
 

朝霞市外部評価委員会（第１回） 

次 第 

 

日時 令和３年５月２５日（火） 

午後２時から 

場所 朝霞市役所 別館２階 

全員協議会室 

 

１ 開 会 

 

２ 議 事 

（１）第５次朝霞市総合計画後期基本計画について 

（２）外部評価「安全・安心なまち」 

 

３ その他 

 

 

４ 閉 会 

 



第５次朝霞市総合計画後期基本計画の開始に伴う行政評価制度の見直しについて 

 

１. 後期基本計画について 

第５次朝霞市総合計画前期基本計画が令和２年度で終期を迎えたことから、引き続き

計画的な行政運営を行っていくため、令和３年度を始期とする後期基本計画を策定しま

した。 

本年度の外部評価委員会では前期基本計画の最終年度である令和２年度の市の取組

に対する評価を行いますが、次年度からは後期基本計画の評価が始まります。 

 

 本年度 次年度 

評価対象年度 
令和２年度 

（前期基本計画の最終年度） 

令和３年度 

（後期基本計画の初年度） 

 

委員の皆様の任期は本年度末までですが、より良い評価のため、次年度以降の行政評

価制度の見直しについて、委員の皆さまに御意見いただきながら、今年一年を進めてま

いりたいと考えております。 

 

２. 見直しのポイントについて 

後期基本計画の開始に伴い、次年度からの行政評価制度についても見直しを行い、後

期基本計画の効果的な進捗管理を行います。 

（１）評価シート等の変更 

・後期基本計画から変わったことへの対応 

・前期基本計画中に挙がった課題への対応 

（２）会議体制の見直し 

・行政評価、行政改革、まち・ひと・しごと創生総合戦略の効果的な評価の実施 

 

計画名 目的 会議体 

総合計画 行政運営全般 外部評価委員会 

総合戦略 
地域経済の活性化 

人口減少克服 

まち・ひと・しごと創生総

合戦略審議会 

行政改革 
行政事務の効率化 

行政サービスの向上 
行政改革懇談会 

 

３. 今後の検討の進め方について 

上記の内容を踏まえ、次年度からの行政評価制度の見直しについて、検討を進めます。 

検討の進行状況については、今後の外部評価委員会会議で順次報告いたしますので、

外部の視点からの検証、御意見をお願いします。 

資料０-０ 



（ ） （ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ） （ ）

80 100
60 67 77 90

成
　
果

①
開催会場であることの認知度／
アンケート回答に占める割合

％
60 70

②

②

10 25 40 26

（R1実績） （R2実績見込）

活
　
動

①
オリンピック・パラリンピック競技大
会に関するイベント等の回数

回
10 15 28 2

a 事業費
（R2年度決算見込）

の執行内訳

報償費/謝金　270千円　旅費/普通旅費　87千円　需用費/消耗品費　1,950千円・食糧費　110千円・印刷
製本費　255千円　役務費/郵便料　19千円・運搬料　100千円・クリーニング代　20千円　委託料/諸委託料
2,441千円　使用料及び賃借料/諸使用料　146千円　工事請負費/外部保留音装置設置工事　88千円　備
品購入費/庁用器具購入費　22千円　負担金、補助及び交付金/補助金　3,000千円　　合計　8,508千円

指標名 単位
H29目標・計画 H30目標・計画 R1目標・計画 R2目標・計画

（H29実績） （H30実績）

5.00 人
会計年度任用職員等（時間） 時間 時間 時間

投入労働量
常勤職員等（人工） 2.00 人 4.00 人

 b 人件費 15,514 31,028 38,785

 総コスト（ a 事業費 ＋ b 人件費 ） 20,337 45,001 47,293

［ニ］その他 1,000

［ホ］一般財源 1,896 9,563 6,708

［ロ］県支出金 1,517 4,410 1,800

［ハ］地方債

投
入
コ
ス
ト

 a 事業費［イ］～［ホ］ 4,823 13,973 8,508

財源内訳

［イ］国庫支出金 410

２．実施結果

R2年度の
事業の実施内容

・新型コロナウイルス感染症が拡大し、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が１年延期となる中、大会への機運
醸成を図るため市にゆかりのあるアスリート等と市長との対談や自衛隊体育学校の選手のインタビュー動画の配信を行っ
た。
・１２月、朝霞市おもてなしボランティアに応募があった方に「研修動画」を市で作成し配信を行った。
・その他、大会組織委員会等の会議の出席の他、朝霞市オリンピック・パラリンピック競支援実行委員会などを行った。

単位：千円 H30年度決算 R1年度決算 R2年度決算見込

めざす
目的成果

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けた準備が整っているとともに、開催にあたり市民
の機運が盛り上がっている。

事業内容

朝霞市オリンピック・パラリンピック競技大会支援計画・実施計画に基づき、
会場市であることを周知し、東京2020大会の機運醸成と本市の認知度の向上に取り組む。
朝霞駅から競技会場までの円滑な輸送のため、ルートのバリアフリー化などに取り組む。
来場者をお迎えするボランティア活動の実施に向けた検討に取り組む。
市内の飾花や装飾、清掃活動や暑さ対策の環境整備などに取り組む。

事業手法

　市の完全な直営 　委託等（請負、負担金、交付金等を含む） 　市民等との協働 　補助金交付

大会組織委員会・東京都・埼玉県等が開催する関係会議へ出席する。競技大会受け入れのための体制を確立する。
イベント等を実施し、大会の射撃会場市であることの周知と機運醸成を図る。大会を通じたシティ・セールス、シティ・プロモーションにつ
いて調査研究する。

　ハード事業

法令等の義務付け

　法令等（市条例・要綱等を除く）で義務付けられている事業 ＜根拠法令等（法律、条例、要綱など）＞
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置
法／東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会ラグビーワールドカップ2019埼
玉県推進基本計画／朝霞市シティ・プロモーション取組基本方針／朝霞市オリン
ピック・パラリンピック競技大会支援計画・実施計画

　義務と任意の両方を含んでいる事業

　任意（市条例・要綱等を含む）の自治事務

6322,6551

事業年度 H 28 年度　～ R 3  年度 事業類型 　ソフト事業

オリンピック・パラリン
ピック係

部課コード 010100

１．事業概要
総合計画コード 5921 3311,3312,3313 3431,3433,5211 5212,5232,6321

継続事業評価シート見本（対象：R2年度実施事務事業）

事務事業名 オリンピック・パラリンピック事業
事務事業

コード
02201

部　名 市長公室 課　名
　政策企画課　オリン
ピック・パラリンピック室

係　名

R3年度（2021年度)評価【資料０－０追加】



）

）

）

）

 年度）

 年度）

 年度）

　その他 （実施時期　：　R

 年度）
（実施時期　：　R

（実施時期　：

（実施時期　：　R

　業務プロセス改善

　Ａ 拡大

　Ａ 拡大 　Ｂ 現状のまま

（実施時期　： R3年度で終了

R3年度で移譲

　民間委託・ＰＦＩ・指定管理者等を今後導入・拡大

　Ｅ 終了

方針
（次年度の改善内
容等を含めた具体
的な事業の展開方

針）

東京２０２０大会が新型コロナウイルス感染症拡大の影響で１年延期となる中、大会関連事業の推進に当たって、感
染症対策を市と市内関係団体で構成する朝霞市オリンピック・パラリンピック支援実行委員会を中心に、官民一体と
なって検討し、安心・安全な大会運営を行っていく。また、感染症対策を講じながら、多くの市民がおもてなしイベン
トやおもてなしボランティアに参加し、市全体で東京２０２０大会を盛り上げる。

　市民等との協働を今後導入・拡大 （実施時期　：　R

　臨時・再任用職員等の活用を今後導入・拡大

 年度）

（実施時期　：　R

R4年度で終了

（実施時期　：　R  年度）

R2年度で移譲

R2年度で終了

　Ｃ 縮小

　Ｄ 国・県に移譲

　Ｂ 現状のまま 　Ｃ 縮小

見直しの方向性

　Ａ 見直して継続 　Ｂ 現状のまま継続

 年度）
　対象・水準等の見直し

（実施時期　：　R

　受益者負担の見直し

今
後
の
取
組
方
針

成果の方向性 　Ａ 拡大 　Ｂ 現状のまま 　Ｃ 縮小

投入資
源の方
向性

事業費

労働費

（実施時期　： R2年度で休止・廃止

　その他

＜説明＞
引き続き、大会組織委員会・東京都・埼玉県・射撃競技会場市それぞれの連携強化とパラリンピック開催会場市として
必要な大会の準備やおもてなしを検討する。また、市と市内関係団体で構成する朝霞市オリンピック・パラリンピック支
援実行委員会を中心に、官民一体となって大会関連事業に取り組む。

４．今後の展開方針〔課としての判断〕

事業の方向性

　Ａ 市で継続実施

R3年度で休止・廃止

R4年度で移譲

R3年度で民営化

　民間委託や指定管理者制度の活用など事業手法の見直しの余地がある

　業務の進め方や手続き（業務プロセス）を簡略化・簡素化する余地がある

　サービスの対象、水準、内容を見直す余地がある

　受益者負担のあり方について見直す余地がある

　実施体制（事業間・組織間の連携や事務分担など）を見直す余地がある

　投入したコストに見合った効果が現れておらず、効果向上やコスト圧縮の余地がある

　Ｂ 休止・廃止

　Ｃ 民営化

　指標に表れない事項について目標を達成した

　その他

＜説明：指標の達成状況及び改善等に関する達成状況を記入＞
新型コロナウイルス感染症が拡大する中、動画配信で大会への機運を盛り上げることができた。また、朝霞市オリンピッ
ク・パラリンピック支援実行委員会等を開催し、感染症対策を踏まえ、改めておもてなしの検討を進めることの了承を得
ることができた。

留意点

（政策の立
案・推進に

際して）

＜説明：政策を立案・推進する際に留意した点（思いやり・参加と協働・経営的な視点）について記入＞
【思いやり】パラリンピックの魅力や市内バリアフリーの取組などを紹介する動画を配信し、多くの方に大会への興味・関心を抱いていただき、機運醸
成を高めるとともに、心のバリアフリーにつながる取組を実施した。
【参加と協働】朝霞市オリンピック・パラリンピック競技大会支援実行委員会等を組織し、官民一体となって感染症対策を踏まえた大会のおもてなしを
検討している。
【経営的な視点】機運醸成を盛り上げるための動画の作成を市で行うなど、経費を削減するように努めた。

見直し
余地

（事業の
内容、実
施手法等
は適切

か）

判定 　Ⅰ 見直す余地がない 　Ⅱ 見直す余地がある程度認められる 　Ⅲ 見直す余地がある

　民間が実施した場合、現在のサービス水準を維持することが、収益性や技術面で難しい

　その他

＜説明＞
大会を通じたシティ・プロモーションの推進は、大会関連が近づくにつれ社会的な関心の高まりとともに、市が関与して
実施する必要性が一層高まってくる。また、大会を契機として、市では、スポーツ振興や学校教育、産業振興に寄与す
る取組を行うほか、国際交流や障害者理解などの心のバリアフリーにも繋げていく。

達成度

（事業の
目標は達

成した
か）

判定 　Ａ 目標よりも大きな成果が得られた 　Ｂ 概ね目標の成果が得られた 　Ｃ 目標とする成果が得られなかった

　活動指標の目標を達成した

　成果指標の目標を達成した

３．事務事業の分析

必要性

（市が関
与する必
要性はあ

るか）

判定 　Ａ 必要性が高い 　Ｂ 必要性がある程度認められる 　Ｃ 必要性が低い

　社会経済環境の変化により、当該事務事業が解決すべき課題が増えている、増えることが予想される

　サービスの拡大や充実を求める意見・要望が増えている

　法令等により、市に実施が義務付けられている

　市が実施しないと、市民生活に深刻な影響が生じる

（実施時期　： R2年度で民営化

R4年度で休止・廃止

R4年度で民営化



■内部評価（達成度）と市民満足度の比較表

H30年度 R1年度 R2年度 H30年度 R1年度 R2年度 H30年度 R1年度 R2年度 H30年度 R1年度 R2年度

H30年度 R1年度 R2年度

H30年度 R1年度 R2年度

H30年度 R1年度 R2年度 H30年度 R1年度 R2年度

◆1　人にやさしいまちへ

◆2　支え合う心で安全・安心なまちへ

◆1　子育てしやすいまちへ

◆2　子どもたちがいきいきと育つまちへ

◆1　つながりのあるまちへ

◆2　元気なまちへ

◆1　自然・環境がいきるまちへ

◆2　歴史や伝統がいきるまち、魅力ある
文化を創造するまちへ

修正資料0-1

将来像の基本概念
（コンセプト）

安全・安心なまち
将来像の基本概念
（コンセプト）

子育てがしやすいまち
将来像の基本概念
（コンセプト）

つながりのある元気なまち
将来像の基本概念
（コンセプト）

自然・環境に恵まれたまち

政策づくりに当たって重視すべき事項
内部評価

政策づくりに当たって重視すべき事項
内部評価

政策づくりに当たって重視すべき事項
内部評価

政策づくりに当たって重視すべき事項
内部評価

市民満足度 市民満足度 市民満足度 市民満足度

1
誰もが歩きやすい歩道の整備や生活
道路の安全確保

3.33 3.33 3.33

1
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

3.00 3.00 3.00

1
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

2.50 2.50 2.50

1
自然と調和した適正な土地利用の促
進

3.00 3.00 3.00

2.55 3.39 3.28 3.42 3.27 3.34 3.25 3.49 3.50 3.65

2
ユニバーサルデザインに配慮した公
共施設の整備

3.33 3.33 3.00

2

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

3.11 3.00 2.44

2
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

2.67 2.67 2.66

3.23

1
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

3.13 3.37 2.88 3.55 3.59 3.59 3.60 3.57 3.63

3.65 3.38 3.55

3 ＮＰＯなど市民活動団体への支援

2.66 2.66 2.00

3
地域の特色をいかした美しい景観の
保全・創出

3.00 3.00 3.00

1
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

3.00 3.50 3.00

2
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

3.66 3.66 3.00 3.21 3.23 3.23 3.38 3.46 3.52

2.98 3.12 3.15 3.12 3.05 2.96

4
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

2.33 2.33 2.33

4
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

2.75 2.75 2.50

3.20

2
集中豪雨などによる浸水被害の軽減
対策

3.00 3.33 3.00

3
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

3.20 3.20 3.24 3.17 3.22 3.41 3.49 3.41

2.98 2.98 3.11 2.95 3.01 3.11

5
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

4.00 4.00 3.00

5
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

3.50 3.17 3.16

2.66 3.07

3
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

3.00 3.00 3.00

4

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（インクルーシブ教
育システム）を踏まえた、一人一人の
障害等に応じた教育の充実

3.33 3.33 3.29 3.26 3.19 3.32 3.38

3.35 3.36 3.43 2.59 3.21 3.14

4
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

4.00 3.00 3.00

1
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

3.00 3.00

1
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

4.00 4.00 2.00

3.21 3.27 3.20 3.21 3.25 3.30 3.43 3.57 3.52

5
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

3.50 3.16 3.33

2
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

3.00 3.00

2
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

3.00 3.00 1.50

3.30 3.39 3.38 3.15 3.24 3.28 3.34 3.49 3.37

6
警察や消防などの関係機関、地域の
事業者との連携

3.75 3.25 3.00

3 健康づくりの取組の充実

2.75 3.00

3
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

3.25 3.25 2.50

3.35 3.43 3.43 3.30 3.34 3.45 3.76 3.79 3.71

7

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

3.08 3.08 2.91

4
消費者ニーズに対応できる商業の振
興、商店街の活性化

3.00 3.00

8
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

3.00 3.00 3.00

5
起業家や中小企業への効果的な支
援

3.00 2.00

3.23 3.26 3.28 3.07 3.16

2.58

3.093.02

6
雇用機会の創出と労働環境の充実の
支援

3.00 3.00 3.00

3.03 3.04 3.17

2.66

3.00

3.09 3.27 3.28 3.35 3.37 3.35

2.33

3.13

3.00

3.00

3.00
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（１）性別

（２）年代

テーマ　“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　　令和３年２月１９日（金）から令和３年３月８日（月）まで

・調査対象者　朝霞市市政モニター　　２７９名

・回答者数　１８９名　　回収率　６７．７４％

・回答者の属性

性別 人数 構成比（％）

男性 84 44.4

女性 105 55.6

無回答 0 0.0

年代 人数 構成比（％）

１０代 2 1.1

２０代 12 6.3

３０代 18 9.5

４０代 52 27.5

５０代 45 23.8

６０代 28 14.8

７０歳以上 32 16.9

無回答 0 0.0

男性

44.4%

女性

55.6%

（１）性別

１０代

1.1%
２０代

6.3%

３０代

9.5%

４０代

27.5%５０代

23.8%

６０代

14.8%

７０歳以

上 16.9%

（２）年代
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（３）回答方法

（４）地域

（４）地域

回答方法 人数 構成比（％）

郵送 92 48.7

メール 97 51.3

地域 人数 構成比％

栄町 21 11.1

溝沼 18 9.5

三原 18 9.5

根岸台 17 9.0

宮戸 16 8.5

膝折町 14 7.4

本町 13 6.9

朝志ケ丘 12 6.3

泉水 9 4.8

東弁財 9 4.8

岡 8 4.2

幸町 8 4.2

西弁財 8 4.2

浜崎 4 2.1

北原 3 1.6

田島 3 1.6

青葉台 2 1.1

仲町 2 1.1

上内間木 1 0.5

下内間木 1 0.5

西原 1 0.5

無回答 1 0.5

※ 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。

0.0%
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48.7%
メール
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回答方法
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やや満足

どちらともいえない

安全・安心なまち

問１

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 5 2.6 

やや満足 49 25.9 

どちらともいえない 34 18.0 

やや不満 56 29.6 

不満 44 23.3 

無回答 1 0.5 

問2

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 15 7.9 

63 33.3 

71 37.6 

やや不満 30 15.9 

不満 10 5.3 

無回答 0 0.0 

問3

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』に取り組んでいます。こ
れについて、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。

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』に取り組んでいます。これ
について、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。

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』に取り組んでいま
す。これについて、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。

〇テーマ　“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年度に「第５次朝霞市総合計画」を策定し、今後１０年間の市民と行政の共通目標を定めま
した。
　この計画では、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」と思えるまちを目指して、市では次の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。

  そこで、皆さんの暮らしの中で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。
　いただいた回答は、アンケートの目的以外には一切使用いたしませんので、率直なご意見をお聞かせ
ください（該当するもの１つに○をしてください）。

安全・安心なまち　

問１～問１０

子育てがしやすいまち

問１１～問１５

自然・環境に恵まれたまち

問２７～問３４

つながりのある元気なまち

問１６～問２６
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やや満足

どちらともいえない

やや満足

どちらともいえない

やや満足

どちらともいえない

やや満足

どちらともいえない

問3

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 12 6.3 

61 32.3 

75 39.7 

やや不満 24 12.7 

不満 16 8.5 

無回答 1 0.5 

問4

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 12 6.3 

48 25.4 

89 47.1 

やや不満 27 14.3 

不満 12 6.3 

無回答 1 0.5 

問5

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 15 7.9 

76 40.2 

78 41.3 

やや不満 16 8.5 

不満 4 2.1 

無回答 0 0.0 

問6

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 8 4.2 

58 30.7 

93 49.2 

やや不満 21 11.1 

不満 8 4.2 

無回答 1 0.5 

問7

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』に取り組んでいま
す。これについて、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。

市では、『集中豪雨などによる浸水被害の軽減対策』に取り組んでいます。これについ
て、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。

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』に取
り組んでいます。これについて、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。

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』に取り組ん
でいます。これについて、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。

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』を行ってい
ます。これについて、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。
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やや満足

どちらともいえない

やや満足

どちらともいえない

やや満足

どちらともいえない

やや満足

どちらともいえない

問7

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 15 7.9 

77 40.7 

68 36.0 

やや不満 22 11.6 

不満 7 3.7 

無回答 0 0.0 

問8

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 18 9.5 

67 35.4 

88 46.6 

やや不満 10 5.3 

不満 6 3.2 

無回答 0 0.0 

問9

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 7 3.7 

57 30.2 

102 54.0 

やや不満 17 9.0 

不満 6 3.2 

無回答 0 0.0 

問10

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 12 6.3 

53 28.0 

104 55.0 

やや不満 16 8.5 

不満 4 2.1 

無回答 0 0.0 

子育てがしやすいまち

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』を行ってい
ます。これについて、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。

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』を行っています。これに
ついて、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。

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』を行っています。これについて、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。

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』に取り組んでいま
す。これについて、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。
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やや満足

どちらともいえない

やや満足

どちらともいえない

やや満足

どちらともいえない

やや満足

どちらともいえない

子育てがしやすいまち

問11

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 20 10.6 

58 30.7 

90 47.6 

やや不満 13 6.9 

不満 4 2.1 

無回答 4 2.1 

問12

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 18 9.5 

89 47.1 

61 32.3 

やや不満 16 8.5 

不満 3 1.6 

無回答 2 1.1 

問13

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 4 2.1 

30 15.9 

116 61.4 

やや不満 26 13.8 

不満 10 5.3 

無回答 3 1.6 

問14

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 3 1.6 

36 19.0 

128 67.7 

やや不満 16 8.5 

不満 3 1.6 

無回答 3 1.6 

問15

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』に努めています。これについて、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。

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』に取り組んでい
ます。これについて、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。

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』に努
めています。これについて、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。

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』に取り組んでいます。これについて、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。

市では、『障害のある人とない人がとも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』に努めています。これについて、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。
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やや満足

どちらともいえない

やや満足

どちらともいえない

やや満足

どちらともいえない

やや満足

どちらともいえない

問15

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 7 3.7 

40 21.2 

126 66.7 

やや不満 9 4.8 

不満 5 2.6 

無回答 2 1.1 

つながりのある元気なまち

問16

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 12 6.3 

54 28.6 

96 50.8 

やや不満 23 12.2 

不満 4 2.1 

無回答 0 0.0 

問17

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 20 10.6 

93 49.2 

55 29.1 

やや不満 13 6.9 

不満 5 2.6 

無回答 3 1.6 

問18

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 12 6.3 

37 19.6 

125 66.1 

やや不満 11 5.8 

不満 3 1.6 

無回答 1 0.5 

問19

市では、『障害のある人とない人がとも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』に努めています。これについて、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。

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』を図っています。これについて、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。

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』に取り組んでいます。これについて、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。

市では、『ＮＰＯなど市民活動団体への支援』を行っています。これについて、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。

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』に取り組んでいます。これについて、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。
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やや満足

どちらともいえない

やや満足

どちらともいえない

やや満足

どちらともいえない

やや満足

どちらともいえない

問19

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 9 4.8 

38 20.1 

129 68.3 

やや不満 10 5.3 

不満 2 1.1 

無回答 1 0.5 

問20

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 23 12.2 

77 40.7 

37 19.6 

やや不満 31 16.4 

不満 21 11.1 

無回答 0 0.0 

問21

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 11 5.8 

55 29.1 

105 55.6 

やや不満 16 8.5 

不満 2 1.1 

無回答 0 0.0 

問22

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 5 2.6 

61 32.3 

107 56.6 

やや不満 13 6.9 

不満 3 1.6 

無回答 0 0.0 

問23

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』に取り組んでいます。これについて、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。

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』に努めています。これについて、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。

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』を行っていま
す。これについて、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。

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』
に努めています。これについて、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。

市では、『健康づくりの取組の充実』に努めています。これについて、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。

 



 

9 

 

やや満足

どちらともいえない

やや満足

どちらともいえない

やや満足

どちらともいえない

やや満足

どちらともいえない

問23

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 17 9.0 

78 41.3 

71 37.6 

やや不満 17 9.0 

不満 5 2.6 

無回答 1 0.5 

問24

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 13 6.9 

71 37.6 

81 42.9 

やや不満 18 9.5 

不満 6 3.2 

無回答 0 0.0 

問25

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 4 2.1 

25 13.2 

151 79.9 

やや不満 6 3.2 

不満 1 0.5 

無回答 2 1.1 

問26

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 3 1.6 

40 21.2 

132 69.8 

やや不満 10 5.3 

不満 2 1.1 

無回答 2 1.1 

自然・環境に恵まれたまち

市では、『健康づくりの取組の充実』に努めています。これについて、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。

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』に取り組んでいま
す。これについて、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。

市では、『起業家や中小企業への効果的な支援』を行っています。これについて、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。

市では、『雇用機会の創出と労働環境の充実の支援』を行っています。これについて、
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。
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やや満足

どちらともいえない

やや満足

どちらともいえない

やや満足

どちらともいえない

やや満足

どちらともいえない

自然・環境に恵まれたまち

問27

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 34 18.0 

81 42.9 

52 27.5 

やや不満 17 9.0 

不満 5 2.6 

無回答 0 0.0 

問28

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 29 15.3 

87 46.0 

52 27.5 

やや不満 13 6.9 

不満 7 3.7 

無回答 1 0.5 

問29

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 26 13.8 

79 41.8 

60 31.7 

やや不満 15 7.9 

不満 9 4.8 

無回答 0 0.0 

問30

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 19 10.1 

64 33.9 

89 47.1 

やや不満 10 5.3 

不満 7 3.7 

無回答 0 0.0 

問31

市では、『自然と調和した適正な土地利用の促進』に取り組んでいます。これについて、
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。

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』に
取り組んでいます。これについて、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。

市では、『地域の特色を生かした美しい景観の保全・創出』に取り組んでいます。これに
ついて、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。

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』に取り組んでいま
す。これについて、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。

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』を行ってい
ます。これについて、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。
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やや満足

どちらともいえない

やや満足

どちらともいえない

やや満足

どちらともいえない

やや満足

どちらともいえない

問31

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 14 7.4 

67 35.4 

88 46.6 

やや不満 17 9.0 

不満 3 1.6 

無回答 0 0.0 

問32

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 28 14.8 

60 31.7 

86 45.5 

やや不満 13 6.9 

不満 2 1.1 

無回答 0 0.0 

問33

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 21 11.1 

50 26.5 

97 51.3 

やや不満 18 9.5 

不満 2 1.1 

無回答 1 0.5 

問34

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 37 19.6 

78 41.3 

58 30.7 

やや不満 11 5.8 

不満 4 2.1 

無回答 1 0.5 

問35

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』を行ってい
ます。これについて、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。

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』
に取り組んでいます。これについて、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。

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』に取り組
んでいます。これについて、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。

市では、『まちの活性化を図るため、市民と市の協力によるまちの魅力（文化・環境・ひ
と）の発信』を行っています。これについて、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。

その他、“暮らしつづけたいまち”について、ご意見などがございましたら、ご記入
してください。
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問35

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

その他、“暮らしつづけたいまち”について、ご意見などがございましたら、ご記入
してください。

朝霞台駅にエレベーターを設置いただきたい。ベビーカーをエスカレーターで使用せねばな
らず、危険極まりない。（３０代　男性）

安心して永く住める街、親から子へと語り継げるような誇りある街として朝霞、これからも
市民の声に向き合って、一つひとつ課題解決に向けて取り組んで欲しい。（４０代　男性）

今年、子供が高校受験を終えました。通っていた市立中学では、しっかりと勉強する子もス
ポーツ等に励む子も多く、目立って素行が悪い子もおらず、給食の献立もとても工夫がされ
ており、学年の先生にも恵まれ、朝霞で過ごして良かったと思いました。子供達もよい思い
出が多く、暮らしやすさを感じていれば、交通の便がよい地域なのでこのまま暮らし続けた
くなるのではないかと思いました。（５０代　女性）

交通量に対して歩道の整備が悪い。
根岸台５丁目の道路はなぜ開通しないのか？あの道路が開通しないために朝霞駅前の交差点
で、和光市方面からの右折車により渋滞が発生している。（５０代　男性）

朝霞台駅のホームにエレベーターを設置してほしい。朝霞台駅の改札外にエスカレーターだ
けでなく、スロープも作ってほしい（エスカレーターがよく止まるため）。
（２０代　女性）

確かに住みやすい街になってきていますが、スポーツ施設をもっと充実させてより良い環境
にして欲しいです。最近はスケートリンクがどんどん減少しています。土地があり、交通も
便利な朝霞市にスケートリンクが出来れば世界に誇れる町になると思います。
（４０代　男性）

狭い道や坂道が多くほとんどの道路に歩道が無く車がすれ違いが出来なくても一方通行でな
く非常に危険。比較的広い通りも自転車専用通路がないため歩道を逆走している。消防署の
脇の道も右折禁止にしないとそのうち死亡事故が発生すると思います。大きい公園は整備さ
れているが駐車場が少なすぎる。駐車場を増やさないなら無料のシャトルバスを運行してほ
しい。小中高に外部職員をもっと増やして先生の負担を減らさないと、先生が生徒をいじめ
ます。（４０代　男性）

市報にどんな活動をしているのか、もっと掲載してほしい。（４０代　女性）

アンケートで示された問いは、すべて実施されているのだろうが、その効果を中々目にする
ことができない。若しくは、目にしても目立たない。財政予算の緊縮化のため、大々的に実
施するのは難しいと思われるが、上手いアピールも考慮されては如何だろうか。
（５０代　男性）

朝霞市には、他の街より木々・水辺が多いかなと思います。
都市機能と並行して、自然が沢山感じる事の出来る街でありたい。（７０歳以上　男性）

朝霞は新しいマンションも多く子供も多いイメージであり、今後の発展も期待しています。
ただ、人口の増加に対し行政の対応が遅れると、急激に暮らしづらいまちになってしまうと
思います。人口が増えたら駅を大きくする事や、小学校や病院を増やすなど行政の柔軟な対
応が求められると思います。（３０代　女性）

通学通勤で使用されている狭い道路の一方通行化を検討して欲しい。本町付近は、市役所前
の通りから朝霞駅に向かうルートは数本あるが、狭い通りを車、自転車、歩行者、ゴミ収集
車が行き交い、危険を感じる。（５０代　女性）

市への申請に対し速やかに審査、許可、実施が行われた。行政の業務処理が丁寧で市民に
とってありがたいと感じた。生活しやすい街であると感じる。（６０代　女性）
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・

・

・

・

・

・ シンボルロードにカフェなどのお店を誘致して欲しい。（４０代　男性）

・

・

・

・

・

・

・

・

通学通勤で使用されている狭い道路の一方通行化を検討して欲しい。本町付近は、市役所前
の通りから朝霞駅に向かうルートは数本あるが、狭い通りを車、自転車、歩行者、ゴミ収集
車が行き交い、危険を感じる。（５０代　女性）

市への申請に対し速やかに審査、許可、実施が行われた。行政の業務処理が丁寧で市民に
とってありがたいと感じた。生活しやすい街であると感じる。（６０代　女性）

小さい子供からお年寄りまで、また外国の方も含め、平等に安心・安全に楽しく過ごせるま
ちづくりが暮らしつづけたいまちになると思います。（６０代　男性）

色々な取組をされているものの、知らないことが多く、もっとＰＲをされた方が良いと思い
ます。（６０代　男性）

街灯についてまだまだ不足していると思う。コミュニティバスについては朝霞駅については
充実していると思うが朝霞台駅については北口は２系統。南口に至っては１系統もない。こ
れに関しては格差があると言わざるを得ず、税金を真面目に払っている身としては納得でき
ない。（４０代　男性）

大きな道路沿いや市役所周辺等の町並みは以前と比べればだいぶきれいになったと思うけれ
ど、田島や内間木、そして膝折と溝沼の順に整備されてないところが多く物騒な感じがした
り、道路が通りづらいところを見かけると残念な気持ちになる。朝霞市の全ての地域を少し
ずつでもよいので、道路や景観を整備してほしい。（４０代　女性）

朝霞駅や駅前周辺は進んでいますが、同じ市内の朝霞台駅、北朝霞駅、駅前の開発も進めて
いただきたいと思います。和光、志木、朝霞と比較した時に見劣りが感じられます。また、
旧富士見有料道路の和光までの開通の情報も定期的に欲しいところです。（５０代　男性）

駅前開発を進めて。もっとお店などの誘致をして。子育て世代の声を反映した公園に変え
て。シンボルロードのような道を増やして。マーケットなど定期開催して。
（１０代　女性）

交通の利便性（市バスの充実）、健康診断サービスの充実などを希望。（６０代　女性）

他市に比べ、子どもに関する福祉は充実している気がします。
朝霞駅周辺には商店街やマルエツ・東武ストア・イイダなど大きめなショッピングセンター
がありますが、朝霞台周辺に日常生活用品をまとめて購入できるような場所がオリンピック
くらいしかなく不便を感じます。洋服や雑貨を手軽に購入できるテナントも朝霞駅にはあり
ますが朝霞台駅にはないため、ショッピングセンターやモールができるといいなと思いま
す。（６０代　女性）

マンホールの凹みに足が取られたり自転車のタイヤが取られる箇所がある。夜間照明が少な
く路面が見づらい。（６０代　男性）

市としては広報を行っていると考えているのかもしれないが、住んでいて情報がいまひとつ
浸透してこない。広報を丹念に読めばわかるのかもしれないが、駅や掲示板などに大きく表
示されるとわかりやすいと思う。（５０代　男性）

高齢化社会で医療制度の充実したシステムを希望します。一人暮らしで体調が悪くなった際
に保健センター等につながるブザーみたいなもので、簡単に連絡が取れるツールが普及する
と安心です。個人情報となりますので、希望者の方の対応になると思いますが、高齢者が一
人暮らしでも常に地域社会とつながっている環境がより必要になってくると思います。暮ら
し続けたいまち朝霞市！朝霞市の多様性に富んだ数々の取組で、朝霞市の魅力をより一層感
じました。ありがとうございます。（６０代　女性）

昭和時代の黒目川は汚く魚いない川でしたが、今では小さいお子様も川で遊んでいるのを見
かけられるくらいきれいになりました。川の土手を散歩したり、人が集まる風景は見ていて
とても行政の努力を誇らしく感じます。ですがコロナ時代になり特にバーベキューなどのご
みを持ち帰らずゴミ袋に放置してあるのをみるのはとても残念です。誰かがゴミを放置する
とそこにあっという間に他の人たちも捨てていきます。単純にバーベキュー禁止ではなく
（そもそも火をつかっていいのか？）いっそのことバーべキューが、やりやすいよう整備す
るか、パトロールしてゴミの持ち帰りを促すようにしていただけるといいなと感じていま
す。（５０代　女性）
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・

・

・

・ 恵まれている自然をもっと大切にしてほしいと思います。（５０代　女性）

・ 歩道が少なすぎる、路側帯ばっかり歩かされる。（３０代　女性）

・

・

・

・

・

・

・

・

・

高齢化社会で医療制度の充実したシステムを希望します。一人暮らしで体調が悪くなった際
に保健センター等につながるブザーみたいなもので、簡単に連絡が取れるツールが普及する
と安心です。個人情報となりますので、希望者の方の対応になると思いますが、高齢者が一
人暮らしでも常に地域社会とつながっている環境がより必要になってくると思います。暮ら
し続けたいまち朝霞市！朝霞市の多様性に富んだ数々の取組で、朝霞市の魅力をより一層感
じました。ありがとうございます。（６０代　女性）

シンボルロードが整備されて歩道が広く開放的になりましたが、電線を地中に埋めたらもっ
と景観が良くなるのになと思いました。シンボルロードや市役所周辺などの道だけでも地中
に埋めることはできませんか。（３０代　女性）

『暮らし続けたい』という感覚については、都心からの距離や地価などが最も影響している
と思います。朝霞市は、都心からの距離が程よく自然も残っているので、暮らしやすい街に
なるよう、行政のサポートがあると良いと思います。（４０代　男性）

朝霞市道の排水溝に物が置いてあり、枯葉がたまって排水を邪魔している。
（７０歳以上　男性）

貧しい市民に対して、集合霊園を作って欲しいです。朝霞市民で、安くて入れる安価な集合
霊園墓地（近隣の公営の霊園の２分の１）や望めば入れる計画を立てて欲しい。（貧しくて
買えない人もたくさんいらっしゃると思います。あの世に行ってもたくさんお金が必要とさ
れる社会はもううんざりです。）（７０歳以上　男性）

歩道を小さい子供を乗せた自転車や高齢者から子供まで乗る自転車が当たり前のようにス
ピードを出して通っています。仕事で他県や他市に行くことが多いですが、朝霞市は歩道・
車道が整っていないと思います。「暮らしたい町」以前にマナーを正すことは難しいと思う
ので、道路環境を整え、安心して歩ける歩道に変えて欲しいです。特に朝霞第五小学校から
泉水方面への道が酷いと思います。（４０代　女性）

目に見える行政が行われていることに感謝致します。（７０歳以上　男性）

このアンケートにでてきた市の取り組みは素晴らしいものが多かったが、知らないものが多
かった。もっとアピールしてほしい。（２０代　男性）

都市道路や歩道の整備が全く不足していると思ってしまう。例えば、朝霞台から志木へ向か
うバスが通る道では、土地が空き、歩道が整備されるかと思ったら、新しい家が建ってしま
う。計画が無いから土地の制限が出来なくなっているのか、歯がゆい思いがある。どうにか
ならないものか。（５０代　男性）

「子育てがしやすいまち」に偏りすぎている気がして、地方から来て都心に働きに行って税
金を払っている人で子どもがいない人は、高齢になったときにひとりで不安を抱えながら朝
霞市に住みつづけたいと思えるのだろうか、と不安で仕方がない。ここを解決できたら“暮
らしつづけたいまち朝霞”と思える気がします。（４０代　女性）

問３３柊塚古墳に関して（何度となく訪問しております）古墳が木が乱立しており破壊しつ
つあります。木が大きくなるにつれ木の根が古墳を破壊しつつあります。木の伐採をある程
度する必要が有ります。古墳の設立時はみどりを残す方策とのことで進められましたが、木
立が大きくなり過ぎ古墳の外からも古墳がよく見える様にし、木の根による破壊を少なくす
る必要性を強く感じております。今後長く保護するには、ある程度の投資も必要と思いま
す。（７０歳以上　男性）

宮戸の新河岸川側の宮戸橋西側の田、山、林、農家を合わせた景色の保全を希望します。一
家の農家が残っていることで昔の景色が成り立っています。市が家ごと買い住民の合意で新
居を別の場所に建築しても実施してほしいと思います。（７０歳以上　男性）
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・

・

・

・

・ 市内循環バス「わくわく号」の本数を増やしてください。（７０歳以上　男性）

・

・

・

・

・ 市内循環バスわくわく号の日中の便を増やしてほしいです。（７０歳以上　女性）

・

・

・

・

宮戸の新河岸川側の宮戸橋西側の田、山、林、農家を合わせた景色の保全を希望します。一
家の農家が残っていることで昔の景色が成り立っています。市が家ごと買い住民の合意で新
居を別の場所に建築しても実施してほしいと思います。（７０歳以上　男性）

「誰もが歩きやすい」歩道の整備ですが南口の道路はだいぶ進んでいるようです。ただ、東
口の道路特に和光市との境に近い道路に関しては、全く改善される様子はないのが残念で
す。場所によって差がありすぎます。また、「子育てがしやすいまち」につきましても、児
童館や公園の運営に関しては改善しているのかもしれませんが、小学校の数、学区、児童数
においては全く考慮されていないように思えます。マンモス校になってしまっている学校に
ついて今後どうしていくのか真剣に対策を立てて頂きたい。（４０代　女性）

道路の歩道について、二本松通り三原辺りは歩道が無いに等しくかなり危険。また朝霞駅周
辺はきれいに歩道が整備されているのに対し朝霞台周辺は危険な場所が多く地域差がひど
い。朝霞台駅周辺の開発についても遅れているように感じるので是正してもらいたい。
（３０代　男性）

朝霞市に住んで丸４０年になります。住み始めた頃に比べて町の進化は素晴らしいと思いま
す。住めば都ではありませんが、朝霞は住みやすい町だと思います。職員の皆様これからも
より良い町づくりをお願いいたします。（７０歳以上　男性）

歩道が整備されている場所もあるが、整備されてない場所もある（差が大きい）問１２につ
いて、地域の環境として公園があげられますがボール遊びができる公園を多く作ってほしい
です。問２８について、黒目川でバーベキューをしている方が多くいらっしゃいます。使用
後きれいに片付けて頂きたいと思います。ゴミが多くなってきていると思います。
（４０代　女性）

毎回意見として書いているが、小学生の通学路の不備が多く車との区分が無い道があるのも
多すぎ。将来の子どもたちの為にも毎年予算を計上して良き方向へ取り組んで頂きますよう
お願いいたします。雨の朝傘が当たってしまう事や一列歩行しか歩けない道などの多さが目
立ちます。（７０歳以上　男性）

自分達の地域にもサービスが欲しいと思います。栄町は公共交通ネットワークが少ないと思
います。せめて、カーシェアは欲しいです。空きの駐車場もありますので。
（４０代　男性）

現状として、新型コロナウイルス感染症感染防止のために、祭りなどが中止・延期が増え
ている。開催するには、方法などを検討が必要になってきている。（６０代　女性）

駅周辺の禁煙エリアでタバコを吸っている人が多い。実効性を確保してほしい。もっと禁煙
であることを示してもいいのではないかと思います。（６０代　男性）

色々な取り組みには地域差が感じられる。朝霞市内どこでも「安全・安心なまち」、「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」にし
たい。（６０代　男性）

暮らし続けられる環境をつくることが良い方向に進むと思います。高齢化による減少を少し
でも軽くして、スムーズに生活できるようにしたいです。日常の行動をスムーズにするため
に、食事・運動・睡眠を基本的に進めて、快適を求めていくべきだと思います。
（６０代　男性）

浜崎・田島・岡・上内間木について、去年台風で浸水していますので、対策はもっとしっか
りやってほしい。交通安全ボランティアの方が立ってくれたりするのを見かけるので、あり
がたいなと思います。母子手帳が朝霞駅前出張所で受け取れなくなったのは不便だと思いま
す。市内でフィリピン人やベトナム人をかなり見かけるので、タガログ語やベトナム語のハ
ンドブックは用意した方がいいと思う。朝霞駅→宮台→北朝霞に出るバスをもっと増やして
ほしい。北朝霞駅側からバスでくみまちモールまで行こうとする本数が少なすぎて不便。１
度電車に乗って朝霞駅かバスに乗らなくてはいけない。せっかく便利な商業施設ができたの
に、交通の便が残念です。三原・弁財・朝志ヶ丘・根岸台等に、道路が狭く車・自転車・歩
行者が同時だと危ない所がまだまだ多いです。危ない思いをすることも多いです。
（３０代　女性）
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・

・

・

・

・ 朝霞台地区も充実させてほしい。（７０歳以上　男性）

・

・

・

・

・

・

・

道路の拡張、大人も子供も楽しむのことができる場所の確保、大人用のファッションショッ
プの。（７０歳以上　女性）

若者（２０代）が楽しめる所が見当たらないと子どもたちが感じています。車が無くてもイ
ベント等参加しやすいように駅の近くに公共スペースを作って欲しいです。わくわくどーむ
など少し不便を感じます。
歩道・・・駐車場の入口など、車の為に斜めになっている所が多くベビーカーや車椅子、保
育園の子どもたちが乗るベビーカーを押して歩くのが本当に大変だと思います。改善して欲
しいと思います。（５０代　女性）

1、歩道の整備を促進し子どもや婦人老人が安心して歩くことができるようにしてほしい。
2、農地が点在しているが作った作物を収穫時に収穫せず土に埋めている。ここ６年位毎年で
ある。食物となるものであり、見苦しい。給食とかに活用すべきである。
（７０歳以上　男性）

問1について、中央公園前広場のイルミネーション用の配線カバーは高齢者や車椅子、ベビー
カーの通行の妨げになっています。（毎年気になっていました）
問20について、シェアサイクルの利用説明会を実施して欲しいと思う。（６０代　女性）

“暮らしつづけたいまち”私自身が現在そうありたいと願いながら生活しています。市の概
念（コンセプト）は市民の皆様にも目指した街に良くなっていることも事実でこの何年かで
日々の生活の中に感じることが多くなりました。３～４年前までは朝霞でない所にと思った
こともありましたが、市の実施されている事業に色々な面から暮らしつづけたいまちになっ
ています。（７０歳以上　女性）

街灯が少なく、あっても暗い、深夜でなくても不安を感じる所がたくさんある。街灯をすぐ
設置、改修するのは難しいと思うので個々のお宅に門灯等点灯してもらう（例えば朝何時ま
でとか）ようお願いしてみるのはどうでしょうか。節電等の理由から家族全員が帰宅すると
消してしまうのではないか、とにかく暗くて怖い、民家が密集している所に限り真っ暗のよ
うに思う。（５０代　女性）

黒目川の川岸の整備がきちんとなされ皆が散歩等に利用しており非常に良いと思う。大きな
公園も利用者が多くうれしく思ってます。特に子供が多くなっているので、自然を残すこと
は重要だと考えています。少し気になるのは住宅、マンションの建設ラッシュで小さな公園
がなくなっています。何とか残せないかと思っています。（７０歳以上　男性）

シェアサイクルはよく利用しているのを見かけるので、良いと思いました。さらに普及して
いけばと思います。（３０代　女性）

わくわく号が乗り継ぎなしで市内全体をまわってくれるとありがたいなと思います。
（５０代　女性）

コロナ禍で少し実感できなくなりましたが人口増加、電車通勤の窮屈さが増していました。
不動産業や電鉄会社の問題はわかりませんが休日は暮らしやすいが家につくまでは不便（不
快）な面も多く感じています。（５０代　男性）

浜崎・田島・岡・上内間木について、去年台風で浸水していますので、対策はもっとしっか
りやってほしい。交通安全ボランティアの方が立ってくれたりするのを見かけるので、あり
がたいなと思います。母子手帳が朝霞駅前出張所で受け取れなくなったのは不便だと思いま
す。市内でフィリピン人やベトナム人をかなり見かけるので、タガログ語やベトナム語のハ
ンドブックは用意した方がいいと思う。朝霞駅→宮台→北朝霞に出るバスをもっと増やして
ほしい。北朝霞駅側からバスでくみまちモールまで行こうとする本数が少なすぎて不便。１
度電車に乗って朝霞駅かバスに乗らなくてはいけない。せっかく便利な商業施設ができたの
に、交通の便が残念です。三原・弁財・朝志ヶ丘・根岸台等に、道路が狭く車・自転車・歩
行者が同時だと危ない所がまだまだ多いです。危ない思いをすることも多いです。
（３０代　女性）
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・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

コロナ禍で少し実感できなくなりましたが人口増加、電車通勤の窮屈さが増していました。
不動産業や電鉄会社の問題はわかりませんが休日は暮らしやすいが家につくまでは不便（不
快）な面も多く感じています。（５０代　男性）

大きな所だけ美化すればいいのではなく、もっと小さな路地までがどんどん緑豊できれいに
なってほしい。足並みが揃わないと、統一感のある美化にならないので、そこを指導して
いって欲しい。私有地になると、見苦しいことも我慢するしかないので、自宅の周りに対し
ては、あきらめてしまいがちです。（５０代　女性）

電信柱により道が狭く、車がすれ違うのが怖いところが多い。また、市内循環バスの本数が
少なく、あてにできない。（５０代　女性）

人・環境にやさしい街であってほしい。朝霞駅から市役所周辺は大分整理されてきました
が、朝霞台駅周辺はまだまだです。設問にもありましたが、歩きやすい歩道・警察との連携
など、期待します。朝霞台駅周辺の塾の送迎車両に困ってます。また自転車・歩きタバコに
も困惑しています。（５０代　女性）

泉水坂を上る道の左車線が、自転車で走行する時にいつも不安を感じます。（カーブのある
坂道で路線バスも通る。ガードレールが却って自転車走行の邪魔になる）。未就学児を自転
車の後ろに乗せて毎日坂を走行する知人も、「あの坂道は怖い」と同じ感想を抱いていまし
た。道幅的に制約があって難しいとは思いますが、何とか改良されると良いなあと思いま
す。（４０代　女性）

「どちらでもない」と回答したものは取り組みそのものを知らない項目です。ほとんど知ら
ないですね。これはこれで問題だと思います。最も不満なのは市役所周辺の道路整備と公園
化。多額を使って自然を破壊し、中途半端なイルミネーションをして、メリットがなにもあ
りません。（４０代　男性）

交通の便が悪いと住み続けたいという思いがあまり持てません。駅から離れている場所ほど
住みやすい環境作りを早く進めてほしいです。（５０代　女性）

人口の流入が多い割に、インフラ（土地の区画や道路）が整備されておらず、数年前より住
みづらい。先に道を作ってから、住民の家などを建てるような行政の役割をしてほしいと思
う。住宅メーカーが勝手気ままにやっているので、先が考えられていないと思います。朝霞
駅の方は、道路が綺麗になり運転がしやすくなりました。（３０代　女性）

ピンポイントで様々な環境整備されているのかもしれないが、成果が感じられません。ある
程度の規模のビル・マンション建設の際は、歩道や公園を寄付してもらう（その代わり容積
率を緩和して容積的にバランスをとったり寄付した方が有利にする）とか、市の予算を使わ
ず環境をよくする方法考えないと、もともと隣接している市に比べても歩道が少なく、幹線
道路も狭く感じるのでいつまでも追いつかないのではないでしょうか。コミュニティバスを
運行するよりは、西浦和と北朝霞と新座、朝霞と朝霞台の間に駅を作ってバス路線を見直し
た方が、効果が高いと思います。朝霞と朝霞台の間は大学と大きな病院もあるし、また西浦
和と北朝霞の間は２つ位駅を作り、空地や容積率の低いエリアも多いので、その駅近くに支
援設備を含む複合設備を作り直して再配置してもらう。様々な設備に行くためにバスを乗ら
なくても、武蔵野線か東上線の駅近くに主要設備がある環境になれば、その主要設備のまわ
りに大規模マンションができ、そちらに駅から歩けない住人が移ってくれば、便利で、歳を
とって車を手放しても、ながく暮らし続けたい街になります。今のままだと、朝霞市は決し
て広い幹線道も多くなく、バスが通る道も狭いので、人口が増え車の台数が増えたら、不便
な町となってしまいます。（５０代　男性）

朝霞台駅のバリアフリー化の遅れに不満。さいか幼稚園前にいまだに横断歩道が作られない
のが非常に不満。歩道橋があるというのは理由にならない。事故があってからでは遅い。も
う何十年も要望があるはずだが、何故できないのか説明してほしい。また、朝霞駅前に高層
マンションが林立しすぎ。採光や通風で問題が起こってからでは遅い。特養や老人ホーム等
が浸水可能性の高い地域に建設されすぎ。近年の川越のようになってからでは遅い。専門家
の意見を聞いた上で、防災や事故の未然防止を第一に、実行に移してください。被災してか
らのコストは非常に高くつくので。（５０代　女性）
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・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

人口の流入が多い割に、インフラ（土地の区画や道路）が整備されておらず、数年前より住
みづらい。先に道を作ってから、住民の家などを建てるような行政の役割をしてほしいと思
う。住宅メーカーが勝手気ままにやっているので、先が考えられていないと思います。朝霞
駅の方は、道路が綺麗になり運転がしやすくなりました。（３０代　女性）

10代～人生の大先輩まで幅広い人が話しをできる機会を設けて意見を聞いてみるべき。
防災の声が反響しすぎで何を言っているのかわからない。（３０代　男性）

市の仕事ではないと思うのですが、朝霞台駅のエレベーターとホームドアの設置をお願いし
たいです。ベビーカーのお母さんや車椅子の方など大変な思いをしていると思います。
（７０歳以上　女性）

今後もより良い街づくりをして頂きたいので、期待をこめて「どちらともいえない」を多く
つけさせて頂きました。（５０代　女性）

「朝霞の森」という場所の存在が子育て世代にはとてもありがたい場所です。子どもたちが
自由に遊べる空間をこれからも守り続けたいと思います。スケボーや自転車、ボール遊びや
野球、凧揚げなど...制限されている公園が多く、これらすべてができる公園はここしかありま
せん。子供も親も大好きな公園です。（３０代　女性）

シンボルロードや市役所周辺など目立つ箇所だけが整備されているイメージです。住宅が増
えつづけていますが、土地が空いたら建てるという感じで道路が狭いままだったり、見通し
が悪くなったりと危険な場所が増えています。宅地整備がもっと市の指導・協力のもと行わ
れていたらもっと美しい街並みができたのではないかととても残念です。駅前の商店街の活
性化や道路整備なども若い人たちの意見も取り入れつつ市にもっときちんと頑張ってもらい
たいです。（４０代　女性）

歩道が一部分途切れている箇所がある。駅へ続く道であることから、人通りもそれなりにあ
るが車道に出なければならないため危ない（人にとっても車にとっても）（５０代　男性）

朝霞で子どもを育て娘たちも結婚し街も大きく変わりました。駅の前にあった店もなくなり
人参畑も消えてしまいました。進歩であると共に淋しさも感じます。小さい子がたくさん増
え行政は子育てに優しいを売りにしています。うちの子たちが小さい時は、お年寄りに優し
い町でした。今、自分が年を重ねると子どもにばかり目を向けている朝霞が目につきます。
男女平等はもちろん子どもも老人も平等とはならないのでしょうか？（６０代　女性）

道路の安全性を今一度検討して頂きたい。以前のアンケートにも書いたが、車道に青いライ
ンの自転車道は場所によっては事故の誘発にしかならない。歩道と車道の区別、これだけレ
ンタサイクルを推進するのであれば、自転車走行ルールも呼びかけていただきたい。
（４０代　女性）

今回アンケートを回答していて気付いたのですが、市が行っている事を殆ど認知していない
です。特に私のように途中転入、子なし、市外勤務の場合なかなか「暮らしつづけたいま
ち」と思えるような繋がりがありません。多分色々なことに取り組まれていると思うので、
上手く周知して頂くか今期２０代男性、来期は７０代女性というようにターゲットを絞って
集中的にその層に合った取り組みやイベントを紹介するなどアピール方法の工夫が必要かと
思いました。朝霞は良い街だと思います。市政に期待していますので、今後も頑張ってくだ
さい。（５０代　女性）

朝霞市役所の近辺はきれいになっているが、部分的であり何故ここだけと感じる。自然をう
りに（黒目川の桜）しているのならそれが災害とならない整備も必要ではないでしょうか。
10/24ASAKA_ＳTOREET_TERACEも若い人の手作り作品をおしゃれに高く売っている
店ばかりで市のお店の活性化になっていなかった。アンケートに答える人は市の事に関心の
ある人が多い中で前回のアンケート愛着誇りの数値はけっして高くないと思う。新しい人若
い人ばかりに目を向けるのではなく、現在住んでいる人が満足する政策を考えてほしい。そ
れが先々のまちのくらしやすさになると思うのですが、いかがでしょうか。
（５０代　女性）
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・

・

・

・

・

道路の安全性を今一度検討して頂きたい。以前のアンケートにも書いたが、車道に青いライ
ンの自転車道は場所によっては事故の誘発にしかならない。歩道と車道の区別、これだけレ
ンタサイクルを推進するのであれば、自転車走行ルールも呼びかけていただきたい。
（４０代　女性）

小学校の登下校、大きい交差点にはサポートしてくださる方がいると安心だと思う。各学校
で人数が決まっていると聞いたが、八小などはマンモス校なので考えて欲しい。一小～十小
まであるが、きれいな学校と古い学校と差がある。きれいにして欲しい。（４０代　女性）

このアンケートを通して色々な取り組みについて知りましたが、もう少し生活する中で知る
きっかけがあれば良いなと感じる所がありました。自分の必要としていること以外は普段は
中々興味を持つことが難しいかもしれないですが。（４０代　男性）

公共施設に関してですが、いつも北朝霞の駅周辺の整備を切望していますが…何年たっても
駅が汚いまま。市役所がある朝霞駅ばかりがきれいで不平等を感じる。いつもいつも同じ事
を意見で言ってるが、何も変わらない。着工できない理由があるなら説明してほしい。駅は
その街の大切な顔だと思っているが朝霞台駅がかわいそうだ‼（きたない）
（５０代　女性）

朝霞は自然が多く緑も多いので、都会ではできない自然とのふれあいを大切に、大事にして
いってほしいと思います。（４０代　女性）

歩道に衝突防止のポールが設置されるようになり良いと思う。駅の500～1000ｍ範囲を
もっと整備してほしい。また駅にエレベーターは必須。市から鉄道会社に働きかけて欲し
い。（４０代　男性）

自分の知らない多くの事業に支えられて生活できていることが改めてわかり、感謝しており
ます。ただ、これらの事業について判断できるような情報が自分には届いていないという点
で、ほとんどの質問の回答は「やや不満」となりました。Ｑ5は、毎年毎年、保護者へのアン
ケート結果をまとめてＰＴＡが要望を出しているのに通学路の改善がされないので「不満」
です。（４０代　女性）

以前にも書かせて頂きましたが、歩道ある所でもその先の土地に建物が建つと、道路ギリギ
リまで建物。歩道は無し。このような所が多く見られます。「誰もが歩きやすい」程遠いで
すね。（５０代　女性）

朝霞市に限ったことではないが、市役所付近との差が激しいのではないでしょうか？朝霞市
に実感が薄い。子供も独立しているので、今回のアンケートに関して身近に感じることがな
くアンケートに答えられるものが少なかった。朝霞独自の文化を大切にしていく事は大事だ
と思う。広沢の池、伸銅の水車etcもう少し完成度の高いものをつくっていただきたい。
（６０代　女性）

