
「子育てがしやすいまち」についてご意見などがございましたら記入してください。 

 

学校が多い割に、見通しの悪い交差点での対応か手厚くない。公園近くの交通量の多い

道路に信号が無かったり。何かあったらと思うと心配になる。(例、島の上公園近くなど) 

我が家には子供はいませんが、もし子供がいても、朝霞市を選んだと思います。 

子供の成長はあっという間でしたが、 

特に困ったことないので朝霞市で満足。 

学校教育が画一的。給食も不味いと子供は言っています。小学生で集団の登校も大人の

都合にしかみえない。 

自転車レーンの整備(しかし自転車の右側通行取り締まり強化)、給食費無料化、土曜日通

常授業、学童の利用時間延長、ベビーシッターの普及等による保育園への集中抑制、出

産費無料化、大学入学費補助、スクールバス運用(小学校)、自転車通学許可(中学校)など 

東朝霞公民館をよく利用しますが、いつも施設の方がやさしくしてくださいます。 

またまだあまり参加できていませんが、朝霞の森プレーパークなどの取り組みもすてきだと

思います。 

コロナでつながりが持ちづらいのは課題だと感じています。 

現状維持でいい 

これ以上の支援は必要ない 

母親学級から始まり、就学前も小学生の時もたくさんのプログラムに参加してとても楽しみ

ました。 

障害児との垣根がなくなるよう、交流しやすくなるといいと思います。 

児童館の乳幼児専用の部屋を午後も乳幼児歓迎にして欲しいです。 

養育期の子供がいないので実態はわかりませんが、公園に多くの保育園児たちの笑顔が

あふれとても活気があります。又、地元の小中学校は合唱や合奏、スポーツ活動でも多く

の受賞をしていることからご先生方のご指導の熱心さを感じます。 

 

過日、駅前の選挙演説で埼玉県内でも中学生の偏差値がトップレベルだと聞き感心いたし

ました。 

未就学児がいるが、特に不便と感じることはない。 



子育ての環境が良い、公営ギャンブルがあると荒れるがそのようのものもなく、 

慶応、立教などの文教施設もあり安定している。 

朝霞の森含めて子供が健やかにのびのび出来る環境が整っていると思う。 

昨年整備された朝霞ストリートもとてもよい取り組みだと思います。 

コロナ前の話になりますが、子育て関連の施設・支援体制・イベントなどかなり満足してい

ました。 

母子手帳交付時、児童館で、等、市民との接点の機会を生かして好ましい関係を構築し

て、悩み込む親および子のないように今後も場と人の提供を継続していっていただきたい

と思います。 

児童館をよく利用しています。 

開放的で使いやすく、ありがたく思っています。 

 

