%

無回答

0.4%

n=501

 

 

問４ あなたの世帯の就労の状況について教えてください。 

 

【全体の回答傾向】 

・就労状況については、「共働きである」が 56.5％と最も多く、次いで「共働きでない」（38.9％）とな

っています。 

・「その他」（4.0％）として、「母子家庭」などの意見がありました。 

共働きである

56.5%

共働きでない

38.9%

その他

4.0%

無回答

0.6%

n=501
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＜あなたの世帯で就労されている方についてお聞きします。 

問４で「共働きである」を選んだ方は、お二人のお仕事それぞれについて記入してください。＞ 

問５ 主な職業は。 

 

【全体の回答傾向】 

・共働きの方の職業については、「会社員・団体職員」が 63.3％と最も多く、次いで「パート・アルバ

イト・内職」（17.5％）、「公務員」（9.2％）、「自営業」（5.5％）となっています。 

・共働きでない方の職業については、「会社員・団体職員」が 72.3％と最も多く、次いで「公務員」（8.2％）、

「自営業」（5.6％）「会社や団体の役員」（5.1％）となっています。 

 

【共働きの方】 

農業

0.2%

自営業

5.5%

会社員・団体職員

63.3%

公務員

9.2%

会社や団体の役員

2.8%

パート・アルバイト・内職

17.5%

その他

1.1%

無回答

0.5%

n=566

（「共働きである」の回答者n=283）
 

 

【共働きでない方】 

農業

0.0%

自営業

5.6%

会社員・団体職員

72.3%

公務員

8.2%

会社や団体の役員

5.1%

パート・アルバイト・内職

3.1%

その他

1.5%

無回答

4.1%

n=195
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問６ 自宅から通勤先まで、どれくらい時間がかかりますか。 

 

【全体の回答傾向】 

・共働きの方の通勤時間については、「１時間～１時間 30分」が 35.2％と最も多く、次いで「30分～

１時間」（27.0％）、「15～30分」（17.0％）、「15分未満」（13.6％）となっています。 

・共働きでない方の通勤時間については、「30分～１時間」が 33.3％と最も多く、次いで「１時間～１

時間 30分」（32.8％）、「15～30分」（9.7％）、「１時間 30分～２時間」（8.7％）、「15分未満」（7.7％）

となっています。 

 

【共働きの方】 

15分未満

13.6%

15～30分

17.0%

30分～１時間

27.0%

１時間～１時間30分

35.2%

１時間30分～２時間

6.2%

２時間以上

0.5%

無回答

0.5%

n=566

（「共働きである」の回答者n=283）

 

 

【共働きでない方】 

15分未満

7.7%

15～30分

9.7%

30分～１時間

33.3%

１時間～１時間30分

32.8%

１時間30分～２時間

8.7%

２時間以上

1.0%

無回答

6.7%

n=195
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問７ あなたの現在のお住まいは、次のうちどれですか。 

 

【全体の回答傾向】 

・現在の住まいについては、「持ち家（一戸建て）」が 41.3％と最も多く、次いで「持ち家（集合住宅）」

（28.5％）、「賃貸」（23.6％）、「給与住宅（社宅・寮など）」（3.8％）となっています。 

・「その他」（1.2％）として、「実家に間借り」などの意見がありました。 

持ち家（一戸建て）

41.3%

持ち家（集合住宅）

28.5%

賃貸

23.6%

公営住宅

0.6%

給与住宅（社宅・寮など）

3.8%

その他

1.2%
無回答

1.0%

n=501

 

Ⅰ 本市に居住した「きっかけ」及び「理由」について 

問８ 本市に何年くらい住んでいますか。 

 

【全体の回答傾向】 

・朝霞市での居住年数については、「５年以上～10年未満」が 41.7％と最も多く、次いで「10年以上～

20年未満」（25.0％）、「30年以上」（11.6％）、「３年以上～５年未満」（9.4％）となっています。 

 

1年未満

1.0%
1年以上～

3年未満

6.2%

3年以上～

5年未満

9.4%

5年以上～

10年未満

41.7%

10年以上～

20年未満

25.0%

20年以上～

30年未満

3.2%

30年以上

11.6%

無回答

2.0%

n=501
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問９ 本市に住むことになった一番の「きっかけ」は何ですか。 

 

【全体の回答傾向】 

・朝霞市での居住のきっかけについては、「自らの結婚・離婚」が 33.3％と最も多く、次いで「住宅事

情」（15.4％）、「自分以外の家族の都合」（15.0％）、「自らの就職・転勤・転職」（9.2％）となってい

ます。 

 

生まれたときから

住んでいる

8.6%

自分以外の

家族の都合

15.0%

自らの進学

0.2%

自らの就職・

転勤・転職

9.2%

自らの結婚・

離婚

33.3%

自らの出産・

子育て

7.8%

親や家族の

介護

0.6%

住宅事情

15.4%

環境の向上

1.8%

その他

6.0%

無回答

2.2%
n=501
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問 10 引越しに際して、どのような「理由」で本市を選びましたか。（最大３つまで選択） 

（問９で「生まれたときから住んでいる」を選んだ方は、居住場所としての朝霞市のよいところを 

選んでください。） 

 

【全体の回答傾向】 

・朝霞市を選んだ理由については、「通勤・通学に便利である」が 65.5％と最も多く、次いで「家族・

親類が本市に住んでいる」の 27.7％、「住宅価格（家賃）や広さ、設備等の住宅環境がよい」（27.3％）

「広域的な公共交通の利便性が高い」（22.8％）、「自然環境がよい」（16.0％）となっています。 

・「その他」（7.8％）として、「実家が近隣（他市）に住んでいる」「以前住んでいたことがある」「家を

買う時に紹介されたのが朝霞だったから」などの意見がありました。 

65.5 

2.4 

22.8 

2.6 

13.4 

0.2 

27.3 

5.0 

0.4 

1.4 

11.2 

12.0 

0.4 

1.4 

16.0 

1.6 

7.6 

27.7 

2.4 

6.8 

7.8 

3.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

通勤・通学に便利である

道路事情がよい

広域的な公共交通の利便性が高い

市内公共交通の利便性が高い

日常の買い物に便利である

就業の場が豊富である

住宅価格（家賃）や広さ、設備等の住宅環境がよい

治安がよい

市内交通環境が安全である

医療・福祉サービスが充実している

子育ての支援制度や施設が充実している

子どもが安心して過ごせる場所・環境が整っている

学校教育の内容が充実している

スポーツ施設や文化施設など、生活に潤いを与える施設が充実している

自然環境がよい

町並み（景観）がよい

生活環境がよい（静かである、ごみ出しが便利など）

家族・親類が本市に住んでいる

まちのイメージがよい

あらかじめ住宅が用意されていた（社宅等）

その他

無回答

n=501
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【問 9で「1 生まれたときから住んでいる」と回答した人を除いた場合の朝霞市を選んだ理由】 

【全体の回答傾向】 

・朝霞市を選んだ理由については、「通勤・通学に便利である」が 66.6％と最も多く、次いで「住宅価

格（家賃）や広さ、設備等の住宅環境がよい」（29.0％）「家族・親類が本市に住んでいる」の 22.7％、

「広域的な公共交通の利便性が高い」（22.1％）、「自然環境がよい」（16.2％）となっています。 

66.6 

2.4 

22.1 

2.6 

13.3 

0.2 

29.0 

4.8 

0.4 

1.5 

11.4 

11.4 

0.4 

1.3 

16.2 

1.5 

7.9 

22.7 

2.4 

7.4 

8.5 

3.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

通勤・通学に便利である

道路事情がよい

広域的な公共交通の利便性が高い

市内公共交通の利便性が高い

日常の買い物に便利である

就業の場が豊富である

住宅価格（家賃）や広さ、設備等の住宅環境がよい

治安がよい

市内交通環境が安全である

医療・福祉サービスが充実している

子育ての支援制度や施設が充実している

子どもが安心して過ごせる場所・環境が整っている

学校教育の内容が充実している

スポーツ施設や文化施設など、生活に潤いを与える施設が充実している

自然環境がよい

町並み（景観）がよい

生活環境がよい（静かである、ごみ出しが便利など）

家族・親類が本市に住んでいる

まちのイメージがよい

あらかじめ住宅が用意されていた（社宅等）

その他

無回答

n=458

 

【子育て状況別回答傾向】 

・朝霞市を選んだ理由として、子育て状況別に見ても、その傾向に大きな差は見られません。 

64.5 

1.7 

24.1 

2.7 
11.4 

0.0 
27.1 

7.0 

0.7 

2.0 

13.0 

12.4 

0.3 

1.0 

18.1 

1.7 

7.0 

25.4 

2.0 

6.0 

10.7 

3.0 

66.8 

3.5 

20.8 

2.5 

16.3 

0.5 

27.7 

2.0 

0.0 

0.5 
8.4 

11.4 

0.5 

2.0 

12.9 

1.5 

8.4 

31.2 

3.0 

7.9 

3.5 

3.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

通勤・通学に便利である

道路事情がよい

広域的な公共交通の利便性が高い

市内公共交通の利便性が高い

日常の買い物に便利である

就業の場が豊富である

住宅価格（家賃）や広さ、設備等の住宅環境がよい

治安がよい

市内交通環境が安全である

医療・福祉サービスが充実している

子育ての支援制度や施設が充実している

子どもが安心して過ごせる場所・環境が整っている

学校教育の内容が充実している

スポーツ施設や文化施設など、生活に潤いを与える施設が充実している

自然環境がよい

町並み（景観）がよい

生活環境がよい（静かである、ごみ出しが便利など）

家族・親類が本市に住んでいる

まちのイメージがよい

あらかじめ住宅が用意されていた（社宅等）

その他

無回答

就学前の子どものみ(299) 就学後の子どもがいる(202)
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Ⅱ 住宅の住み替えについて 

問 11 将来、住宅を住み替える希望はありますか。 

 

【全体の回答傾向】 

・将来の住み替えについては、「住み替えの希望はない」が 53.5％と最も多く、次いで「市内で住み替

えたい」（18.4％）、「市内外問わないが住み替えたい」（17.4％）、「市外で住み替えたい」（9.8％）と

なっています。 

 

市内で住み替えたい

18.4%

市外で住み替えたい

9.8%

市内外問わないが

住み替えたい

17.4%

住み替えの

希望はない

53.5%

無回答

1.0%

n=501

 

 

【子育て状況別回答傾向】 

・住み替え希望を子育て状況別に見ると、就学前の子どものみの方、就学後の子どもがいる方のいずれ

も「住み替えの希望はない」と回答された方が半数を占めています。一方、住み替えを希望している

方に着目すると、「市外で住み替えたい」の割合は就学前の子どものみの方が 6.5ポイント上回って

おり、「市内で住み替えたい」の割合は就学後の子どもがいる方が 5.7ポイント上回っています。 

・「市内外問わないが住み替えたい」と回答された方も 3.4ポイントとわずかに就学前のこどものみの

方が多い傾向となっています。 

・就学前のこどものみの方は、市外への住み替えに抵抗がない方が多い傾向にあります。 
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16.1 

21.8 

12.4 

5.9 

18.7 

15.3 

51.8 

55.9 

1.0 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前の子どものみ（299）

就学後の子どもがいる（202）

市内で住み替えたい 市外で住み替えたい

市内外問わないが住み替えたい 住み替えの希望はない

無回答

 

 

【愛着別回答傾向】 

・住み替え希望を子育て状況別に見ると、「市内で住み替えたい」の回答割合は、愛着があるほど高く

なる傾向があり、一方、「市外で住み替えたい」の回答割合は低くなる傾向となっています。ただし、

愛着がある方についても「市内問わないが住み替えたい」の割合は高くなっています。 

 

24.8 

16.9 

9.1 

13.3 

6.2 

6.4 

25.5 

46.7 

15.5 

19.5 

16.4 

6.7 

52.8 

56.6 

49.1 

33.3 

0.6 

0.7 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

愛着がある(161)

どちらかと言えば愛着がある(267)

どちらかと言えば愛着はない(55)

愛着はない(15)

市内で住み替えたい 市外で住み替えたい

市内外問わないが住み替えたい 住み替えの希望はない

無回答
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＜住み替えにあたり、「市外」「市内外を問わないが」住み替えたいを選ばれた方にお聞きします。＞ 

問 11-1 市外で住む場合、候補地として検討している地域はどちらですか。（最大２つまで選択） 

 

【全体の回答傾向】 

・市外での住み替え候補地については、「東京 23区（練馬区、板橋区以外）」が 25.0％と最も多く、次

いで「志木市」（16.9％）、「和光市」「練馬区」（15.4％）、板橋区（12.5％）となっています。 

・「その他」（33.8％）として、地元への Uターンの希望や地方への移住の希望が多くなっています。 

 