30年以上朝霞市に住んでいます。「～に取り組んでいます」「～に努めています」といわ
れても比較や成果がわからないので答えようがありません。「取り組んでいる」「努めてい
る」「行っている」等のレベルや達成目安等わからないので、「どのように感じていらっ
しゃいますか」といわれても何とも答えようがありません。（６０代　女性）

シンボルロードで子どもが遊んでいるのをあまり見かけない。それよりも朝霞の森や青葉台
公園のための駐車場が欲しい。このように行政が良いと思って作っても、市民に本当に必要
かどうか、見極めて、行政を行って欲しいです。質問の意図が違ったらすみません。
（４０代　女性）

高齢者の方が免許証返納を考えた時に交通手段がなくなってしまうからと返納を躊躇してし
まっているのではと考えてしまいます。そのためにもわくわくバスの路線や利便について検
討して欲しいです。
側溝や水路には汚泥がたまっていて水が流れていなかったりたまったままになっています。
清掃をする事が水害対策にもなるので、お願いいたします。（水路は崩れている場所もあり
ます）
市道が竹などでおおわれて道がなくなってしまっています。市民がこれからも暮らしつづけ
たい街であって欲しいです。（５０代　女性）
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・

・

・

・ 野良猫、その他飼われていない動物への対処。（４０代　男性）

・

・

・

・ 緑の多い街、水べのある街を大切に街の活性化（７０歳以上　男性）

・

・ 歩道の整備を強化してほしい。（５０代　女性）

・

・

シンボルロードで子どもが遊んでいるのをあまり見かけない。それよりも朝霞の森や青葉台
公園のための駐車場が欲しい。このように行政が良いと思って作っても、市民に本当に必要
かどうか、見極めて、行政を行って欲しいです。質問の意図が違ったらすみません。
（４０代　女性）

朝霞台の駅についてエレベーターはいつ設置になるのか、スターバックスなどもない。大学
もあるのに志木駅との差が激しい。（２０代　女性）

教育にもう少し力を入れると若い人達が増えてくると思います。もう少し朝霞市の取組をア
ピールすると良いと思います。（３０代　女性）

どうか、東武鉄道に掛け合って朝霞台駅にエレベーターを設置してください。子連れの方も
車椅子の方もお年寄りの方もエレベーターが必要です。（２０代　女性）

高齢者にとって暮らしやすい町は、身近な歩行する道路が安全で、犯罪の少ないことが最も
重要なことと推察されます。きょうあいな道路が多く、また車両等の交通量も多いものの、
すでに建設されている狭い道路などを拡張することや歩道区域を作り出すことは難しいこと
から、一方通行にする等歩行者の安全を確保するための施策を推進して頂きたい。
（６０代　男性）

近年、黒目川周辺の市街化が進んでいるが、市として「美しい景観」の保全を重視している
のであれば、地球温暖化により水害の発生する可能性が高まっている点からも、現状以上の
開発には制限をかけるべきではないでしょうか。（５０代　男性）

市役所周辺のように浄水場周辺の整備をして遊歩道を作り、健康促進に繋げる。道路事情を
改善するため、地権者との話し合いを進め、街の発展への協力を促す。朝霞とはと質問され
た際に答えられるような何かを考える。（４０代　男性）

都内へのアクセスがとてもしやすく、東上線の頻繁に起きる人身事故の際、朝霞台在住なの
で北朝霞駅利用で迂回できることで何度となく「ここに住んでて良かった」と思いました。
自然の多さと利便性のバランスがとても良く、この土地を気に入っております。が、このモ
ニターアンケートの際に複数回申し上げてきましたが、朝霞台の駅周りが全く整備されてい
ないのが残念過ぎます。朝霞駅と比べてもかなりの差がありますし、近隣の和光市志木市も
整備完了しているようですので、朝霞台駅のみ完全に取り残されている感は否めません。１
日の乗降者数２線利用できる環境として、私鉄とJRそれぞれの商業施設がもっとあっていい
はず、急行停車駅であるので、市の中枢部がある朝霞駅よりも予算配分をしてもおかしくは
無いはずだと思います。私と同じような意見の方は少なからずいらっしゃると思いますが、
24年住まわせて頂きましたが、その発展性の無い駅を利用するたびに残念に思います。若干
話が逸れましたが、もっと「暮らしつづけたい」と思いたいとの思いから意見させて頂きま
した。（５０代　女性）

街全体に清潔感が無いため改善してほしいです。特に現状のゴミ捨て場は、美観を損ない衛
生的でもないため改善を望みます。また、市役所通りなど歩道が狭く危険な道があります。
朝霞台駅にエレベーターがないことも非常に不便です。ベビーカーや車椅子使用者にもやさ
しい街づくりをお願いします。教育の面では、市独自の少人数学級の実現や補助教員の確保
を望みます。秋田や福井など、塾に通わずとも公立校に通いながら十分な学力をつけていく
のが教育の健全な形だと思います。教育はかけた費用に対してすぐに目に見える結果が出る
ものではありません。しかし、ここに多くの予算を使うことが長い目で見た時に回収効果が
大きいのではないのでしょうか。他自治体の成功例を取り入れ、教育の質の向上を行ってく
ださい。朝霞の森のプレーパークや青葉台公園のココイロアオバは子供達が楽しく遊べる場
所となっていてありがたいです。特にココイロアオバでは、複合遊具やたくさんの乗り物に
子ども達が夢中です。こちらを企画してくださった方に大変感謝しております。
（３０代　女性）
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・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

自由記入欄

市役所周辺のように浄水場周辺の整備をして遊歩道を作り、健康促進に繋げる。道路事情を
改善するため、地権者との話し合いを進め、街の発展への協力を促す。朝霞とはと質問され
た際に答えられるような何かを考える。（４０代　男性）

根岸台に住んでいます。現在のところは自分で車にて買い物等に出かけられますが、高齢の
方にとっては買い物が大変と聞きます。日常生活において支障なくできるといいなと思いま
す。移動販売や、色々な援助が広がるといいのかなと思います。（５０代　女性）

シンボルロードを断ち切っている段差を無くし、街灯を増やして明るくしてほしい。あの段
差は、彩夏祭等で怪我人が出てもおかしくない。「誰もが歩きやすい歩道の整備や生活道路
の安全確保」に取り組んでいるとあるが、新しく整備された歩道がこの状態では納得できな
い。（４０代　男性）

他の市と比べてみたら、良い所と悪い所等が良くわかるのではないかと思います。
（６０代　女性）

この御時世、散歩くらいしかレジャーが無くなってしまいましたので、歩いて楽しいコース
の紹介と、そこに至る公共交通機関を提案していただけないでしょうか。（４０代　男性）

まず、中途半端に拡張工事をしたまま、放置されている道路をなんとかして下さい。
（４０代　女性）

「誰もが歩きやすい歩道の整備や生活道路の安全確保」の取組で通行しやすくなった反面、
交通ルール無視やルールを知らない自転車走行車が多く事故も増えています。シェアサイク
ルの実証実験の機会も生かして自転車の交通ルールの教習が出来れば良いと思う。
（７０歳以上　女性）

この１年道路整備等が進み環境が改善されたと思います。観音通り線の整備で川越街道への
アクセスは良くなりましたが、栄町３丁目交差点旧道の朝霞方向からの右折の停止ラインが
直進と同じラインです。特に川越方向からの左折では大型バス等がラインが同じためオー
バーラインになる場合もありますので、改善をお願いします。（６０代　男性）

この度、アンケートを読み進めてみて答えに困ることが多くありました。ポスターとかは見
たことがあっても取り組んでいる目的とかが理解していなかったのでしょうか。
幹線の道路等は整備されていても、私の住んでいる処は道の真ん中に穴があいているところ
がありますよ。雨上がりは水たまりも出来ますし・・・。（７０歳以上　女性）

朝霞のシンボルとして都会の清流黒目川の自然を大切にしたいと思います。
朝霞はオリンピック、パラリンピックの会場になっています。アスリート第一で海外から来
る選手に朝霞の良さを発信できればと思います。親切な対応おもてなし。（６０代　男性）
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自由記入欄

今回のアンケート（レイアウト・質問方法・構成等）について、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。

・

・

・

・

・ 問いが細かく、出題数が多い。（５０代　男性）

・ 1～5までの回答文言に、多少回答しずらい。（７０歳以上　男性）

・

・

・

・ 質問方法・構成とも簡潔で判りやすく答えやすかった。（６０代　男性）

・

・

・

・

アンケートの結果は何らかの意思決定に利用するデータだと思っています。質問が幅広く浅
い為、本アンケートの結果が何の意思決定につながるのか、イメージがつきませんでした。
（３０代　男性）

選択式で、設問も適度な内容（文字数）で回答しやすかった。スマホからも回答できるよ
う、見やすくシンプルなレイアウトであれば、外出先やパソコンがない環境からもアクセス
しやすい（４０代　男性）

自分があまり関心が無いのか、取り組みをあまり知りませんでした。アンケートなので特に
意見はありません。（４０代　男性）

自分に関わりがないと、そもそも内容がわからないため、チェックしずらい。
（４０代　女性）

今回、質問に対して満足に思っている点もあれば、不満に思っている点もあるものに対して
は間をとって「どうちらともいえない」を選択しましたが、自分には関わりが無く、不満と
も満足とも感じていない物に関しても「どちらともいえない」回答しました。回答の幅を広
くするか、回答欄の下などにコメント付けられる様にしたらもっと回答の意図が伝わるので
はないか？と思いました。（３０代　女性）

教育関連の設問は関わりがないため現状把握ができず回答できなかったため「どちらともい
えない。」となってしまった。（６０代　女性）

コロナの影響で、家から出ないようにしているため市の環境等に触れることが少ないこと
もあり「どちらともいえない」という回答がおおくなってしまいました。
（７０歳以上　男性）

自分の日常生活に関連しない項目が多く、回答不能な質問には「どちらともいえない」とし
ました。（６０代　女性）

個々の質問事項について、「どちらともいえない」という回答が多くなってしまった。でき
れば具体的に申し上げたかったので、記入したい人用の記入欄を入れてもいいかもしれな
い。（５０代　男性）

Ｑ15は、経験していないため回答しづらかったです。客観的な意見とさせていただきまし
た。各質問に朝霞市が取り組まれている内容が具体的に明記されていましたので、とても回
答しやすかったです。（６０代　女性）

途中から答えるのが億劫になるほど雑に作られたアンケートだと感じました。
何を知りたいのか全く意図が見えませんし、意見を求める気持ちもないのでしょうか？
不満かそうでないかだけを聞くだけで、何をどう感じてそう答えたのか記入する欄がありま
せんし、設問もコピペしたようなアンケートですね。
ひとつひとつが重要なトピックなので、きちんとアンケートを行なって知りたいことを明確
にし、またこのアンケートが何に生かされるのかも明確にして、設問をきちんと練ってから
やり直してほしいです。（３０代　男性）
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・

・

・

・ 時宜を得たアンケートです。（７０歳以上　男性）

・

・ アンケートに対応し易く、また、親切感が有り好感度大です。（７０歳以上　男性）

・ 知識がないので、ほぼ真ん中の回答になってしまった。（２０代　女性）

・ 文句のつけようがありません。担当者のご努力に頭が下がります。（７０歳以上　男性）

・

・

・

・ 市民の声を聞くことは良いことです。（７０歳以上　男性）

・

・

・

・

Ｑ15は、経験していないため回答しづらかったです。客観的な意見とさせていただきまし
た。各質問に朝霞市が取り組まれている内容が具体的に明記されていましたので、とても回
答しやすかったです。（６０代　女性）

今回の内容は朝霞市が市としてどんな活動をどこで、どこからどこまでなど内容を分かって
いない私にとってなかなか答えが出しにくい数々でした・・・。私のような人間ではなく、
もっと朝霞市に関わっている方の方が内容理解ができしっかりとした回答が出来たのではな
いかと思います。（４０代　女性）

今回のアンケートで市が何を重視して何に取り組んでいるのか理解出来ましたが、どのよう
な成果があったのか？どの程度コストがかかったのか？など、過程や結果の部分も広報して
もらえると判断しやすかったと思います。（４０代　男性）

アンケートの量が多く、たくさん楽しませていただきました。ありがとうございます。
（２０代　男性）

今回のように選択できる方法が楽に回答出来て良かったです。住みやすい朝霞にもっとなり
ますように協力して行けたらと思います。これからもよろしくお願いします。
（６０代　女性）

広報などで知っているが、子育てなど実際に関わていない事が多くわからない点が多い、イ
メージがわかない。（６０代　女性）

質問方法ですが、記入ではなく１～５の選択肢方式なので、とても良かったと思います。
（７０歳以上　女性）

このアンケートをパソコンから回答できるように、ＵＲＬを表示していただけないでしょう
か。スマートフォンを持っていないため、ＱＲコードではアクセスできません。お願いしま
す。（６０代　男性）

今回のアンケートの内容はもっと深く掘り下げてと感じました。より良い方向で内容が明確
になり、今後の指針になると思います。市内循環バスの運行方法・周知方法について、宮戸
線と名前の付いているのに宮戸に直通していないのはどうかと思う。また、わくわくどーむ
で乗り継ぎしようにも、バスがちょうどいい時間にないので改善してほしい。シェアサイク
ルの運用方法について、パスモやスイカだけで利用できるようにしてほしい。案内を年配者
でもわかりやすいようにしてほしい。（７０歳以上　男性）

写真が添付されるとわかりやすく身近に感じます。
シェアサイクルに関しては、あっという間に設置場所が増えました。利用者の数に応じて増
やしているのでしょうか？スマホ決済できない高齢者は使えないですね。設置する（増や
す）ことでの長短を知りたいです。
市政を多面的に捉え充実したものにとの職員の方々やそれに携わる方々のご苦労を感じま
す。さらには「人を育てる」観点で行政はどんなことができるかもアプローチして頂きた
い。（７０歳以上　女性）

今回のアンケートは全くダメ。実施していることを、行政はあたかも充分に行っていること
を前提にどう思うかを質問しているが、実施内容を市（行政）が思っている程、市民は把握
していないし、市民は今の時代でその程度の施策はできて当然だと思っているはず。今回の
アンケートについても、実施した例として小さく写真を掲載しているが、その内容だけの回
答で今後の参考にされても正直困る。アンケートをするならば、もっと資料等の準備が必要
であり、業務上３回目のアンケートを行っている事実だけを残したのではないかと思う。
「他の市と比べてどうか」等の効果を数字などの根拠を示した上で意見を問うべき。また、
「〇〇のような施策を実施し、市は〇〇の成果があると判断しているが、市民の皆様はどう
感じているのか」といった具体性が必要。何をアンケートし、どう活用したいかの意図が不
明瞭。特に問１４は、記載の主な取組内容は市ではなく、国や県が主体となって当然行う業
務かと思われます。この点に関して、具体性もなく、満足・不満足を市民に質問しても、ど
のように答えてよいか分からないはずです。今後アンケート内容に対し、アンケート作成
者・上司及び組織がアンケート内容を正しく判断する市政になるよう期待しています。
（４０代　男性）
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・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

選択制もいいが、あまりにも自由記入枠が無いものも書きにくいなと思いました。せっかく
４つのコンセプトがあるので、４つの自由記入枠を入れてもよかったのではと思う。
（３０代　女性）

今回のアンケートはよくわからないことが多く、どちらでもないとの回答が多くなってしま
いました。（５０代　女性）

街の整備が本町を中心に進められている感じを受ける。朝霞台にも緑が多くきれいな街にし
て頂けたらなと思いました。
カーブミラーの数が少なくてキケン。（７０歳以上　女性）

1、簡潔な質問で回答し易い。
2、質問の内容から市の考えが推定できるので今後も期待します。（７０歳以上　男性）

朝霞駅前（南口）のトイレの前あたりの自動音声案内の音質が非常に悪く不快なので止めて
欲しい。
駅前のタクシードライバーの方のユニバーサル意識レベルが低いように思います。高齢者
（身障者）の手荷物サポートをしない方がいる。高齢者（身障者）割引清算の際迷惑そうに
する。改善方法があれば検討して欲しい。（６０代　女性）

今回のアンケートも分かりやすくうなずける回答を出させる気持ちでした。質問方法も解
りやすくこのような対策をとられて市政に取り組まれている様子がアンケートの中でより
理解が出来ました。多くの市民の皆様が、理解されるとこのまちを心から誇りをもって住
み続けられる市民になりたいと願う気持ちになれるのではないかと思われます。
（７０歳以上　女性）

回答がどちらともいえないが多く申し訳ありません。自分が直面してない子育て等には目が
向いていなくよくわかりませんでした。（５０代　女性）

設問毎に写真を貼付しているのはＧｏｏｄだと思います。文章のみの設問は硬い感じがあり
イラストや写真の貼付は自由な感じが助長されると思う。
遊歩ＲｏａｄにＷａｌｋｉｎｇＧｕｉｄｅ（？）の案内表示板ありましたっケ？（金かかる
か？）（７０歳以上　男性）

提案ですが、回答欄が１～５までしかないのに戸惑っています。各設問ごとにコメント欄を
設けてはいかがでしょうか。なぜかと言いますと、質問事項が不明なことが多々あります。
子育て世代支援、シルバーの支援などとありますが、具体的に見たことがないものもありま
す。その場合回答に困ってしまうことがあります。設問に対し解りません意味不明ですの回
答欄をもうけるのも一法かと思います。（７０歳以上　男性）

朝霞市役所周辺又は中央公園、図書館、駅など普段目にする場所は知っているが、朝霞市全
体については知らないことが多いため今回のアンケートには十分答えられませんでした。住
んでいる範囲のアンケートにしてほしかった。（５０代　女性）

今回のアンケートは全くダメ。実施していることを、行政はあたかも充分に行っていること
を前提にどう思うかを質問しているが、実施内容を市（行政）が思っている程、市民は把握
していないし、市民は今の時代でその程度の施策はできて当然だと思っているはず。今回の
アンケートについても、実施した例として小さく写真を掲載しているが、その内容だけの回
答で今後の参考にされても正直困る。アンケートをするならば、もっと資料等の準備が必要
であり、業務上３回目のアンケートを行っている事実だけを残したのではないかと思う。
「他の市と比べてどうか」等の効果を数字などの根拠を示した上で意見を問うべき。また、
「〇〇のような施策を実施し、市は〇〇の成果があると判断しているが、市民の皆様はどう
感じているのか」といった具体性が必要。何をアンケートし、どう活用したいかの意図が不
明瞭。特に問１４は、記載の主な取組内容は市ではなく、国や県が主体となって当然行う業
務かと思われます。この点に関して、具体性もなく、満足・不満足を市民に質問しても、ど
のように答えてよいか分からないはずです。今後アンケート内容に対し、アンケート作成
者・上司及び組織がアンケート内容を正しく判断する市政になるよう期待しています。
（４０代　男性）
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・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

朝霞市役所周辺又は中央公園、図書館、駅など普段目にする場所は知っているが、朝霞市全
体については知らないことが多いため今回のアンケートには十分答えられませんでした。住
んでいる範囲のアンケートにしてほしかった。（５０代　女性）

例を挙げていただいて助かりました。普段やこれまで触れていない案件は「どちらともいえ
ない」になってしまいました。（５０代　男性）

「どのように感じているか」を問われているのに、満足～不満だけで答えるのは難しいです
ね。よく分かっていないことや身近に感じていないことには、答えられませんでした。
（５０代　女性）

「暮らしつづけたいまち」は、年代・性別により格差が大きいように思われる。アンケート
は、設問が多岐に渡っていて難しかった。平日の日中は仕事で市内にはいないので、市の活
動がよく見えていないので、「どちらともいえない」以下の回答になってしまったと思う。
（５０代　女性）

設問に対し、該当する年齢でなかったりすると、「全く分からない」というのが本音です。
「分からない・考えたことがない」等の回答ができると、より正確なアンケート結果が出来
るのではないでしょうか。（５０代　女性）

アンケートは、字も大きくて見やすく、分かりやすいです。内容は、自分が関わらない事の
方が多い印象で、「どちらともいえない」という回答が多くなってしまいました。
（３０代　女性）

今までよりも、あまり悩まず回答出来ました。（５０代　男性）

自分が体験していない項目については、どうしても、「どちらでもない」と答えることがあ
り、申しわけないなと思いました。（７０歳以上　女性）

アンケートは書面とさせて頂いていますが、集計結果はホームページで見ることもできま
す。結果について送付かホームページでの閲覧を選択できるようになったら、良いです。
（５０代　女性）

多くの項目について、日頃身近に感じる事が少ないため３どちらでもないを選択せざるを得
なかった。（７０歳以上　男性）

回答の選択肢が５つありますが、よく分からない活動のありましたので、「知らない・分か
らない」などの回答できる選択肢があってもよかったと思います。（３０代　女性）

歩道の整備について、モニターをされている方々が住まわれている地域の状況について具体
的に回答出来たらよかったと思います。改善されている箇所もあると思いますが、通学路や
歩道として危険な箇所がたくさんあると思います。アンケートの内容によっては、満足～不
満足という選択肢だけでは回答しきれないものがありました。（４０代　女性）

朝霞市の質問をしているのに問の一つ一つに「市では」と書いてあるのが、気になったのは
私だけでしょうか？
皆様ご苦労様でした。Ｐ.Ｓ関係のないことかもしれませんが、各町内会にある氷川神社道が
悪すぎると思いませんか？見える市役所まわりばかりきれいにしないで膝折の神社の足元と
か良くすればもっと人が行くし神様も喜ぶと思います。（６０代　女性）

市が色々な充実や推進をすすめているのはわかりますが、一般市民はほとんど認識していな
いと思う。市役所の人も全部知っているのか疑問です。だからこそ５択であると思います
が、知らないことばかりを問われていると③が多くなってしまい、アンケートに意味がある
のかと思うのです。認識してほしいだけなのか、考えてほしいのかどちらでしょう。とはい
え文章を書くのも大変なので、このレイアウトかとも思いますが、フローチャートなど工夫
しても良いかと思いました。「問〇〇」について意見したい枠をとるとか、意見を吸い上げ
る姿勢があってもよいかなあとも思いました。（５０代　女性）
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・

・

・

・ 写真付きで分かりやすかったです。（４０代　女性）

・

・ ちょうどいいと思います。（４０代　女性）

・ 自分が関わらないものは全て「３」にした。（４０代　男性）

・

・ 具体例が少なく、自分が見たり経験したもの以外は回答しにくかった。（４０代　女性）

・ 回答の文言から的確に返答できない（７０歳以上　男性）

・

・

・

・

・ 選択肢がまとを得ていない質問多数。（４０代　女性）

朝霞市の質問をしているのに問の一つ一つに「市では」と書いてあるのが、気になったのは
私だけでしょうか？
皆様ご苦労様でした。Ｐ.Ｓ関係のないことかもしれませんが、各町内会にある氷川神社道が
悪すぎると思いませんか？見える市役所まわりばかりきれいにしないで膝折の神社の足元と
か良くすればもっと人が行くし神様も喜ぶと思います。（６０代　女性）

アンケートで問われた質問について、質問されてはじめて、色々な活動が行われていること
を知った次第です。実際に目に映った活動にしか、まともに答えられませんでした。日々の
活動をまともに知らない人が少なからずいるような気がしますので「広報あさか」など伝え
てもらえるといいと思います。（４０代　男性）

例示が分かりにくく、回答しづらいと感じました。判断がつかずに「どちらともいえない」
を選択するしかないアンケートに意味があるのでしょうか。（４０代　女性）

特にありません　写真があるのは嬉しいです。（５０代　女性）

以前のように、それぞれの質問に対して意見を述べる欄がある方が、私は意見しやすいと感
じています。（４０代　女性）

朝霞市が様々な取り組みを行っていることは認識していますが、自らが直接利用したことの
無い制度・サービスについては、施策内容について周辺自治体との比較など参考情報が無い
と満足度への回答がしづらいと感じました。（５０代　男性）

単純な5択では伝えたいことが伝わらない。選択した内容について意見を述べる欄（選択
＋自由回答）があった方が本来の選択した意味が伝わりやすい。（４０代　男性）

アンケートを見ていて、自分の知らない催し物等「こんな事もやっているんだな」って知る
ことができました。モニターになって色々勉強させていただいた感じです。もっと広い範囲
でたくさんの人に朝霞のことを深く知ってもらったらよいと思います。（６０代　女性）

市報やＨＰ、掲示板等で広報を行っていると思いますが、昼間市外にいるせいか、興味がな
いせいか、活動の実態が見えてきませんでしたので、「３．どちらともいえない」という回
答になりました。唯一、シェアサイクルについては、もっと各地に配置してみてはいかがで
しょうかと思いました。（４０代　男性）
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令和２年度ホームページアンケート集計結果 

 

【アンケート期間】 

 令和３年２月９日（火）～２月２４日（水） 

 

【アンケート内容】 

“私が 暮らしつづけたいまち 朝霞”の実感は？？アンケート実施中！ 

市では、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」と思えるまちを目指した施策に取り組んでいます。 

市民の皆さんの暮らしの中で、将来像の４つの基本概念（コンセプト）【安全・安心なまち】【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】が実感できているかを

伺い、このアンケートの結果と市が実施した施策とを比較することで、今後のまちづくりに役立て

ていきたいと考えています。 

アンケートへのご協力をお願いいたします！ 

 

【アンケート回答】 

回答数…１６５件 

 

Q-1：性別（単位：人） 

 

 

 

Q-2：年齢（単位：人） 

 

 

Q-3：住まい（単位：人） 

 

 

 

資料０－３ 
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Q-3：住まい（単位：人） 

 

 

Q-4：住まいの地域（Q-3で朝霞市内と答えた方）（単位：人） 
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安全・安心なまち 

 

Q-5：「安全・安心なまち」の実感（単位：件） 

 

 

 

Q-6：「安全・安心なまち」についての意見 

 

満足 

女 ２０代 岡 

通学路等児童の帰宅時間に交通整備の方々がいたり、とても安

心な街だなと思います。その方達と小学生や地域の人々、皆が

話したりしていて、いつもほっこりしています。 

男 ３０代 溝沼 子どもや高齢者が歩きやすい歩道の確保。 

男 ３０代 膝折町 

通学路、交差点に交通誘導員を配置しているが、笛の音のボリ

ュームを下げてもらいたい。 

07:30から 09:00及び 14:00から 17:00笛が鳴っているが、笛の

音が響いてテレワークに支障をきたす。 

女 ４０代 栄町 

朝霞市はとても頑張っていると思います。私が引っ越してきた 35

年前とは街並みが変わりました。 

ただ、交番が誰もいない時間帯があるのが気になります。 

あと、人口が増えてきたのか、小学生が多いですね。良い事だと

思います。 

女 ４０代 栄町 街灯を増やす。 

女 ４０代 岡 

道路の歩道が狭い。側溝上のブロックが地面と段差になってい

るので自転車のタイヤがとられる。自転車レーンを車道脇に作っ

たは良いが、自動車との間隔が近過ぎて自転車走行時は車が

追い越しできない。 
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女 ４０代 宮戸 

最近、志木駅の交番で事件があったみたいだが、犯人が捕まっ

たのか心配。 

朝霞市内だけでなく、近隣の和光、新座と連携した安心・安全な

取組を期待します。 

女 ４０代 根岸台 

朝霞生まれ朝霞育ちです。 

三原→東弁財→溝沼→岡→朝志ヶ丘→宮戸と、出生から現在の

家庭を持つまで朝霞に居住しております。 

この度、根岸台にマンションを購入し移り住むのですが、長い間

朝霞に住んで来て感じたことは、町内会がしっかり活動している

所は安心安全だと感じました。特に、三原や朝志ヶ丘に土地をお

持ちの方々は、世代交代をして、長くその土地にお住まいになっ

ています。 

子育てをする中で、沢山の目がある事、それは共働きの若い世

代にとっては本当にありがたい事です。 

しかし、現在のマンション(宮戸)に引っ越してからは 12世帯中 3

世帯の家族しか顔が分かりません。寂しい限りです。 

昔のようにはいかない世の中にはなりましたが、地域で子どもや

お年寄りを守るという意識を高める為にも、町内会のイベントなど

に参加し、誰がどこに住んでいるか、同じくらいの子どもを育てて

いるママさんがいるかなど、コミュニケーションが取れる場を増や

すのも、安心安全に暮らせる朝霞になると思います。 

地区の盆踊りや子ども会…今は少なくなりましたよね。 

女 ５０代 栄町 

坂が多いので最近のゲリラ豪雨で何度か冠水したのをみたので

すが、水捌けがいいのか直ぐに水が無くなる所が凄いと思いま

す。 

男 ５０代 宮戸 治安が良好で放置ゴミが無い事。 

男 ５０代 
朝志ケ

丘 

他県で起きた交差点での事故を受けて、市内の交差点に安全対

策をするなど、迅速に対応していて安心を感じました。 

防災に関する冊子も以前いただきましたが、見やすくまとめられ

ていると感じました。 

女 ６０代 仲町 こどもの（交通等）安全の取組を、今後も継続していただきたい。 

女 ６０代 本町 

都心に比較的近い割に落ち着いて暮らせる良い街だと思いま

す。 

極希に夜中ににぎやかなバイクが通る事がありますが、風紀を

乱すようなあれた感じの人を見る事もなく安心して街を歩けま

す。 
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男 
７０歳

以上 
溝沼 

ここ１０数年の間で他県から引っ越してきた若い人たちの多くが、 

個人情報をたてにとってか、町内会に入らないので、いざ大きな

災害があった時に皆で協力することが出来るのか心配です。 

 

やや満足 

女 ２０代 本町 

夜中のパトカーの音が連日響くのが少し不安に感じます。一方

で、近くに警察署や交番があり、守られているという実感も湧い

てはきます。 

朝霞駅前を離れると夜道が暗く感じるのでクリスマスの時のよう

にライトアップされていると安心できます。 

女 ３０代 幸町 
城山公園から花の木の交差点までの坂道がよく水溜まりになり、

車が通る度に水が跳ねて歩きづらいです。 

女 ３０代 根岸台 
道路整備をより頑張って欲しいです。 

高低差のある場所、段差のある場所に柵を付ける、等 

女 ３０代 根岸台 
幼稚園に入っていく道にも横断歩道や案内看板等があったり、歩

道が整備されていればより安全かと思います。 

女 ３０代 三原 

交通量の割に、歩行者用の道路やガードレール等の整備がされ

ていない場所があったり、特に小学生の通学路で危険そうだと感

じることがよくある。 

三原はすぐ隣が新座市だが、車のすれ違えないような狭い道路

での交差点で、ミラーが不足している場所があり危ない。新座市

と連携し設置等解決をして頂きたい。 

女 ３０代 膝折町 
細い道が多いので、子どもを連れて散歩がしやすいような、歩道

のある道がもっと増えるといいなと思いました。 

女 ３０代 膝折町 

歩道が狭かったり、歩道と車道の段差が大きい（凸凹が激しい）

箇所が多く感じます。自転車やベビーカーで通るとき、特に危険

を感じるので、改善されることを願います。 

女 ３０代 本町 
朝霞駅から朝霞ベーカリー方面は歩道が狭いため、子連れでは

通れず不安です。いつか整備されてほしいです。 

男 ３０代 
朝志ケ

丘 

たまに防災メールで、不審者の子どもへの声かけ、と見るので、

これから先子どもが大きくなり、１人で遊びに出かけたり通学した

りするのが少し不安。 

ここで主な取組内容の例として挙げられているような公共設備的

な面の話については満足。 

女 ４０代 溝沼 
歩道のない道路でも、スピードを出して走る車が多いので、怖く

感じることがよくあります。 
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女 ４０代 溝沼 

子どもや老人が安心して歩けるように、もっと歩道を整備してほし

い。また、車道を走っている自転車は恐怖しかないので、自転車

専用レーンを増やしてほしい。 

あと、駅のホームドア設置も早く進んで欲しい。 

女 ４０代 溝沼 

市独自の防災防犯メールがある点は、とても満足しています。 

一昨年の大雪の時に、十小近くの通学路の坂道が数日間凍結し

たままだったのが、とても気になりました。 

女 ４０代 根岸台 歩道が狭く、危険な道もあるので整備を進めて欲しい。 

女 ４０代 本町 
歩道が無い道路や舗装や排水溝の蓋などの状態が良くない道

があり、怖い時があります。 

男 ４０代 岡 学校の門が開いていて出入り自由なのが心配。 

男 ４０代 岡 

道路が狭く、見通しが悪い道が多くみられます。 

歩行者にも、ドライバーにも優しい街作りを目指していただきた

い。 

また、サッカーゴールやバスケットのゴール等ボール遊びが出来

る場所を増やして欲しい。 

道路などで遊んだりする危険が無くなるので。 

男 ４０代 三原 
近所の公園（三原公園）が夜間しっかりと施錠されており、たむろ

する若者などがいないので安心感があります。 

女 ５０代 栄町 

困ったことがあったら、相談する窓口が分かりやすく市民に開示

されており、また、相談事がどのように解決したかも適切且つ具

体的に開示して、市民との信頼関係を築いていけるまち。 

誰でもどんな状況の時でも、一人一人の SOSに寄り添える対応

がボランティアも含め人材やネットワークなどの工夫で叶うまち。 

市民の意見を取り入れながら、より良い街へと成長していくまち。 

女 ５０代 岡 

歩道の整備を充実させて欲しい。市役所周辺などは大変綺麗で

いいが、少し離れた住宅街や車道側の歩道は狭くてガタガタで大

変危険。 

女 ５０代 西原 今後も自転車の安全についても宜しくお願いします 

男 ５０代 仲町 

朝霞市も外国からいらして定住している方が増えました。防災や

避難などの案内は、日本語だけでは理解出来ない人もいると思

います。 

また、自国の習慣で家の窓からゴミを捨てる人もいます。 

いろいろなルールを外国語で案内できると、安心な町に近づくと

思う。 

女 ６０代 根岸台 防災アナウンスが全く聞こえない。 
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女 ６０代 
朝志ケ

丘 

大型団地に住んで居ますが、誰でも自由に出入り出来るので、

夜間にゴミを漁ったり飲食して、そのまま共有スペースなどに放

置してあり、とても住民としては不快です。 

時々、警察の方などが見回ってもらえると安心です。 

男 ６０代 幸町 朝霞市で街中に監視カメラの設置を希望。 

男 ６０代 三原 

三原では朝霞市の防災無線が聞こえづらく、新座市の防災無線

の方が良く聞こえます。 

新座市に隣接しているので難しいと思います。 

男 ６０代 膝折町 
もう少し行政サービスを充実してほしい。 

例えば志木市がやっている pay pay連携サービスとか。 

女 
７０歳

以上 
栄町 

車を運転しているときから気に掛かっていたのですが、今は自転

車に乗っていても気になることがあります。それは、大人・子ども

に限らず自転車は原則左側を走る規則ですが、守っていない人

が多く、自分では守っていて何度も道角で衝突しそうになったこと

があります。日頃から注意喚起を怠らないようにーー例えば広報

には必ず太字で載せて頂けたらと思います。 

あとはお決まりの段差解消をより一層進めてください 

中央公民館の東入口を直した際には、どちらも傾斜入口で良か

ったと思う位です。若い職員さんや業者さんに教育して下さると

良いかとおもいます・ 

高齢者がもっと利用しやすいよう、市内循環バスを増発するか、

病院に通うためのオンデマンドタクシーの制度化も図る必要が出

てきますね。 

女 
７０歳

以上 
本町 

夜中バイクで大きな音が聞こえて迷惑。 

 

どちらともいえない 

女 ３０代 栄町 

去年の年末に結婚し都内から朝霞に引っ越してきました。 

街灯も街中の監視カメラもとても少ないと感じました。 

もう少し増やすことは出来ないのでしょうか。 

女 ３０代 三原 
老朽化している歩道橋など、設備を改修していただけたらと思い

ます。 

女 ３０代 仲町 車が多く行き交う道の歩道が狭く、子連れで歩きにくい。 

男 ３０代 根岸台 警察、消防だけでなく自衛隊とも連携をしていただきたい。 

男 ３０代 三原 

様々な取り組みありがとうございます。しかしながら、最終的な

「安全・安心」は人とのつながりだと思います。 

町内会などの機能に限界があるのも承知の上ですが、住民の
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10％近くが流出入を繰り返すまちである朝霞として、ご近所のつ

ながりを促進する様な取り組みをもっと盛んにしていくにはどうし

たらいいかと自身も考えています。 

この様な切り口での市の取り組みが新たに考えられればぜひ実

行していただきたいです。もちろん、市民として協力もしたいで

す。 

男 ３０代 西原 
朝霞台駅から少し離れると歩道がなくなる道路が多いので、歩道

を作って欲しい。車も歩行者も多いので、少しこわいです。 

女 ４０代 宮戸 

通学路や街中の道が狭いところが多いので、子どもが自転車に

乗る時に、どこを走らせたら良いか迷う。 

学校の土地が低い場所にあり、川から近いので、水害が心配で

す。 

女 ４０代 根岸台 

道路の路面が荒れているところが多い。 

横断歩道や路側帯の表示がかすれているところも多い。 

狭い道なのに交通量が多く、歩道がないところがある。 

女 ４０代 西原 

歩道の整備がされておらず、西原のウェルパーク前は駐車場を

使わないで車内に 1人待っている買い物客の車があり、危ない

と感じています。ウェルパークなどの利用は駐車場に停めるよう

指導していただきたいのと保育園の車送迎もやめてほしいです。

とても見通しが悪くなっています。 

女 ４０代 仲町 
ワクチン接種についてなど、他の市町村と比べて右往左往してい

るように見えて、安心できないと感じる。 

女 ４０代 田島 

歩道について気になる点が…。 

歩道など綺麗になっているところも安全に変えてくれている実感

のある道も日々感じています。 

新しくできたカインズさんがとても賑わっていて嬉しいのですが、

カインズさんと第九小学校の間の道路を渡っている人を多く目撃

するようになり、いつか事故が起きるのでは？と少し気になって

います。横断歩道を作ることはできないのでしょうか？ 

女 ４０代 東弁財 

去年、朝霞台駅付近の交差点の歩道にガードレールを設置した

ようです。 

あれは万が一車が突っ込んでしまった時の為だと思われます

が、設置間隔は計算されていますか？ 

どうも適当に設置してあるように見受けられるのですが… 

あの間隔だと車椅子が通れない場所があるように思えるのです

が… 

折角設置するのであれば、そのあたりを考慮していただきたいで
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す。 

自転車レーンを作るのは良いことですが、狭い道路に無理矢理

作るのはいかがなものかと… 

あれではどう考えても自動車がすれ違う事ができない幅です。 

結局、自転車レーンを自動車で走ることになります。 

作れば良いと言うものではありません。 

男 ４０代 溝沼 

歩道が途中で途切れる所が多くて歩きづらい。区画整理の問題

もあり難しい事案でもあるとは思うが改善していただきたい。ドラ

イバーから見ても危険。 

男 ４０代 根岸台 歩道ががたがたなことが多々あり、つまずきやすい 

男 ４０代 
朝志ケ

丘 

歩道の確保と整備をもう少し進めて欲しい。 

女 ５０代 栄町 

外灯が少なく、暗い。特に東武ストアから 8小に向かう道が暗す

ぎる。あとは朝霞駅から越戸公園に向かう道やコモディイイダ東

朝霞店への通り。 

夜道が暗いので外灯を増やして欲しい。 

女 ５０代 栄町 

個人個人のモラルの問題なら住んでいる町に責任はないと思い

ますが、町を歩いていても安全、安心だと感じた事はあまりない

です。 

女 ５０代 宮戸 

自分が住んでいる場所は、郵便局もあるため人の往来も多く、ま

た、新たに住宅が一気に増えています。 

しかし、現状は道幅も狭いし、信号や横断歩道もなく、実際に何

度か出会い頭の事故もみていますし、実際危ない目にあったこと

もあります。 

ミラーの設置、信号、横断歩道等、どこまでが市の担当なのか警

察署の担当なのかはわかりませんが、やはり通学路にもなって

いるので是非検討していただきたいと思います。 

女 
７０歳

以上 
溝沼 

雨水管や道路側溝の整備：雨上がりの日は、道路が汚いまま、

落ち葉が側溝に積もり、雨水のマンホールも詰まってしまってい

ます。徒歩の方々には交通のに妨げになり、景観からも思わしく

ないです。 

降雪の後、いたるところが積もったまま、日陰はコチコチで滑り危

険です。 

即刻、人海戦術で通行しやすくしてほしい。高齢者が転ばないよ

うに！また、白杖の障害者が杖の正しい使用が可能なように。 

男 
７０歳

以上 
栄町 

もっと電灯がほしい。特に公園周り。 



10 

 

 

やや不満 

女 ２０代 根岸台 
道が暗い、公園も暗くて変な人がいる。 

近隣のアパートの騒音がひどい。 

男 ２０代 三原 道路が狭い、歩道が。 

女 ３０代 栄町 通学路には、せめて歩道の白線をひいてほしいです。 

女 ３０代 岡 
古い信号機が未だに何ヶ所もあり、太陽の光などで見えにくい。 

三原付近。 

女 ３０代 宮戸 

道路が狭い道が多い。 

車の通行量が多い場所でも歩行者用の信号が無かったり。 

車を運転する側からすると、自転車専用ゾーンがあるところはあ

りがたい。 

女 ３０代 溝沼 

歩道がとても狭く、ガードレールもない所が多く、危険に感じるこ

とがあります。歩道の広さを確保していただきたいです。 

また、ベビーカーで通行する際、歩道の段差が大きく、通行しづ

らいために危険に感じることことがあります。この点も改善してい

ただきたいです。 

女 ３０代 根岸台 

駅前の 112号線。 

歩道が整備されておらず、ガードレールも無い道が多い。 

車通りが多い道が狭く、自転車も危ない。子どもを連れて歩く際、

怖くて手を繋ぎたいが、横並びで歩く事が出来ないのでせめてガ

ードレールの設置をお願いしたい。 

女 ３０代 根岸台 
歩道が狭くて危険。歩道を広げたり、ガードレールを設置したりし

てほしい。 

女 ３０代 三原 

・歩道が狭い。 

・自転車利用者のマナーが悪い。 

・歩きタバコが一向に減らない。 

吸い殻の清掃はなぜか不動産会社がやっている。 

女 ３０代 本町 

朝霞駅から市役所までの通りは、歩行者も車の通行も多いで

す。 

小さい子どもと通るのに、怖い思いをしたことが何度もあります。 

バスも速い速度で走っているので驚きます。 

良く通る道のため、道が狭いのも分かってはいるのですが、安全

に安心して通れるようになるといいなと思っています。 

女 ３０代 本町 

車のスピードがすごい。特に路地裏など。 

通学路も白線や横断歩道が消えてる部分があり、とても恐怖を

感じる。 
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男 ３０代 三原 

交通量の多い道路(二本松通り)にも関わらず歩道が狭い箇所が

散見されます。 

住宅街にも関わらず抜け道となっている箇所がある。(タクシーな

どは協定結ぶなどで対策可能では？) 

朝霞台駅、北朝霞台駅のホームドア設置はぜひ各鉄道会社と推

進してほしい。 

安全安心というよりは利便性よりですが、朝霞台駅のエレベータ

ー設置もぜひ推進してほしいです。 

通学帽子などの着用を推進して欲しい。(五小の子供たちは被っ

ていない認識です。被ってる被ってないだと運転時の認知のしや

すさに大きな差があるのでぜひ) 

女 ４０代 栄町 
歩道が狭く、自転車に子どもを乗せて走ったり、ベビーカーで出

かけたりする時、何回も危ない思いをした事がある。 

女 ４０代 岡 

道路を整備してほしい。 

歩道が狭かったり、なかったりするのは、本当に危険だと思う。 

あと、空き家が多い。駅周辺など、もったいないと思う。若い人た

ちに貸すなど、もっと利用できないものか。 

女 ４０代 岡 

駅から岡に向かう道路が狭い。電柱は道路側に出ているし、側

溝の石がガタガタで自転車も通りにくいし歩きにくい。 

監視カメラ業界ですが、カメラが少ない。 

警察の見回りはしているのか？一度も警察巡回のお巡りさんと

か会ったことがない。花が少ない。 

女 ４０代 宮戸 どんどん住宅が建ち、交通量が増えても道が狭いので危ない。 

女 ４０代 根岸台 

朝霞駅の南口側は比較的歩道が整備されていますが、東口側

のエリアは交通量の多い道路も歩道が狭く、子ども達の通学時

や遊びに行かせる際にとても心配です。歩道が狭いため自転車

が車道を走っていますが、車から見ると危険なことがありますし、

逆に自転車から見ても車がすぐ脇を通っていくのでとても怖いで

す。既に建物があり、整備するのが難しいのは分かりますが、計

画的に整備して行って欲しいと思います。もし、整備計画がある

なら計画を知らせて欲しいです。 

また、駅の東口側は施設が少ないのでどうしても南口側に行か

なければならないことが多いのですが、自転車の場合駅を通れ

ないのでかなり遠回りをしなければならず、歩道も狭くとても不便

です。駅の東口と南口を自転車や歩行者が行き来できるような

通路を作って頂けないでしょうか？ 
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女 ４０代 根岸台 
通学路に歩道が無かったり、歩道整備が悪く雨水が溜まって通

学に支障が出ている所がある。 

女 ４０代 三原 

横断歩道の歩行者ボタンを押しても全然信号が変わらない。 

西弁財の旧ミニストップ前の信号、以前は押せばすぐ信号が赤

になり、交通の流れも良かったのに何分もかかるので信号待ち

する歩行者、自転車が増えて青になった時に直進する車も加え

て混雑、危ない。 

また、信号無視する車も多くて、以前ベビーカーを押して渡ろうと

した時に危うくひかれるところだった。 

与野フードガーデン前の信号も声が上がって信号を付けたとのこ

とだか、信号機のせいで毎日大渋滞。 

254方面に向かう方向、スーパーを右折する方が渋滞するのに、

時差式で最初に赤信号になってしまうのでなかなか右折できず

に渋滞になる。 

TSUTAYA側からの車も信号の切り替えが早いので歩行者がい

ると 1-2台しか左折できない。 

安全を考えたつもりでも、かえって渋滞を引き起こすことにより、

急ぐ車に歩行者がひかれそうになったり、信号無視、車道を渡る

人が増えて危険な目にあう日常が増える。 

よく検証してほしい。 

女 ４０代 
朝志ケ

丘 

朝霞台駅からジェネシティに向かう線路沿いの街灯が暗い。 

ひったくりも多いから安全安心と感じられない。 

女 ４０代 
朝志ケ

丘 

朝霞台駅ー志木駅間の三原エリアにおける道路が狭く、もう少し

何とかならないものかと常に感じる。 

通りには大型高速バスも通行するのにも拘らず子どもやお年寄

りが安心して歩ける歩道が確保されていない。 

また、線路脇の歩道も非常に狭く、以前は住宅公園であった場

所が取り壊され、通行不能に。コロナ禍において狭い歩道を通る

ことが苦痛。ほんの少しで良いから広げてもらえないものか。実

際に友人の小学生低学年の子どもは習い事に通う際、慣れない

車道に出て横断歩道で車に轢かれそうになっている。 

女 ４０代 本町 歩道が狭い、つながっていない 

女 ４０代 本町 道が狭く、歩道がなかったり、自転車の専用道路がない 

男 ４０代 膝折町 
道路で、歩行者が安心して歩けるスペースの確保が不十分と思

います。 

男 ４０代 北原 
泥棒や引ったくりなど、防犯面がより安全になると良いと感じてい

ます。 
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女 ５０代 根岸台 

安心 安全なまちの基本は、きれいなまちである事。 

最近、朝霞のまちがゴミや地下道のポイ捨てや階段の埃が異常

に汚いと感じ、これで安心 安全なまちとか環境にやさしいまちと

言えるのかと悲しい気持ちでいました。 

先ずは、そこからみんながきれいな朝霞を目指し活動すべきで

はないかと思います。 

シニアの朝活で、まちをきれいにするボランティアを募集したりす

るのもいいと思います。 

汚いと犯罪も増えます。どうぞよろしくお願い致します。 

女 ５０代 根岸台 
無いモノは、半径 500ｍ以内の小規模公園、歩道、ガードレー

ル。 

女 ５０代 三原 

道が狭く、歩道の無いところが多いと思います。特に、自転車に

乗っていると身の危険を感じることがよくあります。車の通行量の

多いところだけでも対策してもらいたいです。防災という点でも心

配です。大地震が起きたときなど、避難所は足りるのだろうかと

不安に思います。火災のときにも、３階建ての家が増えていて、

隣との距離が近く延焼しやすい状況にあると思います。地価が高

くなっているので仕方がないのかもしれませんが、防災という事

も考えて規制をしてもらいたいです。 

女 ５０代 本町 

歩行者や車椅子、ベビーカーなどに配慮が足りないと思います。 

新たに、防護柵が交差点に設けられていますが、安全性もありま

すが通り辛くなりました。 

コロナの陽性者に関する情報は、陽性になって初めてお知らせさ

れるのかわかりませんが、ニュースであるような食料の配達など

あるのでしょうか？情報が少なく、不安が大きいです。 

安心して、子どもや車椅子が通行できる環境、また信号も高齢者

や身体の不自由な方が渡れる時間の青信号の確保など警察と

も連携して頂けたらと思います。 

女 ５０代 本町 

私はよく自転車を使います。 

車だけではなく、歩行者や自転車も通行しやすい道路造りをして

ほしいです。 

自転車は歩道も車道も狭い道のどこを走行したら安全なのか。 

歩道と車道の不要な段差、歩道からのベビーカーの脱輪も心配

されます。 

最近、郵便局横の通りに自転車レーンが設けられましたが、路

駐している車が居て走行出来なくなる事がよく有ります。 
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また、自転車側も、無灯火、右側通行が多く、危険なので取り締

まってほしいです。 

男 ５０代 根岸台 歩道が未整備 

男 ５０代 
朝志ケ

丘 

駅周辺の禁煙区域をパトロールするなどして徹底してほしい。 

男 ５０代 膝折町 自転車を走行する時に車道も歩道も狭く不便さを感じる。 

男 ５０代 本町 

交通安全について、過去に死亡事故が発生した交差点に点滅信

号が設置されていた事で一定の安全が確保されていたが、点滅

信号が撤去されたあとは減速や歩行者優先のドライバーが減

り、横断歩道を渡るにも命懸けになった。亡くなった方と加害者に

は申し訳ないが、死亡事故が発生したのも納得できる。 

女 ６０代 東弁財 

朝霞台駅の改修を望みます。 

乳母車や、怪我で松葉杖を使っている方々は構内への出入りが

とても大変そうです。もちろん車椅子の方々はそれ以上に。 

すでに、改修計画をご検討中でしたらご容赦下さい。 

男 ６０代 根岸台 

道路行政が停滞している。補助金が出る場合は取り入れている

ようだが、朝霞駅東口の道路はここ数年質の低下が著しい。ま

た、南口のバス通りも歩きにくいまま。 

男 
７０歳

以上 
宮戸 

車道と区分した歩道の整備が不十分であり、将来を担う子どもた

ちの通学等に不安がある。 

ガードレールの設置、一方通行の実施などハード、ソフトを組み

合わせながら交通安全対策を講じてほしい。 

 

不満 

女 ２０代 青葉台 

青葉台公園内や公園横の街灯が少ない・暗すぎる。夜は非常に

危なく感じる。 

変なイルミネーションをする前に、街灯の整備をしてほしい。帰り

道安心して帰れない。 

祭りのためだと思うが、市役所前のトイレは要らない。 

他の市にそんなものがあるところは見たことがない。犯罪の温床

だと思う。 

トイレに飾り付けをする前に、トイレ利用者のカウントや本当に必

要か考え直すべきだと思う。 

女 ３０代 岡 
どこも歩道が狭く、無いところもあり、子どもがいるので不安があ

る。 

女 ３０代 宮戸 
宮戸 3丁目の、ガードレールのないところはいつガードレールを

つけていただけるのですか？以前から市に要望しているが全く
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設置される様子がないと近所の方から聞いています。 

道幅が狭いにも関わらず三叉路に向かってかなりのスピードを

出す車や、三小方面（外環道、首都高までいく）に向かう車も飛

ばしており、お年寄りの方や三小まで通う子ども達が心配です。 

ベビーカーもガタガタで通りにくく、子どもが赤ちゃんの頃はかな

り苦労しました。 

女 ３０代 三原 
通学路の狭さが気になります。 

交差点に横断歩道橋がもっとあればいいなと感じます。 

女 ３０代 西原 

朝霞台駅にエレベーターがない。 

→子どもが産まれ、朝霞台に引越ししてきました。 

朝霞台駅にエレベーターがないので子どもがこれから大きくなる

につれて外出がしづらく、また不安です。早く設置してほしいで

す。 

女 ３０代 泉水 
車通りの多い道の歩道が狭い。大型トラックも多いので、危ない

と感じることが多い。 

女 ３０代 膝折町 

通学路や交差点の安全対策は全く取られていないと感じていま

す。 

また、県道 79号線の膝折通りの坂が人通りが多い割に歩道が

なくとても危険だと思います。 

雨水管などの整備は盛んだと思います。 

男 ３０代 岡 

10年前より少し改善されたところもあるが、歩道がないところが

多く、子どもだけでなく、大人も歩くのには危険な箇所がいくつも

ある。運転者としても怖い。早急な改善が望まれる。 

男 ３０代 溝沼 

歩道が整備されていないため、自動車との距離が近くて危険。 

大人であっても並んで歩いているため、避ける時は大幅に車道

に出なければならず危険を感じる。 

歩道が狭いのにその中を自転車が通ることで、徒歩でもやむなく

車道を通らざるを得ない状況がある。 

自転車が右側通行していることが非常に多く、十字路でぶつかり

そうになったことが何度もある。 

城山公園近くのテニス場横の坂道に数十センチ台の丸い窪みが

あり非常に危険。 

幼稚園バスなどが停車している時に後続車が強引に追い抜こう

としてくる自動車が多く、反対車線にいると危険に感じる。 

男 ３０代 北原 朝霞台駅のホームに飛び込み防止の柵がなく大変危険。 

男 ３０代 本町 
幹線道路は確かに整備されていると感じますが、生活道路はま

だまだ整備の余地があると思います。 
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特に本町あたりは道も狭く、歩道と車道にガードレールなどの仕

切りもない状態です。 

そういう道でも車の通りも少なくなく、スピードをだす車も多いた

め、歩行に危険を感じています。 

安心して生活できるまちという観点で、こうした生活道路について

も目を向けていただきたいです。 

女 ４０代 栄町 

歩き煙草が多過ぎる。酷い。 

コロナ禍への助成等も、埼玉県全体を含め確り出来ていないと

感じる。 

女 ４０代 宮戸 
通学路や交差点の安全対策、すこーーーしずつ交差点のポール

設置等が行われていますが、まだまだ足りません。 

女 ４０代 三原 

道幅が狭いです。二本松通りは大型バスも通り、かつ、交通量も

ある為に自転車も通れない中、子ども達の通学路となっていま

す。戸建の建替え時に市が買上げして道幅を広げるくらいしか手

立てが無いと思うので計画していただきたいです。それから同じく

二本松通りの問題点として、歩道が例えあったとしても（ガソリン

スタンドのキグナス付近）傾斜がひどい為ベビーカーや車椅子は

横転の危険性さえあります。車社会で人が蔑ろにされているよう

な街であっては安心して暮らせる地域とはいいがたいです。 

女 ４０代 泉水 

歩道が狭すぎる。安心してベビーカー、自転車、徒歩で通行でき

ない。 

朝霞台駅がバリアフリー未対応。乗り換え駅なのに信じられな

い。 

女 ４０代 泉水 

泉水坂の道路の整備をして欲しい。通学路であるにも関わらず、

大型も多数通り、本当に危険。 

また、コロナに関しては、市の発表と現実に相違があった。 

こういう大事な時期に、重要な情報が市民に正しく伝わらない体

制はいかがなものかと考える。 

女 ４０代 
朝志ケ

丘 

乗り換え駅があって、乗降者数も多いのにエレベーターが今どき

ない朝霞台駅があるのに、安心安全な街とうたってたはいけない

と思う。 

歩行者用の押しボタンが押しにくいし、光ってるのかどうかとても

見にくい。（浜崎団地の信号） 

通学路の歩道橋が錆びていて見た目汚いし危なさそう。 

雨の日は滑るし、子どもたちが大渋滞になるので撤去してほし

い。 
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男 ４０代 根岸台 

治安は問題ない。 

市役所から新座方面へ向かう道は地下化もしくは陸橋化して渋

滞を解消すべき。 

大四中学校、第八小学校脇の道路で移動オービスを使った取り

締まりを以前見たが、10km/h超程度で違反切符を切られたら猛

烈に腹が立つ。安全な速度で周囲の安全を確認しながら走るべ

き場所だが、見通しの良さを考えると 30km/hは低すぎる。 

感染症対策は、優れているとは思わない。他所とまったく同じ。 

助成も十分とはとても思えない。ホンダがあるのだし、中小はもち

ろん市内に拠点を置く企業の製品を購入する支援をしてはどう

か。 

男 ４０代 膝折町 

歩道が狭かったり、なかったりで安心して歩けない。 

自動車の運転マナーが悪い。 

近所でバイクや自転車の盗難、いたずらが多発している。 

女 ５０代 宮戸 通学路も狭く街頭がなかったりとても安全とは言えない 

女 ５０代 溝沼 
・街灯が無く、暗くて怖い夜道がまだある。 

・通学路なのに歩道が無い。 

女 ５０代 膝折町 

膝折町は道路もデコボコで歩道の整備もなっていません。 

駅周辺ばかり整備している気がします。 

多々濁り水も出ます。 

男 ５０代 三原 防犯カメラを増やして欲しいです。 
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子育てがしやすいまち 

