
 

 

平成２８年度朝霞市市政モニター 

第２回アンケート調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝霞市 市政情報課 



 



 

1 

 

・テーマ   １. 基地跡地公園・シンボルロード整備基本計画について 

       ２.“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２９年２月１５日（水）から平成２９年３月１日（水）まで 

 

・調査対象者 朝霞市市政モニター １７６名 

 

・回答者数  １３６名  回収率   ７７．３％ 

 

・回答者の属性 

 

 

                   

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）性別

性別 人数 構成比（％）

女性 72 52.9

無回答 2 1.5

男性 62 45.6

男性

45.6%
女性

52.9%

無回答

1.5%

(１)性別

0.7 
5.9 

15.6 

20.7 

21.5 

21.5 

14.1 

（２）年代

１０代

２０代

３０代

４０代

５０代

６０代

７０歳以上

（２）年代

１０代 1 0.7

２０代 8 5.9

３０代

７０歳以上

年代 人数 構成比（％）

21 15.6

19 14.1

４０代 28 20.7

５０代 29 21.5

６０代 29 21.5
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※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。 

（３）回答方法

人数 構成比（％）

郵送 107 78.7

メール 29 21.3

回答方法

郵送

78.7％

メール

21.3％

（３）回答方法

（４）地域

下内間木 1

西原 1 0.7

西弁財 2

青葉台 1 0.7

0.7

上内間木 1 0.7

田島 2 1.5

宮戸 5

仲町 4 2.9

1.5

浜崎 3 2.2

北原 4 2.9

溝沼 8

東弁財 7 5.1

3.7

泉水 6 4.4

岡 7 5.1

膝折町 11

幸町 8 5.9

5.9

本町 8 5.9

朝志ケ丘 9 6.6

根岸台 14 10.3

8.1

栄町 12 8.8

三原 22 16.2

地域 人数 構成比％

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%
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満足 4 2.9

やや満足 13.2

不満 17.6

問２

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 4 2.9

やや満足 28 20.6

どちらともいえない 62 45.6

やや不満 32 23.5

不満 10 7.4

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

○テーマ２　“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」がスタートしました。

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にお

いて活用させていただきます。

問１

回答内容 回答件数 構成比（％）

回答件数 構成比（％）

満足 5 3.7

やや満足 27 19.9

18

どちらともいえない 53 39.0

やや不満 37 27.2

24

どちらともいえない 72 52.9

やや不満 21 15.4

不満 11 8.1

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）

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）
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問6

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 14 10.4

やや不満 22 16.3

不満 5 3.7

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」「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 13 9.6

やや満足 37 27.2

どちらともいえない 69 50.7

問7

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 9 6.6

やや満足 30 22.1

不満 10 7.4

問５ 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」「まちの骨格となる緑づくり」「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）

48.1

やや不満 14 10.4

不満 6 4.5

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）

やや満足 29 21.5

どちらともいえない 65

やや不満 11 8.1

不満 6 4.4

どちらともいえない 66 49.3

どちらともいえない 63 46.3

やや不満 24 17.6

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 11 8.2

やや満足 37 27.6
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やや満足 23 17.0

どちらともいえない 83 61.5

やや不満 15 11.1

不満 6 4.4

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）

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 19 14.2

やや満足 30 22.2

どちらともいえない 72 53.3

やや不満 12 8.9

不満 9 6.7

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（％）

満足 8 5.9

43 31.9

どちらともいえない 61 45.2

やや不満 12 8.9

不満 5 3.7

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）

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 12 8.9

どちらともいえない 58 43.3

やや不満 19 14.2

不満 5 3.7

問10

問11

やや満足 33 24.6

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 10.4

やや満足
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問12

問13

問14

問15

79 59.4

やや不満 17 12.8

やや不満

不満 5 3.8

満足 11 8.2

やや満足 25 18.7

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（％）

満足 7 5.3

やや満足 25 18.8

どちらともいえない

どちらともいえない 79 59.0

やや不満 15 11.2

不満 4 3.0

不満 6 4.4

13 9.6

やや満足 36 26.7

どちらともいえない 66 48.9

58 43.0

どちらともいえない 40 29.6

やや不満 12 8.9

不満 7 5.2

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 18 13.3

やや満足

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（％）

満足 14 10.4

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）

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（％）
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問18

