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青少年の声を聴く機会 実施報告（案） 

 

１ 調査の概要 

第５次朝霞市総合計画後期基本計画を策定するに当たり、次世代を担う青少年の意識、ニ

ーズを把握し、基礎資料として活用するため、大学生及び高校生へのインタビュー及びアン

ケート調査を実施した。 

 

２ 調査対象 

大学生インタビュー 

 市の職員が直接学生に調査項目について質問し、回答を聴き取った。 

・ 令和元年７月１３日（土）１４日（日） ５人 

（オリンピック・パラリンピック１年前イベントに運営ボランティアで参加した大学生） 

・ 令和元年９月１３日（金） １２人 

（東洋大学朝霞キャンパス奥村研究室を訪問し、所属の学生） 

 

高校生アンケート 

 高校の教頭先生に協力を依頼し、調査票形式で回答を得た。 

・ 令和元年９月 朝霞高校の高校生 ８人 

・ 令和元年９月 朝霞西高校の高校生 １０人 

 

 

３ 調査項目 

①朝霞市の印象について教えてください。 

②友人に朝霞市のことを紹介するとしたら、どのように紹介しますか？ 

③朝霞市のおすすめは何ですか？ 

④朝霞市について、もっとこうしたい、もっとこうだったら良いのに、と思うことはあり

ますか？ 

⑤あなたが朝霞市長だったらどんなことがしたいですか？ 

⑥朝霞市に関する情報はどうやって入手しますか？ 

⑦卒業後の進路は？（就職、進学、起業、アルバイト、資格勉強など） 

⑧卒業後の進路を選ぶ際に重視する基準は？（職種、安定性、規模、通勤の便など） 

⑨卒業後、朝霞市内に住みたいと思いますか？その理由も教えてください？ 

⑩自由意見欄（これからのまちづくりについてのご意見や、学生や若者が暮らしやすいま

ちにするためのアイデア等） 

 

 

  

資料２－１０ 



2 

 

 

 

■分析 

 「自然が豊か」、「静か」、「安全そう」など、穏やかな街である印象や、商業施設、交通の

便の良さなど便利である印象を持たれています。 

 

  

①朝霞の印象について教えてください。

所属 居住地 回答内容

東洋大学１年生 - 静か。

東洋大学１年生 - 自然が多い。

東洋大学 - 静かなイメージ。オリンピック会場も知らなかった。

東洋大学１年生 - 自然が豊か。
住みやすい（都会）。東洋大学１年生 - 自然が豊か。
住みやすい（都会）。東洋大学４年生 市内 静か（夕焼け放送が聞えるほど）。
駅の乗り換えが便利。東洋大学４年生 市外 閑静。
子育て世帯が多い（保育園が多い）。東洋大学４年生 市外 平和。
静か。東洋大学４年生 市外 都会過ぎず、田舎過ぎず。
都内に住むものにとっては畑があることを新鮮に感じる。東洋大学４年生 市外 家族連れが多く、子育てがしやすいまち。

東洋大学４年生 市外 東洋大学がある。
緑豊か。東洋大学４年生 市内 住みやすい（観光都市でもないのでこれで完璧に近い）。

東洋大学４年生 市内 子どもが多い。保育施設が充実している。

東洋大学４年生 市外 自然が程よくあって、都心へのアクセスも良い。

東洋大学４年生 市外 自然があって、都内へも電車一本で行ける。

東洋大学４年生 市外 自然か多くて、のんびりとした空気を感じる。
駅前にはお店がいくつかあり、都心へも出やすい。東洋大学４年生 市内 のんびりとした雰囲気。

朝霞高校１年生 市外 （鶴ヶ島）より都会。

朝霞高校１年生 市外 今住んでいる所より都会。

朝霞高校２年生 市外 ほどよく発展している少し大きめの市。

朝霞高校１年生 市外 駅周辺にお店がたくさんある。
カラオケいっぱい。朝霞高校１年生 市外 東京に近い。

朝霞高校１年生 市外 安全そう。
ラウンドワンがある。朝霞高校２年生 市外 自然があって、心が落ち着くところがある。
落ち着きがある市。朝霞高校１年生 市内 都会過ぎず、田舎過ぎない。