小学生向けに、土曜日に全 15回ほどの講座？など子ども向けの企画が多く嬉しいです。 

市の管轄ではないと思いますが、東武朝霞台駅にエレベーターを設置してもらえるともっと

子育てしやすくなると思います。 

我が家の子どもたちは身体を動かすのが好きなので、児童館もありがたいのですが、朝霞

の森のプレーパークがあったことがとても嬉しかったです。禁止事項をなるべくないように、

という朝霞の森のコンセプトも素敵で、子どもたちを伸び伸び遊ばせることができ感謝して

います。住まいが朝霞なので、プレーパークキャラバンが近くの公園に来てくれるようにな

ったのもとても嬉しいです。今後も事業を続けて下さいますようお願いいたします。 

児童館や支援センターが多くあるのは助かります。 

親同士の繋がりができ、子育てについて相談できる人が増える貴重な場となっています。 

公共施設にキッズトイレを増やして欲しいです。子供が本好きで図書館によく行くのです

が、トイレに行きたくてもキッズトイレがないため家に帰ることになってしまいます。 

大人用のトイレは子供には不安定でトイレを汚してしまうこともあるため、キッズトイレが増

えるとありがたいです。 

支援センターはどこもキレイでおもちゃも充実して利用しやすい 

小規模保育施設は増えたが、必ず転園することを考えると、3 歳以降の受け入れできる園

も充実させてほしい 



支援センターや保育園などの施設の充実をもっとお願いしたい。児童館は土日も開けても

らえると雨の日の遊ぶ場所が増えて良い。 

子育て家庭に電動自転車などの足になるツールが朝霞市内で安くなるクーポンとかあれ

ばと思います。 

児童施設だけでなく小児科ももう少しあっても良いと思います。 

保育園の新規利用面談に関して、決定通知が届いた１週間後に面談日程となり、就労して

いる立場としては厳しかった。 

地域の情報が受け取れず、あまり子育ては快適ではなかった。 

子どもたちの教育に関する費用（学費、給食費等々）及び病院にかかる費用について他の

自治体にもみられるような取り組み（「無料」とかの）施策を打ち出すべき。 

朝霞の森プレーパークなど、とても良い取り組みだと感じています。 

公園なども大きなものがあり良いのですが、朝霞駅東口側は大きな公園がなくあまり遊べ

るところがありません。 

南口側だけでなく、東口側にも子供が遊べる場所が欲しいです。 

週末は学校の校庭が野球などで使用出来ないので、一般の子供達にも開放する時間を作

って欲しいです。 

サッカーなどボールを使う遊びをが出来る場所が少ないので、ボール遊びが出来る広い公

園など作って欲しいです。 

保育園の充実を希望したい。 

特に、2 人目の育児を考えると、別の保育園に通わせたり、家から遠い保育園に通わせる

など、かなり負担が大きいことが予想される。 

児童館の運営、また、公園の整備が大変助かりました。 

子育て世代に役立つ店舗や商業施設の誘致なども検討いただけたら幸いです。 

朝霞台駅にエレベーターを設置してほしい。 

さわやか相談室が、それぞれの小学校で受けられるといいなと思いました。地域の中学ま

で行くのは距離もあり、行くのが大変でした。 

児童館や公園など、徒歩圏内、自家用車で行ける範囲内にいくつもあるので、ハード面で

の子育てに優しい環境は整備できていると思う。ソフト面の充実は、コロナなど感染症対策

の関係もあり、難しい部分もあるかとは思うが、ぜひ、埼玉県の子育てしやすい街といえ

ば、「朝霞市」と誇れるような体制の充実など、色々と期待したい。 



子育てしやすいも大切だけど、子供が暮らしやすいも大切ではないかと考えます。 

子供目線が子育てしやすいに繋がるのでは？ 

不登校の子どもたちに、フリースクールのようなものを積極的に作ってあげてほしい。朝霞

市はあまりいい受け皿がありません。 

ゆるキャラのぽぽたんがかわいくてこどもたちが大好き、 

朝霞の森など素晴らしい公園がたくさんあり、遊ばせやすい。自然体験ができ、嬉しい。 

駅前に、親子の服が買えるようなショッピング場所がほしい。 

児童館は工夫がされており、素晴らしい。助けられている。先着順のイベントは人気なの

で、開催回数が増えるとありがたい。 

図書館も子育てに役立っている。 

イルミネーションは家族で楽しめたし、朝霞への愛着もわいた。 

待機児童がなくならない。 

朝霞市民も通える公立中高一貫校をつくって欲しい。 

児童館も新設されありがたい。 

公園の遊具も新しいものが設置されたりしていて良い。中央運動公園にある複合遊具より

大きい遊具が、朝霞の森にあると良い 

児童館がたくさんあって、一ヶ所でなくあちこち回って遊べたのは、 

楽しかったです。子育てについて、相談出来る窓口やサークルがたくさん 

あった時で良かったです！ 

児童館、子育て支援センターにはいつもお世話になっています。 

子育ての相談が気軽にできて、子どもも安心して遊べる場所があるということはすごく心強

いです。 