 

Q-5：「子育てがしやすいまち」の実感（単位：件） 

 

 

 

Q-6：「子育てがしやすいまち」についての意見 

 

満足 

女 ３０代 膝折町 児童館が充実しているのは本当にありがたいです。 

男 ３０代 溝沼 
朝霞台駅を始めとした公共施設のバリアフリー機能の充実。公園

が少ない。 

女 ４０代 溝沼 児童館が充実しているのは、とても有り難いです。 

女 ４０代 根岸台 児童館のおかげで子育てが助かった。 

女 ４０代 
朝志ケ

丘 

子どもを出産するにあたり健康保健センターに幾度も足を運んだ

が講師の方々の講義も納得のゆくもので大変参考になった。しか

しながら施設が古く、廊下も寒く、産婦人科の病院が素晴らしすぎ

るせいか、ギャップがあり過ぎてもうちょっとなんとかならないもの

かと感じる。子育てしやすい街にしたいなら、保健センターを北欧

風の建物に建て替え、全体的に明るくしてイメージアップしたらどう

か。建て替えられないならリフォームすべし。 

いつまでも昭和の小学校の保健室と調理実習室で良いなんて誰

も思わない。 

男 ４０代 三原 公園、児童館が多くて過ごしやすいです。 

男 ４０代 膝折町 
朝霞市は立地的に見て交通の便も良く、子育てには良いと思いま

す。 
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また、居住地の膝折町ですが、学区域が「朝霞第一小学校」と「朝

霞第一中学校」で、大変良かったと感じています。 

女 ５０代 栄町 

私の地元、品川区では老人ホームと保育園が一緒になっていた

り、小学校と老人ホームが一緒になっていたりします。 

お年寄りと小さなお子さんが寄り添う事で、お互いいい刺激がある

とおもいます。 

自分の親だと、昔とは違う！と感情的になったりするけど、そういう

所に出入りする、お母さんは他人だからこそ素直に悩みを相談し

たり聞き入れたりすると思うので、そういう場所があるといいなと思

います。 

女 ５０代 栄町 

さわやか相談室、親子で大変お世話になりました。 

先生方と保護者の間に入って、相談事に真摯に耳を傾けてくださ

いました。子どもは一時期、相談室が居場所となりました。 

これからも是非、続けて行って欲しいです。 

男 ５０代 宮戸 自然豊かで、都心部へのアクセスも良好。 

女 ６０代 仲町 
取り組みは、定着してきていると感じます。 

継続していただきたい。 

 

やや満足 

女 ２０代 東弁財 

新生児期に助産師さんに来ていただいたり離乳食教室が受けら

れたりと大変良かったです。 

コロナ禍でしょうがないのですが、支援センターが予約制になため

辛い時に利用できず残念でした。 

電車やバスもコロナで気軽に乗りづらく歩いて行ける距離となると

場所も限られてしまい、、、 

女 ２０代 本町 待機児童が多いと聞いてるので、保育施設を増やして欲しい。 

女 ３０代 幸町 

未就学児の検診は一斉に集めてやってくれるのは助かります。 

ただ、朝霞台駅近くの人も保健センターまで来なきゃいけないと聞

いた時は「近くに会場を作ってあげればいいのに」と思ってしまい

ました。 

児童館も沢山あって助かります。 

女 ３０代 溝沼 
産後に他県から引っ越してきた際、保健師さんの引き継ぎをしてい

ただき、安心に感じました。 

女 ３０代 根岸台 
保育園の待機児童問題について、保育園を新しく作るのももちろ

んですが、保育士の待遇を優遇して保育の充実を図ってほしい。 

女 ３０代 根岸台 
・児童館のランドセル来館事業を小学生 1年生からにしてほしい。 

・東武東上線の朝霞台駅にエレベーターを設置してほしい。 
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女 ３０代 本町 

現在、保育園を利用させていただいております。 

未就学児を育てながら朝霞で暮らしていて、公園がたくさんあるこ

とがとてもありがたいです。 

青葉台公園では、遊具をそろえる取り組みをしていただき、子ども

も喜んでいます。 

働きながら、保育園に通わせており、土日に参加できる地域のイ

ベントがないため、保育園以外で地域の人とつながれる機会があ

りません。 

土日の開催は、市役所の方への負担も大きいと思いますが、ある

と、ぜひ参加したいと思っています。 

女 ４０代 岡 

中学校の女子制服でスラックスを履いている子を偶に見かける。 

選べるようになっているのはとても良いと思う。 

もっと自由に選べると更に良い。（理由が言いたくない場合もある

と思うので） 

スタイルが時代遅れになっている中学校があるので、リニューアル

していけばいいと思う。（格好が良ければ卒業式も制服で出られる

のに） 

女 ４０代 岡 児童館や公園が多くて、満足している。 

女 ４０代 宮戸 

両親がフルタイムで働いていれば、学童に預けられる可能性が高

いが、片方がパートタイムやアルバイト、短期バイトの場合、学童

に預ける事ができず、近くに親類がいないと子どもを一人で留守

番させるわけにはいかず、働きに出づらい状況です。 

板橋区や練馬区、志木市や新座市が行っているような、放課後学

校に残れる取り組み、季節休みの学校解放を望みます。 

子どもの医療費負担を、高校まで無料にしてほしいです。 

女 ４０代 溝沼 

子どもが幼児期のうちは朝霞市の良さを感じたが、小学生以上に

なってしまうとあまり感じない。 

まだまだ安心して子どもだけを遊びに行かせられる治安の良さも、

不十分に感じる。ボール遊びができる公園も少なすぎる。 

買い物するにも、車でないと行けないようなところが多い。とくに朝

霞台や北朝霞は、駅にショッピングモール等がないので、子育て

世代はますます他の市に流れていってしまうと思う。 

あと、朝霞台駅にエレベーターがないのは致命的である。 

また、収入は決して少なくはないが、とにかく子育てにはお金がか

かりこの先不安だらけなので、市民が安心して出産したり継続して

子育てできるような金銭的な安心感を支援して欲しい。 

男 ４０代 岡 学生の医療費費免除や負担軽減。 
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男 ４０代 
朝志ケ

丘 

歩道の確保と整備をもう少し進めて欲しい。 

女 ５０代 根岸台 

取組は、とても良いと思います。 

気軽に相談出来る所が色々あると、子育てしてても安心ですよ

ね。 

みんなで声掛け活動！なんかもあると、シニアと若い人の交流も

増えるのでは。 

女 ５０代 西原 

子どもたちが自由に遊べる広場が多くあると嬉しいです 

図書館等での勉強スペースを増やしてあげてほしいです。 

テニスやバスケができる場所を増やしてあげてほしいです 

男 ５０代 
朝志ケ

丘 

私は、もう子育てが終わってますが、保育園の待機児童が多いと

聞いています。 

ただ、公立の保育園は、たくさん設置しているので、とても良いと

思います。隣の和光市には、公立が２つしかありません。 

男 ６０代 幸町 
本厚木 暮らしたい街でやっていた オムツ お尻拭きを 1年間無

料を導入 

女 
７０歳

以上 
溝沼 

(1)学童も保育園も多様な試みで、対象者が多い割合に民間への

助成金なども確立していて望ましいと思う。 

(2)貧困救済対策は、ステップアップが必要かと思います。子ども

食堂や、子どもの居場所などが不足しています。子ども食堂の日

常化が必須。朝食欠食児童生徒への対応が見えてこない。埼玉

県下でもまだ未知数だが、学校や福祉課での把握で朝食欠食児

童生徒が学校で朝食を食べられるような先駆的取り組みを望みま

す。学校応援団や近所の元気高齢者の助力で公的な体制で食す

ことが出来るように希望します。 

 

どちらともいえない 

女 ２０代 本町 

子育てに関わりのない身なのでよくわかっていないです。 

どんな風にサポートが充実しているのか、子育てに関わりのない

人でも知れたらもう少し子育てを考える機会にもなるのかなと思い

ました。 

女 ３０代 岡 
離乳食の教室などもあるが、第一子のみ対象などの制限がある

のが不満。 

女 ３０代 宮戸 
公園がたくさんあって良い。 

歩道がない道も多く、お散歩で迂回することもある。 

女 ３０代 宮戸 
もう少しパパママたちと、子育てに関するアドバイザー的立場の方

の接点があると良いと思います。 
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自ら支援センターにいって、そこにたまたまいる職員さんに聞いて

もらったりとかしましたが… 

コロナ禍のなか、一人でなれない育児に奮闘されてる方が多いの

ではと心配です。 

女 ３０代 三原 

児童館がどれも遠い。車でなければ行けないが、駐車場がなく行

けない。 

保健センターや市役所保育課の職員の方はいつも親切なので、

安心して相談等出来ました。 

女 ３０代 三原 
他の自治体でも行われているところもある、ひとり親の養育費確保

支援を実施していただけたら幸いです。 

女 ３０代 泉水 

安心して子どもと一緒にお散歩をしたいが、車通りが多く、歩道が

狭いので安心して子どもと出かけられない。 

道路を整備した方が良いと思う。 

また、電車に乗る際も、朝霞台駅にはエレベーターがないため、子

連れでベビーカーに乗せて出かけることができない。 

女 ３０代 仲町 

引っ越してきた世帯に対する支援がもっとあってもいいかと思う。

子育て支援の仕組みがわかりにくい。幼稚園就園前の支援が少

ない。年齢別サークルとかあれば嬉しい。 

女 ３０代 膝折町 

こちらからコンタクトをとらないといけないことが多く、行政側からの

発信が少ないため、１から調べなくてはいけないことが多い。 

出産後引っ越してきたため、子育ての情報が受け取れていない気

がした。 

女 ３０代 本町 
保育園の定員が足りていない、自宅から遠い保育園への通園は

日常生活の中で負担が大きい。 

男 ３０代 岡 

公園はあり、緑もあるが、近隣の他市と比べて特別子育てしやす

いと感じる政策等の特長は見当たらない。もし、本市ならではのも

のがあるとすれば、さらなる周知徹底をお願いしたい。 

男 ３０代 溝沼 
有料自転車の設置場所はあっても、子どもを乗せられる自転車が

無いのはどうなのか？ 

男 ３０代 溝沼 
周辺の市区町村と比べ、子育てに対する経済支援が少ないと感じ

る。 

男 ３０代 根岸台 3 ヶ月検診、6 ヶ月検診も行って欲しい。 

男 ３０代 三原 

様々な取り組みありがとうございます。 

不登校の小学生の増加が関心事です。 

地域の中に公教育以外の社会教育の場があり、民間や地域の有

志の手で不登校の子どもたちの日々の居場所や学びの場所を提

供できる様になると良いなと考えています。 
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男 ３０代 本町 

まだ子どもがいないため、市の活動について知らない部分が多い

ためなんともいえません。 

ただ、Q7の回答の通り生活道路に課題があると思います。 

子どもが車にひかれるリスクは高いと思います。 

女 ４０代 栄町 

若い方が増えたと思います。保育園も増えたのかなと感じます。 

金銭面で朝霞独自の貸付がありますが、入学時だけではなく、進

学時にも申請できるようにして欲しいです。 

中学入学の時おかりしました。高校の時に借りるのは入学前に申

請しないとダメだとのことで借りることが出来ませんでしたので、ガ

ッカリしました。とても良い制度だと思います。 

和光市にはない制度だそうです。和光市の方に話したところとても

羨ましがっていましたので、やはり必要なことなんだと思います。 

女 ４０代 根岸台 

上記で記入した通りですが、私たち世代(子育てが終わる世代)

が、自分達が子育てした時の大変だった事または大変助かった事

を地域の後輩ママさん達へ話す(アドバイスする)ことや、悩みを聞

いてあげる事共有する事ができたら良いのかなあと考えます。 

女 ４０代 泉水 

さわやか相談室を子どもが利用したことがあるようです。 

子どもにとってはありがたい存在ではあった様です。 

しかし、そこでの情報は学校では共有されず、学校内のことで悩ん

でいた子どもは、解決にまでは至らず。 

もう一歩進んだ取り組みを希望します。 

男 ４０代 根岸台 
子どもに対しての取り組みは、子供がいないので分からない。 

子どもを作りたいと思える支援は、まったく感じられない。 

男 ４０代 東弁財 あまり特別な様子はわからない 

女 ５０代 栄町 

我が子は 8小に通っているが、児童数が増えすぎる。 

校区を改めて区切るエリアを改善して欲しい。 

児童数が多いと担任がフォローしきれない。 

学校の先生も作業が増えて疲弊してしまう。 

男 ５０代 仲町 

「自然・環境に恵まれたまち」の項目とダブりますが「わくわく田島

緑地」を無料で利用できる、キャンプ場にしたらいかがでしょうか。 

「田島公園」のトイレもあるし、駐車場もあります。 

前例として、埼玉県神川町の「かんなの湯」裏にある、町営の「自

由広場」があります。 

ここはキャンプができてそのまま、テントで宿泊できます。そのかわ

り、駐車場は 17時～翌日の 8時まで閉鎖されます。（車を駐車で

きるが、朝まで出られない） 

これで、深夜の車の出入りの騒音を防げます。 
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ここならば民家も離れているし、新たに整備するお金も必要ないと

思います。 

近くにキャンプ場もないことで、民業圧迫にもなりません。コロナ禍

でのレジャーにはうってつけだと思います。 

今、キャンプブームですし、子どもたちにとっても思い出づくりや、

心身の健やかな成長に寄与すると思います。 

バーベキュー場ならば、秋ヶ瀬も戸田の道満グリーンパークもあり

ますが、泊まることがてまきません。個人的には泊まれるように 

すれば良いのにと思いますが、他市のことですから。 

バーベキュー場とキャンプ場では、心身成長効果が全く違います。

布一枚外が暗闇の中、寝袋にくるまって両親と泊まることは家族

の絆、大人の凄さを子どもは知ることができると思います。 

大人の私でさえ、わくわくします。 

夜中に、空を見上げると満天の星空。 

焚き火を観ながら、ちびちび酒を呑む。 

早朝、風が凪いで靄がかかる川面を見ながら 

コーヒーを淹れる。 

たとえ雨が降っても、テントに当たる音を聴きながら本を読むだけ

でも癒されます。 

是非、やっていただけると嬉しいです。 

男 ５０代 本町 

市からの積極的なアナウンスやアピールが聞こえて来ない為、子

どもがいない家庭ではサービスが向上しているか認識できる機会

が全くない。 

女 ６０代 本町 
子育てに関係の無い年齢なので何とも言えませんが、保育園や公

園が多く小中学校も充実している様に思います。 

男 
７０歳

以上 
栄町 

働きやすい町と対句。市内企業合同で託児所を作るとか市も援助

しながらの働きやすい環境作りも同時に。働きながら子育ても。失

業概念がない旧ソ連では託児所付きの工場で女性も子育てしな

がら皆んな働いていました。 

 

 

やや不満 

女 ２０代 根岸台 駅の近くにも関わらず、ほったて小屋のような保育園しかない 

女 ３０代 岡 

4月頃コロナウイルスで、妊婦にマスクが配られたと思いますが、

配られるのが本当に遅かった。近隣の市では市独自に、不織布マ

スクが妊婦に早々に配られていた。 

朝霞台・北朝霞駅周辺の歩道が工事後で段差がある。 
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ベビーカーでタイヤがその段差を乗り上げること出来ず危険な事

がある。 

女 ３０代 根岸台 

以前住んでいた場所では、学童に入っていない子も全学年全員が

対象となる放課後事業があり、学童に入れるほどでは無いが短時

間で働いてるお母さん達が預けていたり、親の許可のもと、大人

の目がある中で友達と遊べる場所として、活用しており公園遊び

や家の行き来をせずに安心して預けることが出来た。 

このような事業があれば、子ども同士が約束しあい親のいない家

で遊ぶなどの事が無いので揉める原因とならず大変ありがたかっ

た。学童以外でも子どもの預かり場所があると良い。 

女 ３０代 根岸台 保育所数を充実させ、待機児童を減らしてほしい。 

女 ３０代 北原 

・保育園の待機児童。 

・集団検診を行う朝霞駅の道路問題 

市役所や、保健センターへ向かう道はベビーカーにはとても不向

きな危ないみたいです。 

交通量の多さに加えバスも通ります。ですが歩道がしっかりしてお

らずとてもこまっています。 

・朝霞台駅のバリアフリーが完備されていない点 

駅に入る時もエスカレーター、駅の中もエスカレーターとても不便

です。 

・公園での喫煙者 

北原にある「北朝霞公園」はタクシーの運転手などが休憩に来る

ため入り口でよく喫煙しており困ってます。 

また、野球場利用者も喫煙し、ポイ捨て。とても迷惑です。 

小さい子どもはなんでも拾います。タバコのゴミだらけ、どこが子育

てしやすい街なんですかね？ 

・横断歩道や、道路の段差が多い問題 

こういう細やかな点も直して欲しいです。 

男 ３０代 三原 
遊び場などに対しては満足度は高いのですか、保育園の待機児

童対策が必須かと。 

男 ３０代 西原 

・東武東上線朝霞台駅を利用していますが、現在、0歳児の家族

がおり、ベビーカーを使うのですが、エレベーターが無くて困ってい

ます。エレベーターがあると嬉しいです。 

・朝霞台駅付近にも保健センターの機能のある出張所があると嬉

しいです。子供の定期検診に連れて行きやすいので。 

男 ３０代 
朝志ケ

丘 

・朝霞台駅にエレベーターが無く、ベビーカーで利用できない。そ

のため東上線を利用する時は志木駅から乗らなければならない。 
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・車通りの多い道でも歩道が狭く、ベビーカーでの移動や、子ども

と歩く時に怖い。 

・乳児健診や予防接種など、子育て世代包括支援センターの活動

はしっかり運営されているように感じる。 

女 ４０代 根岸台 

産後ケアといってもお誕生訪問くらいしかない。 

実際に乳児を預けて休むこともできない。 

子育て支援センターは相談しにくい。 

そこに来た人と話せればいいけれど、なかなか話すきっかけが見

つからなくて友達もできない。 

一時保育がいっぱいでいつも使えない。 

女 ４０代 根岸台 

志木市から引っ越してきました。志木市では小学生が放課後その

まま学校の敷地内で遊べる仕組みがあり、学童に入っていなくて

も 5時（冬期は 4時半）まで預かってもらえました。朝霞市でも同じ

ような仕組みを導入してもらえたら嬉しいです。朝霞駅の東口側

は、歩道が狭く危険な道路が多いので、学校の敷地内でそのまま

遊べると安心です。 

また、朝霞駅の南口側には大きな公園や図書館もあり子育て環境

が充実していますが、東口側は公園も小さなものが点在している

だけで遊具も少なく残念です。図書館も小さなもので構わないの

で、駅の近くにあるとありがたいです。 

東口側には土日に子どもが遊べる場所があまりないので、学校の

グラウンドで遊ばせたいのですが、野球やサッカーなどで常にグラ

ウンドが使用されていて、他の子ども達が遊べないのが残念で

す。端のほうだけでも使わせてもらえるように出来ないのでしょう

か？ 

女 ４０代 西原 

保育園と学童が入りにくいし、学童は落ちたあとの繰り上げ連絡

が遅い。仕事のために居住地を駅前にしても、駅から遠い人まで

駅前の保育園を申請するので、駅チカのメリットが享受しにくい。

選考に園からの距離も入れて欲しい。また、学童に 4年生が入れ

て 3年生が落ちるなど理解できないことが起こっている。 

女 ４０代 東弁財 

子どもが居ませんので、わかりません。 

結婚をしているからと言って、誰でも子どもを授かれる訳ではあり

ませんので… 

女 ５０代 宮戸 
子育てに不安を感じていらっしゃる方がたくさんいるので養育支援

にもっと力を入れて欲しい。 

女 ５０代 根岸台 通学時の安全確保。歩道とガードレールの設置。公園の増設。 
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不満 

女 ３０代 根岸台 

学童クラブの充実。8.6小区内は民間学童クラブが充実してきたた

め、高学年になっても受け入れ先はある。 

しかし、2小地域は待機児童がいるにも関わらず徒歩で行ける民

間学童クラブが無い。 

また、長期休暇に子どもが安心して過ごせる場所作りを確保して

欲しい。 

和光、新座、志木市と比較すると子育て支援が遅れている感じが

する。 

予算の確保がと毎年同じ返答で動きが見えません。 

女 ３０代 膝折町 

公園が少ない。地域によって、子どもが遊べるところが限られてい

る。 

駅周辺だけではなく駅から離れたところにも目を向けて欲しい。 

男 ３０代 宮戸 
保育園に入園できず、妻が復職できません。子育てがしやすいと

いうよりは子育てがしにくいまちと感じます。 

男 ３０代 北原 
朝霞台駅にエレベーターが設置されておらず、子どもを乗せたベ

ビーカーでの電車利用が困難。 

女 ４０代 栄町 

公立幼稚園がない。インクルーシブ教育の幼稚園があったら良い

なと思う。確かに、私立幼稚園はあるが、どんな子ども(障害があ

り、無しに関係なく)でも安心して入園できる幼稚園はない、保育園

に入れるか分からないから仕事も簡単に決められないし、良い幼

稚園は人気があって入園できないこともある、人気がない幼稚園

はやっぱり先生の質が良くなかった。在園児にひどい言葉遣いを

している先生を見たこともある。びっくりしてショックだった。どんな

子どもでも楽しく通える公立幼稚園ができたら良いなぁと思う。幼

稚園に年齢関係なく通える遊び教室を作って、ママと子どもが通い

ながら時には先生に子育ての相談などもできれば保健所より相談

もし易いし、友達作りもできて、ママ達の子育てのストレス軽減にも

なると思う。 

女 ４０代 栄町 
子持ち世帯へのサービスは充実しているが、他が疎かに思える。 

人工増加狙いに見える。 

女 ４０代 宮戸 

小中学校を通して市長へ、通学路の安全対策や信号設置を依頼

しても、信号設置までは 5年かかるだの、検討します等、前向きな

返答が来た試しがない。 

朝霞の通学区割が子どものことを考えていない上に、学区外通学

の場合は毎年申請が必要になる。（聞くと、申請は一度で済む自

治体が多いのに。） 
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中学自由選択制と謳っているのに、実際は抽選が行われていて自

由に選択できない児童が発生している。 

女 ４０代 三原 

公園も施設も朝霞市役所近辺に集まってしまっている印象です。

例えば三原は広く明るい公園が少ないのはもとより、子育てサロ

ン、図書館、児童館等、小学生程度の子が自力で移動して活動出

来るような施設がありません。全て親の協力が必要です。自分の

幼少期では（朝霞市ではありません）徒歩圏内に小さくてもコミュニ

ティセンターや図書館、児童館とあって子どもの裁量で比較的安

全に移動、利用ができた為自立的成長にも役に立っていたという

記憶があります。弁財市民センターなど子どもが集う場所でもあり

ません。本を借りるのに坂を含む駅を超えて行く図書館分館など

は親同伴で行くより他ありません。都市へのアクセスが良くなり三

原、弁財周辺の住宅が増え駅前もビルが増え開発されて来ました

が、子ども達や高齢者が気軽に座れるベンチや図書館などは足り

ていないのが現状です。豊かな自然と教育、文化複合施設。良い

街で育ったなと子ども達が思える街になるためにもっとたくさんの

ことが出来ると思います。 

女 ４０代 三原 

母子手帳の交付が保健所のみとなり、児童館など各施設も朝霞

駅、市役所エリアを中心とした設置、運営で朝霞台利用の西弁

財、三原エリアからはどこも遠くて不便。 

保育園も近くにあまりなく倍率が高くて困った。 

市の行っている取り組みが身近ではない。 

生まれた時から朝霞市民で便利な町だと思っていたが、市民とし

てあまり恩恵を受けていない、こちらのエリアは蚊帳の外なんだね

という感覚でいる。 

女 ４０代 泉水 

保育園に希望通り入らず待機児童を経験してやっと入園できた。 

小学校の IT化が全く進んでいない。 

泉水地区は、公園も保育園も少なく、市役所の周りだけお金をか

けて開発している感じがして、格差を感じる。 

女 ４０代 
朝志ケ

丘 

朝志ヶ丘に住んでいて、つわりのきついなか、保健センターまで母

子手帳を取りに行かなきゃならないのはつらい。 

保健センターまで交通の弁も悪いのに、行かなきゃいけないのは

ほんとに大変だと思う。 

児童館が多いのはとてもいいと思う。 
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つながりのある元気なまち 

 

Q-5：「つながりのある元気なまち」の実感（単位：件） 

 

 

Q-6：「つながりのある元気なまち」についての意見 

 

満足 

女 ２０代 岡 
わくわく号はどこに行っても一律 150円なのでかなり助かっていま

す。これからも続けて欲しいです。本数も満足しております。 

女 ３０代 幸町 私はあまり活用できてませんが、図書館など使いやすいです。 

女 ４０代 栄町 

つかながりは結構あると思いますが、町内会によってかなとも感じ

ます。 

強制力がないので一斉掃除出てこない家庭もあります。 

みんなで使う道路やゴミ置き場をやはり協力して綺麗にしていくの

は、住んでるものの義務だと思うのですが？ 

あと、カラスが増えてきたように感じます。ゴミがしょっちゅう荒らさ

れています。何とかして貰えないでしょうか。 

女 ４０代 宮戸 

最寄り駅の朝霞台駅に、大栄翔の横断幕が出来た。 

活気があっていいと思う。 

まえは、ぽぽたんのまたハグできるまで頑張ろうだった。 

駅を通勤で使うので、メッセージがあると良く見ています。 

女 ４０代 本町 
シンボルロードのイルミネーションをなぜ中止したのか、再開して

ほしい。 

女 ５０代 栄町 

熟年の先輩方が、色々な所で市内で元気に活躍されている様子を

見たり、広報紙などで知ると、朝霞はつながりを持てる元気なまち

だと思います。 
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そのような元気と併せて健康づくりにもつながりを持って生活して

いきたいと思います。 

女 ５０代 根岸台 

今の時代、高齢者の介護で働き盛りの世代や、老老介護が問題

になっていますが、仕事を辞めて介護に専念していたり、1人で抱

え込んでうつになっている方が多いので自分自身の近い将来の事

への不安も含めて、なんとか生きやすい街作りに力を入れて欲し

いと思います。 

特に 1人息子の、親の介護に関してはなかなか厳しいものがある

と思います。 

男 ５０代 宮戸 
地域のコミュニティ。ただしこれは公的ではなく私的で、その集合

場所に公民館など。 

男 ５０代 仲町 

主な取組内容の中からでは、図書館本館と分館はとても満足して

います。ただ、雑誌の種類が減らされて、少々淋しいです。「ガル

ヴィ」や「B-PAL」はありますが、「キャンプカーマガジン」「オートキ

ャンパー」を揃えて欲しい。 

男 ５０代 
朝志ケ

丘 

近所の商店街がだんだん店じまいしてしまって、寂しく感じます。 

総合体育館は、よく利用させてもらってます。満足です。 

女 ６０代 仲町 

実施して継続することで、需要が掘り起こされるという傾向があり

ます。 

今後も議論もさながら、試みるという方向で、事業を展開していた

だきたい。 

女 ６０代 本町 

朝霞の森での市民活動や公民館での趣味のサークル、勉強会、

商店会との取組による街ぐるみのイベント等。 

様々な形で市民と行政が一体となってより良い市民生活を目指し

ていると感じます。 

女 
７０歳

以上 
本町 

老人が集まれる場がもっとあると良い。 

 

やや満足 

女 ２０代 東弁財 

項目がここであっているか分からないのですが。 

現在、育休中なため職場で毎年受けていた健康診断がありませ

ん。心配なので休みの間も受けたいと思ったのですが、どうすれば

良いか分からないなと思いました。 

人間ドックでなく、普通の？健康診断は受けられるのか広報誌等

に情報があると良いなと思いました。 
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女 ２０代 本町 

図書館や総合体育館が駅の近くにあり、ヘルスチェックも充実して

いると思います。 

図書館の図書数を増やしていただけたら嬉しいです。 

女 ３０代 北原 

わくわく号便利だと思います 

もう少し時間がわかりやすいと助かります。 

HP見にくいです。アプリなどあると助かります。 

女 ３０代 本町 
いまは働いており、参加できませんが、年を重ねたら、広報などを

みて、参加できるイベントがたくさんあればいいなと考えています。 

男 ３０代 三原 

自治会の活動には参加できるときは参加しているので、引き続き

の支援お願いします。 

年齢を超えての繋がりが出来ると良いですね。 

コロナ禍が収束した際にはいろんなイベントの企画と支援を期待し

てます。 

男 ３０代 
朝志ケ

丘 

わくわく号はたまに利用し、助かっている。 

ただ、あなたの町は「つながりのある元気なまち」ですか？と誰か

に聞かれたとすると、お祭り以外ではあまりそう感じない。 

住んでいる地域のせいもあるかもしれないが、どちらかというと静

かに落ち着いた暮らしをする町といった印象。 

女 ４０代 溝沼 
通勤時間帯など多くの人が乗る時間帯は、わくわく号の本数を増

やしてほしいです。 

女 ４０代 根岸台 図書館の本を、新しいものを入れたらより利用されるのでは。 

男 ４０代 岡 

最近は町内会に属さない所帯も増えてきている。地域のコミュニテ

ィが大切だということが、若所帯や未加入の所帯にも伝わるような

活動をして欲しい。そうすれば一歩前に進むのでは。 

男 ４０代 三原 市の公共施設が朝霞駅側ばかりにに偏っている。 

女 ５０代 西原 

空き家などの解体やリノベーションでコミュニティスペースがあると

嬉しいです。 

至る所にベンチなどあると嬉しいです。 

女 ５０代 本町 
学びの機会や運動の機会が比較的多くあるので、良いと思いま

す。 

男 ５０代 岡 わくわく号のルート増設、増便することで利便性を高めてほしい。 

女 ６０代 根岸台 
がん検診ぐらいしか利用していないので、わからないですが、郵便

局が東口の近くにないので不便を感じている。 

男 ６０代 幸町 町内会での繋がりが無くなって来ている気がします。 

男 ６０代 膝折町 
ワクワク号に生活保護は必要でしょうか？ 

それより老人に保護した方が良いといつも感じます。 



32 

 

男 ６０代 膝折町 

運動施設の開催予定をホームページで分かるようにしてほしい。 

スポーツ観戦が好きです。特に陸上競技場は自慢できる競技場だ

と思います。前もって予定がわかれば観戦に行きたいです。 

女 
７０歳

以上 
栄町 

高齢者の集まれる場所の運営を自主的に出来るよう補助していく

方法を考えられませんか？参加してもマージャンやお茶だけで（聞

くところでは）良いのでしょうか。 

介護保険使用前の高齢者の一人ぼっちの昼間を考慮したミニデイ

的にサークル活動（メイあさかセンターのような）を市が補助しても

っと市内に増やして行ければと思います。 

 

どちらともいえない 

男 ２０代 三原 市民が利用できる運動施設をもっと増やしてほしい。 

女 ３０代 宮戸 
つながりをもたせようとしてるのはお年寄りの方メインに思う。 

もちろん、お年寄りの方とのつながりや関係性は大事だが。 

女 ３０代 溝沼 まだ利用していないのでどちらともいえない。 

女 ３０代 三原 
朝霞ストリートテラスはまさに「つながりのある元気なまち」の象徴

だったと思います。 

女 ３０代 膝折町 

朝霞市内のイベントや商工会の活動等はとても盛んだと思いま

す。 

市内に大型ショッピングモール等が無い為市外とのつながりはな

いので「つながりのある元気なまち」とは言えないと思います。 

女 ３０代 膝折町 バスは便利です。それ以外関わったことがないです…。 

男 ３０代 岡 

基本的には充実していると感じるが、図書館の本の少なさや市バ

スの本数の少なさは改善されない。年を取って車も乗れなくなり、

行動範囲が狭まるとすると、老後の不安を感じる。この点は先の

世代のことも鑑みて改善していただきたい。 

男 ３０代 溝沼 
要らなくなった本を図書館等に提供できる環境は用意しないの

か？ 

男 ３０代 三原 

様々な取り組みありがとうございます。「人とのつながり」を都市化

が進んだ朝霞で進めて行くことは非常に重要であるとともに難しく

もあると感じています。 

住民の 10％近くが流出入を繰り返すまちである朝霞として、ご近

所のつながりを促進する様な取り組みをもっと盛んにしていくには

どうしたらいいかと自身も考えています。 

この様な切り口での市の取り組みが新たに考えられればぜひ実行

していただきたいです。もちろん、市民として協力もしたいです。 
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朝霞の森で行われている遊び場などは私自身も子育ての仲間を

見つける良いきっかけになりました。 

女 ４０代 栄町 参加方法が良く分からない。 

女 ４０代 栄町 それ程住民同士に繋がりは感じられない。 

女 ４０代 栄町 サークルなどもたくさんあっていいと思う。 

女 ４０代 宮戸 わくわく号、本数が少ない。 

女 ４０代 溝沼 

時間や内容が限られており、あまり恩恵は感じられない。 

普通に外出して生活いるが、近所はよく知らない家や人ばかりで、

つながりがあるまちとは程遠い気がする。 

女 ４０代 根岸台 
高齢者が多いからしょうがない所もあるけど自治会や町内会の活

動をもっと簡素化出来ないものか…。 

女 ４０代 仲町 

朝霞市の外国人人口が増えているにも関わらず、市役所に行って

もゴミの分別のパンフレットのみが外国語で対応されている。もっ

と、生活で困った時に参考にできるようなパンフレットがあればい

いと思う。ホームページの外国語訳システムはあっても、困窮して

いてインターネット環境がない外国籍の方にはハードルが高い。 

女 ４０代 
朝志ケ

丘 

身を持って繋がりを感じることは本当に少ない。 

女 ４０代 
朝志ケ

丘 

朝霞に住む外国人とコミュニケーションが取れるような集まりがあ

れば良いと思う。 

女 ４０代 
朝志ケ

丘 

私達家族は朝霞市に 12年住んでいるが、この問題は 60代にな

ってはじめて気付く問題かと思う。我々夫婦は揃ってどこも利用し

ていない為、意見すらない。博物館にはまだ行っていないため興

味がある程度。 

女 ４０代 田島 

自分でキャッチするのが上手いタイプの方には充実していると思

います。 

キャッチが下手な人に気がついてもらうには宣伝のバリエーション

が必要なのかな？と感じます。 

女 ４０代 東弁財 

がん健診・ヘルスチェックも年齢制限などがあり、わかりにくいで

す。 

受診の際に医師から「朝霞市の健診を受けることができます」と教

えてもらい受けたことがあります。 

商店街の支援は、朝霞駅周辺は支援をうけているのかもしれませ

んが朝霞台駅周辺はあまり感じられません。 

その他の取組は接点がないので、利用したことがなくわかりませ

ん。 
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男 ４０代 根岸台 駅近辺から外れると「わくわく号」もルートが限定され、不便。 

男 ４０代 膝折町 

町内会の高年齢化が問題。 

昭和 40年代に移住してきた方ですら『新参者』と見なされている

ので、意識の刷新が必須と思われます。 

自分が 20年前に越してした時の朝霞市の人口が 11万人から 12

万人程度だったのに対し、今は 14万人を見据えた都市となってき

ている中で、元々の地主や昭和 40年代移住組の意識が「昭和の

まま」というのが最大の課題と思います。 

住みやすい街とは、クレーマーや障害児を抱えた家族だけが住み

やすい街ではなく、他の都府県からも幅広い人材から「良いなー」

と思われる必要があるのではないかと思います。 

女 ５０代 栄町 わくわく号が和光市と連携してほしい。 

女 ５０代 根岸台 

平日の日中に働いている者が参加できる活動はほぼ無い。 

無職と主婦と自営業の方の活動が多い。 

いつも決まった人々だけが身内で楽しんでいるという印象が強く、

税金をたくさん払っている市民や世帯への還元は全く感じられな

い。 

男 ５０代 本町 市からのアナウンス、アピールが不足している感あり。 

女 ６０代 
朝志ケ

丘 

都内に近く便利なために単身者も多いと思います。 

ファミリーだけではなくてどんな年代の方にも平等に暮らしやすい

事が希望です。 

特に高齢になった単身者でも安心して暮らせる街になって欲しいと

思います。 

男 ６０代 根岸台 自治会、町内会の存在意義が低下している 

女 
７０歳

以上 
溝沼 

(1)自治会・町内会への運営支援・・加盟率を増やす努力を転入さ

れる方々は比較的若い方々ですから、簡単な手続きで入会できる

工夫が必要です。 

(2)公民館、図書館、博物館、総合体育館などの学びの場の提

供・・会場の絶対数が不足しています。民間の空き室・空き部屋借

り上げ対策などの工夫が必要です。高齢化する中でより身近な場

所での学びの集いが可能になります。 

(3)生涯学習情報の提供・・助成金受給行事は広報あさか掲載が

優遇されるがそれは、二重助成と同じです。住民主催の生涯学習

事業のＰRの方法に広報あさかのスペースを増やしてほしい。嘗

ての「生涯学習だより」程の、ページ数は求めませんが。 

(4)ＷＨＯの「高齢者の元気」にあるように、まちの元気は高齢者の
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元気ー高齢者の元気はまちの元気です。健康で前向きな高齢者

が活動しやすい場・役割の多様性を支援する体制が欲しいです。

そのような中から世代間交流や、高齢者の知恵や実力を次世代

へ継承でき、朝霞独自の文化が育まれていき、転入者も地域にな

じみやすくなると思われます。 

（５）集う場・しゃべる場・相談する場・助け合える場が増えるこち

が、つながりの必須だとおもいます。 

男 
７０歳

以上 
栄町 

繋がりの前に温もりのある CITIZEN シップ、町が前提。 

 

やや不満 

女 ２０代 根岸台 バスは根岸台には通っていない。 

女 ３０代 三原 10年住んでいるが、つながりを感じたことはない。 

男 ３０代 北原 

商店街活性化活動の支援とは、市独自の商品券発行などのことを

指していると思うが、朝霞台駅周辺においては、コロナ禍以前の商

店街においても活性化しているとは感じられない。 

歴史的にオリンピック（商業施設）も大事なのかもしれないが、新

店舗を積極的に誘致するなど、活性化に向けた新しい取り組みを

模索すべき。 

男 ３０代 本町 
市内循環バスはとてもありがたく感じていますが、夜の運行時間を

もっと遅い時間まで伸ばしていただけるとありがたいです。 

女 ４０代 岡 

市内巡回バスは料金が高すぎるし、本数が少なくバス停が少な

い。無料の地域もあるなかで普通の東武バスと変わらないので魅

力なし。 

検診や献血は、もう少し宣伝をすべき。 

男 ４０代 本町 

趣味でつながりをつくれる仕組みを作って欲しいです。 

毎週末ペット（犬）と出かけるのですが、和光市のドッグラン、戸田

市のドッグラン、所沢市のドッグランへ行っています。 

つながりも、落とすお金も他の市となり、残念です。 

子育てと自然環境に恵まれた素敵な街ですが、ドッグランがない

だけで、消費とつながりが、近隣の自治体に依存せざるを得ない

のが残念です。 

女 ５０代 栄町 

朝霞の商店街をもっと活性化したいです。 

商店街なのにバスが通ってる事に驚きます。 

車が通るのも驚きます。 

折角、商店街があるので、若い人たちで、お店をやりたい人を集め

て、一人暮らしの人、お年寄りなど色々な世代が安心して歩いて
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買い物出来るようにしてほしいです。 

お惣菜屋さんとか、子どもが少ないお金でも買えるおやつの店と

かいいかもですね。 

女 ５０代 栄町 

いつもお散歩でお会いする民生委員だと名乗る人に、認知症が酷

くなった老人がいるので注意して見て欲しいとお願いしたが、何も

してくれた気配もなく。その後、孤独死しました。 

そんな出来事も、１つの出来事にすら感じないと次にお会いした時

に感じガッカリしたので、何か思う事がある時は自分で動こうと思

いました。 

女 ５０代 根岸台 
つながりのあるまち？あまり感じませんね。 

みんなが楽しめる集まれる企画を沢山してくださるといいのかな。 

女 ５０代 三原 

自宅から、図書館や中央公民館へのアクセスがあまり良くなく、行

きづらいです。公共施設へは、わくわく号を出してもらえると助かり

ます。 

男 ５０代 三原 
町内会は不要だし、赤い羽には募金したくない。 

(募金の使い道に納得できない為) 

 

不満 

男 ３０代 根岸台 

多文化共生において、言語サポーターが中国語（簡体字）だけでな

く、台湾華語（繁體字）も増やしてほしい。 

その際、繁體字の能力実証には TOCFL も追加していただきたい。 

また、台湾との交流事業を行ってほしい。 

女 ４０代 根岸台 

自治会・町内会には入りづらい。 

世代や考え方の違う人からとやかく注意されるのは嫌だけれど、い

ざというときの避難のこととかを考えると入ったほうがいいのかなと

思う。 

趣味のサークルとかは子どもがいたら通えないし、何事にも保育が

ないことが行けないネックになっている。 

女 ４０代 三原 

Q8に書きました。三原地区にはコミュニティセンター、児童館、図

書館がありません。子供や高齢者の利用施設が必要です。 

それから、所沢市の角川美術館横の、公園などに民間企業参入さ

せることでカフェなどの併設などをし、公園利用の活性化の活動が

はじまっています。朝霞の森にもそういったカフェ導入などの予定

はないのでしょうか。活性化に繋がるかと思います。その他、朝霞

の森の緑の配置、デザインは改善の余地があるように感じます。 

女 ４０代 三原 
図書館なども遠くて学びの場に触れる機会が少ない。 

坂を超えていくのは大変。車がないと行けない。 
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女 ４０代 泉水 泉水は循環バスのルートも少なく、不便。 

男 ４０代 根岸台 

現役世代の横のつながりを作る仕組みは、まったく感じられない。 

起業家育成では、安価なスモールオフィスの提供が無い。朝霞市

で新しい会社や製品を生み出そうという思いはまったく感じられな

い。 

女 ５０代 三原 

朝霞台駅の近くに住んでいます。 

市役所、警察署、税務署、保健所、大きな施設は朝霞駅ばかり。 

手続き等がある場合、電車に乗って朝霞駅まで行かないと出来ま

せん。 

規模は小さくても良いので朝霞台駅の方にも施設を作って欲しい。 

高齢になった時を思うと不安です。 

女 ５０代 膝折町 市内バスは、二丁目には一本も通っていません 
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自然・環境に恵まれたまち 

 

Q-5：「自然・環境に恵まれたまち」の実感（単位：件） 

 

 

Q-6：「自然・環境に恵まれたまち」についての意見 

 

満足 

女 ２０代 岡 

朝霞市の湧水巡りを最近始めました。 

私が知らないだけかもしれませんが、せっかくの湧水なので湧水

マップなんて作ってくれたら楽しいなと思います。 

女 ２０代 本町 
オリンピックを機にもっと朝霞市が活気溢れる市になってほしいで

す。 

女 ２０代 本町 

公園に普段行かないので利用した感想はわからないのですが、パ

ッと見た感じはとても清潔感があり、子供が和気あいあいと利用し

ている姿も多く見られるため、このまま素敵な環境を維持していた

だきたいです。 

女 ３０代 幸町 

どこの公園もいつも綺麗です。 

家の前の小さな公園は、近所の方が綺麗にしてくれてるのです

が、業者さんが掃除に来てもやることがなさそうで、あえて汚して

から「綺麗にしました」と写真を撮って帰るのを見ると複雑な気分に

なります。 

女 ３０代 根岸台 
オリンピックのこともあり、公園や公衆トイレがきれいになりとても

有難いです。 

女 ３０代 膝折町 
大きな公園がたくさんあり、いつもどなたかが整備してくださってい

るのでとてもありがたいです。いつもありがとうございます。 



39 

 

女 ３０代 本町 
保育園の指定の遊び場になっている公園で、除草作業の間隔が

空いて、草がたくさんある時期もある。 

男 ３０代 三原 

黒目川沿いはとても良いです。お散歩に最適です。 

公園等も綺麗なので満足です。 

太陽光発電の補助助かりました。エコなものは推進していけると良

いですね。(生ゴミ処理にミミズコンポストを使ってみています。地域

で取り組めると面白いのかなと思っています。肥料も出来上がる

ので、花壇とかに使えると思いますし、場合によってはふるさと納

税の返礼品にするとかも？) 

役所の方に維持管理を丸投げするのではなく、住民も関わって維

持向上できるようなリーディングをしていただけると良いのかなと

思います。(公園の清掃とかも、遊んでる子ども達に協力してもらう

とか。掃除の担当を通して行政を知るきっかけとかになるのも面白

いのかなと) 

女 ４０代 栄町 

公園や体育館、ジムなど充実していて大満足です。 

欲を言えばワクワクドームのような施設が朝霞駅近くに欲しいで

す。 

女 ４０代 栄町 
公園がとても綺麗で、子どもといつも通っている。小さな森の中に

いるような気持ちで癒される。 

女 ４０代 栄町 朝霞の森や、黒目川など、自然がたくさんあっていい。 

女 ４０代 三原 
目黒川周辺の緑や川など、豊かな自然に恵まれ日々の暮らしを豊

かにしてくれています。 

男 ４０代 岡 
順番が有るのは理解しますが、目につく場所だけでなく市内全体

を観て欲しい。 

男 ４０代 東弁財 街並みはキレイ・清掃されている方だと思う 

男 ４０代 本町 
最近引っ越してきましたが、緑が多い事が朝霞の魅力に感じてい

ます。 

女 ５０代 栄町 
いつも綺麗にしていただき有難うございます。 

イルミネーションも綺麗で自慢のまちです。 

女 ５０代 栄町 

きれいなまちづくり運動は、ご近所の方達とのコミュニティを感じら

れる良い機会だと思います。朝霞の自然環境を守り、市民一人一

人がきれいなまちづくりを意識して生活していたら、きっとごみも少

なくなり、きれいなまちになると思います。 

女 ５０代 本町 
市民や学生など、みんなで身の回りの環境を守る機会を作ると更

に良いと思います。 

男 ５０代 宮戸 公園が多く、整備されている。これが端緒。特にトイレと言える。 
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男 ５０代 
朝志ケ

丘 

市内を見ても朝霞の森や城山公園など緑も多く残っていて、過ごし

やすいです。 

オリンピックに向けて、もっと住民が盛り上がるといいですね。 

女 ６０代 
朝志ケ

丘 

黒目川の水が綺麗なのはいろいろな方の努力だと思いますが、朝

霞に長年住んで自慢出来ることです。 

朝志ケ丘の線路沿いの雑木林の土地は私有地なのでしょうか？

折角ある自然が只のうっそうとした立ち入りも出来ない雑木林で残

念です。 

女 ６０代 本町 

朝霞の森、中央公園、シンボルロード等豊かな緑が駅から５～６分

の位置に広がり、小鳥の声や季節ごとの昆虫を楽しめる！本当に

恵まれた素晴らしい環境だと思います。それらの維持管理は大変

な事だと思いますが何時も綺麗に手入れされて快適に利用出来ま

す。 

女 
７０歳

以上 
栄町 

基地跡地を全面的に市民に返してもらって今ある自然の森の状態

で市民が利用できるよう更にご努力をお願いしたいです。朝霞の

森のように市民の力を上手に合わせて人工的な物でない中で子ど

もたちを育てられたらいいですね。 

朝霞の森の近くでない市民の方にも市内公園を出来るだけ自然の

中で育って欲しいものです。また、街路樹の手入れにしても統一し

た方法でやって頂いた方が見た目がきれいです。業者さんに指示

するときに是非そうしてください。場所により丸まる剪定したり、い

い感じに枝を残したり素人目にも奇麗でありません。 

他の公園には水場があるように、将来の朝霞のもりの中に生き物

が使えるような小さな水たまりを作る計画なぞ必要ですね。兎に角

市民の自然環境を守る活動を重視して住みよい朝霞にもっともっ

となるよう、参加できたら良いのですが。。。 

女 
７０歳

以上 
本町 

町なのに緑が多い 

 

やや満足 

女 ２０代 東弁財 

時々河原を散歩しますが、綺麗にされていて気持ちが良いです。 

新しくできたシンボルロードも綺麗で良かったです。今の綺麗な状

態が続くと良いなと思います。 

男 ２０代 三原 黒目川沿いの整備を強化してほしい、小さな公園を増やしてほしい 

女 ３０代 根岸台 畑があり、良いと思う。 

女 ３０代 三原 
現状満足ですが、緑と池のある公園がもっともっと増えたら嬉しい

です。 
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黒目川沿いも、もう少し道の整備等で雰囲気が明るくなれば安心

です。 

女 ３０代 三原 
自然環境に配慮した電力を利用したり、環境に配慮した商品の推

進や、温暖化対策の声掛けなどしていただけたらと思います。 

女 ３０代 本町 
オリンピック、安全で無事に開催されてほしいですね。 

市の職員の皆様いつもお疲れ様です。 

男 ３０代 
朝志ケ

丘 

基本的には都会に近い割には自然が所々に残っていて満足。しか

し、駅に群がるムクドリの群れは残念。 

女 ４０代 岡 
もう少し黒目川とかベンチをおいて、散歩しやすくして欲しい。 

とはいえ、綺麗にしてくれていると思う。 

女 ４０代 溝沼 

朝霞市は、黒目川が本当に素晴らしい。自然の良さはそのままで、

もっと整備を行き渡らせて、町の看板的スポットにしたらいいと思

う。 

せっかく素晴らしいのに、もったいない。 

また、朝霞の森のような自然に溢れた、誰でも楽しめるような公園

をもっと増やしてほしい。 

自然を楽しめる場所に車でしか行けないなら、あまり意味がない気

がする。 

そもそも朝霞の森も、時期によっては駐車場が満車で停められな

いことが多い。 

朝霞市のどの地域に住んでいても、日常的に歩いて気軽に歩いて

行ける場所にそういった公園があったら最高だろうなと思う。 

女 ４０代 根岸台 
市役所の周辺は整備されたが、東口の方は町並みが整然とはして

いない。 

女 ４０代 西原 
幹線道路から遠く都心に近い割には驚くほど空気がよい点がとて

も気に入っています。 

男 ４０代 膝折町 

大自然がある訳でもないので、街づくりに自然を取り込むと言うより

かは、ゴミを出さないとか、市民のモラル向上の動機付けが必要で

はないかと思います。 

女 ５０代 栄町 あさかの森等の自然を残した場所があるのは良いと思います。 

女 ５０代 溝沼 

駅近の喫煙所からタバコの煙が漂ってくる。 

若年層の利用が多いマクドナルドの入口に喫煙所が設置されてお

り、駅に向かうにも必ず副流煙を浴びてしまい気持ち悪くなる。 

生活習慣病を誘発する喫煙所が万人が利用する駅前、ましてや青

少年が多い場所に設置されたままの朝霞市は、意識が低いと思

う。一度視察してほしい。朝霞台駅前のマクドナルドとローソンの間

です。宜しくお願いします。 
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女 ５０代 西原 川底の清掃、ゴミのポイ捨てのない町 

男 ５０代 岡 黒目川沿いの遊歩道整備に尽力頂いて感謝しています。 

男 ５０代 仲町 

Q8に書きました。 

他には、散歩の際、内間木橋が廃止されたため、「わくわく田島公

園」を出発地として、「笹橋」の下流の橋（カインズの近く）を渡り、黒

目川の右岸を歩いて「朝霞大橋」をわたり、「新盛橋」を渡って、か

なりもどらないと「朝霞調整池」また、「朝霞水門」までいけません。 

「内間木橋」を歩行者専用でもいいので使わせていただければ、あ

りがたいです。 

女 ６０代 根岸台 南口に比べて東口ではあまり感じない。 

男 ６０代 幸町 公園で釣りが出きるような池があると良いと思います 

男 ６０代 根岸台 まずは市民のコンプライアンスの徹底が必要なのでは。 

男 ６０代 膝折町 黒目川も朝霞市の自慢です。 

 

どちらともいえない 

女 ２０代 根岸台 
犬が入れるような公園は藪のような公園が多い道が入り組んでい

て火災時に不安。 

女 ３０代 岡 歩道の環境が整わないと、良い環境とは感じにくい。 

女 ３０代 宮戸 
朝霞駅の方ではいいと思うが朝霞台駅の方は特に良さを感じな

い。 

女 ３０代 溝沼 

公園が多いことには満足している。 

ただ、青葉台公園の入り口に柵があり、ベビーカーで入れない箇

所があるので不便に感じる。撤去していただきたい。 

女 ３０代 西原 

公園に緑がほしい 

→公園がたくさんあるのはいいと思います。 

ただ、土埃がひどいのが気になります。もっと芝生など緑を増やし

て、ピクニックなどできるような公園があると嬉しいです。 

男 ３０代 溝沼 

風が強い時は青葉台公園周辺の街路樹から枯れ枝が落ちること

が多く、たまに太さが数センチ台のものもあり危険に感じる。 

街路樹の根がアスファルトを持ち上げることで通りを悪くしている。 

黒目川沿いの桜は根元付近まで近づくことが出来るため、桜の樹

勢を悪くしているように見受けられる。 

桜の樹勢をよくするために、桜の根本を踏み固めないための対策

が必要に感じる。 

自宅が公道に面していないため、景観づくりの恩恵を得られない。 
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男 ３０代 三原 

様々な取り組みありがとうございます。 

武蔵野台地の豊かさ、黒目川など、魅力あふれる自然があるのが

朝霞市の良いところだと思います。 

一方で私有地でしょうか、一部の雑木林などは相続の関係で駐車

場などに代わってしまうことを何度か目にしてきました。 

身近な雑木林が相続の際に失われない様に、かつ手入れや管理

を住民が主体的にできる様に、そんなことが実現するための整備

が進むと素晴らしいなと考えております。 

女 ４０代 宮戸 
朝霞台・北朝霞駅は乗降者数が多い割に一向に発展しない。朝霞

台は駅の設備も朝霞駅や志木駅と比べ物にならないほど不便。 

女 ４０代 根岸台 

自然環境には恵まれていると思う。 

黒目川沿いの散歩道や旧高橋家の風情はとてもほっとする。 

オリンピック、パラリンピックはもうできないと思うので、あまり盛り

上げなくて良いと思う。 

女 ４０代 三原 周りに実感できるところがないので分からない。 

女 ４０代 
朝志ケ

丘 

国交相からチラシが入っていたが自衛隊の飛行機に加え羽田空

港の飛行機もかなりの低さで飛ぶようになってきた。もう少し積極

的に緑地化を進めていった方が市民のストレス軽減になるのでは

ないかと思う。緑地化へ繋げる意識改革、そのための機会（大宮

盆栽美術館から講師派遣&ワークショップなど）作り、また、樹木が

すでにあるものについてはパブカ（足柄市）のようなネットでも張

り、子ども達が遊べる施設を作って利用しながら自然への興味、

関心を育む環境を作ってはどうか。 

女 ４０代 田島 

私は犬猫が好きですが、多くを飼える環境と資金がないのでご縁

があった犬猫を幸せにするだけで精一杯ですが、今まで黒目川沿

いで野良猫、さくら猫を世話している方々を見ていて活動している

方に感謝しています。 

志木市にある島忠さんが生体販売をやめて、保護猫犬活動を始

めているのに朝霞にできたカインズさんは生体販売があり複雑な

気持ちになります。市ではなく企業の運営方針だと思いますが、朝

霞に捨て犬猫が増えないことを祈ります。 

女 ４０代 本町 
公園が少ない。 

街灯が暗い場所や少ない所がある。 

男 ４０代 三原 
催しなどが主に朝霞駅付近での開催が多く、朝霞台周辺地域では

少ない印象です。 
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女 ５０代 栄町 

朝霞市内にある様々な公園のおトイレをしっかりきれいに改修して

ほしい。 

特に南の風公園のトイレは汚いのでドアを修繕してほしいです。 

女 ５０代 宮戸 
もっとオリンピックを盛り上げるようなイベントがあると良いので

は？ 

女 ５０代 根岸台 

里山の保護保全。 

マンション・住宅開発の推進による自然保護逆行。 

人口増から社会保障費増額による市財政圧迫への危惧。 

女 ５０代 膝折町 
駅周辺は整備されていると思いますが膝折町は、整備されている

とは言えないと感じています 

男 ５０代 本町 

公的資金投入して取り組んでいるのは理解するが、近隣に住んで

いる方々しか恩恵を受けられない。施設を開放するのであれば、

その他の居住区から施設を活用する方々向けの駐車場、駐輪場

の充実が必要では？ 

女 
７０歳

以上 
溝沼 

きれいなまちづくり運動の実施：立ち木には配慮が届いているが、

道路の両サイドからごみや草ぼうぼうは汚いと同時に歩行者の足

元が危険です。定期的な道路清掃や植え込みの手入れに予算化

して欲しいです。 

市の花「つつじ」をもっともっとたくさん咲かせる運動が起こるとい

いと思います。まず率先して、市役所から・・。 

 