朝霞西高校２年生 市外 電車が便利。

朝霞西高校２年生 市内 彩夏祭がある。

朝霞西高校２年生 市外 電車（駅）が便利。

朝霞西高校２年生

市外 ＲＯＵＮＤ１などの娯楽施設や、すき家、マクドナルドなど、ファミレスや
チェーン店もあり、食にも楽しさにも困らない。
総合体育館もあって、よく大会が開催される。
都会すぎず、田舎すぎない、ちょうどいい（田舎＜朝霞市＜都会）。

朝霞西高校２年生 市外 たくさんの人たちがいてにぎやかな所だと感じた。

朝霞西高校２年生 市外 緑が多く、虫や鳥が多い。
子どもが多い。朝霞西高校２年生 市外 駅前の飲食店のレパートリーが多い。
信号が多い。朝霞西高校２年生 市内 住みやすい町になってきたので、住民が増えた。
公園が多く、子どもから高齢者が楽しめる。朝霞西高校２年生 市外 緑豊か。

朝霞西高校２年生 市外 駅や役所、体育館などの設備が近い。
学校が多い。
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■分析 

大学生の回答では、まちなみの自然に関してのコメントがあり、一方で高校生の回答では

基地、オリンピックなどに関連するコメントがある。それぞれ普段の生活の中で印象が残っ

ている街並みやランドマークに該当するものを回答に記載している。 

  

②友人に朝霞市のことを紹介するとしたら、どのように紹介しますか？

所属 居住地 回答内容

東洋大学１年生 - 自然がある。駅前には何でもある。

東洋大学１年生 - 治安がいい。

東洋大学 - 交通の利便性がよい。

東洋大学１年生 - おちついたまち。

東洋大学１年生 - おちついたまち。

東洋大学４年生 市内 自然が多い。地元（久留米市）とあまりかわらない。
池袋（都心）まですぐに行けて住みやすい。東洋大学４年生 市外 自然豊か。
黒目川は人ごみが少なく、BBQも楽しめる。東洋大学４年生 市外 平和で学生が多いまち。
志木市は慶応大学付属高校や立教大学生が多い。東洋大学４年生 市外 何もない。
自衛隊の訓練場がある。東洋大学４年生 市外 東京へのアクセスが良い。

東洋大学４年生 市外 飲食店が多い。

東洋大学４年生 市内 立地条件が良い（東京に近くて、自然豊か、医療が充実）。

東洋大学４年生 市内 交通の便が良い（どこに行くにも1時間でたどりつく）。

東洋大学４年生 市外 木漏れ日のある並木道があって、散歩が楽しい。

東洋大学４年生 市外 住みやすそう（普段、朝霞台と大学間を主に歩いているが）。

東洋大学４年生 市外 自然がおおく、川があって落ち着く場所季節を楽しめて、お散歩がたの
しいところという感じで、豊かな自然を紹介する。

東洋大学４年生 市内 自然豊かで暮らしやすい。

朝霞高校１年生 市外 朝霞高校あるよ！！
ラウンドワン。朝霞高校１年生 市外 ラウンドワンがある。
店がたくさんある。

朝霞高校２年生
市外 駅前はある程度発展していて、都内に行きやすく、家賃が安めの住み

やすい街。

朝霞高校１年生 市外 お店がたくさんあるし、住みやすいと思うよー。

朝霞高校１年生 市外 ２０２０オリンピックの射撃の開催地。

朝霞高校１年生 市外 東京に近い。
武蔵野線と東武東上線が通っている。朝霞高校２年生 市外 落ち着きがあり、ゆったりできるところがある。
駅の近くはかなり充実している。朝霞高校１年生 市内 本田みなこの出身地。

朝霞西高校２年生 市外 東武東上線と武蔵野線が交わる電車移動がとても便利な所。

朝霞西高校２年生 市内 都会すぎず、田舎すぎない、居心地の良い場所。

朝霞西高校２年生 市外 自衛隊がある。
彩夏祭がある。

朝霞西高校２年生
市外 「２０２０年に朝霞市でオリンピックの競技やるよ～」とか、「ＲＯＵＮＤ１あ

るよ～」など。

朝霞西高校２年生 市外 飲食店が多くて、高校生でも行きやすい店がたくさんあって良い。
公園が大きい。朝霞西高校２年生 市外 緑が多くて、車を運転している人が優しい。