問19

問17

問16

どちらともいえない 86 63.7

30

満足 10 7.4

やや満足

やや不満 13 9.6

不満 4 3.0

やや満足 30 22.4

どちらともいえない 75 56.0

やや不満 12

回答内容 回答件数 構成比（％）

9.0

不満 7 5.2

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（％）

満足 9 6.7

やや満足 23 17.0

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）

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 15 11.1

やや満足 51 37.8

どちらともいえない 56 41.5

やや不満 7 5.2

不満 6

満足 10 7.5

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）

4.4

22.2

どちらともいえない 85 63.0

やや不満 8 5.9

不満 2 1.5

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（％）
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問23

問22

問21

問20

やや満足 41 30.6

どちらともいえない 37 27.6

やや不満 26 19.4

不満 13 9.7

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）

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 17 12.7

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 11 8.1

やや満足 30 22.2

どちらともいえない 79 58.5

やや不満 10 7.4

不満 5 3.7

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（％）

満足 12 8.9

やや満足 34 25.2

どちらともいえない 77 57.0

やや不満 7 5.2

不満 5 3.7

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 18 13.4

やや満足 55 41.0

どちらともいえない 41 30.6

やや不満 17 12.7

不満 3 2.2
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問27

問26

問25

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（％）

満足 16 12.0

やや満足 37 27.8

どちらともいえない 61 45.9

やや不満 13 9.8

不満 6 4.5

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 7 5.2

やや満足 12 9.0

どちらともいえない 104 77.6

やや不満 9 6.7

不満 2 1.5

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 7 5.2

やや満足 16 11.9

どちらともいえない 97 72.4

やや不満 11 8.2

不満 3 2.2

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）

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 12 8.9

やや満足 53 39.3

どちらともいえない 52 38.5

やや不満 12 8.9

不満 6 4.4

 



 

16 

 

問31

問30

問29

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 26 19.3

やや満足 62 45.9

どちらともいえない 32 23.7

やや不満 10 7.4

不満 5 3.7

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）

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 19 14.1

やや満足 45 33.3

どちらともいえない 54 40.0

やや不満 12 8.9

不満 5 3.7

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 11.2

やや満足 44 32.8

どちらともいえない 62 46.3

やや不満 9 6.7

不満 4 3.0

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）

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 13 9.6

やや満足 49 36.3

どちらともいえない 56 41.5

やや不満 12 8.9

不満 5 3.7
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問34

問32

問33

3.7

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 14 10.4

やや満足 55 40.7

どちらともいえない 56 41.5

やや不満 6 4.4

不満 4 3.0

30.3

どちらともいえない 56 42.4

やや不満 7 5.3

不満 8 6.1

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（％）

満足 12 8.9

やや満足 43 31.9

どちらともいえない 69 51.1

やや不満 6 4.4

不満 5

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 21 15.9

やや満足 40
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問35

・

シンボルロードが整備されると、まさに朝霞のシンボル、他地域にアピール、自慢できるエ
リアになると思います。市民の方々や、他地域からいらした方々も散歩を楽しんだり、ジョ
ギング等で汗を流したり・・・・。
さらに公園まで整備されるますと、誰もが足を運びたくなる、魅力あふれるエリアが出来上
がると思います。今からとっても楽しみです！朝霞に住みたい！朝霞で暮らしたい！という
朝霞市民が増加する大きな一助となると確信します。

・ 上記で書かれていたアンケートの各質問ですが、実は具体的な内容を知らない事ばかりでし
た。アンケート前に、朝霞市が取り組んでいる各事業を紹介していただければありがたい。

・

・ 市が各々の担当をこなしていなければこの現状を維持することはできないと思っております
が、市の役所の一部が担っているだけで全体でやらなければ目に付きません。芸能まつりな
ど開催できるものは知れますが、個々の取組は地道な仕事。こうしていますと言われても、
目に見え、言葉で聞かなくてはピンときません。もっと広報の仕方に工夫がないとせっかく
がんばっているのに伝わらない。催し物があれば宣伝車で市内に知らせるなど、ポスター誌
上などだけではなく直接市民に知らせる工夫を！！