待機児童が多い。希望の保育園に入れない。 

支援センターや児童館にはお世話になりました。 

色々な行事やプログラムを充実されていて良かったです。 

あとは、産後ママの家事支援などが今後充実されるといいと思います。 

里帰り出来なかったり、親御さんもまだ現役で働いている場合もあると思うので。 

高齢出産の女性が増え更年期世代の女性のサポートが足りないように感じます。 

産後から更年期、働く女性を含め切れ目のないサポートが必要と感じています。 

岸田総理も更年期に対して力を注ぐと発表されていたので期待しています。 



ファミリーサポートの料金設定が端数で支払いにくいので、値上げしても良いからきりの良

い値段設定にしてほしい。 

図書館の幼児コーナー、学生コーナーの一層の充実をお願いします。 

小学生が放課後安全に過ごせる場所があると良いと思う。 

母親のワンオペ育児が切実な問題となっています。父親も母親も、社会も意識をアップグレ

ードしていかねばならないと思います。 

しかし、周囲のママさんたちの話を聞いていても、父親側のアップグレードが足りていない

と感じる事が多くあります。 

そこで、夫が父親になるにあたり、妻がどれだけ苦しい妊娠期間を過ごし、未だ自然出産

が尊く無痛は甘えとされる世の中で命懸けで子を産み、ボロボロの身体のまま過酷な子育

てをしなければならないのかを理解し、支えなければならないという意識を持つことが出来

るためのセミナー受講を必須に出来ないものかと思います。 

母親学級など、産院で母親向けのセミナーはあれど、父親向けのセミナーはほとんど聞い

た事がありません。 

いつか夫は父親向けセミナーには参加して当然の世の中になり、夫が妻の苦しみに目を

向け支え、そうして出来た母親の気持ちの余裕や感謝の気持ちがまた夫へ向けられるよう

になれば、世の中もっと幸福な家庭が増えるのでは無いでしょうか。 

また、子供の育てやすい社会環境とは。 

「母親が追い詰められる前」に、できれば「気負いなく」「気軽に」助けて貰える環境を作る事

だと思います。 

一度追い詰められると、助けを求める力も無くなってしまう事と、子供を預ける事に罪悪感

を持たず利用しても良いのだという社会の理解。 

そしてそれが助けのためとはいえ、子育て中に手間の掛かる事は断念してしまいがちだか

らです。 

子を育てるにはお金が必要です。 

税金も光熱費も食料品も値上がりする一方で給料の上がらない世の中、母親も働かねば

なりません。 

ですが、子を産むために仕事を辞めた母親は、待機児童が多いほど点数の関係で保育園

から溢れ、職場復帰がままなりません。 

病児保育施設や保育園の充実、そのための保育士さんへの待遇改善も必要かと思いま

す。 

以上の事から、病児保育や保育園の充実にあたり保育士への待遇改善、及び、社会主導

での父親向けセミナーやサポートがあれば、よりこの地域に住む家庭の幸福度上昇につな

がるのでは無いかと、提案いたします。 



高校生卒まで医療費を無償にしてほしい 

朝霞市も子どもたちへのワクチンを推奨していて残念。全国ではすでに接種後に生活がま

まらなくなった後遺症で苦しむ子供達が５０人以上出てきている。長期的な検証がされてい

ないワクチンを５歳から１１歳にまで接種券を配ることは国や行政からの虐待としか思えな

い。苦しんでいる人がいるにもかかわらず、報道もされないので埋もれていく現実。今まで

のワクチンの被害者も同様だったのでしょう。これからさらなる薬害を生まないためにも朝

霞市として真剣に考えてもらいたい。すぐに反応が出なければ大丈夫ではなくて、長期的

な検証がされていないのだから１０年後どうなるのかなんて誰にもわからない。そんな未知

のものを子供に打てますか。 

朝霞の森のプレーパーク、トカイナカは子供をのびのびと遊ばせることもできるし、日頃で

きない焚き火や木登りなど体験できて楽しいです。もっと開催日が多いといいのになと思い

ます。 

8 小に子供を通わせていますが児童数が多く手狭で、新しめの校舎の 4 小などの話しを聞

くと施設環境の違いがあってかわいそうだなと思います。 

いつもありがとうございます。 

(1)公園や児童館、子育て支援センターなどで、子ども同士のケンカや玩具などの取り合い

があると、常に「我慢しなさい」、「貸してあげなさい」と子どもの気持ちに寄り添わない対応

の親御さんが多いです。 

また、うまく介入してくれる職員さんもゼロではないですが、親同士のつながりをつくってく

れる関わりは多くないです。 

臨床心理の分野でも、親がまず子どもの怒りや悲しみなどネガティブな気持ちに寄り添うこ

とが、思いやりや我慢できる心を育てる近道とされていますが、保健センターでの健診時な

どにそういったことを親が教えていただく機会がありません。 

心の育ちと遊びの見守りの関係について妊婦や乳児の親の内に知れる機会の拡充、そし

て、転出入の機会が多い朝霞だからこそ、親のつながりづくりにつながる取り組みをしてい

ただきたいです。 

 