やや不満 

女 ３０代 三原 騒音対策にも力を入れてもらいたい。 

女 ３０代 膝折町 駅前などの限られた場所に限り整備されていると感じます。 

女 ３０代 本町 

特に朝に見かけることが多いのですが、駅までの道で、歩きたばこ

をしている方が多いです。 

約 4年前朝霞に引っ越してきました。その頃から変わらずに今も

見かけます。何か、対策をしていただけないかと思っています。 

男 ３０代 岡 

公園の清掃は行き届いており、とても使いやすいと感じているが、

遊具の不調や故障への対応が遅い感覚がある。また、緑化維持

のための税金を払っていた気がするが、周辺の畑や公園がどんど

ん減り、戸建やアパートが次々と建てられていることには疑問を感

じている。緑化維持指定地のようなものはなくなったのか？緑化維

持税がなくなったのか？ 

女 ４０代 岡 
公園の清掃など、本当にありがたいと思っています。 

目黒川も、歩きやすく、とてもきれいだと思います。 
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女 ４０代 宮戸 朝霞台、北朝霞駅周辺は取り残された感じ。 

女 ４０代 根岸台 

駅前のイルミネーションは必要無いと思います。その分駅から離れ

た住宅街への街灯等を増やしたり市役所自体の建物も古くて暗い

感じなので建て直すなりもっと入りやすい、市民が集まりやすい雰

囲気に変える方が先だと思います。駅前ばっかり綺麗で余計に、

ちょっと離れたら暗い街になっている気がします。 

女 ４０代 泉水 
黒目川の草の手入れをもう少し頻繁にやって欲しい。特に夏場。

防犯的にも怖い。 

女 ４０代 
朝志ケ

丘 

朝霞周辺ばかり整備されて、朝霞台付近は全く手をつけていない

ように感じる。 

女 ４０代 
朝志ケ

丘 

朝霞台駅をもう少し環境良くしてほしい。折角乗り換え駅で人が多

いのに、全く活かされていない。 

女 ４０代 東弁財 

去年、やっと黒目川の除草が行われスッキリしたと言う感じです。 

以前のようになる前に、こまめに除草をしてください。 

街路樹の落葉がそのままになっていて、自動車の運転時に滑りそ

うになりました。 

市で植えた木であれば、市で清掃していただきたいです。 

あれだけ沢山の落葉を住民だけで清掃するのは大変です。 

シンボルロードのイルミネーション・竹のオブジェは、必要でしょう

か？ 

シンボルロードは、オリンピック・パラリンピックに向けての整備を

兼ねてでしょうが、そこまでお金をかけますか？ 

私の勘違いかもしれませんが… 

竹のオブジェを設置している時に通りがかりましたが、設置業者は

朝霞市の業者では無かったようでした。 

税金を使うのであれば、せめて朝霞市の業者を使われてはいかが

でしょうか？ 

その業者からまた税金が市に戻ってきます。 

朝霞市にも素晴らしい技術をもった会社・人々は沢山います。 

朝霞市の力をフルに使ってください。 

朝霞台駅周辺の整備は「財源がない」とのことで置き去りにされて

います。 

税金の無駄遣いを減らしてください。 

イルミネーションやオブジェはなくても問題ありません。 

生活しやすい街・安全に暮らせる街作りが最優先課題だと思いま

す。 

朝霞駅周辺ばかりが朝霞市ではありません。 
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いい加減朝霞台駅周辺にも税金を使ってください！ 

私達も税金を納めているのですから… 

朝霞市出身の大栄翔関が優勝し、朝霞市を知ってくださった方が

増え喜ばしいことです。 

大栄翔関は以前から、朝霞市をアピールしてくださっていました。 

いつも「地元のみなさんのおかげ。朝霞市、大好き」と仰っていまし

た。 

ですから、私も全力で応援させていただいています！ 

そろそろ、朝霞市＝本田美奈子やめませんか？ 

以前から思っていたのですが、本田美奈子さんは生前朝霞市をア

ピールしてくれていましたか？ 

朝霞駅前のモニュメント、必要ですか？ 

経済効果ありましたか？ 

本田美奈子さんなら尾崎豊さんでも、良いのではないでしょうか？ 

失礼かとは思いますが、亡くなった方は今更発言できません。 

今活躍されている方にアピールしていただかなくては！ 

現役で、朝霞市にゆかりのある方々を応援しましょう！ 

男 ５０代 三原 
市の施設は歩いて行ける所が少ないし。 

三原方面は不便。 

男 
７０歳

以上 
栄町 

湧水が多い町の事が知られてない。 

尚、カイボリ前の猿沢の池より水が濁っている。教育委員会は元

に戻してくれ。 

男 
７０歳

以上 
宮戸 

朝霞市の端になる宮戸地区は自然環境が乏しく、健康増進のため

の散歩をするにもふさわしい場所が乏しい。 

朝霞市内に残る田畑が年々減少し、宅地開発が進んでいるが、防

災公園ともなりうる緑地公園の整備に力を入れるべきです。 

子育てがしやすいまち、つながりのある元気なまちを実現するため

にも緑地公園は重要と考えます。 

予算の確保が課題とは思うが、長期的視点で、クラウドファンディ

ングなど寄付金を募ることはできないだろうか。 

 

不満 

女 ３０代 北原 

他でも書きましたが… 

・公園での喫煙者 

北原にある「北朝霞公園」はタクシーの運転手などが休憩に来る

ため入り口でよく喫煙しており困ってます、その上吸い殻のポイ捨

てです。 
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また、野球場利用者も喫煙し、ポイ捨て。とても迷惑です。 

小さい子供はなんでも拾います、タバコのゴミだらけ、美化とは？ 

・北朝霞公園における、労働者のポイ捨て。 

子供のポイ捨ても多いのですが、特に多いのがこちらです。 

近くで働いている労働者風の人たちがお昼などにご飯を食べてそ

の場に捨てていきます。最悪です。 

・北割公園も同じくポイ捨てが目立ちます。 

ゴミだらけの時期もありました。 

・横断歩道や、道路の段差が多い問題 

・オリンピックやパラリンピックをするならまずバリアフリーでは？ 

男 ３０代 北原 

朝霞台駅や第七小学校の老朽化などが目立ち、環境に恵まれた

街とは全く感じられない。 

南東地域に力を入れているせいなのかは分からないが、駅のホー

ムをはじめ、朝霞台駅やその周辺にももう少し目を向けて欲しい。 

北原の住民としては今の朝霞市の政策にはとても疑問。 

女 ４０代 栄町 
オリンピック・パラリンピック開催は自然環境に関連が無いので

は？ 

男 ４０代 根岸台 

住宅用太陽光発電の取り付けを検討したことがあるが、推進して

いるとはとても思えない。 

旧高橋家住宅の維持・管理は、この街の歴史が感じられて良い。 

朝霞シンボルロードを整備したのは良い取り組みだと思うが、朝霞

の森で活用されていないエリアが気になる。 

東京２０２０オリンピック・パラリンピックは開催されないので、金を

かけない方が良い。（そもそも低予算のオリンピックだったはずだ

が） 

女 ５０代 根岸台 

まずは、見えない所、地下道や駅の階段が汚すぎます。 

見える駅のイルミネーションや公園のイルミネーションより、ゴミゼ

ロにする所から、きれいにすべきではないでしょうか？ 

 



事前質問票と会議への担当課の出席について 

 

外部評価委員会では、議論を効果的に行っていくため、事前質問票を使った審議進行に取

り組んでいます。 

お配りした資料を御確認いただき、質問や御意見等がございましたら、期限までに事前質

問票に記入し、御提出ください。また、補足資料が必要な場合や、より議論を深めたいもの

がありましたら、事前質問票の「資料請求」欄に記入してください。いただいた質問に対す

る回答を施策の担当課が作成し、事務局でとりまとめ、会議開催日より前に委員の皆様に送

付します。 

また、「関心が高いテーマ」欄に日常生活の中で気づいた点や気になるテーマなどを記入

してください。御記入いただいたテーマを中心に意見交換を行います。 

 

 

 

○次回会議開催までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部評価委員会委員 事務局 担当課 

④会議開催 

資料０－４ 



令和３年度外部評価委員会開催日程（予定） 

令和３年５月２５日現在 

 

回数 開催日時・場所 会議内容 

第１回 

令和３年５月２５日(火) 

午後２時から 

市役所別館２階 

全員協議会室 

・第５次朝霞市総合計画後期基本計画に

ついて 

・外部評価「安全・安心なまち」 

第２回 

令和３年７月９日（金） 

午後２時から 

市役所別館５階 

大会議室（手前） 

・行政評価制度の見直しについて 

・外部評価「子育てがしやすいまち」 

・外部評価「つながりのある元気なまち」 

第３回 

令和３年７月２６日（月） 

午後２時から 

市役所別館２階 

全員協議会室 

・行政評価制度の見直しについて 

・外部評価「自然・環境に恵まれたまち」 

・外部評価「市民参画・協働、行財政」 

第４回 
令和３年１０月 

（予定） 
・次年度の外部評価について 

※会議内容等については、調整させていただく場合がございます。 

資料０－５ 



令和３年度　外部評価委員会評価シート（体系図）

3
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

5
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

6 警察や消防などの関係機関、地域の事業者との連携

7
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

241

222

523

122

4
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

111

地域福祉の推進

552 全ての人にやさしいまちづくり

612 男女平等が実感できる生活の実現

621 人権教育・啓発活動

8
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

222 自立のためのサービスの確立

242 社会保障制度の運営

自立のためのサービスの確立

223 安全・安心な生活ができる環境の整備

231 共生社会の実現

232 地域における自立生活支援

233 自立した社会生活・就労支援

良好な交通環境づくり

622 問題解決に向けた支援体制の充実

212 子どもたちが健やかに育つ環境づくり

213 子育て家庭を支えるための環境づくり

221 健康・生きがいづくりと介護予防の支援

消費者の自立支援の充実

523 良好な交通環境づくり

531 まちの骨格となる緑づくり

113 消防体制の充実

121 防犯のまちづくりの推進

防災対策の推進

111 防災対策の推進

112 地域防災力の強化

121 防犯のまちづくりの推進

531 まちの骨格となる緑づくり

542 上水道の整備・充実

543 公共下水道の整備

551 災害や犯罪に強いまちづくり

654 公共施設の効果的・効率的な管理運営

1
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

522 まちの骨格となる道路づくり

551 災害や犯罪に強いまちづくり

2 集中豪雨などによる浸水被害の軽減対策

531 まちの骨格となる緑づくり

543 公共下水道の整備

551 災害や犯罪に強いまちづくり

2 ユニバーサルデザインに配慮した公共施設の整備

522 まちの骨格となる道路づくり

523 良好な交通環境づくり

552 全ての人にやさしいまちづくり

◆2　支え合う心で安全・安心なまちへ

将来像の基本概念（コンセプト） 安全・安心なまち

政策づくりに当たって重視すべき事項
総合計画
コード 施策名

◆1　人にやさしいまちへ

1 誰もが歩きやすい歩道の整備や生活道路の安全確保

521 やさしさに配慮した道づくり

522 まちの骨格となる道路づくり

541 特性に応じた市街地づくり

資料１－１



令和３年度　外部評価委員会評価シート

・朝霞市景観条例に基づく届出の受理、指導を実施
・街路用地の購入、道路築造工事の実施
・市道の改良工事、舗装復旧工事の実施
・道路や側溝の掃除、違反広告物の撤去
・都市計画審議会を開催

2.55

3

令和２年度の主な実施内容 3

市民満足度アンケート（令和３年３月実施）より指摘があった主な意見

○歩道の整備
・歩道がない場所があるので。もっと整備を進めて欲しい。（同様意見43）
・歩道が狭く危険な道路が多い（同様意見35）
・道路に段差があり、ベビーカーで通りにくい。（同様意見8）
・歩道ががたがたなことが多々ありつまずきやすい（同様意見2）
・歩道整備が悪く雨水が溜まって歩きにくい（同様意見3）。
○横断歩道、ガードレール、街灯、歩道橋
・白線・横断歩道が整備されていない。通学路も白線や横断歩道が消えてる部分があり、とても恐怖を感じる。（同様意見
3）
・ガードレールが無い道が多い。（同様意見6）
・街灯が暗い場所や少ない所がある（同様意見11）
・歩道橋が老朽化している（同様意見3）
○自転車道の整備
・自転車専用レーンを増やしてほしい。（同様意見7）
・自転車レーンが狭く、自動車がすれ違う事ができない。（同様意見１）
○信号
・古い信号機が未だに何ヶ所もあり、太陽の光などで見えにくい。
・歩行者用の押しボタンが押しにくいし、光ってるのかどうかとても見にくい。（浜崎団地の信号）
・車の通行量が多い場所にも関わらず、歩行者用の信号が無い（同様意見3）。
・信号がなかなか変わらないため、渋滞が起きて危ない場所がある。
○道路全般
・交差点の安全対策、渋滞の解消等。
・車のスピードがすごい。特に路地裏など。（同様意見3）
○道路の清掃等
・雨上がりの日は、道路が汚いまま。側溝や水路には汚泥がたまっていて水が流れていなかったりたまったままになって
います。清掃をする事が水害対策にもなるので、お願いいたします。（同様意見2）
・雪が降った次の日に、道路が凍結したまま

226,049 4

3.33522 まちの骨格となる道路づくり 788,471 3

541 特性に応じた市街地づくり 82,580

521 やさしさに配慮した道づくり

達成度
内部評価

（達成度平均）子 つ 自

安全・安心
◆1－1

他のコンセプト位置付け

裏面あり→

将来像の基本概念（コンセプト） 政策づくりに当たって重視すべき事項

安全・安心なまち

◆1 人にやさしいまちへ

1 誰もが歩きやすい歩道の整備や生活道路の安全確保

総合
計画
コード

施策名
総コスト
（千円）

/5

/5

資料１－２

市道2号線舗装改修工事



所見 担当課からの回答

　道路用地を取得する段階でセットバックなどの対策ができる
ように工夫してほしい。

　市が強制的に道路用地を取得することは、私権の制限
を伴うことから、今後におきましても、対象地の建替えや開
発行為などの情報を収集し、沿道地権者の皆様に整備の
必要性を十分御理解いただきながら、用地取得を進めて
いきます。

　国道、県道、市道の指定の現状を示す路線地図をＨＰに掲
載してはどうか。

　ホームページ内の「道路整備基本計画」の資料の中に市
道・国県道が分かる地図があります。

　（誰もが歩きやすい歩道の整備や生活道路の安全確保につ
いて）市民満足度が低い。情報提供について工夫が必要であ
る。市が対応できることとできないことについて、かみ砕いて
具体的に市民に伝わるように情報提供してほしい。

　市では「市への意見・要望」に寄せられた歩道整備や交
通安全対策に関する回答をホームページに掲載している
ところです。
　歩道整備や交通安全対策に関して、対応の可否などの
具体的な情報提供の方法については、他市の事例等を調
査研究したいと考えています。
　「道路整備基本計画」において、道路の拡幅計画や市で
行わなければならない事項などについて分かりやすく掲載
しており、ホームページにおいて閲覧することができます。

令和２年度外部評価委員会からの所見及び担当課からの回答

　道路行政の仕組みと制約条件を説明した市民にも分かりや
すい資料を調製し、市民に周知する手段を工夫してほしい。

　道路行政やその施策等について、第5次朝霞市総合計
画に掲載しており、ホームページにて閲覧することができ
ます。
　また、令和元年6月に「道路整備基本計画」の見直しを行
い、道路の拡幅計画等についてを分かりやすく掲載してお
り、こちらもホームページにおいて閲覧することができま
す。



令和３年度　外部評価委員会評価シート

　利便性向上やまちの活性化のため、朝霞台駅及び北朝霞
駅駅上の活用とエレベーター設置を進めてほしい。

　朝霞台駅、北朝霞駅の連絡通路の設置等について、こ
れまで東武東上線沿線の７市１町で構成する「東武東上
線改善対策協議会」及びＪＲ武蔵野線沿線８市で構成する
「武蔵野線旅客輸送改善対策協議会」を通じて、毎年要望
を行っています。
　このうち朝霞台駅については、１日約１６万２千人の利用
者がおり、東武鉄道からは、今後、駅舎の老朽化に伴う全
面的な建替工事を実施する際に、エレベーターやホームド
アの設置、並びに施設全体のバリアフリー化にも対応して
いきたいとの回答をいただいています。
　市といたしましては、早期設置の実現について、引き続
き要望していきます。

・ユニバーサルデザインに配慮した市有建築物の新築及び改修
・ユニバーサルデザインに配慮した公園や広場、保育園などの整備改修
・大型自転車駐車場の整備
・高齢者住宅の契約や住宅改善費の補助

3.23

3

令和２年度の主な実施内容

市民満足度アンケート（令和３年３月実施）より指摘があった主な意見

所見 担当課からの回答

788,471 3

3.00523 良好な交通環境づくり ○ 658,039 3

552 全ての人にやさしいまちづくり ○ 106,100

子 つ 自

522 まちの骨格となる道路づくり

安全・安心
◆1－2

他のコンセプト位置付け

○駅のバリアフリー化について
・朝霞台駅にエレベーターがない（同様意見13)
・駅のホームドア設置を早く進めて欲しい。(同様意見３）
・朝霞台駅がバリアフリー未対応。乗り換え駅なのに信じられない。
・朝霞台駅の改修を望みます。乳母車や、怪我で松葉杖を使っている方々は構内への出入りがとても大変そうです。もち
ろん車椅子の方々はそれ以上に。
○シェアサイクルについて
・有料自転車の設置場所はあっても、子供を乗せられる自転車が無いのはどうなのか？

令和２年度外部評価委員会からの所見及び担当課からの回答

将来像の基本概念（コンセプト） 政策づくりに当たって重視すべき事項

安全・安心なまち

◆1 人にやさしいまちへ

2 ユニバーサルデザインに配慮した公共施設の整備

総合
計画
コード

施策名
総コスト
（千円）

達成度
内部評価

（達成度平均）

/5

/5

総合体育館改修工事でのエレベーター設置



令和３年度　外部評価委員会評価シート

・水道施設耐震化計画に基づき、排水本管布施替工事を実施
・都市公園や児童遊園の改修工事
・都市計画道路観音通線及び岡通線の整備
・平成３年３月に緊急輸送道路などの幹線道路における無電柱化計画を策定した。
・国道２５４号バイパスの事業推進に向け、国や県に対して要望活動を行った。

3.15

令和２年度の主な実施内容 市民満足度

市民満足度アンケート（令和３年３月実施）より指摘があった主な意見

担当課からの回答

　紙媒体だけでは、いざというときにハザードマップを確認で
きないことがある。ＨＰで見られることはよいと思う。

　ハザードマップについては、埼玉県が管理する河川の浸
水想定区域が見直されたことを受け、今年度中の改定に
向けた作業を行っているところです。
　作成にあたっては、紙媒体のハザードマップを作成する
とともに、ＨＰでより分かりやすく浸水想定区域等が確認で
きるＷｅｂハザードマップを合わせて作成します。
　今後におきましても、ハザードマップの周知・啓発に努め
ます。

　ハザードマップの対象地域に居住されている高齢者が早め
に避難できるような仕組みを工夫すべき。

　ハザードマップの対象地域に居住されている高齢者等の
避難行動要支援者への支援につきましては、台風や豪雨
時に避難行動要支援者や自主防災組織、民生委員児童
委員協議会等の避難支援者が時間的余裕をもって避難
行動ができるよう、熊谷気象台等から積極的に情報を収
集し、迅速に避難情報を発令したいと考えています。
　また、田島及び内間木地域にお住まいの方が避難する
場合に、指定避難所である第二小学校や宮戸市民セン
ターまでの距離が遠いことから、一時避難場所として内間
木公民館を活用できるよう、運用の見直しを行ったところ
です。
　今後におきましても、ハザードマップの対象地域に限ら
ず、避難行動要支援者への支援を推進できるよう、避難
支援者や関係部署との連携を進めてまいります。

788,471 3

3.00
551 災害や犯罪に強いまちづくり 130,689 3

子 つ 自

522 まちの骨格となる道路づくり

安全・安心
◆2－1

他のコンセプト位置付け

―

令和2年度外部評価委員会からの所見及び担当課からの回答

将来像の基本概念（コンセプト） 政策づくりに当たって重視すべき事項

安全・安心なまち

◆2 支え合う心で安全・安心なまちへ

1
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

総合
計画
コード

施策名
総コスト
（千円）

達成度
内部評価

（達成度平均）

整備後の観音通線 /5

/5



　浸水想定区域だということがわかるように、該当区域のまち
中に表示をすべき。

　市内の電柱等への浸水想定表示につきましては、平成
３１年４月に東電タウンプランニング㈱と電柱広告を掲載
する際に事業者の協力を得て、広告の一部スペースに浸
水想定深、避難場所等の防災情報を掲載できるようにす
る　「地域貢献型広告に関する協定」を締結しました。
　現状ではこの制度を利用した実績はありませんが、引き
続き制度の周知に努めます。

　緑の確保と防災の観点から、公園がないエリアに公園をつ
くる努力をしてほしい。

　みどりの基本計画に基づき、公園が偏在している状況を
改善するため、公園不足地域において利用可能な樹林
地、生産緑地、遊休地等の借地化・公有地化を検討する
など公園整備に努めます。

　高齢者はすぐに逃げられない。防災無線が聞こえづらかっ
たり、電話も難しかったりする。高齢者への情報提供のあり方
と対策を検討するべきである。

　災害時における情報提供につきましては、現在、災害時
における情報伝達手段として、①防災行政無線のほか、
②市ホームページ、③Facebook、④Twitter、⑤メール配
信サービス、⑥緊急速報メール、⑦NHKやテレ玉のデータ
放送、⑧広報車、⑨ Yahoo!防災、⑩防災行政無線音声確
認ダイヤルの１０通りあります。
　市といたしましては、現在、風水害時には防災行政無線
が聞こえづらいとの意見もあることから、メール配信サー
ビスやYahoo!防災への登録をお願いしているところです。
　しかしながら、高齢者の中には、携帯電話の扱いに不慣
れな方もおられることから、災害時においては、御自宅の
電話で確認できる「防災行無線音声確認ダイヤル」をご活
用いただけるよう、今後におきましても、自主防災組織や
関連部署の協力を得ながら周知・啓発に努めます。

　朝霞市避難行動要支援者台帳に登録しているにもかかわ
らず、有事に連絡がこない方がいた。ルールを定め、支援で
きる体制を整えるべきである。

　避難行動要支援者台帳に登録されている方への具体的
な支援につきましては、支援を必要とされる方と支援をす
る方との、日頃からの顔の見える関係づくりを行い、それ
ぞれに合った支援方法を定めていくことが必要であると考
えています。
　今後、各地域における自治会・町内会、民生委員児童委
員、消防団及び庁内関係部署において、まずは風水害時
における被害想定が大きい内間木地域から協議を進めた
いと考えています。

　防災についてのボランティアを募ってみてはどうか。 　防災に関するボランティアについては、市内に居住し、防
災士の資格を有している方で、自治会等の自主防災活動
に協力いただける方を「地域防災アドバイザー」として委嘱
し、自治会・町内会の自主防災組織結成促進や既存の自
主防災組織の活性化、市が実施する防災訓練等への助
言及び支援等を行っていただいています。
　今後におきましても、「地域防災アドバイザー」を活用し、
地域防災力の向上につなげていきます。



令和３年度　外部評価委員会評価シート

― ―

・雨水対策に向けた各種工事の実施
　（雨水本管工事、既設下水道管の維持管理、ポンプ場・排水機場の維持管理）
・マンホール蓋交換
・水害時対応訓練の実施

3.11

3

令和２年度の主な実施内容

市民満足度アンケート（令和３年３月実施）より指摘があった主な意見

所見 担当課からの回答

488,160 3

3.00543 公共下水道の整備 1,677,864 3

551 災害や犯罪に強いまちづくり 130,689

子 つ 自

531 まちの骨格となる緑づくり ○ ○ ○

安全・安心
◆2－2

他のコンセプト位置付け

・浜崎・田島・岡・上内間木について、去年台風で浸水していますので、対策はもっとしっかりやってほしい。
・学校の土地が低い場所にあり、川から近いので、水害が心配です。
・坂が多いので最近のゲリラ豪雨で何度が冠水したのを見たのですが、水捌けがいいのかすぐに水がなくなるところが凄
いと思います。
・濁り水が出ます。

令和２年度外部評価委員会からの所見及び担当課からの回答

将来像の基本概念（コンセプト） 政策づくりに当たって重視すべき事項

安全・安心なまち

◆2 支え合う心で安全・安心なまちへ

2 集中豪雨などによる浸水被害の軽減対策

総合
計画
コード

施策名
総コスト
（千円）

達成度
内部評価

（達成度平均）

/5

/5
浜崎排水機場



令和３年度　外部評価委員会評価シート

所見 担当課からの回答

　公共施設及び水道管の老朽化については、計画的に対応
していると承知しているが、その概要を市民に周知してほし
い。

　昭和40年代後半から50年代にかけて、急速に宅地化さ
れる中で水道管もかなりの延長量が布設され、これらの管
が近年、耐用年数を経過するため、今後、老朽管が増加
する状況となります。このため、「朝霞市水道事業基本計
画」に基づき、布設年度が古く比較的強度が低い塩化ビ
ニール管などを抽出し、優先的に更新工事を進めていま
す。市民の方への周知につきましては、引き続き「朝霞市
水道事業基本計画」及び「水道工事のお知らせ」を市ホー
ムページに掲載するなど実施していきます。
　下水道については、下水道ストックマネジメント計画を
ホームページに掲載していますが、今後は概要の掲載
等、市民の方々が分かりやすい情報発信に努めたいと考
えています。

3.00

公園施設長寿命化対策工事として弁財公園他８箇所の遊具の更新を実施した。
・水道事業耐震化計画に基づく基幹管路の耐震化工事
・配水管、給水管の漏水調査・修繕
・公共施設等総合管理計画検討委員会の開催
・危険ブロック塀撤去、耐震診断や耐震改修に伴う補助金交付

3.43

415,364 3

令和２年度の主な実施内容

市民満足度アンケート（令和３年３月実施）より指摘があった主な意見

654 公共施設の効果的・効率的な管理運営

1,677,864 3

551 災害や犯罪に強いまちづくり 130,689 3

543 公共下水道の整備

488,160 3

542 上水道の整備・充実 2,110,399 3

子 つ 自

531 まちの骨格となる緑づくり ○ ○ ○

安全・安心
◆2－3

他のコンセプト位置付け

・朝霞台駅や第七小学校の老朽化などが目立つ。

令和２年度外部評価委員会からの所見及び担当課からの回答

将来像の基本概念（コンセプト） 政策づくりに当たって重視すべき事項

安全・安心なまち

◆2 支え合う心で安全・安心なまちへ

3
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

総合
計画
コード

施策名
総コスト
（千円）

達成度
内部評価

（達成度平均）

水道管耐震化工事

/5

/5



令和３年度　外部評価委員会評価シート

市民満足度アンケート（令和３年３月実施）より指摘があった主な意見

所見 担当課からの回答

・土木業者等との災害復旧業務委託の締結
・防災行政無線デジタル化整備工事（子局改修26基）実施
・備蓄食料13,800食の購入
・防災フェスティバル（四小）を実施し、地域防災力の向上に努めた。

3.20

将来像の基本概念（コンセプト） 政策づくりに当たって重視すべき事項

安全・安心なまち

◆2 支え合う心で安全・安心なまちへ

4
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

総合
計画
コード

施策名
総コスト
（千円）

達成度
内部評価

（達成度平均）子 つ

安全・安心
◆2－4

他のコンセプト位置付け

・防災の声が反響しすぎで何を言っているのかわからない。（同様意見2）
・市独自の防災防犯メールがある点は、とても満足しています。
・大地震が起きたときなど、避難所は足りるのだろうかと不安に思います。火災のときにも、３階建ての家が増えていて、
隣との距離が近く延焼しやすい状況にあると思います。
・防災に関する冊子も以前いただきましたが、見やすくまとめられていると感じました。

令和２年度外部評価委員会からの所見及び担当課からの回答

- -

自

111 防災対策の推進 230,095 3 3.00

令和２年度の主な実施内容

/5

/5

避難所開設のイメージ



令和３年度　外部評価委員会評価シート

所見 担当課からの回答

3.33

・防犯パトロールカーの運行
・地域防災アドバイザーの委嘱
・各防犯活動等への補助金の交付（防犯灯設置、防犯灯維持管理、防犯活動、
　防犯灯ＬＥＤ化促進）
・消費者トラブルの未然防止、被害回復のための消費生活相談及び啓発活動
・洪水ハザードマップの作成

3.38

488,160 3

令和２年度の主な実施内容

市民満足度アンケート（令和３年３月実施）より指摘があった主な意見

531 まちの骨格となる緑づくり ○ ○ ○

20,082 5

523 良好な交通環境づくり ○ 658,039 3

122 消費者の自立支援の充実

17,933 3

121 防犯のまちづくりの推進 41,739 3

- -

将来像の基本概念（コンセプト） 政策づくりに当たって重視すべき事項

安全・安心なまち

◆2 支え合う心で安全・安心なまちへ

5
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

総合
計画
コード

施策名
総コスト
（千円）

達成度
内部評価

（達成度平均）子 つ

安全・安心
◆2－5

他のコンセプト位置付け

○交通安全啓発、マナー
・交通ルール無視やルールを知らない自転車走行車が多く事故も増えています。シェアサイクルの実証実験の機会も生かして自転
車の交通ルールの教習が出来れば良いと思う。（同様意見5）
・交通安全ボランティアの方が立ってくれたりするのを見かけるので、ありがたいなと思います。（同様意見２）
・歩きタバコが一向に減らない。（同様意見１）
○学校の防犯
・学校の門が開いていて出入り自由なのが心配。

令和２年度外部評価委員会からの所見及び担当課からの回答

自

111 防災対策の推進 230,095 3

112 地域防災力の強化

/5

/5
防犯パトロール



令和３年度　外部評価委員会評価シート

113

121 防犯のまちづくりの推進

・警察との連携による青色パトロールカー巡回の実施
・朝霞わがまち防犯隊と連携による各地域の防犯パトロールの実施
・一部事務組合への負担金（消防及び議会総務）の支出
・人権侵害被害者及び相談者の支援について、さいたま地方法務局、
県との連携

3.43

令和２年度の主な実施内容

市民満足度アンケート（令和３年３月実施）より指摘があった主な意見

所見 担当課からの回答

658,039 3

622 問題解決に向けた支援体制の充実 5,673 3

523 良好な交通環境づくり ○

つ 自

安全・安心
◆2－6

他のコンセプト位置付け

消防体制の充実

達成度

3.00

1,369,884 3

41,739 3

・防犯カメラを増やして欲しいです。（同様意見3）
・駅周辺の禁煙区域をパトロールするなどして徹底してほしい。
・警察の見回りはしているのか？一度も警察巡回のお巡りさんとか会ったことがない。
・警察、消防だけでなく自衛隊とも連携をしていただきたい
・泥棒や引ったくりなど、防犯面がより安全になると良いと感じています。

令和２年度外部評価委員会からの所見及び担当課からの回答

― ―

将来像の基本概念（コンセプト） 政策づくりに当たって重視すべき事項

安全・安心なまち

◆2 支え合う心で安全・安心なまちへ

6 警察や消防などの関係機関、地域の事業者との連携

総合
計画
コード

施策名
総コスト
（千円）

内部評価
（達成度平均）子

/5

/5消防団第５分団詰所



令和３年度　外部評価委員会評価シート

令和２年度の主な実施内容 市民満足度

市民満足度アンケート（令和３年３月実施）より指摘があった主な意見

所見 担当課からの回答

2.91

・子育て支援センターでの子育て相談、情報提供の実施
・要介護認定申請に対する認定調査・介護認定審査、認定者への保険給付費支払
・障害がある人への福祉タクシー利用券、バス鉄道共通カード、自動車燃料費などの助成
・社会福祉協議会を指定管理者とし、障害福祉サービス事業所、障害者就労支援センターの運営
・新型コロナ対策として、児童扶養手当を受給しているひとり親家庭に対し、ひとり親世帯臨時特別
　給付金を支給。また、家計が急変したひとり親家庭に対し、8月12月にそれぞれ給付金を支給

3.28

612 男女平等が実感できる生活の実現 12,982 3

621 人権教育・啓発活動 ○ ○ 13,056 3

241 地域福祉の推進 324,736 3

552 全ての人にやさしいまちづくり ○ 106,100 3

232 地域における自立生活支援 ○ 487,962 4

233 自立した社会生活・就労支援 0 2

223 安全・安心な生活ができる環境の整備 ○ 61,613 3

231 共生社会の実現 3,508,273 2

221 健康・生きがいづくりと介護予防の支援 ○ 404,730 3

222 自立のためのサービスの確立 ○ 7,377,743 3

545,024 3

213 子育て家庭を支えるための環境づくり ○ 3,446,767 3

安全・安心
◆2－7

他のコンセプト位置付け

・貧困救済対策は、ステップアップが必要かと思います。子ども食堂や、子どもの居場所などが不足しています。子ども食
堂の日常化が必須。朝食欠食児童生徒への対応が見えてこない。埼玉県下でもまだ未知数だが、学校や福祉課での把
握で朝食欠食児童生徒が学校で朝食を食べられるような先駆的取り組みを望みます。学校応援団や近所の元気高齢者
の助力で公的な体制で食すことが出来るように希望します。
・コロナ禍への助成等も、埼玉県全体を含め確り出来ていないと感じる。
・周辺の市区町村と比べ、子育てに対する経済支援が少ないと感じる。

令和2年度外部評価委員会からの所見及び担当課からの回答

心身の障害をお持ちの方への就労支援を充実させてほしい。 　引き続き、はあとぴあ障害者就労支援センターにおい
て、就労に関する相談や就職準備、職場定着支援を実施
するとともに、ハローワーク等の関係機関とも連携を図り、
障害のある人の就労先となる事業所の情報などを共有
し、支援の充実に努めてまいります。

将来像の基本概念（コンセプト） 政策づくりに当たって重視すべき事項

安全・安心なまち

◆2 支え合う心で安全・安心なまちへ

7
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

総合
計画
コード

施策名
総コスト
（千円）

達成度
内部評価

（達成度平均）子 つ 自

212 子どもたちが健やかに育つ環境づくり ○

/5

/5講演内容の手話通訳



令和３年度　外部評価委員会評価シート

― ―

・保険給付や保険税賦課・徴収などの国民健康保険制度、後期高齢者医療制度の運営
・特定健康診査、人間ドックの受診料の補助
・介護保険給付の適正化、相談体制の充実
・高齢者の困りごと相談や生活困窮などの福祉に関わる相談
・国民年金制度の啓発、日本年金機構など専門機関との連携による加入促進や相談体制の充実

3.28

令和２年度の主な実施内容

市民満足度アンケート（令和３年２月実施）より指摘があった主な意見

所見 担当課からの回答

7,377,743 3

3.00
242 社会保障制度の運営 31,569,131 3

子 つ 自

222 自立のためのサービスの確立 ○

安全・安心
◆2－8

他のコンセプト位置付け

がん健診・ヘルスチェックも年齢制限などがあり、わかりにくいです。
受診の際に医師から「朝霞市の健診を受けることができます」と教えてもらい受けたことがあります。

令和２年度外部評価委員会からの所見及び担当課からの回答

将来像の基本概念（コンセプト） 政策づくりに当たって重視すべき事項

安全・安心なまち

◆2 支え合う心で安全・安心なまちへ

8
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

総合
計画
コード

施策名
総コスト
（千円）

達成度
内部評価

（達成度平均）

/5

/5



施策評価シート（対象：R2年度実施施策）

施策名 防災対策の推進 総合計画コード 111

部名 危機管理室 主管課名 危機管理係 主管課部課コード 020800

関連部課名 ―

１．施策概要

めざす
目的成果

災害時における被害の軽減を図るための活動体制や防災施設等が整備され、防災対策が充実したまちに
なっている。

施策概要
地域防災計画に基づき、災害種別や地域特性を考慮した活動体制の確立や、防災関係団体との連携に努
め、総合的な防災体制の強化を図る。また、災害時に迅速な応急対策を行うため、防災行政無線等の設備
や備蓄食糧、資機材の整備を図る。

個別計画
関連計画

計画名称

地域防災計画

計画期間

H 28 年度　～ H 年度

国民保護計画 H 19 年度　～ H 年度

H 年度　～ H 年度

２．実施結果

Ｒ2年度の
施策の実施内容

・気象警報発令時において、地域防災計画に基づき警戒体制を整えた。
・災害発生時に円滑に対応できるよう、事前に土木業者等と災害復旧業務委託を締結（13業者）した。
・備蓄食料（13,800食）を購入した。
・防災設備等（防災行政無線、発電機等）の維持管理を行った。
・防災行政無線デジタル化整備工事において、子局の改修（26基）を実施した。

Ｒ2年度の
基本概念（コンセ
プト）の実施内容

安全・安心な
まち

気象警報発令時に警戒体制を施行し被害軽減に努めた。

子育てが
しやすいまち

気象警報発令時に警戒体制を施行し被害軽減に努めた。

つながりのある
元気なまち

防災フェスティバル（四小）を実施し、地域防災力の向上に努めた。

自然・環境に
恵まれたまち

自然災害に対応するため、地域防災計画に基づき災害に強いまちづくりを推進した。

総コスト
（事業費＋人件費）

単位：千円
（決算）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度（2019年度） R2年度（2020年度）

91,996 139,359 102,765 113,041 230,095

指標名
（説明）

単
位

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度
（2019年度）

実績 実績 実績 実績

前期基本計画目標
R2年度（2020年度）

目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画

実績（見込）

①

想定避難者数の1.5日分の
備蓄食糧確保率

％

100 100 100 100 100

（説明）
地域防災計画に基づき市が備
蓄すべき必要な総数

100 100 100 100 100

②

防災行政無線（固定系）の
総設置数

基

98 99 100 100 100

（説明）
総設置数 98 100 101 101 101

Ｒ3年度(2021年度）評価資料１－３



　D ニーズ及び解決すべき課題は減少する方向にある

　E ニーズ及び解決すべき課題は大きく減少する方向にある

1

2

3

4

5

３．施策の分析

達成度

（目標の
達成状況は

どうか）

　A 目標・計画を大幅に上回る成果があがっている（5点）  D 目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった（2点）

　B 目標・計画を十分に上回る成果があがっている（4点）  E 目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった（1点）

　C 目標・計画どおりに成果があがっている（3点）

（説明）
・地域防災計画に基づき災害に強いまちづくりの推進に努めた。
・気象警報発令時に、地域防災計画に基づいた警戒体制を施行し被害の軽減に努めた。
・防災行政無線（固定系・移動系）などの設備や発電機などの資機材の保守点検業務委託を行った。
・防災行政無線デジタル化整備工事を実施し、子局の改修（26基）を行った。

必要性

（ニーズは
今後どう変化

するか）

　A ニーズ及び解決すべき課題は大きく増加する方向にある

　B ニーズ及び解決すべき課題は増加する方向にある

　C ニーズ及び解決すべき課題は現状と変わらない

（説明）
・国では、マグニチュード７クラスの首都直下地震が発生する確率（30年間で70％）を踏まえ被害予測を行い、新
たな災害対策の取り組みを進めている。また、東日本大震災後、災害対策基本法等の改正（避難場所の見直
し、避難行動要支援者名簿の作成等）が行われた。このような中、本市においても、引き続き、地域防災計画等
に基づき災害に強いまちづくりを進める必要がある。

施策を
進める上での
問題点・課題

（説明）
・地域防災計画や災害対策別マニュアルに基づき、引き続き災害発時に迅速な対応ができる体制づくりを行う必
要がある。
・令和元年台風１９号や新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避難所運営を推進する必要がある。

４．今後の展開方針〔部としての判断〕

施策の方向性

 〔複数選択可〕 重点化 内容の見直し

（説明）
・地域防災計画に基づき、警戒・非常体制の施行を適切に行い災害時に迅速な対応を行う。
・災害対策別マニュアルに基づき、職員の活動体制など具体的な取り組みをさらに進めるとともに、消防などの防災関係機関
との連携、協力体制の整備等に努め、総合的な防災体制の強化を図る。
・災害発生時における各種応急復旧活動に関する人的・物的支援を受けるため、民間事業者等との災害協定を進める。
・感染症対策を踏まえた避難所運営を推進する。

行政と市民の
役割分担

　Ⅰ 行政の関与（役割）を拡大 　Ⅱ 行政・市民の関与（役割）バランスを維持 　Ⅲ 市民の関与（役割）を拡大

（説明）
・防災対策は、市で実施するもの（公助）と市民や地域の団体等が実施するもの（自助、共助）があり、それぞれ
をバランスよく充実させていく必要がある。
・自主防災組織等との協働により、防災に関する課題の把握や情報の共有化を積極的に進める。

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

国民保護計画推進事業 1,165 1,164 4 4 現状のまま

災害活動事業 19,020 5,564 4 4 現状のまま

防災対策事業 92,856 207,881 4 4 現状のまま

防災倉庫建設事業 0 15,486 ― ― R2で休止・廃止・終了

―

　

　6事業以上の事務事業の位置付けがあるため、別紙に記載

審議会等の
第三者機関

の評価（意見）

災害時、避難行動要支援者等を具体的にどのように地域全体で支えていき、誰一人取り残すことのない社会に
近づけていくかも重要な視点ではないか。

部長の意見

首都直下地震の発生が懸念される中、国の動きや社会情勢を踏まえるとともに、地域防災計画に基づき防災体
制の確立、関係機関との連携強化のほか、令和元年台風１９号や新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避
難所運営、避難行動要支援者への支援等、防災対策の更なる充実・強化に努めていく。

計　（単位：千円） 113,041 230,095 ― ―
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施策評価シート　【別紙】 施策を構成する事務事業の次年度の方向性

施策名 防災対策の推進 総合計画コード 111

部名 危機管理室 主管課名 危機管理係 主管課部課コード 020800

関連部課名 ―

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

計　（単位：千円） 0 0 ― ― ―



86 88 90

（説明）
市域における自主防災組織の
結成率

80 82 82 82 82

29団体/44団体 23団体/45団体 26団体/47団体 22団体/47団体 5団体/47団体

②

自主防災組織結成率

％

82 84

実績（見込）

①

自主防災組織主催の訓練
などの実施団体数

団体

20団体/44団体 22団体/44団体 24団体/45団体 26団体/45団体 30団体/45団体

（説明）
自主防災組織が自主的に実施し
た防災訓練、研修会などの数（実
施組織数/組織数）

前期基本計画目標
R2年度（2020年度）

目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画
指標名
（説明）

単
位

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度
（2019年度）

実績 実績 実績 実績

14,120 13,988 12,832 10,489 17,933

地域防災力向上のため、第四小学校で防災フェスティバルを実施した。

自然・環境に
恵まれたまち

自然災害に対応するため、地域防災計画に基づき災害に強いまちづくりを推進した。

総コスト
（事業費＋人件費）

単位：千円
（決算）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度（2019年度） R2年度（2020年度）

年度

２．実施結果

Ｒ2年度の
施策の実施内容

・第四小学校で防災フェスティバルを実施した。
・地域自主防災活動等事業費（18団体）、消火器設置詰替等事業費（10団体）及び防災士資格取得支援（1
名）の補助を実施した。
・自主防災組織の活動等の充実に努めるため、防災士資格支援補助制度を活用して資格を取得した防災
士の方を地域防災アドバイザーとして委嘱（1名）した。
・防災知識の習得及び防災意識の高揚のため、洪水ハザードマップを作成した。

Ｒ2年度の
基本概念（コンセ
プト）の実施内容

安全・安心な
まち

自主防災組織の活動を支援するための補助金を交付し災害に強いまちづくりを進め
た。

子育てが
しやすいまち

地域で行う防災訓練を支援し、災害に強いまちづくりを推進した。

つながりのある
元気なまち

H 年度　～ H

年度

H 年度　～ H 年度

施策概要

防災講演会や自主防災組織支援事業などの事業を実施し、地域防災の担い手を育成するとともに自主防
災関係補助事業を実施し、組織の充実及び結成促進を図る。
災害時において地域における迅速かつ適切な応急活動が行えるよう、防災関係団体などが連携を図れる
ネットワークの構築を図る。

個別計画
関連計画

計画名称

地域防災計画

計画期間

H 28 年度　～ H

020800

関連部課名 －

１．施策概要

めざす
目的成果

自主防災の理念のもと、災害時における被害の軽減を図るため、日頃から地域防災力の向上に積極的に
取り組むまちになっている。

施策評価シート（対象：R2年度実施施策）

施策名 地域防災力の強化 総合計画コード 112

部名 危機管理室 主管課名 危機管理室 主管課部課コード

Ｒ3年度(2021年度）評価



　D ニーズ及び解決すべき課題は減少する方向にある

　E ニーズ及び解決すべき課題は大きく減少する方向にある

1

2

3

4

5

　6事業以上の事務事業の位置付けがあるため、別紙に記載

審議会等の
第三者機関

の評価（意見）

防災についてのボランティアを募ってみてはどうか。

部長の意見

市民一人ひとりの防災意識を高め、防災に関する知識の普及啓発を推進していくためには継続した活動が必要
であることから、令和元年台風１９号及び新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避難所運営等の各種防災に
関する情報について、引き続き、広報紙、防災講演会、おとどけ講座など、様々な機会を捉え、普及啓発に努め
ていく。
また、災害時には、地域で円滑に防災活動を行う必要があることから、自主防災組織の結成促進及び活動の活
性化を図るため、地域防災アドバイザーの活用を推進する。

計　（単位：千円） 10,489 17,933 ― ― ―

　

　

　

　

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

地域防災推進事業 10,489 17,933 4 4 現状のまま

行政と市民の
役割分担

　Ⅰ 行政の関与（役割）を拡大 　Ⅱ 行政・市民の関与（役割）バランスを維持 　Ⅲ 市民の関与（役割）を拡大

（説明）
・災害時には自主防災組織などの地域住民が主体的に防災活動を行うことが重要であることから、関係団体等と
の協働により施策の推進を図っていく。

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

４．今後の展開方針〔部としての判断〕

施策の方向性

 〔複数選択可〕 重点化 内容の見直し

（説明）
・災害時に被害の軽減を図るには、自主防災組織の活動が重要であるため、防災意識の高揚や知識の普及を
図る。また、自主防災組織の結成促進、並びに結成団体の活動を支援するとともに避難行動要支援者対策など
を含め、地域防災力の向上に努める。
・朝霞市における防災の担い手となる団体等が、顔の見える関係づくりを行うことで連携を強固にし、防災・減災
対策について取り組む「地域防災ネットワークづくり」を進める。

必要性

（ニーズは
今後どう変化

するか）

　A ニーズ及び解決すべき課題は大きく増加する方向にある

　B ニーズ及び解決すべき課題は増加する方向にある

　C ニーズ及び解決すべき課題は現状と変わらない

（説明）
災害時に被害を軽減するためには、市民一人ひとりが日ごろから家庭内での防災対策を行うことや、自主防災
組織が地域において効果的な防災活動を行うことが重要である。このことから、引き続き、自主防災組織の結成
を促進するとともに、災害に備え、組織化されている団体の活動体制が維持できるように行政として支援していく
必要がある。

施策を
進める上での
問題点・課題

（説明）
・市民一人ひとりの防災意識を高めるためには継続した活動が必要である。また、自主防災組織の組織化につ
いては、一定の成果が認められている中で、今後は自主防災組織の活動をより充実させるための支援を行うとと
もに、防災関係団体で組織する「地域防災ネットワーク」の構築を進める必要がある。

３．施策の分析

達成度

（目標の
達成状況は

どうか）

　A 目標・計画を大幅に上回る成果があがっている（5点）  D 目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった（2点）

　B 目標・計画を十分に上回る成果があがっている（4点）  E 目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった（1点）

　C 目標・計画どおりに成果があがっている（3点）

（説明）
・第四小学校、消防署、消防団及び地域防災アドバイザー等の連携のもと、防災フェスティバルを実施し、地域
防災力の向上につなげることができた。
・自主防災組織、地域防災アドバイザー、民生員児童委員、消防等の防災関係機関との協力のもと、洪水ハ
ザードマップを作成し、防災知識の習得及び防災意識の高揚を図ることができた。



（説明）

96 96 96 96 94

②

実績（見込）

①

消防団の定員充足率

％

100 100 100 100 100

（説明）
消防団定員（１３８名）に対する
充足率

前期基本計画目標
R2年度（2020年度）

目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画
指標名
（説明）

単
位

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度
（2019年度）

実績 実績 実績 実績

1,312,366 1,471,295 1,371,894 1,349,666 1,369,884

地域の防災訓練に協力することで、地域防災力の向上に寄与した。

自然・環境に
恵まれたまち

火災や自然災害に対応するため、一部事務組合及び消防団と連携を図った。

総コスト
（事業費＋人件費）

単位：千円
（決算）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度（2019年度） R2年度（2020年度）

年度

２．実施結果

Ｒ2年度の
施策の実施内容

・一部事務組合への負担金（消防及び議会総務）を支出した。
・消防団の主な活動として、火災（12件、233人）の災害出動のほか、訓練や整備出動等を行った。
・消防団詰所（8箇所）、防火水槽（406箇所）、車両（11台）の維持管理を行った。

Ｒ2年度の
基本概念（コンセ
プト）の実施内容

安全・安心な
まち

災害時などに迅速に対応するため、一部事務組合及び消防団と連携を図った。

子育てが
しやすいまち

災害時などに迅速に対応するため、一部事務組合及び消防団と連携を図った。

つながりのある
元気なまち

H 年度　～ H

年度

H 年度　～ H 年度

施策概要

・広域化による高度な消防業務を推進するため、一部事務組合への負担金（消防及び議会総務費）を支出
するとともに埼玉県南西部消防本部との連携を図る。
・消防団業務の充実を図るため消防資機材の整備や老朽化した消防団詰所の更新整備を行う。また、災害
時における被害の軽減を図るため消防団の活動を支援する。

個別計画
関連計画

計画名称

地域防災計画

計画期間

H 28 年度　～ H

020800

関連部課名 －

１．施策概要

めざす
目的成果

埼玉県南西部消防本部との連携が図られ、消防・救急体制や消防団活動の充実したまちになっている。

施策評価シート（対象：R2年度実施施策）

施策名 消防体制の充実 総合計画コード 113

部名 危機管理室 主管課名 危機管理室 主管課部課コード

Ｒ3年度(2021年度）評価



　D ニーズ及び解決すべき課題は減少する方向にある

　E ニーズ及び解決すべき課題は大きく減少する方向にある

1

2

3

4

5

　6事業以上の事務事業の位置付けがあるため、別紙に記載

審議会等の
第三者機関

の評価（意見）

意見なし

部長の意見

首都直下の地震や台風、ゲリラ豪雨等の災害の発生が懸念される中、引き続き消防団が地域防災の担い手とし
て中心的な役割を果たすことができるよう、今後においても、施設整備や団員確保等、活動環境を整備していく
とともに、朝霞地区一部事務組合をはじめとする防災関係団体との連携を推進していく。

計　（単位：千円） 1,349,666 1,369,884 ― ― ―

消防団施設等整備事業 1,934 1,912 4 4 現状のまま

消防団活動事業 12,652 14,470 4 4 現状のまま

消防団運営事業 28,992 31,044 4 4 現状のまま

朝霞地区一部事務組合負担事業（常備消防）1,288,581 1,306,574 4 4 現状のまま

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

消防水利整備事業 17,507 15,884 4 4 現状のまま

行政と市民の
役割分担

　Ⅰ 行政の関与（役割）を拡大 　Ⅱ 行政・市民の関与（役割）バランスを維持 　Ⅲ 市民の関与（役割）を拡大

（説明）
・大規模災害時には、消防団と地域住民が一体となって防災活動を行うことが必要なことから、消防団と地域住
民の連携を促進していく。

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

４．今後の展開方針〔部としての判断〕

施策の方向性

 〔複数選択可〕 重点化 内容の見直し

（説明）
・震災時や水害時等の大規模災害に対応できるよう、消防団員の確保、団員の対応能力の向上、詰所等の施
設整備を図っていく。

必要性

（ニーズは
今後どう変化

するか）

　A ニーズ及び解決すべき課題は大きく増加する方向にある

　B ニーズ及び解決すべき課題は増加する方向にある

　C ニーズ及び解決すべき課題は現状と変わらない

（説明）
・高齢化社会の到来や大規模災害の発生が予想される中、消防救急体制を充実する必要があることから、朝霞
地区一部事務組合に負担金を支出する必要がある。
・消防団は大規模災害発生時は地域防災の中心的役割を担うことから、今後も、施設整備や処遇の改善等を図
る必要がある。

施策を
進める上での
問題点・課題

（説明）
・災害対応も高度化しており、消防団の対応能力の向上が必要である。
・消防団詰所の中には、老朽化した施設があり計画的に改築等を進める必要がある。
・地域防災の担い手として、自主防災組織や民生委員児童委員、地域防災アドバイザー等の防災関係団体との
連携を図っていく必要がある。

３．施策の分析

達成度

（目標の
達成状況は

どうか）

　A 目標・計画を大幅に上回る成果があがっている（5点）  D 目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった（2点）

　B 目標・計画を十分に上回る成果があがっている（4点）  E 目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった（1点）

　C 目標・計画どおりに成果があがっている（3点）

（説明）
・朝霞地区一部事務組合では、消防、救急車両の更新、施設の整備等を行い管轄区域の災害対策の向上を
図っている。
・消防団が災害時に円滑な活動を行えるよう、人員の確保や施設・資機材等を適正に管理した。
・消防団は、消火活動だけではなく、地震や水害などにも対応できるよう、各種訓練に取り組んでいる。
・平成２２年度から女性消防団員を採用し、消防団の広報啓発及び各種訓練に参加している。
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計　（単位：千円） 0 0 ― ― ―

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

020800

関連部課名 －

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

施策評価シート　【別紙】 施策を構成する事務事業の次年度の方向性

施策名 消防体制の充実 総合計画コード 113

部名 危機管理室 主管課名 危機管理室 主管課部課コード



施策評価シート（対象：R2年度実施施策）

施策名 防犯のまちづくりの推進 総合計画コード 121

部名 危機管理室 主管課名 危機管理室 主管課部課コード 020800

関連部課名 －

１．施策概要

めざす
目的成果

防犯意識の高揚と市民等による自主防犯活動を推進し、街頭犯罪を起こさせにくい地域環境になってい
る。

施策概要

防犯推進計画に基づき、関係機関との連携のもと市民の防犯意識の高揚に努める。
また、青色防犯パトロールカーの運行や朝霞わがまち防犯隊による地域の自主的な防犯活動の支援に努
めるとともに、防犯灯を適切に設置及び維持管理することなどにより街頭犯罪等を起こさせにくい安心で安
全なまちづくりを推進する。

個別計画
関連計画

計画名称

第3次防犯推進計画

計画期間

H 28 年度　～ R 2 年度

H 年度　～ H 年度

H 年度　～ H 年度

２．実施結果

Ｒ2年度の
施策の実施内容

・防犯パトロールカーを243日運行した。
・防犯灯設置工事費補助金（14団体）、防犯灯維持管理費補助金（65団体）、防犯灯ＬＥＤ化促進事業費補
助金（46団体）、防犯活動推進補助金（5団体）を交付した。
・第４次防犯推進計画を策定した。

Ｒ2年度の
基本概念（コンセ
プト）の実施内容

安全・安心な
まち

警察や朝霞わがまち防犯隊と連携を図り、犯罪を起こさせにくい地域環境づくりを推進
した。

子育てが
しやすいまち

警察や朝霞わがまち防犯隊と連携を図り、犯罪を起こさせにくい地域環境づくりを推進
した。

つながりのある
元気なまち

朝霞わがまち防犯隊により各地域における防犯パトロールを実施した。

自然・環境に
恵まれたまち

朝霞市防犯推進計画に基づき、犯罪を起こさせにくい地域環境づくりを推進した。

総コスト
（事業費＋人件費）

単位：千円
（決算）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度（2019年度） R2年度（2020年度）

30,747 34,276 33,469 57,876 41,739

指標名
（説明）

単
位

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度
（2019年度）

実績 実績 実績 実績

前期基本計画目標
R2年度（2020年度）

目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画

実績（見込）

①

犯罪情報の提供

－

犯罪情報の提供 犯罪情報の提供 犯罪情報の提供 犯罪情報の提供 犯罪情報の提供

（説明）
朝霞警察署からの犯罪情報を
市民に対し適切に提供

適切に提供 適切に提供 適切に提供 適切に提供 適切に提供

②
（説明）

Ｒ3年度(2021年度）評価



　D ニーズ及び解決すべき課題は減少する方向にある

　E ニーズ及び解決すべき課題は大きく減少する方向にある

1

2

3

4

5

３．施策の分析

達成度

（目標の
達成状況は

どうか）

　A 目標・計画を大幅に上回る成果があがっている（5点）  D 目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった（2点）

　B 目標・計画を十分に上回る成果があがっている（4点）  E 目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった（1点）

　C 目標・計画どおりに成果があがっている（3点）

（説明）
青色防犯パトロールカーの運行、朝霞わがまち防犯隊による地域の防犯パトロール実施のほか、防犯灯設置工
事費補助金、防犯灯ＬＥＤ化促進事業費補助金等の各種補助金の交付等により、市民の防犯に対する意識の
高揚が図られた。
　

