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49 名

46 枚

94% ％

性別 1.男 1 名 2.女 45 名

年代 1.10代 名 2.20代 名 3.30代 9 名 4.40代 36 名

5.50代 1 名 6.60代 名 7.70歳以上 名

主な意見　※詳細は別紙のとおり

平日 休日

・フルタイム ・お出かけ（家族で）

・時短勤務 ・習い事の付き添い

・パート ・時短勤務

・専業主婦

※お出かけ先は市外

主な意見　※詳細は別紙のとおり

平日 休日

・子どもが寝た後の自由時間 ・子どもとお出かけ ※お出かけ先

・友人とのランチ等 ・家族でお出かけ 市内：ラウンドワン

・お風呂 ・1人でのんびり 市外：所沢方面、ららぽーと

主な意見　※詳細は別紙のとおり

・自然が多い ・彩夏祭をはじめ季節ごとにイベントがある
・利便性が良い ・公共施設（特に子ども関係）が充実している

主な意見　※詳細は別紙のとおり

・運動系
・非運動系
・講師側

主な意見　※詳細は別紙のとおり

・利便性が良い ・自然が多い
・子育てしやすい ・彩夏祭が楽しい
・公共施設が充実している

主な意見　※詳細は別紙のとおり

・子育てしやすい ・利便性がいい
・自然が豊か ・暮らしやすい

主な意見　※詳細は別紙のとおり

・宮戸方面にもボールの使える公園等が欲しい ・浄水場の中に突っ切れる道が欲しい
・のびのびできる芝生や楽しい遊具、自然の立地を生かした公園が欲しい ・歩道が狭い
・マンションや戸建ての乱立が残念 ・街灯が少ない
・ショッピングセンターが欲しい ・市内循環バスのバス停を増やして欲しい
・朝霞台駅にエレベーターが欲しい