・ 問１の誰もが歩きやすい歩道の整備、道づくりですが、すすんでいる所とそうでない所の差
が激しすぎると思います。住まいは旧北口で駅の近くですが、ＵＲを過ぎると歩道幅は狭
く、道も斜めになっており、子供が歩きにくそうなので改善していただきたいです。南口方
面は昔に比べると道も広くなり、歩きやすくなったのに旧北口の方はは手つかずといった印
象を受けます。同じように見直してもらえたらとても助かるのですが．．．

・ 市民の為にと、こんなにも行っているとは思いませんでした。知らないことが多かったこと
に気がつきました。無関心だったと思い知らされました。

問２６.朝霞市就職支援相談を土曜も実施して欲しい。
問２３.骨粗しょう症検査が気軽にできるとよい。女性の更年期の症状について、生活、食
事、病院、薬など、相談できるところ、ミーティングできるところ、勉強できるところが欲
しい。

・

１.シンボルロードを作って、どのように朝霞が変わるのか分かりにくい。現状の自然林保護
も重要と考える。
２.難しいとは思いますが、道路について歩道や自転車道の整備拡張が望ましい。
３.消防関係者による各家庭の消火器具（交換期限）の点検を行うなどを行うと活動が市民の
目に見える。
４.自然の管理やイベント、朝霞ブランド（人参）などの工夫が行われているが、全国レベル
には知られていないため、広報が必要と考える。
注）子供の育成、介護関係には直接接することがないため、回答が十分ではありません。

・ 「広報等」で見ている事でも、実際には見ていない事が多いので、もう少し活動して見てい
かないと・・・と、感じました。

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。
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・ 朝霞市の中心は駅を出た市役所通りがメインだと思います。昔のように七夕祭り等かざりを
した時代がなつかしいです。個人商店で簡単な手続きで起業できるようになればと思いま
す。

・ 今回アンケート内容について、個別事項について、自分の生活にかかわりのない事柄が多
く、大雑把にはわかっていても質問に答えられる程知識が無く、３のどちらともいえないが
多くなり、申し訳ありません。

・ 防犯街灯の全灯ＬＥＤ化を実施し、環境への不可の低減、電気料金の軽減を実現してほし
い。

・ 人口は増えているのに台所事情がひどいと日経に載りました。税収の使途の洗い出しと再確
認が急務と思います。同時に、ふるさと納税ブームでこれ以上の税収が減らないよう対策を
講じてください！専門家によるＷＧ設置くらいすべき重要課題です。よろしくご検討くださ
いませ。

・ 住みやすい街だと思います。さらに良くなるために、商店街が活性化することを望みます。
駅前通り（市役所まで）がシャッターの下りた店ばかりで、淋しい気持ちになります。

・ 全ての項目に言えることですが、少々ＰＲ不足ではないでしょうか。もっともっとＰＲして
下さい。

・ 「市政モニター」に協力出来る事に感謝。
大変良い勉強をさせていただいております。市内を歩くことが楽しみになりました。

・ 朝霞市民としての自覚がもてない人が多いのではないかと思われる。愛着、誇りなどが他地
域の人達に強く言い切れるだろうか。（市民の年齢別構成等など、要因はあると思うが）
何を最重要に実施したのか、中心要が判りにくいので市民へのアピール、説明等が不足して
見える。

・ 和光市のように、都内に通勤する若い人たちから「住んでみたい街」に選んでもらえるため
の施策を望みます。

・ 施策として知らないことが多いと感じました。問１４、１９、２２，２３，２５，３１　ア
ピールが少ないと感じた内容です。朝霞はとてもいい町なので、一生住みたいと思うので上
昇を望みます。