(2)公立小中学校のオンライン学級の実現 

さいたま市教育委員会が新年度、オンライン学習支援を主に行う不登校等児童生徒支援

センター「Ｇｒｏｗｔｈ（グロース）」を設置するとのことです。 

朝霞市も相当数の不登校児がいると聞き、こういった対応を検討できると良いかと思いま

す。 

特にほかの自治体に比べて良いところはないと思う。 



朝霞台駅にエレベーターが無い 

子供医療が中学生まで 

根岸台は小学校が遠い。 

ボール遊びできる場所がない。 

産後ケアが不十分。育児の悩みや不安を気軽に相談できる先がない。 

学童が不十分。和光市、練馬区のように校庭や校舎での預かりもしてほしい。 

子育てがしやすいまちを目指してるのならば、子育て世代への市独自のフォローが必要だ

と思う。NPO などの市民の力を借りていくのは良い方法だと思うが丸投げではないかなと

感じている。年々増えていくシングルペアレントや他国からの移住者たちへの多方面な子

育てフォローが必要であると感じている。ヒアリングを重ねて見直してほしい。 

子供の遊び場は充実してるが、共働き妻が子供を預けられる施設が少ないと耳にする。誘

致が必要。 

オリンピックがなされたことをフックに市民のスポーツ育成に力を入れて、朝霞市のイメー

ジづくりをしてみては？体育館内で定員制有料教室を開いてみるとか。 

スケボー、空手形、マウンテンバイク、アルティメット、一輪車など、部活動にはない種目だ

と子供は楽しいかも。大人には空手形、太極拳とか。 

小学校入学後の子どもの居場所を作って欲しい。（例えば志木市のような放課後教室） 

子どもが一人で留守番をするのは防犯、防災の観点からも避けたい。 

産後の助産師面談が 1回ではなくコンスタントにあってほしい 

一部児童館において、館内消毒があまりされていない。消毒液があちこちに置いてあるだ

けで、巡回して消毒してくれていない。 

子供の姿が少なく心配です 

大きな主要駅で急行も停まる朝霞台駅にエレベーターがないのは 

子育てがしやすい街とは到底言えない。 

いつになったらエレベーターが整備されるのか。 

 

母子手帳交付も保健センターのみでは、つわりが辛い時に交付になるのに 

行くまでが大変だと思う。 

9小学区は公園が少ない、児童館がない、何事も後回しな気がする。 



朝霞台駅にいい加減スロープかエレベーターを設置してほしい。 

ホームまではおろか、改札までベビーカーで辿りつくのに大変な思いをしている人が多い。 

短い距離でもエスカレーターにベビーカーを斜めに乗せているのを見ると不安になるので、

そろそろきちんと対応してもらいたい。 

 