15.4 

16.9 

9.6 

2.9 

5.1 

1.5 

7.4 

6.6 

0.7 

15.4 

12.5 

25.0 

33.8 

2.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

和光市

志木市

新座市

富士見市

ふじみ野市

三芳町

川越市

さいたま市

戸田市

練馬区

板橋区

東京23区（練馬区、板橋区以外）

その他

無回答

n=136
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【子育て状況別回答傾向】 

・市外での住み替え候補地を子育て状況別に見ると、周辺市や特別区への住み替えについては、その傾

向に大きな差は見られませんが、「その他」地域への住み替え候補地は、就学後の子どもがいる方が

11.8ポイント上回っています。その内訳を見ると、県外でも特に地方への Uターンや移住の希望が高

くなっています。 

17.2 

18.3 

9.7 

2.2 

5.4 

2.2 

8.6 

6.5 

1.1 

12.9 

14.0 

25.8 

30.1 

3.2 

11.6 

14.0 

9.3 

4.7 

4.7 

0.0 

4.7 

7.0 

0.0 

20.9 

9.3 

23.3 

41.9 

2.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

和光市

志木市

新座市

富士見市

ふじみ野市

三芳町

川越市

さいたま市

戸田市

練馬区

板橋区

東京23区（練馬区、板橋区以外）

その他

無回答

就学前の子どものみ(93) 就学後の子どもがいる(43)
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＜住み替えにあたり、「市内」「市外」「市内外を問わないが」住み替えたいを選ばれた方にお聞きします。＞ 

問 11-2 住み替えを希望する理由は何ですか。（最大２つまで選択） 

 

【全体の回答傾向】 

・住み替えを希望する理由については、「住宅が手狭になるため」が 48.2％と最も多く、次いで「生活

環境向上のため」（20.6％）、「子育て環境向上のため」（20.2％）となっています。 

・「その他」（7.9％）として、「子どもの独立後や老後は自宅が広すぎるため」「将来は田舎暮らしを希

望している」などの意見がありました。 

48.2 

13.6 

15.8 

20.2 

5.7 

20.6 

13.2 

13.2 

7.9 

5.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

住宅が手狭になるため

家賃等の支出を抑えるため

親等との同居・近居のため

子育て環境向上のため

教育環境向上のため

生活環境向上のため

生活利便性向上のため

通勤・通学の利便性向上のため

その他

無回答

n=228
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【子育て状況別回答傾向】 

・市外での住み替え候補地を子育て状況別に見ると、就学前の子どものみの方、就学後の子どもがいる

方のいずれも「住宅が手狭になるため」の割合が高くなっていますが、就学後の子どもがいる方が 9.3

ポイント上回っています。一方、就学前の子どものみの方は「家賃等の支出を抑えるため」「通勤・

通学の利便性向上」のポイントが高くなっており、親のニーズに合わせた住み替えを希望する傾向が

読み取れます。 

44.7 

14.9 

16.3 

20.6 

4.3 

20.6 

12.8 

14.9 

9.2 

7.1 

54.0 

11.5 

14.9 

19.5 

8.0 

20.7 

13.8 

10.3 

5.7 

2.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

住宅が手狭になるため

家賃等の支出を抑えるため

親等との同居・近居のため

子育て環境向上のため

教育環境向上のため

生活環境向上のため

生活利便性向上のため

通勤・通学の利便性向上のため

その他

無回答

就学前の子どものみ(141) 就学後の子どもがいる(87)
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＜住み替えにあたり、「市内」「市外」「市内外を問わないが」住み替えたいを選ばれた方にお聞きします。＞ 

問 11-3 住み替え後の住宅は、どのような形態を希望しますか。 

 

【全体の回答傾向】 

・住み替え後の住宅形態については、「持ち家（一戸建て）」が 60.5％と最も多く、次いで「持ち家（集

合住宅）」（20.2％）、「賃貸（集合住宅）」（11.8％）となっています。 

・「その他」（1.3％）は全て「今は分からない」という意見でした。 

持ち家（一戸建て）

60.5%持ち家（集合住宅）

20.2%

賃貸（一戸建て）

2.2%

賃貸（集合住宅）

11.8%

その他

1.3%

無回答

3.9%

n=228

 

【子育て状況別回答傾向】 

・住み替え後の住宅の形態を子育て状況別に見ると、就学前の子どものみの方、就学後の子どもがいる

方、いずれも「持ち家（一戸建て）」と回答された方が半数以上を占めていますが、就学後の子ども

がいる方が 11.8ポイント上回っています。一方「賃貸（集合住宅）」は就学前のこどものみの方が 6.2

ポイント上回っています。 

56.0 

67.8 

21.3 

18.4 

1.4 

3.4 

14.2 

8.0 

2.1 

0.0 

5.0 

2.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前の子どものみ(141)

就学後の子どもがいる(87)

持ち家（一戸建て） 持ち家（集合住宅）

賃貸（一戸建て） 賃貸（集合住宅）

その他 無回答
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＜住み替えにあたり、「市内」「市外」「市内外を問わないが」住み替えたいを選ばれた方にお聞きします。＞ 

問 11-4 住宅購入を検討する際に、中古住宅は検討対象となりますか。 

 

【全体の回答傾向】 

・中古住宅の購入については、「築 10年程度まで」が 46.9％と最も多く、次いで「新築しか考えていな

い」（27.6％）、「築 20年程度まで」（16.7％）となっています。 

 

新築しか考えていない

27.6%

築10年程度まで

46.9%

築20年程度まで

16.7%

築30年程度まで

1.3%

築30年以上でも可

3.5%
無回答

3.9%

n=228

 

 

【子育て状況別回答傾向】 

・住み替え後の住宅の形態を子育て状況別に見ると、就学前の子どものみの方の意見は「新築しか考え

ていない」という方から「築 30年以上でも可」まで、その意向の幅は広くなっています。一方、就

学後の子どもがいる方は、築 30年以上の回答が就学前の方のポイントを下回り、築 20年以下を希望

する傾向が見えます。 

29.8 

24.1 

45.4 

49.4 

14.2 

20.7 

1.4 

1.1 

4.3 

2.3 

5.0 

2.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前の子どものみ(141)

就学後の子どもがいる(87)

新築しか考えていない 築10年程度まで

築20年程度まで 築30年程度まで

築30年以上でも可 無回答
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Ⅲ 地域とのつながりについて 

問 12 あなたは朝霞市に愛着はありますか。 

 

【全体の回答傾向】 

・朝霞市への愛着については、「どちらかと言えば愛着がある」が 53.3％と最も多く、次いで「愛着が

ある」（32.1％）、「どちらかと言えば愛着はない」（11.0％）となっています。 

 

愛着がある

32.1%

どちらかと言えば

愛着がある

53.3%

どちらかと言えば

愛着はない

11.0%

愛着はない

3.0% 無回答

0.6%

n=501

 

 

【年齢別回答傾向】 

・朝霞市への愛着を年齢別に見ると、すべての年齢層で８割以上が「愛着がある」「どちらかと言えば

愛着がある」と回答していますが、「愛着がない」「どちらかと言えば愛着はない」に関しては 35～39

歳が 14.6％と他の年齢層より高くなっています。 

33.3 

57.1 

32.2 

27.1 

36.7 

66.7 

28.6 

52.9 

57.8 

49.7 

0.0 

0.0 

6.6 

13.6 

11.2 

0.0 

14.3 

6.6 

1.0 

2.4 

0.0 

0.0 1.7 

0.5 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

24歳以下(3)

25～29歳(7)

30～34歳(121)

35～39歳(199)

40歳以上(169)

愛着がある どちらかと言えば愛着がある

どちらかと言えば愛着はない 愛着はない

無回答
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問 13 地域とどのようなつながりをお持ちですか。（最大３つまで選択） 

 

【全体の回答傾向】 

・地域とのつながりについては、「子どもを通じたつながり」が 92.2％と最も多く、次いで「近所付き

合い」（54.9％）、「仕事や会社を通じたつながり」（20.0％）、「自治会・町内会」（15.6％）となって

います。 

・「その他」（4.6％）として、「学生時代の友人関係」「飲食店などのお店を通じたつながり」「ペットを

通じたつながり」などの意見がありました。 

15.6 

54.9 

11.6 

20.0 

92.2 

1.6 

4.6 

1.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自治会・町内会

近所付き合い

趣味・サークル

仕事や会社を通じたつながり

子どもを通じたつながり

地域のボランティア活動

その他

無回答

n=501
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問 14 まちづくりにかかわるとしたら、あなたはどれに取り組みたいですか。（最大２つまで選択） 

 

【全体の回答傾向】 

・まちづくりへの取り組みについては、「子育て・教育に係るボランティア活動」が 45.5％と最も多く、

次いで「身近な地域で高齢者や子どもを見守る」（36.5％）、「まつりやイベント等でまちを盛り上げ

る」（26.5％）、「取り組みたいと思わない」（14.0％）となっています。 

・「その他」（1.0％）として、「スポーツ活動」「プレイパーク」「まちの自然景観を守る活動」などの意

見がありました。 

7.0 

36.5 

45.5 

3.8 

12.2 

26.5 

6.2 

2.2 

2.6 

1.0 

14.0 

1.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

若い世代が自治会・町内会の活動を担う

身近な地域で高齢者や子どもを見守る

子育て・教育に係るボランティア活動

地域福祉に係るボランティア活動

知識や技能を生涯学習等に生かす

まつりやイベント等でまちを盛り上げる

行政と協力して地域課題を解決

NPOやビジネスを立ち上げ地域課題を解決

市政への参加

その他

取り組みたいと思わない

無回答

n=501
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Ⅳ 子育てについて 

問 15 あなたは現在お子様が何人いますか。 

 

【全体の回答傾向】 

・現在の子どもの数については、「２人」が 58.5％と最も多く、次いで「１人」（23.2％）、「３人」（15.4％）

となっています。 

 

0人

0.0%

1人

23.2%

2人

58.5%

3人

15.4%

4人

2.0%

5人以上

1.0%
無回答

0.0%

n=501

 

 

問 16 現在のお子様の状況についてあてはまるものをすべて選んでください。 

 

【全体の回答傾向】 

・現在の子どもの状況については、「就学前の子どもがいる」が 99.4％と最も多く、次いで「小学生の

子どもがいる」（37.1％）、「中学生の子どもがいる」（5.0％）となっています。 

 

99.4 

37.1 

5.0 

2.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前の子どもがいる

小学生の子どもがいる

中学生の子どもがいる

中学校卒業以上20歳未満の子どもがいる

n=501

 

平均：2.0 人 
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【問 16（お子様の状況）※就学後のお子様の有無】 

 

就学前の

子どものみ

59.7%

就学後の子どもが

いる

40.3%

n=501

 

問 17 理想のお子様の人数は何人ですか。 

 

【全体の回答傾向】 

・理想の子どもの数については、「３人」が 47.7％と最も多く、次いで「２人」（41.7％）、「４人」（4.6％）、

「１人」（2.8％）となっています。 

 

0人

0.4%

1人

2.8%

2人

41.7%

3人

47.7%

4人

4.6%

5人以上

1.8%

無回答

1.0%

n=501

 

 

 

 

 

 

 

 

平均：2.6 人 
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問 18 現実的には、お子様を何人育てられそうですか。（今いるお子様も含めて） 

 

【全体の回答傾向】 

・現実的な子どもの数については、「２人」が 56.9％と最も多く、次いで「３人」（22.6％）、「１人」（16.2％）

となっています。 

 

0人

0.4%

1人

16.2%

2人

56.9%

3人

22.6%

4人

2.0%

5人以上

1.2%
無回答

0.8%

n=501

 

 

 

 

＜問 18の現実的なお子様の人数が、問 17の理想のお子様の人数より少ない方にお聞きします。＞ 

問 19 現実的に育てられそうなお子様の人数が、理想のお子様の人数より少ないのはどうしてです

か。（あてはまるものすべて選択、最も重要なものを別に選択） 

 

【全体の回答傾向】 

・理想よりも現実的な子どもの数が少ない理由については、「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」

が 81.8％と最も多く、次いで「家が狭いから」（35.5％）、「自分の仕事（勤めや家業）に差し支える

から」（33.6％）、「これ以上、育児の心理的、肉体的負担に耐えられないから」（25.9％）となってい

ます。 

・理想よりも現実的な子どもの数が少ない最も重要な理由については、「子育てや教育にお金がかかり

すぎるから」が 47.3％と最も多く、次いで「高年齢で生むのはいやだから」と「ほしいけれどもでき

ないから」の 5.9％、「自分の仕事（勤めや家業）に差し支えるから」と「これ以上、育児の心理的、

肉体的負担に耐えられないから」が 4.1％となっています。 

・「その他」（3.6％）として、「夫婦二人のみで、協力してくれる祖父母がいない・頼れる人がいない」

「体質的に妊娠期間の経過が良行ではないが、その間の支援を得られないから。」などの意見があり

ました。 

 

 

 

 

平均：2.1 人 
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【理想の人数より少ない理由（あてはまるものすべて）】 

81.8 

35.5 

33.6 

7.7 

3.6 

23.2 

25.9 

11.4 

10.0 

15.9 

7.3 

11.4 

14.1 

0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子育てや教育にお金がかかりすぎるから

家が狭いから

自分の仕事（勤めや家業）に差し支えるから

子どもがのびのび育つ環境ではないから

自分や夫婦の生活を大切にしたいから

高年齢で生むのはいやだから

これ以上、育児の心理的、肉体的負担に耐えられないから

健康上の理由から

ほしいけれどもできないから

パートナーの家事・育児への協力が得られないから

パートナーが望まないから

末子が世帯主の定年退職までに成人してほしいから

その他

無回答

n=220

 