必要性

（ニーズは
今後どう変化

するか）

　A ニーズ及び解決すべき課題は大きく増加する方向にある

　B ニーズ及び解決すべき課題は増加する方向にある

　C ニーズ及び解決すべき課題は現状と変わらない

（説明）
犯罪のない安心・安全なまちづくりは、誰もが望むところであり、今後のまちづくりにおいてもその必要性は高まる
ものと考えている。
児童・生徒が安全で安心して教育を受けられるよう、家庭や地域の関係機関・団体と連携しながら、学校の安全
管理に関する取り組みは、なお一層の充実が求められる。

施策を
進める上での
問題点・課題

（説明）
犯罪のない街に暮らすことは、誰もが望むことである。市民一人ひとりの防犯意識を高め、地域コミュニティによる
活動、協力する体制づくりを推進していくことが、今後も必要である。

４．今後の展開方針〔部としての判断〕

施策の方向性

 〔複数選択可〕 重点化 内容の見直し

（説明）
今年度策定した第4次朝霞市防犯推進計画に基づき、警察及び関係機関と連携し、防犯情報を提供するととも
に、市民の意識高揚や自主防犯意識の育成、活動支援に努める。さらに、防犯パトロールの実施や小学校への
スクールガード等の配置により、市と市民等が連携し安全確保に努める。

行政と市民の
役割分担

　Ⅰ 行政の関与（役割）を拡大 　Ⅱ 行政・市民の関与（役割）バランスを維持 　Ⅲ 市民の関与（役割）を拡大

（説明）
市及び市民、事業者、土地建物所有者等、警察及び関係団体が互いに連携し合い、一体となった活動を展開
していく。今後も行政から一方的な働きかけをするのではなく、地域の自主防犯活動団体を育成支援し、市及び
市民等がそれぞれの役割に応じ、地域ぐるみの防犯に対する意識啓発に力を入れていく。

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

防犯対策推進事業 34,962 31,827 4 4 現状のまま

空き家対策事業 22,914 9,912 4 4 現状のまま

　

　

―

　

　6事業以上の事務事業の位置付けがあるため、別紙に記載

審議会等の
第三者機関

の評価（意見）

子どもの通学路に防犯カメラを設置することの有効性は各地でも確認されている。少しずつでも通学路に朝霞市
で防犯カメラを設置、管理できるように他市の状況、効果を研究しつつ検討を進めてほしい。

部長の意見

防犯のまちづくりを推進するため、第4次朝霞市防犯推進計画に基づき、引き続き、市、市民、警察等の関係機
関との連携を強化しながら、防犯研修会、防犯パトロール、防犯灯ＬＥＤ化に対する補助など様々な活動を実施
していく。

計　（単位：千円） 57,876 41,739 ― ―



施策評価シート（対象：R2年度実施施策）

施策名 消費者の自立支援の充実 総合計画コード 122

部名 市民環境部 主管課名 地域づくり支援課 主管課部課コード 020400

関連部課名

１．施策概要

めざす
目的成果

複雑・多様化する消費者トラブルを未然防止するために必要な情報を提供するとともに、トラブルに巻き込ま
れた場合の相談窓口として消費生活相談を設け、市民が安心して消費生活を送ることができている。

施策概要
消費者教室の実施や広報あさか、市ホームページ、啓発物などを通じ、消費者被害の未然防止、合理的な
判断ができる消費者の育成を図る。また、消費生活全般に関する苦情や問い合わせなどを受け付ける消費
生活相談を実施する。

個別計画
関連計画

計画名称 計画期間

H 年度　～ H 年度

H 年度　～ H 年度

H 年度　～ H 年度

２．実施結果

Ｒ2年度の
施策の実施内容

・消費生活相談の実施（月曜日～金曜日　10：00～12：00、13：00～16：00）
　　相談件数：873件(2月末日）
・「消費生活情報アンテナ」（年3回）、「消費生活センターだより」（年6回）を広報あさかに掲載
・啓発パンフレット、グッズ等の配布
・中学校での消費者教室
・消費生活情報誌「くらしのあかり」の発行（朝霞市・志木市・和光市・新座市4市共同作成）
・消費生活パネル展、消費生活オンラインパネル展の実施
・65歳以上の高齢者を対象に通話録音装置を無償貸与。

Ｒ2年度の
基本概念（コンセ
プト）の実施内容

安全・安心な
まち

消費者トラブルの未然防止のため、啓発活動を行ったほか、被害回復のため、消費生
活相談員による消費生活相談を実施した。

子育てが
しやすいまち

若年層に多い消費者トラブルを広報あさかや市ホームページへ掲載したほか、パネル展を実施し
た。また、中学校では、消費者教室を行い、消費者トラブルについて学ぶ機会を提供した。

つながりのある
元気なまち

民生委員、地域包括支援センターに高齢者等の見守りや消費者トラブル防止に役立つ
啓発パンフレットを配布した。

自然・環境に
恵まれたまち

持続可能で豊かな消費生活の実現を目指すため、パネル展や消費者教室などで意識
向上に努めた。

総コスト
（事業費＋人件費）

単位：千円
（決算）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度（2019年度） R2年度（2020年度）

22,656 24,096 23,655 24,315 20,082

指標名
（説明）

単
位

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度
（2019年度）

実績 実績 実績 実績

前期基本計画目標
R2年度（2020年度）

目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画

実績（見込）

①

消費生活相談件数

件

618 621 800 810 820

（説明）
消費生活センターで実施する
消費生活相談の受付件数

718 760 799 824 940

②
（説明）

Ｒ3年度(2021年度）評価



　D ニーズ及び解決すべき課題は減少する方向にある

　E ニーズ及び解決すべき課題は大きく減少する方向にある

1

2

3

4

5

３．施策の分析

達成度

（目標の
達成状況は

どうか）

　A 目標・計画を大幅に上回る成果があがっている（5点）  D 目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった（2点）

　B 目標・計画を十分に上回る成果があがっている（4点）  E 目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった（1点）

　C 目標・計画どおりに成果があがっている（3点）

（説明）
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、マスクの送り付けトラブルに代表されるコロナ関連の消費者トラブ
ルの増加で消費生活相談の件数は、前年と比較して大幅に増加し、指標も達成した。

必要性

（ニーズは
今後どう変化

するか）

　A ニーズ及び解決すべき課題は大きく増加する方向にある

　B ニーズ及び解決すべき課題は増加する方向にある

　C ニーズ及び解決すべき課題は現状と変わらない

（説明）
消費者トラブルは複雑・多様化しており、相談件数も増加傾向にある。今年度はコロナ禍ということもあり、相談件
数は大きく増加した。高齢者だけでなく、若年層からの相談が増えている状況から消費生活相談の必要性は大
きい。

施策を
進める上での
問題点・課題

（説明）
コロナ禍で消費生活相談の必要性は増したが、消費生活センターの認知度はまだ低いと思われる。消費生活セ
ンターの認知度を高めるため、引き続き啓発活動に努めていく必要がある。

４．今後の展開方針〔部としての判断〕

施策の方向性

 〔複数選択可〕 重点化 内容の見直し

（説明）
複雑・多様化しながら増加し続ける消費者トラブルから消費者を守るため、研修の参加支援を行うなどして消費
生活相談員のスキルアップを図るとともに、関係機関との連携体制を強化し、消費生活相談の機能向上を図る。
また、広報あさかや消費者教室、パネル展を通じて消費生活に関する知識の普及や多発しているトラブル事例
の情報提供を行うなど啓発活動を行っていく。

行政と市民の
役割分担

　Ⅰ 行政の関与（役割）を拡大 　Ⅱ 行政・市民の関与（役割）バランスを維持 　Ⅲ 市民の関与（役割）を拡大

（説明）
高齢者の消費者トラブルを未然に防ぐ手段として、行政からの啓発活動以外に、地域の見守りは不可欠である。
行政と民生委員、地域包括支援センターなど関係機関と連携を強化することが重要である。

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

消費生活相談事業 15,530 13,278 4 4 現状のまま

消費生活啓発事業 8,785 6,804 4 4 現状のまま

　

　

―

　

　6事業以上の事務事業の位置付けがあるため、別紙に記載

審議会等の
第三者機関

の評価（意見）

関連する第三者機関なし

部長の意見

消費生活相談は、消費者の安全確保、被害の救済を図るうえで極めて重要な役割を果たしている。消費者トラ
ブルから消費者を守るため、消費生活相談員のスキルアップを図りながら、消費生活相談のの充実に努めてい
く。

計　（単位：千円） 24,315 20,082 ― ―
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施策評価シート　【別紙】 施策を構成する事務事業の次年度の方向性

施策名 消費者の自立支援の充実 総合計画コード 122

部名 市民環境部 主管課名 地域づくり支援課 主管課部課コード 020400

関連部課名

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

計　（単位：千円） 0 0 ― ― ―



22,000 230,000 240,000

（説明）
児童館を利用した年間総来館
者数（保護者を含む）

213,205 208,366 206,529 192,056 100,000

6 6 6 6 6

②

児童館来館者数

人

220,000 220,000

実績（見込）

①

要保護児童対策地域協議
会実務者会議開催回数

回

6 6 6 6 6

（説明）要保護児童の適切な保護
や支援のため開催された要保護
児童対策地域協議会実務者会議
の回数

前期基本計画目標
R2年度（2020年度）

目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画
指標名
（説明）

単
位

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度
（2019年度）

実績 実績 実績 実績

447,481 470,282 607,492 919,125 545,024

子ども・子育て支援事業計画の推進を図るため、関係機関や団体の代表者、公募市民
などを委員とする、子ども・子育て会議を開催し、計画の進捗管理等を行った。

自然・環境に
恵まれたまち

子ども会連合会と青少年相談員協議会合同で、11月にデイキャンプ体験事業（ゲー
ム、芋ほり体験、焼き芋試食）を実施し、親子で自然や環境に触れあった。

総コスト
（事業費＋人件費）

単位：千円
（決算）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度（2019年度） R2年度（2020年度）

年度

２．実施結果

Ｒ2年度の
施策の実施内容

・新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親に大きな困難が生じたため、ひとり親世帯
臨時特別給付金を児童扶養手当受給者に、また、新型コロナの影響を受け家計が急変したひとり親に、8月、12月にそ
れぞれ給付金を支給した。　（支給延べ件数：1,633件・支給額：9,9590千円）
・第2期朝霞市子ども・子育て計画の推進と進捗管理のため、子ども・子育て会議の全体会を年3回開催し、各委員の意
見、評価等をいただいた。
・子どもの安心な居場所、地域の世代間交流場所となっている、子ども食堂やフードパントリーの活動を支援するため、
職員のフードドライブや子どもの貧困対策庁内連絡会議を立ち上げ、今後、各課の連携を密に取ることとした。
・新型コロナの拡大により、3月9日からはまさき児童館を休館、4月2日から他の5館も休館（市内で感染事例が発生した
ため）した。緊急事態宣言の解除を受け、5月26日から6館全て開館した。三密を避け、感染予防対策をしながら段階的
に再開している。

Ｒ2年度の
基本概念（コンセ
プト）の実施内容

安全・安心な
まち

昨年、朝霞地区4市で県に児童相談所設置要望書を提出した結果、令和7年度に朝霞
市内に児童相談所が開所することが決定した。

子育てが
しやすいまち

第2期子ども・子育て支援事業計画を策定するとともに、ひとり親家庭等への経済的支
援や障害児放課後児童クラブの充実等に努めた。

つながりのある
元気なまち

H 年度　～ H

6 年度

H 年度　～ H 年度

施策概要

子どもの権利を尊重し保護していく意識啓発や仕組みづくりにより、児童虐待の防止に努め、関係機関との
連携を強化し、要保護児童対策等の推進を図る。また、育成保育や障害児放課後児童クラブなどの充実に
努め、ひとり親家庭に対する経済的支援を行う。さらに、地域の中の子どもの居場所づくりとして、児童館等
の充実を図るとともに、子どもが健やかに成長するための様々な活動への支援に努める。

個別計画
関連計画

計画名称

第２期朝霞市子ども・子育て支援事業計画

計画期間

R 2 年度　～ R

040300

関連部課名 こども・健康部：保育課、健康づくり課、生涯学習部：生涯学習・スポーツ課

１．施策概要

めざす
目的成果

子どもの権利が守られ、全ての子どもが安心して健やかに育つまちとなっている。

施策評価シート（対象：R2年度実施施策）

施策名 子どもたちが健やかに育つ環境づくり 総合計画コード 212

部名 こども・健康部 主管課名 こども未来課 主管課部課コード

Ｒ3年度(2021年度）評価



　D ニーズ及び解決すべき課題は減少する方向にある

　E ニーズ及び解決すべき課題は大きく減少する方向にある

1

2

3

4

5

　6事業以上の事務事業の位置付けがあるため、別紙に記載

審議会等の
第三者機関

の評価（意見）

【子ども・子育て会議】　　子ども・子育て支援事業計画の進捗管理では、令和元年度の各事業に対する取組み
状況を報告し、ほとんどの事業において、着実に進捗していることの評価をしていただいた。
【児童館運営審議会】　　ほんちょう児童館を中高校生世代の利用をPRするため、愛称を中高校生世代の方か
ら募集してみたらいかがか。また、児童館で、学校で学習した内容を掲示発表する場としたり、お祭りを地元町内
会などと連携して実施するなど、地域に根差した児童館を進めたらどうか、とのご意見をいただいた。

部長の意見

・子どもの権利が守られ、すべての子ども、保護者が安心して、健やかに成長するための仕組みづくりや地域に
おける環境づくりを推進するためには、行政と市民、関係機関等との協働が不可欠である。
・様々な事業を推進する中で、子育て支援に対する市民のニーズや国・県の動向を的確に把握し、効率的・効
果的の運用とともに、第三者機関等による進捗管理や評価を通じて、事業内容を見直していく必要がある。
・朝霞市内に児童相談所が設置されることになり、今後、専門職との連携や研修など、進めやすくなる。

計　（単位：千円） 0 0 ― ― ―

　

　

　

　

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

　

行政と市民の
役割分担

　Ⅰ 行政の関与（役割）を拡大 　Ⅱ 行政・市民の関与（役割）バランスを維持 　Ⅲ 市民の関与（役割）を拡大

（説明）
　様々な子育て支援施策の推進や児童虐待を防止するには、行政だけでは限界があるため、市民をはじめ、関
係機関や有識者などが関与し、それぞれの立場で、意見や評価をいただくことや、相互に連携してすすめること
が必要である。

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

４．今後の展開方針〔部としての判断〕

施策の方向性

 〔複数選択可〕 重点化 内容の見直し

（説明）
・新型コロナ感染防止のため、参加型の子育て支援施策は取りにくくなり、子育て情報の提供は、子育て情報誌や広報・ホー
ムページ、メール配信などを効果的に活用することが重要になっている。児童虐待防止のため、子育ての悩み解消を解説し
たパンフレットを作成、乳幼児健診で配布するなどしている。
・子どもの貧困対策等を、こども食堂のグループ「あさか地区子ども食ｄｏネット」と連携・協力するとともに、子どもの貧困対策
庁内連絡会議を設置し、庁内各課と連携しながら検討する場を設けた。

必要性

（ニーズは
今後どう変化

するか）

　A ニーズ及び解決すべき課題は大きく増加する方向にある

　B ニーズ及び解決すべき課題は増加する方向にある

　C ニーズ及び解決すべき課題は現状と変わらない

（説明）
・家族形態や児童を取り巻く環境の変化、転入などで、配慮や相談支援等が必要な児童や家庭は増加傾向に
あり、子育て支援施策に関する課題やニーズは、今後ますます増大するとともに、複雑・多様化するものと考え
る。
・児童虐待のリスクを早期に発見・未然に防止するため、妊娠期から出産、子育て期にわたる、様々なニーズに
対するため、母子保健担当や総合的な相談窓口との連携により、切れ目のない包括的な支援の重要性は、ます
ます高まるものと考える。

施策を
進める上での
問題点・課題

（説明）
・毎年、市民を対象に子どもの権利の尊重・保護のため意識啓発を図っているが、児童虐待は年々増加傾向に
あり、その対応も複雑・困難化するなど苦慮している。
・子どもの貧困が社会問題となり、生活困窮者やひとり親家庭など、特別な配慮が必要な子どもや家庭への支援
が求められている。子ども食堂やフードパントリーの活動は自主的な活動であるが、大変重要な役割を果たして
いただいていると考えており、情報交換や側面的支援をどのように、効果的に行うかを検討しながら進めている。

３．施策の分析

達成度

（目標の
達成状況は

どうか）

　A 目標・計画を大幅に上回る成果があがっている（5点）  D 目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった（2点）

　B 目標・計画を十分に上回る成果があがっている（4点）  E 目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった（1点）

　C 目標・計画どおりに成果があがっている（3点）

（説明）
・要保護児童対策地域協議会実務者会議を年6回開催し、関係機関との情報共有や連携を図るとともに、被虐待児童等の見
守りや家庭への適切な支援・サービスを行い、子どもの最善の利益を守りながら、虐待の重篤化を防ぐことができた。今後の
児童福祉向上のため、県に要望していた新児童相談所の設置が決定し、令和7年度に朝霞市内に開所されることとなった。
・新型コロナにより学校が休校、市内に感染が拡大するなどから、児童への感染防止のため、児童館も休館とし来館者数が
減少した。工作キットの配布やホームページでの動画など、子育て家庭に対しできることから取組むなど、地域の子どもの居
場所として市民からは好評を得、一定の成果があった。
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計　（単位：千円） 919,125 545,024 ― ― ―

ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業 ― 102,046 5 5 R2で休止・廃止・終了

青少年健全育成事業 ― ― 5 5 現状のまま

放課後子ども教室事業 ― ― 4 4 現状のまま

児童館管理運営事業 ― ― 5 5 現状のまま

児童館建設事業 402,597 ― 5 5 R1で休止・廃止・終了

育み支援バーチャルセンター事業（幼稚園巡回相談事業） ― ― 4 4 現状のまま

保育園運営事業 ― ― 5 5 現状のまま

障害児放課後児童クラブ管理運営事業 33,351 39,107 5 5 現状のまま

育み支援バーチャルセンター事業（保育園巡回相談事業） 7,757 5,430 4 4 現状のまま

児童扶養手当給付事業 401,149 325,824 5 5 現状のまま

ひとり親家庭生活支援事業 10,008 12,041 5 5 現状のまま

母子施設入所事業 2,327 2,777 5 5 現状のまま

ひとり親家庭支援事業 61,936 57,799 5 5 現状のまま

子ども・子育て支援事業計画推進事業 ― ― 5 5 現状のまま

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

児童相談事業 ― ― 5 5 現状のまま

040300

関連部課名 こども・健康部：保育課、健康づくり課、生涯学習部：生涯学習・スポーツ課

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

施策評価シート　【別紙】 施策を構成する事務事業の次年度の方向性

施策名 子どもたちが健やかに育つ環境づくり 総合計画コード 212

部名 こども・健康部 主管課名 こども未来課 主管課部課コード



施策評価シート（対象：R2年度実施施策）

施策名 子育て家庭を支えるための環境づくり 総合計画コード 213

部名 こども・健康部 主管課名 こども未来課 主管課部課コード 040300

関連部課名 こども・健康部：保育課、健康づくり課

１．施策概要

めざす
目的成果

子育てに関する相談を気軽にできるなど、全ての家庭が安心して子育てをすることができるまちとなってい
る。

施策概要

全ての家庭が安心して子育てができるように、相談体制の充実のほか、子育て家庭の経済的負担の軽減や
子どもの保健の向上と福祉の増進を図るため、こども医療費等の助成を行うとともに、子育て支援センター
や児童館など、子育て中の親子の交流の場の充実に努める。また、子どもが犯罪や事故に巻き込まれない
よう、安全・安心な環境づくりに努める。

個別計画
関連計画

計画名称

第２期朝霞市子ども・子育て支援事業計画

計画期間

R 2 年度　～ R 6 年度

H 年度　～ H 年度

H 年度　～ H 年度

２．実施結果

Ｒ2年度の
施策の実施内容

・子どもの成長過程で起こる様々な問題や心配ごとなどの相談を家庭児童相談室で受け付けた。新型コロ
ナのため、例年、児童館や保育園に訪問して相談を受ける機会は取れなかった。　（延相談件数：700件）
・生活の安定と児童の健やかな成長に資するため、児童手当を給付した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           （延給付件数：215,620件・給付額：2,248,330千円）
・子どもの保健の向上と福祉の増進を図るため、こども医療費を支給した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（延支給件数：244,270件・支給額：451,309千円）
・児童館6館の管理・運営を指定管理者の社会福祉協議会が行った。　　　　　（延利用者数：100,000人）
・子育てに関する相談の受付や情報提供を子育て支援センターで行った。　　　（延利用者数：20,099人）

Ｒ2年度の
基本概念（コンセ
プト）の実施内容

安全・安心な
まち

子どもたちの登下校時などにおける緊急避難先として協力する住宅や事業所等に「青
少年を守り育成する家」のシンボルマークを設置し、安心・安全な環境づくりに努めた。

子育てが
しやすいまち

子育て家庭を支援するため、相談体制の充実のほか、児童手当やこども医療費の支給
などを行い、経済的負担の軽減や子どもの保健の向上と福祉の増進を図った。

つながりのある
元気なまち

児童館は、1回目の緊急事態宣言中は休館し、解除後、三密、時間短縮しながら運営し
た。10月から徐々に事業を始め、地域や学校等との連携事業は実施できなかった

自然・環境に
恵まれたまち

豊かな自然や環境にふれあう機会として、みぞぬま児童館恒例の館外事業、「黒目川
ハイキング」は、5月に予定していたが延期し、10月に規模を縮小して実施した。

総コスト
（事業費＋人件費）

単位：千円
（決算）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度（2019年度） R2年度（2020年度）

3,180,034 3,163,598 3,155,166 3,231,803 3,446,767

指標名
（説明）

単
位

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度
（2019年度）

実績 実績 実績 実績

前期基本計画目標
R2年度（2020年度）

目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画

実績（見込）

①

子育て支援センター利用者
数

人

34,000 34,000 34,000 34,000 34,000

（説明）
子育て中の親子の交流の場として、各
種事業や子育てに関する相談を行って
いる子育て支援センターの利用者数

32,024 33,264 31,981 27,949 20,099

②

家庭児童相談室相談件数

件

700 700 700 700 700

（説明）
家庭児童相談室に寄せられる電
話相談延べ件数及び来所相談延
べ件数等

780 711 719 825 700

Ｒ3年度(2021年度）評価



　D ニーズ及び解決すべき課題は減少する方向にある

　E ニーズ及び解決すべき課題は大きく減少する方向にある

1

2

3

4

5

３．施策の分析

達成度

（目標の
達成状況は

どうか）

　A 目標・計画を大幅に上回る成果があがっている（5点）  D 目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった（2点）

　B 目標・計画を十分に上回る成果があがっている（4点）  E 目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった（1点）

　C 目標・計画どおりに成果があがっている（3点）

（説明）
・子育て支援センターの利用者数は、目標に達してはいないものの、子育て家庭の相談・交流、情報提供等の
場として、育児負担や不安の解消が図られ、安心して子育てができる環境づくりの推進に一定の成果があった。
・家庭児童相談室における相談件数は、緊急事態宣言中は減少したが、解除後は増加するとともに家庭訪問に
も同行した。子どもの成長過程で起こる様々な問題や心配事に対し、身近な相談窓口としての機能や役割を果
たせている。

必要性

（ニーズは
今後どう変化

するか）

　A ニーズ及び解決すべき課題は大きく増加する方向にある

　B ニーズ及び解決すべき課題は増加する方向にある

　C ニーズ及び解決すべき課題は現状と変わらない

（説明）
・家族形態や子育て環境の変化、転入などにより、相談相手が身近におらず、育児不安や負担を抱えている子
育て家庭も多く、今後も育児や子育てに関する様々な相談は、増加していくことが見込まれる。
・相談体制の充実や地域における子育て支援策として、子育て支援センターや児童館など、また、今後、「子ど
も家庭総合支援拠点」の整備など、気軽に集い、利用できる場の提供や事業の充実が必要になる。

施策を
進める上での
問題点・課題

（説明）
・児童相談の内容は、年々、複雑・多様化、その対応も困難化・長期化しており、児童虐待の防止と重篤化を防
ぐため、専門的かつ継続的な対応や支援体制のさらなる充実が必要である。
・こども医療費の支給制度は、子育て支援の重点施策の一つとして位置付け、限られた財源の中で、市が独自
に対象要件を定めて実施しているが、その支給額は、年々増加傾向にあり、大きな財政負担となっている。

４．今後の展開方針〔部としての判断〕

施策の方向性

 〔複数選択可〕 重点化 内容の見直し

（説明）
・全ての家庭が安心して子育てができるよう、地域における子育て支援策として、引き続き子育て支援センターや
児童館など、気軽に集える場を提供するとともに、様々な情報発信や事業を通じ、利用者の増大を図っていく。
・こども医療費の支給など、子育て家庭のニーズが高く、経済的支援を行う対象者の多い事業については、財政
的な負担の増大も踏まえ、制度を維持する観点から、事業効果を検証する。

行政と市民の
役割分担

　Ⅰ 行政の関与（役割）を拡大 　Ⅱ 行政・市民の関与（役割）バランスを維持 　Ⅲ 市民の関与（役割）を拡大

（説明）
・子どもたちが犯罪や事故に巻き込まれないよう、安心・安全な環境づくりを推進するうえで、「青少年を守り育成
する家」のシンボルマークの設置など、市民の意識の高揚と関与が必要である。

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

　

　

　

　

―

　

　6事業以上の事務事業の位置付けがあるため、別紙に記載

審議会等の
第三者機関

の評価（意見）

【子ども・子育て会議】
子育ての第一義的責任は親にあるとされているが、子どもの健やかな発達と親の育ちをどう両立させていくか。
また、自分の子どもが一番で、自分の子ども以外面倒をみない社会になっているので、子どもが健やかに成長
することと人が関わりあえるようにするにはどうしたらよいか検討するべき。

部長の意見

・全ての子育て家庭が、「子育てがしやすいまち」と実感できるよう、引き続き、相談体制の充実や経済的な負担
の軽減を図り、子どもの保健の向上と福祉の増進に努める。合わせて地域における子育て支援施設の提供や効
果的な活用を踏まえ、多くの市民に利用していただくために、周知の面でさらに工夫する必要がある。また、子ど
もたちが犯罪や事故に巻き込まれない安心・安全な環境づくりや見守り体制等の充実に努める。

計　（単位：千円） 0 0 ― ―
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施策評価シート　【別紙】 施策を構成する事務事業の次年度の方向性

施策名 子育て家庭を支えるための環境づくり 総合計画コード 213

部名 こども・健康部 主管課名 こども未来課 主管課部課コード 040300

関連部課名 こども・健康部：保育課、健康づくり課

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

児童相談事業 42,907 48,688 5 5 現状のまま

子育て情報誌作成事業 754 776 4 4 現状のまま

児童手当給付事業 2,269,203 2,283,804 5 5 現状のまま

こども医療費支給事業 592,400 513,418 5 5 現状のまま

児童館管理運営事業 309,663 294,409 5 5 現状のまま

子育て支援センター運営事業 16,876 28,170 5 5 現状のまま

子ども・子育て支援事業計画推進事業 ― ― 5 5 現状のまま

未熟児養育医療給付事業 ― ― 5 5 現状のまま

保育園運営事業 ― ― 5 5 現状のまま

青少年健全育成事業 ― ― 4 4 現状のまま

子育て世帯への臨時特別給付金支給事業 ― 186,996 5 5 R2で休止・廃止・終了

あさかスマイルキッズ臨時特別給付金支給事業 ― 90,506 5 5 R2で休止・廃止・終了

計　（単位：千円） 3,231,803 3,446,767 ― ― ―



（説明）

85 84 84 83 83

②

実績（見込）

①

元気高齢者率

％

84 84 83 82 81

（説明）
第１号被保険者のうち、要支
援・要介護認定を受けていな
い人の割合

前期基本計画目標
R2年度（2020年度）

目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画
指標名
（説明）

単
位

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度
（2019年度）

実績 実績 実績 実績

129,084 245,035 387,933 362,840 404,730

コロナ禍での介護予防を推進し、地域のつながりを絶やさないよう、５圏域毎の住民主体の
協議体学習会を行うと共に、コロナ対策を講じた協議体活動を支援した。

自然・環境に
恵まれたまち

老人クラブ連合会 及び単位老人クラブの補助により支援した。

総コスト
（事業費＋人件費）

単位：千円
（決算）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度（2019年度） R2年度（2020年度）

年度

２．実施結果

Ｒ2年度の
施策の実施内容

・地域包括ケアシステムの深化を目指すため、高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進会議を実施し、第８期計画を策
定。（高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進会議７回）
・生活支援体制整備事業：・第２層協議体学習会２８人の参加　・５か所の第２層協議体の定期開催により、活動団体ガイ
ドブックの作製と、活動団体のリーダーを中心に、「活動団体向けフレイル予防講座」を開催、計６４団体、１０４人参加
・在宅医療・介護連携推進事業：〔ケアマネジャー向け研修会・多職種合同研修会〕計３回延べ１１８人参加、〔在宅医療・
介護連携推進事業に係る作業部会〕５回開催
・一人暮らしなどで地域のつながりも希薄な高齢者に対し、訪問での声掛け支援などに加え、広報や動画配信によりコロ
ナ禍での介護予防活動の啓発を実施。
・長寿を祝う会をリモートで開催し、その後、老人福祉センターで、一定期間ビデオ録画の上映を実施。
・朝霞地区シルバー人材センターの運営に対し、和光市、志木市と３市により補助を行った。

Ｒ2年度の
基本概念（コンセ
プト）の実施内容

安全・安心な
まち

地域包括ケアシステムの深化・推進を目指し、生活支援体制及びコロナ禍での見守りを
強化した。また、在宅医療・介護連携推進事業の充実を図った。

子育てが
しやすいまち

つながりのある
元気なまち

H 年度　～ H

2 年度

R 年度　～ R 年度

施策概要

第７期計画を評価し、各種調査結果など市民ニーズを踏まえ、第８期高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定を行う。
地域包括ケアシステムの深化・推進を目指し、生活支援体制の整備を推進すると共に、在宅医療と介護の連携の具体化を進める。
一般介護予防把握事業（高齢者実態調査）から把握した介護予防リスクの高い高齢者への支援、及びコロナ禍での介護予防の重要
性を啓発する。
老人クラブの活動を支援することや、高齢者の就業機会の確保を図るために、シルバー人材センターなどへ、補助金を交付する。

個別計画
関連計画

計画名称

第７期高齢者福祉計画・介護保険事業計画

計画期間

H 30 年度　～ R

040200

関連部課名 こども・健康部（健康づくり課）

１．施策概要

めざす
目的成果

高齢者が地域活動や、様々な社会参加に積極的に取り組み、生きがいを持ち、健康な生活をしている。

施策評価シート（対象：R2年度実施施策）

施策名 健康・生きがいづくりと介護予防の支援 総合計画コード 221

部名 福祉部 主管課名 長寿はつらつ課 主管課部課コード

Ｒ3年度(2021年度）評価



　D ニーズ及び解決すべき課題は減少する方向にある

　E ニーズ及び解決すべき課題は大きく減少する方向にある

1

2

3

4

5

　6事業以上の事務事業の位置付けがあるため、別紙に記載

審議会等の
第三者機関

の評価（意見）

部長の意見

高齢者が主体的に健康と生きがいを持った活動ができるよう、介護予防活動などを支援していく。
第８期高齢者福祉計画・介護保険事業計画の目標に向かい、着実に取組みを進めていく。

計　（単位：千円） 0 0 ― ― ―

　

　

　

　

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

　

行政と市民の
役割分担

　Ⅰ 行政の関与（役割）を拡大 　Ⅱ 行政・市民の関与（役割）バランスを維持 　Ⅲ 市民の関与（役割）を拡大

（説明）
元気な高齢者を増やすために、社会参加の活動をとおし、同じ地域に暮らす住民同士がつながり、互助の活動
や介護予防活動が、住民主体で推進がされることが重要であるため、行政は市民と協同し事業展開する中で、
市民が主体的に活動できるよう支援する。

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

４．今後の展開方針〔部としての判断〕

施策の方向性

 〔複数選択可〕 重点化 内容の見直し

（説明）
第8期計画の位置付けに基づき、生活支援や介護予防活動などに主体的に取り組む高齢者を増やし高齢者の社会参加の
活動から、人と人とのつながることをとおし、生きがいづくり、健康づくりを進め、元気な高齢者を増やしていく。
このために、地域住民同士の互助の活動を推進する、第２層協議体の活動を支援するとともに、主体的に地域で様々な社会
参加活動をしている団体に対し、介護予防などの活動が強化されるよう、専門人材の派遣や活動場所の確保支援などを関係
機関と連携し、展開していく。

必要性

（ニーズは
今後どう変化

するか）

　A ニーズ及び解決すべき課題は大きく増加する方向にある

　B ニーズ及び解決すべき課題は増加する方向にある

　C ニーズ及び解決すべき課題は現状と変わらない

（説明）
本市は、今後も高齢者人口の増加が続くことが見込まれている。
特に介護が必要な状態となる可能性が高まる75歳以上の後期高齢者人口の増加が見込まれるため、
元気高齢者を増やしていくために、生きがい及び健康づくり、介護予防の取組みは、さらに重要性が増す。
さらに、コロナ禍での活動自粛などに伴う健康状態の悪化等の影響も少なからずあるものと、考えられる。

施策を
進める上での
問題点・課題

（説明）
・健康づくり・生きがいづくり、介護予防の推進のためには、助け合いの生活支援の活動や介護予防の活動など様々な形の社会参加活動を通して
取り組むことが重要となっている。
・生活支援・介護予防の一体的推進を図り、多くの高齢者の社会参加の活動を進めていくために、第２層協議体の活動支援とともに、就労支援活動
なども含め関係機関との連携も進める、市全域を対象とした課題を協議し活動の支援を行う、第１層協議体を立ち上げる必要がある。
・介護予防の推進については、フレイル予防を中心とし、高齢者の保健事業と介護予防の一体的推進などによる予防事業の取組み強化が重要であ
る。

３．施策の分析

達成度

（目標の
達成状況は

どうか）

　A 目標・計画を大幅に上回る成果があがっている（5点）  D 目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった（2点）

　B 目標・計画を十分に上回る成果があがっている（4点）  E 目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった（1点）

　C 目標・計画どおりに成果があがっている（3点）

（説明）
元気高齢者率については、ほぼ計画どおりであるが、平成２９年度より開始しているお互い様の活動である生活
支援体制整備事業と、介護予防・日常生活支援総合事業の取り組みの連動により目標値を改善させていくこと
が重要となっているが、今年度はコロナ禍であり、十分な活動を実施できていない。
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計　（単位：千円） 362,840 404,730 ― ― ―

あさか健康プラン２１推進事業 － － 4 4 現状のまま

シルバー人材センター支援事業 18,214 18,214 3 3 現状のまま

老人福祉センター管理運営事業 47,743 50,722 3 3 現状のまま

生きがい活動支援事業 15,080 15,015 4 4 現状のまま

敬老事業 24,452 28,851 3 3 現状のまま

任意事業 - - 5 5 現状のまま

地域ケア会議運営事業 - - 5 5 現状のまま

生活支援体制整備事業 - - 5 5 現状のまま

在宅医療・介護連携推進事業 - - 5 5 拡大

包括的支援事業 - - 5 5 拡大

高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進事業 8,402 6,697 4 4 現状のまま

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

介護予防・生活支援サービス事業 248,949 285,231 5 5 拡大

040200

関連部課名 こども・健康部（健康づくり課）

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

施策評価シート　【別紙】 施策を構成する事務事業の次年度の方向性

施策名 健康・生きがいづくりと介護予防の支援 総合計画コード 221

部名 福祉部 主管課名 長寿はつらつ課 主管課部課コード



（説明）

42,562 47,432 45,270 47,846 55,000

②

実績（見込）

①

地域包括支援センターの
相談件数

件

39,200 39,400 39,600 39,800 40,000

（説明）
地域包括支援センターに相談
に訪れる人の各年の延べ件数

前期基本計画目標
R2年度（2020年度）

目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画
指標名
（説明）

単
位

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度
（2019年度）

実績 実績 実績 実績

6,210,624 6,358,809 6,445,927 6,970,142 7,377,743

認知症の本人や家族が地域で孤立することのないよう、オレンジカフェや家族介護教室を
行うとともに、地域包括支援センターの総合相談を充実させ、地域とのつながりを進めた。

自然・環境に
恵まれたまち

総コスト
（事業費＋人件費）

単位：千円
（決算）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度（2019年度） R2年度（2020年度）

年度

２．実施結果

Ｒ2年度の
施策の実施内容

・低所得者の保険料の軽減措置を、国基準の幅で実施し、保険料の軽減を継続した、第8期介護保険事業計画を策定。
・要介護認定申請者に対し、適正な認定審査を行い、必要な介護サービスの利用に結びつけた。
・介護保険給付費の適正な運営を図るために、ケアプラン点検、縦覧点検、介護給付通知など介護給付適正化事業を実施した。
・介護保険制度では、提供できない移送サービス（登録者３４７人１２月末）、生活支援員派遣事業（利用者１４人１月末）を実施した。
・住民税非課税で老齢福祉年金受給者と住民税非課税世帯の方を対象に介護保険サービスの利用料の
一部を補助した。（延べ１７，２７０件に補助　１月末現在）
・寝たきり等の高齢者に紙おむつの支給を行った。（利用者数　２３２人　１月末現在）
・市内5カ所の地域包括支援センターにおいて、高齢者の総合相談などを実施した。（延べ相談件数５４，７１３件　２月末現在）
・認知症高齢者と地域住民の集いの場であるオレンジカフェや家族介護教室を実施した。
（オレンジカフェ：年１３回実施　介護家族教室　１クール２回　延べ３５人参加）

Ｒ2年度の
基本概念（コンセ
プト）の実施内容

安全・安心な
まち

介護が必要な高齢者に介護保険のサービスの他に、必要な福祉サービスを提供すると
ともに、介護給付の適正化を推進した。

子育てが
しやすいまち

つながりのある
元気なまち

H 年度　～ H

2 年度

R 年度　～ R 年度

施策概要

介護保険制度の適切な運営のため、第8期介護保険事業計画を策定し介護保険料の改定を図る。
介護保険給付の適正化に努めるとともに相談体制などの充実を図る。
在宅介護の充実を図るなど、「地域包括ケア」の実現に向けた取り組みを推進する。
高齢者の生活実態を把握し、介護保険外の健康増進、生活支援サービスの充実に努める。

個別計画
関連計画

計画名称

第７期高齢者福祉計画・介護保険事業計画

計画期間

H 30 年度　～ R

040200

関連部課名

１．施策概要

めざす
目的成果

介護保険制度を適切に運用するほか、福祉サービスを活用することにより、高齢者の自立生活が支援され
ている。

施策評価シート（対象：R2年度実施施策）

施策名 自立のためのサービスの確立 総合計画コード 222

部名 福祉部 主管課名 長寿はつらつ課 主管課部課コード

Ｒ3年度(2021年度）評価



　D ニーズ及び解決すべき課題は減少する方向にある

　E ニーズ及び解決すべき課題は大きく減少する方向にある

1

2

3

4

5

　6事業以上の事務事業の位置付けがあるため、別紙に記載

審議会等の
第三者機関

の評価（意見）

部長の意見

第8期計画の位置づけのとおり、地域共生社会の実現を視野にいて、地域包括ケアシステムの確立を目指し、
高齢者支援の重要な要である、地域包括支援センターの機能強化をすすめる。
人員体制の強化から始め、圏域を見直し、基幹型地域包括支援センターの設置の検討を行う。
また、介護保険の各種サービスと一般施策も併せて、効果的に高齢者の自立を支援できるよう各種施策を推進
する。

計　（単位：千円） 0 0 ― ― ―

　

　

　

　

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

　

行政と市民の
役割分担

　Ⅰ 行政の関与（役割）を拡大 　Ⅱ 行政・市民の関与（役割）バランスを維持 　Ⅲ 市民の関与（役割）を拡大

（説明）
住民が、住み慣れた地域で可能な限り暮らし続けるために、介護が必要な状態となっても、地域生活に必要な支援として、例
えばゴミ出しの支援など、その資源の発掘・育成を進めるために、地域住民が主体となる第2層協議体と行政の連携は、ます
ます重要と考える。
また、在宅医療と介護の連携の具体化に向け、市民ニーズに基づき関係者と連携を図り、事業展開を行う必要がある。

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

４．今後の展開方針〔部としての判断〕

施策の方向性

 〔複数選択可〕 重点化 内容の見直し

（説明）
地域の実情に応じ、介護認定を受けている方も、受けていない方も、高齢者一人一人が、その方にとって自立し
た生活となるよう、介護サービスの効果的活用、地域における医療・介護の連携した支援のほか、住民主体の生
活支援や介護予防などの様々な地域資源の活用も含む、一体的な支援の提供体制を構築し、いつまでも安心
して暮らしていくため地域包括ケアシステムの確立を目指す。
その要となり推進する役割をもつ地域包括支援センターの機能強化を図っていく。

必要性

（ニーズは
今後どう変化

するか）

　A ニーズ及び解決すべき課題は大きく増加する方向にある

　B ニーズ及び解決すべき課題は増加する方向にある

　C ニーズ及び解決すべき課題は現状と変わらない

（説明）
今後も、75歳以上の後期高齢者の増加が続き、かつ、一人暮らしなど高齢者のみの世帯の増加も予想され、
介護サービスの必要性のみならず、地域における助け合いなど、様々な支援を必要とする高齢者の増加が
見込まれる。
そのため、複雑多様化する生活課題を持ちながら、その方らしく、住み慣れた地域で、可能な限り暮していたい
と願う多くの高齢者への対応が求められる。

施策を
進める上での
問題点・課題

（説明）
・高齢者の多様なニーズに対し、画一的な基準の介護サービスだけでなく、地域にある様々な資源（住民主体の活動など）へ
の参加の他、助け合いによるサービスの創設など、実態に即した支援の提供が課題である。
また、複雑多様化する高齢者のニーズへ、総合的に支援する地域包括支援センターの機能強化は重要な課題である。
今後も介護給付のサービス利用者の増加が見込まれることで、第8期以降も65歳以上の高齢者が負担する
介護保険料の増加が見込まれる。

３．施策の分析

達成度

（目標の
達成状況は

どうか）

　A 目標・計画を大幅に上回る成果があがっている（5点）  D 目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった（2点）

　B 目標・計画を十分に上回る成果があがっている（4点）  E 目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった（1点）

　C 目標・計画どおりに成果があがっている（3点）

（説明）
高齢者の身近な地域で、たとえ介護が必要な状態であっても、その方にとって豊かな自立生活を支援し、
地域包括ケアを推進するために、適切な介護保険サービスに結びつけるほか、介護保険サービス外の
一般福祉サービスの提供や、地域包括支援センターにおける高齢者の総合相談などを実施した。



（説明）

3,294 4,308 5,707 6,799 6,850

②

実績（見込）

①

認知症サポーター人数

人

2,300 2,600 2,900 3,200 3,500

（説明）
認知症サポーター養成講座を受
講し、認知症サポーターとなった
人

前期基本計画目標
R2年度（2020年度）

目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画
指標名
（説明）

単
位

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度
（2019年度）

実績 実績 実績 実績

61,867 60,309 59,400 65,436 61,613

徘徊高齢者声かけ訓練を、学生の参加のほか市内企業の代表者の参加を得て市役所で実施し、高齢者と
地域とのつながりを支援する予定であったが、新型コロナウイルス感染症対策のため中止した。

自然・環境に
恵まれたまち

総コスト
（事業費＋人件費）

単位：千円
（決算）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度（2019年度） R2年度（2020年度）

年度

２．実施結果

Ｒ2年度の
施策の実施内容

・介護保険サービスの上乗せ支援として、高齢者の住環境改善のため、手すりの取付や段差改修を行う場合、改修費用
の一部について補助を行った。（44人に補助　12月末現在）
・住宅に困窮している高齢者に対し高齢者住宅の貸与を行うほか、転居した場合、家賃の一部を助成した。
・ひとり暮らし等の高齢者に対し、安心見守り及び緊急通報システムの設置を行った（計４68台　12月末現在）
・認知機能の低下などにより判断能力が十分でなく親族の支援が認められない方の権利を守るため、成年後見制度の
利用支援として、市長申立てを行った（6件　１月末現在）
・認知症サポーター養成講座を、依頼のあった団体に対して実施したが、企業や学校などの定期的な開催は、新型コロ
ナウイルス感染症対策のため中止した。
・認知症予防を含めた、認知症状の状態に応じたケアガイドブックについては、配布先を市内の医療機関などのほか
に、了承を得られたショッピングセンターやコンビニエンスストア、金融機関等に範囲を拡大して配置している。

Ｒ2年度の
基本概念（コンセ
プト）の実施内容

安全・安心な
まち

緊急通報システムなどの設置のほか、配食サービス、乳酸飲料配付サービスを通じ、高
齢者の安否確認を行った。

子育てが
しやすいまち

小学校・中学校・放課後児童クラブで、小中学生向けの認知症サポーター養成講座を実施し、子
どもの社会参加を促すことを予定していたが、新型コロナウイルス感染症対策のため中止した。

つながりのある
元気なまち

H 年度　～ H

2 年度

R 年度　～ R 年度

施策概要
高齢者住宅の提供、住宅改善費の助成等を行い、住環境の安定化を図る。
緊急通報システムの活用や民間企業・地域住民との連携により見守り・支えあえる体制づくりを推進する。
認知症施策の推進や成年後見制度の活用を促進するなど、高齢者の権利擁護に努める。

個別計画
関連計画

計画名称

第７期高齢者福祉計画・介護保険事業計画

計画期間

H 30 年度　～ R

040200

関連部課名 福祉部（福祉相談課）

１．施策概要

めざす
目的成果

高齢者が住み慣れた地域で、安心して尊厳のある生活を送ることができるようになっている。

施策評価シート（対象：R2年度実施施策）

施策名 安全・安心な生活ができる環境の整備 総合計画コード 223

部名 福祉部 主管課名 長寿はつらつ課 主管課部課コード

Ｒ3年度(2021年度）評価



　D ニーズ及び解決すべき課題は減少する方向にある

　E ニーズ及び解決すべき課題は大きく減少する方向にある

1

2

3

4

5

　6事業以上の事務事業の位置付けがあるため、別紙に記載

審議会等の
第三者機関

の評価（意見）

部長の意見

第8期計画の位置づけのとおり、様々ある見守り事業については、効果的な見守りシステムとなるよう、
高齢者の実態に即し見直しを行う。
あわせて、高齢者実態調査を活用し、支援の必要な方を適切に支援できるよう努めていくとともに、
避難行動要支援者台帳の個別支援計画の整備もすすめていく。

計　（単位：千円） 65,436 61,613 ― ― ―

高齢者自立生活支援事業 － － 4 4 現状のまま

養護老人ホーム等入所事業 4,929 5,941 3 3 現状のまま

高齢者住宅支援事業 33,755 28,388 4 4 現状のまま

民生委員児童委員活動事業 － － 5 5 現状のまま

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

安心見守り支援事業 26,752 27,284 4 5 現状のまま

行政と市民の
役割分担

　Ⅰ 行政の関与（役割）を拡大 　Ⅱ 行政・市民の関与（役割）バランスを維持 　Ⅲ 市民の関与（役割）を拡大

（説明）
高齢者が、住み慣れた地域で安心して生活を送るためには、地域の目としての見守り支援と、機器を活用した
見守りシステムの展開を、今後も地域と行政が行う事業とが連動して、一体的な見守りネットワークとなるよう
構築していくことが重要である。

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

４．今後の展開方針〔部としての判断〕

施策の方向性

 〔複数選択可〕 重点化 内容の見直し

（説明）
高齢者実態調査を活用して、見守りが必要な高齢者を把握すると共に、具体的な支援へつなげていくよう、
仕組みを構築していく。
また、緊急通報のシステムなど機械を活用した見守りと、認知症サポーターや見守り協定締結企業による見守り
支援など効果的な機器を活用した見守りシステムと、地域関係者にる顔を見ての見守り支援など、行政や地域
包括支援センター及び警察などの関係機関とも協議を重ね、高齢者の見守り支援あり方を再構築する。

必要性

（ニーズは
今後どう変化

するか）

　A ニーズ及び解決すべき課題は大きく増加する方向にある

　B ニーズ及び解決すべき課題は増加する方向にある

　C ニーズ及び解決すべき課題は現状と変わらない

（説明）
高齢者の増加、特にひとり暮らしや高齢者のみ世帯の増加もあり、見守り事業の需要は拡大すると思われる。
さらに、認知症高齢者や、住宅に困窮する高齢者も増加すると見込まれる。
また、コロナ禍で外出機会が減り閉じこもり傾向からくる、孤独死などの影響もあるため、
その対応の増加も懸念される。

施策を
進める上での
問題点・課題

（説明）
地域で、見守りが必要と思われる高齢者については、その方の状況により、見守り支援の方法は異なる
ところであり、見守りシステムを活用している方や、配食サービスなど訪問による見守り支援などの他、
認知症サポーターや、見守り協定締結企業などの見守りと、様々なスタイルの見守り事業が活用されている。
これらの様々な見守り事業については、当市の高齢者の実態に即した効率的・効果的な見守り事業へ見直す必要がある。
さらに、見守り支援などの必要性と併せて避難行動要支援者台帳の登録も推進していく。

３．施策の分析

達成度

（目標の
達成状況は

どうか）

　A 目標・計画を大幅に上回る成果があがっている（5点）  D 目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった（2点）

　B 目標・計画を十分に上回る成果があがっている（4点）  E 目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった（1点）

　C 目標・計画どおりに成果があがっている（3点）

（説明）
認知症サポーターの人数については、目標を達成できてはいる。
平成２８年度より第一中学校３年生全クラスで、平成２９年度からは第十小学校４年生全クラスで、令和元年度は
第２小学校４年生全クラスで、実施したことにより、目標を大きく上回るペースでサポーターを養成することができ
ていたが、令和２年度は新型コロナ感染症対策のため、例年並みの成果をあげることができなかった。
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計　（単位：千円） 0 0 ― ― ―

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

040200

関連部課名 福祉部（福祉相談課）

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

施策評価シート　【別紙】 施策を構成する事務事業の次年度の方向性

施策名 安全・安心な生活ができる環境の整備 総合計画コード 223

部名 福祉部 主管課名 長寿はつらつ課 主管課部課コード



3 3 3

（説明）障害のある人が成年後見制度
を利用する際、身寄りがいない場合等
に市長が成年後見申立てを行い、手数
料を助成した年間の件数

1 1 2 3 3

75 88 85 82 52

②

成年後見制度利用手数料
利用件数

件

2 2

実績（見込）

①

障害に関する啓発・広報活
動件数

件

55 56 58 58 60

（説明）障害に関する啓発・広報活
動として、広報あさかに障害福祉
に関する制度やイベント等の情報
を掲載した年間の件数

前期基本計画目標
R2年度（2020年度）

目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画
指標名
（説明）

単
位

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度
（2019年度）

実績 実績 実績 実績

2,175,199 2,476,494 2,683,721 2,838,985 3,508,273

スポーツ・レクリエーションの集いやふれあいスポーツ大会等を通して、障害のある人の社会参加を促進する
とともに、障害や障害のある人に対する理解の促進が図られた。

自然・環境に
恵まれたまち

－

総コスト
（事業費＋人件費）

単位：千円
（決算）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度（2019年度） R2年度（2020年度）

年度

２．実施結果

Ｒ2年度の
施策の実施内容

・12月の障害者週間（令和2年12月3日～9日）に、啓発事業（地域活動支援センター「ぱれっと」「れすと」「レモンの木」の活動内容の
展示）を図書館において実施した。
・市民ホールにおいて障害福祉施設自主製作品展示販売会を実施した。（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、4月～7月及
び1月～2月は中止）
・障害者プラン推進委員会を年4回開催した。
・障害者自立支援協議会を年1回開催した。また、医療的ケア児に係る専門部会、権利擁護に係る専門部会、地域生活支援拠点に
係る専門部会を各1回開催した。
・成年後見制度の市長申立てに係る利用手数料の助成及び市長申立てを3件行った。
・職員を対象とした障害者差別解消法及び朝霞市日本手話言語条例に係る職員研修を実施した。

Ｒ2年度の
基本概念（コンセ
プト）の実施内容

安全・安心な
まち

障害のある人が住み慣れた地域で安心して生活することができるよう、障害福祉サービスや制度に関する周
知を行うとともに、市民に対して、障害や障害のある人への理解を促進するための取り組みを行った。

子育てが
しやすいまち

－

つながりのある
元気なまち

H 年度　～ H

5 年度

第5期朝霞市障害福祉計画 H 30 年度　～ R 2 年度

施策概要

障害及び障害のある人についての理解を深めるため、広報あさか、市ホームページ、障害者週間などを活
用するほか、ふれあいスポーツ大会や障害福祉施設自主製作品展示販売などのイベントにより、障害のあ
る人とない人との交流の機会を広げる。また、障害のある人が、地域で安心して生活できるよう、成年後見制
度の活用や差別解消、障害者虐待防止など、権利擁護に関する取り組みを推進する。

個別計画
関連計画

計画名称

第5次朝霞市障害者プラン

計画期間

H 30 年度　～ R

040150

関連部課名 －

１．施策概要

めざす
目的成果

ノーマライゼーションの理念が普及し、障害及び障害のある人についての理解が促進されると共に、必要に
応じて権利擁護に関する制度が活用され障害のある人が地域で安心して生活できるよう、障害のある人もな
い人も共に暮らしやすいまちになっている。

施策評価シート（対象：R2年度実施施策）

施策名 共生社会の実現 総合計画コード 231

部名 福祉部 主管課名 障害福祉課 主管課部課コード

Ｒ3年度(2021年度）評価



　D ニーズ及び解決すべき課題は減少する方向にある

　E ニーズ及び解決すべき課題は大きく減少する方向にある

1

2

3

4

5

　6事業以上の事務事業の位置付けがあるため、別紙に記載

審議会等の
第三者機関

の評価（意見）

【障害者プラン推進委員会】
障害のある人の意思決定を支援できる人の育成や体制づくりが今後、重要になると思う。

部長の意見

・障害のある人に対する誤解や偏見等はなくなっていないと考えられるため、今後においても様々な機会や情報
媒体を通じて、社会的障壁を取り除く啓発活動を行っていくこと。
・第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画の進捗管理や評価を適切に行うこと。
・スポーツ・レクリエーション事業に関しては、オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、新たな事業展開
を検討すること。

計　（単位：千円） 0 0 ― ― ―

　

　

　

　

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

　

行政と市民の
役割分担

　Ⅰ 行政の関与（役割）を拡大 　Ⅱ 行政・市民の関与（役割）バランスを維持 　Ⅲ 市民の関与（役割）を拡大

（説明）
障害や障害のある人に関する理解を深めるためには、障害のある人とない人とが触れ合い、様々な場面で共に
活動できることが効果的と考えられることから、触れ合える場面を数多く作っていく必要がある。また、関係団体
の諸活動を通して、障害のない人に障害のある人への理解が深まるよう周知を行っていく。

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

４．今後の展開方針〔部としての判断〕

施策の方向性

 〔複数選択可〕 重点化 内容の見直し

（説明）
関係団体や県等の関係機関と連携を図りながら、障害のある人とない人が共に暮らすことのできる地域づくりを
目指し、交流を深めることができるよう様々な行事やメディアを通して啓発、広報を実施していく。また、障害のあ
る人の日常生活に直結する福祉タクシー利用券や自動車燃料費補助、紙おむつの支給などについては、社会
情勢や他の自治体の動向を注視しながら限られた予算の中で実施していく。

必要性

（ニーズは
今後どう変化

するか）

　A ニーズ及び解決すべき課題は大きく増加する方向にある

　B ニーズ及び解決すべき課題は増加する方向にある

　C ニーズ及び解決すべき課題は現状と変わらない

（説明）
障害のある人は年々増加傾向にあり、また、障害の特性もさまざまであることから、継続的に市民に対し、広く障
害や障害のある人に関する周知、啓発を行っていく必要がある。
また、障害のある人も高齢化しており、それと共に障害のある人を抱える家族も高齢化していることから、成年後
見制度に関する適切な情報提供を継続して行う必要がある。

施策を
進める上での
問題点・課題

（説明）
ノーマライゼーションの理念の普及に関しては、広報あさかや市のホームページを活用することだけにとどまらず、より効果的
な方法で実施する必要がある。
障害のある人とない人の相互交流を促進するため、各事業の内容を充実させ、更なる参加促進を図る必要がある。
障害者虐待防止センター、障害者差別解消法に係る相談窓口、成年後見市長申立てなど、市が主体となって実施する支援
について、更なる周知及び体制整備を行う必要がある。

３．施策の分析

達成度

（目標の
達成状況は

どうか）

　A 目標・計画を大幅に上回る成果があがっている（5点）  D 目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった（2点）

　B 目標・計画を十分に上回る成果があがっている（4点）  E 目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった（1点）

　C 目標・計画どおりに成果があがっている（3点）

（説明）
障害のある人が安全で安心した生活を送ることのできる地域社会の実現にはノーマライゼーションの理念を広く普及させるこ
とが必要であることから、広報あさかや市のホームページを活用し、障害のある人への理解を深めるための周知啓発を行っ
た。なお、今年度については、広報あさかにおいて新型コロナウイルス感染症に関する情報提供が多く、障害福祉サービス
に関する情報提供を必要最小限で実施したため、目標を下回る結果となった。
成年後見制度が必要と思われる当事者に対しては適切な情報提供を行うとともに、身寄りのない障害のある人について、市
長申立てを行った。
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計　（単位：千円） 2,838,985 3,508,273 ― ― ―