朝霞西高校２年生 市外 美味しいパン屋がある。
遊べるところも多い。朝霞西高校２年生 市内 公園がたくさんあって、運動できる環境が多い。
和菓子屋ほそや。朝霞西高校２年生 市外 おちついている雰囲気でありながら充実している。

朝霞西高校２年生 市外 たくさんの小、中学校があって、部活動で使える設備がととのっている。
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■分析 

 大学生、高校生共に彩夏祭の回答があった。また、黒目川を評価する大学生が多かった。 

  

③朝霞市のおすすめは何ですか？

所属 居住地 回答内容

東洋大学１年生 - 桜。大学の入学式の時、黒目川の桜がきれいだった。

東洋大学１年生 - 桜。

東洋大学 - オリンピック会場。

東洋大学１年生 - －

東洋大学１年生 - －

東洋大学４年生 市内 自然豊かなところ。
都内の友人が多いため、遊ぶのは都内で、普段は家から出ない。東洋大学４年生 市外 黒目川（よく遊びにいく）。
公園が多い。東洋大学４年生 市外 彩夏祭。都内からよさこい鳴子踊りに参加する友達がいて大きな祭りと
感じる。

東洋大学４年生 市外 黒目川の桜並木。よく花見をする。

東洋大学４年生 市外 交通の便が良い。
都内等いろんなところにアクセスしやすい。東洋大学４年生 市外 ぽぽたん。他市と比べても、ゆるキャラがかわいい。

東洋大学４年生 市内 彩夏祭。
花火（バラエティ性に富み、飽きない）。東洋大学４年生 市内 よさこい鳴子踊り（朝霞開場だけでなく、北朝霞開場でも演舞がある）。

東洋大学４年生 市外 市役所の近くに武蔵野森コーヒーという店があって、一本小道に入れば
おしゃれな店がいっぱいある。

東洋大学４年生 市外 黒目川の桜。人ごみも多くなく、雰囲気が良い。もう少し広いと良い。

東洋大学４年生 市外 川と電車、良い景色。

東洋大学４年生 市内 彩夏祭

朝霞高校１年生 市外 朝霞高校。

朝霞高校１年生 市外 幼稚園などが多い。

朝霞高校２年生 市外 特記できるほどよく知らない。

朝霞高校１年生 市外 公園がたくさんある。　基本的に何でもそろっている。

朝霞高校１年生 市外 彩夏祭。

朝霞高校１年生 市外 彩夏祭。

朝霞高校２年生 市外 スターバックス。
自然。朝霞高校１年生 市内 彩夏祭があること。

朝霞西高校２年生 市外 彩夏祭。

朝霞西高校２年生 市内 年に１回の彩夏祭。

朝霞西高校２年生 市外 分からない。

朝霞西高校２年生 市外 やっぱりＲＯＵＮＤ１ですかね！
友達や家族で行けるし、少し駅から遠いけど、シャトルバスが無料で出朝霞西高校２年生 市外 駅前にたくさんのお店がある。
パンがおいしい。朝霞西高校２年生 市外 駅前。

朝霞西高校２年生 市外 駅前のパン屋。

朝霞西高校２年生 市内 朝霞市にしかない和菓子屋ほそや。

朝霞西高校２年生 市外 彩夏祭。
青葉台公園。朝霞西高校２年生 市外 朝霞駐屯地の体験。
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■分析 

 通学の利便性、治安など大学生、高校生共に通学に関連する回答が多い。  

④朝霞市について、もっとこうしたい、もっとこうだったら良いのに、と思うことはありますか？

所属 居住地 回答内容

東洋大学１年生 - 駅を離れるとさみしい。駅前以外にも、色んなところにお店があるとい
い。東洋大学１年生 - 駅前に飲食店がもう少し欲しい。18時から19時頃は駅前の鳥のフンが
気になる。

東洋大学 - 急行が停まればよいのに(朝霞駅）。

東洋大学１年生 - －

東洋大学１年生 - －

東洋大学４年生 市内 歩道を横断しようとしても停まってくれない車がいるので、安全に横断で
きるようになるとよい。
滋賀県の交差点の事故の後、朝霞市の交差点にもポールが立てられ、
良かった。