【最も重要な理由（単数回答）】 

47.3 

0.9 

4.1 

0.0 

0.5 

5.9 

4.1 

2.3 

5.9 

2.3 

3.6 

1.4 

3.6 

18.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

子育てや教育にお金がかかりすぎるから

家が狭いから

自分の仕事（勤めや家業）に差し支えるから

子どもがのびのび育つ環境ではないから

自分や夫婦の生活を大切にしたいから

高年齢で生むのはいやだから

これ以上、育児の心理的、肉体的負担に耐えられないから

健康上の理由から

ほしいけれどもできないから

パートナーの家事・育児への協力が得られないから

パートナーが望まないから

末子が世帯主の定年退職までに成人してほしいから

その他

無回答

n=220
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問 20 子どもを生み育てやすくするためには、どのような取り組みが重要だと考えますか。 

（最大３つまで選択） 

 

【全体の回答傾向】 

・子どもを生み育てやすくするための取り組みについては、「子育てや教育への経済的支援」が 62.5％

と最も多く、次いで「子どもを安心して預けられる保育サービスの充実」（49.3％）、「子どもが安全

安心に過ごせる居場所づくりやまちづくり」（32.7％）、「男女ともに子育てしやすい職場の制度・環

境整備の支援」（31.3％）となっています。 

 

62.5 

14.2 

31.3 

49.3 

16.0 

18.0 

7.2 

32.7 

29.7 

5.0 

10.6 

2.4 

2.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

子育てや教育への経済的支援

子育て世帯に対する広い住宅への転居やリフォームに係る支援

男女ともに子育てしやすい職場の制度・環境整備の支援

子どもを安心して預けられる保育サービスの充実

子育て中の親の安定雇用の促進

子どもが安心して医療機関にかかれる体制や支援

出産への支援や情報提供

子どもが安全安心に過ごせる居場所づくりやまちづくり

よりよい学校教育の提供や放課後教室の開催など教育環境の充実

安心して楽しく子育てするための相談窓口や子育てネットワークなどのサービスの充実

仕事と家庭生活を両立するための啓発

その他

無回答

n=501

 

【子育て状況別回答傾向】 

・子どもを生み育てやすくするための重要な取組みを子育て状況別に見ると、就学前の子どものみの方、

就学後の子どもがいる方、いずれも「子育てや教育への経済的支援」の割合が高くなっていますが、

「子どもを安心して預けられる保育サービスの充実」「男女ともに子育てしやすい職場の制度・環境

整備の支援」は就学前の子どものみの方のポイントが上回っており、一方、「子どもが安全安心に過

ごせる居場所づくりやまちづくり」は就学後の子どもがいる方のポイントが上回っています。 

 

62.2 

15.1 

33.8 

51.5 

15.4 

17.1 

9.0 

28.4 

31.4 

5.4 

9.4 

3.0 

1.7 

62.9 

12.9 

27.7 

46.0 

16.8 

19.3 

4.5 

39.1 

27.2 

4.5 

12.4 

1.5 

3.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

子育てや教育への経済的支援

子育て世帯に対する広い住宅への転居やリフォームに係る支援

男女ともに子育てしやすい職場の制度・環境整備の支援

子どもを安心して預けられる保育サービスの充実

子育て中の親の安定雇用の促進

子どもが安心して医療機関にかかれる体制や支援

出産への支援や情報提供

子どもが安全安心に過ごせる居場所づくりやまちづくり

よりよい学校教育の提供や放課後教室の開催など教育環境の充実

安心して楽しく子育てするための相談窓口や子育てネットワークなどのサービスの充実

仕事と家庭生活を両立するための啓発

その他

無回答

就学前の子どものみ(299) 就学後の子どもがいる(202)
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問 21 本市で子どもを育ててよかった点は何ですか。また、今後改善されるとよい点は何ですか。

（それぞれ最大３つまで選択） 

 

【全体の回答傾向】 

・朝霞市での子育てでよかった点については、「医療・母子保健サービスの充実度」が 36.9％と最も多

く、次いで「自然環境の豊かさ」（32.5％）、「遊び場やスポーツ施設の充実度」（28.1％）、「保育所等

の充実度」（19.6％）となっています。 

・朝霞市での子育てで改善すべき点については、「市の子育てに係る経済的支援の充実度」が 31.9％と

最も多く、次いで「放課後児童クラブ等の充実度」（31.3％）、「道路通行等の安全度」（29.7％）、「保

育所等の充実度」（27.9％）となっています。 

 

【よかった点】 

11.4 

0.0 

2.0 

19.6 

5.2 

36.9 

32.5 

9.6 

2.8 

28.1 

15.2 

8.6 

7.8 

1.8 

5.0 

16.0 

1.6 

10.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

市の子育てに係る経済的支援の充実度

市の子育て世帯に対する広い住宅への転居やリフォームへの支援の充実度

仕事と家庭生活を両立できる就業環境の促進度

保育所等の充実度

放課後児童クラブ等の充実度

医療・母子保健サービスの充実度

自然環境の豊かさ

治安のよさ

道路通行等の安全度

遊び場やスポーツ施設の充実度

生涯学習環境の充実度（図書館等）

子育てサークル等の充実度

子育てに関する情報の充実度

学校教育の充実度

塾や習い事など課外活動の場の充実度

地域の人間関係のよさ

その他

無回答

n=501

 

【改善点】 

31.9 

15.4 

17.2 

27.9 

31.3 

6.2 

1.6 

14.8 

29.7 

13.0 

2.0 

2.4 

2.8 

15.4 

10.0 

2.2 

3.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

市の子育てに係る経済的支援の充実度

市の子育て世帯に対する広い住宅への転居やリフォームへの支援の充実度

仕事と家庭生活を両立できる就業環境の促進度

保育所等の充実度

放課後児童クラブ等の充実度

医療・母子保健サービスの充実度

自然環境の豊かさ

治安のよさ

道路通行等の安全度

遊び場やスポーツ施設の充実度

生涯学習環境の充実度（図書館等）

子育てサークル等の充実度

子育てに関する情報の充実度

学校教育の充実度

塾や習い事など課外活動の場の充実度

地域の人間関係のよさ

その他

n=501
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【子育て状況別回答傾向】 

【よかった点】 

・本市で子どもを育ててよかった点を子育て状況別に見ると、就学前の子どものみの方、就学後の子ど

もがいる方、いずれも「医療・母子保健サービスの充実度」「自然環境の豊かさ」の割合が高くなっ

ていますが、「遊び場やスポーツ施設の充実度」「保育所等の充実度」、また「地域の人間関係のよさ」

は就学前の子どものみの方のポイントが上回っており、一方、「生涯学習環境の充実度（図書館等）」

「市の子育てに係る経済的支援の充実」「塾や習い事など課外活動の場の充実度」は就学後の子ども

がいる方のポイントが上回っています。 

9.7 

0.0 

1.3 

21.4 

3.0 

37.8 

32.1 

11.0 

2.7 

29.8 

13.0 

8.4 

7.7 
0.7 

2.7 

17.7 

1.7 

11.0 

13.9 

0.0 

3.0 

16.8 
8.4 

35.6 

33.2 

7.4 

3.0 

25.7 

18.3 

8.9 

7.9 
3.5 

8.4 

13.4 

1.5 

9.4 

0% 10% 20% 30% 40%

市の子育てに係る経済的支援の充実度

市の子育て世帯に対する広い住宅への転居やリフォームへの支援の充実度

仕事と家庭生活を両立できる就業環境の促進度

保育所等の充実度

放課後児童クラブ等の充実度

医療・母子保健サービスの充実度

自然環境の豊かさ

治安のよさ

道路通行等の安全度

遊び場やスポーツ施設の充実度

生涯学習環境の充実度（図書館等）

子育てサークル等の充実度

子育てに関する情報の充実度

学校教育の充実度

塾や習い事など課外活動の場の充実度

地域の人間関係のよさ

その他

無回答

就学前の子どものみ(299) 就学後の子どもがいる(202)

□

【改善点】 

・改善点を子育て状況別に見ると、就学前の子どものみの方、就学後の子どもがいる方、いずれも「市

の子育てに係る経済的支援の充実」の割合が高くなっていますが、「保育所等の充実度」は就学前の

子どものみの方のポイントが上回っており、一方、「放課後児童クラブ等の充実度」「学校教育の充実

度」は就学後の子どもがいる方のポイントが上回っています。

33.1 

16.7 

16.1 

30.1 

28.4 

6.0 

1.0 

14.0 

30.4 

10.4 

2.3 

3.3 

3.7 

14.0 

10.0 

1.7 

4.3 
10.0 

30.2 

13.4 

18.8 

24.8 

35.6 

6.4 

2.5 

15.8 

28.7 

16.8 

1.5 

1.0 

1.5 

17.3 

9.9 

3.0 

1.5 

7.9 

0% 10% 20% 30% 40%

市の子育てに係る経済的支援の充実度

市の子育て世帯に対する広い住宅への転居やリフォームへの支援の充実度

仕事と家庭生活を両立できる就業環境の促進度

保育所等の充実度

放課後児童クラブ等の充実度

医療・母子保健サービスの充実度

自然環境の豊かさ

治安のよさ

道路通行等の安全度

遊び場やスポーツ施設の充実度

生涯学習環境の充実度（図書館等）

子育てサークル等の充実度

子育てに関する情報の充実度

学校教育の充実度

塾や習い事など課外活動の場の充実度

地域の人間関係のよさ

その他

無回答

就学前の子どものみ(299) 就学後の子どもがいる(202)
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問 22 子どもを持ったとき（子どもを育てながら）の理想の働き方は次のうちどれですか。 

 

【全体の回答傾向】 

・子どもを持ったとき（子どもを育てながら）の理想の働き方については、「家事・育児を優先し、可

能な範囲で、短時間就労する」が 40.7％と最も多く、次いで「子どもが小さいうちは家事・育児に専

念する」（21.8％）、「フルタイムで就労する」（10.2％）となっています。 

 

家事・育児に専念する

2.4%

子どもが小さいうちは家事・

育児に専念する

21.8%

家事・育児を優先し、可能な

範囲で、短時間就労する

40.7%

フルタイムで

就労する

10.2%

わからない

3.0%

無回答

22.0%

n=501

 

 

 

最後に、定住や子育て支援等について、ご意見などがありましたらご自由にお書きください。 

 

自由記入意見欄に記入があったのは、回答者 501人のうち 224人（44.7％）でした。一人が複

数の意見を記入している場合は分割したため、意見数は 319件となりました。 

なお、「定住・子育てに関する意識調査」において、皆様からいただいた「自由記入意見」は、

個人情報等を除き、ほぼ全ての意見を掲載しています。また、皆様からいただいた「自由記入意

見」の内容をより分かりやすくするため、内容に変更が生じない程度に一部字句等を修正・加筆

しています。 

 

分野 意見数 

居住したきっかけ、理由 ９ 

住宅の住み替え 11 

地域とのつながり 12 

子育て 253 

その他 34 

合計 319 
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【意見内容】 

 

【1.居住したきっかけ、理由】 

 

・２年前に関西から主人の仕事の都合で引っ越してきました。引っ越して、すぐに２人目を出産しまし

た。インターネットの口コミで朝霞市は子育ての町と言われ、とても住みやすいと言うのを見て朝霞

に決めました。子育てしやすい環境だと思います。 

・結婚前に朝霞に住んでおり、一度結婚を機に市外へ行ったが、離婚し又戻ってきました。やはり親が

近くに住んでいる事と、地域性を十分に把握している事が理由です。 

・通院、入院にかかる費用の負担がないのは、定住する（住み続ける）理由の大きな要因です。制度の

継続、拡充をお願いします。 

・住みやすいので親の介護の問題が無ければ定住したい。 

・緑が多く福祉が充実していたので和光市から朝霞市に引っ越しました。 

・朝霞は保育園も最近充実し、補助金も多く、とても母親には優しい市と感じます。これからも子供が

生活しやすい環境を作って頂ければと思います。←新座から転居してきてとても感じました。 

・神奈川から越してから９年目になります。住めば住むほど朝霞市が大好きになります。特に緑の多さ

や夏のお祭り。官舎が出来なくて本当に良かったです。これからも変わらない景観であって欲しいで

す。 

・朝霞は近隣の市区より、子育て環境や公共施設等、充実していると思います。最低限、この状況を維

持し続けて欲しいと思います。 

・歩道があまりにも整備されていない。区画整理を早くしてもらい、安心した生活を送りたい。朝霞に

引越しする時に、１番気になりました。 

 

【2. 住宅の住み替え】 

 