障害者生活支援事業 2,074,803 2,729,327 4 4 現状のまま

障害者医療・手当給付事業 662,759 656,823 4 4 現状のまま

障害者スポーツ・レクリエーション事業 4,671 838 4 4 現状のまま

障害福祉助成事業 58,168 57,996 4 4 現状のまま

障害者プラン・障害福祉計画推進事業 12,983 19,374 4 4 縮小

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

障害福祉総務事務事業 25,601 43,915 4 4 現状のまま

040150

関連部課名 －

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

施策評価シート　【別紙】 施策を構成する事務事業の次年度の方向性

施策名 共生社会の実現 総合計画コード 231

部名 福祉部 主管課名 障害福祉課 主管課部課コード



施策評価シート（対象：R2年度実施施策）

施策名 地域における自立生活支援 総合計画コード 232

部名 福祉部 主管課名 障害福祉課 主管課部課コード 040150

関連部課名 こども・健康部（健康づくり課）、学校教育部（教育指導課）

１．施策概要

めざす
目的成果

障害のある人に対し、適切な障害福祉サービスや地域生活支援事業の提供、各種補助などの経済的支援
を行うほか、ライフステージの各段階に応じた相談や情報提供の充実を図ることにより、障害のある人が地
域において自立した生活を営むことができるようになっている。

施策概要

障害のある人のライフステージに応じた各種相談や情報提供に努め、適切な障害福祉サービスの支給決定
や地域生活支援事業の提供、各種補助や手当などの経済的支援を行う。また、意思疎通、意思伝達に支
障がある人に対し、手話通訳者等の派遣と養成を行うほか、補装具や日常生活用具の支給、コミュニケー
ションボード等の活用により、意思疎通の円滑化を図る。

個別計画
関連計画

計画名称

第5次朝霞市障害者プラン

計画期間

H 30 年度　～ R 5 年度

第5期朝霞市障害福祉計画 H 30 年度　～ R 2 年度

H 年度　～ H 年度

２．実施結果

Ｒ2年度の
施策の実施内容

・指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所の変更指定を行った。
・障害支援区分認定の審査、それに伴う調査を行った。
・朝霞地区一部組合が運営する障害者支援施設、朝霞地区福祉会が運営する児童発達支援センター、生活介護施設
等の運営費の負担を行った。
・重度心身障害者医療費の給付、特別障害者手当の支給などを行い、障害のある人の経済的負担の軽減を図った。
・障害福祉団体に補助金を交付することで、活動を支援し、運営の安定を図った。また、障害のある人の経済的負担の
軽減を図り、自立を支援するため、自動車運転免許取得費補助、福祉タクシー利用券・バス鉄道共通カード・自動車燃
料費の助成等を行った。
・障害者総合支援法に定める、手話通訳者等の派遣や日常生活用具の給付等の地域生活支援事業を実施した。また、
障害福祉サービス等の支給決定及び介護給付・訓練等給付費の支出を行った。

Ｒ2年度の
基本概念（コンセ
プト）の実施内容

安全・安心な
まち

障害のある人の安心安全な生活を支援するため、各種施策を実施した。

子育てが
しやすいまち

幼稚園及び小中学校における巡回相談等を実施した。

つながりのある
元気なまち

障害のある人に対する生活支援及び経済的支援を実施した。

自然・環境に
恵まれたまち

－

総コスト
（事業費＋人件費）

単位：千円
（決算）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度（2019年度） R2年度（2020年度）

444,184 470,576 471,868 462,092 487,962

指標名
（説明）

単
位

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度
（2019年度）

実績 実績 実績 実績

前期基本計画目標
R2年度（2020年度）

目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画

実績（見込）

①

障害福祉サービス等の利
用件数

件

10,100 10,300 10,500 10,700 10,900

（説明）
障害福祉サービスなどの年間利
用件数（のべ） 12,661 16,156 16,201 17,279 17,968

②

手話通訳者派遣件数

件

530 540 560 580 600

（説明）
朝霞市社会福祉協議会に委託して実
施している手話通訳者派遣事業におけ
る手話通訳者の年間派遣件数。

551 599 546 603 413

Ｒ3年度(2021年度）評価



　D ニーズ及び解決すべき課題は減少する方向にある

　E ニーズ及び解決すべき課題は大きく減少する方向にある

1

2

3

4

5

３．施策の分析

達成度

（目標の
達成状況は

どうか）

　A 目標・計画を大幅に上回る成果があがっている（5点）  D 目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった（2点）

　B 目標・計画を十分に上回る成果があがっている（4点）  E 目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった（1点）

　C 目標・計画どおりに成果があがっている（3点）

（説明）
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等については、計画当初の見込を大幅に上回る利用件数となっ
ている。
しかしながら、手話通訳者派遣件数については、新型コロナウイルス感染症の影響により昨年度と比較して大幅
に減少する結果となった。一方、市役所障害福祉課の設置手話通訳者の対応件数は増加しており、いずれも法
令等の整備により制度が周知されてきた結果と考えられ、必要な方に対し、障害福祉に関する各種サービスの
提供などを遂行することができた。

必要性

（ニーズは
今後どう変化

するか）

　A ニーズ及び解決すべき課題は大きく増加する方向にある

　B ニーズ及び解決すべき課題は増加する方向にある

　C ニーズ及び解決すべき課題は現状と変わらない

（説明）
障害者総合支援法の周知・普及等により、障害福祉サービス等の需要は増加の一途をたどっている。障害福祉
サービスを利用するために必要な障害支援区分の認定や、指定特定相談支援事業所の指定、また、幼稚園や
学校等への巡回により、児童生徒の支援者に対し適切なアドバイスを実施する育み支援バーチャルセンター事
業など、いずれも必要性が高い事業である。

施策を
進める上での
問題点・課題

（説明）
指定特定相談支援事業所数は増加してきたが、相談支援専門員はまだ不足している状況である。指定事業所及び相談支
援専門員の増加に向けて各法人に働きかけを行うとともに、既存事業所に対する連絡協議会の開催などにより、質の向上を
図る必要がある。また、相談体制の要となる基幹相談支援センターの整備について、検討する必要がある。
利用者及び市内の各種事業所が増加する中で、障害特性やライフステージに合わせた適正なサービスが提供されるよう、地
域課題を検討する必要がある。

４．今後の展開方針〔部としての判断〕

施策の方向性

 〔複数選択可〕 重点化 内容の見直し

（説明）
障害者総合支援法の改正等に適切に対応していくとともに、障害のある人が、必要なサービスを適正に受けら
れるよう認定審査及びサービスの支給決定を実施する。
社会福祉協議会に委託し実施している手話通訳者等派遣事業については、登録手話通訳者を増加させていく
ことが課題であり、登録手話通訳者を養成するための方策を検討する。
コミュニケーションに支障がある人に対する支援の方法について検討する。

行政と市民の
役割分担

　Ⅰ 行政の関与（役割）を拡大 　Ⅱ 行政・市民の関与（役割）バランスを維持 　Ⅲ 市民の関与（役割）を拡大

（説明）
障害者支援施設の運営費を負担し、運営の安定を図る。医療費の給付や手当の支給により障害のある人の経
済的負担の軽減を図る。障害福祉団体に補助金を交付し運営の安定を図る。自立を支援するため、福祉タク
シー利用券・バス鉄道共通カード・自動車燃料費などを助成し、経済的負担の軽減を図る。障害福祉サービス
等の実施に係る介護給付・訓練等給付費負担金などを支出する。

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

　

　

　

　

―

　

　6事業以上の事務事業の位置付けがあるため、別紙に記載

審議会等の
第三者機関

の評価（意見）

【障害者自立支援協議会専門部会】
相談やサービスを利用していない方については、日ごろからサービスの利用を勧めたり、アセスメントや社会資
源の周知を行ったりするなど、介護者が不在となってケースが孤立することがないよう、普段からの予防策が必
要である。

部長の意見

障害のある人の自己決定権を尊重し、その意思決定の支援を行っていけるよう努め、必要とする障害福祉サー
ビスを提供することで、その自立と社会参加を図っていくこと。
併せて、適切なサービス等利用計画に基づいた障害福祉サービス等の支給決定を行い、介護給付・訓練等給
付費の適正化を図ること。

計　（単位：千円） 0 0 ― ―
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施策評価シート　【別紙】 施策を構成する事務事業の次年度の方向性

施策名 地域における自立生活支援 総合計画コード 232

部名 福祉部 主管課名 障害福祉課 主管課部課コード 040150

関連部課名 こども・健康部（健康づくり課）、学校教育部（教育指導課）

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

障害福祉総務事務事業 - - 4 4 現状のまま

障害福祉助成事業 - - 4 4 現状のまま

障害者生活支援事業 - - 4 4 現状のまま
育み支援バーチャルセンター事業（幼稚園巡回相談事業等） 16,346 18,126 4 4 現状のまま

朝霞地区一部事務組合負担事業（障害者支援施設） 19,560 21,423 4 4 現状のまま

朝霞地区福祉会負担事業 16,771 16,500 4 4 現状のまま

障害者施設等運営支援事業 408,639 431,137 4 4 現状のまま

育み支援バーチャルセンター事業（学校巡回相談事業等） 776 776 4 4 現状のまま

母子健康教育事業 - - 4 4 現状のまま

乳幼児健康診査事業 - - 4 4 現状のまま

母子訪問指導事業 - - 4 4 現状のまま

計　（単位：千円） 462,092 487,962 ― ― ―



125 130 135

（説明）
障害福祉サービス事業所（市の指定管理によ
り朝霞市社会福祉協議会が運営するはあとぴ
あ及び障害者ふれあいセンター）の実利用人
数。

98 113 116 109 113

32 41 47 41 21

②

障害福祉サービス事業所（市内で
市の指定管理により運営する２箇
所）の実利用人数

人

110 120

実績（見込）

①

就労支援センターの利用に
よる年間就職者数

人

35 30 23 23 23

（説明）
就労支援センターを利用している障害
のある人のうち、就職に至った年間人
数。

前期基本計画目標
R2年度（2020年度）

目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画
指標名
（説明）

単
位

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度
（2019年度）

実績 実績 実績 実績

0 0 0 0 0

ハローワークなどと連携し、障害のある人の就労支援を実施した。

自然・環境に
恵まれたまち

－

総コスト
（事業費＋人件費）

単位：千円
（決算）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度（2019年度） R2年度（2020年度）

年度

２．実施結果

Ｒ2年度の
施策の実施内容

・社会福祉協議会を指定管理者として、障害福祉サービス事業所2箇所、指定特定相談支援事業所2箇所、障害者就労
支援センターを運営し、一般企業での就労が困難な障害のある方に対して就労や生産活動の機会を提供するとともに、
常に介護を要する人に対して介護や創作的活動の機会などを提供し、障害福祉サービスの利用に必要なサービス等利
用計画を作成を通じて就労支援と生活支援を総合的に行い、一般就労の促進を図りながら自立と社会参加を促進し
た。
・NPO法人が運営する地域活動支援センター3施設に対し運営費補助を行った。
・通常学級における特別な支援を必要とする児童生徒に対し、支援員による支援を実施した。

Ｒ2年度の
基本概念（コンセ
プト）の実施内容

安全・安心な
まち

障害のある人の自立と社会参加を促進するための支援を実施した。

子育てが
しやすいまち

通常学級における特別な支援を必要とする児童生徒に対し、支援員を小・中学校に派
遣して支援を実施した。

つながりのある
元気なまち

H 年度　～ H

5 年度

第5期朝霞市障害福祉計画 H 30 年度　～ R 2 年度

施策概要

就労支援センターやハローワーク、特別支援学校との日頃からの連携や会議への参加等により、障害のあ
る人の一般就労を促進する。一般就労が困難な人が利用する福祉的就労施設である障害者多機能型施設
や、日中活動の場である地域活動支援センターを市が指定管理者を指定して運営するほか、日中活動の
場としてＮＰＯ法人が運営する地域活動支援センターに運営費補助を行う。

個別計画
関連計画

計画名称

第5次朝霞市障害者プラン

計画期間

H 30 年度　～ R

040150

関連部課名 学校教育部（教育指導課）

１．施策概要

めざす
目的成果

朝霞市障害者就労支援センターやハローワークなどとの連携を密にし、障害のある人の就労を促進したり、
一般就労が困難な人に対しては、福祉的就労施設（障害者多機能型施設）や日中活動施設（地域活動支
援センター）等の充実、情報提供に努める。

施策評価シート（対象：R2年度実施施策）

施策名 自立した社会生活・就労支援 総合計画コード 233

部名 福祉部 主管課名 障害福祉課 主管課部課コード

Ｒ3年度(2021年度）評価



　D ニーズ及び解決すべき課題は減少する方向にある

　E ニーズ及び解決すべき課題は大きく減少する方向にある

1

2

3

4

5

　6事業以上の事務事業の位置付けがあるため、別紙に記載

審議会等の
第三者機関

の評価（意見）

【外部評価委員会】
心身の障害をお持ちの方への就労支援を充実させてほしい。
【総合計画審議会】
障害のある方の雇用について、一般就労だけではなく、福祉的就労も考えていく必要があるのではないか。

部長の意見

・指定管理事業に関しては、適切なサービスが提供されるよう、指定管理者への指導に努めること。
・障害のある人の雇用を促進するため、障害者就労支援センター等において関係機関と密な連携を図り、就労
支援を行うこと、また、障害のある人が地域の中で安心して生活を送るために、日中活動の場の充実やコミュニ
ケーション支援の充実に努めること。

計　（単位：千円） 0 0 ― ― ―

　

特別支援教育事業 - - 4 5 拡大

障害者施設等運営支援事業 - - 4 4 現状のまま

障害者生活支援事業 - - 4 4 現状のまま

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

障害福祉助成事業 - - 4 4 現状のまま

行政と市民の
役割分担

　Ⅰ 行政の関与（役割）を拡大 　Ⅱ 行政・市民の関与（役割）バランスを維持 　Ⅲ 市民の関与（役割）を拡大

（説明）
障害のある人の自立を促すための取り組みとして、国は法定雇用率を設定しているものの障害者理解、障害の
ある人への配慮等がなされた社会の実現には至っていないことから、市が積極的に障害者理解を促進するため
の取り組みを実施していく必要がある。

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

４．今後の展開方針〔部としての判断〕

施策の方向性

 〔複数選択可〕 重点化 内容の見直し

（説明）
障害のある人の自立を促すための取り組みとして、国は法令により法定雇用率を設定している。国の今後の法
令改正の動向に注視し、さらに障害者就労支援センターは、ハローワークや就労移行支援事業所等の関係機
関と連携を促進する必要がある。

必要性

（ニーズは
今後どう変化

するか）

　A ニーズ及び解決すべき課題は大きく増加する方向にある

　B ニーズ及び解決すべき課題は増加する方向にある

　C ニーズ及び解決すべき課題は現状と変わらない

（説明）
精神障害のある人が増加していることや、障害者総合支援法、障害者雇用制度の改正等により、障害者就労支
援センタ―による支援は継続して求められているが、さまざまな就労支援サービスが創設される中で、その役割
を検討する必要がある。
また、市が実施する障害福祉サービス事業所については、重度の障害のある方が利用できる事業所としての
ニーズが引き続き存在している。

施策を
進める上での
問題点・課題

（説明）
福祉的就労施設や日中活動施設の確保の継続及びこれらの施設の情報を配布物やホームページ等で情報提
供するなど、就労支援を充実させる必要がある。
就労定着支援など新たな障害福祉サービスが創設され、また、市内に各種就労支援事業所が増加する中で、こ
れらや関係機関と連携を行い、適切な就労支援につなげるため、障害者就労支援センターの役割を見直す必
要がある。

３．施策の分析

達成度

（目標の
達成状況は

どうか）

　A 目標・計画を大幅に上回る成果があがっている（5点）  D 目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった（2点）

　B 目標・計画を十分に上回る成果があがっている（4点）  E 目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった（1点）

　C 目標・計画どおりに成果があがっている（3点）

（説明）
就労支援センターの利用による年間就職者数は、新型コロナウイルス感染症の影響による求人の減少や就職活動
の自粛に伴い、前年度実績を下回った。なお、法定サービスである就労移行支援事業の利用が進み、就労支援セ
ンターを利用せずに、就労移行支援事業所から就職に至る方も増えており、就職者数は減少傾向にある。
また、市が実施する障害福祉サービス事業所の実利用人数についても、目標を達成しなかった。これについては、
特別支援学校の卒業生等の利用を見込んでいたが、卒業生に市民が少なかったほか、重度の障害者を多く受入れ
ているため、新たな利用者の受入れが難しい場合があることが要因と考えられる。
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計　（単位：千円） 0 0 ― ― ―

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

040150

関連部課名 学校教育部（教育指導課）

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

施策評価シート　【別紙】 施策を構成する事務事業の次年度の方向性

施策名 自立した社会生活・就労支援 総合計画コード 233

部名 福祉部 主管課名 障害福祉課 主管課部課コード



24 24 24

（説明）
補助金の交付対象となる地域
保健福祉の活動を行う団体数

20 20 20 21 22

13,360 13,400 12,241 12,856 12,000

②

市民団体への補助金交付
件数

件

24 24

実績（見込）

①

民生委員・児童委員の活動
日数

日

14,400 14,400 14,400 14,400 14,400

（説明）
民生委員・児童委員の活動す
る延べ日数

前期基本計画目標
R2年度（2020年度）

目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画
指標名
（説明）

単
位

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度
（2019年度）

実績 実績 実績 実績

303,822 276,896 299,150 307,332 324,736

地域福祉の振興事業を実施している各種地域団体に対し、事業費の一部を助成した。

自然・環境に
恵まれたまち

総合福祉センターの屋上に太陽光発電設備を設置し、環境に配慮した。

総コスト
（事業費＋人件費）

単位：千円
（決算）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度（2019年度） R2年度（2020年度）

年度

２．実施結果

Ｒ2年度の
施策の実施内容

・地域福祉推進の中心的な役割を担う社会福祉協議会の運営にかかる費用に対し補助金を交付した。
・地域福祉の担い手である民生委員児童委員の活動に対し補助金を交付するとともに、各地区民生委員児
童委員協議会で事例研究や情報交換を行った。
・民間の保育園等の運営改善等を図るため補助金を交付した。
・認知症などの高齢者等への適切な対応に向けて、成年後見制度の普及を図るため講座等を開催した。
・第４期地域福祉計画を策定するため、市民懇談会やパブリックコメントを実施した。

Ｒ2年度の
基本概念（コンセ
プト）の実施内容

安全・安心な
まち

地域福祉の担い手である民生委員児童委員の活動に対し、補助金を交付した。

子育てが
しやすいまち

民間の保育園等の運営改善等を図るため、補助金を交付した。

つながりのある
元気なまち

H 年度　～ H

2 年度

H 年度　～ H 年度

施策概要
地域におけるボランティアの掘りおこしや参加の促進などを支援するほか、様々な地域福祉の担い手の育
成やネットワーク化を進める。また、高齢者、障害のある人や子どもに適正な福祉サービスを提供していく。

個別計画
関連計画

計画名称

第３期朝霞市地域福祉計画

計画期間

H 28 年度　～ R

040100

関連部課名 福祉部（障害福祉課、長寿はつらつ課）、こども・健康部（保育課）

１．施策概要

めざす
目的成果

人と人との交流によって、わけ隔てなく必要な福祉サービスを受けながら、市民が地域でともに生きることが
できるまちづくりが図られる。

施策評価シート（対象：R2年度実施施策）

施策名 地域福祉の推進 総合計画コード 241

部名 福祉部 主管課名 福祉相談課 主管課部課コード

Ｒ3年度(2021年度）評価



　D ニーズ及び解決すべき課題は減少する方向にある

　E ニーズ及び解決すべき課題は大きく減少する方向にある

1

2

3

4

5

　6事業以上の事務事業の位置付けがあるため、別紙に記載

審議会等の
第三者機関

の評価（意見）

地域福祉計画推進委員会
「地域共生社会」を実現するには、地域住民が世代や分野を超えつながり、支え合うことができる仕掛けが必要
である。

部長の意見

「地域共生社会」の実現に向け、新たに策定した第４期地域福祉計画に基づき、社会福祉協議会や地域住民、
関係団体等と連携して地域福祉を推進していく。

計　（単位：千円） 0 0 ― ― ―

　

　

　

　

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

　

行政と市民の
役割分担

　Ⅰ 行政の関与（役割）を拡大 　Ⅱ 行政・市民の関与（役割）バランスを維持 　Ⅲ 市民の関与（役割）を拡大

（説明）
地域福祉を推進していくためには、行政だけでなく、地域住民や社会福祉関係者等の関わりを拡大していくこと
が必要である。なお、拡大にあたっては、支援体制の構築が必要になってくる。

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

４．今後の展開方針〔部としての判断〕

施策の方向性

 〔複数選択可〕 重点化 内容の見直し

（説明）
地域福祉計画をはじめ、高齢者、障害のある人、児童などの様々な計画を踏まえ、将来を見据えた新たな支援
体制の構築に努める。

必要性

（ニーズは
今後どう変化

するか）

　A ニーズ及び解決すべき課題は大きく増加する方向にある

　B ニーズ及び解決すべき課題は増加する方向にある

　C ニーズ及び解決すべき課題は現状と変わらない

（説明）
地域福祉を推進する上で、中心的な役割を担っている社会福祉協議会は、市の福祉施設の運営や福祉事業を
行うとともに、ボランティア育成など、地域福祉の課題に取り組んでおり、その必要性が高まっている。
民生委員児童委員の活動は、社会情勢の変化や少子高齢化の進展とともに、相談や見守り活動の需要が増え
るものと考えられる。
地域福祉を推進していくために、社会福祉事業者や市民団体を支援することが必要である。

施策を
進める上での
問題点・課題

（説明）
すべての人が地域で共に暮らし続けていくために、分野を超えた生活課題に関わる相談を包括的に受け止め、
支援していく新たな体制を構築する必要があり、そのために地域における担い手の育成が求められる。

３．施策の分析

達成度

（目標の
達成状況は

どうか）

　A 目標・計画を大幅に上回る成果があがっている（5点）  D 目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった（2点）

　B 目標・計画を十分に上回る成果があがっている（4点）  E 目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった（1点）

　C 目標・計画どおりに成果があがっている（3点）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、民生委員児童委員視察研修や一部の地区定例会が中止となった
が、活動費を補助することで、福祉活動の助長を図ることができた。
地域で自主的に活動する市民団体へ保健福祉活動事業費を補助することで、地域福祉の推進を図ることがで
きた。
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計　（単位：千円） 307,332 324,736 ― ― ―

高齢者自立生活支援事業 - - 5 5 現状のまま

放課後児童クラブ運営事業 - - 5 5 現状のまま

民間社会福祉施設整備費補助事業 - - 5 5 現状のまま

子ども・子育て支援事業 - - 5 5 現状のまま

保育園運営事業 - - 5 5 現状のまま

障害者生活支援事業 - - 5 5 現状のまま

総合福祉センター施設改修事業 12,558 12,274 5 5 R2で休止・廃止・終了

災害援護資金貸付事業 1,164 776 5 5 現状のまま

災害救助事業 2,981 2,378 5 5 現状のまま

総合福祉センター管理運営事業 131,249 130,689 5 5 現状のまま

社会福祉増進事業 110,500 130,528 5 5 現状のまま

地域福祉計画推進事業 17,476 19,706 5 5 現状のまま

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

民生委員児童委員活動事業 31,404 28,385 5 5 現状のまま

040100

関連部課名 福祉部（障害福祉課、長寿はつらつ課）、こども・健康部（保育課）

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

施策評価シート　【別紙】 施策を構成する事務事業の次年度の方向性

施策名 地域福祉の推進 総合計画コード 241

部名 福祉部 主管課名 福祉相談課 主管課部課コード



施策評価シート（対象：R2年度実施施策）

施策名 社会保障制度の運営 総合計画コード 242

部名 こども・健康部 主管課名 保険年金課 主管課部課コード 040500

関連部課名 福祉部（福祉相談課・生活援護課）、総務部（収納課）

１．施策概要

めざす
目的成果

・国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業が安定して円滑に運営されることにより、全ての加入者が安心して質の
高い医療を受けられる。また、国民年金加入者が制度を正しく理解することにより、適正な給付を受けられ健康的な生活
を営むことができている。
・生活困窮者に対し、必要な制度や補助など適切なサービスを提供することで、生活の安定と自立の促進が図られる。

施策概要

・保険給付や保険税賦課・徴収などの国民健康保険制度及び後期高齢者医療制度の円滑な運営に努めるとともに、特
定健康診査等により、市民の健康増進を図る。また、国民年金制度の広報啓発活動や、日本年金機構などの専門機関
と連携をとりながら加入促進や相談体制の充実を図る。
・生活困窮者などの相談に応じて、必要なサービスの情報を提供するとともに生活保護の適用や自立に向けた支援を行
う。

個別計画
関連計画

計画名称

第３期特定健康診査等実施計画

計画期間

H 30 年度　～ R 5 年度

第２期国民健康保険保健事業実施計画 H 30 年度　～ R 5 年度

第３期地域福祉計画 H 28 年度　～ R 5 年度

２．実施結果

Ｒ2年度の
施策の実施内容

・国保加入世帯数17,045世帯、被保険者数24,665人(Ｒ3.2月末現在）。国保税賦課件数30,245件(延べ)、資格異動処理12,533件、
被保険者証送付世帯数25,700世帯を実施。レセプト点検審査を386,402枚(見込み)を実施し、7,001,953千円(見込み)を給付。特定
健診受診者5,131人、人間ドック受診者964人に対する補助を実施した。
・後期高齢者被保険者数13,741人。納付書等発送枚数25,671件（延べ）、被保険者証送付15,034人を実施。健康診査受診者4,662
人、人間ドック受診者505人に対する補助を実施した。(Ｒ3.2月末現在）
・国民年金被保険者総数16,342人、免除制度･保険料納付特例制度利用者6,041人。パンフレット印刷･配付を150部、社会保険労務
士による予約による年金相談20回、49人を実施した。国民年金の諸届を3,686件受付し、進達を行った。(Ｒ3.2月末現在）
・生活保護の動向については、令和2年度当初、1,443世帯、1,803人に保護を保護を適用した。また、令和3年1月末時点で1,494世
帯、1,847人に保護を適用し、生活保護の相談件数は、令和3年1月末時点で延べ599件であった。
・高齢者の困りごと相談や生活困窮などの福祉にかかわる相談を実施した。令和2年度延べ相談件数2,245件(R3.1月末現在）

Ｒ2年度の
基本概念（コンセ
プト）の実施内容

安全・安心な
まち

人間ドックの受診や、特定健診の検査項目については国の基準以上とするなど保健事
業の充実に努めた。

子育てが
しやすいまち

子どもたちが健やかに育つために、出産育児一時金の支給や生活保護世帯の中・高
校生の希望する世帯に対して、学習支援を行った。

つながりのある
元気なまち

いつまでも住みなれた地域で暮らし続けるために、医療や経済的支援など社会保障制
度の充実について努めた。

自然・環境に
恵まれたまち

総コスト
（事業費＋人件費）

単位：千円
（決算）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度（2019年度） R2年度（2020年度）

19,065,279 18,996,903 17,035,782 17,415,796 31,569,131

指標名
（説明）

単
位

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度
（2019年度）

実績 実績 実績 実績

前期基本計画目標
R2年度（2020年度）

目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画

実績（見込）

①

特定健康診査受診率

％

56 60 45 48 51

（説明）
受診対象者（国保加入者で40歳
～74歳）のうち、特定健康診査を
受診した者の割合。

41.8 42.5 42.4 44.8 40.0

②

生活保護受給世帯数

世帯

1,420 1,470 1,520 1,570 1,620

（説明）
年度末における生活保護受給
世帯数。

1,419 1,464 1,459 1,443 1,500

Ｒ3年度(2021年度）評価



　D ニーズ及び解決すべき課題は減少する方向にある

　E ニーズ及び解決すべき課題は大きく減少する方向にある
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３．施策の分析

達成度

（目標の
達成状況は

どうか）

　A 目標・計画を大幅に上回る成果があがっている（5点）  D 目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった（2点）

　B 目標・計画を十分に上回る成果があがっている（4点）  E 目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった（1点）

　C 目標・計画どおりに成果があがっている（3点）

（説明）
・国保及び後期高齢者医療の被保険者は、いつでも安心して質の高い医療を受けることができている。財政運営は高齢化の
進展などにより厳しい状況だが、国、県、一般会計からの財政支援により安定して運営されている。
・年金に関する市民の関心は高い。国民年金制度について適正に、かつ、迅速に諸手続きが行われ、市で実施している社
労士を活用した年金相談等により制度に対する正しい理解が進んでいる。
・相談者に対し内容を把握したうえ適切な助言を行い、必要な方には就労支援や学習支援を行うとともに、生活保護の適用
などにより生活の安定を図ることができている。

必要性

（ニーズは
今後どう変化

するか）

　A ニーズ及び解決すべき課題は大きく増加する方向にある

　B ニーズ及び解決すべき課題は増加する方向にある

　C ニーズ及び解決すべき課題は現状と変わらない

（説明）
・一人当たりの医療費は高齢化や医療技術の高度化等により、今後も増加傾向にあることが予想される。また、
健康で快適な生活を求めるニーズは今後も続くものと思われる。
・国民年金制度に対する市民の関心は依然として高く、今後も制度の周知や年金相談等きめ細かな対応が必
要である。
・高齢社会により今後も相談件数は増加すると思われる。また、経済情勢によっては、生活保護受給世帯数につ
いても増加する傾向であると思われる。

施策を
進める上での
問題点・課題

（説明）
・国民健康保険制度は財政健全化のため、県が財政運営の主体を担う役割に制度変更が行われた。健全な財政運営及び医療費適正化
の観点からも疾病予防、健康増進などへの取り組みを充実させ、また、引き続き国などの動向を注視しながら事業運営を行う必要がある。
・制度改正が繰り返される年金制度や後期高齢者医療制度は、わかりやすい表現を使用し、加入者の正確な理解に努める必要がある。
・相談者の相談内容を的確に把握し、必要な支援につなげるよう、きめ細かな相談を継続していく必要がある。また、生活保護受給者へ
は、対応にあたる職員体制を充実していくことが不可欠である。
・複雑化・多様化する相談にも適切に対応できるような体制を整える必要がある。

４．今後の展開方針〔部としての判断〕

施策の方向性

 〔複数選択可〕 重点化 内容の見直し

（説明）
・国民健康保険の広域化により、財政運営の責任主体が県となるとともに事務の効率化、標準化を進めることとなる。オンライン資格確認シ
ステムの導入などについては適切に対応していく。また、国民健康保険及び後期高齢者医療加入者に対する医療費の動向を注視し、計
画的に事業に取り組むとともに医療費適正化の観点から特定健診・特定保健指導の一体的な運営など保健事業の充実を図っていく。
・年金制度や年金記録など、市民への相談事業やPRについては、きめ細かく対応する必要がある。
・生活保護法に基づいた適切な援護を行い、生活困窮者の生活の安定及び自立の助長を図るため、福祉の充実を図っていく。
・職員が適切な支援を行えるよう、福祉相談アドバイザーによる相談を実施する。

行政と市民の
役割分担

　Ⅰ 行政の関与（役割）を拡大 　Ⅱ 行政・市民の関与（役割）バランスを維持 　Ⅲ 市民の関与（役割）を拡大

（説明）
・国民健康保険及び後期高齢者医療加入者の健康づくりについては、特定健診・特定保健指導の実施のほか、市民と一体
になって健康づくりの機運を高める必要がある。
・年金事務に関しては、国及び年金機構と連携を密に図りながら市民の要望にこたえる必要がある。
・生活保護法及び生活困窮者自立支援法に基づき、行政が施策を行っていく。

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

　

　

　

　

―

　

　6事業以上の事務事業の位置付けがあるため、別紙に記載

審議会等の
第三者機関

の評価（意見）

【朝霞市国民健康保険運営協議会】
・国民健康保険税については、口座振替の促進の啓発に努めるなど引き続き収納率の向上に努めていただき
たい。
・特定健診のさらなる受診率向上のため、他の部署と連携するなどの方策を検討していただきたい。

部長の意見

・被保険者が、いつでも安心して必要な医療を受けることができるよう、国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者証の速やかな交付をするとともに、今後も迅速で正確な事務に取り
組む。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、保健事業のひとつである、「こくほの総合健康診査（集団検診）」の実施ができず、被保険者の受診率が伸び悩んでしまった。次年度以降につ
いては、新型コロナウイルスの感染状況を見据えて、実施の方向で取り組み、受診率の向上に向けてPRに努める。
・国保の広域化制度が開始されているが、市が担当する役割について、引き続き適正な事務を執行する。
・1号被保険者の産前産後期間の保険料免除や年金生活者支援給付金制度など、年金関連の新しい制度が施行されていることから、制度に関する理解を深めるため、一層の啓発活動
や相談事業に取り組む。
・生活保護制度は、国からの法定受託事務であり、憲法第25条の規定により保障された国民の権利である。そのため、生活保護受給者の自立を促すとともに、低所得者が生活保護の受
給に至らないように、生活困窮者へのきめ細かな相談・支援体制の充実に取り組む。

計　（単位：千円） 0 0 ― ―
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施策評価シート　【別紙】 施策を構成する事務事業の次年度の方向性

施策名 社会保障制度の運営 総合計画コード 242

部名 こども・健康部 主管課名 保険年金課 主管課部課コード 040500

関連部課名 福祉部（福祉相談課・生活援護課）、総務部（収納課）

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

国民健康保険税徴収事業 69,813 69,813 5 5 現状のまま

国民健康保険運営協議会運営事業 3,431 3,541 5 5 現状のまま

国民健康保険診療報酬明細書点検事業 34,155 41,409 4 4 現状のまま

国民健康保険医療費給付事業 7,038,646 6,998,756 5 5 現状のまま

出産育児一時金及び葬祭費支給事業 55,344 61,030 4 4 現状のまま

国民健康保険保健衛生普及事業 150,960 151,353 5 5 現状のまま

国民健康保険税賦課事業 34,306 36,643 5 5 現状のまま

国民健康保険被保険者の資格管理事業 75,612 91,144 5 5 現状のまま

国民健康保険事業費納付事業 3,679,793 3,318,819 5 5 現状のまま

埼玉県後期高齢者医療広域連合負担事業 918,864 957,778 4 4 現状のまま

後期高齢者医療健康診査等事業 93,306 100,622 5 5 現状のまま

後期高齢者医療保険料徴収事業 13,805 16,239 5 5 現状のまま

後期高齢者医療広域連合納付事業 1,278,555 1,370,437 4 4 現状のまま

後期高齢者医療保険料還付事業 5,315 7,191 4 4 現状のまま

後期高齢者医療運営事業 17,284 15,109 4 4 現状のまま

国民年金事業 24,164 24,654 3 3 現状のまま

生活保護事業 3,720,764 3,639,788 3 3 現状のまま

生活保護総務事務事業 175,482 185,917 5 5 現状のまま

福祉相談事業 26,197 58,760 5 5 現状のまま

特別定額給付金給付事業 0 14,411,076 ― ― R2で休止・廃止・終了

臨時特別定額給付金給付事業 0 9,052 ― ― R2で休止・廃止・終了

計　（単位：千円） 17,415,796 31,569,131 ― ― ―



施策評価シート（対象：R2年度実施施策）

施策名 やさしさに配慮した道づくり 総合計画コード 521

部名 都市建設部 主管課名 道路整備課 主管課部課コード 050400

関連部課名 市長公室（政策企画課）、都市建設部（まちづくり推進課）

１．施策概要

めざす
目的成果

歩道整備や道路改良等に加え、橋梁や舗装などの適切な維持管理を行うことにより、子どもや高齢者など
誰もが安全に、安心して快適に道路を利用できるまちを目指す。

施策概要
すべての人にやさしい交通環境の整備、環境及び景観に配慮した交通環境の整備及び歩行者空間の整
備。

個別計画
関連計画

計画名称

朝霞都市計画マスタープラン

計画期間

H 16 年度　～ R 7 年度

朝霞市道路整備基本計画 H 3 年度　～ R 10 年度

朝霞市オリンピック・パラリンピック競技大会支援計
画

H 30 年度　～ H 年度

２．実施結果

Ｒ2年度の
施策の実施内容

・老朽化した道路の改良や用地取得ができた箇所の歩道整備を実施した。
・内間木地区の浸水対策として水路の浚渫を継続して実施した。
・浸水対策として水路の清掃、排水機場の施設点検を適正に実施した。
・夜間における安全対策として、道路照明灯を設置するとともに、修繕が必要な個所について適切に対応し
た。
・朝霞駅東口・南口駅前広場及び北朝霞駅東口駅前広場の清掃等により適切な維持管理を実施した。
・街路樹等の選定、道路側溝の清掃・除草を適切に実施した。
・駅周辺の放置自転車の撤去を実施した。
・新入学児童への交通安全教育及び保育園児・幼稚園児を対象に交通ルールの指導を実施した。

Ｒ2年度の
基本概念（コンセ
プト）の実施内容

安全・安心な
まち

段差の少ない歩道整備や幹線道路の整備、雨水の排水改善、道路・橋梁の老朽化対
策を行った。

子育てが
しやすいまち

歩道整備に当たり、子どもや保護者の目線に立ち、歩きやすい歩行空間とした。

つながりのある
元気なまち

歩道整備に当たり、高齢者及び障害のある人などが歩きやすいユニバーサルデザイン
とした。

自然・環境に
恵まれたまち

歩道整備に当たり、透水性舗装とし雨水の循環に配慮した。

総コスト
（事業費＋人件費）

単位：千円
（決算）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度（2019年度） R2年度（2020年度）

217,945 193,734 527,040 577,976 226,049

指標名
（説明）

単
位

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度
（2019年度）

実績 実績 実績 実績

前期基本計画目標
R2年度（2020年度）

目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画

実績（見込）

①

歩道整備延長（累計）

ｍ

76,470 76,650 76,830 77,010 77,190

（説明）
拡幅予定路線の歩道整備 76,610 76,870 76,934 77,124 77,220

②
（説明）

Ｒ3年度(2021年度）評価



　D ニーズ及び解決すべき課題は減少する方向にある

　E ニーズ及び解決すべき課題は大きく減少する方向にある

1

2

3

4

5

３．施策の分析

達成度

（目標の
達成状況は

どうか）

　A 目標・計画を大幅に上回る成果があがっている（5点）  D 目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった（2点）

　B 目標・計画を十分に上回る成果があがっている（4点）  E 目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった（1点）

　C 目標・計画どおりに成果があがっている（3点）

（説明）
歩道の設置については、地権者の協力が得られた.岡１丁目地内市道８号線に３５メートル、膝折町５丁目地内市道１０号線に
３２メートル、根岸台４丁目地内市道９０号線に２９メートル設置することができた。また、水害対策として、上内間木地区の水路
浚渫や内間木排水機場の設備機器のオーバーホール等を実施した。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催に
向け、朝霞会場までの歩行ルートのバリアフリー化を実施した。さらに、道路の長寿命化の一環として、路面下空洞調査（二
次調査）を実施した箇所の対策工事を実施した。未就学児、児童及び生徒の緊急安全対策として、交差点における車止めの
設置等を行い、車両の侵入防止対策を実施した。

必要性

（ニーズは
今後どう変化

するか）

　A ニーズ及び解決すべき課題は大きく増加する方向にある

　B ニーズ及び解決すべき課題は増加する方向にある

　C ニーズ及び解決すべき課題は現状と変わらない

（説明）
歩行者が安全に、安心して通行できる道路環境を整備するため、引き続き歩行者の歩行空間の確保のための
歩道設置、道路改良を行っていく必要がある。また災害に強いまちづくりとして、集中豪雨時の雨水排水対策を
下水道課と連携して実施し、浸水被害の抑制と軽減を図る必要がある。
さらに、橋梁や舗装の老朽化対策を計画的に進めていく必要がある。

施策を
進める上での
問題点・課題

（説明）
歩道設置、道路改良を進めるための用地確保には地権者の協力が必要不可欠であるが、沿道の宅地化が進展
しており、用地取得が困難な状況となっている。また、用地取得や落橋防止対策など、橋梁・舗装の老朽化対策
を進めるには、財政負担が膨大となるため、財政上の課題もある。

４．今後の展開方針〔部としての判断〕

施策の方向性

 〔複数選択可〕 重点化 内容の見直し

（説明）
道路整備には多額の経費が必要であり、本市の財政状況を考慮すると、今後は、ますます整備に時間を要すことが想定され
る。
今後は、限られた財源中で効率的かつ効果的に道路の整備を進めるため、「朝霞市道路整備基本計画」に基づき、真に必
要な歩道整備や道路のバリアフリー化に集中し、その他の生活道路等については歩行者等に配慮した安全施設の充実を図
るなど、ハード整備中心からソフト面を強化する取組への転換が必要である。

行政と市民の
役割分担

　Ⅰ 行政の関与（役割）を拡大 　Ⅱ 行政・市民の関与（役割）バランスを維持 　Ⅲ 市民の関与（役割）を拡大

（説明）
道路整備は、道路管理者である行政の責務であり、地権者の協力を得らながら市が主体となって実施していく。
また、歩行者などに配慮したソフト面での施策やバリアフリー化を推進する際には、対象となる現場の状況に応
じて地域の方々や障害者団体等との施策の内容・方法等について連携・調整を図る。

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

　

　

　

　

―

　

　6事業以上の事務事業の位置付けがあるため、別紙に記載

審議会等の
第三者機関

の評価（意見）

【外部評価委員会からの所見】
・道路行政の仕組みと制約条件を説明した市民にもわかりやすい資料を調製し、市民に周知する手段を工夫してほしい。
・道路用地を取得する段階でセットバックなどの対策ができるように工夫してほしい。
・誰もが歩きやすい歩道の整備や生活道路の安全確保について市民満足度が低い。情報提供について工夫が必要である。市が対応でき
ることとできないことについて、かみ砕いて具体的に市民に伝わるように情報提供してほしい。

部長の意見

　市では、誰もが安全・安心で歩きやすい道路整備を行うため、関係地権者のご理解をいただきながら、「朝霞市道路整備基本計画」に基
づいて着実に整備し、さらに、市民が憩い、集える空間の整備を行うため、道路上のまちなかベンチ・ミニパークの設置やグリーンインフラ
の考え方を取り入れた整備を推進していく。また、近年多発しているゲリラ豪雨や台風による大雨のほか、大地震などによる被害を抑制す
るため、緊急輸送道路となる幹線道路の整備に加え、雨水排水の改善対策について下水道課と連携し、着実に推進していく。
　さらに、「朝霞市橋梁長寿命化計画」に基づいて定期点検を実施するとともに、点検結果に応じて改修工事を実施し、「朝霞市道舗装修
繕計画」における路面下空洞調査結果及び路面性状調査結果に基づき、道路の老朽化における改善対策を計画的に進める。

計　（単位：千円） 0 0 ― ―
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施策評価シート　【別紙】 施策を構成する事務事業の次年度の方向性

施策名 やさしさに配慮した道づくり 総合計画コード 521

部名 都市建設部 主管課名 道路整備課 主管課部課コード 050400

関連部課名 市長公室（政策企画課）、都市建設部（まちづくり推進課）

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

オリンピック・パラリンピック事業 - - 5 5 拡大

道路改良事業 137,102 16,043 5 5 現状のまま

歩道整備事業 19,617 15,188 5 5 現状のまま

道路用地取得事業 267,950 28,785 5 5 現状のまま

都市計画総務事業 - - 5 5 現状のまま

交通施策推進事業 - - 4 4 現状のまま

交通安全施設事業 - - 4 4 現状のまま

道路施設修繕事業 77,877 81,564 5 5 現状のまま

駅前広場管理事業 34,309 35,177 5 5 現状のまま

道路施設維持管理事業 24,727 29,740 5 5 現状のまま

道路台帳整備事業 16,394 19,552 5 5 現状のまま

交通安全啓発事業 - - 5 5 現状のまま

放置自転車対策事業 - - 4 4 現状のまま

計　（単位：千円） 577,976 226,049 ― ― ―



（説明）

47 53 53 54 54

②

実績（見込）

①

都市計画道路の整備率

％

55 55 56 57 57

（説明）
都市計画道路の整備率＝
都市計画道路整備済み延長／都
市計画決定されている総延長

前期基本計画目標
R2年度（2020年度）

目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画
指標名
（説明）

単
位

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度
（2019年度）

実績 実績 実績 実績

473,321 772,243 51,787 536,592 788,471

国道２５４号バイパスの建設促進を要望するとともに、都市計画道路の用地買収や幹線
道路の改修を行い、広域的な道路ネットワークの整備を推進した。

自然・環境に
恵まれたまち

道路整備などのインフラ整備の際に自然の恵みを賢く利用するグリーンインフラの考え
を取り入れるとともに、雨水浸透植樹帯の整備に努めた。

総コスト
（事業費＋人件費）

単位：千円
（決算）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度（2019年度） R2年度（2020年度）

年度

２．実施結果

Ｒ2年度の
施策の実施内容

・都市計画道路駅東通線及び岡通線の整備を推進した。
・市道の改良工事・舗装改修工事・舗装修繕工事を行った。
・埼玉県が施行する街路事業に負担金を負担した。
・街路用地の用地買収を行った。また、買収を推進するため、不動産鑑定、建物補償積算、測量業務などを行った。
・先行取得した街路用地に仮歩道、仮舗装の整備を行い、維持管理を実施した。
・国道２５４号バイパスの事業推進に向け、国や県に対して要望活動を行った。
・歩道築造工事、道路修繕工事、道路改良工事等を行った。
・都市計画審議会を開催した。
・平成３年３月に緊急輸送道路などの幹線道路における無電柱化計画を策定した。
・観音通線が開通し、周辺道路における交通量を調査するため、交通量調査を実施した。

Ｒ2年度の
基本概念（コンセ
プト）の実施内容

安全・安心な
まち

市道の道路拡幅整備を行うとともに、生活道路の安全対策として車両の進入抑制や速
度抑制を行うための交通安全対策工事を実施した。

子育てが
しやすいまち

道路整備基本計画に基づき、歩道整備や交通安全対策を実施するとともに、道路パト
ロールや道路修繕を適宜実施した。

つながりのある
元気なまち

H 年度　～ H

7 年度

朝霞市道路整備基本計画 R 1 年度　～ R 10 年度

施策概要

国道254号バイパスなどの広域幹線道路の効果的な整備について関係機関に働きかけるとともに、重要度の高い都市
計画道路などの市内幹線道路の整備を推進する。その際、歩行者の安全性と快適性を確保するため、歩車道の分離や
効果的な歩車共存の工夫、緑陰の形成などに努める。また、長期未整備都市計画道路について、社会情勢の変化や制
度改正などを踏まえ、その必要性や構造の適正さについて検証を行い、一部廃止などの見直しを行う。

個別計画
関連計画

計画名称

朝霞市都市計画マスタープラン

計画期間

H 16 年度　～ R

050100

関連部課名 都市建設部（道路整備課）

１．施策概要

めざす
目的成果

まちの骨格となる幹線道路網が整備され、本市と主要都市をつなぐ広域交通軸、市内の各地域をつなぐ地
域交通軸の交通が円滑になり、人・物・情報の交流、隣接都市との連携強化や市街地の土地利用の促進が
図られている。

施策評価シート（対象：R2年度実施施策）

施策名 まちの骨格となる道路づくり 総合計画コード 522

部名 都市建設部 主管課名 まちづくり推進課 主管課部課コード

Ｒ3年度(2021年度）評価



　D ニーズ及び解決すべき課題は減少する方向にある

　E ニーズ及び解決すべき課題は大きく減少する方向にある

1

2

3

4

5

　6事業以上の事務事業の位置付けがあるため、別紙に記載

審議会等の
第三者機関

の評価（意見）

・道路行政の仕組みと制約条件を説明した市民にも分かりやすい資料を調製し、市民に周知する手段を工夫し
てほしい。
・道路用地を取得する段階でセットバックなどの対策ができるように工夫してほしい。
・国道、県道、市道の指定の現状を示す路線地図をＨＰに掲載してはどうか。
（「人にやさしいまちへ」に関する所見より抜粋）

部長の意見

都市計画道路及び補助幹線となる市道は、本市と周辺市区、あるいは市内の各地域間をつなぐ道路交通ネットワー
クを形成する重要な都市基盤であり、整備効果などを踏まえ、計画的に整備を進めるとともに、自動車だけでなく、自
転車や歩行者も安全に安心して通行できる道路空間としていく必要がある。また、道路整備基本計画に基づき、時
機を捉えて歩道整備を推進するとともに、必要な交通安全対策を講じていく必要がある。
ウォーカブル推進都市として、ベンチや休憩施設の設置など、人中心の街路空間の形成について検討するとともに、
整備にあたってはグリーンインフラの考え方を取り入れていく必要がある。

計　（単位：千円） 0 0 ― ― ―

　

　

　

　

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

　

行政と市民の
役割分担

　Ⅰ 行政の関与（役割）を拡大 　Ⅱ 行政・市民の関与（役割）バランスを維持 　Ⅲ 市民の関与（役割）を拡大

（説明）
・市が都市計画道路や市内幹線道路の整備を主体的に行う。なお、道路幅員を拡幅する場合などは、それぞれ
の路線の整備計画が明らかになった段階で、地域住民や関係地権者等に適切な周知を図り合意形成に努めて
いく。

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

４．今後の展開方針〔部としての判断〕

施策の方向性

 〔複数選択可〕 重点化 内容の見直し

・道路整備全般では、道路整備基本計画などに基づき、効率的に整備を推進していく。
・都市計画道路は、事業認可を取得している駅東通線及び岡通線を優先して整備を行う。
・国道２５４号バイパスは、早期の全線開通に向けて、引き続き国、県に要望を行う。
・厳しい財政制約の中、選択と集中の観点から真に必要な歩道整備やバリアフリー化に集中し、その他の生活
道路は、歩行者に配慮した交通安全施設の充実を図るなど、ソフト面の対策を強化する。

必要性

（ニーズは
今後どう変化

するか）

　A ニーズ及び解決すべき課題は大きく増加する方向にある

　B ニーズ及び解決すべき課題は増加する方向にある

　C ニーズ及び解決すべき課題は現状と変わらない

・道路は市民生活に最も身近な公共インフラであるため、バリアフリー化や歩道整備など安心安全な歩行空間の
確保に取り組む必要がある。
・歩道整備には用地買収など多額の経費が必要で、相当の時間を費やすこととなるが、時間はかかるが歩行者
に配慮した交通安全対策の充実に努める必要がある。
・都市計画道路は、交通処理機能の増強だけでなく、都市内で連続した公共空間を提供し、火災の延焼を防止
する等の防災空間、緑地等による環境空間といつた多様な機能を担うことから、整備の推進が求められている。

施策を
進める上での
問題点・課題

（説明）
・厳しい財政制約の中、道路整備基本計画に基づき効率的に道路整備や歩道整備を推進する必要がある。
・橋梁や歩道橋などのインフラは一斉に老朽化しつつありるため、補修・補強・改修により長寿命化を計画的に
進め、維持管理費などのコストを縮減する必要がある。
・道路利用者や市民の方の道路に対する様々な期待に応えられるよう、道路のもつ多様な機能や役割を確認
し、これらの十分な発揮を目指す必要がある。

３．施策の分析

達成度

（目標の
達成状況は

どうか）

　A 目標・計画を大幅に上回る成果があがっている（5点）  D 目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった（2点）

　B 目標・計画を十分に上回る成果があがっている（4点）  E 目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった（1点）

　C 目標・計画どおりに成果があがっている（3点）

（説明）
・国道254号バイパスの整備促進のため、国、県へ要望を行った。
・市道の改良、舗装改修、道路修繕、歩道築造工事を実施した。
・埼玉県が整備する道路事業費の一部について負担金を交付した。
・土地開発基金を活用して先行取得した事業用地の費用を基金に繰戻しした。
・観音通線が全線開通したことによる市内交通量の影響を確認するため、交通量調査を実施した。
・街路用地の用地買収を行った。また、買収を推進するため、不動産鑑定、建物補償積算、測量業務などを行った。
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計　（単位：千円） 536,592 788,471 ― ― ―

道路舗装事業 175,308 246,173 5 5 現状のまま

歩道整備事業 19,617 15,188 5 5 現状のまま

道路改良事業 137,102 16,043 5 5 現状のまま

道路施設修繕事業 77,877 81,564 5 5 現状のまま

私道整備助成事業 3,282 9,424 5 5 現状のまま

道路橋梁総務事務事業 10,791 10,534 4 4 現状のまま

志木和光線整備事業 377 776 4 4 現状のまま

事業用地維持管理事業 775 776 3 3 現状のまま

岡通線整備事業 7,485 24,199 4 4 拡大

駅東通線整備事業 6,972 194,244 4 4 拡大

観音通線整備事業 97,006 189,550 5 5 R2で休止・廃止・終了

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

都市計画総務事務事業 - - 4 4 現状のまま

050100

関連部課名 都市建設部（道路整備課）

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

施策評価シート　【別紙】 施策を構成する事務事業の次年度の方向性

施策名 まちの骨格となる道路づくり 総合計画コード 522

部名 都市建設部 主管課名 まちづくり推進課 主管課部課コード



（説明）

400,273 393,437 418,328 415,286 288,000

②

実績（見込）

①

市内循環バス（コミュニティ
バス）年間利用者数

人

383,000 391,000 399,000 407,000 415,000

（説明）
市内循環バス（コミュニティバス）を
１年間に利用した延べ人数

前期基本計画目標
R2年度（2020年度）

目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画
指標名
（説明）

単
位

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度
（2019年度）

実績 実績 実績 実績

463,343 453,247 613,405 664,197 658,039

公共交通空白地区における小型車両等の運行や、路線バスとの連携により公共交通
ネットワークの充実を図るため、地域公共通計画を策定した。

自然・環境に
恵まれたまち

道路整備などのインフラ整備の際に自然の恵みを賢く利用するグリーンインフラの考え
を取り入れた植樹帯等の整備を行った。

総コスト
（事業費＋人件費）

単位：千円
（決算）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度（2019年度） R2年度（2020年度）

年度

２．実施結果

Ｒ2年度の
施策の実施内容

・交差点付近での歩行者等の安全確保に向け、関係各課連携して行った安全点検結果から優先度が高く、対策が急が
れる交差点等に、車止めポール等を設置する緊急対策工事を実施した。
・持続可能な地域公共交通の実現に向けて協議会を開催し、地域公共交通計画を策定した。
・市内循環バス運行事業者に対し、運行に係る経費のうち、運賃を除いた経費を助成するとともに、コロナ禍で乗客が大
幅に減少した交通事業者（路線バス・タクシー）に支援金を給付したした。
・公共交通の補完と市民の移動の利便性向上のため、シェアサイクルの実証実験を継続した。
・大型自転車駐車場の不足の解消と子育て世代を支援することを目的に、大型自転車駐車場を整備した。
・生活道路の安全対策を目的に、東弁財地区をモデル地区として交通安全対策工事を実施した。
・運転免許自主返納促進と公共交通利用向上のため、免許返納者に交通系ＩＣカードや循環バス回数券を配布した。

Ｒ2年度の
基本概念（コンセ
プト）の実施内容

安全・安心な
まち

市道の道路拡幅整備を行うとともに、生活道路の安全対策として車両の進入抑制や速
度抑制を行うための交通安全対策工事を実施した。

子育てが
しやすいまち

交差点付近での歩行者の安全確保に向け、優先度が高く、対策が急がれる交差点等に車止め
ポール等を設置する緊急対策工事を実施した。

つながりのある
元気なまち

朝霞市地域公共交通計画 R 3 年度　～ R 7

7 年度

朝霞市橋梁長寿命化修繕計画 H 25 年度　～ H 年度

施策概要

安全で快適な交通環境を確保するため、地域住民等の意向をふまえながら、地域の特性に応じた交通安全施設や歩
道の整備、自動車の交通量や速度の抑制などの交通安全対策を行う。また、駅や路線バスの利便性向上や安全性確
保について関係機関に要望するとともに、市内循環バスを引き続き運行し、運行見直し方針に基づき路線などの見直し
を進める。公共交通の利便性や効率性、持続可能性を維持向上させるため、地域公共交通計画を策定する。

個別計画
関連計画

計画名称

朝霞市都市計画マスタープラン

計画期間

H 16 年度　～ R

050100

関連部課名 市長公室（政策企画課）、市民環境部（環境推進課）、都市建設部（道路整備課）

１．施策概要

めざす
目的成果

道路に交通安全施設や歩道が整備されているとともに、自動車の速度抑制等の交通規制が適切に行わ
れ、放置自転車がなく、子どもから高齢者までの誰もが安全、快適に道路を利用できるようになっている。ま
た、公共交通空白地区の解消を進め、市内のバスなどの公共交通を多くの市民が快適に利用できるように
なっている。