・ 家庭教育、学校での道徳教育、地域社会のモラル向上、道徳による経営など、「道徳科学」
によるニーズは高まっています。
生命を大事にする心や他人を思いやる心、善悪の判断など規範意識等の道徳を身につける
「道徳科学」による教材作成プロジェクトを発足して展開していただきたい。
家族の絆、隣人との絆、職場での絆が希薄化している現況を濃密化するための施策を取り組
んでいただきたい。
現役を引退（定年退職）した人（気力、体力、自主自立した人）のボランティア参加で、世
の中で活躍、奉仕出来る場を提供していただきたい。
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・ 「まちの骨格になる緑作り」についてですが、道路の街路樹をもう少し増やしてほしいと思
います。あまりこじんまりと切ってしまうのではなく、大きな大木に守られている気持ちに
なれる街路樹が素敵だと思います。

・ 道路の整備は少しずつ改善していると思うのですが、歩行者の通る道が狭い場所が多すぎる
と思います。ベビーカーだとすれ違えないことも多い。小学生の子供の通学も心配です。子
育てを応援するなら（老年の方のことも考えると）朝霞台駅にエレベーターを導入していた
だきたい。

・ 市では市民の為に色々魅力のある街にと努力されておられ感謝の念ですが、高齢化社会にな
りつつある現状をどうとらえられているのでしょうか。交通環境づくりをもっと深く考えて
ほしい。外にでられなくなる年齢が多くなっているのではないでしょうか。もっと高齢者の
活動できる場所をつくってほしい。
朝霞にも大きな病院が望まれます。
いこいの場所となる公園が早くほしいと思います。（多くの人が）

・ 朝霞駅（南口）前通りから市役所通りに至る交通路としての役割・機能・防災に対し、利用
者（車両、歩行者等）の増加に伴う抜本的な道路整備計画を現行化してください。

・ 市の施策は生活環境が整っている現状では、誰の目にも明確に認知されることは少ないと考
えられます。このため、誰の目にもではなく、社会的弱者とされている老人や子供、母親等
に対する支援策を実施し、この支援策が支援を受ける人、周辺の関係者に理解されること、
この朝霞市においては、市民はこれらの支援を必要とする人々を見捨ててはいないことを、
広報紙等を含めあらゆる機会においてアピールすべきであると考えられます。
「朝霞の森」と表示のある基地跡地は、現在、保育時の利用が多く、幼児が安全で安心して
すごすことのできる場所として貴重です。しかし、以下の２点を早急に整備すべきと提案し
ます。（１）トイレ（幼児用含）の整備と維持・管理をすること　（２）芝生を一定のス
ペースに整備し、維持管理をすること。

・ みどりの公園もすばらしいものにすれば金もかかるし、維持管理費もかかるし、政策企画で
いろいろと考えてくださっていると思いますが、税金投入がカギをにぎっているかも。立派
でも良いサービスにはそれなりのお金がかかるし、サービスが少し落ちれば予算も少なくて
すむし、大変難しい問題と思います。バランス良い行政を心よりお願いいたします。全て税
金ですので。

・ 朝霞市は駅から少しでも離れると淋しく、不便な市に感じられ、地方とさほど変わらない気
がしてならないです。本当は１日朝霞完結型の町にしてほしいです。例えば、買い物をする
にしても志木や和光へ行かなければ用事が出来ないことが多いです。この町は、単に寝に帰
る町になりつつあるような．．．。もう少し駅から離れたところにも商業地域を開発して地
域の方の雇用や消費を考えてほしいです。ベッドタウンではなく、ワクワクする朝霞市を市
民がこの町で十分過ごせる町に変えてほしいです。バランスの取れた町にしてほしいです。

・ 朝霞市が子供からお年寄りまで住みやすい町とは思えない。なので立地がいいので（都心に
近い）働くには住みたいが、暮らし続けたいという魅力はない。わくわく号も朝志ヶ丘から
市役所に行くにしても直通でいけないし、本数ないし、朝霞台はいまだにエレベーターがな
いし、ベビーカーや車イスが本当に不便。何とかしてほしい！！
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・ ほどよく自然があり、日常生活の便利さがあり、住みやすいところだと思います。基地の跡
地はなるべく遊具などをおかずに、子供さんたちが工夫して遊べるような広場があるといい
なと思います。現在もボランティアの方がそういうことをされているようですが。