お迎え

アンケート回収率

８）その他、ご意見等を自由にご記入ください。

５） サークル活動や趣味の習いごとなどを行っていますか。それは、どのような内容ですか。

４） 朝霞での暮らしで、楽しいな、いいな、と感じることを教えてください。

３） 平日、休日のそれぞれで、気に入っている過ごし方を教えて下さい。

保育園
幼稚園
習い事

家事
夕食
洗濯
etc

家事
掃除

買い物
etc

介護
看護

ボランティア
etc

看病
お菓子作り

etc

朝霞らしい暮らしって何だろう？　アンケート（三小　家庭教育学級）集計結果

７）あなたにとっての「朝霞で暮らすことの意味や価値」を教えてください。

２） 平日のそれぞれの過ごし方を簡単に教えて下さい。

参　加　者　数

アンケート回収数

問１） あなたについて教えて下さい。該当する番号に○をつけて下さい。

６）市外の知人等に朝霞を紹介するとしたら、どのように（どのようなことを）紹介しますか。



平日 休日

・短勤務、夕食作り、洗たく ・子どもの習い事

・短勤務、幼稚園お迎え、夕食作り、家事 ・掃除、買い出し、家事

・家事、買い物 ・家事、買い物

・フルタイム勤務、習い事お迎え、家事 ・習い事送迎、家事

・短時間勤務、保育園のお迎え、家事全般 ・家族でお出かけ、子供たちの習い事、そうじ

・仕事、保育園と学童のお迎え→夕食、洗たく等々 ・家事中心（子供と遊ぶ時間がとれない）

・フルタイム勤務、子供の宿題チェック、家事 ・家事、子供とお出かけ（市外）

・主婦なので、家族を送り出したら家事 ・家族と買い物など出かけたりする

・短勤務、家事 ・家族で外出

・仕事、おやつ夕食支度、習い事送迎 ・習い事送迎、掃除、お菓子作り、おでかけ

・パート、家事 ・家族で買い物、たまに外食

・短勤務、買い物、洗たくや掃除、お弁当や食事 ・家族でお出かけ、スポーツ観戦

作りなどの家事 ・家族でお出かけ、掃除や買い出し

・専業主婦なので夕食作りや洗濯などの家事 ・少年野球、買い物

・仕事、習い事の送迎、家事 ・子供の習い事の活動など

・家事、親の介護 ・子供の習い事の送迎、家事（掃除・洗濯・食事の準備）、

・フルタイム勤務、家事（食事の準備・洗濯）、 買い物、レジャー（家族で）、通院

子供の習い事のお迎え ・お出かけ、家事

・家事 ・家族でお出かけやのんびり

・家事 ・短勤務、夕食、洗濯の家事、家族でお出かけ

・短勤務、夕食、洗濯、掃除などの家事 ・家事、家族時間

・仕事、習い事の送り迎え、夕食づくり、家事 ・午前ゆっくり→そうじ、買い物、お出かけ

・仕事→夕食づくり→次の日の準備 ・家族で出かける、買い物、家事

・パート、子どもの習い事の送迎、夕食づくり ・家族でお出かけ、掃除

・幼稚園お迎え、夕食、家事全般、スポーツ ・家族で出かける、掃除、買い出し

・家事、育児、習い事の送迎 ・子ども達とお出かけ、実家に行く

・幼児のお世話、買い物、洗濯などの家事 ・家事、看病

・家事、看病 ・家族で買い物、家事

・専業主婦なので、家での家事 ・家族とお出かけ、家事など

・短勤務、家事など ・家事、ららぽーとや池袋へお出かけ

・パート勤務、家事 ・掃除、家事、買い物、子どもとお出かけ、習い事

・短勤務、学童おむかえ、夕食づくり、宿題、家事 ・家族でお出かけ、掃除や買い出しなど

・フル勤務、夕食づくりや家事 ・家族とお出かけ、子どもと公園で遊ぶ

・洗濯、買い物、食事作りなどの家事 ・お出かけ

・パート、家事 ・家事、子どもの習い事の送迎、家族でお出かけ

・家事、子どもの習い事の送迎 ・家事、お出かけ

・フルタイム ・家事全般、育児、職場の後輩家族と都内の公園で遊ぶ

・勤務、保育園のお迎え、家事全般 ・3歳と9歳の子どもと家で過ごすor朝霞市外へ遊びに行く

・3歳の娘と家で過ごすことが多い。主に家事 ・子どもの野球など

・仕事、家事 ・子どもの習い事（野球）のサポート

・パート ・子どもの野球の手伝い、買い出し、家族でお出かけ

・家事、子どもの習い事、送り迎え ・子どもの習い事の手伝い、応援

・短勤務 ・短勤務、子どものサッカーetc習い事

・短勤務 ・子どもの習い事

・幼稚園送迎、ボランティア ・家族でお出かけ、買い出し

・家事 ・家事全般、息子のサッカー応援

・パート勤務、学童のお迎え、家事全般 ・仕事、ソフトボール、夕食づくり

・仕事、お客様と食事

２） 平日のそれぞれの過ごし方を簡単に教えて下さい。



平日 休日

・子どもが寝たあとのコーヒータイム ・サッカーの応援

・子どもが寝たあとのドラマ鑑賞 ・家事が終わったあとのドラマ鑑賞、犬の散歩

・子供たちが寝た後のドラマとお酒 ・習い事の見学、たまの家族のおでかけ

・仕事もやりつつ一息する時間が1時間以上持てる時 ・４歳の娘とショッピング

・夕食後の家族いっしょの時間 ・子どもたちと自転車で行けるところまで行く時

・1人でドラマを見ること ・子供とランチに行く、買い物に行く（市外）

・仕事、家事、趣味、両立 ・子どもと公園に遊びに行くこと

・仕事と夕はん作りが終わって少し寝ること ・家族で。たまには子供は子供の友達で

