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・テーマ   １．朝霞市のシティ・プロモーションについて 

       ２．朝霞市民まつり「彩夏祭」について 

         ３．“暮らしつづけたいまち”ってどのようなまちを想像しますか？ 

 

・実施期間  平成 30 年２月 6 日（火）から平成３０年２月２０日（火）まで 

 

・調査対象者 朝霞市市政モニター １７１名 

 

・回答者数  １０８名  回収率   ６３．１６％ 

 

・回答者の属性 

 

 

（１）性別

性別 人数 構成比（％）

男性 41 38.0

女性 64 59.3

無回答 3 2.8  

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

（２）年代

４０代 19 17.6

17 15.7

年代 人数 構成比（％）

15 13.9

0 0.0

5 4.6

７０歳以上

３０代

５０代 23 21.3

６０代 29 26.9

２０代

１０代
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（３）回答方法

郵送 87 80.6

21 19.4メール

人数 構成比（％）回答方法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※構成比率は、回答者数を基数として百分率（％）で表示しています。百分率は、小数点以

下第２位を四捨五入して算出しているため、合計が１００％にならない場合があります。

また、複数回答の場合は、構成比率の合計が１００％を超える場合があります。 

※自由記述の表現はできる限り原文のまま記載していますが、一部表現を修正しているとこ

ろがあります。 

 

（４）地域

0.9

上内間木 1

西原 1

大字溝沼 1 0.9

0.9

北原 3 2.8

田島 2 1.9

浜崎 4

西弁財 2

下内間木 1 0.9

仲町 1

岡 5 4.6

3.7

4.6

幸町 5 4.6

東弁財 5

根岸台 7 6.5

泉水 6

溝沼 6 5.6

5.6

宮戸 7 6.5

本町 7 6.5

12 11.1

地域 人数 構成比％

三原 11 10.2

朝志ケ丘 8

膝折町

栄町 13 12.0

0.9

7.4

1.9
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やや満足 28 25.9

どちらともいえない 22 20.4

やや不満 35 32.4

○テーマ３　“暮らしつづけたいまち”って、どのようなまちを想像しますか？

平成２８年度より、市の最上位の計画であり今後１０年間の市民と行政の共通目標となる「第５次朝霞市

総合計画」がスタートしています。

この計画は、市の将来像（ビジョン）を「私が 暮らしつづけたいまち 朝霞」とし、一人ひとりが「暮

らしつづけたい」と思えるまちとして、市では以下の４つの基本概念（コンセプト）に基づいた施策に取

り組んでいます。

【安心・安全なまち】・【子育てがしやすいまち】・【つながりのある元気なまち】・【自然・環境に恵

まれたまち】

そこで、皆さんの暮らしの中でこれらの４つのコンセプトが実感できているかをお聞きし、このアンケー

トの結果と市が実施した施策とを継続して比較していくことで、今後のまちづくりに役立てていきたいと

考えています。また、このアンケート結果については、市が実施している行政評価制度の外部評価委員会

における施策の評価過程において、施策に対する市民の満足度を示す資料として活用させていただきま

す。

問１ 市では、【誰もが歩きやすい歩道の整備や生活道路の安全確保】のために、「やさしさに配
慮した道づくり」「まちの骨格となる道路づくり」「特性に応じた市街地づくり」に取り組
んでいます。これについて、あなたは、日々の生活の中でどのように感じていらっしゃいま
すか。（○は１つだけ）

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 6 5.6

満足 9 8.3

やや満足 20 18.5

どちらともいえない 44 40.7

無回答 2 1.9

不満 15 13.9

問２ 市では、【ユニバーサルデザインに配慮した公共施設の整備】のために、「良好な交通環境
づくり」「すべての人にやさしいまちづくり」「まちの骨格となる緑づくり」に取り組んで
います。これについて、あなたは、日々の生活の中でどのように感じていらっしゃいます
か。（○は１つだけ）

回答内容 回答件数 構成比（％）

問３ 市では、【地震災害時の避難路や緊急輸送路となる幹線道路の整備】のために、「まちの骨
格となる道路づくり」「災害や犯罪に強いまちづくり」に取り組んでいます。これについ
て、あなたは、日々の生活の中でどのように感じていらっしゃいますか。（○は１つだけ）

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 9 8.3

やや満足 21 19.4

やや不満 18 16.7

無回答 1 0.9

不満 16 14.8

どちらともいえない 46 42.6

やや不満 18 16.7

無回答 5 4.6

9不満 8.3
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回答内容

問５

問４ 市では、【集中豪雨などによる浸水被害の軽減対策】のために、「災害や犯罪に強いまちづ
くり」「公共下水道の整備」「まちの骨格となる緑づくり」に取り組んでいます。これにつ
いて、あなたは、日々の生活の中でどのように感じていらっしゃいますか。（○は１つだ
け）