・市営住宅が増えると有難いですね。うちは母子家庭ですが、下の子２人はまだ保育園で、上の子も小

学生低学年。なにかと用事で出向いていく事が多く、フルで働くのは無理！パート代だけでは家賃や

水光熱費…払うのは絶対無理！居場所のない実家に仕方なく居候してます…。 

・とにかく定住したくても、希望する物件の価格が高く購入出来ない。子供１人とか２人…２人でも苦

しいけれど、３人、４人と産みたい人には、やはり教育費用がかかる事を考えると、なかなか住宅に

までそんなにお金はかけられないので、市外で…と考えてしまう。とても住みやすくて気に入ってい

るだけ残念です…。 

・自然環境にも恵まれ定住を希望していますが、住宅（一戸建）は値段が高く、買えそうにもないかな

という気持ちでいます。又、子育て中の主婦が短時間で就業出来る、もしくは長時間でも子育てと両

立しながら働く事の出来る職場を、朝霞市内で見つけられたらと思っています。市内で納得のいく仕

事に就く事が出来れば、安心して生活が出来ます。 

・子供を育てるのにお金がかかり過ぎる。定住希望だが、持ち家は難しい。高い。 

・朝霞市に定住したいが、戸建てが高くて買えず、引っ越していく友達が多い。うちも定住したいが、

アパートから抜け出せない状態。子育て支援は充実しているので、朝霞の環境はとても良い。ずっと

ここに住みたいが、無理に近くどうにもならない状態。 

・今後、税金ばかりとられ、サービスを受けられないのではないかと大変不安です。定住する勇気はあ

りません。保育現場、教育現場に足を運び、現状をしっかり把握して下さい。思いつきでやるのはや
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めて下さい。 

・朝霞市に住み続けたい気持ちはあるが、三原（志木駅が最寄）から小学校へ通学させる事にとても大

きな不安なある。歩道が整備されていない事、学校まですごく遠い事が最大の理由。すぐ隣の新座市

東北は、道も広く、歩道と自転車道まで整備されている。志木駅が便利で、そこに住みたいと考えて

いるので、朝霞からは出ていかないといけないかなと考えている。 

・三原（３年）→溝沼（５年）と住んで感じる事は、三原は陸の孤島であるという事です。児童館、子

育て支援センターが近くになく、ベビーカーまたは抱っこで３０分は歩かないと行けません。公園も、

当時はあまりありませんでした。三原公園が出来て１年程で引っ越し、まさかその後そこで一緒に遊

んだ子が親に殺されるとは思いませんでした。また近所で中学生が失踪するとも思いませんでした。

どうか、三原の子育て環境を改善して下さい。児童館を、子育て支援センターを、保育園を、どれか

１つ建っているだけでも違うと思うのです。商業施設はたくさんありますが、それだけでは子供が育

ちません。三原から溝沼への転居のきっかけに、生後１年未満の息子の泣き声がうるさいと貼り紙を

されたという事もあります。それでも朝霞市が好きなので同じ市内に引っ越しました。市役所も健診

も支援センターも児童館もずいぶん近くになりました。三原を救って下さい。あと、もっとバスを使

いやすくして下さい。 

・本町はとても住みやすく、いつかマイホームを持ち永住したいですが…年々物価が上がり、今は手が

出ません。中古住宅のリフォーム支援などがあれば良いですが、本町は中古も出ない程の人気になっ

ているのでしょうね…。 

・学童の時間が１９時だと定時まで働いた時お迎えが間に合わないのでもう少し長くして欲しいです。

東京への通勤に良い立地なので住みやすいと思うが小学生になると時短がとれない会社が多いので

転居を考える人もいるみたいです。 

・職場が遠いので引っ越しますが、朝霞は良い所でした！８月にもう引っ越しが決まっています。 

   

【3. 地域とのつながり】 

 

・朝霞市には子育て世帯が多く、子育てには最適な市だと思います。しかし地域の繋がりは薄く、自ら

声をかけなくては輪が広がらない事で孤独を感じている人もいると思います。町内会での行事やつな

がりをもっと作る事で、ご老人や子育て世帯がもっと安心して過ごせるようになると思います。 

・通勤・通学に便利で自然もそこそこも残っている朝霞市は長く定住したい場所です。しかしマンショ

ン建設などでだいぶ緑や公園も減ってきました。特に、ボール遊びの出来る場所等が少なく、自治会

で集える場所もないのは残念です。長く活気のある街であるために、住民の程々の結びつきは大切だ

と思います。 

・ファミリーサポートの登録できる場所を増やして、サポートして下さる会員さんとサポートを受けた

事が無くても遊べたり、会って話したり出来る機会があると良い。幼稚園や学校、町内会の役員は全

て廃止し、個々につながりを持てる場をもう少し柔軟に、気軽に気楽に地域の方々と触れ合える場が

あって欲しいと思います。 

・昔から住んでいる地主さんが多い土地柄、昔から続く農家さんの直売野菜や代々続く商店等がもっと

活性的に長く続いて欲しいと思います。新しいマンションや戸建が続々と建つ中で、地域の方々とコ

ミュニケーションを取れる様なきっかけ作りがあると、治安面でも安心して過ごせるかと思います。 

・子育てで最終的に一番の助けになるのは、ご近所さん。お互い様で助け合える人間関係がとても大切

だと思います。 

・子供、老人の集まれる公園が欲しい。 



 31 

・回覧板に近くの小中学校の月イチたよりが回ってくるのは良いが、バザー等いつ、どこでやっている

のか分かりやすい様にして欲しい。 

・引越ししてから半年経ちましたが、北原には自治会がないと教えてもらい、残念に思います。子供が

まだ小さいので、地域で子供を守るネットワークが欲しいと思います。 

・公園や緑が沢山あり、年に一度の大きなお祭りも家族で楽しみにしています。朝霞に来る前や、子供

が生まれる前は全く市内の事を知らなかったので、（子供が生まれてから地域との繋がりが出来た）

不安はありましたが、少しずつ知る事が出来ました。 

・通学路の信号の人には感謝しています。いつもありがとうございます。 

・朝霞が大好きですので、この世代もその次の世代も継続して過ごせる町づくりをお願いします。 

・現在住んでいる所は外国から来た方が多く同じ学校へ通う子供の親として言葉でなかなか意思疎通が

出きなかったりＰＴＡ活動の難しさに直面します。これから外国の方が増えていく事を考えての環境

をもっと考えていかないとならないと痛感します。日本にいる以上、どの子供も安心して教育を受け

ることが出来て、その親御さんへのサポートももっと必要であると思います。どうぞよろしくお願い

します。 

 

【4.子育て】 

・中学入学時にかかる費用支援、通学用バックの統一（安全面からリュック等）。 

・例えば、埼玉の滑川町は、小、中学校の給食費が無料です。市が払ってくれているみたいです。周り

から引っ越して来る人が多く人口が増えているそうです。とても羨ましいです。子育ては中学生まで

しか色々してくれないので（補助金）等、高校～大学とお金がかかるのでそこの支援を少しお願いし

たいです。 

・幼稚園の費用が高額なのは今後考えていただきたいです。 

・今は、年の離れた兄弟（姉妹）も多いので、幼稚園の助成で上の子の年齢で制限するのはやめて欲し

いです。せめて、中学（義務教育まで）。現状小３まで…。 

・幼稚園のお金が掛かり過ぎる。入園するのに入園金が平均７万は掛かり、入る前にその金額は大きい。

月々の支払い（月謝）は 28,000～32,000程で一般月収の家庭なら払えない事はない金額だが幼稚園

は初期投資がでかいので何とかして欲しい。 

・幼稚園児への支援金が、上の子の小３以上になるととても少ないので困る。下の子が小さい限り、働

く事は大変で上の子が大きい方がお金はかかる。何歳の上の子という事ではなく子供の人数で支援額

を決めて欲しい。 

・子供が好きだからあと２人くらいは産みたいけど経済的に無理なので諦めました。産める人が産めな

くて、産みたいのに産めない人が多い中、もうちょっと考えてもらいたいです。 

・一人親世帯への手当てが薄い。東京都の様に育成手当があると良い。 

・児童手当について。所得制限等の条件をなくし、全児童に対しての支援としてもらいたい。当然なが

ら、児童に所得はなく全て平等と捉えたい。 

・保育園は入るのが難しいので私立の幼稚園に通っているが、今年は２人通っているのでもっと補助金

が出ると嬉しい。 

・今年度から、結果的に保育園の料金が値上がりとなった。もう少し下がると有難い。 

・市民税がもっと少ない負担になると良いです。・子供が多いと損だという意識が、多くの人から無く

なる様な政策があれば良いです。・保育園を増やすより、安心して専業主婦が出来る環境を作らない

と、子供は増えないと思います。 

・お疲れ様です。現在、共働きですが子供が小さい為、保育室に預けているのですが、料金が高く働い
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ても保育料で失くなってしまいます。もう少し安くならないかなと思っています。 

・予防接種について、任意のものが高額な為、２度接種を国が推奨していても１度しか接種出来ない。

１本５千円以上するものもあるので高くて困る。水ぼうそう、おたふくｅｔｃ． 

・３人目の経済的支援をもっと充実させて欲しい。（２人目、３人目の幼稚園の補助金が出る条件にど

うして一番上の子の年令が関係あるのでしょうか？それでは人口増に繋がらないのでは？） 

・未就学児（幼稚園児）に対する経済的支援をもっと充実させて欲しいです。 

・子育てや教育面での経済的支援をもっと充実して欲しいです。 

・子供達の教育が所得によって偏りがない環境を作って欲しいです。これから益々中間層が減り、貧富

の差が大きくなると思います。今から高所得者層と低所得者層に対する明らかな給付や支援の差をつ

けてもいいのではないかと思います。生保対象者にも厳しく見極めをお願いします。 

・子供手当て、扶養手当ての減少本当に困りました。そのため仕事で子供との時間が減りました。 

・雇用や景気が不安定な中、子育てにお金がかかり過ぎる。子育て中の世帯に対し経済的支援が充実し

ていると良いと思います。 

・幼稚園の保育料が高いと思います。３年間大変です。もう少し支援か、幼稚園で下がらないかと思い

ます。子供の事を考えると、無理してでも３年保育にしてしまいます。 

・行政が一番お金のかかる時期を理解して支援して欲しいです。子供は幼稚園が公立でない限り一番費

用がかかります。現在、２人を幼稚園に１ヶ月７万程かかっています。年末に返ってくるとはいえ、

もう少し考えて欲しいです。これでは子供を持ちたくても、現実を知って育てられず諦める家庭が多

いはずです。 

・地域内で生活・仕事・子育ての全てを満足出来る環境づくりが理想的。経済的支援と子育て環境の充

実化を推進して欲しい。安全・安心な地域も前提条件となる。 

・子供の習い事にかかる金銭的な支援があると嬉しいです。小・中学生の給食費を全て市で負担して下

さい。 

・子供が３人以上いる家庭には住宅手当を出して欲しいと思います。 

・住みやすい土地なので子育て世代にメリットがある制度があるなら利用したいです。 

・学童の保育料が高い気がします。幼稚園の延長料金と合わせると、パートでいくら働いてもあまり意

味がなくなってしまうので、もう少しお安くして（おやつ代を減らす…等でも良いので。）頂けると

助かります。 

・幼稚園就園奨励費補助制度について。子供の人数や兄弟の年齢差で補助の金額差が大き過ぎると思う。

ひとりっこと小１～３の兄ｏｒ姉がいる２人兄弟で 10万円以上の差はなぜ。又、兄ｏｒ姉が小４以

上でも減額とは、どの様な理由で？ 

・収入に関係なく（低収入ではなくても）子育ての経済的支援をして欲しい。幼稚園の補助等。 

・ひとり親家庭の支援をもっと充実させて欲しい。シングルマザーの会とか、同じ立場の友達が欲しい。 

・幼稚園に２人通った時の負担金が大きいので、もう少し保育料を支援してもらいたいです。朝霞は住

みやすい所だと思います。 

・市の子育て世帯に対する広い住宅への転居やリフォーム支援があることは知りませんでした。広報誌

など目を通す様にしていますが、まだまだ色々な支援があるのかもしれません。 

・転居やリフォームに関してもっと支援があればと思います。 

・問 21の２番「市の子育て世帯に対する広い住宅への転居やリフォームへの支援」というのは実際存

在するのでしょうか？もしそうであれば、情報案内がなさ過ぎると感じました。 

・子育て世帯に対する住居環境の支援があると助かります。 

・理想はフルタイムで女性も就労しながら、夫婦で協力して子育て、家事ができる事。男性側の考えが
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もっと進歩する事を望む。 