東洋大学４年生 市外 夜に出歩くことが多いが、暗い道が多く、一人であるくのが怖いので、改
善されると良い。

東洋大学４年生 市外 大きい公園があると良い（吉祥寺の井の頭公園、代々木公園等）。

東洋大学４年生 市外 朝霞市といったらここ、という名所があれば良い。

東洋大学４年生 市外 自然豊かで子育てがしやすいことを掲げているならば、大きな公園等で
充実していることをアピールした方が良い。

東洋大学４年生 市外 特に北朝霞周辺では夜道が暗く、怖いので、街灯で明るくなると良い。

東洋大学４年生 市内 交通整備（自転車が多く、道路の幅も狭いため、あわや交通事故という
場面に遭遇した）。

東洋大学４年生 市内 東上線の線路を越えるのが大変。
信号があったら良いなと思う場所がある。東洋大学４年生 市外 子育てしやすいまちをアピールし、子どもと地域の人がかかわりを持て
るイベントを開催する。

東洋大学４年生 市外 朝霞台駅のトイレが使いにくい。車椅子の方のためのエレベータ設置な
ど朝霞台駅を改良する。

東洋大学４年生 市外 もっと名産物みたいなものがあればよいのにと思う。
たとえばにんじんだったら、朝霞市全体のお店などでにんじんを使ったも東洋大学４年生 市内  住みやすいが、これがおススメというものが少ない印象。
夏のお祭りのように、季節ごとのイベントがあったら盛り上がりそう。朝霞高校１年生 市外 朝霞高校をきれいにしてほしい。
祭りをもっと盛大に。朝霞高校１年生 市外 彩夏祭の花火が派手ではない。

朝霞高校２年生 市外 特に今は不便を感じない。

朝霞高校１年生 市外 朝霞駅に急行が停まるようになったらいいと思う。便利。

朝霞高校１年生 市外 急行が停まってほしい。

朝霞高校１年生 市外 ない

朝霞高校２年生 市外 駅からの道で朝霞高校まえの信号が走らないとスムーズに渡れない。
⇒走る人がいる→危ない。（街道なのは重々承知してますが）朝霞高校１年生 市内 有名なスポットがあってほしい。
ショッピングモールがほしい。朝霞西高校２年生 市外 マック、映画館があったらいいな。

朝霞西高校２年生 市内 大きいショッピングモールがほしい。

朝霞西高校２年生
市外 自宅（隣の市）から朝霞駅までのバスが無く、時間がかかるので、あっ

たら嬉しいです。

朝霞西高校２年生 市外 自分は和光市民で、チャリ通なのであまり困ることはないけど、朝霞駅
からもっと交通の便（別の線に乗り換えできる）などを増やしたり、一番朝霞西高校２年生 市外 特にないです。

朝霞西高校２年生 市外 電車が急行止まったら良いと思う。

朝霞西高校２年生 市外 特にありません。

朝霞西高校２年生 市内 人が集まるショッピングモールを作る。

朝霞西高校２年生 市外 道の整備。
新座市の中小学校くらい学校をきれいにしてほしい。朝霞西高校２年生 市外 段差が多くて登下校が大変な所がある。
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■分析 

 ― 

  

⑤あなたが朝霞市長になったらどんなことがしたいですか？

所属 居住地 回答内容

東洋大学１年生 - 特徴のない地域だと思う。朝霞市の彩夏祭のような大きなイベントを作り
たい。

東洋大学１年生 - 最近、スポーツ振興に力を入れており、人工芝のグラウンドができた。そ
ういった、市民の皆が利用できるような施設を増やしたい。

東洋大学 - 幅広い年代に参加してもらえるイベント。

東洋大学１年生 - －

東洋大学１年生 - －

東洋大学４年生 市内 （特に思いつかない）

東洋大学４年生 市外 学生達でも集える飲み屋が少ない。学生街をつくりたい。

東洋大学４年生 市外 公園の整備。

東洋大学４年生 市外 子育て世帯を増やしてまちを若返りさせる。

東洋大学４年生 市外 圧巻の広大な花畑をつくる。

東洋大学４年生 市外 大学周辺に何も無いので、もっと飲食店を増やす。

東洋大学４年生 市内 景観統一（自然豊かだが、汚い落書きがあったりする）。

東洋大学４年生 市内 駅周辺に飲食店を充実させる。
駅ビル（CD、洋服の店等がある）を建てる。東洋大学４年生 市外 朝霞に住んでいたときに自転車を使っていたが、急な坂が多い。駅周辺
は、歩行者と車の距離が近い。