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 12 11.1

やや満足 21 19.4

2 1.9

不満 5 4.6

市では、【上下水道などのインフラ、公共施設などの計画的な耐震化・老朽化対策】のため
に、「まちの骨格となる緑づくり」「公共下水道の整備」「災害や犯罪に強いまちづくり」
「公共施設の効果的・効率的な管理運営」に取り組んでいます。これについて、あなたは、
日々の生活の中でどのように感じていらっしゃいますか。（○は１つだけ）

回答件数 構成比（％）

どちらともいえない 44 40.7

やや不満 24 22.2

無回答

やや不満 14 13.0

不満 4 3.7

無回答 1 0.9

満足 9 8.3

やや満足 26 24.1

どちらともいえない 54 50.0

どちらともいえない 58 53.7

やや不満 7 6.5

無回答 3 2.8

不満 3 2.8

問6 市では、【防災、減災のための自助、共助、公助による地域防災計画の推進】のために、
「防災対策の推進」に取り組んでいます。これについて、あなたは、日々の生活の中でどの
ように感じていらっしゃいますか。（○は１つだけ）

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 9 8.3

やや満足 28 25.9

どちらともいえない 40 37.0

やや不満 11 10.2

無回答 2 1.9

不満 2 1.9

問7 市では、【市民・地域の主体的な防犯・防災活動や交通安全活動などの支援】のために、
「防災対策の推進」「地域防災力の強化」「防犯のまちづくりの推進」「消費者の自立支援
の充実」「良好な交通環境づくり」「まちの骨格となる緑づくり」に取り組んでいます。こ
れについて、あなたは、日々の生活の中でどのように感じていらっしゃいますか。（○は１
つだけ）

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 16 14.8

やや満足 37 34.3
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無回答 2 1.9

問９ 市では、【社会的弱者といわれる子ども、高齢者、障害のある人、低所得者などが地域で自
立した生活を営むために必要な支援】のために、「子どもたちが健やかに育つ環境づくり」
「子育て家庭を支えるための環境づくり」「地域福祉の増進」「健康・生きがいづくりと介
護予防の支援」「自立のためのサービスの確立」「安心・安全な生活ができる環境の整備」
「男女平等が実感できる生活の実現」「人権教育・啓発活動」「共生社会の実現」「地域に
おける自立生活支援」「自立した社会生活・就労支援」「全ての人にやさしいまちづくり」
に取り組んでいます。これについて、あなたは、日々の生活の中でどのように感じていらっ
しゃいますか。（○は１つだけ）

どちらともいえない 56 51.9

やや不満 5 4.6

不満 1 0.9

問８ 市では、【警察や消防などの関係機関、地域の事業者との連携】のために、「問題解決に向
けた支援体制の充実」「消防体制の充実」「防犯のまちづくりの推進」に取り組んでいま
す。これについて、あなたは、日々の生活の中でどのように感じていらっしゃいますか。
（○は１つだけ）

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 14 13.0

やや満足 30 27.8

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 11 10.2

やや満足 26 24.1

どちらともいえない 48 44.4

やや不満 16 14.8

不満 6 5.6

満足 10 9.3

やや満足 20 18.5

どちらともいえない 56 51.9

無回答 1 0.9

問11 市では、【妊娠から出産・子育てと、ライフスタイルに合せた支援体制とサービスの充実】
のために、「医療体制の充実」「子育て家庭を支えるための環境づくり」「幼児期等の教育
と保育の充実」に取り組んでいます。これについて、あなたは、日々の生活の中でどのよう
に感じていらっしゃいますか。（○は１つだけ）

問10 市では、【市民が安心して暮らせるための社会保障制度の適正な運営】のために、「社会保
障制度の運営」「自立のためのサービスの確立」に取り組んでいます。これについて、あな
たは、日々の生活の中でどのように感じていらっしゃいますか。（○は１つだけ）

回答内容 回答件数 構成比（％）

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 17 15.7

やや満足 32 29.6

やや不満 14 13.0

不満 6 5.6

無回答 2 1.9

無回答 2 1.9

どちらともいえない 42 38.9

やや不満 12 11.1

不満 3 2.8
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やや不満 7 6.5

不満 3 2.8

無回答 3 2.8

満足 6 5.6

やや満足 26 24.1

どちらともいえない 63 58.3

問14 市では、【虐待やいじめ、不登校等の問題を解決するための、子どもの個性と人権を尊重し
た教育の推進】のために、「子どもたちが健やかに育つ環境づくり」「青少年の健全育成の
充実」「人権教育・啓発活動」「朝霞の次代を担う人材の育成」「確かな学力と自立する力
の育成」に取り組んでいます。これについて、あなたは、日々の生活の中でどのように感じ
ていらっしゃいますか。（○は１つだけ）