・所沢みたいに、出産時兄弟を退園しなくてはならない様な事にならないで欲しい。仕事と育児を両立

できる様サポートをして欲しい。 

・認可保育園に入る為に仕事復帰を早めたりしないといけないのはおかしいと思う。何月に産まれても、

安心して職場復帰出来る世の中になれば良いなと思います。 

・長期の休みの時の預かり場がない。幼稚園の「こども園」化と、学童の「夏休み」「冬休み」だけの

預かりがあると嬉しい。働きたいのに、長期休みの預かり先がなく、出来ていない母親が沢山います。

働ければ、様々な事のレベルが上がりそうと思う。 

・保育園に入れるだけでありがたい話かもしれませんが、兄弟で別々の保育園に通わせなければならな

い知人を見ると、働く母親の負担は多大なものだと感じます。あと、車の免許がないと、通える範囲

の保育園が限られてしまったり、もっと働きながらも子供が育てられる環境を整えて欲しいです。近

隣の市は病児保育も充実しているのに、朝霞市は対応がないのが残念です。公立の幼稚園の設立もし

て頂きたいです。 

・少子化や労働力不足の問題は、今後もどんどん深刻になっていくと思います。将来、世の中を引っ張

っていく子供達の教育と、主婦層の労働しやすい環境を整える事を、同時進行で進めていく必要があ

ると思います。この２点が充実していれば、定住率は高くなりそうだと感じています。 

・子供が３人いるので全員が同じ保育園に行けるようにして欲しい。ばらばらだと大変過ぎます。そし

て働きたいし、働く場はあるのに保育園に入れず働けないという状況をもっと改善して欲しいです。 

・５年間住んでいる間に段々と朝霞市に愛着が湧いてきました。子育て世帯が多く、街の雰囲気が明る

い事が大きい魅力だと思います。しかし都内勤務先まで遠く、共働きと子育ての両立が難しい面もあ

ります。 

・雇用充実と保育園の充実。住みたいと思う、綺麗な町づくり。 

・短時間でも働きたい人が保育園に預けやすくして欲しい。働く場所・環境の充実をさせて欲しい。 

・自営でエンジニア業をしています。客先にて一般の会社員と就業に差はありません。年的にも責任の

ある仕事でありながら、保育園は何があっても 19時迄。よって、働く場所も定時に上がって、19時

に間に合う場所を選ぶ。忙しい時、大変な時、保育園や学童以外で 19：00以降に保育をしてくれる、

手伝ってくれるサービスがあれば良いのに…といつも感じています。仕事を思いっきりして、休みは

思いっきり子供と遊ぶ、そんな世の中が理想です。 

・常に働いていないといけない生活状況ですので、子供を産んだ時に預け先が無いのはとても困ります。

生活出来ません。うちの息子は幼稚園にしましたが、高過ぎます。幼稚園代を払いながら、次の子作

りに進めません。病時保育ももっと充実させて欲しいです。車をもっていません。 

・１才、２才児の保育施設の確保。また、既にある保育園で在園時間内に習い事が出来るシステムの拡

充。（市外の保育園では例えばピアノや英会話教室への送迎等もついているという話を聞きます。も

ちろんそこは有料でかまいません。） 

・保育所の定員増、預かり保育の充実等、就学前の子育て支援は進んでいるように感じるが、就学児に

対する支援が周りの自治体に比べて遅れていると感じる。23区並みには急にはムリでも、都心に近く、

住んでいる子育て世代はかわらないので、学童保育や児童館、学校開放等充実している場所に引っ越

しを考える人もいるのでは。今ある施設（ゆめぱれす、中央公民館）を利用する形でもいいので、小

学生がお年寄りや大人に苦情を言われず集える場所を今年度中に作って欲しい。公務員住宅が 無く

なってから、何年も先送りするのでは子ども達も成人してしまいます。 

・共働きで都内勤務の為、色々と時間に関して苦労しています。保育園の預け時間等。また小学校への

入学に関しても不安です。土・日・祝も両親ともに働いているので、土・日・祝も子育てに関して充
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実して欲しいです。ちなみに祖父母いません。 

・核家族の為、夫婦と保育園で子供を見ているが、保育園が仕事の時のみしか見てくれない為、仕事以

外で自分の重要な用事がある時は辛い。その時も保育園に見てもらえると助かります。 

・病後児保育はやらなきゃだめです！！じゃないとママは働けない。（以前勤めていた施設で子供がい

る人はお断りと面接で言われ理由を聞くと、熱や病気の度に休まれるからとの事でした。なんとかし

て下さい。） 

・保育園制度（値上がりしたにもかかわらず、保護者が休みの日はみてもらえない）を改善して欲しい。

昨年同様の方針が良かった。周囲でも不満の声が多い。 

・今年度から、市の保育園（栄町保育園）の制度が変更となり、保護者が休みの場合は基本的には出席

しないで下さいと言われる様になりました。私も、主人も日曜日定休のどこか１日が不規則な休みに

なるため、年長の我が子は毎週３回、または多いと４回近く休む様になります。又、自分の時間（病

院に行く事や、美容室等）も取れず、正直早く卒園したいと思うと同時に、もう１人くらい子供が欲

しいと考えていましたが育てていく事が困難に感じられています。自分の休みの日の理由を伝えると

いう事もプライバシーを侵害されている様に思えてしまったり、保育料も以前よりも預ける日数が減

っているのに、昨年よりも値上がり、少々納得のいかない所があります。以前の園の制度では、休み

の日であっても理由があれば 8：30－16：30まで保育して頂けて本当に助かっていました。１才児や

２才児のクラスでは基本的に親の休みに合わせて休むというのは分かりますが、年長クラスでもその

様にしなくてはいけないというのはどうなのでしょうか？前の園長先生の考えでは、リフレッシュす

る意味でも、時には親も休んで下さいと温かい言葉をかけて下さいました。その優しさがあったから、

仕事も育児も頑張れていたんだと思います。 

・公立保育園増園して下さい。 

・朝霞市は線路や川、坂で区切られる事が多く、子どもが小さい時は移動が難しいため、平たんに移動

出来る範囲で保育園や公共施設を各々配置して欲しいです。 

・公立の幼稚園を作って欲しいです。月謝が各幼稚園によって違いすぎると思います。 

・こんなに子供が多いのに公立の幼稚園が一園もない事が不満。保育園は次々と建つのに、幼稚園が出

来ないのは何故か？働いていても幼稚園教育を受けさせたいと考える親は割と多い。小学校に入ると

保育園児と幼稚園児の差はかなりあるので、それを見ると余計に公立の幼稚園は欲しかったと思う。 

・保育園のレベルが低い。（いずみばし保育園に在園中）設備・保育士の能力等。保育士の離職が多過

ぎる。 

・保育園では親が平日休みの時預けられなくて、勉強が疎かになる様で心配です。幼稚園と保育園の両

方を兼ね揃えた様な施設が今後できたら良いなと思います。 

・保育園の増設を望みます。出産後、確実に入園できるならば、もっと産みたいと思いましたが、不安

が多いので断念した為。 

・現在育児休業中ですが、保育園に入れるのか考えると不安で不安で子育てに集中出来ません。みんな

点数稼ぎで頭がいっぱいで、こんな子育てで良いのでしょうか。小学校に上がってからも放課後児童

クラブに入れるか分からないし、常に不安だらけ。どうにかして欲しいです。清瀬の幼稚園は朝 7：

00～19：00まで預かってもらえるみたいで羨ましいです。 

・乳児クラスで出産した場合、退園制度はやめて欲しかった。機を選んでいたら（幼児クラスになるの

を待っていたら）２人目ができなくなってしまった。どこの自治体でも同じ悩みがあると思うが、根

本的に変えないと安心して出産育児と就労の両立は難しい。 

・今年度より。保育所では保護者のお休みの日は家庭保育が基本となり、それ自体は大変良いと思って

おります。現実的には、育休中や就活中で比較的ゆとりのある人は、平日 8：30～16：30の保育を保
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障されており、日々フルタイムで働いている方は、たまの休みも用事以外は認められていないという

点において矛盾を感じます。本来は逆であるべきではないかと思います。また、きちんと守る方はお

休みしづらく、上手く利用する方は上手に休んでいるという現状を何とか出来ないものかと感じます。 

・子供が３人いるが、病気になると仕事を休まないといけない。有給も使い切った。病後保育は１つあ

るが病児保育はないし、料金も高い。パートでは、保育料を支払って終ってしまう。 

・出生地から離れて働く親への支援の充実→親元におんぶに抱っこで働く人が保育園を利用しているの

に、離れて働く人が待機児童になっているケースをよく見かける。私も第一希望に入れられなかった

ため、何か裏があるのでは？と不信感がありました。 

・保育園の場所に偏りがあり、駅方面からＵターンして預けて出勤するなどあるので、駅前にも選択肢

が欲しい。預かる 

・先日、父が倒れました。急きょ実家や病院へ行かなくてはならなくなり、１才の子供を連れて行くべ

きか悩んだ時、保育園にいくつか問い合わせましたがどこも急に預かれないと電話で断られました。

幸い、私は周囲の方に助けて頂く事が出来ましたが、今後こういった場合どうしたらよいのだろうと

思いました。でも保育園さんが安全にお預かりする為に急なお願いは受けられないと言った気持も十

分分かります。ニュースに出てくるような無認可のの怖い保育園には絶対預けたくないです。子供も

親も安心して預けられる保育園の充実をこれからもお願いしたいです。 

・保育園閉園時間後に対応してくれる場所が欲しい。駅近くで子供を受け取れると更に良い。・経済的

支援。・公立、委託保育園での利用時間の幅が大きく異なるので近くても公立が選べない。 

・公立の保育園をもっと増やして欲しい。公立以外の保育園は、保育士の質や数、環境どれもレベルが

低くて、預けたくありません。 

・他市に比べて、公立保育園の数が多く、医療費の助成にも助けられていますが、０才児の受け入れが

８ヶ月からが多く、兄弟で同じ保育園に預けられなかったり、病児保育をいつも通園する保育園で行

って欲しいと思います。また、これから就学しますが、春休みなどの学童開始時間が８時ではなく７

時半でないと仕事に間に合わず困っています。 

・医療面に関しては医療費が無料等、子育て中の家庭にとってとても助かります。ただ、現在保育園で

仕事をしており、保育園の母親方から話を聞くと、育児休暇を取ったものの、保育園へ入れない人が

沢山いる様で、困っている話を良く聞きます。又、退職をよぎなくなってしまい、新たな仕事が見つ

からなかった場合、保育園を退園したければいけないという話も聞きました。私は子供を２人小学校

へ上がるまでは自分の手で育てましたが、今は時代も変わり、仕事も続けながら子育ても両立する時

代の様なので、少しでも働くママさん達が安心して預けられる施設が増えて欲しいです。まあ、この

様な意見を書いても何も改善しないことも分かっていますが…。 

・最近保育園の新設に力を入れている様ですが、既設の園の設備の見直し（長男の保育園は設備の老朽

化が心配）も行っていってもらいたい。 

・また子供が同じ保育園に入れず、無駄に自転車で片道 40～45分、往復で 80～90分かかり毎日の送迎

に大変な負担がかかり、肉体的・精神的にかなり無意味な労働を強いられる事を分かって欲しいです。 

・保育園は働いていないと入所出来ないが、仕事を探したりするのに子供の預け先が必要。幼稚園に入

園させ預かり保育を利用するしかなく、子供がよく病気をしていたので預かってもらえず、仕事を続

ける事が出来なくなった。病気の時（子供の急な発熱等）に預けられる保育所・幼稚園の夏休み・冬

休み等の時に、受け入れをしてくれる保育所を増やして貰えるよう強く希望します。 

・保育所への入園が難しい。４月に保育所へ入れる為わざわざ早く復帰し、家庭保育室へ入れてポイン

トを上げないと入れない。 

・子供を保育園に預けられないにも関わらず、上の子が保育園に入れているため就労しているが、待機
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児童を持ちながらの就労は大変で、もう少し兄弟がいる家庭の事を考慮して欲しい。 