施策評価シート（対象：R2年度実施施策）

施策名 良好な交通環境づくり 総合計画コード 523

部名 都市建設部 主管課名 まちづくり推進課 主管課部課コード

Ｒ3年度(2021年度）評価



　D ニーズ及び解決すべき課題は減少する方向にある

　E ニーズ及び解決すべき課題は大きく減少する方向にある

1

2

3

4

5

　6事業以上の事務事業の位置付けがあるため、別紙に記載

審議会等の
第三者機関

の評価（意見）

・利便性の向上やまちの活性化のため、朝霞台駅及び北朝霞駅駅上の活用とエレベーターの設置を進めてほしい。
（「安全・安心なまち」に係わる外部評価委員会からの所見より抜粋）
・公共交通空白地区の改善について、積極的に取り組んでほしい。また、市民に分かりやすく周知してほしい。
・高齢者が移動しやすくなるような、施策を推進してほしい。
（「つながりのある元気なまち」に係わる外部評価委員会からの所見より抜粋）

部長の意見

・橋梁および歩道橋については、長寿命化計画に基づき、遅滞なく修繕工事を進めていく必要がある。
・市内循環バスについては、地域公共交通計画に基づき、市内の面的な公共交通のネットワークの構築を目指し公共交通空白地区の改
善に取り組むとともに、利用実態に応じた運行計画や弾力的な運行体制の見直しを検討し、快適に利用できる都市交通システムの形成
や、まちづくりと一体となった持続可能な交通体系の構築について検討していく必要がある。
・朝霞台駅へのエレベーターの設置は、駅舎改修が前提とされており、引き続き、東武鉄道と連携し、早期の着工と仮駅舎の設置の際にエ
レベーターが設置できないか検討する必要がある。
・シェアサイクルは、コロナ禍の影響も踏まえながら課題等を整理し検証を進めるとともに、本格導入に向けては近隣市と連携を図る必要が
ある。

計　（単位：千円） 0 0 ― ― ―

　

　

　

　

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

　

行政と市民の
役割分担

　Ⅰ 行政の関与（役割）を拡大 　Ⅱ 行政・市民の関与（役割）バランスを維持 　Ⅲ 市民の関与（役割）を拡大

（説明）
・公共交通関係では、公共交通空白地区を改善し、市内の面的な交通ネットワーク構築のため、地域住民と一体となって運行計画を作成する必要
がある。
・交通事故防止のため、市民や警察と連携し、交通安全対策や交通ルール順守の徹底など活動に取り組む。
・生活道路の安全対策は、埼玉大学の協力を得ながら関係行政機関、学校関係者、自治会等で構成する協議会において、効果検証を実施する。

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

４．今後の展開方針〔部としての判断〕

施策の方向性

 〔複数選択可〕 重点化 内容の見直し

（説明）
・手軽に利用でき、地域間移動にも便利なシェアサイクルの推進のため、実証実験を継続し、コロナ禍の移動の変化や事業の継続性について改めて検討す
る。
・市内循環バスについては、地域公共交通計画に基づき、市内の面的な公共交通のネットワークの構築を目指し公共交通空白地区の改善に取り組むととも
に、利用実態に応じた運行計画や弾力的な運行体制の見直しを検討し、快適に利用できる都市交通システムの構築や、まちづくりと一体となった持続可能な
交通体系の構築について検討していく。
・交通安全対策については、道路整備基本計画に基づき、予算の範囲内で優先度に沿って実施する。
・朝霞台駅への早期のエレベーター設置に向けては、引き続き東武鉄道と連携し協議を進めて行く。

必要性

（ニーズは
今後どう変化

するか）

　A ニーズ及び解決すべき課題は大きく増加する方向にある

　B ニーズ及び解決すべき課題は増加する方向にある

　C ニーズ及び解決すべき課題は現状と変わらない

（説明）
・交通環境を改善するため、歩道の整備や道路のバリアフリー化を進め、良好な歩行空間の確保が求められて
いる。
・頻発する暴風等の災害に対して、街路樹や標識などの安全管理や無電柱化の推進が求められている。
・市内循環バスについては、通勤・通学の足として市民の利用が定着しており、今後は路線バスが通らない地区
の住民の足として、小型車両での運行等、新たな交通モードの導入が期待されている。
・駅および駅周辺のバリアフリー化について、特に朝霞台駅はエレベーターの早急な整備が求められている。

施策を
進める上での
問題点・課題

（説明）
・新型コロナウイルス感染症拡大により、公共交通利用者が減少している中、持続可能な公共交通の確保のため、効率性や収益性が課題
となっている。
・橋梁、歩道橋等様々なインフラ施設の老朽化が進んでおり、厳しい財政制約の中、適切な維持管理及び施設更新が課題となっている
・公共交通空白地区を改善し、市内の面的な交通ネットワーク構築のため、地域住民と一体となって運行計画を作成する必要がある。
・朝霞台駅へのエレベーターの設置要望が非常に多いことから、東武鉄道と連携し早期の着工を目指すとともに、仮駅舎の設置の際にエ
レベーターが設置できないか検討する必要がある。

３．施策の分析

達成度

（目標の
達成状況は

どうか）

　A 目標・計画を大幅に上回る成果があがっている（5点）  D 目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった（2点）

　B 目標・計画を十分に上回る成果があがっている（4点）  E 目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった（1点）

　C 目標・計画どおりに成果があがっている（3点）

（説明）
・橋梁点検の結果をふまえ、緊急性の高い橋梁から改修することができた。
・市民や関係機関等と協働で、地域公共交通計画を策定した。
・新型コロナウイルス感染拡大の影響により、市内循環バスの利用者数が減少した。
・新型コロナウイルス感染拡大の影響で、路線バス会社が超低床ノンステップバスを導入することを見送った。
・カーブミラーや道路区画線については目標数値にまでは至らなかったが、要望箇所への対応はできた。
・道路や駅前広場において美化活動団体と協働し、植栽や掃除などの維持管理ができた。
・シェアサイクルの導入や放置自転車の撤去、指導員の巡回の実施によって、放置自転車や撤去自転車が減少した。



1

2

3 道路施設修繕事業

4 花と緑のまちづくり事業

5 道路改良事業

6 歩道整備事業

7 橋梁改修事業

8

9 観音通線整備事業
10 駅東通線整備事業
11 岡通線整備事業
12 事業用地維持管理事業
13 志木和光線整備事業
14 交通施策推進事業
15 交通安全啓発推進事業
16 交通安全施設事業
17 市内循環バス運営事業
18 自転車駐車場管理運営事業
19 放置自転車対策事業
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

計　（単位：千円） 664,197 658,039 ― ― ―

地球温暖化対策推進事業 - - 4 4 現状のまま

- - 4 4 現状のまま

- - 5 5 拡大

91,807 92,214 4 4 拡大

272,542 300,721 4 4 現状のまま

- - 4 4 現状のまま

77,901 98,587 4 4 現状のまま

- - 4 4 現状のまま

149,684 28,538 4 4 現状のまま

- - 5 5 拡大

- - 3 3 現状のまま

- - 4 4 R2で休止・廃止・終了

- - 5 5 拡大

都市計画総務事務事業 - - 4 4 現状のまま

- - 5 5 現状のまま

36,390 81,688 5 5 現状のまま

現状のまま

- - 5 5 現状のまま

- - 5 5 現状のまま

オリンピック・パラリンピック事業

35,873 56,291 5 5

私道整備助成事業 - - 4 4 現状のまま

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

道路橋梁総務事務事業 - - 4 4 現状のまま

050100

関連部課名 市長公室（政策企画課）、市民環境部（環境推進課）、都市建設部（道路整備課）

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

施策評価シート　【別紙】 施策を構成する事務事業の次年度の方向性

施策名 良好な交通環境づくり 総合計画コード 523

部名 都市建設部 主管課名 まちづくり推進課 主管課部課コード



施策評価シート（対象：R2年度実施施策）

施策名 まちの骨格となる緑づくり 総合計画コード 531

部名 都市建設部 主管課名 みどり公園課 主管課部課コード 050300

関連部課名 都市建設部（まちづくり推進課）、農業委員会事務局

１．施策概要

めざす
目的成果

子どもから高齢者までの幅広い世代が、都市における公園や緑のオープンスペースで自然とふれあい、レ
クリエーション活動、健康運動、文化活動などの活動を行っている。

施策概要

武蔵野台地の崖線に残存する斜面林などを保護地区・保護樹木の指定やみどりのまちづくり基金の活用により緑地の
保全及び緑化の推進に努める。
市街化区域内において緑地機能及び多目的保留地機能の優れた農地は、生産緑地地区として保全に努める。
位置や規模、目的に応じて街区公園などを計画・配置し、整備を推進する。

個別計画
関連計画

計画名称

朝霞市都市計画マスタープラン

計画期間

H 16 年度　～ R 7 年度

朝霞市みどりの基本計画 H 28 年度　～ R 7 年度

朝霞市景観計画 H 28 年度　～ H 年度

２．実施結果

Ｒ2年度の
施策の実施内容

公園施設長寿命化対策工事として弁財公園他８箇所の遊具の更新を実施した。
公園及び児童遊園地の維持管理を行い遊具等の不具合防止の努めた。
冒険遊び場づくりをＮＰＯ法人朝霞プレーパークの会に委託し、また朝霞の森内の除草作業等の一部をボランティアで
市民が管理を行った。
生産緑地地区の指定や解除、変更などの都市計画決定を２回行った。
特定生産緑地の指定意向調査を実施した結果、９割以上の当初指定生産緑地地区について指定意向があったため、
都市計画審議会への意見聴取を経て、指定公示及び利害関係人への通知を行った。
シンボルロードイルミネーション「あさか冬のあかりテラス」を実施した。
市役所前池周辺他グリーンインフラ整備工事を実施した。（工期：令和２年１２月８日から令和３年５月２１日まで）

Ｒ2年度の
基本概念（コンセ
プト）の実施内容

安全・安心な
まち

公園施設長寿命化対策工事として、老朽化した遊具等の更新工事を実施した。

子育てが
しやすいまち

公園及び児童遊園地の維持管理を行った。
冒険遊び場事業（プレーパーク)を開催した。

つながりのある
元気なまち

シンボルロードイルミネーション「あさか冬のあかりテラス」を実施した。

自然・環境に
恵まれたまち

緑化重点地区のグリーンインフラ整備を実施した。

総コスト
（事業費＋人件費）

単位：千円
（決算）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度（2019年度） R2年度（2020年度）

386,835 387,391 384,228 437,897 488,160

指標名
（説明）

単
位

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度
（2019年度）

実績 実績 実績 実績

前期基本計画目標
R2年度（2020年度）

目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画

実績（見込）

①

市内全域における緑被面
積の割合

％

― ― 37 ― 37

（説明）5年度ごとに調査する緑被
面積により市内全域の緑被面積の
割合（平成25年度37.5％） ― ― 36 ― ―

②
（説明）

Ｒ3年度(2021年度）評価



　D ニーズ及び解決すべき課題は減少する方向にある

　E ニーズ及び解決すべき課題は大きく減少する方向にある

1

2

3

4

5

３．施策の分析

達成度

（目標の
達成状況は

どうか）

　A 目標・計画を大幅に上回る成果があがっている（5点）  D 目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった（2点）

　B 目標・計画を十分に上回る成果があがっている（4点）  E 目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった（1点）

　C 目標・計画どおりに成果があがっている（3点）

（説明）
市民ボランティア団体と協働で、特別保全地区や緑地、公園の管理を行った。
公園や児童遊園地の遊具を適切に管理するなど、大きな事故もなく安全に利用していただけた。
公園施設長寿命化計画に基づき、遊具等の更新工事を実施した。

必要性

（ニーズは
今後どう変化

するか）

　A ニーズ及び解決すべき課題は大きく増加する方向にある

　B ニーズ及び解決すべき課題は増加する方向にある

　C ニーズ及び解決すべき課題は現状と変わらない

（説明）
良好な景観を形成する緑と水辺の連続性を高めていくために、街路樹、生け垣、河川等の緑と水辺によって、公
園や樹林、農地等の拠点となる緑と水辺をつなぐエコロジカルネットワークを形成するとともに、市民が愛着と誇り
を持てるまちなみをつくっていくため、街路樹をはじめとする公共の緑を適正に管理し、美しく育てていくことが必
要である。また、民有地の樹木・樹林が、公共の緑と同様の割合を占めていることから、市民や事業者と協力し
て、みどりの量を増やすとともに、質についても充実させることが必要である。

施策を
進める上での
問題点・課題

（説明）
本市の主要な緑である樹木・樹林は、公園や街路樹、公共施設等の公共の緑と、住宅地や事業者等の民有地
の緑がほぼ同量を占めており、民有地の緑も重要な存在となっているが、建物敷地内の緑や街路樹に対する市
民の評価は低い状況であり、緑化の推進や既存の樹木の適切な管理を進めていくことが求められる。

４．今後の展開方針〔部としての判断〕

施策の方向性

 〔複数選択可〕 重点化 内容の見直し

（説明）
良好な景観を形成する緑と水辺の連続性を高めていくために、街路樹を整備、育成・管理し、公園や樹林、農
地等エコロジカルネットワークの拠点となる緑と水辺をつないでいく。また、それらのネットワークの間に位置する
住宅地や商業地等の民有地において、花壇や生け垣の設置等により緑を充実させ、身近な緑と水辺のネット
ワークを創出していく。

行政と市民の
役割分担

　Ⅰ 行政の関与（役割）を拡大 　Ⅱ 行政・市民の関与（役割）バランスを維持 　Ⅲ 市民の関与（役割）を拡大

（説明）
緑豊かな環境を創出するうえで公共施設が先導的な役割を果たすために、市が管理する緑と水辺の適切な維
持管理や公共施設の緑化を推進する。また、民有地にある緑と水辺については、開発事業等における緑化の指
導を推進するとともに、花壇や生け垣等の設置、保護地区や保護樹木への支援を行う。また、引き続き市民や事
業者との連携、協働を図っていく。

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

　

　

　

　

―

　

　6事業以上の事務事業の位置付けがあるため、別紙に記載

審議会等の
第三者機関

の評価（意見）

【緑化推進会議】みどりの基本計画及び花とみどりのまちづくり構想（第5期）に基づき、的確に施策を推進してい
くこと。【景観審議会】景観計画に基づき、的確に施策を推進していくこと。【外部評価委員会】公園の中に子ども
が運動できるちょっとした遊具、高齢者が運動できる健康遊具が設置されていれば、自然と子どもと高齢者が、
何度か顔を合わせることによって交流ができるような所が、もっと増えればいいと思います。（自然・環境に恵まれ
たまちに関する所見より抜粋）

部長の意見

本市の緑は減少傾向にあり、みどりの量を確保していくと同時に、みどりの質を高める取組として、市民や事業者等と行政で、
みどりの魅力や価値を共有し、協働により、地域全体でみどりを守り、育んでいくため、みどりの基本計画及び花とみどりのま
ちづくり構想(第５期)に基づき、施策を着実に実施していく。市内に残る貴重な緑を継続的に保全していくため市民と連携し
て管理していくとともに民有地の緑地についても適切な支援のあり方についての検討や、当初指定の生産緑地地区を都市農
地として継続的に保全していくため、特定生産緑地地区に指定していただけるよう努めていく。景観計画に基づく施策を着実
に実施していくとともに、シンボルロードにおいては、グリーンインフラの実践の場として引き続き緑化の推進等に取り組んでい
く。

計　（単位：千円） 0 0 ― ―



施策評価シート（対象：R2年度実施施策）

施策名 特性に応じた市街地づくり 総合計画コード 541

部名 都市建設部 主管課名 まちづくり推進課 主管課部課コード 050100

関連部課名

１．施策概要

めざす
目的成果

適正な宅地利用がなされ、防災、健康、衛生環境面などに配慮した、バランスのとれた住環境のあるまちが
形成されている。

施策概要
土地区画整理事業の完了地区において良好な居住環境を維持する。また、地域にふさわしいまちづくりに
向けて、良好な住環境を形成するため住民が主体的にまちづくりのルールを設定できる地区計画や建築協
定等の制度の周知・啓発や、民間と連携した商業地のにぎわい創出、良好な市街地の形成に努める。

個別計画
関連計画

計画名称

朝霞市都市計画マスタープラン

計画期間

H 16 年度　～ R 7 年度

朝霞市みどりの基本計画 H 12 年度　～ R 7 年度

朝霞市景観計画 H 28 年度　～ R 17 年度

２．実施結果

Ｒ2年度の
施策の実施内容

・宮戸二丁目土地区画整理組合、東Ａ地区土地区画整理準備組合が行っている区画整理事業に対して、
土地区画整理法に基づく技術支援を行った。
・都市計画法第２９条等に基づく届出、審査、許認可、確認、証明書の交付および検査を行った。
・建築基準法等に基づく相談、審査、許認可、現場確認等を行った。
・朝霞市景観条例の規定に基づく届出の受理、指導を行った。
・景観づくり重点地区（黒目川沿川地区）の指定の準備、景観づくり団体の認定、景観アドバイザーの委嘱
等を行った。
・新設公園の整備について、公園用地の確保に向けて検討を行った。
・市道の改良工事を行い、側溝清掃や違反広告物の撤去を行った。

Ｒ2年度の
基本概念（コンセ
プト）の実施内容

安全・安心な
まち

土地区画整理事業や開発行為により公共インフラが整備され、良好な市街地が形成さ
れた。

子育てが
しやすいまち

景観づくり重点地区において、ユニバーサルデザインとグリーンインフラの考え方を取り入れたシ
ンボルロードが整備され、広く市民に親しまれるとともに、様々なイベントを開催した。

つながりのある
元気なまち

良好な景観形成やにぎわいの創出に向けて、広場、道路、河川、駅周辺でイベント等を
開催し、訪れたいと感じるまちづくりを進めた。

自然・環境に
恵まれたまち

朝霞市みどりの基本計画に基づき、貴重な緑と水辺の保全に努めるとともに、シンボルロー
ド周辺地区や黒目川沿川地区の景観形成づくりを進めた。

総コスト
（事業費＋人件費）

単位：千円
（決算）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度（2019年度） R2年度（2020年度）

83,693 91,171 70,492 85,975 82,580

指標名
（説明）

単
位

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度
（2019年度）

実績 実績 実績 実績

前期基本計画目標
R2年度（2020年度）

目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画

実績（見込）

①

根岸台五丁目土地区画整
理事業整備進捗率

％

95 98 100 - 100

（説明）
同区画整理事業における事業
費ベースの整備進捗率

94 94 100 - 100

②
（説明）

Ｒ3年度(2021年度）評価



　D ニーズ及び解決すべき課題は減少する方向にある

　E ニーズ及び解決すべき課題は大きく減少する方向にある

1

2

3

4

5

３．施策の分析

達成度

（目標の
達成状況は

どうか）

　A 目標・計画を大幅に上回る成果があがっている（5点）  D 目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった（2点）

　B 目標・計画を十分に上回る成果があがっている（4点）  E 目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった（1点）

　C 目標・計画どおりに成果があがっている（3点）

（説明）
・都市計画法、開発手続条例、建築基準法、屋外広告物条例、景観条例等に基づき適正な運用により、基準に
適した良好な住環境が整備・確保された。
・良好な景観形成やにぎわいの創出に向けて市民団体や商店会等と意見交換を行った。
・組合施行の区画整理事業に対し援助を行い、良好な市街地形成に寄与することができた。
・生活道路の安全と道路環境の改善を図るため歩道整備や自転車通行帯などの整備を実施した。

必要性

（ニーズは
今後どう変化

するか）

　A ニーズ及び解決すべき課題は大きく増加する方向にある

　B ニーズ及び解決すべき課題は増加する方向にある

　C ニーズ及び解決すべき課題は現状と変わらない

（説明）
・東A地区土地区画整理事業については、交通の利便性を活かした工業系の土地活用を目指し、技術支援を行いつつ早期に事
業着手する必要がある。
・公園が不足している地域や住宅が密集している地区での公園整備など、今後の公園整備のあり方を検討する必要がある。
・朝霞ならではの魅力ある景観を形成し、住みたい、住み続けたいまちとしていくため、景観計画に位置づけられた施策を着実に
実施するとともに、景観審議会や景観づくり団体等との意見交換会を継続的に実施する必要がある。
・歩行者等に配慮した安心安全な歩行空間等の確保に加え、ウォーカブル推進都市として人中心の新たな道路空間の利活用が
求められている。

施策を
進める上での
問題点・課題

（説明）
・防災機能を向上させるため、挟あい道路の拡幅やオープンスペースの確保が必要である。
・東Ａ地区土地区画整理事業は、市街化区域への編入など都市計画変更が伴う事業であり、令和３年度末の事業認可の取
得に向けて、市も一体となって取り組む必要がある。
・景観まちづくりの推進は、市民・事業者・行政が連携、協働して取り組む必要がある。また、ウォーカブル推進都市として、ま
ちなかへのベンチや休憩施設の設置など、居心地がよく歩きたくなるまちなか形成を進める必要がある。
・公園が不足している地域の公園整備については、機会を捉えて公園用地の確保に努める必要がある。

４．今後の展開方針〔部としての判断〕

施策の方向性

 〔複数選択可〕 重点化 内容の見直し

（説明）
・東Ａ地区土地区画整理事業は、令和３年度末に区域区分の変更と事業認可の取得目指し事業を進めて行く。
・都市計画法や建築基準法等の関係法令に基づく、審査、許認可、指導、相談など行う。
・公園が不足している地域での用地確保に努めるほか、今後の公園整備や管理のあり方について検討して行く。。
・景観まちづくりを推進するため、引き続き市民団体との意見交換会を開催するとともに、、ウォーカブル推進都市として、まちなか
へのベンチや休憩施設の設置など、居心地がよく歩きたくなるまちなか形成を進める必要がある。
・道路整備基本計画に基づき、効率的な道路整備を推進する必要がある。

行政と市民の
役割分担

　Ⅰ 行政の関与（役割）を拡大 　Ⅱ 行政・市民の関与（役割）バランスを維持 　Ⅲ 市民の関与（役割）を拡大

（説明）
・景観まちづくりは、市民・事業者・行政が協働で取組む必要がある。
・街路や公園、シンボルロードなど公共空間をにぎわいとコミュニティの場所として有効活用するなど、官民連携
による魅力あるまちなかづくりを推進する必要がある。

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

　

　

　

　

―

　

　6事業以上の事務事業の位置付けがあるため、別紙に記載

審議会等の
第三者機関

の評価（意見）

【行政評価（外部評価委員会）】
・（誰もが歩きやすい歩道の整備や生活道路の安全確保について）市民満足度が低い。情報提供について工夫が必要であ
る。市が対応できることとできないことについて、かみ砕いて具体的に市民に伝わるように情報提供してほしい。
・緑の確保と防災の観点から、公園がないエリアに公園をつくる努力をしてほしい。
（「安全・安心なまち」に係る所見より抜粋）

部長の意見

・公園が不足している地域での用地確保に努めるほか、今後の公園整備や管理のあり方について検討する必要がある。
・景観まちづくりを推進するため、引き続き市民団体との意見交換会を開催するとともに、ウォーカブル推進都市として、まち
なかへのベンチや休憩施設の設置など、居心地がよく歩きたくなるまちなか形成を進める必要がある。
・景観づくり重点地区を含むシンボルロード周辺エリアは、身近な買い物環境の魅力を向上させる施策など、街路や公園等
のパブリック空間の利用を軸とした新しいまちなかづくりを進めるための未来ビジョンを作成するとともに、市内の他地域に横
展開を図るためのモデルケースとして、ノウハウを蓄積する必要がある。
・道路整備基本計画に基づき、効率的な道路整備を推進するとともに交通安全施設の充実に努める必要がある。

計　（単位：千円） 0 0 ― ―
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施策評価シート　【別紙】 施策を構成する事務事業の次年度の方向性

施策名 特性に応じた市街地づくり 総合計画コード 541

部名 都市建設部 主管課名 まちづくり推進課 主管課部課コード 050100

関連部課名

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

都市計画総務事務事業 - - 4 4 現状のまま

景観まちづくり推進事業 - - 4 4 拡大

東Ａ地区土地区画整理事業 5,278 5,430 5 5 拡大

開発許可等指導事業 29,736 22,777 4 4 現状のまま

建築行政事業 25,458 23,857 4 4 現状のまま

街区公園整備事業 776 776 5 5 現状のまま

道路施設維持管理事業 24,727 29,740 5 5 現状のまま

道路改良事業 - - 5 5 現状のまま

住宅政策事業 - - 4 4 現状のまま

計　（単位：千円） 85,975 82,580 ― ― ―



施策評価シート（対象：R2年度実施施策）

施策名 上水道の整備・充実 総合計画コード 542

部名 上下水道部 主管課名 水道施設課 主管課部課コード 180200

関連部課名 上下水道部（水道経営課）、都市建設部（まちづくり推進課）

１．施策概要

めざす
目的成果

水道事業の経営が安定し、適正な水道料金で安全・安心な水が安定的に供給され、また、水道施設の耐震
化を計画的に進めることにより、災害に強い水道施設になっている。

施策概要
施設の整備・充実を図るとともに、老朽施設の計画的な更新及び耐震化を図り、安全・安心な水の供給に努
める。また、限られた資源である水を有効に使用するための節水意識の啓発を行う。

個別計画
関連計画

計画名称

朝霞市水道事業経営戦略

計画期間

H 31 年度　～ R 10 年度

朝霞市水道事業基本計画 H 24 年度　～ R 53 年度

朝霞市水道事業財政収支計画 H 31 年度　～ R 3 年度

２．実施結果

Ｒ2年度の
施策の実施内容

・水道事業耐震化計画に基づき、基幹管路の耐震化工事（3件、579.5m）を実施した。
・水圧不足を改善のため配水管布設替工事（4件、541m）を実施したほか、老朽管の布設替工事（11件、1,650m)を実施した。
・岡浄水場の配水ポンプ等電気設備更新工事が完了し、新たに泉水浄水場の計装設備更新工事に着手した。
・給水装置の審査を実施した。（設計審査1,656件、工事検査1,908件）
・市内全域（1,834ヘクタール・延長271キロメートル）の配水管、給水管の漏水調査を実施し、108件の漏水を発見し、修繕を
行った。
・検定満期を迎える水道メーター9,323個を交換したほか、浄水場の運転管理及び水質検査を実施した。
・水道料金等の検針、調定、収納及び未納対策を実施した。
・応急給水訓練を実施したほか、必要な資機材を購入した。

Ｒ2年度の
基本概念（コンセ
プト）の実施内容

安全・安心な
まち

水道事業耐震化計画に基づき、水道施設の耐震化を推進した。
漏水調査を実施し、漏水箇所の発見に努めるとともに漏水箇所の修繕を行った。

子育てが
しやすいまち

いつでも安心して水道を利用できるよう、浄水場の維持管理や漏水など、水道に関する
トラブルに対して24時間365日対応できる体制を整えている。

つながりのある
元気なまち

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、市民向けの応急給水訓練の開催は見送り、
部内職員を対象とした訓練を実施した。

自然・環境に
恵まれたまち

県水の水圧により小水力発電システムで発電し、売電した。また、水源の一部として地
下水を活用している。

総コスト
（事業費＋人件費）

単位：千円
（決算）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度（2019年度） R2年度（2020年度）

1,986,864 1,890,553 1,921,350 2,099,206 2,110,399

指標名
（説明）

単
位

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度
（2019年度）

実績 実績 実績 実績

前期基本計画目標
R2年度（2020年度）

目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画

実績（見込）

①

基幹管路耐震化率

％

43 45 48 52 60

（説明）
基幹管路延長に占める耐震適
合管路延長の割合

42 45 47 49 52

②
（説明）

Ｒ3年度(2021年度）評価



　D ニーズ及び解決すべき課題は減少する方向にある

　E ニーズ及び解決すべき課題は大きく減少する方向にある

1

2
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３．施策の分析

達成度

（目標の
達成状況は

どうか）

　A 目標・計画を大幅に上回る成果があがっている（5点）  D 目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった（2点）

　B 目標・計画を十分に上回る成果があがっている（4点）  E 目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった（1点）

　C 目標・計画どおりに成果があがっている（3点）

（説明）
Ｒ２年度末における基幹管路の耐震化率は52％となっており、ほぼ計画通りの進捗率となった。今後見直される
水道事業耐震化計画の再検証に基づき、新たな事業計画の検討が必要となる。

必要性

（ニーズは
今後どう変化

するか）

　A ニーズ及び解決すべき課題は大きく増加する方向にある

　B ニーズ及び解決すべき課題は増加する方向にある

　C ニーズ及び解決すべき課題は現状と変わらない

（説明）
・安心・安全な水道水を安定的に供給することは、水道事業者の責務である。
・水道は、電気、ガス、通信等とともに市民生活や社会経済活動を支える重要なライフラインであり、地震等の非
常事態においては、生命の維持や生活に必要な水道水を安定して供給する必要があるほか、水道施設が被災
した場合でも速やかに復旧できる体制を確保することが求められている。
・水道施設が被災した場合でも水道水の供給は必要不可欠なため、応急給水所の整備、拡充が求められてい
る。

施策を
進める上での
問題点・課題

（説明）
・今後、営業収益の大幅な増加が見込めない中、水道施設の耐震化及び老朽管や浄水場の更新事業などに多
額の費用が必要なため、安定した財政運営が求められている。
・急激な宅地化により布設された水道管が、耐用年数とされる40年を経過して更新期を迎える老朽管の割合が
増加しているため、計画的な対応が必要である。

４．今後の展開方針〔部としての判断〕

施策の方向性

 〔複数選択可〕 重点化 内容の見直し

（説明）
・将来的には給水人口や料金収入が減少していくことが見込まれることを踏まえ、財政面で安定して水道事業を
経営できるよう、諸々の課題を検討していく。
・耐震化計画を包括した「水道事業基本計画」に基づき、水道施設の耐震化、浄水場の統廃合、各種設備の更
新を行う。
有収率向上のため、引き続き漏水調査を行い、漏水箇所の早期発見、早期修繕に努める。

行政と市民の
役割分担

　Ⅰ 行政の関与（役割）を拡大 　Ⅱ 行政・市民の関与（役割）バランスを維持 　Ⅲ 市民の関与（役割）を拡大

（説明）
・配水管は行政が主体となって整備するが、未整備路線や宅地開発において事業者等が整備する場合には、
行政と事業者等の協議が必要となる。
・水道施設の耐震化工事、濁り水の発生時などでは、地域住民の理解と協力が必要である。
・水道事業の健全経営を維持するため、今後も水道利用者の意見を把握し、経営に生かす必要がある。

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

　

　

　

　

―

　

　6事業以上の事務事業の位置付けがあるため、別紙に記載

審議会等の
第三者機関

の評価（意見）

朝霞市行政評価（外部評価）結果報告書　令和2年8月
公共施設及び水道管の老朽化については、計画的に対応していると承知しているが、その概要を市民に周知し
てほしい。

部長の意見

・水道施設の耐震化の推進や老朽管及び浄水場設備等の更新など水道水の安定供給には欠かせない事業であることから、
引き続き施設の整備・充実を図っていかなければならないが、新型コロナウィルスの感染拡大による経済活動の停滞や将来
的には人口減少により事業収益の大幅な増加も見込めず、厳しい経営状況が予想される中、持続可能な水道事業を経営し
ていくには、水道事業経営戦略に基づき財源の確保と安定的かつ効率的な事業運営が求められる。
　そのためにも、策定した計画は時勢によって臨機応変に見直しや再検討を行い、各種事業を推進していく必要がある。

計　（単位：千円） 0 0 ― ―
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施策評価シート　【別紙】 施策を構成する事務事業の次年度の方向性

施策名 上水道の整備・充実 総合計画コード 542

部名 上下水道部 主管課名 水道施設課 主管課部課コード 180200

関連部課名 上下水道部（水道経営課）、都市建設部（まちづくり推進課）

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

私道給水管布設替整備費補助事業 1,551 15,726 3 3 現状のまま

私道老朽管布設替整備費補助事業 1,551 1,551 3 3 現状のまま

導水管・配水管・給水管・消火栓維持管理事業 76,537 87,308 3 3 現状のまま

貯蔵品及び水道メーター定期交換維持管理事業 51,676 103,966 3 3 現状のまま

漏水調査事業 19,458 20,754 4 4 現状のまま

浄水場維持管理事業 962,176 1,045,561 4 4 現状のまま

給水審査事務事業 23,461 23,544 3 3 現状のまま

水道管水圧不足改善事業 25,641 63,996 4 3 現状のまま

水道施設耐震化事業 203,205 98,351 5 4 現状のまま

老朽管更新事業 255,956 220,507 4 5 現状のまま

浄水場施設等更新事業 257,298 213,752 5 5 現状のまま

水道事業健全運営事業 38,764 34,916 4 4 現状のまま

水道庁舎維持管理事業 34,719 19,705 3 3 現状のまま

水道料金収納検針事業 144,308 157,846 4 4 現状のまま

応急給水施設資材拡充事業 2,905 2,916 3 3 現状のまま

都市計画総務事業 - - 3 3 現状のまま

計　（単位：千円） 2,099,206 2,110,399 ― ― ―



93.9 94.0 94.0

（説明）
事業認可区域面積に対する
整備済面積の割合

93.7 93.9 94.1 94.2 94.6

96.5 96.5 97.6 97.7 97.7

②

雨水管整備率

％

93.7 93.9

実績（見込）

①

汚水管整備率

％

96.2 96.2 96.3 96.3 96.3

（説明）
事業認可区域面積に対する
整備済面積の割合

前期基本計画目標
R2年度（2020年度）

目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画
指標名
（説明）

単
位

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度
（2019年度）

実績 実績 実績 実績

1,515,315 1,552,916 1,553,976 1,368,394 1,677,864

私道の排水設備を住民の方々の協力により行いました。

自然・環境に
恵まれたまち

公共下水道の整備により、環境保全を図りました。

総コスト
（事業費＋人件費）

単位：千円
（決算）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度（2019年度） R2年度（2020年度）

年度

２．実施結果

Ｒ2年度の
施策の実施内容

・汚水管工事　工事延長　92.2ｍ　　　　・私道排水設備工事助成事業　1件
・既設下水道管の維持管理　マンホール蓋交換：92か所
・雨水管工事　工事延長　113.4ｍ
・既設下水道施設、ポンプ場、排水機場の維持管理
・開発事業等における指導検査件数：25件
・（流出抑制施設設置状況　浸透トレンチ：775.5㎥　浸透桝：42.3㎥　貯留槽：6,981.5㎥）
・朝霞市雨水管理総合計画の推進
・公営企業会計への移行
・水害時対応訓練の実施

Ｒ2年度の
基本概念（コンセ
プト）の実施内容

安全・安心な
まち

雨水下水道の整備により、集中豪雨による浸水被害の軽減を図りました。

子育てが
しやすいまち

水洗化を促すことにより、衛生的な生活環境への改善を図りました。

つながりのある
元気なまち

H 年度　～ H

20 年度

朝霞市下水道ストックマネジメント計画（第１期） R 2 年度　～ R 6 年度

施策概要

・旧暫定逆線引き地区の公共下水道（汚水管）の整備
・下水道未接続世帯の水洗化の促進
・雨水流出抑制施設の設置に関する指導
・下水道施設の適切な維持管理

個別計画
関連計画

計画名称

朝霞市雨水管理総合計画

計画期間

R 1 年度　～ R

050500

関連部課名 市民環境部（環境推進課）、都市建設部（まちづくり推進課、道路整備課）

１．施策概要

めざす
目的成果

汚水管を整備することにより、トイレの水洗化や公共用水域の水質が保全され、清潔で快適な環境づくりが
推進されている。
雨水管の整備や雨水の流出を抑制することなどにより、豪雨時においても浸水被害が少ないまちとなってい
る。

施策評価シート（対象：R2年度実施施策）

施策名 公共下水道の整備 総合計画コード 543

部名 上下水道部 主管課名 下水道課 主管課部課コード

Ｒ3年度(2021年度）評価



　D ニーズ及び解決すべき課題は減少する方向にある

　E ニーズ及び解決すべき課題は大きく減少する方向にある

1

2

3

4

5

　6事業以上の事務事業の位置付けがあるため、別紙に記載

審議会等の
第三者機関

の評価（意見）

朝霞市外部評価委員会　１０人
【市議会議員２人、知識経験者４人、公募・名簿登載者４人】
・上下水道に関する計画は、非常に時間と費用がかかるものであるので、長期的な視点で進めるとともに、引き
続き市民への周知も行って欲しい。

部長の意見

・汚水整備については、公衆衛生の向上、生活環境の改善のため、引き続き暫定逆線引き地区内の整備に努
めていく。
・雨水整備については、浸水被害軽減のため、「朝霞市雨水管理総合計画」に基づき、浸水対策を進めていく。
・下水道施設の老朽化に伴う長寿命化等の更新事業には、多額な財源を要することから、財政収支バランス等
を踏まえた経営に努める。

計　（単位：千円） 0 0 ― ― ―

　

　

　

　

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

　

行政と市民の
役割分担

　Ⅰ 行政の関与（役割）を拡大 　Ⅱ 行政・市民の関与（役割）バランスを維持 　Ⅲ 市民の関与（役割）を拡大

（説明）
・公共下水道は行政が主体となって整備を行うが、個人や事業所等が水洗化工事を行い、利用することにより目
的が達成されるため、水洗化への周知、啓発に努める。局地的な豪雨等による浸水被害の抑制を図るために
は、行政による下水道施設の整備だけでなく、宅地等の雨水を宅地内で浸透させるなど雨水の流出を抑制する
対策も重要であることから、引き続き市民への周知、啓発に努める。

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

４．今後の展開方針〔部としての判断〕

施策の方向性

 〔複数選択可〕 重点化 内容の見直し

（説明）
・旧暫定逆線引き地区の市街化区域編入に伴う公共下水道の整備を引き続き行っていく。
・老朽化が進む下水道施設の計画的な維持管理・修繕及び改築を計画的に進める。
・「朝霞市雨水管理総合計画」に基づき、局地的な豪雨等による浸水被害を軽減するための対策を推進する。
・令和２年度から公営企業会計に移行し、経営的視点をもって事業運営を行う。

必要性

（ニーズは
今後どう変化

するか）

　A ニーズ及び解決すべき課題は大きく増加する方向にある

　B ニーズ及び解決すべき課題は増加する方向にある

　C ニーズ及び解決すべき課題は現状と変わらない

（説明）
・公衆衛生の向上、生活環境の改善のため、引き続き汚水管整備等を実施する必要がある。
・局地的かつ短時間での豪雨が頻発する傾向にあり、内水被害が発生していることから、今後も引き続き浸水対
策を行う必要がある。
・安全で快適な生活環境を確保していくために、下水道施設の適切な維持管理を行う必要がある。

施策を
進める上での
問題点・課題

（説明）
・汚水管整備については、整備に必要な路線の幅員が狭いなどの要因から、道路拡幅に併せて工事を実施して
いく必要があり、今後の進捗は緩やかになることが予想され、関係部署と連携を図り実施していく。
・下水道施設の整備には多額の費用がかかることから、引き続き国庫補助金などの財源の確保に努める必要が
ある。
・今後、汚水管、雨水管ともに耐用年数である５０年を迎えるため、計画的な対応が必要である。

３．施策の分析

達成度

（目標の
達成状況は

どうか）

　A 目標・計画を大幅に上回る成果があがっている（5点）  D 目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった（2点）

　B 目標・計画を十分に上回る成果があがっている（4点）  E 目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった（1点）

　C 目標・計画どおりに成果があがっている（3点）

（説明）
・汚水管整備、雨水管整備及び「朝霞市雨水管理総合計画」に基づく用地購入など概ね計画通りに進んでい
る。
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29
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計　（単位：千円） 1,368,394 1,677,864 ― ― ―

水路改修事業 - - 5 5 現状のまま

歩道整備事業 - - 5 5 現状のまま

地球温暖化対策推進事業 - - 5 4 現状のまま

雨水幹線等整備事業 116,031 306,768 5 5 現状のまま

排水機場維持管理事業 - - 5 5 現状のまま

都市計画総務事業 - - 4 4 現状のまま

合併処理浄化槽設置促進事業 - - 5 4 現状のまま

朝霞市下水道ストックマネジメント計画推進事業 - 26,178 5 5 現状のまま

私道排水設備工事助成事業 7,040 11,249 5 5 現状のまま

下水道運営事業 1,034,077 1,078,456 4 4 現状のまま

下水道維持管理事業 155,235 131,319 5 5 現状のまま

汚水管建設事業 36,215 62,547 5 5 現状のまま

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

ポンプ場耐震化事業 19,796 61,347 5 5 R2で休止・廃止・終了

050500

関連部課名 市民環境部（環境推進課）、都市建設部（まちづくり推進課、道路整備課）

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

施策評価シート　【別紙】 施策を構成する事務事業の次年度の方向性

施策名 公共下水道の整備 総合計画コード 543

部名 上下水道部 主管課名 下水道課 主管課部課コード



施策評価シート（対象：R2年度実施施策）

施策名 災害や犯罪に強いまちづくり 総合計画コード 551

部名 都市建設部 主管課名 まちづくり推進課 主管課部課コード 050100

関連部課名 危機管理室、上下水道部（水道施設課、下水道課）、都市建設部（開発建築課、みどり公園課、道路整備課）

１．施策概要

めざす
目的成果

地域における防災対策が進み、地震・火災・水害の被害を最小限に抑えられるまちになっている。また、防
犯環境づくりが進み、犯罪が起きにくいまちになっている。

施策概要

密集市街地の防災性の向上、商業・業務系の用途地域における不燃化の促進、集中豪雨などに対処でき
る雨水処理機能の向上、住宅の耐震化を図る。水道施設について、耐震化や老朽施設の更新、応急給水
所の整備充実を図る。また、犯罪防止の視点から、道路や公園等の公共空間における夜間照明の確保・充
実や、見通しを良くするなど、防犯機能の向上を図る。

個別計画
関連計画

計画名称

朝霞市都市計画マスタープラン

計画期間

H 16 年度　～ R 7 年度

朝霞市地域防災計画 H 28 年度　～ R 年度

朝霞市防犯推進計画 H 28 年度　～ R 2 年度

２．実施結果

Ｒ2年度の
施策の実施内容

・耐震診断や耐震改修、危険ブロック塀等撤去工事に対し、補助金を交付した。
・建築基準法に基づく相談、審査、許認可、現場確認を行った。
・都市公園や児童遊園の改修工事を行うとともに、公園施設の長寿命化対策工事を行った。
・道路照明灯のLED化や修繕を行った。また、道路照明灯を新規に設置した。
・上内間木地内の水路浚渫工事や赤野毛水路の改修工事の負担金を支出した。
・道路整備基本計画に基づき道路買収を進め、歩道等を整備した。
・雨水管理総合計画を基づき、浸水被害の軽減に繋がる雨水管工事を実施した。
・水道耐震化計画に基づき、配水管敷設工事を実施した。
・青色防犯パトロールカーの運行を実施及び防犯灯LED化促進事業費などの事業に補助金を交付した。

Ｒ2年度の
基本概念（コンセ
プト）の実施内容

安全・安心な
まち

日常の安全・安心と災害時の安全・安心の確保と準備に向け、さまざまな調査、工事、
買収、助成などの事業を実施した

子育てが
しやすいまち

公園施設長寿命化計画に基づき公園施設を安全に使用できるよう改修を行った。ま
た、児童遊園地についても点検により遊具等の改修を行った。

つながりのある
元気なまち

自治会・町内会や自主防犯パトロール団体等による自主防犯活動、地域防犯パトロー
ル等の実施により犯罪をおこさせにくい地域環境づくりを推進した。

自然・環境に
恵まれたまち

道路整備などのインフラ整備の際に自然の恵みを賢く利用するグリーンインフラの考え
を取り入れるとともに、雨水浸透植樹帯の整備に努めた。

総コスト
（事業費＋人件費）

単位：千円
（決算）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度（2019年度） R2年度（2020年度）

103,392 131,200 134,491 147,613 130,689

指標名
（説明）

単
位

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度
（2019年度）

実績 実績 実績 実績

前期基本計画目標
R2年度（2020年度）

目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画

実績（見込）

①

防火・準防火地域の指定地
区数

地区

6 6 6 6 7

（説明）現在は、北朝霞地区地区
計画他５地区に指定しているが、
今後、朝霞駅周辺や新たな区画
整理などにも指定をしていく

6 9 10 10 10

②
（説明）

Ｒ3年度(2021年度）評価



　D ニーズ及び解決すべき課題は減少する方向にある

　E ニーズ及び解決すべき課題は大きく減少する方向にある

1

2

3

4

5

３．施策の分析

達成度

（目標の
達成状況は

どうか）

　A 目標・計画を大幅に上回る成果があがっている（5点）  D 目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった（2点）

　B 目標・計画を十分に上回る成果があがっている（4点）  E 目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった（1点）

　C 目標・計画どおりに成果があがっている（3点）

（説明）
・防火・準防火の指定については、今後実施される土地区画整理事業の認可に合わせて実施していく。
・建築物の地震対策として、耐震診断、耐震改修に係る補助金申請はなかったが、危険ブロック塀等の撤去に
対して補助金を交付した。
・道路照明灯の全灯ＬＥＤ化を実現し、今後の維持管理費の削減を図った。

必要性

（ニーズは
今後どう変化

するか）

　A ニーズ及び解決すべき課題は大きく増加する方向にある

　B ニーズ及び解決すべき課題は増加する方向にある

　C ニーズ及び解決すべき課題は現状と変わらない

（説明）
・近年、多発するゲリラ豪雨や台風など自然災害に対する危機意識が高まっている。
・道路、公園、橋梁、下水道、水道など公共インフラについては、市民が安心安全に利用できるよう適切な管理
及び整備・改修が求められている。
・地震被害軽減のため、建築物の耐震化や危険ブロック塀の撤去が求められている。
・犯罪などが起りにくい地域環境のため、防犯灯の設置、自治会・町内会や自主防犯パトロール団体等による防
犯活動、地域防犯パトロール等の推進など、地域と行政が連携して対処していく必要は高い。

施策を
進める上での
問題点・課題

（説明）
・厳しい財政制約の中、道路整備基本計画に基づき効率的な道路整備を推進する必要がある。また橋梁や歩道橋は一斉に
老朽化しつつあり、計画的な補修補強により長寿命化を進め、維持管理費を縮減する必要がある。
・都市計画道路は、交通処理機能の増強だけでなく、都市内で連続した公共空間を提供し、延焼を防止する等の防災空間、
緑地等による環境空間といつた多様な機能を担うことから、それらの機能の早期発現が求められている。
・防災や防犯をより一層進めるためには、関係行政機関との連携を推進するとともに、自助、共助の意識高揚が必要である。

４．今後の展開方針〔部としての判断〕

施策の方向性

 〔複数選択可〕 重点化 内容の見直し

（説明）
・新たな土地区画整理事業地内については、防火・準防火地域の指定に向けて調整する。
・道路整備全般では、昨年５月に策定した道路整備基本計画に基づき、効率的な整備を推進していく。
・都市計画道路は、事業認可を取得している駅東通線及び岡通線の整備を優先して行う。
・建築物の耐震化や危険ブロック塀等の撤去に関する補助金の活用について、効果的な周知・啓発を進めていく。
・浸水対策は、雨水管理総合計画に基づき調節池の設置など、計画的に整備を推進する。また、水道耐震化計画に基づき水道基幹管の
耐震化を推進する。

行政と市民の
役割分担

　Ⅰ 行政の関与（役割）を拡大 　Ⅱ 行政・市民の関与（役割）バランスを維持 　Ⅲ 市民の関与（役割）を拡大

（説明）
・災害時には、自助、共助、公助が互いに連携し一体となることで、被害を最小限にできるとともに、早期の復旧
につながることから、それぞれの役割りと取り組むべき内容について周知・啓発することが重要となる。
・地域の犯罪の予防を図るため、行政機関、自治会、ＰＴＡ、市民団体等の地域団体と相互に連携し、長期的な
視点に立って、安心・安全なまちづくりを一体となって進める必要がある。

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

　

　

　

　

―

　

　6事業以上の事務事業の位置付けがあるため、別紙に記載

審議会等の
第三者機関

の評価（意見）

【行政評価（外部評価委員会）】
・ハザードマップの対象地域に居住されている高齢者が早めに避難できるような仕組みを工夫すべき。
・防災についてのボランティアを募ってみてはどうか。
・緑の確保と防災の観点から、公園がないエリアに公園をつくる努力をしてほしい。
（「安全・安心なまち」に係る所見より抜粋）

部長の意見

・防災減災に関連する道路整備は、道路整備基本計画に基づき、効率的な整備を推進する必要がある。
・浸水対策は、雨水管理総合計画に基づき調節池の設置など、計画的に整備を推進する。
・建築物の耐震化や危険ブロック塀等の撤去に関する補助金の活用について、効果的な周知・啓発を進めてい
く。
・災害時には、自助、共助、公助が互いに連携し一体となることで、被害を最小限にできるとともに、早期の復旧
につながることから、それぞれの役割りと取り組むべき内容について周知・啓発に努める必要がある。

計　（単位：千円） 0 0 ― ―
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施策評価シート　【別紙】 施策を構成する事務事業の次年度の方向性

施策名 災害や犯罪に強いまちづくり 総合計画コード 551

部名 都市建設部 主管課名 まちづくり推進課 主管課部課コード 050100

関連部課名 危機管理室、上下水道部（水道施設課、下水道課）、都市建設部（開発建築課、みどり公園課、道路整備課）

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

都市計画総務事務事業 - - 4 4 現状のまま

安全なまちづくり推進検討事業 2,327 1,939 5 5 現状のまま

建築行政事業 - - 4 4 現状のまま

建築物耐震化促進事業 19,668 15,652 5 5 現状のまま

公園施設改修事業 - - 5 5 現状のまま

基地跡地公園・シンボルロード整備事業 - - 5 5 縮小

児童遊園改修事業 - - 5 5 現状のまま

街区公園整備事業 - - 5 5 現状のまま

道路照明灯整備事業 112,585 87,914 5 5 現状のまま

道路改良事業 - - 5 5 現状のまま

水路改修事業 11,482 23,633 5 5 現状のまま

落橋防止対策事業 1,551 1,551 5 5 現状のまま

道路用地取得事業 - - 5 5 現状のまま

雨水幹線等整備事業 - - 5 5 現状のまま

水道施設耐震化事業 - - 5 5 現状のまま

防犯対策推進事業 - - 5 5 現状のまま

ポンプ場耐震化事業 - - 4 4 R3で休止・廃止・終了

計　（単位：千円） 147,613 130,689 ― ― ―



（説明）

24 22 22

②

実績（見込）

①

「障害のある人に配慮した
道路・建物・駅などの整備」
の不満度

％

24 23 22 21

（説明）第４次朝霞市障害者プラン・
第３期朝霞市障害福祉計画の策定
時に、障害福祉課で実施したアン
ケート結果による不満度の割合

前期基本計画目標
R2年度（2020年度）

目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画
指標名
（説明）

単
位

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度
（2019年度）

実績 実績 実績 実績

61,815 80,736 104,330 98,753 106,100

公共交通の利便性や効率性、持続可能性を維持向上させるため、地域公共交通協議
会を開催し、地域公共交通計画を策定した。

自然・環境に
恵まれたまち

循環バスを補完するシェアサイクルを市内全域で整備推進することで、景観資源の公園通りや黒
目川など、市の文化や自然環境にふれあう機会を創出する回遊ネットワーク網を形成した。

総コスト
（事業費＋人件費）

単位：千円
（決算）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度（2019年度） R2年度（2020年度）

年度

２．実施結果

Ｒ2年度の
施策の実施内容

・地域公共交通協議会を開催し、市民や関係機関と協働で地域公共交通計画を策定した。
・公共交通の補完と市民の移動の利便性向上のため、シェアサイクルの実証実験を継続した。
・高齢者住宅の契約や住宅改善費の補助、また住替え家賃の補助を行った。
・市営住宅における入居者の管理、補欠登録の募集、入退去者の事務手続きを行った。
・認知機能、身体機能の低下等により、安全運転に不安のある市民に対して、運転免許自主返納啓発事業
を開始し、交通系ＩＣカード等を交付した。

Ｒ2年度の
基本概念（コンセ
プト）の実施内容

安全・安心な
まち

市有建築物の新築及び改修工事の設計について、地域の景観、ユニバーサルデザイ
ン等に配慮した設計を行った。

子育てが
しやすいまち

公園や広場、保育園などの整備改修は、ユニバーサルデザイン等に配慮し、子育て世
代の方々が安全安心に利用できるよう努めている。

つながりのある
元気なまち

第５次朝霞市障害者プラン H 30 年度　～ R 2

7 年度

第５次朝霞市障害者プラン H 30 年度　～ R 5 年度

施策概要

子ども、高齢者、障害のある人など誰もが使いやすい施設への改良や、誰もが理解しやすいサイン（案内掲
示板など）の導入など、ユニバーサルデザインによるまちづくりを推進する。また、コンパクトで利便性の高い
生活環境を整備し、ライフステージに合わせた住環境を形成する。さらに、高齢者や低所得者などに市が借
り上げた公営住宅の提供を行うとともに、適切な維持管理に努める。

個別計画
関連計画

計画名称

朝霞市都市計画マスタープラン

計画期間

H 16 年度　～ R

050100

関連部課名 総務部（財産管理課）、福祉部（長寿はつらつ課）、都市建設部（開発建築課）

１．施策概要

めざす
目的成果

全ての人にやさしく、安心して、安全・快適に暮らせる、配慮が行き届いたまちとなっている。

施策評価シート（対象：R2年度実施施策）

施策名 全ての人にやさしいまちづくり 総合計画コード 552

部名 都市建設部 主管課名 まちづくり推進課 主管課部課コード

Ｒ3年度(2021年度）評価



　D ニーズ及び解決すべき課題は減少する方向にある

　E ニーズ及び解決すべき課題は大きく減少する方向にある

1

2

3

4

5

　6事業以上の事務事業の位置付けがあるため、別紙に記載

審議会等の
第三者機関

の評価（意見）

【行政評価（外部評価委員会）】
・公共交通空白地区の改善について、積極的に取り組んでほしい。また、市民に分かりやすく周知してほしい。
・高齢者が移動しやすくなるような、施策を推進してほしい。
（「つながりのある元気なまち」に関する所見より抜粋）

部長の意見

・現在の市営住宅であるコンフォール東朝霞団地の一部（５０戸）の借り上げは、平成３６年４月で借り上げ期間が終了するた
め、その後の市営住宅確保のあり方について十分に検討を行うことが必要である。
・市内循環バスについては、地域公共交通計画に基づき、市内の面的な公共交通のネットワークの構築を目指し公共交通空
白地区の改善に取り組むとともに、利用実態に応じた運行計画や弾力的な運行体制の見直しを検討し、快適に利用できる都
市交通システムの形成や、まちづくりと一体となった持続可能な交通体系の構築について検討していく必要がある。
・朝霞台駅へのエレベーターの設置は、駅舎改修が前提とされており、引き続き、東武鉄道と連携し、早期の着工と仮駅舎の
設置の際にエレベーターが設置できないか検討する必要がある。

計　（単位：千円） 0 0 ― ― ―

　

　

　

　

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

　

行政と市民の
役割分担

　Ⅰ 行政の関与（役割）を拡大 　Ⅱ 行政・市民の関与（役割）バランスを維持 　Ⅲ 市民の関与（役割）を拡大

（説明）
・改正セーフティーネット法の趣旨をふまえ、住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅に入居しやすくなるよう制度、仕組
み等について情報提供する。
・公共交通関係では、公共交通空白地区を改善し、市内の面的な交通ネットワーク構築のため、地域住民と一体と
なって運行計画を作成する必要がある。

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

４．今後の展開方針〔部としての判断〕

施策の方向性

 〔複数選択可〕 重点化 内容の見直し

（説明）
・高齢化社会に対応するため、継続的な市営住宅の確保のあり方について検討を行うとともに、建築物のバリアフリー化、ユニバーサルデザイン化の普及啓発
に努める。
・市内循環バスについては、地域公共交通計画に基づき、市内の面的な公共交通のネットワークの構築を目指し公共交通空白地区の改善に取り組むととも
に、利用実態に応じた運行計画や弾力的な運行体制の見直しを検討し、快適に利用できる都市交通システムの構築や、まちづくりと一体となった持続可能な
交通体系の構築について検討していく。
・朝霞台駅へのエレベーターの設置やバリアフリー化には駅舎改修が前提とされており、引き続き、東武鉄道と連携し早期の着工と仮駅舎の設置の際にエレ
ベーターが設置できないか検討していく。

必要性

（ニーズは
今後どう変化

するか）

　A ニーズ及び解決すべき課題は大きく増加する方向にある

　B ニーズ及び解決すべき課題は増加する方向にある

　C ニーズ及び解決すべき課題は現状と変わらない

（説明）
・住宅に困窮する低所得者や高齢者などに対して、市営住宅や高齢者住宅の確保が必要である。
・高齢者の進展など、誰でも移動しやすい環境や公共交通をはじめとする移動手段確保のニーズが高まることが
予想される。
・高齢者や障がい者などが暮らしやすい住環境となるよう、今後住宅のリフォーム補助の需要は高まる。
・シェアサイクルなど公共交通を補完する新たな交通体系の需要が高まる。

施策を
進める上での
問題点・課題

（説明）
・市営住宅の確保について、現在の市営住宅の借上げ期間満了後も低廉な家賃で供給できる住宅確保が求められることか
ら、中長期的な市営住宅のあり方について検討を行う必要がある。
・新型コロナウイルス感染症拡大により、公共交通利用者が減少している中、持続可能な公共交通の確保のため、効率性や
収益性が課題となっている。
・公共交通空白地区を改善し、市内の面的な交通ネットワーク構築のため、地域住民と一体となって運行計画を作成する必
要がある。