回答内容 回答件数 構成比（％）

やや不満 10 9.3

不満 4 3.7

無回答 2 1.9

満足 12 11.1

やや満足 36 33.3

どちらともいえない 44 40.7

不満 2 1.9

無回答 1 0.9

問13 市では、【急激な社会の変化に対応するための教職員の資質向上や教育内容の充実】のため
に、「朝霞の次代を担う人材の育成」「確かな学力と自立する力の育成」「質の高い教育を
支える教育環境の整備充実」に取り組んでいます。これについて、あなたは、日々の生活の
中でどのように感じていらっしゃいますか。（○は１つだけ）

回答内容 回答件数 構成比（％）

やや満足 47 43.5

どちらともいえない 32 29.6

やや不満 9 8.3

問12 市では、【全ての子どもが健やかに成長できる地域の環境づくりの推進】のために、「子ど
もたちが健やかに育つ環境づくり」「子育て家庭を支えるための環境づくり」「青少年の健
全育成の充実」「朝霞の次代を担う人材の育成」「質の高い教育を支える教育環境の整備充
実」「学校・家庭・地域が連携した教育の推進」「まちの骨格となる緑づくり」「うるおい
ある生活環境づくり」に取り組んでいます。これについて、あなたは、日々の生活の中でど
のように感じていらっしゃいますか。（○は１つだけ）

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 17 15.7
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問15 市では、【障害のある人とない人が共に学ぶことのできる教育制度を踏まえた、一人一人の
障害等に応じた教育の充実】のために、「質の高い教育を支える教育環境の整備充実」「朝
霞の次代を担う人材の育成」「学校・家庭・地域が連携した教育の推進」に取り組んでいま
す。これについて、あなたは、日々の生活の中でどのように感じていらっしゃいますか。
（○は１つだけ）

回答内容 回答件数 構成比（％）

やや不満 8 7.4

不満 5 4.6

無回答 3 2.8

満足 11 10.2

やや満足 35 32.4

どちらともいえない 46 42.6

やや満足 26 24.1

どちらともいえない 52 48.1

やや不満 15 13.9

問16 市では、【自治会やボランティアなどコミュニティ活動の活性化と連携の促進による住民の
地域意識の醸成】のために、「コミュニティ活動の推進」「活動施設の充実」に取り組んで
います。これについて、あなたは、日々の生活の中でどのように感じていらっしゃいます
か。（○は１つだけ）

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 11 10.2

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 14 13.0

やや満足 34 31.5

不満 3 2.8

無回答 1 0.9

問17 市では、【生涯学習に対する市民の関心の高まりに対するスポーツや芸術文化などの活動支
援及び学び合いによるまちづくりの推進】のために、「男女平等の意識づくり」「人権教
育・啓発活動」「生涯学習活動の推進」「スポーツ・レクリエーション活動の推進」「ス
ポーツ施設の整備充実」「芸術文化の振興」「学習しやすい環境整備の充実（公民館）」
「学習しやすい環境整備の充実（図書館）」「学習しやすい環境整備の充実（博物館）」に
取り組んでいます。これについて、あなたは、日々の生活の中でどのように感じていらっ
しゃいますか。（○は１つだけ）

無回答 2 1.9

どちらともいえない 44 40.7

やや不満 12 11.1

不満 2 1.9
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満足

回答内容

問20

やや不満 15 13.9

不満 2 1.9

無回答 2 1.9

問21 市では、【高齢者の豊富な知識や経験の活用、学習活動・就業への支援】のために、「健
康・生きがいづくりと介護予防の支援」に取り組んでいます。これについて、あなたは、
日々の生活の中でどのように感じていらっしゃいますか。（○は１つだけ）

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 17 15.7

やや満足 20 18.5

どちらともいえない 52 48.1

満足 12 11.1

やや満足 28 25.9

問18 市では、【ＮＰＯなど市民活動団体への支援】のために、「市民活動への支援」「市民活動
環境の充実」「市民参画と協働の推進」に取り組んでいます。これについて、あなたは、
日々の生活の中でどのように感じていらっしゃいますか。（○は１つだけ）

回答内容 回答件数 構成比（％）

問19 市では、【多文化共生の考えのもと、お互いを理解しあうためのコミュニケーションの促
進】のために、「人権教育・啓発活動」「外国人市民が暮らしやすいまちづくり」「多文化
共生への理解の推進」に取り組んでいます。これについて、あなたは、日々の生活の中でど
のように感じていらっしゃいますか。（○は１つだけ）

回答内容 回答件数 構成比（％）

やや不満 18 16.7

市では、【コミュニティバス運行や路線バスとの連携による公共交通ネットワークの充実】
のために、「良好な交通環境づくり」に取り組んでいます。これについて、あなたは、日々
の生活の中でどのように感じていらっしゃいますか。（○は１つだけ）