・今年度より、親が休みの際の子の保育園預かりが原則ナシとなったが、乳児ならともかく幼児では子

も登園を希望しているし、日割りで保育料を払っている訳ではないのに不満が残る。就業している親

は自身の通院もままならない。学童保育に入れない、兄弟で異なる保育園に通わなくてはならない等、

共働きの家庭に対する支援が厳しい。移住する際、その辺りを良く調べるべきだったと思う。子が成

長した時には転居する事も検討している。 

・病時、病後保育や休日保育の充実を求めます。現在行っている所は数少ない上、家から遠くて通えな

い事や、たとえ通えても普段全く行った事のない所に、いきなり子供を預けるのは子供が可哀そう過

ぎます。とても現実的ではないです。 

・フルタイムと言っても、きっちり８時間で終業出来る仕事と、そうでなく、みなし労働で長時間の拘

束を伴う事があるので、共働きをしていた際、保育園（公立の）では延長が 19時までであった点は、

かなり困りました。ファミリーサポートも夕方～夜間の預かりは断られ、大変困っておりました。フ

ァミリーサポートセンターに再度相談しましたが、解決策が全くない、提案もなく、担当者に対して

非常に税金のムダだと感じてしまいました。改善すべきだと思います。更に、病後時の保育も預け先

が無く困ります。 

・仕事をしている時、一番大変なのは病気の時です。病気の時に安心して預けられるシステムが整うと

有難い。又、他市は第三子がいる場合は保育所入所＋３ポイントあったり、幼稚園無料等、産んで良

かった特典がたくさんある様なので、ご検討をお願いします。 

・私は実家も遠く子供を１日だけ預けたいと思った時に、受け入れ先が無い事が困っています。幼稚園

前の子供（０～３才）の一時保育をもっと充実してもらうと、ストレスの解消や自分の病院へ行く等

出来ますので、更なる改善を望みます。 

・幼稚園での春休み、夏休み等の預かり保育の拡大。 

・しかし、市内の市立の幼稚園がないと知った時はびっくりしました。12月に補助金を頂きますが、本

心で言えば 12月より４月の方が良いと思いました。保育園も入れそうな雰囲気ではないし、幼稚園

選びも一苦労。 

・保育園の保育の条件をもう少し柔らかくして欲しいです。共働きの母であるからこそリフレッシュ休

みも必要。休みだからと一律保育しないと言うのは公務員のエゴなのでは？子育て支援とは程遠いで

す。・保育料も上がり、不定休の者としては預けられる日数が減っているのはおかしい。月何日まで

は休みがあっても、保育可能とＭＡＸ日数を設定してみてはどうか。５歳児で小学校も控えているの

に週２～３日しか登園出来ないのは、生活リズムを考えた場合どうかと思う。子のためにならないの

ではないでしょうか。 

・今年度４月より保育事情がかなり変わり、今迄よりも厳しい状況になってしまい、やりにくいです。

（国が決めた事ですが）フルタイム勤務でたまの休みは、普段出来ない事を済ませたりしたいが園に

預けられず。きちんと守ってやる人、やってない人がいるので、きちんと守ってもらえる様にやるな

ら徹底的にやってもらいたいと思います。仕事の勤務時間も誤魔化している方もいたりするので、勤

務先への確認等もした方が良いかと思います。（保育園に勤務していてその様に感じました。）これか

らも、住んでいてい「朝霞は良い所」と自慢出来る市にして頂けたらと思います。 

・やはり保育園等の充実。出来たら私立でなく市立幼稚園の設置。経済面で子供を産む事を悩む事も少

なからずあると思います。（自分の家もです）産んでから収入ＵＰを図るわけですから、＝産んでか

ら安心して子を預けられる先が確保されている日本になれば、必然と子供も増えていくと思います。

まずは朝霞市から！！頑張って下さい！ 

・放課後保育の充実。兄弟で同じ保育園に入れる様にして欲しい。フルタイムで税金を納めていても、



 37 

あまり恵まれた環境ではない（兄弟で別々の保育園、預かり時間の短さ、学童の不安定さ）。民間の

学童の誘致、見守りが欲しい、駅前に住居が少ない。 

・保育園を駅近くに増やす。 

・フルタイムで就労していても、保育園お迎え後に受診出来る病院（19時以降）、病後児でなく病児保

育をもっと拡充して欲しいです。病後児には使い勝手が悪く現実的でないです。（病院併設の病児保

育等）学童の利用時間、特に長期休業中は開所時間を早くして欲しい。保育園と一緒に送迎が出来ず、

非常に不便で困っています。「小１のかべ」は予想以上に高く、保育園での手厚いサービスから学童

に移る時の制度の違いに驚きました。放課後児童クラブ等の更なる充実に大いに期待しています。 

・専業主婦でも、１日預けられる（安い額で）場所は必要だと思います。（いくら子供が大切とはいえ、

子供と離れて冷静になれる時間も必要）保育所（市営）を増やして欲しい。今のままでは厳しいです。 

・放課後の預かり等、新座市のようなものがあったらいい。 

・小学校にあがってからも夜遅くまで（22：00）預けられる場所があるといいです。 

・小学４年からの放課後クラブを別に作って欲しい。もしくは学童の定員を多くして４年生以降も在所

できるようにして欲しい。小学４年生の女の子をひとりで家に居させられますか？心配で働けなくな

るかもしれない不安があります。生活できなくなります。 

・学童の受け入れ学年が、学校によってバラつきがあり過ぎる。住宅建築の許可を与えるのはいいが、

その後子供が密集してしまう場合の対策を取っていないのは、行政として無能。平等に学童に行く状

況が作られないのは払う金額に差を出してもいい思う。 

・放課後の学童教室定員数が希望児童数に合わず、働く親に不都合な状況を生んでいると聞きました。

保育園不足、学童教室の受け入れ不可能な状況を一刻も早く改善していただきたいと思います。 

・放課後の学童クラブを６年生まで確実に入れる様になればありがたいです。もしくは、長期休業（夏、

冬、春）の時のみ預けられる等の制度があれば安心して仕事に就けると思うし、朝霞は子供の人数が

増えてきていると聞き１年生になって学童に入れるか不安です。 

・子どもが来年小学校に入学します。今はフルタイムで働く母親も多いのに、学童は 19時まで。それ

に間に合わない親御さんはたくさんいると思います。我が家も間に合わない為、どうするか相談中で

す。今はなくなりましたが、メリーポピンズのような、遅くまで子どもを預かってくれるシステムを、

もう１度作って欲しいです。メリーポピンズでは、もう学童は預からないと言われました。なぜ利用

者が多いのに廃止したのでしょうか。今後似たような施設を作る等のお話はないのでしょうか。朝霞

市は東京のベッドタウンなのですから、そういうシステムを充実させるべきだと思います。色々書き

ましたが、やはり１番は学童の改善を望みます。 

・学童保育について。普段は必要ないが、長期休暇の時に必要になるので、長期休暇の時だけでも、学

童保育を受入れて欲しい。 

・学童保育が足りず、溢れてしまった子達がいる現状を改善していただきたい。地域外へ通うのはとて

も困ります。（就学の時間、通勤、安全、安心面） 

・今仕事はしていませんが来年小学校入学を機に就労したいと思っていますが、学童クラブに入れない

という噂があります。３月の段階で就労が決まるのも難しいので、仕事が決まった時点ですぐに学童

に入れるシステムにして欲しい。でなければ親が近所にいない主婦はなかなか働く事ができません。 

・休日（土、日、祝日）や小学生の学校が終わった後に預かってもらえる場所があれば、役員などの仕

事ができるのになぁと思いました。今後そのような場所ができると嬉しいです。 

・近隣の新座、志木、板橋の学童や放課後の居場所作りを見習ってほしい。学童は、６年生までは希望

者は受入れるべき。子供には将来性があるので、財政をかけてでも”投資”すべき対象では。 

・児童クラブが終わる小３以降の預け先が不安です。１人っ子なので、特にどうすべきか考えてしまい
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ます。 

・放課後、児童クラブのお迎え時間を延して欲しい。又は、メリーポピンズ学童クラスへ市から補助を

出して欲しい。働く母の全員仕事が 17時で終わる訳ではない。今は女性でも役職がつき、部下を残

して先には帰れない。今の日本では、ダイバシティ女性活用がキーポイントである。働く女性を応援

するなら、市の協力も必要である。（保育園＆学童について） 

・学童保育の時間が短過ぎる。（保育園と同じにするべき） 

・また、放課後児童クラブが費用的に高いです。パートだと預けられません！！夏休みだけとか作って

欲しいです。児童館で子供を預けられる様に、東京都と同じにして下さい！ 

・学童はビデオ等を減らす＆おやつのスナック菓子、チョコレート等をやめて頂けるともっと有難いで

す。 

・児童クラブの一時預かりがあると、子供を一人で留守番させなくて済むので安心できる。 

・学童時間の見直しを希望。 

・また最近では児童クラブの定員オーバーの問題もあり、定員枠に入れたいとしても場所を取り合って

喧嘩する様な状況では、人数に対する広さが充分とは言えない。 

・夏休みに子供を預けられる場所があると良い。都内では放課後や夏休みに子供を見てくれている場所

があると聞きます。 

・保育園の支援の充実さ（保育時間・給食等）のわりに、小学校の学童保育が伴っておらず不安です。

特に、低学年の子供は、保育園と同じ様な体制をとってもらわないと仕事が続けづらいと思います。 

・子供が小学生になると、今より仕事が難しくなる。（預ける時間帯が厳しい） 

・和光市で、１日単位で放課後の預かりをしている学校があると伺いました。このように、安全に子供

を預かってもらえる場所が増えれば、働ける方も増えるので、ぜひ朝霞でも取り入れて欲しいです。 

・子育て支援について、共働き（夫婦共フルタイム）で子育てしている世帯で、小学生になると、預け

先、預けられる時間の選択肢がなくなり、困っている。近くに祖父母等頼れる人がいない。ファミサ

ポも毎回必ず利用出来るわけではない。（条件が合わないなどで）低学年から１人留守番している家

庭が多い。都内など、留守家庭支援の方策を参考に出来る自治体はあるので、朝霞市はもっと頑張っ

て欲しい。 

・保育園は他と比べても充実していて、この市に住んで良かったと思う。学童保育に関しては他と比べ

ても特色もなく、遠方（片道 1.5Ｈ）にフルタイムで働くには不十分。民間の学童やベビーシッター

もほとんど選択肢がなく、小１の壁をひしひしと感じる。（来年小１になる娘がいます）朝霞は特に

都内に共働きする世代が多い若い町だけに、保育園だけでなく学童保育にももっと力を入れて欲しい。 

・年長の子を持つ親です。毎年、ある一定期間のみ仕事の依頼があり、働いていますが、小学校に入学

してから学童が定員を超えている現状だと知り、学童に預けられなかった場合、今後の仕事に影響を

きたす恐れがあり、今から不安に思っています。仕事が決まった即日から、学童に入れられるシステ

ムを作って欲しいと思います。 

・未就学児の間は時短勤務出来るが、就学後はフルタイムに戻さなければいけないのに、学童の開所時

間が保育園よりも短いのでお迎えが間に合わないので、学童も 20時まで預かって欲しい。このご時

世、鍵っ子は心配。 

・民間の学童を増やして欲しい。又は、放課後児童クラブの時間を 20時か 21時にして欲しい。全ての

働く親が 19時迄に迎えに行ける訳ではありません。シフト制で働いていると 19時迄にお迎えは 100％

無理です。 

・子育てに関してもそこまで不安はありませんでした。希望としては、放課後児童クラブにちゃんと入

れる事、児童館の様な施設（小学生も遊べる）が近所にある事（15年間待ちわびていましたが、近く
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にないです）。 

・後、共働きばかりに気を使い過ぎる！子供だけ面倒を見ている親にはあまり良い事なし。学童も働い

ている人だけ。働いたらそんなに偉いの？！と言いたいです。近くに祖父、母がいないので、育てて

いていっぱいいっぱい（小１でも）。少しの間、学童と一緒にと言ってもダメ。だから一人で留守番

させないといけない。そんな状況が多くなっていると思う。どうしても子供の帰る時間に帰れない、

出産・急病の時（特別な急な時）等は、小学校で預かってくれる待機出来る体制が欲しい。小学校が

終わった後も学校に居られる様にして欲しい。時間を決める、誰がいるか連絡、前もって連絡してお

くと助かります。一度家に帰って遊びに来るというやり方にこだわり過ぎ。一人で育てている人にと

って学校の学童の様なのは本当に欲しいです。夫が海外勤務なので一人で対応しているときついです。 

・理想は上記問 22の「３」だが、正社員でない為、時短制度がなく、しかし点数が高くないと保育所、

児童クラブに入れない為フルタイムで働くしかない。保育所や児童クラブを増やして欲しいです。点

数がある程度低くても入れる様にして欲しい。 

・小学校の学童が、今年の１年生で入れなかった子が多数居たと聞きました。保育園に通う子が増えて

いる今、学童も増えないと足りない状況になるのは当たり前の事ではないでしょうか？来年度からの

定員についても早急に取り組んで頂きたいと思います。保育園でも延長保育があるので、学童も 20：

00迄の延長を作って欲しいです。 

・学童が足りていない小学校がある様ですが、来年はどういう対策をしているのかＨＰに載せて欲しい。 

・放課後児童クラブは 19：00迄と聞きました。私ま今、時短で勤務していますが、小学校入学で時短

は終了しフルタイムになると 19：00又は 20：00迄の勤務になります。日高市では今年の４月から 20：

00迄預かってくれるそうです。朝霞市でも改善して頂けたら良いと思います。 

・学童ではなく放課後５時まで預かってくれるというのが、現在行われていなければ、検討して欲しい

です。新座市、東久留米市では実施されている様な話を聞きました。 

・日曜就労家庭も多いので、児童クラブや保育園の日曜日実施。 

・学童が足りず、３校で空き教室がある小学校まで移動していると聞き、不安になりました。特に大規

模の小学校は学童を充実させて頂きたいです。一番負担になっているのは、子供達自身だと思うので、

早急に対応をお願いしたいです。 

・子育てするにはお金がかかる。土日祝の仕事を探そうとするとあまり無いので、それが困ります。あ

と、小学生になった時に学校から帰る時間に戻れない時、学童に入っていない人は困ってしまうので、

時々でも預ける事が出来る施設があればもっと良いと思います。児童館や支援センターで少しでも未

就園児を見てくれると助かる。 

・本町に児童館や大きな子育て支援センターがなく、とても残念です。 

・小学校の放課後児童クラブ及び保育所について。短時間の就労やフルタイム就労でない場合でも、充

実して欲しい。利用できる様に。 

・うちの子にはハンディキャップがありますが、保健師さんの質があまり良くないかな、と思います。

サラリーマン（公務員）ですね。弱い者への理解、接遇、関係機関の調性もしないｅｔｃ問題が多い

です。（人にもよりますが、大体同じ傾向です）。特に子供が小さいうちは親も不慣れで不安です。親

身になって下さいね。専門職でも市は野放しにしないで、きちんと市長の管理をお願いします。 

・夜間の小児救急を充実させて欲しい。 

・産後のヘルパーさん支援をして欲しい。 

・幼稚園でも視力検査をしてくれると良いです。 

・また、新座市は子供医療費が 18歳まで公費負担との事。できれば朝霞市も入院のみではなく、拡充

して頂けると有難い。 
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・皮膚科、眼科の病院が無い。新しく入居しても、ママ友が出来る仕組みがない。 