３．施策の分析

達成度

（目標の
達成状況は

どうか）

　A 目標・計画を大幅に上回る成果があがっている（5点）  D 目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった（2点）

　B 目標・計画を十分に上回る成果があがっている（4点）  E 目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった（1点）

　C 目標・計画どおりに成果があがっている（3点）

（説明）
・新型コロナウイルス感染拡大の影響で、路線バス会社が超低床ノンステップバスを導入することを見送った。
・高齢者や住宅に困窮している低所得者の居住を確保するため、コンフォール東朝霞団地の一部（５０戸）を都
市再生機構から継続して借り上げ、低廉な住宅供給を行うことができた。
・公共施設の新築工事及び改修工事の業務設計において、地域の景観やユニバーサルデザイン、グリーンイン
フラ等に配慮し設計を行った。
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計　（単位：千円） 98,753 106,100 ― ― ―

高齢者住宅支援事業 - - 4 4 現状のまま

営繕行政事業 31,962 39,680 4 4 現状のまま

住宅政策事業 66,791 66,420 4 4 現状のまま

市内循環バス運営事業 - - 5 5 現状のまま

交通施策推進事業 - - 5 5 拡大

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

都市計画総務事務事業 - - 4 4 現状のまま

050100

関連部課名 総務部（財産管理課）、福祉部（長寿はつらつ課）、都市建設部（開発建築課）

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

施策評価シート　【別紙】 施策を構成する事務事業の次年度の方向性

施策名 全ての人にやさしいまちづくり 総合計画コード 552

部名 都市建設部 主管課名 まちづくり推進課 主管課部課コード



55 55 60

（説明）各審議会等での女性
委員登用率が30％以上の審
議会等の割合

44 46 42 45 45

（未実施） （未実施） （未実施） 63 （未実施）

②

各審議会等での女性委員
登用率が30％以上の審議
会等の割合

％

50 50

実績（見込）

①

配偶者等から暴力を受けた
場合に誰かに相談する女
性の割合

％

（未実施） （未実施） （未実施） 80 （未実施）

（説明）配偶者等から暴力を受け
た場合に誰かに相談する女性の
割合（5年に一度、市民意識調査
を実施）

前期基本計画目標
R2年度（2020年度）

目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画
指標名
（説明）

単
位

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度
（2019年度）

実績 実績 実績 実績

13,032 15,321 15,240 12,539 12,982

政策や立案の決定過程への男女共同参画の推進に向けて情報発信し、つながりのあ
る元気なまちとなるよう努めた。

自然・環境に
恵まれたまち

市民の様々な悩みに寄り添う相談窓口の１つとして、安心・安全で信頼の得られる女性
センターの環境整備に努めた。

総コスト
（事業費＋人件費）

単位：千円
（決算）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度（2019年度） R2年度（2020年度）

年度

２．実施結果

Ｒ2年度の
施策の実施内容

・女性総合相談を実施した。（年51回）
・ＤＶ相談を実施した。（ＤＶ専門相談員による相談（年205日）は、毎週火・水・金・土曜日実施し、それ以外
は職員で対応）
・特別定額給付金（配偶者からの暴力により避難している方への相談）の事務作業を実施した。
・性犯罪・性暴力対策強化集中期間による、リーフレット作成、指針、研修、ホームページ掲載など行った。
・女性視点の防災・防犯マニュアル・カードを作成した。

Ｒ2年度の
基本概念（コンセ
プト）の実施内容

安全・安心な
まち

配偶者等からの暴力根絶に向け、市民に対しＤＶに関する意識啓発や情報提供し、信
頼されるＤＶ相談を実施し、安心・安全なまちとなるよう努めた。

子育てが
しやすいまち

ＤＶ家庭の裏には児童虐待が潜んでいることから、被害者の自立に向けた相談体制を
充実させ、子育てがしやすいまちとなるよう努めた。

つながりのある
元気なまち

H 年度　～ H

7 年度

H 年度　～ H 年度

施策概要

①配偶者等の暴力の根絶に向けて、情報提供や相談体制の充実、関係機関との連携強化に取り組む。
②政策や方針の立案及び決定過程への男女共同参画の推進を図る。
③地域団体や事業所に向けて、男女平等の意識啓発や情報提供、格差解消への協力を求め、男女共同参画を推進し
ていく。

個別計画
関連計画

計画名称

第２次朝霞市男女平等推進行動計画

計画期間

H 28 年度　～ R

020300

関連部課名

１．施策概要

めざす
目的成果

市民１人１人が、性別に関わりなく、その個性と能力を発揮することができ、男女平等が実感できる生活が実
現している。

施策評価シート（対象：R2年度実施施策）

施策名 男女平等が実感できる生活の実現 総合計画コード 612

部名 総務部 主管課名 人権庶務課 主管課部課コード

Ｒ3年度(2021年度）評価



　D ニーズ及び解決すべき課題は減少する方向にある

　E ニーズ及び解決すべき課題は大きく減少する方向にある

1

2

3

4

5

　6事業以上の事務事業の位置付けがあるため、別紙に記載

審議会等の
第三者機関

の評価（意見）

【男女平等推進審議会】
　男女平等に関する市民への意識醸成を図るためには、広報を中心にした様々な媒体で行うこと。

部長の意見

　新型コロナウイルス感染症拡大防止による、テレワーク等により、ＤＶの発生リスクが高まり、また、性犯罪・性暴
力が若年層へ拡大していることから、支援体制をより一層強化し、暴力の抑止となる啓発等を行うこと。また、女
性の活躍推進とワーク・ライフ・バランスの促進を行い、誰もが住みやすい地域社会となるような施策を展開す
る。

計　（単位：千円） 12,539 12,982 ― ― ―

　

男女平等相談事業 12,539 12,982 4 4 現状のまま

男女平等推進事業 ― ― 4 4 現状のまま

男女平等推進行動計画策定事業 ― ― 4 4 R2で休止・廃止・終了

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

女性センター管理事業 ― ― 4 4 現状のまま

行政と市民の
役割分担

　Ⅰ 行政の関与（役割）を拡大 　Ⅱ 行政・市民の関与（役割）バランスを維持 　Ⅲ 市民の関与（役割）を拡大

（説明）
　ＤＶ相談や女性総合相談の周知啓発については、地域で相談を受けた際に、女性センターで相談できる旨の
情報がすぐに提供できるような支援体制を行う。また、関係機関との連携強化に努める。
　働いている女性も働きたい女性も、個々の能力が発揮できる社会や家庭環境が整うような事業展開を行う。

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

４．今後の展開方針〔部としての判断〕

施策の方向性

 〔複数選択可〕 重点化 内容の見直し

（説明）
　ＤＶや性犯罪・性暴力のない暮らしやすい地域社会へ向け、相談窓口の周知やいつでも相談しやすい環境整
備に努める。
　女性が活躍できる社会に向け、市が率先して、女性の意見、立案ができるよう女性の管理的指導にあたる人材
を増やし、女性視点の施策を展開していく。
　自治会などの地域活動に男女ともに参加し、地域力をつけることで、女性の視点での防災力を高めていく。

必要性

（ニーズは
今後どう変化

するか）

　A ニーズ及び解決すべき課題は大きく増加する方向にある

　B ニーズ及び解決すべき課題は増加する方向にある

　C ニーズ及び解決すべき課題は現状と変わらない

（説明）
　社会情勢が悪化し、失業や在宅ワーク、学校の休校など、日々の生活状況の変化や精神的な面でも不安定と
なり、家庭内暴力や児童虐待も増加していくことが懸念される。また、相談内容も複雑になり、多岐にわたること
から、相談員のスキル向上は必要不可欠である。引き続き、ＤＶ支援関係機関との連携を強化し、一人でも多く
の被害者、同伴者、家族を守り、自立に向けた支援ができるような支援体制が必要である。

施策を
進める上での
問題点・課題

（説明）
　暴力は連鎖することから、若年層を中心にした人権教育、学校教育が必要。
　女性が活躍できる環境は少しずつ解消へと向かってはいるが、依然として仕事と家事・育児の両立は女性に
負担がかかっており、男性社会であることが伺えることから、会社や男性の理解促進につながる意識醸成が必要
である。また、認知度が高い「ワーク・ライフ・バランス」（仕事と生活の調和）をより一層高めていくことが課題であ
る。

３．施策の分析

達成度

（目標の
達成状況は

どうか）

　A 目標・計画を大幅に上回る成果があがっている（5点）  D 目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった（2点）

　B 目標・計画を十分に上回る成果があがっている（4点）  E 目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった（1点）

　C 目標・計画どおりに成果があがっている（3点）

（説明）
　今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対応による緊急事態宣言下では、ＤＶ相談が増加すると懸念
されていたことから、通常どおり相談業務を継続し行なった。また、特別定額給付金支給事務による、配偶者か
らの暴力を理由とした避難者に対し、的確に支給できるよう、迅速に相談業務について周知啓発することができ
た。また、令和２年度から令和４年度までの期間を性犯罪・性暴力対策強化集中期間として、若年層を対象とし
たリーフレットの作成や市職員への意識醸成を図ることができた。防災・防犯に関し、女性視点で平時の準備が
必要な、避難所生活を強いられた場合に活用できる「防災防犯マニュアルガイド」を作成することができた。
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計　（単位：千円） 0 0 ― ― ―

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

#REF!

関連部課名 #REF!

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

施策評価シート　【別紙】 施策を構成する事務事業の次年度の方向性

施策名 #REF! 総合計画コード #REF!

部名 #REF! 主管課名 #REF! 主管課部課コード



3 3 3

（説明）
人権施策庁内連絡会、人権問題
研修推進員研修の開催回数 3 3 3 4 4

654 778 773 646 49

②

人権施策庁内連絡会、人
権問題研修推進員研修の
回数

回

3 3

実績（見込）

①

人権に関する研修会・講演
会参加者数

人

600 610 620 620 630

（説明）
各種人権研修会などの年間参
加者数

前期基本計画目標
R2年度（2020年度）

目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画
指標名
（説明）

単
位

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度
（2019年度）

実績 実績 実績 実績

7,938 9,543 11,775 12,026 13,056

人権擁護委員と協働し、彩夏祭での街頭啓発活動、小学校での「人権の花運動」、保育園での「人権教室」
の実施を予定していたが、コロナ禍の影響で例年どおりには実施することができなかった。

自然・環境に
恵まれたまち

自然に親しんでいただく機会として、学校花壇などに花を植える「人権の花運動」の実
施を予定していたが、コロナ禍の影響で例年どおりには実施することができなかった。

総コスト
（事業費＋人件費）

単位：千円
（決算）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度（2019年度） R2年度（2020年度）

年度

２．実施結果

Ｒ2年度の
施策の実施内容

①人権施策庁内連絡会（2回）、庁内人権問題研修推進員研修（2回）を開催した。
②平和の大切さを伝えるため、平和パネル展や平和に関するＤＶＤ上映、終戦記念日等の黙とう及び半旗の掲揚を実施した。
③北足立郡市町同和対策推進協議会に参加するとともに、民間運動団体等の主催する研修会等に参加した。（約20回）
④広報誌やホームページを活用した啓発記事の掲載をはじめ、新たに成人式において若者に対する人権啓発活動を実施した。
⑤職員の人権意識の醸成を図ることを目的に研修会（書面研修を含む）を実施したほか、階層別職員研修において講師を務めた。
⑥小中学生に人権作文の応募を呼びかけ、人権作文集「たいよう」を作成した。
⑦朝霞市人権教育推進協議会へ補助金を交付し、人権教育・啓発事業の支援を行った。
⑧人権啓発冊子を作製した。（隔年作製）

Ｒ2年度の
基本概念（コンセ
プト）の実施内容

安全・安心な
まち

誰もが安心して暮らすことができるよう、市民等の人権意識を高めるとともに、平和の大
切さを伝える活動を実施した。

子育てが
しやすいまち

親子で平和の大切さを見つめ直す機会を広く市民に提供するため、平和に関するＤＶ
Ｄの上映やパネルの展示を実施した。

つながりのある
元気なまち

H 年度　～ H

年度

H 年度　～ H 年度

施策概要

①様々な人権問題の解決に向けた総合調整を図る。
②人権と平和の大切さを伝える活動を実施する。
③人権擁護委員と協働した啓発活動を実施する。
④職員の人権意識高揚及び担当職員の資質向上を図るための研修会を実施する。
⑤同和問題の早期解決に向けた関係機関及び団体との連携・調整を図る。

個別計画
関連計画

計画名称 計画期間

H 年度　～ H

020300

関連部課名 学校教育部（教育指導課）、生涯学習部（生涯学習・スポーツ課）

１．施策概要

めざす
目的成果

「部落差別の解消の推進に関する法律」及び「人権教育及び啓発活動の推進に関する法律」の趣旨に則っ
た施策の実践により、市民一人ひとりの人権意識・人権感覚が高まり、憲法で保障された基本的人権を互い
に尊重し、認め合う、差別のない明るい社会になっている。

施策評価シート（対象：R2年度実施施策）

施策名 人権教育・啓発活動 総合計画コード 621

部名 総務部 主管課名 人権庶務課 主管課部課コード

Ｒ3年度(2021年度）評価



　D ニーズ及び解決すべき課題は減少する方向にある

　E ニーズ及び解決すべき課題は大きく減少する方向にある

1

2

3

4

5

　6事業以上の事務事業の位置付けがあるため、別紙に記載

審議会等の
第三者機関

の評価（意見）

該当する第三者機関なし

部長の意見

今年度は、コロナ禍において人権に関する研修会・講演会の開催は出来なかったが、人権意識・人権感覚の高
まりについては、一定の成果は上がっているものと考える。しかしながら、人権課題は複雑、多様化しており、新
たな人権問題も生じていることから、今後も教育、啓発を中心に適切な施策を展開していく必要があるものと考え
る。

計　（単位：千円） 0 0 ― ― ―

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

行政と市民の
役割分担

　Ⅰ 行政の関与（役割）を拡大 　Ⅱ 行政・市民の関与（役割）バランスを維持 　Ⅲ 市民の関与（役割）を拡大

（説明）
人権が尊重される平和で豊かな社会の実現には、市民一人ひとりの人権に対する正しい理解が必要である。そのために、人
権擁護委員が行う、小学生を対象とした「人権の花運動」、中学生を対象とした「人権作文コンテスト作品募集」など、多くの児
童の参加を得ながら、小さい頃から人権尊重の意識を育む啓発活動を推進する。また、人権教育については朝霞市人権教
育推進協議会、学校人権教育主任会等との連携を図りながら、市民や市職員、教職員に対しての研修等を適切に行う。

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

４．今後の展開方針〔部としての判断〕

施策の方向性

 〔複数選択可〕 重点化 内容の見直し

（説明）
・人権施策を実施する関係各課との連携を図る。
・職員の人権意識の更なる向上に向け研修会、会議、情報提供等を行っていく。
・人権相談をはじめとした各種相談事業を着実に推進する。
・人権施策及び平和施策を着実に実施するとともに、関係機関、団体との連絡調整を図る。
・市民等の人権尊重意識の向上に向け、研修会、講演会等を着実に行っていく。

必要性

（ニーズは
今後どう変化

するか）

　A ニーズ及び解決すべき課題は大きく増加する方向にある

　B ニーズ及び解決すべき課題は増加する方向にある

　C ニーズ及び解決すべき課題は現状と変わらない

（説明）
すべての人々の人権が尊重され、平和で豊かな社会の実現に向け、市民一人ひとりの人権尊重の精神の涵養
を図ることが不可欠であることから、そのための人権教育、啓発活動が重要であると考える。また、複雑、多様化
する人権問題ではあるが、人権を尊重することは人類普遍の原理であり、人権尊重社会を望む市民の願いは変
わる事はないと考える。

施策を
進める上での
問題点・課題

（説明）
市民等の人権尊重意識を把握することは大変難しいものがある。また、災害の発生や社会状況及び経済状況等の変化によ
り、人々の意識が大きく変わるような状況も見受けられる。そのような中、人類普遍の原理である人権尊重意識を醸成するた
めに、社会情勢等を的確に把握し、創意工夫した人権教育、啓発活動を継続的に行っていくとともに、人権侵害被害者等を
可能な限り支援するための相談体制の充実や関係機関等との連携を図っていくことが必要である。
また、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴い多くの人が集まることから「人権の尊重」への理解が深まる
よう啓発を行う。

３．施策の分析

達成度

（目標の
達成状況は

どうか）

　A 目標・計画を大幅に上回る成果があがっている（5点）  D 目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった（2点）

　B 目標・計画を十分に上回る成果があがっている（4点）  E 目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった（1点）

　C 目標・計画どおりに成果があがっている（3点）

（説明）
人権意識・人権感覚が高まり、あらゆる差別が解消され、人権が尊重される社会の実現にはまだまだ多くの時間と努力が必要だと考える。
また、社会情勢や経済状況の変化に伴い、人権課題は複雑、多様化しており、今後も教育、啓発を中心とした施策を展開していく必要が
あるものと考える。その中でも行政の各種施策を推進する上で、その担い手である職員の人権意識の向上は欠かすことのできないものであ
り、職員研修等を通して人権課題への正しい理解を深めることができたものと考える。また、人権に関する研修会・講演会参加者数はコロナ
禍において例年どおりに開催出来なかったため、目標の達成には至らなかったが、広報誌や市ホームページでの人権啓発や新たに成人
式において若者に対する人権啓発活動を実施したことなどから、市民の人権尊重意識の高揚が図れたものと考える。
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計　（単位：千円） 12,026 13,056 ― ― ―

戦没者追悼事業 0 2,391 5 5 R2で休止・廃止・終了

人権啓発推進事業 12,026 10,665 5 5 現状のまま

人権教育振興事業 - - 5 5 現状のまま

教職員研修事業 - - 5 5 現状のまま

特別支援教育事業 - - 5 5 現状のまま

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

教育指導支援事業 - - 5 5 現状のまま

020300

関連部課名 学校教育部（教育指導課）、生涯学習部（生涯学習・スポーツ課）

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

施策評価シート　【別紙】 施策を構成する事務事業の次年度の方向性

施策名 人権教育・啓発活動 総合計画コード 621

部名 総務部 主管課名 人権庶務課 主管課部課コード



690 690 690

（説明）
市民が法的問題を解決するため
市民相談事業において弁護士に
相談する法律相談件数

696 660 689 611 660

16 9 11 2 0

②

法律相談件数 720 720

実績（見込）

①

人権相談件数

件

24 24 24 24 24

（説明）
人権問題に関する年間相談数

前期基本計画目標
R2年度（2020年度）

目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画
指標名
（説明）

単
位

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度
（2019年度）

実績 実績 実績 実績

11,747 11,604 11,748 7,221 5,673

市で実施する人権相談日以外に、市民等からのご相談があった場合、次の相談日まで待ってい
ただくのではなく、積極的にさいたま地方法務局での常設人権相談をご案内した。

自然・環境に
恵まれたまち

市民相談室に花を置き、相談者の心を落ち着かせる配慮をした。

総コスト
（事業費＋人件費）

単位：千円
（決算）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度（2019年度） R2年度（2020年度）

年度

２．実施結果

Ｒ2年度の
施策の実施内容

①法律相談（554件）、行政相談（4件）を実施した。（数値はいずれも1月末現在）
②人権相談（1回）を実施した。
③人権施策庁内連絡会の2回の開催（うち1回は書面会議）と庁内人権問題推進研修会を書面研修として2
回開催した。

Ｒ2年度の
基本概念（コンセ
プト）の実施内容

安全・安心な
まち

法律相談、行政相談、人権相談などの各種相談事業を実施し、相談者の問題解決に
努めた。

子育てが
しやすいまち

相談者がお子様連れの場合、こども未来課相談室等から玩具や絵本などを借り、子ど
もが飽きないよう工夫した。

つながりのある
元気なまち

H 年度　～ H

7 年度

H 年度　～ H 年度

施策概要
①庁内関係各課と連携しながら、相談者及び被害者の支援等に努める。
②法務局や県、他市町村などの関係機関と連携強化を図りながら、相談者及び被害者の支援等に努める。
③相談・支援体制の充実に努める。

個別計画
関連計画

計画名称

第２次朝霞市男女平等推進行動計画

計画期間

H 28 年度　～ R

020300

関連部課名 市民環境部（地域づくり支援課）、生涯学習部（生涯学習・スポーツ課）

１．施策概要

めざす
目的成果

複雑、多様化する人権問題の解決のために、個々のケースごとのきめ細やかな支援を実現する庁内関係各
課の横断的な対応と、国や県をはじめとする関係機関や民間団体等との緊密な連携が確立されている。

施策評価シート（対象：R2年度実施施策）

施策名 問題解決に向けた支援体制の充実 総合計画コード 622

部名 総務部 主管課名 人権庶務課 主管課部課コード

Ｒ3年度(2021年度）評価



　D ニーズ及び解決すべき課題は減少する方向にある

　E ニーズ及び解決すべき課題は大きく減少する方向にある

1

2

3

4

5

　6事業以上の事務事業の位置付けがあるため、別紙に記載

審議会等の
第三者機関

の評価（意見）

【市議会（一般質問）】
性犯罪、性暴力の被害者の支援について、令和２年度から４年度までの３年間を、国が性犯罪・性暴力対策の
「集中強化期間」として定めた「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」、市民への相談窓口及び支援体制につい
て、広く周知してほしい。

部長の意見

相談件数は年度により違いがあるが、人権問題は複雑、多様化しており、多岐にわたる問題も多く、関係部署と
の連携の強化や相談員のスキルアップを図る必要がある。

計　（単位：千円） 0 0 ― ― ―

　

　

　

　

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

　

行政と市民の
役割分担

　Ⅰ 行政の関与（役割）を拡大 　Ⅱ 行政・市民の関与（役割）バランスを維持 　Ⅲ 市民の関与（役割）を拡大

（説明）
・人権侵犯事案の解決には、行政が役割をしっかりと認識し、責任ある取組を行う必要があり、行政間の連携や
全庁各課、また国や県、警察機関等との連携が重要となる。
・人権尊重の社会づくりには、市民との協力が不可欠であり、民間団体等と課題解決に向けた連携を図る。

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

４．今後の展開方針〔部としての判断〕

施策の方向性

 〔複数選択可〕 重点化 内容の見直し

（説明）
・相談内容が多岐に渡るケースも多く、課単独での対応は難しい状況等もあるため、引き続き関係各課の連絡強
化を図るとともに、相談員のスキルアップに取り組むことが必要と考える。
・人権施策庁内連絡会等を活用し、担当者同士の連携が図りやすい状況を構築するよう努める。

必要性

（ニーズは
今後どう変化

するか）

　A ニーズ及び解決すべき課題は大きく増加する方向にある

　B ニーズ及び解決すべき課題は増加する方向にある

　C ニーズ及び解決すべき課題は現状と変わらない

（説明）
人権侵害等の傾向はその時々の社会情勢とともに変化し、法的問題や人権侵犯事案の件数、種別は増加傾向
にあり、救済と自立に関する行政へのニーズは高まっているものと思われる。

施策を
進める上での
問題点・課題

（説明）
・人権侵犯被害者を可能な限り支援するため、相談体制の充実や国、県、関係機関及び関係各課との連携を充
実させていく必要がある。
・被害者の救済には相談員自身が専門的な知識を習得するなど、スキルアップを図る必要がある。

３．施策の分析

達成度

（目標の
達成状況は

どうか）

　A 目標・計画を大幅に上回る成果があがっている（5点）  D 目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった（2点）

　B 目標・計画を十分に上回る成果があがっている（4点）  E 目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった（1点）

　C 目標・計画どおりに成果があがっている（3点）

（説明）
・目標と実績に乖離は見られるが、各相談体制が整えられ、結果として相談がなかった（人権侵犯事案がなかっ
た）ことと捉えられるので問題はないものと考える。
・人権侵害被害者の支援においては、関係各課や県などと連携を図りながら、適切な支援に努められたと考え
る。また、市で実施する人権相談日以外に、市民等からの相談があった場合、次の相談日まで待っていただくの
ではなく、積極的にさいたま地方法務局での常設人権相談を案内するなど、適切に対応できたものと考える。



1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

計　（単位：千円） 7,221 5,673 ― ― ―

5 5 現状のまま

男女平等相談事業 - - 5 5 現状のまま

現状のまま

女性センター管理事業 - - 5 5 現状のまま

男女平等推進行動計画策定事業 - -

- - 5 5 現状のまま

市民相談事業 7,221 5,673 5 5

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

人権啓発推進事業 - - 5 5 現状のまま

人権教育振興事業

020300

関連部課名 市民環境部（地域づくり支援課）、生涯学習部（生涯学習・スポーツ課）

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

施策評価シート　【別紙】 施策を構成する事務事業の次年度の方向性

施策名 問題解決に向けた支援体制の充実 総合計画コード 622

部名 総務部 主管課名 人権庶務課 主管課部課コード



（説明）

着手 検討 検討 検討 策定

②

実績（見込）

①

個別施設計画の策定

―

策定作業に
着手

策定 策定 進捗の検証
進捗の検証と

見直し

（説明）中長期的な取組の方向性
を示した公共施設等総合管理計
画に基づき、個別施設ごとの対応
方針を定めた計画を策定する。

前期基本計画目標
R2年度（2020年度）

目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画 目標・計画
指標名
（説明）

単
位

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度
（2019年度）

実績 実績 実績 実績

1,121,403 535,085 855,797 474,763 415,364

市庁舎の管理や工事等に関する情報を市民と共有した。

自然・環境に
恵まれたまち

公共施設の空調設備や公用車の更新にあたっては、省エネタイプのものを採用し環境
に配慮した。

総コスト
（事業費＋人件費）

単位：千円
（決算）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度（2019年度） R2年度（2020年度）

年度

２．実施結果

Ｒ2年度の
施策の実施内容

・公有財産の登録、分類を行い、公有財産台帳及び固定資産台帳を作成した。
・設計業務委託等事務については、６件実施し、工事の監督業務は令和元年度および令和２年度に発注した案件につ
いて、１９件（うち、令和元年発注工事は４件）実施した。
・建物維持管理マニュアルに則って施設管理者が実施した施設点検結果について、とりまとめを行った。
・旧第四小学校跡地を民間事業者への賃貸借の開始した。
・公の施設の指定管理者制度に関する基本指針に基づき、公の施設60施設について、指定管理者制度による管理運
営を行った。
・公共施設等総合管理計画検討委員会を３回開催し、計画策定に係る御意見を伺った。

Ｒ2年度の
基本概念（コンセ
プト）の実施内容

安全・安心な
まち

公共施設の安全を均質に確保するため、建物維持管理マニュアルを作成し、具体的な
点検方法の説明会を施設管理者向けに実施した。

子育てが
しやすいまち

工事の設計にあたっては、子育て世代が利用しやすくなるように配慮した。

つながりのある
元気なまち

H 年度　～ H

47 年度

H 年度　～ H 年度

施策概要
・公共施設等総合管理計画に基づき、安全確保や老朽化対策など、適切な施設管理を行う。
・民間との適切な連携を進めながら、公共施設のサービスの質の向上や効率的な運営を行う。

個別計画
関連計画

計画名称

公共施設等総合管理計画

計画期間

H 28 年度　～ R

010100

関連部課名 総務部（財産管理課）、市民環境部（内間木支所、朝霞台出張所、朝霞駅前出張所）

１．施策概要

めざす
目的成果

市の公共施設が安全に利用でき、必要とされるサービスが必要なだけ提供できている。

施策評価シート（対象：R2年度実施施策）

施策名 公共施設の効果的・効率的な管理運営 総合計画コード 654

部名 市長公室 主管課名 政策企画課 主管課部課コード

Ｒ3年度(2021年度）評価



　D ニーズ及び解決すべき課題は減少する方向にある

　E ニーズ及び解決すべき課題は大きく減少する方向にある

1

2

3

4

5

　6事業以上の事務事業の位置付けがあるため、別紙に記載

審議会等の
第三者機関

の評価（意見）

【公共施設等総合管理計画検討委員会】
　施設改修の際に利用者の意見を聴くなど、市民参加の視点で進めてほしい。

部長の意見

市が保有する公共施設（一般施設（建物系）、学校、供給処理施設、基盤施設（道路、橋梁、上下水道などのイ
ンフラ施設））については、各分野別の個別施設計画が策定された。今後はそれらの計画に基づき改修等を実
施していくが、市の予算とのバランスや財政状況、国の動向などを見極めながら、全庁で検討を行う必要がある。

計　（単位：千円） 0 0 ― ― ―

　

　

　

　

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

　

行政と市民の
役割分担

　Ⅰ 行政の関与（役割）を拡大 　Ⅱ 行政・市民の関与（役割）バランスを維持 　Ⅲ 市民の関与（役割）を拡大

（説明）
公共施設は市民の大切な資産であることから、公共施設の課題と問題意識を共有する。

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

４．今後の展開方針〔部としての判断〕

施策の方向性

 〔複数選択可〕 重点化 内容の見直し

（説明）
・今後も公共施設のサービスを持続可能なものとするため、本施策による取組を強化していく必要がある。
・公共施設等総合管理計画の方針を踏まえ、安全を確保しながら計画的な維持管理を進めていくとともに、経費
の縮減、発注時期の平準化などに努めていく必要がある。

必要性

（ニーズは
今後どう変化

するか）

　A ニーズ及び解決すべき課題は大きく増加する方向にある

　B ニーズ及び解決すべき課題は増加する方向にある

　C ニーズ及び解決すべき課題は現状と変わらない

（説明）
・普通財産の未利用地は、行政による利用を検討した上で、貸付などの予定がない土地については、可能な限り売却等の処分を進め、そ
こから生じる収益で財政の健全化に寄与できるようにする必要がある。
・市有建築物の設計や、工事の監督を行う場合には、誰もが安全で安心して快適に施設を利用できるように、景観や緑化、ユニバーサル
デザイン等に配慮することが重要である。また、工事においては、監督業務をすることにより、契約の適正な履行の確保が図られる。
・公の施設（19施設）の管理・運営にあたり、文化・スポーツ振興公社を指定管理者に指定することで、直営よりも専門的に施設の維持管理
及び運営を行うことができる。

施策を
進める上での
問題点・課題

（説明）
・計画の実施には、財政的な裏づけが必要であり、常に市全体の財政状況と整合を図りながら施策を進める必
要がある。
・民間へ委託する際の契約や仕様書等を常に見直したり、設備等の運用方法を見直すことで、老朽化が進む市
庁舎の建物機能を一定水準に維持した上で、経常的経費の節減を進める必要がある。

３．施策の分析

達成度

（目標の
達成状況は

どうか）

　A 目標・計画を大幅に上回る成果があがっている（5点）  D 目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった（2点）

　B 目標・計画を十分に上回る成果があがっている（4点）  E 目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった（1点）

　C 目標・計画どおりに成果があがっている（3点）

（説明）
・普通財産の活用面積については、旧朝霞第四小学校跡地の民間事業者への賃貸借の開始や、旧憩いの湯跡地の工事資
材置場としての賃貸借など、貸付できる普通財産は全て貸付に供することができた。
・新築工事及び改修工事の設計業務については、地域の景観、ユニバーサルデザイン等に配慮した設計を行った。
・庁議及び政策調整会議の会議録を公表することにより、市の意思決定過程等について市民へ周知が図られた。
・個別施設計画の策定については、目標に達しなかったが、現状の基礎調査、施設カルテの作成、アンケートなどを実施し、
令和２年朝霞市公共施設等マネジメント実施計画を策定した。
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計　（単位：千円） 474,763 415,364 ― ― ―

公共施設等総合管理計画推進事業 16,499 20,575 4 4 現状のまま

文化スポーツ振興公社運営支援事業 145,258 153,351 3 3 現状のまま

政策総務事務事業 - - 4 4 現状のまま

行政改革推進事業 - - 4 4 現状のまま

総合計画推進事業 - - 3 4 現状のまま

朝霞駅前出張所管理事業 21,000 23,739 3 3 現状のまま

朝霞台出張所管理事業 24,528 24,868 3 3 現状のまま

内間木支所管理事業 9,006 9,134 3 3 現状のまま

営繕行政事業 31,962 39,680 4 4 現状のまま

庁用備品管理事業 4,082 4,204 3 3 現状のまま

公用車管理事業 23,056 19,498 3 3 現状のまま

庁舎施設改修事業 80,235 6,125 3 3 拡大

庁舎管理事業 113,177 109,074 3 3 現状のまま

R3に向けた
投入資源の方向性R1決算 R2決算見込

公有財産管理事業 5,960 5,116 5 5 現状のまま

010100

関連部課名 総務部（財産管理課）、市民環境部（内間木支所、朝霞台出張所、朝霞駅前出張所）

施策を
構成する

事務事業の
次年度の
方向性

事務事業名
総コスト（事業費＋人件費） 有効性

貢献度
優先性
緊急性

施策評価シート　【別紙】 施策を構成する事務事業の次年度の方向性

施策名 公共施設の効果的・効率的な管理運営 総合計画コード 654

部名 市長公室 主管課名 政策企画課 主管課部課コード



令和3年度外部評価委員会（第１回）事前質問票　（安全・安心なまち）

質問
番号

評価シー
ト

総合計画コード
項目等

委員からの質問 担当課 担当課からの回答 資料請求
請求する

資料の内容

1 ◆１－１
521

やさしさに配慮した道づくり

　ホームページアンケートで歩道に関することが多く、歩道がない、狭い等、特に生
活道路の歩道確保を訴えています。今後の方向性としてハード整備中心からソフト
面を強化する取り組みへの転換が必要であるとありますが具体的にはどのようなこ
とが考えられますか。特に子どもと高齢者への対応はどうなりますか。

道路整備課
まちづくり推進課

　ソフト面における有効的な歩行空間の確保につきましては、道路幅員や
交通量等にもよりますが、道路整備基本計画に基づき、路面標示、ポスト
コーン及びグリーンベルト等による安全対策を講じ、子どもや高齢者でも安
全・安心に通行できるよう配慮すべきと考えております。

2 ◆１－1
521

やさしさに配慮した道づくり

　歩道、車道、自転車道の区別がきちんとされていない所が少なくなく、中にはいつ
交通事故が起きてもおかしくないほどと意見されている場所も。ですが、市だけで決
めて変えられるものなのか、警察や県も関与して決めることなのでしょうか？この項
は、市民満足度がとても低いです。 まちづくり推進課

　市では、市内の各地域の利便性や安全性の向上に資する道路網を構築
するため、令和元年５月に策定した「道路整備基本計画」に基づき、整備を
進めております。
　また、歩道・車道・自転車道の区別については、一定以上の幅員が必要
になりますので、幹線道路の整備や拡幅予定路線において、歩行者が安
全・安心に利用できる道路空間の確保に努めてまいります。
　なお、自転車道の設置等の安全対策については、道路管理者・警察等関
係機関との協議が必要となります。

3 ◆１－１
522

まちの骨格となる道路づくり

　都市計画道路の整備率は、R２年度は５７％、Ｈ２８～の５年間で２％上昇です。１０
０％になるにはあと、１０７年かかる計算ですが、その速度でずっといくのですか。

まちづくり推進課

　都市計画道路の整備につきましては、交通ネットワークの構築や安全安
心な歩行者空間を確保する上で重要な事業と考えておりますが、整備を進
めるためには、多額の費用と時間を要すことなどから、優先順位を定め計
画的に事業を進めているところです。
　現在、市では駅東通線及び岡通線のうち根岸台６丁目地区において事業
認可を行い、早期の整備に向け用地交渉を進めているところです。
　また、埼玉県においては岡通線のうち朝霞浄水場（西）の交差点改良の早
期整備完了に向けて、継続して用地交渉を行っております。
　なお、長期未整備都市計画道路につきましては、社会情勢の変化や制度
改正なども踏まえ、その必要性や構造の適正さについて検証を行い、廃止
を含む検討も行ってまいります。

4 ◆１－１
522

まちの骨格となる道路づくり

①市内には、幹線道路が 13 路線ありますが、そのうち県道（６路線）路線毎の歩道
整備率はどのようになっていますか。
②県道の歩道整備については土地収用等難しい課題がありますが、これまで県に
対してどのような要望を行ってきましたか、また、今後どのような働きかけを考えてい
ますか。

※県道朝霞蕨線（秋ヶ瀬橋～朝霞駅～市役所～川越街道）などは、歩道がほとんど
整備されておらず歩行者・自転車・バスなどが通り大変危険な状況になっています。 道路整備課

① 県道を管理してる埼玉県朝霞県土整備事務所に確認したところ、県道6
路線の歩道整備率（朝霞市内のみ）は以下のとおりとのことでございまし
た。
　・県道保谷志木線　　　　74.0％
　・県道朝霞蕨線　　　 　　62.6％
　・県道東京朝霞線　　　100.0％
　・県道新座和光線　　　　96.5％
　・県道和光志木線　　　　79.0％
　・県道ふじみ野朝霞線　77.1％
②市では、市内の県道を管理している埼玉県朝霞県土整備事務所に対し、
委員ご指摘の県道朝霞蕨線のほか、市内の県道についての歩行空間を確
保し、歩行者等が安全で快適に通行できるよう適正な管理を行う旨、要望し
ております。今後におきましても、土地収用や買収等を迅速に行っていただ
くよう働きかけてまいります。

あり

市内を通る県道の
歩道整備（計画）な
どに関する資料

※R3.5.10
  県土より資料提供

5
◆１－１

521
やさしさに配慮した道づくり

522
まちの骨格となる道路づくり

541
特性に応じた市街地づくり

　内部評価は3.33/5、市民満足度は2.55/5（前年度比では、内部評価は横ばい、市
民満足度は-0.11）となっており、指標達成度と市民の満足度に乖離がある様に思わ
れる。このテーマについて、なぜ達成度に満足度がついてこないのか、市の見解を
聞かせて欲しいです。

道路整備課

　予算の範囲内で可能な限りの業務を行っておりますが、それ以上に市民
の要望が増加・多様化しており、市民の求める要望の量の多さが内部評価
と市民満足度の乖離となっていると考えています。

資



令和3年度外部評価委員会（第１回）事前質問票　（安全・安心なまち）

質問
番号

評価シー
ト

総合計画コード
項目等

委員からの質問 担当課 担当課からの回答 資料請求
請求する

資料の内容

資

6
◆１－１

521
やさしさに配慮した道づくり

522
まちの骨格となる道路づくり

541
特性に応じた市街地づくり

　“令和２年度外部評価委員会からの所見、及び担当課からの回答”の回答の中
に、「道路整備基本計画」が、HPに分かりやすく掲載しているとあります。又、HPをよ
く見ると、「朝霞市道舗装修繕計画」や「無電柱化推進計画」など、すばらしい取組も
あります。それなのに、市民からのアンケートでは、誰もが歩きやすい歩道の整備
や、生活道路の安全確保の取組みに、やや不満、不満合わせて52.9％です。取組み
のアピールがまだまだ不足しているのではないかと思われますが、いかがでしょう
か。 道路整備課

　現在、道路整備基本計画に基づくもののほか、沿道建築物の建替えや開
発行為などの申請及び道路整備課への各種相談などを機ととらえ、歩道整
備等の協力をお願いをしているところですが、実績は芳しくなく、それがアン
ケートの結果となっていると考えています。
　普段寄せられる苦情・要望などを鑑みると、主に通行に関する市民の皆さ
んの不満と実際に土地を提供する沿道地権者の状況の違いから、「歩道が
ないと安心して歩けない」と「なぜ自分が土地を提供しなければならないの
か」との感情の間で用地取得に苦慮しているところです。
　現在、HPでの周知以外のアピールの実施は予定しておりませんが、令和
4年度に市道1号線の一部について路線測量を行うよう準備しており、その
時に多くの沿道地権者への周知を考えています。



令和3年度外部評価委員会（第１回）事前質問票　（安全・安心なまち）

質問
番号

評価シー
ト

総合計画コード
項目等

委員からの質問 担当課 担当課からの回答 資料請求
請求する

資料の内容

資

7 ◆１－2
522

まちの骨格となる道路づくり

　朝霞台駅にエレベーターを作ってほしいとの声が以前からあるが、市だけで決めら
れる問題なのか。東武鉄道とJRも関与してくるのでしょうか？市だけで決定できるの
ならば、バリアフリーの観点からこんな大切な点がずっと蔑ろにされているのか、よく
理解できません。

まちづくり推進課

　朝霞台駅へのエレベーター設置につきましては、施設管理者である東武
鉄道に対し、これまで東武東上線沿線の７市１町で構成する「東武東上線
改善対策協議会」を通じて、毎年要望を行っています。
　東武鉄道からは、今後、駅舎の老朽化に伴う全面的な建替工事を実施す
る際に、エレベーターやホームドアの設置、並びに施設全体のバリアフリー
化にも対応していきたいとの回答をいただいています。
　今後につきましても、エレベーター等の早期設置の実現について、引き続
き要望してまいります。

8 ◆２－４
111

防災対策の推進

　避難所が足りるのか？という市民の声があります。コロナ禍のなかで震災・水害等
の大規模災害での避難所の設営はどうなっているのか。どのような感染対策が行わ
れ、十分密を避け収容できるよう確保できていますか。

危機管理室

　市では、避難所の感染症対策として、昨年度新たにワンタッチパーテー
ション、折りたたみベッド、空気清浄機、マスク、アルコール、防護服等の各
種衛生用品を避難所に備蓄いたしました。また、感染症対策を想定した、避
難所開設訓練を実施し、健常者と要隔離者の避難スペースを完全に分けら
れるよう避難所運営職員に周知をいたしました。
　その他、新たにカインズ朝霞店と「災害時における一時避難場所の提供」
の災害協定を締結し、市民の避難場所の選択肢を増やしたほか、市ホーム
ページや広報あさかでは、「在宅（知人宅）避難のススメ」や「車中泊避難の
ススメ」を掲載し、３密を避けることが出来るよう啓発をしています。

あり

市内の避難所設置
場所と各収容人数

9 ◆２－４
111

防災対策の推進

　阪神淡路大震災では、火災の被害が目立ち、その原因の５割は、電気復旧時の
「通電火災」だったそうです。市民の命、財産を守る為、減災の為にも、「感電ブレー
カー各種」の周知活動、促進、推進が必要だと思います。内閣府でも普及の取組をし
ています。まわりの状況を見て進めるというより、自ら進んで、先進市として行うべき
と思いますが、いかがでしょうか。 危機管理室

　感震ブレーカーにつきましては、震災時の火災の抑制に効果的であると
認識しておりますが、一定の揺れで強制的に電力供給が遮断されることか
ら、電気を使用する医療器具等を使用している家庭の場合に影響が出るこ
とや、夜間に一斉に電気が遮断された場合、屋外に避難する際の照明が確
保できなくなることや、遮断後の復旧が困難な世帯もあるなど課題も考えら
れることから、今後、調査研究してまいりたいと考えております。

10 ◆２－４
111

防災対策の推進

　地球温暖化などの影響による大規模風水害の頻発、また、首都直下型地震などに
おける大規模災害発生への懸念など、今までに経験がない大災害が起こる可能性
があります。東日本大震災などの経験から災害時における特殊な環境（情報ツール
の回線停止やアクセス集中など）により情報が不通になるなどの例があったとのこと
です。市からの情報発信、市民の情報アクセスなどに支障が生じないよう対策を講じ
る必要があると考えますが、防災ICTの整備現状をお伺いします。

（例）災害対策本部が設置される市役所や避難場所にWi-Fi環境を整備するなど

危機管理室

　市では、防災拠点である市内全１０校の小学校にfree wi-fiを整備しており
ます。加えて、１０校の小学校と朝霞高校に災害時用公衆電話を整備して
おります。また、市役所に災害時優先電話として固定電話１台、携帯電話を
５台整備しております。
　アクセス集中の対策としては、ヤフー株式会社と災害協定を締結し、災害
時にはホームページのキャッシュサイトを検索ページから閲覧することがで
きます。

-

-

11 ◆２－５
111

　防災対策の推進

　災害に備えたハザードマップの改訂を進めているとのことであるが、災害時に住民
がハザードマップを活用するためには情報だけでは役に立たない。実際に住民が行
動して自らの安全を確保する事前準備が肝要と思うが、担当課としてはどの様な取
り組みを考えているのか。 危機管理室

　令和３年３月に朝霞市ハザードマップを改訂し、浸水想定エリアにお住い
の方に、全戸配布いたしました。
　ハザードマップには、マイ・タイムラインを掲載し、住民一人ひとりがとるべ
き防災行動を時系列でまとめられるようになっております。
　今後、ハザードマップやマイ・タイムラインについて、防災イベントや他課
の市民向けの会議等の中で周知していく予定です。

12 ◆２－６
121

防犯のまちづくりの推進

　市民から防犯カメラを増やしてほしいという意見があります。市民、特に子どもの安
全対策に通学路を中心に防犯カメラの設置、管理法の積極的な調査、研究をお願い
します。 危機管理室

　市では、住民自治による防犯活動を推進しており、防犯カメラの設置につ
いては地域の実情を熟知している自治会・町内会に設置をお願いし、設置
費用に対し補助制度により支援を行っております。
　今後も引き続き、犯罪被害を防ぎ子どもたちを守る取組を行ってまいりま
す。

あり

市内の防犯カメラの
設置場所と数、管理
運営方法(可能の範
囲で)

13 ◆２－６
523

良好な交通環境づくり

　歩道の整備については住民の満足度が低く、モニターアンケートにも具体的な不満
が寄せられている。市としても努力しているテーマであるが、住民の方々と率直な会
話が必要ではないか。担当課のご意見をお聞きしたい。

道路整備課

　歩道の整備につきましては、必要に応じて適切な情報提供を市民の皆様
に行うとともに、開発行為等及び各種相談などを機ととらえ、歩道整備の協
力をお願いをするなど、朝霞市道路整備基本計画に基づき道路拡幅の対
象となる地権者等との合意形成を図りながら事業を進めてまいります。



令和3年度外部評価委員会（第１回）事前質問票　（安全・安心なまち）

質問
番号

評価シー
ト

総合計画コード
項目等

委員からの質問 担当課 担当課からの回答 資料請求
請求する

資料の内容

資

14 ◆２－７
221

健康・生きがいづくりと介護予
防の支援

　コロナ禍を契機に健康の確保が国家的な課題となり、その最前線が自治体である
ことが再認識されている。朝霞市として、現下のコロナ禍だけでなく、その先の住民
医療に対してどの様な問題意識を持っているのか。 健康づくり課

　安心して適切な医療が受けられるよう、地域の医療機関の体制充実への
取組が行われ、身近な医療から高度な医療まで展開されています。市とい
たしましては、地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会等と連携を図り、地域
医療体制の維持、充実に努めてまいります。



令和3年度外部評価委員会（第１回）事前質問票　（安全・安心なまち）

質問
番号

評価シー
ト

総合計画コード
項目等

委員からの質問 担当課 担当課からの回答 資料請求
請求する

資料の内容

資

15 ◆２－７
222

自立のためのサービスの確立

　コロナ禍で職を失い苦しい状況(低所得)で相談に訪れる人もいたかと思います。コ
ロナ感染拡大によるものかどうか判断は難しいと思いますが、今後増加することが
考えられます。どんな状況で今後どう対応しますか。

福祉相談課

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、経済的に困窮する
方からの相談が多く寄せられています。福祉相談課では、離職や廃業、や
むを得ない休業等により就労機会が減少した方に対し、家賃相当分の住居
確保給付金を支給するほか、利用可能な制度を案内する等、相談者の状
況に応じた支援を行っています。今後も関係機関と連携しながら支援に努
めます。

16 ◆２－７
231

共生社会の実現

　３の“施策の分析”で、Dだった事の説明を読むと、今後も情報提供環境は、新型コ
ロナ対策が続き、今年度も必要最小限となることも考えられるので、指標の見直し
や、情報提供場の種類をふやすなどしてはどうでしょうか

障害福祉課

　御指摘のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響で、各事業の情報提
供が例年に比べて最小限のものとなり、このような結果となりました。御意
見を踏まえホームページやＳＮＳ、メール配信サービス等を活用した情報発
信に努めます。

17 ◆２－７
233

自立した社会生活、就労支援

　３の“施策の分析”で、Dだった事の説明を読みました。指標目標値の就労達成度
の精度を上げるには、就労支援センターの他、就労移行、支援事業所からの数もカ
ウント出来ないものなのでしょうか。

障害福祉課

　現在の指標としては、指定管理である障害者就労支援センターによる統
計としており、達成度向上のために、センター職員が障害のある人の職業
紹介の円滑な推進と雇用の促進を目的としたハローワーク主催の会議に参
加するなど、関係機関との連携を図り、支援の充実に努めます。就労移行
支援事業所からの人数のカウントについては、どういった形での統計が実
情を反映できるのか市内事業所との調整を含めて検討課題と考えておりま
す。

18 ◆２－８
　　222

自立のためのサービスの確立

　後期高齢者の増加は今後も続き、住み慣れた地域で暮らしていきたいと願う人た
ちへの対応が必要です。介護保険給付の適正化はもちろん、介護保険外の健康増
進、生活支援サービス等を提供していると思います。特に効果のあったのは、どのよ
うな施策ですか。また今後重点化が考えられることは何ですか。

長寿はつらつ課

　全体的な事業につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響で申請
及び利用件数が減少傾向となっておりますが、単身高齢者等の栄養改善
や安否確認を兼ねた配食サービス事業、高齢者等の不安軽減や安心・安
全の確保を図ることを目的とする緊急通報システム事業及び安心見守り通
報システム事業など、家庭内で利用できる事業は、需要が高まっている傾
向がみられます。
　今後におきましては、高齢者が、安心して暮らしていくために、認知症施
策の推進に努めるとともに、権利擁護や災害及び感染症対策の推進、見守
り体制の強化を実施していくことが重要であると考えています。

あり

市内後期高齢者数
の推移と一人暮らし
の件数

19 全体

　市がやっていることを十分に市民は知らされていないのではないかとの指摘もあり
ます。紙媒体とネットの両面から様々な年齢層の市民に届くようにされていると私は
思いますが、まだそうした意見があることも無視できません。
(具体的には、高齢者について、市が何をしているか、そしてそれをどうやって市民に
知らせようとしているかを示していただきたい。高齢者についての市政をそのター
ゲットである高齢者に伝えるには、若年層に比べて、ネット以外の手段が必要とされ
ると思われる）。

長寿はつらつ課

　市の取組等の周知については、広報誌及びパンフレット等を庁舎、所管施設及
び集合住宅内管理事務所等へ配架することで、気軽に手に取っていただき、市の
事業を周知する他、ソーシャルネットワークなど、様々な媒体を活用し情報を発信
しておりますが、未だ課題も多くあると感じております。
今後は、民間企業等とも協力して、情報を取りに来られる方以外にもしっかりと情
報が届くように発信してまいります。
　また、この度、第８期朝霞市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定に当た
り実施したアンケート調査においては、高齢者の方は、年代に関わらず、約５割の
方が広報あさかから、約２割の方がチラシやパンフレット、いわゆる紙媒体で情報
を得ているという結果もありますので、情報発信の媒体の検討だけでなく、紙媒体
の情報内容についても、整理し、わかりやすく、伝わる情報にしていきたいと考え
ております。
　介護保険制度や介護保険料については、リーフレットやパンフレットを窓口に配
架し自由にお持ちいただいているほか、第１号被保険者が対象となる際の通知や
介護保険料の納入通知書を送付する際に郵送しております。また、介護保険制
度や介護予防などについての説明会を広報等で周知の上、市民の皆様の自由
参加の下で、毎年、地域別に市内５か所において開催しています。その他、あさ
か学習おとどけ講座においても介護保険制度や介護予防についてメニューを設
け、申し出に基づき、制度説明等を行っています。
　今後につきましては、制度等について市民の皆様に、より効果的に周知を図れ
るよう、研究してまいりたいと考えております。

20 全体

　朝霞市も国際色豊かになって、いろいろな国出身の人が住んでいますが、日本語
を読めない人のために、情報を他言語で発信しているのでしょうか？
（災害時に、日本語を読めない外国人に対して、どのような言語で情報を伝えている
か、教えていただきたい）。 危機管理室

　現在、市ホームページでは、様々な国の方に対応できるよう、多言語で閲
覧することが可能となっております。また、市内すべての避難所・避難場所
看板と防災啓発冊子「あさか防災」の一部は多言語標記としており、避難所
においては、多言語カードを備蓄し、対応できるようにしております。



出席予定課

まちづくり推進

道路整備課

危機管理室

歩道/地震による通電火災/住宅密集地の減災対策/ペットが一緒の地震時/歩きたくなる町/夏の信号待ち日陰さがし/自動
車免許返納後の交通手段/町内会役員の負担と意識の温度差、高齢化

関心のある分野

道路環境、防災対策

めまぐるしく変化する現代社会、ましてコロナ禍の状況で何が安全でどうすれば安心なのか。考える機会にしたいと思いま
す。

ハザードマップの実効性確保、歩道整備に関する住民と行政との会話、住民医療に対する態勢整備

「安全・安心なまち」　関心が高いテーマ

関心が高いテーマ

資料１-５



意見交換　60分（14：40～15：40）

19～20
（2問）

全体に対する質問

令和２年度　外部評価委員会（第１回）　安全・安心なまち　進行の流れ

政策づくりに当たって重視すべき事項
総合計画
コード 施策名 主管課、関連課

1
誰もが歩きやすい歩道の整
備や生活道路の安全確保

521 やさしさに配慮した道づくり 道路整備課、政策企画課、まちづくり推進課

522 まちの骨格となる道路づくり まちづくり推進課、道路整備課

541 特性に応じた市街地づくり まちづくり推進課、開発建築課、道路整備課、みどり公園課

◆
1
　
人
に
や
さ
し
い
ま
ち
へ

2
ユニバーサルデザインに配
慮した公共施設の整備

522 まちの骨格となる道路づくり まちづくり推進課、道路整備課

523 良好な交通環境づくり まちづくり推進課、政策企画課、道路整備課、環境推進課

552 全ての人にやさしいまちづくり まちづくり推進課、財産管理課、長寿はつらつ課、開発建築課

1
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

522 まちの骨格となる道路づくり まちづくり推進課、道路整備課

551 災害や犯罪に強いまちづくり まちづくり推進課、危機管理室、道路整備課、水道施設課、下水道課、みどり公園課

531 まちの骨格となる緑づくり みどり公園課、まちづくり推進課、農業委員会事務局

543 公共下水道の整備 下水道課、環境推進課、道路整備課、まちづくり推進課

551 災害や犯罪に強いまちづくり まちづくり推進課、危機管理室、道路整備課、水道施設課、下水道課、みどり公園課

531 まちの骨格となる緑づくり みどり公園課、まちづくり推進課、農業委員会事務局

542 上水道の整備・充実 水道施設課、水道経営課、まちづくり推進課

543 公共下水道の整備 下水道課、環境推進課、道路整備課、まちづくり推進課

551 災害や犯罪に強いまちづくり まちづくり推進課、危機管理室、道路整備課、水道施設課、下水道課、みどり公園課

654 公共施設の効果的・効率的な管理運営 財産管理課、政策企画課、朝霞台出張所、内間木支所、朝霞駅前出張所

4
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

111 防災対策の推進 危機管理室

111 防災対策の推進 危機管理室

112 地域防災力の強化 危機管理室

121 防犯のまちづくりの推進 危機管理室

122 消費者の自立支援の充実 地域づくり支援課

523 良好な交通環境づくり まちづくり推進課、政策企画課、道路整備課、環境推進課

531 まちの骨格となる緑づくり みどり公園課、まちづくり推進課、農業委員会事務局

113 消防体制の充実 危機管理室

121 防犯のまちづくりの推進 危機管理室

523 良好な交通環境づくり まちづくり推進課、政策企画課、道路整備課、環境推進課

622 問題解決に向けた支援体制の充実 人権庶務課、地域づくり支援課、生涯学習・スポーツ課

212 子どもたちが健やかに育つ環境づくり こども未来課、保育課、健康づくり課、生涯学習・スポーツ課

213 子育て家庭を支えるための環境づくり こども未来課、保育課、健康づくり課

221 健康・生きがいづくりと介護予防の支援 長寿はつらつ課、健康づくり課

222 自立のためのサービスの確立 長寿はつらつ課

223 安全・安心な生活ができる環境の整備 長寿はつらつ課、福祉相談課

231 共生社会の実現 障害福祉課

232 地域における自立生活支援 障害福祉課、健康づくり課、教育指導課

233 自立した社会生活・就労支援 障害福祉課、教育指導課

保険年金課、生活援護課、収納課

241 地域福祉の推進 福祉相談課、障害福祉課、長寿はつらつ課、保育課

552 全ての人にやさしいまちづくり まちづくり推進課、財産管理課、長寿はつらつ課、開発建築課

612 男女平等が実感できる生活の実現 人権庶務課

621 人権教育・啓発活動 人権庶務課、教育指導課、生涯学習・スポーツ課

222 自立のためのサービスの確立 長寿はつらつ課

242 社会保障制度の運営

◆
2
　
支
え
合
う
心
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安
全
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心
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ま
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3
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

5
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

6
警察や消防などの関係機
関、地域の事業者との連携

7

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

8
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

2
集中豪雨などによる浸水被
害の軽減対策

14～17
（4問）

18
（1問）

質問
番号

１～6
（6問）

7
（1問）

-

-

-

8～10
（3問）

11
（1問）

12～13
（2問）
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