・ 高齢者、障害のある方、子どもたちのために歩道を広げてほしい。まだまだあぶないところ
たくさんあります。バスも通るのに人一人とのすれ違いでもドキッとします。

・ 朝霞は住みよい町、暮らし続けたい町だと思います。市の色々な取組、高齢者のせいか知ら
ないことが多いです。参加、利用したいですね。より多くの広報と、市内くまなくの交通機
関（循環バス）を望みます。

・ 朝霞の自然と市民が安心してすごせる公園、街づくりをお願いします。

・ 自転車道路の整備、歩道のせまい所の整備を進めてほしい。
小中学校での英語の教師のレベルチェックをきちんとしてほしい。（TOEIC最低860点は
必要）もしくは、TOEICの点数の低い教師は、点数を保護者に公表すべき。

・ 文化を伝えることも大事とは思いますが、まだ通りが暗い所も多くあります。そちらの対策
を優先してくださると市民としては防犯に一役あるかと思います。昨年の事件もありますの
で。

・ テーマについて、ふだんの生活の中で、利用しない、実態がよく分からないものが多数でし
た。そのため評価として、3どちらともいえないを選択したのではなく、知らないため３ど
ちらともいえないを選択せざるをえませんでした。また、志木駅を利用しているため、朝霞
台・朝霞駅の駅周辺の事情はあまり分かりませんでした。

・ 朝霞は狭い道が多く、自転車と車がぶつかりそうな道が多々あります。歩道を作って下さ
い。
泉水方面、特に西朝霞公民館あたりまでバス停は作れませんか。バスの本数も少なく不便で
す。１時間に約２本しかないのですが、朝は満員で、しかも時間に遅れている現状がありま
す。
温泉施設（おふろの王様のような）、イオンなどの施設はなぜ朝霞にはないのですか？
体育館などの施設が古いです。
水道管が古いところがありますが、朝霞市で新しい水道管にはできないのですか？
子どもをつれて遊びに行ける公園が少ない、遊具が少ない、トイレが汚れている。以前は戸
田市に住んでいました。戸田市と違いがあるのは当然ですが、生活者がもう少し住みやすく
感じるように環境を整えてほしいです。

・ 問28にも関連しますが、以前黒目川の泉橋近く黒田病院のあたりに、山形からの桜の木を
植樹しても、手入れが悪く見るかげもない。その後のアフターにも、もっと真剣に取組んで
ほしい。
高齢者が増えていくため、足の確保に公民館をまわるコミュニティバスの運行を求めます。
公民館における用具・器具の老化があり、危険なものがあります。特に卓球台は重たい（西
朝霞公民館）、一考を要す。
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・ シンボルロードより生活道路の安全対策、道路の整備等優先的にすべきです。

・ 朝霞の駅周辺は道路整備が進んでいるが、朝霞台は何も変わっていないように感じる。朝霞
台は北朝霞との乗換駅なのに未だにエレベーターが設置されない。通学路において危険な交
差点等が存在するが、改善されていない。朝霞浄水場を緑豊かにするなどしながら市民開放
し、有効活用してもらいたい。積水跡地はショッピングモールや住宅よりも大型の公園等で
市民が活用できるようにしてもらいたい。

・ 問1～問34まで、市の取り組み内容は、多岐に渡り盛りだくさんの活動をしている。書い
てあること、取り組んでいることは、それぞれ重要なことであると同時に、素晴らしいこと
ばかりである。しかし、総花的であるのか、日々の生活の中では具体的に実感があまりな
い。
4つの基本概念（コンセプト）に、みんなで同じ方向を向いて取り組むことが大切である。
朝霞市＝○○○○…市民の心が一つになるもの、誇れるものがほしい。

・ オリンピックまで三年半、このために市が取り組んでいる政策が見えない。外国人、市外か
らのツーリストに対するマップ、道路標識、ＰＲ拠点、交通対策、商店街の活性化、ボラン
ティアの育成、犯罪対策など。

・ 最近は子どもたちが土や草の上を歩くことが少なくなったように思えます。子どもやペット
が安心して歩くことのできる芝生のある公園があればよいと思います。公園・シンボルロー
ドができることを楽しみにしています。

・ 基地跡地、残っている森は人ひとりが通れる小道と下草を整備する程度にして、そのままで
残して欲しい。それでも森林欲気分の味わえる憩いの森になるのではありませんか。