・高校生まで医療費を無料にして欲しい。 

・医療施設が少なく病院が限られている。夜間救急等が少ない。 

・朝霞は歯科が多く、皮膚科・小児科・産婦人科・眼科が少ない。病院は小さく待合室は狭く、子供と

待つには長く２時間位かかる事も…。病院の待ち時間が長く、病院へ行くと疲れます…。予約制にす

る病院を増やす等、イライラしない子育てが出来ると嬉しいです。 

・たくさん子供を産みましたが市からのサポートはたいしてなかった様に思います。出産の時、予定日

を過ぎてからの検診の負担がとても大きくて、毎回自費でした。母子手帳にあった券が足りなくなっ

ても対応して欲しかったです。 

・又、小児科が少なく混雑し過ぎているので、医師数が増えると良いと思います。 

・市内に小児休日・夜間救急がないのが不安。子供の多い朝霞なので、是非設置して欲しい。 

・医療では、小児科の治療時間が短い所が多く、ＰＭ7：00位までやっている所が増えて欲しい。 

・朝霞駅南口のも病院（内科）があれば良い。 

・子供が増えている地域なのに、小児科や皮膚科、耳鼻科などが少ないため和光の病院へ行く事がある。

また、車がない世帯の場合、バスの利用を考えると思うが、栄町の方あまり本数・停留所が少ない。

駐屯地の跡地についても、公園等はたくさんあると思うので、病院や買い物出来る場所にして欲しい

と願っています。 

・きちんと仕事をし子育てをするには、朝霞市はＬｏｃａｔｉｏｎ、環境共にとても良いと思います。

今ある自然をなくさない方向で、是非温存頂きたいです。長男が小３になり、授業中の課外活動（社

会科見学や畑、等々）が沢山あり、とても良いなぁと思いました。これからも是非続けて頂きたいで

す。 

・朝霞の森はＢＢＱができたり、子供が遊べる広々とした環境で気に入っています。今後も是非残して

欲しいです。 

・自然が残っている所（朝霞の森等）は今後も残していって欲しいです。・子供のために自然を大事に

して欲しいです。 

・朝霞は他の市に比べ、公園が多い点が気に入っています。 

・子供が安全に過ごせる環境である事が親は望んでおり、安心して仕事出来る事に繋がると思います。 

・道路も狭く、児童遊園に木が茂っているなど、子どもの安全性が気がかり。事件に巻き込まれないよ

うな対策を。 

・三中のサイトウアンナさん誘拐事件が未解決の為、まだ不安。アナウンス等駅に大きなポスター貼っ

て欲しい。→現在のは貼り紙小さい。 

・最近治安が悪い。おまわりさんの自転車パトロール等増やして欲しい。定住予定です。よろしくお願

い致します。 

・不審者情報が多いにもかかわらず、何の対策も見えない。 

・治安がイマイチ。 

・ただ、不審者情報等多く、斉藤あんなさんの事件もまだ解決していません。女の子が二人いるので治

安面が不安です。市外の人に「あさか」＝治安悪いというイメージがある様です。 

・現在住んでいる場所はとても良い環境ですが、駅周辺で起きた殺人事件や爆破予告、変質者情報が市

のホームページから詳細がわからないのはどうかと思う。噂や憶測で不安になり、子供を預けている

間ずっと心配。情報提供を密にして欲しい。 

・近年様々な事件が朝霞市内で起きています。事件時には色々注意喚起の連絡が来ますが、結果どうな

ったのかどれも不明です。安心して子育てが出来るように安全な地域づくりをお願いしたいです。 
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・安心して子育て出来、老後も朝霞市で住みたいと思える様な町づくりは、「治安の良さ」を無くして

は語れません。子供達が安心して遊べる場所、市民が安心して過ごせる街づくりをして頂きたい。公

園付近の夜中の賑わい、真夜中の花火等パトロールして頂きたいです。 

・通学路の安全対策、公園の安全対策に力を入れて欲しい。 

・通学路には、できるだけガードレールを設置してほしい。 

・道路（歩道含む）が狭いので子供が自転車に乗るのが大変心配。また、車道においてもまだまだ自転

車レーンが足りない。無理に走ると危険である。たちばな幼稚園の通りの朝の車利用者が多く、また

速度が法定速度を超過していると感じる事が多々あり、一方通行にして欲しい。 

・岡に住み始めて１年半になりますが、以前住んでいた東弁財に比べて歩道が極端に狭い所が多く、最

近は自転車も道路を走行しなくてはならないので、子供が自転車で車道に出る様になる事も考えると

怖いです。歩道が広がれば今より安心して子供と歩く事が出来る様になるのではないかと思います。 

・通学路にも関わらず、車の通りが激しく信号が少ない。（アカリエの近く）根岸台。 

・道が狭い所が多い。歩道をもっと作って欲しい。 

・道路が狭く、車を使用しづらいし自転車・徒歩も危なく感じる。街全体がごみごみしている。 

・朝霞駅（南口）→本町への通り、道路が狭過ぎて非常に危険！！子育て支援よりもそちらをどうにか

して頂きたい。 

・歩道が狭い。 

・道路が狭く、子供が自転車で通るのに不安な所がたくさんある。歩道・車道・自転車ときちんと分れ

て通れる道が増えて欲しい。 

・泉水の坂等、歩道が狭くて、子供が小さい時は、ベビーカーで通るのが大変でした。子供が小学校へ

の道で利用しているが傘をさす時等心配。もっと安心安全な歩道が欲しいです。 

・朝霞は土地にアップダウンが多いので坂の上と下の町や施設では行き来しづらい。子供を乗せて自転

車で移動するのがメインの私たちにとって、例えば児童館や図書館等の施設が同じ地域にあるのはと

ても重要だと思う。 

・バス路線、交通量の多い道路の拡張整備、外灯を増やす等、歩道の整備と並行してやって欲しいです。

ベビーカー使用していた頃に、道路状況が悪いと思いました。段差が多いので、段差を無くす様にし

て欲しいです！！ 

・市内の歩道事情がとっても悪いと思います。大雨が降れば深い水溜りがあっちこっちに出来るし、歩

道がいきなり無くなる場所もある。道幅も狭いし、歩道脇に植えた街路樹で見通しが悪く、車で店の

駐車場から出るのが怖い時もよくある。マルエツ近くの交差点も危険に思う。総じて道路事情が悪く

危険と感じる。※和光‐富士見バイパスを早く通して欲しい。 

・子供を連れて歩くには危険な道が市内に多数あります。道路の安全は子供だけでなく、どなたにも大

事な事であるので、歩道の設置・道路拡大等考えて欲しい。 

・子供が安心して歩けるように歩道が欲しい。・畑と道路の柵に有刺鉄線を使用している所があり危険

です。やめて欲しい。 

・駅の周りは綺麗に整備されているが、少し離れると狭い道、アップダウンが激しく車の運転がしづら

かったりして住みにくいのでは。 

・道路が危険過ぎるので、改善を強く望みます。 

・歩道を作って欲しい（特に通学路）お願いします！！ 

・宮戸のたちばな幼稚園から宮戸保育園～３小の通学路が、車通りが多いのに歩道が狭く危ないと思う。 

・道が狭い。 

・最近自転車の交通ルールが厳しく言われる様になりましたが、歩道が狭い道が多く、子供を乗せて車
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道を走っていると怖いし、クラクションを鳴らされる事もあります。自転車専用道路がもっと増える

と嬉しいです。 

・あと、道路が狭くて危ない所が多く、ベビーカーや自転車は怖いです。 

・歩行者・自転車・車両が安心出来る道路、子供の自転車の安全。 

・通学路の道路整備をきちんとして欲しいです。 

・祭は盛大で良い街なのですが、そちやに費用を使用しているからか、道路がボコボコ、外灯が少ない

ので夜道を子連れで通行するのに大変危険です。そちらの整備をしっかり行ってもらいたいです。 

・市内の道が狭すぎるため、もう少し広くして欲しいです。 

・常々思っているのは歩道（安全な）がない所が多いですね。あとは街の道路が暗いです。実家は横浜

市で、引っ越してきた頃は夜になると真っ暗になるのに驚きました。（電灯が茶色い事にも）子供が

安心して自転車よりも優先的に歩ける広い歩道、夜でも暗がりをなるべくなくす。 

・子供を育て上げる上で特に不満なのは、道路（歩道）の環境。危ない道路が多過ぎる。 

・歩道が少ない。スーパーに行くのに子供を歩かせるのが危ない。（ベビーカー含めて） 

・冬季や暗くなるのが早い時、黒目川など街灯が少なく歩いていて危ないと思います。街灯の充実を希

望します。新座市はＬＥＤが点いていて、とても明るいです。 

・安心してボール遊びができる環境が欲しい。 

・花火をする様なスペースがないと思う。公園でボール遊びが不可能な公園が多いので子供が可哀想。 

・公園予定地が近くにあるが、８年過ぎたがまだ出来ていない。子供が大きくなる前に出来て欲しい。 

・また、学童に行く子、行かない子で遊べる子が分けられてしまうので、学童の子もそうでない子も放

課後一緒に遊べる仕組みを作って欲しい。 

・私は大阪から昨年引越して来ましたが、朝霞は公園等、大・中・小を含めて少な過ぎな様に思います。

大阪の時は保育園の帰り、夏場日の長い時期は 4：30以降から公園に寄って家に帰りましたが、今は

保育園の帰りに公園に寄れる様な所がありません。もう少し遊び場、公園を増やして欲しいです。 

・和光市と比べると遊び場や施設の充実度が低い。 

・現状では、子供が保育園に通い大変お世話になっておりますし、公園等の遊び場も充実しており満足

です。 

・ボールで遊べる公園が少ない。 

・ボール遊びや自転車の練習が出来る様な公園が近くに無いので、大きい公園が欲しい。 

・子供達が思いっきりボール遊び出来る公園が限られていて困る。子供達が遊ぶスペースのある飲食店

がない。 

・溝沼１丁目辺りには公園がありません。公園を作って欲しい。近所の小学生はボール遊び出来る所が

ないと困っています。 

・自然が多く住みやすそうで、隣の市にいますが、どんどん家が出来て、緑が少なくなってきているの

は寂しい気がします。子供達が遊べる場所を増やして欲しい。 

・芝のある公園を増やして欲しい。 

・もっと公園を作って欲しい（小さくてもいいので、木陰やトイレのある公園）。 

・子供達がボール遊びが出来る場所が少なくて、今の子供は可哀想だなと思います。 

・ボール遊びの出来る公園が欲しい。 

・子供の成長に合った遊び場（公園等）の設備、球技等ＯＫの場が少ない感じがします。 

・道は狭く、近所の公園では禁止される事が多くなりました。 

・また、子供が思いっきりボール遊び等が出来る場所が本当に少なく、外遊びもなかなか出来ず、将来

を担っていく子にとって見れば、とても可哀想に思います。 
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・子供が子供同志だけで遊んでいても安心な環境。 

・公園の他に子供が楽しく遊べる場所が欲しい！！ 

・あと公園も少なく、少ない上に遊具もない、ボール遊びもダメと言われ、子供はどこで遊べば良いの

か？ 

・スポーツクラブもあれば尚良い。 

・栄町地区に児童館が欲しいです。いつも和光の児童センターを利用しています。 

・本町地域に公園、児童館がない。ゆめぱれす改築時作って欲しい。 

・栄町に児童館を作って欲しい。 

・児童館や図書館・スポーツ施設等、とても充実していて子育てにはとても良い市だなぁ～と実感して

います。 

・朝霞の子育て施設（児童館ｅｔｃ）はとても綺麗でびっくりしました。お金がかかり過ぎと思う。（電

気代節電等で）使っていなくても電気がついていたり、経費削減した方が良いと感じました。 

・子供・ママのサークルで公民館を利用しているが、公民館の事務（スタッフ）の（中央・北）態度が

悪過ぎる。疑いの目で（営利団体ではないのに）見ている。抽選が不公平。人口が増えサークルも増

えている。サークル活動の出来る施設を増やしてほ欲しいです。 

・ふらりと立ち寄れる、外で“たまれる”場所が欲しい。サークル等決まった日時に集まる集団ではな

く、日常生活の中で思いついた時に、知っている人に会える場所＆知り合いを増やせる場所が欲しい。

核家族で人に会えないのが寂しい。出来ればプレーパークを常設にして欲しい。子供に軽度の発達障

害があるので、児童館等で遊ぶのがなかなか難しい。行く場所がなく親子共に孤立している時、プレ

ーパークに出会ってとても助けられている。プレーパークには療育の要素がつまっているので、子供

の発達支援の面でも効果を感じている。核家族化、孤育てが進む中、児童館・子育て支援センター・

ファミサポ・プレーパーク等、たくさんのセーフティーネットを用意して欲しい。どの施設、制度が

その家族に合うのかそれぞれなので。高齢の方、近所の人と会う機会がない。 

・子育てに係る市事業の変更内容の説明が不十分に感じている。特に配布される説明書的な通知文章が

非常にわかりにくいし、内容をわかっている人が読めばわかるような資料、読みにくい。選択内容に

よっては生活に関わる大切な事もあるので配布資料は誰が読んでもわかる物で、見やすい物を作成し

て欲しい。せっかくの事業、良い物も会計に負担になる物も（保育料の増額等）きちんと説明する責

任が市にはあると思う。 

・習い事など課外活動の場の情報が得られにくいので、まとまったものを地図やサイトで検索出来れば

嬉しいです。 

・いろんな理由から１人っ子ですが、本当はもっと欲しい。けど、小学校入学するまでにかかる費用が

高過ぎ、パートナーが２人目をつくる事を拒否しました。女性が育児をする事は当たり前だと思いま

すが、男性も育児に対する情報を、もっと市の方でも発信して欲しい。いろんな事情で１人っ子を選

択しましたが、もう少し１人っ子に対して補助を増やして頂けたらと思います。 

・すべての小・中学校に特別支援学級を設置して欲しい。 

・小学校の１クラスの人数をもっと少なくして欲しい。習い事をさせる余裕はないので、学校での授業

が子供の教育の全てになってきます。もっと手厚い授業を望みます。 

・入学前に学校公開日が数多くあると良いです。（小、中学校とも）。さらに実際に学校での生活が体験

出来る日があると良いです。 

・小学校１クラスの人数が多過ぎる。（現在 40人） 

・教育に関する取り組みは、もっと朝霞市オリジナルのシステムや授業などあっても良いと思う。Ｅｘ．

小学校で英語教育の高いレベルを充実してみる。算数やスポーツで、良く出来る子の特別教室を実施
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してみる等。中学校で姉妹都市での短期交換留学等。 