回答件数 構成比（％）

16 14.8

やや不満

3.7

無回答 3 2.8

どちらともいえない 58 53.7

やや不満 7 6.5

不満 1 0.9

不満 16 14.8

満足 12 11.1

やや満足 22 20.4

どちらともいえない 61 56.5

無回答 2 1.9

無回答 4 3.7

やや満足 31 28.7

どちらともいえない 23 21.3

6 5.6

不満 4
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やや不満 5 4.6

不満 2 1.9

無回答 3 2.8

問25 市では、【起業家や中小企業への効果的な支援】のために、「産業育成のための連携強化」
「起業・創業の支援」「中小企業の経営基盤の強化」に取り組んでいます。これについて、
あなたは、日々の生活の中でどのように感じていらっしゃいますか。（○は１つだけ）

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 6 5.6

やや満足 11 10.2

どちらともいえない 81 75.0

満足 11 10.2

やや満足 29 26.9

どちらともいえない 48 44.4

やや不満 14 13.0

不満 4 3.7

無回答 2 1.9

やや不満 5 4.6

不満 6 5.6

無回答 1 0.9

問24 市では、【消費者ニーズに対応できる商業の振興、商店街の活性化】ために、「魅力ある商
工業機能の形成」に取り組んでいます。これについて、あなたは、日々の生活の中でどのよ
うに感じていらっしゃいますか。（○は１つだけ）

回答内容 回答件数 構成比（％）

問23 市では、【健康づくりの取組の充実】のために、「健康づくりの支援」「保健サービスの充
実」「医療体制の充実」「まちの骨格となる緑づくり」に取り組んでいます。これについ
て、あなたは、日々の生活の中でどのように感じていらっしゃいますか。（○は１つだけ）

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 19 17.6

やや満足 42 38.9

どちらともいえない 35 32.4

満足 15 13.9

やや満足 29 26.9

どちらともいえない 49 45.4

やや不満 9 8.3

不満 5 4.6

無回答 1 0.9

問22 市では、【いつまでも、住み慣れた地域で暮らし続けるための福祉サービスの質の向上】の
ために、「全ての人にやさしいまちづくり」「地域における自立生活支援」「健康・生きが
いづくりと介護予防の支援」「自立のためのサービスの確立」「安心・安全な生活ができる
環境の整備」「安心できる葬祭の場の提供」に取り組んでいます。これについて、あなた
は、日々の生活の中でどのように感じていらっしゃいますか。（○は１つだけ）

回答内容 回答件数 構成比（％）
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無回答 6 5.6

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 19 17.6

やや満足 30 27.8

どちらともいえない 36 33.3

やや不満 13 12.0

不満 4 3.7

どちらともいえない 34 31.5

やや不満 10 9.3

不満 4 3.7

無回答 7 6.5

問29 市では、【地域の特色をいかした美しい景観の保全・創出】のために、「都市農業の振興」
「まちの魅力を生み出す景観づくり」「まちの骨格となる緑づくり」「うるおいある生活環
境づくり」に取り組んでいます。これについて、あなたは、日々の生活の中でどのように感
じていらっしゃいますか。（○は１つだけ）

無回答 7 6.5

問28 市では、【市民との協働による河川環境や樹林地、湧水、公園緑地などの保全・活用】のた
めに、「まちの骨格となる緑づくり」「うるおいある生活環境づくり」「住みよい環境づく
りの推進」に取り組んでいます。これについて、あなたは、日々の生活の中でどのように感
じていらっしゃいますか。（○は１つだけ）

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 14 13.0

やや満足 39 36.1

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 17 15.7

やや満足 32 29.6

どちらともいえない 38 35.2

やや不満 9 8.3

不満 5 4.6

やや満足 15 13.9

どちらともいえない 69 63.9

やや不満 11 10.2

不満 4 3.7

無回答 3 2.8

問27 市では、【自然と調和した適正な土地利用の促進】のために、「市街地の適正な利用」「市
街地周辺の適正な利用（市街化調整区域の整序）」「まちの骨格となる緑づくり」「うるお
いある生活環境づくり」に取り組んでいます。これについて、あなたは、日々の生活の中で
どのように感じていらっしゃいますか。（○は１つだけ）

問26 市では、【雇用機会の創出と労働環境の充実の支援】のために、「勤労者支援の充実」「雇
用の促進」に取り組んでいます。これについて、あなたは、日々の生活の中でどのように感
じていらっしゃいますか。（○は１つだけ）

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 6 5.6
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満足 17 15.7

やや満足 34 31.5

どちらともいえない 45 41.7

やや不満 7 6.5

不満 2 1.9

無回答 3 2.8

やや不満 4 3.7

不満 4 3.7

無回答 5 4.6

問33 市では、【恵まれた自然や環境を生かした朝霞独自の文化の継承・創出・育成】のために、
「芸術文化の振興」「地域文化によるまちづくり」に取り組んでいます。これについて、あ
なたは、日々の生活の中でどのように感じていらっしゃいますか。（○は１つだけ）