・1人でのんびりとビデオを見てリフレッシュ ・家族でお出かけ

・家事がひと段落した後の自分の時間 ・出かける時、車内での子供の会話

・子どもとゆっくり夜ごはんを食べる ・平日、朝早くから起きなくてはならないので、休日は少し

・たまにお友達と会って、おしゃべりやグチをきいて ゆっくり寝ていられる

もらったりする時間は大切 ・親子で遊ぶ

・お風呂にひとりでゆっくりつかる ・のんびり過ごす

・家事を終えて刺繍等の時間 ・専業主婦なので、平日も休日もあまり変わらない

・お昼ごはんを食べながら、録画したドラマ等をみる ・家族でゆっくりすごす

・仕事が終わって、子供が帰宅するまでのあいた時間 ・子供たちとのんびり過ごす時間

・お風呂 ・家族でお出かけ（車で出るので所沢方面）

・子供が寝てからDVDを見たりする（1人の時間） ・家族でお出かけ

・仕事が終わって、子どもがかえってくるまでの間に ・子供が寝てからDVDを見たりする（1人の時間）

ゆっくりする ・家事や子どもを夫にまかせ、ダラダラする

・週２でスポーツ ・子どもと一緒に遊びに行く

・友達とのお喋り、ランチ、1人でゆっくりショッピング ・のんびりとご飯を食べる

・子どもがお昼寝しているときにみる録画したドラマ鑑賞 ・子どもと一緒にちょっと遠出してみる

・看病する子供が外出している間に家でぼーっとする時間 ・看病する子供が外出している間に家でぼーっとする時間

・録りためたビデオを見る ・家族で天気の良い日に外ですごす時間

・家族が一息ついて昼寝をする時間 ・映画や買い物

・テレビを見ながらダラダラすごす ・趣味に出かける（写真をとる）

・趣味の課題をする ・子ども達とお出かけ（ららぽーと、ラウンドワンなど）

・夜、子ども達が寝たあとの一時 ・児童館のイベントに参加する

・友人とのランチ ・家族とお出かけ

・友だちとランチ ・子どものサッカーの応援

・お友だちとのランチ、ストレッチ等の習い事 ・家族共通の趣味を楽しむ

・家事終了後、寝るまでのフリータイム ・子どもと河川敷をお散歩

・子どもが寝たあとの、お茶とおやつを食べながらＴＶ、 ・ひと息付けたら新聞を読む

語学勉強 ・子どもの野球、女子の子どもと買い物

・ひと息付けたら新聞を読む ・父子ででかけてくれて、自分一人の時間ができたとき

・家族の時間 ・子どもの野球の手伝い、家族とお出かけ

・子どもが学校から帰ってくるまでの一人の時間 ・子どもと父親が遊んでいるのを見ているとき

・家事、育児→運動教室 ・習い事の応援

・家事育児がひと段落した後の、一息 ・家族でお出かけ、色々な体験を一緒にしたい

・週一の習い事 ・家族で公園で体を動かす

・家事育児がひと段落した後、仕事や趣味に時間を使いたい ・息子のサッカー応援

・友人とのお茶の時間 ・食事づくり、読書

・音楽を聴く

・食事づくり、読書

３） 平日、休日のそれぞれで、気に入っている過ごし方を教えて下さい。



・町内会の子供が参加できる行事がたくさんあること。

・公園がたくさんある。

・川があって遊べる。

・自然と便利の両立

・都心に近くて、遊びに出かけやすい

・大きな公園も多い

・人と人のつながりがある。

・助けを呼びかけると手をあげてくれる人が周囲にいること。

・交通の便が良い

・公園や児童館が多いので、小さな子どもの遊び場が多くて良い

・産直野菜を買える

・彩夏祭等、地域のお祭りが多いこと

・彩夏祭（なるこや花火）

・イベント企画

・自転車で色んな所に行ける

・季節ごとにイベントがある

・朝霞は子育て支援が充実して助かっています。

・子供が小さい時は児童館や支援センターがたくさんあって助かった。

・黒目川沿いに移動ができるので自然を感じられる

・土地柄か人が良い（3小区域）気がする

・朝霞の森で自由に遊べる

・駅から離れているので静かに過ごせる。

・都心にも近く、便利

・利便性

・近くに自然があること

・都会と田舎の両方が近く、色々な体験ができる

・のどか

・雰囲気がのんびりしている

・季節を感じる

・子どもメインのイベントに参加できたとき楽しかった（子どものモノ作りや体験など）

・実家が近いので、気持ち的に楽

・公民館や児童館などの子どもに対する講座などが豊富

・夜しずか

・空が広い

・自然があり、ゆったりしている

・自然が多いのがいいと思います

・いろいろ便利

・自然がたくさんで、野菜作り等の体験ができる

・彩夏祭という大きなおまつりがある

・川があるところ

・川のさんぽ

・転勤で朝霞にきたので、まだよくわかりません

・お出かけしやすい、子育てに熱心な方も多く勉強になる

・ホットヨガ

・静かでおだやか

・イベントなどが色々あること

・地元のため気が楽

４） 朝霞での暮らしで、楽しいな、いいな、と感じることを教えてください。



・特にやってないが、職場の人と食べ歩きしている。

・ダンスをしている

・自分が習い事を提供している側

・ヨガ

・パン教室、子供がクラシックバレエ

・幼稚園時代はしていましたが、今は一定して習い事はしていません