東洋大学４年生 市外 駅ビルを建てる。
駅から大学までの坂で自転車の逆走がある。東洋大学４年生 市外 （特になし）

東洋大学４年生 市内 親子で参加できるような、地域貢献のイベント。
乗り換えの駅で利用者も多い朝霞台駅を新しくする。朝霞高校１年生 市外 カラオケ店を増やす。　　　　　クレアモールをつくる。

朝霞高校１年生 市外 市のことに関するアンケート。

朝霞高校２年生 市外 県知事になるために努力する。

朝霞高校１年生 市外 交流会。
小、中学校が多いと思ったので、（小中別）合同にして集まって何かレク朝霞高校１年生 市外 高齢化が進んでいるので、高齢者に対する措置をとる。

朝霞高校１年生 市外 防災について力を入れる。

朝霞高校２年生 市外 たくさんの人を幸せにしたい。

朝霞高校１年生 市内 公共面に重視して老朽化している所を直していく。

朝霞西高校２年生 市外 （記入なし）

朝霞西高校２年生 市内 １個、大きいショッピングモールを建設する。

朝霞西高校２年生 市外 印象付けられる何かをつくる。

朝霞西高校２年生

市外 少し小中学校が多すぎると思うから、少し減らして、逆に高校を増やして
も良いと思う。
あと、できれば学校をもう少しキレイにしたい。

朝霞西高校２年生 市外 流行になっているものをとり入れる。
ショッピングモールをたてる。朝霞西高校２年生 市外 急行を止まるようにしたい！！

朝霞西高校２年生 市外 高校のトイレをキレイにしたい。

朝霞西高校２年生 市内 急行をとまるようにする。
大きなショッピングモールを作る。朝霞西高校２年生 市外 このまま町をきれいにする。

朝霞西高校２年生 市外 朝西のトイレをキレイにつくり直す。
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■分析 

 大学生、高校生共にインターネット経由での情報収集が主となっている。 

  

⑥朝霞市に関する情報はどうやって入手しますか？

所属 居住地 回答内容

東洋大学１年生 - 特に入手していない。

東洋大学１年生 - 朝霞市に住んでいる友人から聞く。インターネットなどからは入手してい
ない。

東洋大学 - ホームページ。

東洋大学１年生 - インターネット。
ポスター（駅に貼ってある）。東洋大学１年生 -

東洋大学４年生 市内 鉄道の運行状況をスマホで見る。
まつりのポスター等の駅の掲示物を見ることがある。東洋大学４年生 市外 天気予報をスマホで見る。
市のホームページは見ない。東洋大学４年生 市外 研究室の課題が出たときにインターネットでオリンピック関連のことを調
べた。

東洋大学４年生 市外 Yahoo防災。不審者情報が多い。地元（品川）はほとんど雨のことだけ
だが、朝霞市は不審者情報が多い。

東洋大学４年生 市外 研究室の課題が出たときにインターネットで市のホームページとぽぽた
んのことを調べた。
Twitterで不審者情報をフォローしている。

東洋大学４年生 市外 ホームページとTwitter。
友達からの口コミで黒目川の氾濫の情報を伝わってきたことがある。東洋大学４年生 市内 バイト先の人から、昔の朝霞の話を聞くことがある。
広報紙はチラッと見るがあまり読まない。東洋大学４年生 市内 研究室の課題に取り組む際に、インターネットで市のホームページを調
べた。