・ 聞いている質問内容が、始めて見るものばかりだった。アンケートを実施するなら、一つの
質問に小さくてもいいので一言コメントできる欄を作ってはどうですか。

・ 市政の内容、取り組みが年齢によって、バラツキがあるので、もっと公共の場所に掲示する
などの必要があるのでは。（ホームページもいいが？）

・ やはり自然環境は何より大切だと思います。朝霞が、自然と人工、古さと新しさが程好く調
和した素敵な「まち」としてさらに発展することを願っております。

・ 道路について、暗いところ、歩道が狭いところが、まだまだあります。整備をお願いしま
す。

・ 不満があるというよりは、このような活動が行われていると知らない事柄が多かったです。

・ 公園、広場、黒目川、沼など人が集まる所にトイレが少ない。計画の当初からその柱にトイ
レがあるべき。
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・ 朝霞駅から市役所までのシャッター商店街があまりイメージがよくない。路駐も多く、せま
い道をバスも通るため、安心して歩けない。

・ 公園や道路の整備をする際、実際に使う人のことをもっとよく考えて欲しい。せっかく広く
した道路に大型車が駐停車し、それを防ぐために、柵を設けては意味がない。また、植えこ
みは、車からの視界を妨げ、ゴミの投げ捨てにもつながっていると思う。店舗ののぼりも歩
行者のじゃまになったり、景観も損ねていると思う。
公園を作る際、料金を払ってでも行きたくなるような公園を参考にしてはどうだろうか。
歩道は決してベビーカーを押す人、車椅子、高齢者にやさしいものではない。設計する方達
は、どのように感じているのだろうか。都市に近く緑も多い良い街であるからこそ妥協せ
ず、街づくりをしていくべきだと思う。
このアンケートに不満に○をつけた問が多いが、ただ不満なわけではない。不満理由を記入
できる欄がない、ただ満足か不満かを答えるアンケートでは、もったいないと感じた。

・ 道路が狭く、危険な通学路が多い様に思います。ガードレールの設置等できる場所から見直
していただけたらと思います。
浄水場辺りの自転車用道路等とてもいいと思います。あの様な道路がもっと増えて欲しいと
思います。
市民活動等が活発で、お年寄りの方々が元気な印象があり、とても良い市だなぁと思いま
す。教育活動も様々な取組があって、子供を育てるのに良い環境だと感じています。障害者
にもますます、色々な方面で優しい市であってほしいと思います。

・ 六小学区内に児童館を設置してほしい。
歩道や自転車専用道路を充実してほしい。
朝霞の森の今後の活用計画を市民に明示してほしい。
プレーパークはごく限られた人達によって運営管理されていて一般の人たちは参加しづら
い。怪我をしたときなど、子どもだけで参加しても安心して参加できる対応マニュアルや人
員を配備してほしい。

・ あまり普段生活をしていて感じられないものが多い気がします。彩夏祭以外にも他の市町村
から人を呼べる町にして欲しいです。人が来ることにより消費もしてくれるので町もうるお
う。

・ 障害者の子供がおり、その面の施策については、やや満足している。

・ 生活道路の安全確保がまだまだ足りないと思う。
昨年の集中豪雨時に下水道の処理が間に合わず道路が冠水となった際、道路に隣接した新座
市はすぐに排水溝のフタを鉄製の網目が細かく排水量が多くなるタイプのものに変えていま
した。市の対応力の違いを感じました。

・ 朝霞駅前通りが狭く、通行に危険を感じる。電柱をなくし、少しでも通行しやすいようにし
ていただきたい。

・ 総合計画の言葉を並べられても設問の意味、意図がよくわかりません。

・ 最近健康のためにちょっとした買い物は歩いていく様にしています。それで感じたことは、
歩きづらい歩道がけっこうあることです。歩道といっても車道の端に白線を引き緑色に塗っ
ただけの所です。歩く所は側溝の蓋の上。ガタガタしていたり段差が有ったりでとても歩き
づらいです。また、キチンと造られている歩道でも大きな穴が開いてたりします。乳母車の
人や足の悪い人はとても大変だと思います。歩道も点検して修理してほしいと思います。

 