兵庫県明石市を見習って給食費や教育の無償化も対応して欲しいと思っています。 

比較的子育てしやすい街だとは思いますが、保育園の待機児童問題など解決してない問

題はたくさんあると思うので、女性が安心して子を産み、働きながら育てられる市にしてほ

しいです。 

保健師さんのアドバイスが正直役に立たない。 

子育てや成長で気になったり、不安になったことを聞いても教科書通り、そこら辺の育児書

やインターネットで見たらすぐわかる内容しか言わず、専門的な内容での答えがない。 

特に、発達や自閉症スペクトラムなど障害についての知識が少ない。 

忙しいのかもしれないが、電話で話している声は優しくても雰囲気から 

面倒なのかなというのが伺える。 

気軽に相談しても有意義な回答がない。 

子供に対する政策対応が遅いうえに、不十分。 

近隣の市の方が子供の政策には早いし、手当てなど厚い。 

朝霞台駅にエレベーターをつけてほしい。 

どの窓口もあいている時間帯が近いので、昼間のサービスを一部削減して、夜間、休日な

どに相談できる窓口へ切り替えなどできないでしょうか。 

児童館が少ない。9小の学区域にもほしい。遊ぶ場所が少ない 

子どもが外で十分に遊びきれる場所。ひきこもりや、学校にいけない、馴染めない子どもが

気兼ねなく行ける場所を作って欲しい 

室内の施設の充実も大切ですが、多様な選択肢がある方が子育て世代的には助かること

が多いです。 

児童館や支援センターのほかにも朝霞の森で開催されている乳幼児向けの外遊びの場や

プレーパークという場も充実していただけると室内で過ごすことが苦手な親子には心休まる

場所となります 

子育て世代のみに経費を拡充する事は難しい事だとは思いますが、口コミで子育てしやす

い朝霞市というフレーズが浸透していけば転入者も増えていくと思います。 

現に長野県御代田市は子育てしやすい街として転入者が増えていると聞きいています。 



子育て環境が良いという話題の明石市を見習って欲しい。給食費、保育料、おむつ代など

全て所得制限廃止といった政策があればもっと子育てしやすく、市内の居住世帯も増え

て、長期的に見れば納税額も増えていいことづくしだと思う。現状は近隣の市と大差なく強

みがない。 

年収の制限無く、子供が 3人以上いる家庭には児童手当など優遇してほしい！ 

朝霞市民は、１世帯あたり子供が 3人以上いる家庭が多いのに、そういう優遇がない！ 

3人以上いる家庭は、年収制限されてしまうと、もう産まなくなる。 

特に高校生になるとお金がかかってくるのに、その世代からも優遇してほしい。でなければ

そのときまでは朝霞にはいないという人が多くなる 

子どもが自分の生活圏内で、すぐに遊びにいける場所を作ってほしい。禁止事項はないと

ころです 

コロナ渦も 2 年目を迎えましたが、児童館や支援センターには、気軽に遊びに行くことが難

しくなりました。 

感染対策も念入りに行ってくれていて感謝していますが、やはり、室内なので気を使います

し、おもちゃの貸出と消毒を毎回児童館の方にお願いするのも申し訳なく。 

マスクを外すのはだめ、大きな声はだめ、と制限が多いです。 

また、居合わせた子供達や親御さんたちに話しかけるのもコロナ渦で迷惑かな…と、とても

気を使うようになってしまいました。 

周りの目をとても気にしなくては、ならない生活が続いています。 

そんな中、プレーパークには大変お世話になっています。 

屋外なのでコロナに関しても、室内よりもリラックスして過ごせていますし、親同士のコミュ

ニケーション、子供同士のコミュニケーションが唯一取れる場所となっています。 

昨年は、いろんな公園で開催されていて、楽しかった。毎日、開催してもらいたいです。 

子供達には、我慢ばかりさせているので思いっきり自由に。 

子供らしく遊べる環境を保証して頂きたいです。 

地域の方とコミュニケーションが取れる場所が他に思いつかないです。 



・療育に通っている子どもを育てている。私の健康診断のため、市の一時保育制度を利用

した。面談の際に正直に療育に通っていることを話し、当日利用することができたが「こうい

うことができない、ああいうことができない、療育に通っているお子さんなので次回からは利

用をお断りします」言われた。体調を崩しても、預ける場所がない。 

・通級に通っている子どもを育てている。私が仕事をしていないので他校への送迎を行うこ

とができているが、共働き家庭では、そもそも他校通級を利用できない。他の自治体では、

通級送迎タクシー制度があったり、送迎の際の金銭的な補助が出たりする。マイカーの有

無、親の就労状況などによって通級の利用ができない子どもがいる。また、補助金につい

ても公共交通機関の利用代金に限定されており、実態にそぐわない。 

放課後の子供の居場所提供事業はいつ始まるのか。 

近隣市ではとうに始まっているのに朝霞市だけ遅い。 

スピードを上げた自転車が歩道を走ったり、歩道が無い道路が多いなど、子どもが危険な

環境。 

北朝霞公園で夜な夜な青年が集まって遊んでいます。 

警察官の取り締まりを強化していただきたいです。 

母子家庭や貧困家庭の子育てを支援する活動や取り組みを行っているのか、まったくわか

らない。 

畑や緑、公園などの子供自然と触れる場が減っていく中で「子育てしやすいまち」と謳える

ことに疑問を感じる。 

保育園に入れない。 

一時預かりが少なすぎて、通院時などにも預けられず、本当に困りまっています。 

 

保健所での健診の際のアンケートやヒアリングでも同様のことを伝えてきましたが、毎回流

されて終わってしまいます。 

ここまで遅れている市は少ないと思います。 

障害のある子供が、地域で気軽にスポーツを楽しめる環境があったらいいと考えます。 



ボール遊びをしたり、小さな子供が自転車の練習ができる公園が少なすぎます。コロナ禍

特に換気を気にしない外遊びができるスペースは必要だと思います。身体の育成や体力

づくりに必要だと思います。野球やサッカーだけでなく、バスケットボールもできるところも作

って欲しいです。また、都内通勤する方も多いので、駅近くの保育園。ファミリーサポートの

充実を希望。 

小学校が少ない。 

５学級以上の大規模校もあり、手厚い指導が受けられるか心配である。 

コロナ禍でも、子供たちにトイレ清掃をさせている学校もあるとのこと。 

教室等の掃除は子供たち自身で行うのはよいが、トイレや水道などは、コロナ以外の感染

予防のために用務主事、または、業者などを入れたりすることは難しいのか。(東京都は区

によって用務主事か業務依託で校内清掃を行っているらしい) 