・学校に給食室があると良いです。運搬がなくなるので、ご飯は美味しいと思います。学校によって、

新しい学校にはあるなどの差はおかしいです。 

・学校の勉強のレベルアップ。志木のレベルまで引き上げて欲しい。 

・朝霞４小ですが、３年生が 40名（１クラス）とかなり人数が多いと思います。教室も人数が多すぎ

て圧迫感がありますし、勉強面でも不安です。こちらの改善も検討して頂きたいです。 

・朝霞は他市に比べると小中学校の授業時間確保に苦労している様に感じます。土曜日の登校等を検討

して頂き、余裕のある学校生活にして欲しいです。 

・合わせて、子供達を預かりながら教育する制度が整えば、講師の需要も増え、教育と雇用の両方の改

善に繋がるのでは…と感じています。 

・保育園・小学校の放課後等で、働く親の為の充実。塾・サークル等の利用、別料金でも専門の先生で

も良いので、無駄に遊ばせている時間で習い事を出来る施設管理機関を作ってもらいたい。働く親は、

習い事をさせる時間が取れない。（英会話・スイミング等）子供を預けている時間を使って！！ 

・子供が習える場所がもっとあると良いと思います。 

・とっても住みやすい市だと思います。お店も子連れウェルカムな所が多く、有難いです。これからも

宜しくお願いします。 

・近所の小学生のマナーの悪さに驚きます。朝、こちらから挨拶しても返事がない。あるいは、小さな

微かな声でしかたなく言う。木を蹴りながら歩いている。４小のお子さんは笑顔も活気もない。朝、

病人の列かと思う様な雰囲気で歩いて行く。我が子をこの集団の中に入れても良いものかと考えてし

まいます。私は、朝霞三小（昔の話ですが）でしたが、毎朝明るく元気良く学校へ行ったものです。

“挨拶”もしないなんて、学校で朝の挨拶をしなくてよいと、知らない人には挨拶もするなと教えて

いるのでしょうか？まず第１に明るい“挨拶”と“笑顔”が大切だと思います。そういう事が普通で

ある町に住みたいと思います。 

・子供は未来の宝です。子供が少ないと今の大人達は将来、生活面でも肉体面でも大変になります。な

ので、未婚の方達が出会える場、出産、子育てへの支援を向上し、他県や他市の方達も住みたくなる

ような町づくりをしてほしいです。 

・朝霞市は大好きです。子供を通じて、地域（近所）の皆様にも良くしてもらっています。 

・朝霞市の第８小学校の役員について。子供が２人小学生なら、必ず２つ係又は役員にならなければい

けない為、働いているのにそんなに休みは取れない。精神的に苦痛を感じるが、小学校も変えらずど

うにかして欲しい。知っていれば引越さなかったのに。 

・小学校でも制服があると良いです。それは、その子によっておしゃれする子、できない子…と出て来

て、家庭で私服の準備が大変になると思うからです。 

・児童館、支援センターの駐車場をもっと増やして欲しい。 

・学校給食等産地を西日本の物を使って欲しい。放射能まだまだ終わっていません！！ 

・ＰＴＡの異常な負担は改善されないのか？前倒前倒という旧態依然とした学校体質が感じられる。 

・小学校の授業参観の日程が月末月初に設定される事が多く、民間企業で共働きの為、休みを取って参

加するのが難しいです。（月末月初は仕事が忙しいものですが、先生方には関係ないのでしょうか？）

来年度には下の子も小学校に入学するので、小中高学年で参観日の日程が異なるようで、一体何回仕

事を休めばいいのか…改善して下さい。 

・ＰＴＡ活動の強制はやめさせるべき。仕事でも無理に休ませて参加を強制させる内容ではない（除草、

ベルマーク等）し、それぞれの家庭の事情に配慮がない。 

・障害を持った家庭に対して、対応がいまいち良くない。和光市は来年就学予定の子の面談等のスケジ
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ュールが立てられているが、朝霞は全く市から話が来ない。いったいどうなっているのか…。 

・保育所は増えているが、そこに質が追い付いているかは疑問。待機児童が０になればそれで良いとい

う訳ではないと考えます。親が働いている、働いていないに関わらず子供をどういう環境で育てたい

か、選べる（現在はフルタイムだと、現実保育園でないと厳しい）そういう時代に変わっていくと有

難いです。 

・また、放課後クラブ等、申し込み手続きが出張所でも出来る様にして欲しい。本庁舎に行くのもフル

タイム就労者には負担。 

・シルバーの方達をもっと活用し、子育て見守りサポート等小学生の通学路見守り等、増やして下さる

と安心です。 

 

【5. その他】 

・朝霞台駅には、なぜエレベーターを設置しないのでしょうか。急行も止まる、北朝霞駅もああるのに

（各駅しか止まらない朝霞駅の方がＥＶもあり充実しています）ベビーカーはエスカレーターだと危

ないです。市役所までの道のりも、小さい子ども連れだと、危ないという話をよく聞きます（朝霞駅

から行く場合）子育てに優しくない街です。大きな事も大切ですが、まず小さな事から目を向けて欲

しいです。 

・朝霞駅東口の駐輪場が足りません。朝霞駅の東口と南口の連絡通路が無く、自転車での行き来が不便

です。 

・朝霞台駅にエレベーターが無い。ベビーカーの母子連れは本当に大変な思いをしています。エレベー

ターをつけて下さい。子供を抱っこして、大きな荷物を持ち、更にベビーカーを畳んで手に持ってエ

スカレーターに乗るなんて無理です。だから危ないと思いながらもベビーカーに子供を乗せたままエ

スカレーターを利用しています。本当にお願いします。 

・朝霞の街並みを美しくする為に建築規制をして欲しい。駅前はきれいになったが、マンションと戸建

てが汚らしく乱立して、とても美しい街並みとは言えない。大人になっても離れ難い、心に残る美し

い景観の街を造っていって欲しい。 

・保育園の数だけ増やし、学童の受け入れ数を増やさない、増やす対策が遅過ぎる。大規模なマンショ

ンの建築を許可し続ければ、子育て世代が入居し、その地域の一定期間に子どもが増える＝受け入れ

が不足するのは容易に想像できたはず。また、ニュータウンのように一時期だけ若者が増えるが、50

年後に高齢化地域になるのではないか。 

・最近は特にマンションや住宅が増え過ぎている様に感じる。学校も地域によって人数のバラつきがあ

るし、通わせたいと思えない。改善して欲しいです。 

・ただ、近所は建設ラッシュで雰囲気が変わって来ました。（家だらけ…。）子供のためにも親としても、

市には協力していきたいとは思いますので、市からも色々広報して頂けると助かります。 

・巨大マンションがどんどん建ち並び、それに伴って病院や学校が増えていくべきなのに、追い付いて

いない。アンバランスが感じられる。 

・現在住んでいる地域の環境に満足はしているが、高齢になった時、もう少し近くにスーパーやドラッ

グストアであれば生活に車を使わずに助かると感じる。朝霞市にはそういった地域が多いのではない

かと思うので、誘致などをお願いしたい。 

・朝霞市にはショッピングモールや大型店舗がないので、普段の買い物以外は、ほとんど他の地区で買

います。 

・もっとショッピングセンターやスーパーを作って欲しいです。 

・近くに複合商業施設があると住みやすい。（朝霞台駅周辺）今は、子供服・スポーツ用品・家具等買
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物に、わざわざ新座や戸田、川口まで行っている。オリンピックでは物足りない。 

・坂の下の田島にもスーパーや精肉店といった食材を買える場所が欲しい。 

・それと、大型のショッピングモール…あれば満足。 

・朝霞市はマンション、家ばかり建ち、買物が出来る施設が少ない様に思えます。 

・車がないと買い物に不便なので、駅近くにもう少し買い物環境が出来ると良い。 

・栄町にお店を増やして欲しい。 

・現在小学３年生の子どもを放課後児童クラブに通わせているのだが、入所学年が６年生まで引き上が

ったにも関わらず、住んでいる地域の児童クラブは４年生になると定員超過で入所出来ない。他の地

域ではパートタイム就労の家庭でも入所出来るのに、我が家のようなフルタイム共働き世帯が入所出

来ない地域の不平等は早急に改善して欲しい。入所学年を引き上げた時点でわかっていた課題を市が

なぜ放置しているのか市政に疑問・不満。 

・健康増進の為に遊歩道を整備して欲しい。 

・昨年、子育て制度の改訂では突然の（保育園認可）措置があり、日頃定期的に市民のニーズや現状を

把握されているのか、又、市民の声がどの程度市政に反映しているのか、大変疑わしい気分になりま

した。大勢の子育て家族の不信感を煽っていると思います。意識調査は良い事だと思います。 

・ちょこっとの経済的支援を各家庭に支払うよりは、市の中の利用施設やその維持・環境を豊にする事

にあてて欲しい。市民税をいっぱい支払っている者にとっての、定住する魅力を感じさせて欲しい。

高額納税者にとって何のサービスもなく、施設も増えず残念な数年間を感じている。 

・このようなアンケートはインターネットも活用したらいかがですか？印刷や郵送に使う費用は税金で

すよね！？貴重な税金を無駄にしないで下さい。 

・是非良い町にして下さい。 

・待機児童がいるから保育所を作る、といった短期、ポイントポイントの施策ではなく、その子達が小

学校に上がった場合の学童の充実など、成人するまでの長い期間で考えての施策をして欲しい。 

・防災あさかのアナウンスが全然聞こえない。 

・税金高過ぎ。 

・朝霞市は自然が豊かであるものの、産廃等工業系施設からの廃ガスが多く空気が悪い。また、地形的

に急な坂道、細い路等も多く、自身が車を運転していても歩行者や自転車の人達が見えず危ないと感

じる時がある。十分な道幅、ミラー等が設置出来る様に、新規の住宅地が出来る際にも市による指導

をお願いしたい。無秩序な宅地化は、子供達にとって危険な道、街をつくる事に繋がりかねないと心

配している。市の施設（図書館、わくわくどーむ、市役所等）や医療サービスに満足している分残念

です。 

・公立保育園の保護者会が行う対市交渉で、対応する親は毎年変わるのに、毎年同じ様な事が議題に挙

がるのは何故ですか。市が本気で対応しようとしていないからではないですか。形骸化した会議は無

意味です。 

・高期高齢者のお金が高いです。 

・共働きの際に保育所の入所について、入所出来るか、出来なかったらと言う不安になる気持ちに対し

て、保育所の充実と相談する窓口の対応がとても事務的な点が多く感じられるので、察しての対応し

て頂きたいと感じます。 

・市役所の市民に対する対応、感謝しております。どうも有難うございます。 

・特に可もなく不可もなくといった印象で、「朝霞ならでは」という特色に欠ける。「子供を育てるなら

朝霞」と認識される様になるには、もっと独自の支援策を打ち出すべき。 

・若い方の定住や子育て支援等を望むならば、（朝霞）市としての取り組みはまだまだ努力する必要が
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あると思います。良い処を伸ばして、子供達に引き継いで行ける市になって欲しい。 

・国として、共働きを推進するのであれば、市政で子育て支援制度を充実する必要があると思う。子供

は大人からどれだけ見られているか気にしており、周りの大人が皆で支えるべき。→具体例。派遣の

保育士制度。ベビーシッターの様に、自宅に派遣出来る保育士を作る。民間ではなく、自治体で運営

する。 

 

 

 

 

 