東洋大学４年生 市外 駅構内の掲示物。

東洋大学４年生 市外 ポスターから。
インターネットで市のホームページを見る。東洋大学４年生 市外 駅のたれ広告やポスター、など。

東洋大学４年生 市内 気になったことをホームページで調べる。

朝霞高校１年生 市外 知り合いに聞く。

朝霞高校１年生 市外 インターネット。

朝霞高校２年生 市外 学校。

朝霞高校１年生 市外 朝霞市ホームページ。

朝霞高校１年生 市外 インターネット。

朝霞高校１年生 市外 インターネット。
友人。朝霞高校２年生 市外 ネット。先生からの話。

朝霞高校１年生 市内 ネット。
または、市役所に行く。朝霞西高校２年生 市外 学校。
友達。朝霞西高校２年生 市内 インターネット。

朝霞西高校２年生 市外 インターネット（ＨＰ等）。

朝霞西高校２年生 市外 ググる。

朝霞西高校２年生 市外 友達や駅など。

朝霞西高校２年生 市外 スマホ！（インターネット）。

朝霞西高校２年生 市外 公式サイト。
ポスター。朝霞西高校２年生 市内 朝霞市のホームページ。
駅。朝霞西高校２年生 市外 友人。

朝霞西高校２年生 市外 ネット。
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■分析 

 －  

⑦卒業後の進路は？（就職、進学、起業、アルバイト、資格勉強など）

所属 居住地 回答内容

東洋大学１年生
与野（さいたま市浦和区）

- Ｎ／Ａ

東洋大学１年生
所沢市

- Ｎ／Ａ

東洋大学 - Ｎ／Ａ

東洋大学１年生 - Ｎ／Ａ

東洋大学１年生 - Ｎ／Ａ

東洋大学４年生 市内 就職（SE)。
進学は考えていない（学年で2、3人ほどしか希望者がいない）。東洋大学４年生 市外 まだ迷っているが就職（デザイン）。

東洋大学４年生 市外 就職（化粧品販売）。

東洋大学４年生 市外 就職（デザイナー）。
PhotoShopも使うが、大学で身に着けたスキルが使える。東洋大学４年生 市外 就職（地元の広告、印刷会社）

東洋大学４年生 市外 就職（広告）

東洋大学４年生 市内 進学（大学院）。

東洋大学４年生 市内 就職（専門商社）。

東洋大学４年生 市外 就職（IT）。

東洋大学４年生 市外 就職（建築）。

東洋大学４年生 市外 就職

東洋大学４年生 市内 就職

朝霞高校１年生 市外 大学に進学。

朝霞高校１年生 市外 大学進学。

朝霞高校２年生 市外 就職（県外）。

朝霞高校１年生 市外 進学。

朝霞高校１年生 市外 大学進学。

朝霞高校１年生 市外 進学（専門学校）。

朝霞高校２年生 市外 大学進学。

朝霞高校１年生 市内 理系の大学に進学。

朝霞西高校２年生 市外 進学。

朝霞西高校２年生 市内 進学。

朝霞西高校２年生 市外 進学。

朝霞西高校２年生
市外 あまり考えてないけど、今のところ、専門学校か大学に進学しようと考え

ている。

朝霞西高校２年生 市外 大学へ進学。

朝霞西高校２年生 市外 進学。

朝霞西高校２年生 市外 専門学校に進学。

朝霞西高校２年生 市内 進学。

朝霞西高校２年生 市外 進学。

朝霞西高校２年生 市外 大学校(就職）。
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■分析 

 －  

⑧卒業後の進路を選ぶ際に重視する基準は？（職種、安定性、規模、通勤の便など）

所属 居住地 回答内容

東洋大学１年生 - Ｎ／Ａ

東洋大学１年生 - Ｎ／Ａ

東洋大学 - Ｎ／Ａ

東洋大学１年生 - Ｎ／Ａ

東洋大学１年生 - Ｎ／Ａ

東洋大学４年生 市内 手に職（スキル）がつけられること。倒産しても転職できるように。
金銭面。東洋大学４年生 市外 職種。デザインに関わることができれば、どんな規模でも良い。給料も二
の次。
立地（実家からあまりはなれていないこと）。