回答内容 回答件数 構成比（％）

無回答 5 4.6

問32 市では、【朝霞のあゆみを後世に伝えていくための地域の歴史や伝統文化の継承・保護】の
ために、「歴史や伝統の保護・活用」に取り組んでいます。これについて、あなたは、日々
の生活の中でどのように感じていらっしゃいますか。（○は１つだけ）

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 20 18.5

やや満足 29 26.9

どちらともいえない 46 42.6

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 15 13.9

やや満足 33 30.6

どちらともいえない 44 40.7

やや不満 8 7.4

不満 3 2.8

どちらともいえない 47 43.5

やや不満 10 9.3

不満 1 0.9

無回答 6 5.6

問31 市では、【循環型社会の構築に向けた市民と行政が一体となった取組の推進】のために、
「循環型社会を目指した環境にやさしいまちづくり」「循環型社会の推進」「低炭素社会の
推進」「ごみの減量・リサイクルの推進」「ごみの減量・リサイクルの推進」「ごみ処理体
制の充実」「うるおいある生活環境づくり」に取り組んでいます。これについて、あなた
は、日々の生活の中でどのように感じていらっしゃいますか。（○は１つだけ）

問30 市では、【環境保全のための活動の支援、環境にやさしいまちづくり】のために、「まちの
骨格となる緑づくり」「うるおいある生活環境づくり」「住みよい環境づくりの推進」「環
境教育・環境学習の推進」に取り組んでいます。これについて、あなたは、日々の生活の中
でどのように感じていらっしゃいますか。（○は１つだけ）

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 15 13.9

やや満足 29 26.9
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・ 多くの事業なり企画なり委員会等があり市として何を街のため、市民のために優先し、重要と考え
るているのか盛りだくさんで大変です。限られた市の予算（財政）のなか、何がどういう事業なの
か、企業計画をもっと細かく、丁寧に市民の理解を受ける説明を１つずつ着実に進行する方が、結
果的には良い成果を残すと思う。（７０歳以上　男性）

テーマ３で、「どちらともいえない」の選択肢が多いのは、あまり出歩かないせいもあります。申
し訳ありません。（６０代　男性）

・ 朝志ケ岡地域の公園新設について
周辺住民に何の相談もなく、適切とは思えない場所に公園新設を検討されているようだが、その進
め方は全く理解できない。公園として適切な地域の選定に更なる努力が必要である。
（５０代　男性）

歩道の整備、改修を積極的に実施してください。最近の歩道はデコボコが目立ち大変歩きにくい
（青葉台公園、中央総合公園など）。（６０代　男性）

・ 朝霞市が住んでいる人に我が市・我が町と思われることは、市が何かすることではなく、市が市民
の活動に少人数でも添っていくこと。すぐに体型づくりが終わると市民に管理運営を依頼していて
は、市の役割を担っている気が薄れ、集った人々のそれぞれの主張ばかりで、付き合いたくなくな
る。市の依頼なればこそ頑張っていこうと考えることが、市を思うことに繋がる。市と学校の繋が
りが「たて割」で案内の広報ができないことも活動が一部の参加者のみとなる今の状態が続く要
因。（６０代　女性）

・ アンケートの回答欄に、「わからない」という項目が欲しいと思いました。取り組んでいると言わ
れても、実感していないものや意識したことがないものが多く、結果、「どちらともいえない」と
しか答えようがありませんでした。（７０歳以上　女性）

・ 朝霞に移住して５０数年になりますが、バスが内間木ー東口までになり不便。以前は志木、清瀬、
なります、練馬車庫迄も行っていた。（７０歳以上　女性）

・ わくわく号などのコミュニティバスの本数、時間設定がかわり、不便している。（４０代　女性）

・

やや不満 9 8.3

不満 3 2.8

無回答 3 2.8

問35 その他、ご意見などがございましたら、こちらに記入してください。

・ 具体的な活動が見えてこないので、なんとも歯がゆいばかりです。私が日々の生活の中で感じると
したら、「地域文化」「独自の文化」などの抽象的なタイトルでは無理です。「産直野菜の種類を
増やそう」とか、なにか具体的なことにして欲しいと思いました。（６０代　女性）

・

問34 市では、【まちの活性化を図るため、市と市民の協力によるまちの魅力（文化・環境・ひ
と）の発信】のために、「シティ・セールス朝霞ブランドの育成」「シティ・プロモーショ
ンの展開」「地域文化によるまちづくり」「歴史や伝統の保護・活用」に取り組んでいま
す。これについて、あなたは、日々の生活の中でどのように感じていらっしゃいますか。
（○は１つだけ）