 

また、人口が増え続けていて、希望する保育園に入れない。 

働きながら子育てをするには、不安がある。 

相談に乗ってくれる機関は多く、利用しやすいけれど、悩みの解決にはならない。(上記の

ような行政で改善が必要なことが多い) 

遊具をもっと増やして欲しい。 

大きい滑り台を置いて欲しい。 

汚い遊具を交換して欲しい。 

一時保育の利用しやすくして欲しい。 

児童館のおもちゃをもっと新しいのが欲しい。 

子育て世代が多く、武蔵野線との乗り換え客が多いにも関わらず朝霞台駅にエレベーター

がないのは恥。いい加減にしてほしい。何年も前から声が上がっているのに改善のない朝

霞市と東武鉄道にはうんざりです。 

泉水 3丁目付近は、子供が 1人で歩いて行ける距離にある程度の規模の公園がないのも

不満。しょぼい小さな公園ならいらない 

子どもが大きくなったので子育ての実感があまりありません 

私は今は子育てはしていませんが、子育て中の親御さんなど支援したいと思っています。生活

困窮者の方などに何か支援したいと思いましたが身近にフードバンクやリサイクルのシステム

がなく残念です。募金なども市の HPを見てもしている気配がないので残念です。 

子育て世代ではないので詳しいことはわかりませんが、三原地区は児童館がなく、子供の遊び

場が少ないのではと感じる。子供の割合が多いように感じるので、もっと市のほうで力を入れて

欲しい。 



子育てしやすいのだろうとは思うが、公園や児童館に遊びに行かずに 

住宅地のまわりで毎日のように遊んでいる小さい子供が多く 

うるさかったり運転していて飛び出してきたりして困る。 

昔、子ども相談室を利用した際、相談した専門家の方は上から目線のようで感じが良くありませ

んでした。今は変わったのかもしれませんが、相談しやすい雰囲気を作ってくださると、母親とし

てとても嬉しいです。 

転勤で来られる方も多いと思いますので、そういった親子が馴染みやすい工夫があると良いと

思います 

宮戸あたりにも公園、遊歩道、森などで癒される場所がほしい。 

市役所周辺までは遠くていけない。 

保育園の入園希望が通らないのは、他の自治体でもあるので仕方ないと思うが、子供のクリニ

ックが少ないと思う。受診するにしても常に混んでおり、仕方なく他の自治体の病院に通院して

いるのが現状。 

公園は大小問わず、他の自治体に比べると多いので満足している。 

保育所の充実 

朝霞市で子育てをしていないのでわかりません 

子供がいないので判らない 

児童相談所が所沢では遠すぎる。児童相談所の誘致と市役所の連携を。また、保育所に入れ

ないと聞く。待機児童の解消を。新しいことをする前に一つ一つを確実に実行して。 

子供が道路で好き勝手に遊んでいるのは危ないと思う 

飛び出しが多い 

また、公道に絵を書いているのは不快 

親が放置しすぎもあると思うが、 

子供だからといって何でもやっていいわけがないので、もっとマナー的な呼びかけをしたほうが

いい 

言わないと気づかないから 

(1)交通安全にもっと資源を投入すべき。四つ角にコーナーポストを設置し四輪が歩道に突っ込

まない対策は歓迎しますが、車道と通学路の分離が出来ておらず、八街市の事故と同様の事

故が起きた場合、対策が完全とは思えない。道路幅の狭い所は一方通行を取り入れてはどう

か。又グリーンベルト塗料が薄くなっている箇所も有る。 

(2)地震時ブロック塀倒れの心配が残っている、種々の補助が設けて在るが利用は設置者任せ

となっている、強制撤去に繋がる法令を求めます(特に歩道と面している場所) 



(3)公園の禁煙条例を求めます、学校や病院の敷地も禁煙になっています、公園では日中園児

の外遊びの場として利用されています。又寛ぐ市民もいます、朝霞市は他市とは一歩進んだ政

策をされては? 

 

 

 

 

 