東洋大学４年生 市外 職種。興味ある分野。業界研究をした結果、化粧品会社の総合職では
なく、販売を目指したいと思った。

東洋大学４年生 市外 職種。車のインパネのデザインに携わる。

東洋大学４年生 市外 職種
場所東洋大学４年生 市外 職種
立地東洋大学４年生 市内 まだ学びきれていないこと、足りない部分を補いたい。

東洋大学４年生 市内 人と接する職業に就きたいので、営業職を希望した。

東洋大学４年生 市外 職種。
福利厚生。東洋大学４年生 市外 やりたいこと（図面等の身につけたスキルを生かす）。

東洋大学４年生 市外 職種
雰囲気東洋大学４年生 市内 職種

朝霞高校１年生 市外 偏差値。

朝霞高校１年生 市外 安定性。

朝霞高校２年生 市外 安定と収入。
将来性と興味。朝霞高校１年生 市外 通勤の便。　　　　　　　安定性。　　　　　　　　職種。

朝霞高校１年生 市外 安定性を重視する。

朝霞高校１年生 市外 職種。
安定性。朝霞高校２年生 市外 人生設計。

朝霞高校１年生 市内 安定性。

朝霞西高校２年生 市外 職種。
給料が良い所。朝霞西高校２年生 市内 安定性と通勤の便。

朝霞西高校２年生 市外 学費。
交通の便。朝霞西高校２年生 市外 自分の興味ある学科。
なるべく、電車通学でも近い所など。朝霞西高校２年生 市外 資格や交通経路、自分に合ってるかどうかなど。

朝霞西高校２年生 市外 就職率。

朝霞西高校２年生 市外 通学の便。
学費。朝霞西高校２年生 市内 職種。
安定性。朝霞西高校２年生 市外 職種。
安定性。朝霞西高校２年生 市外 安定性。
収入。
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■分析 

 大学生は就職の状況に応じて居住を考えるという回答が見られる、高校生は将来的な居住

について意思はないという回答が多い。  

⑨卒業後、朝霞市内に住みたいと思いますか？その理由も教えてください。

所属 居住地 回答内容

東洋大学１年生 - Ｎ／Ａ

東洋大学１年生 - Ｎ／Ａ

東洋大学 - Ｎ／Ａ

東洋大学１年生 - Ｎ／Ａ

東洋大学１年生 - Ｎ／Ａ

東洋大学４年生 市内 就職後の配置先による。

東洋大学４年生 市外 就職先が決まらないとなんとも言えない。
朝霞市のような都心近郊でありながら自然豊かというバランスが取れた東洋大学４年生 市外 特に考えていない。

東洋大学４年生 市外 勤務先によるが、選択肢の一つとしては朝霞市に住むことも考えられ
る。東洋大学４年生 市外 地元に帰る。
就職先が埼玉であれば、朝霞市が住む先の候補の一つだった。東洋大学４年生 市外 実家から通う。
友人が朝霞市に残っているため、これからも遊びには行くと思う。東洋大学４年生 市内 ずっと朝霞市に住みたい。

東洋大学４年生 市内 勤務地が通える範囲であれば、交通の便が良いので、朝霞市も候補の
一つである。

東洋大学４年生 市外 和光に住んでいて、始発であることや、駅ビルが建設されることを評価し
ている。

東洋大学４年生 市外 今の住まい（巣鴨）が便利。
朝霞市に一人暮らししていたとしたら卒業後も住んでいたと思う。東洋大学４年生 市外 住む予定はありませんが、もし就職先の職場が朝霞に近かったら、ぜひ
住みたい。
都心にも出やすく、遠くに行かなくてもたくさんの自然を感じる事ができ、
心が落ち着く。
。疲れた心が癒される気がする。

東洋大学４年生 市内 職場が離れているので引っ越すが、住みやすさや暮らしやすさ(買い物
や交通の便利)などが良いので、これからも住みたいと思う街。

朝霞高校１年生 市外 思いません。
急行がとまらないから不便。朝霞高校１年生 市外 あまり思わない。

朝霞高校２年生 市外 住む予定はない。
卒業後の進路が他都道府県のため。朝霞高校１年生 市外 思いません。
カラスがたくさんいるから。朝霞高校１年生 市外 思わない。

朝霞高校１年生 市外 思わないです。行きたい学校の場所が遠いから。

朝霞高校２年生 市外 どちらでも良い。（条件があえば）
落ち着いている都市であり、朝霞台も１駅だから。朝霞高校１年生 市内 場所による。
職場に近ければ住み、遠ければ住まない。朝霞西高校２年生 市外 新座市在住ですが遠くに住むと思う。