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 9 8.3

やや満足 37 34.3

どちらともいえない 47 43.5
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・ 市内循環バスの本数をもっと増やしたり、バスの位置情報サービスを提供してもらえると、もっと
気軽に利用ができて、便利だと思います。（２０代　女性）

・ 「むさしのフロントあさか」の黒猫がかわいいので、そのグッズを出してください。
（４０代　男性）

・ ゴミの不法投棄（大型洗濯機など）相変わらずあり、最終的には近くの家が処分するなりしていま
す。頭の痛い問題です。（７０歳以上　女性）

・ テーマ３の質問は少々難しい質問で、正直、「わからない」が答えです。（６０代　女性）

・ 高校受験の進路指導が無いと聞きました。中学で受験対策や市でも学力向上のために安価で塾のか
わりになるなる情報を公開して欲しい。大手の塾に入ってお金をかけないと情報が得られないシス
テム（教育環境）になっていて子育てしづらい。お金が無くても偏差値の高い高校に入れたあげた
いのに、塾代で破産です。本気でどうにかして欲しい。（３０代　女性）

・ 米軍基地跡地の利用はどうなっているのですか？老人も増えてきています。大きな公園等、歩ける
位の遊具施設はなく、景観が楽しめるような場所が出来たらいいな。（５０代　男性）

・ 朝霞市の取り組みの課題は理解できますが、具体的に自分の身近に利用できるものがないように思
えます。（６０代　女性）

・ オリンピック用道路整備は目立つが、永続的、地道な歩道整備、充実を期待します。
公園等のトイレの充実を期待します。（７０歳以上　男性）

・ 若い人も老人でも、簡単に外出できる朝霞の住みやすさをもう少し宣伝して、地域が元気になれれ
ばと思います。
朝霞は災害の起こりにくい場所ですが、高齢者や障害者が安全に身を寄せられる施設が役所周りに
あると良いなと思います。（６０代　女性）

・ 市内に休日に特に行きたい場所がない。３０年以上住み続けているが、いまだに魅力のある街と感
じていない。（６０代　男性）

・ 何を見ても街はさほど変化が感じられません。一部の人々が恒例行事みたいな義務的な感じで仕事
をしているようにしか見えません。予算に限界があるのも理解できますが、未来を担う子ども達の
為に教育とか子どものいる家庭への支援を手厚くして欲しい。人口増加で住み良い市で税収アップ
してもっといろいろな事（行事等）にも予算が回ると感じる。他を抜きん出て子育てしやすい朝霞
市にしてほしい。子どもをもっと大切に考えて欲しいです。活気がある朝霞が理想です。保育園
等、臨機応変で人々とのつながりある子育て、安心して預けられる場所の確保や支援予算も考えて
ください。高校生を育てる母としてもう少し考えてもらいたいです。自然と動物にも共存できる市
を。（ネコ活動支援や古着回収ボックス設置）
ゴミ再利用で資源を大切にする。長期定住の市にしてください。（４０代　女性）

・ 近所とのふれあいやイベントを身近に感じたい。表面より、日々の生活の中でうれしいことが感じ
られ、市民にやさしく、人々がふれあえるような街づくり。（４０代　女性）

・ 朝霞駅に向う道路（市役所通り）、通勤帰宅時に歩行者で大変混雑しております。※白線内を歩く
ためには左側通行で対向して歩くようにしたらいかがでしょう。また、店入口の段差解消ゲートも
撤去すれば可能だと思います。電柱地下になれば楽ですが。）（７０歳以上　男性）

・ 高齢者が車がなくても生活できるような福祉支援サービスをやってほしいです。（４０代　女性）
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・ 国有地の国民的利用方法を問う。（６０代　男性）

・ 市内循環バスの本数が少ないと思います。芸術・文化の振興の面で獅子舞や芸能、芸術のアピール
が足りないと思います。市民まつり＝彩夏祭＝鳴子になってしまっているので、朝霞として何かア
ピールするべきだと思います。（３０代　女性）

・ 朝霞は各年代に配慮のある、いい街だと思います。できれば、家にとじこもっている年輩の方（７
０歳くらい）がみんなと何かができる、気軽に参加できるものがあれば、と思います。
（６０代　女性）

・ 結婚を機に朝霞にきました。子どもが出来るまでは、本当に何もない街で、朝霞が好きにはなれま
せんでした。（商店街もさびれていて暗い）子どもが産まれてからは、子育てをするには良いのか
なぁ？と思いはじめています。ただ、もう少し市外から人を呼べる施設やショッピングセンター、
コンサート会場などがあれば街もうるおい、税金なども安くなるのではないかと思っています。土
地がたくさんあるので、活用したら良いと思います。（３０代　女性）