・エクササイズ

・バドミントン

・合唱（学生時代のOBと）

・テニス

・ＨＩＰＨＯＰ

・ヨガ

・親子サークル

・書道

・写真

・心理学

・骨盤ストレッチ

・都心にも遠くないけど、のんびりしているところ

・わくわくドームで今週からベリーダンスを始めます！

・ママ友とバドミントンをしている（1～2回/月）

・運動

・ダンス（週一）

・タッチケア

・グローウィングママ

・仕事関係のソフトボール

５） サークル活動や趣味の習いごとなどを行っていますか。それは、どのような内容ですか。



・田舎でもなく、都会でもなく過ごしやすい。

・問４と同じ（自然と便利の両立）

・みんな核家族だから上手に助けあっていくと住みやすいよ。

・ベットタウン。市内に特に良いと思うことはない。

・にんじん

・暮らしやすい

・電車等交通機関は便利

・桜もあり、電車の便がいい

・都心に近いが、自然が豊か

・都心へのアクセスが良く子育てしやすい

・児童館や自然も多く子育てしやすい

・住みやすい

・都内に電車で20分ぐらいでいけるけど、自然も多い

・都内も近いし、車で自然の多い所へいくのも楽しい。

・花火がとても近くで見られる

・わくわくドーム

・児童館がたくさんあり、遊べる

・スーパー多め

・公園や児童館が多め

・児童館や図書館などが充実している事

・駅前に、買い物出来る大型施設がない

・子育てしやすい環境

・地味だけど住みやすい、静か

・暮らしやすい

・都心に近いけど、程よく田舎

・彩夏祭が楽しい

・子育てがしやすいところ

・交通の便がよい

・東上線とＪＲがあり便利

・彩夏祭があるよ～

・川があるよ～

・都内に出やすい

・緑が多い

・周辺に広い公園も多い

・落ち着いていて便利（不便がない）

・近くに色々揃っている子育てしやすいところ

・彩夏祭

・尾崎豊

６）市外の知人等に朝霞を紹介するとしたら、どのように（どのようなことを）紹介しますか。



・子育てがしやすい

・子供にとっても過ごしやすい環境だと思います。

・とにかく人がいい。他人に程よくかかわってくれて、程よく見守ってくれる。

・自然豊か

・児童館等が多い

・子育てしやすい

・都心に近いのに、なごやかな環境で暮らしやすい

・交通の便がよい

・子育てに充実した市

・のびのびしている

・自然と共に暮らせる

・都内在住の父母宅と行き来しやすい

・自然も多くのんびりしているが、都心にも出やすい

・独身時代は都内にあこがれて住んでいました。家賃は高いのに部屋は狭かったです。その後、結婚して

元々、主人の地元の朝霞市で暮らすことになりました。住みやすく、便利、学校（3小）も問題なく、良い所に

これたと思っています。

・ちょうど良い暮らしができるという所に価値を感じている。

・東京都へのアクセスがよいから

・ごちゃごちゃしすぎなくて良い

・主人の職場に近いこと

・実家の近くなので、住んでいる

・治安が良い

・交通の便が良い

・子育て環境が良い

・主人の実家が朝霞なので住みつづけている

・都会に近いけど、程よく田舎でのんびり暮らせる

・車であちこち行ける

・都心に出やすい、けど都会すぎない

・意外と都内に近い

・電車の利便性

・エコネットあさかのリサイクルショップは助かります

・友人がいるので、楽しく暮らせる

・川でバーベキューなど

・とくに都会でもなく、環境が良い

・暮らしやすい（ゴミを出しやすい）

・交通の便が良い

７）あなたにとっての「朝霞で暮らすことの意味や価値」を教えてください。



・宮戸方面にもボールの使える公園が欲しいです。

・教育関係の困りごとが多い。体罰をしている先生が見うけられます（9小）。

・最近マンションや戸建てが増えて残念な感じです。

・ミニあさかに昨年落選してとてもガッカリしてしまったので、こういうイベントを増やしてください。

・駅前しかスーパーがない

・ショッピングセンターが欲しい

・浄水場一周がつらい、途中に道がほしい

・朝霞台駅にエレベーターが早く欲しい

・朝霞と朝霞台駅の駅前がキレイ

・浄水場の真ん中をつっきりたい

・駅（朝霞台）にエレベーターほしい

・わくわくドーム、月曜日も開館して欲しい

・広報あさか以外にもサークルやわくわくの情報を発信してほしい

・芝生がはえているような、のんびりできる広い公園があったらいいな

・子供がたくさん遊べるような工夫された遊具のある公園が欲しい

・自然の地形を生かしたような公園があったらいいな

・とにかく、子どもがのびのび遊べる場所がほしい

・朝霞の魅力をPRすることは良いと思います

・歩道が狭い

・外灯が少ないので、夜少しこわい

・子どもがボールを使える場所が少なく、結局ゲームになってしまう。

もう少しボールを使える場所を与えてもらえたらうれしいです。

・市内バスの停まる所を増やしてほしい。

・全くの別件ですが、中学校には更衣室がないと聞きました。制服の下に体操着を着ての登校は、
夏期は健康に影響がありそうで不安です。設備の整備を切望します。

８）その他、ご意見等を自由にご記入ください。