朝霞西高校２年生 市内 思う。
理由は小学校から住んでいて、離れる気にならないから。朝霞西高校２年生 市外 特に思わない。
今住んでいる地域のが、何かと便利だから（特に交通の便において）。朝霞西高校２年生 市外 個人的には、今住んでいる和光市にそのまま住んでいたいと思う。
やっぱり一番は交通の便やコンビニが近いこと。朝霞西高校２年生 市外 思わない。
今、学校に行く以外、行くとこないから。朝霞西高校２年生 市外 いいえ。
不審者（変人？）が多いから。朝霞西高校２年生 市外 思わない。
一人暮らしがしたくないから。朝霞西高校２年生 市内 思わない。
急行がとまらないから不便。朝霞西高校２年生 市外 思わない。
東京に行きたいから。朝霞西高校２年生 市外 思わない。
実家が遠いから。
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■分析 

 ― 

所属 居住地 回答内容

東洋大学１年生 - Ｎ／Ａ

東洋大学１年生 - Ｎ／Ａ

東洋大学 - Ｎ／Ａ

東洋大学１年生 - Ｎ／Ａ

東洋大学１年生 - Ｎ／Ａ

東洋大学４年生 市内 （特に思いつかない）

東洋大学４年生 市外 暮らしやすいと言えば暮らしやすい。
夜道が暗い印象。冬の22時以降は怯えながら帰宅することがあった。東洋大学４年生 市外 アクセス、交通の便をさらに良くなると良い。川越に住んでいるが、東上
線は23時台で電車がなくなる。

東洋大学４年生 市外 街灯の充実。夜道が暗くて怖い印象を受ける。

東洋大学４年生 市外 中央公民館にプラネタリウムがあることを始めて知った。これを活用し、
シンボルロードにキッチンカーを置くなどして、周辺で1日過ごせるように
する。

東洋大学４年生 市外 洋服や雑貨などの商業施設をつくる。
ぽぽたんを活用して、若い女性からの認知度を高める。東洋大学４年生 市内 カフェを増やす。屋外で過ごせるカフェで景色を楽しめるようにする。

東洋大学４年生 市内 オリンピックで人が集まる機会を契機に朝霞市をアピールする。

東洋大学４年生 市外 折角ぽぽたんがいるのだから、SNSで発信した方が良い。

東洋大学４年生 市外 SNS使うのは若者にとって良い（Twitter、Instagramは使うが、Facebook
は使わない）。

東洋大学４年生 市外 （特になし）

東洋大学４年生 市内 黒目川の河川敷が好きで、たまに走ったりするのですが、もう少し道を
整備してラン二ングコースを作ったり、電灯を増やせば、仕事終わりに走
る人なども増えそう。

朝霞高校１年生 市外 （記入なし）

朝霞高校１年生 市外 特になし

朝霞高校２年生 市外 （記入なし）

朝霞高校１年生 市外 （記入なし）

朝霞高校１年生 市外 （記入なし）

朝霞高校１年生 市外 国道のところに歩道橋を作ってほしい。

朝霞高校２年生 市外 主に問４に記入。
定時に会社（市役所）の人が帰る姿をみて、いいところだなと思いまし朝霞高校１年生 市内 老朽化が激しいので、修繕してほしい。

朝霞西高校２年生
市外 人が集まる市は道がきれいだったり、大きなお店（服屋か飲食店、映画

館など）がある気がします。

朝霞西高校２年生 市内 （記入なし）

朝霞西高校２年生 市外 朝霞駅はキレイでさかえてるのは良いと思います。
自転車置き場も広くあるのは嬉しいです。

朝霞西高校２年生
市外 自分は朝霞市に住んでないのでよくわからないけど、学校をもう少しキレ

イにしても良いとは思った。

朝霞西高校２年生 市外 飲食店がたくさんあるのは良いと思う。

朝霞西高校２年生 市外 （記入なし）

朝霞西高校２年生 市外 特にありません。

朝霞西高校２年生 市内 大きなショッピングモールをつくる。

朝霞西高校２年生 市外 特に無い。

朝霞西高校２年生 市外 コンビ二の数を増やしてほしい。
大通りの道がせまく、自転車とあぶない事があるので、道を広くしてほし

⑩自由意見欄（これからのまちづくりについてのご意見や、学生や若者が暮らしやすいまちにするた
めのアイデア等）