・ 市では「誰もが歩きやすい歩道の整備や生活道路の安全確保」に努めていると書かれていますが、
場所によって差がありすぎます。南口は昔と比べると道路幅も広くなり、とてもきれいになりまし
たが、東口は昔からのデコボコ道のままである所が多いです。先日も子どもが普通に歩いていたら
急に転んでしまいました。同じ市内でもこのように大きな差が出てきてしまっているのはなぜで
しょうか。どの場所も差別なく改善していって欲しいです。（４０代　女性）

・ 南口駅前広場の歩道のインターロッキング（ブロック）について、補修の際の気配りが足りないと
思います。（色、パターンが合っていない）交番横の案内（アナウンス）の音声精度が悪く、雑音
としか思えないので、廃止して欲しい。（６０代　女性）

・ 都内に近く働くのには暮らしやすい街だと思っていたが、子どもが産まれると、保育園は入りづら
いし、駅にエレベーターはないし、バス（市の）便が悪く、暮らしづらいイメージしかない。せめ
て隣の志木市のように、デマンド交通を早急に実施して欲しい！！弱者に目を向けた暮らしやすさ
をお願いしたい。（３０代　女性）

・ 朝霞市には、彩夏祭以外に、恒常的に他県等から、人を集める施設が（例えばショッピングモー
ル）限られていることから、注目を浴びることが少ないと思われる。一方、緑等の区域が多いこと
から、また市に住居を求める人も多いことから、安全で安心できる落ち着いた静かな街を作ること
を目指すことも必要と考えられる。そのため、まずは子ども、主婦、高齢者等が戸外で活動できる
ように、道路状況、歩道、自転車道などの整備が必要と思われる。窮屈な道路などについては、車
両の進入制限や、一方通行などについて、改めて考えていただきたい。（６０代　男性）

・ わくわく号宮戸線のダイヤが減り、利用しづらい。（４０代　女性）

・ 道路の整備、改修等において、電線の地中化を実現して欲しい。（景観の向上と安全（交通、災害
時の）が同時に可能となる。）（７０歳以上　男性）

・ 今回のアンケートは盛り込みすぎな感。（５０代）

・ 朝霞駅付近は色々行っているようだが、朝霞台近辺は何か変わった感じはない。（３０代）

・ 多くの取り組みが紹介されていましたが、知らない事業や内容がほとんどでした。市の取り組みが
身近に感じられずに残念に思いました。もう少し「見える化」してほしいと思います。
（５０代　女性）
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・ 朝霞駅南口商店街の道路整備を。台風で黒目川が氾濫した際の避難連絡を早めに発令してほしい。
高卒までの医療費無料。黒目川歩道に照明を。わくわく号溝沼線増便を。（３０代　女性）

・ 道路や歩道は安心して歩くことのできる場所が増えていると思いますが、私の家の近所ではトラッ
クやバスなどの大型車がよく通るのに狭く、歩道の無い道があります。その上、中学生が道に広
がって歩くので、車での移動のときも危険だと思います。（２０代　女性）

・ 以前から問題視されているが、朝霞台駅のエレベーター設置は子育て世代が増えているなかで対応
すべき課題だと思う。歩道が狭かったり、自転車のマナーが悪く朝の通勤時に危険を感じることも
多い。まだまだ課題は多いと思う。（３０代　女性）

・ このアンケートの問題かもしれないが、コンセプトに対し。施策があっていない気がします。パブ
リックコメント等で市政や施策、計画に意見を申し上げても、「参考にさせていただきます」「○
○する予定はありません」といった回答がなされるだけで、意見が反映されることがないため、市
政（計画、事業）に参画する意欲が無くなってきました。なんのために市民意見を募集しているの
か聞きたいです。（４０代　男性）

・ 朝霞駅東口周辺にはまだ歩道が狭く、ベビーカーを押して歩くと怖い所がある。
朝霞の森にお手洗いがないことが不便。
夏場、根岸台自然公園の除草がされず、遊べないのが残念。
市で様々な取り組みを細かくされているということが今回のアンケートの設問で分かりましたが、
普段生活している中では、なかなか見えてこない。その為、「どちらともいえない」という回答が
多くなってしまった。折角この様に取り組んでいるのに市民に見えてこず、残念である。
（３０代　女性）

・ ゴミ出し時、カゴが重いです。アップダウンがある地形、高齢者の方が運ぶのに重くて負担です。
全体的に取り組みされていることがあまり見えてない感じがします。一部はきれいに整えられてい
ますが、自宅周辺は何をどのように取り組まれているのか具体的に知りたいです。駅に近いところ
ばかりもいいですが、離れている所でも道路整備やバスの本数を増やすなどしてもらいたい。（小
さいバスで自宅のそばまで来てもらいたいです。）高齢の方が住みやすい街づくりを朝霞市全体に
してほしいです。商業施設は朝霞にできたらいいですね。（３０代　女性）

・ 青葉台公園や税務署前の街路樹はとてもいいのでもっとそういう道を増やして欲しいです。
（５０代　女性）

・ 外灯が切れていてもなかなか直らない（近所ではないため、どこに連絡すればよいかわからな
い）。浄水場西交差点の工事が進まない。交通違反が多いが、交差点等での取り締り等が行われて
おらず、危険が放置されている。（３０代　男性）

・ わくわく号の路線が変わり、非常に不便になりました。膝折、溝沼線がわくわく号まで直通で行く
ようにしていただきたかった。非常に残念です。（３０代　女性）

・ 市が様々なことに取り組んでいるにもかかわらず、市民の認知がたりないと思う。防犯パトロール
や路上喫煙禁止区域でのパトロールを目にしたが、ただ歩いているだけで、目の前を喫煙している
人が通っても何も注意しない。やるならしっかりやってほしい。徹底してやるという姿勢が少し足
りないのではないか。（５０代　女性）

 

 



 

53 

 

・ 市内循環わくわく号の運行をもう少し考えていただきたい。電灯の設置をしてほしい。周りが暗
い。駅前よりの道が危ないのでなんとかならないでしょうか。買物ですが、雑貨、衣料品等の店が
あまりないので、和光、志木、池袋に行く様になってしまいます。（７０歳以上　女性）

・ 市全体で、子どもにものづくり、農業等の体験ができるよう、環境を作ってもらい、実行してほし
い。（６０代　男性）

・ 朝霞の病院の待ち時間がとても長い。予約を取っても半日以上かかります。なんとかなりません
か。年配の方にはとてもつらいです。（６０代　女性）

・ 正直なところ、自分の生活に関わらないことに関しては「満足・不満」といった答えができませ
ん。が利便性もあり、自然もあるこの市は結構好きです。
春には黒目川の桜、○○のあじさい、○○のコスモス、など季節ごとに「行ってみようかと」とい
う場所があったら楽しいです。そんなに大きくなくてもいいので。
市の木ケヤキ、市の花ツツジなので、それももっとアピールしてほしい。または、市の花をたんぽ
ぽにする。（なぜぽぽたんか未だに分からない）（５０代　女性）

・ このアンケートは少々くどいとおもわれる。もっと簡明、簡略にすべき。（同じような質問のくり
返しが多い。）（７０歳以上　男性）

・ リサイクルショップ開設以来、ずっと出品していますが、手数料が年々高くなっているのが不満。
仕方ないと思う一方で、無料で「あげます／もらいます（引き取ります）」コーナーを作るのはど
うでしょう。広島の呉市には市役所に「未だ着られる洗濯済みのきれいな衣類」を市民が持ち込め
る大きな回収箱がありました。ユニクロの衣類回収箱の巨大版、という代物で、とても良い取り組
みだと思いました。確実にゴミの減量、リサイクル推進につながるだけでなく、ひいては低所得者
支援等社会福祉にも貢献できると思いますので、是非朝霞市でも取り入れてください。
キャラが多すぎる。彩夏ちゃん、ぽぽたん、むさしのフロントの黒猫。彩夏ちゃんはまつりキャラ
だからとしても、ぽぽたんが市のメインキャラなら、黒猫は不要だし、とても紛らわしい。朝霞市
らしさも全く感じられないので使わないほうが良いと思います。
そして、ぽぽたんはアサカ色のむらさきは重くて合わないのでよしとしても、せめてアサカ色を出
すために人参を持たせましょう。オレンジ色だし、ぽぽたんの邪魔にはならないですよ。深谷市の
ふっかちゃんを見習うべきです。（５０代　女性）

・ いろいろな事業に取り組んでいることが分かりましたが、市民には伝わっていないと思います。
（４０代　女性）

・ 台交差点が複雑になり通行が以前より大変不便になったままである。改善を強く求める。
（６０代　男性）

・ 今回のテーマの質問書を見て、改めて沢山の項目に、市は取り組んでいることを知りました。感動
しました。どの項目も大切なことばかりですが、総花的になって、ポイントが逆にぼけてしまって
いるように思う。工夫が必要と思います。（７０歳以上　男性）

・ 子育て世代ではなく、介護も必要ありませんが、いずれお世話になる事があるかもしれません。
ホームページ等で調べることが多くなると思いますが、わかりやすいサイト案内をお願いします。
目的に行くまでに時間がかかるようだと、面倒になるかと思います。（５０代　女性）

・ 健康な介護者が最近多くなってきています。もっと厳しく査定をしてください。デイサービスや、
半日型デイサービスに来られている２～３割の人達は元気いっぱいの人達がいます。
税金で生活していらっしゃる公務員、市議会議員の方々、少し一般の人達と比べて楽して収入を得
てませんか。手当の取り合いはやめてください。特に政務活動費が問題です。（６０代　男性）

 


