
 

朝霞市外部評価委員会（第１回） 

次 第 

 

日時 令和４年４月１１日（月） 

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 委嘱式 

 

３ あいさつ 

 

４ 議 事 

（１）各委員の紹介について 

（２）会長、副会長の選出について 

（３）外部評価委員会の概要について 

（４）会議の進め方について 

 

５ その他 

 

６ 閉 会 

 



傍 聴 要 領（案） 

朝霞市外部評価委員会 

 

１ 傍聴する場合の手続 

（１）会議の傍聴を希望する方は、原則として、会議の開会時刻までに、会場で受付をし、

朝霞市外部評価委員会（以下、「委員会」という。）の会長の許可を受けた上で、係員

の指示に従い、入室してください。 

（２）傍聴者の受付は、先着順で行い、定員になり次第受付を終了します。 

ただし、委員会の会長は、会場により傍聴者の定員を調整することができます。 

 

２ 会場の秩序の維持 

（１）傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては、係員の指示に従ってください。 

（２）傍聴者が３の事項に違反したときは、委員会の会長はこれを注意し、なお、これに従

わないときは、退場していただくことになります。 

（３）次に該当する方は、傍聴席に入ることができません。 

① 刃物等危険なものを持っている者 

② 酒気を帯びていると認められる者 

③ 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり等を持っている者 

④ 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者 

 

３ 会議を傍聴する場合に守っていただく事項 

傍聴者は、次の事項を守ってください。 

（１）会議開催中は、静かに傍聴し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。 

（２）談論、放歌、高笑その他騒ぎ立てるなど、議事の妨害はしないこと。 

（３）会場において発言しないこと。 

（４）鉢巻、腕章、ゼッケン、たすき等を着用し、又は旗、プラカード等を掲げる等示威的

行為をしないこと。 

（５）会場において、飲食又は喫煙をしないこと。 

（６）みだりに席を離れ、または不体裁な行為をしないこと。 

（７）他の傍聴者の迷惑になるような行為をしないこと。 

（８）会場において、会長の許可なく、会議の模様を撮影し、又は録音等を行わないこと。 

（９）携帯電話等通信機器を使用しないこと。 

（１０）その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。 
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令和４年４月現在

選出枠 氏名 備考

1 大橋　正好

2 岡﨑　和広

3 小島　真知子 あさか子育てネットワーク　代表

4 長谷川　清
株式会社地域金融研究所
主席研究員

5 花輪　宗命 大東文化大学　名誉教授

6 宮澤　謙介
公益社団法人埼玉りそな産業経済
振興財団　主席研究員

7 小寺　仁 朝霞市商工会理事

8 龍口　隆二
連合埼玉　朝霞・東入間地域協議
会

9 青山　真弓 立候補

10 岩﨑　由香 候補者名簿

11 大幡　誠也 候補者名簿

12 菅沼　法雄 立候補

※選出枠ごとに５０音順に掲載

朝霞市外部評価委員会　委員一覧（敬称略）（令和４～５年度）

市議会議員

知識経験

関係団体

公募市民
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○朝霞市外部評価委員会条例  

平成２５年１月１５日条例第２号  

 

（目的）  

第１条  この条例は、朝霞市外部評価委員会の設置、組織及び運営に関する事

項を定めることを目的とする。  

（設置）  

第２条  市の総合計画、行政改革及びまち・ひと・しごと創生法（平成２６年

法律第１３６号）第１０条に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦

略（以下「総合戦略」という。）の推進に関し必要な事項について調査し、

及び審議するため、朝霞市外部評価委員会（以下「委員会」という。）を置

く。 

（所掌事務）  

第３条  委員会は、次に掲げる事務を所掌する。  

(1) 総合計画、行政改革及び総合戦略の施策評価の結果の検証並びに意見

及び提案を行うこと。  

(2) 総合計画、行政改革及び総合戦略の推進に関し必要な事項について調

査し、及び審議し、助言を行うこと。  

(3) 行政評価制度の改善について、提言を行うこと。  

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。  

（組織）  

第４条  委員会は、委員１２人以内で組織する。  

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。  

(1) 市の議会の議員  

(2) 知識経験を有する者  

(3) 市が関係する団体から推薦された者 

(4) 公募による市民又は公募委員候補者名簿に登載された市民  

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者  

（会長及び副会長）  

第５条 委員会に、会長及び副会長１人を置き、委員の互選によってこれを定

める。  

２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。  

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。  

（任期）  

第６条  委員の任期は、２年以内とする。ただし、再任を妨げない。  
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２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

（会議）  

第７条  委員会又は部会の会議は、会長又は部会長が招集し、その議長となる。  

２ 委員会又は部会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことがで

きない。  

３ 委員会又は部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、

会長又は部会長の決するところによる。  

４ 会長又は部会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求

めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。  

（部会）  

第８条 会長は、必要があると認めるときは、委員会に諮って部会を置くこと

ができる。  

２ 部会に属する委員は、会長が指名する。  

３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。  

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。  

５ 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する部会に属する委

員がその職務を代理する。  

６ 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中

「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。  

（庶務）  

第９条  委員会の庶務は、市長公室政策企画課において処理する。  

（雑則）  

第１０条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、

会長が委員会に諮って定める。  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。  

附 則（平成２６年条例第５号）  

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。  

附 則（令和４年条例第２号）  

この条例は、令和４年４月１日から施行する。  

 



「外部評価委員会の概要」

第1回外部評価委員会

令和４年４月１１日（月）

朝霞市役所 全員協議会室
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１

審議会の統合について

【統合の目指す効果】

市の取組を全体的に把握する外部評価委員会の中で、

「人口・経済」や「行政改革」についても一体的に審議する

ことで、より効果的な評価・審議を行う。

旧 審議会 計画 計画の目的

外部評価委員会 総合計画 行政運営全般

まち・ひと・しごと
創生総合戦略審議会

総合戦略 人口減少克服
地域経済の活性化

行政改革懇談会 行政改革 行政事務の効率化
行政サービスの向上



外部評価委員会の役割

・総合計画に基づく市の施策について、職員が行った内部

評価を基に外部評価を行います。

・まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗状況等の検証を行

います。

・行政改革の実施結果の検証を行い、また翌年度の実施

計画について意見・提案を行います。

２



外部評価委員会（令和４年度）（スケジュール案）

回数 開催月 会議内容

第１回 ４月 委嘱式

第２回 ５月 外部評価「安全・安心なまち」

外部評価「子育てがしやすいまち」

第３回 ６月 外部評価「つながりのある元気なまち」

外部評価「自然・環境に恵まれたまち」

第４回 ７月 外部評価「基本構想を推進するために」

行政改革の結果検証

第５回 ７月 行政改革の結果検証

総合戦略の結果検証

第６回 １月 翌年度の行政改革実施計画の検討

翌年度の外部評価に向けて見直し

３

外部評価

行政改革

総合戦略

行政改革



総合計画とは P.158

市の都市基盤や福祉、教育、
環境といった全ての計画の中で
最も基本となる計画

市民と行政で朝霞市を
①どのようなまちにしていくのか、
またそのために
②どのようなことをするのか
について、体系的にまとめるもの

４



総合計画の構成と期間 P.159

施策展開のための具体的事業

実現を目指す将来像

将来像を実現するための施策

基本構想 10年間 H28（2016）年度～R7（2025）年度

前期基本計画 5年間
H28（2016）年度～R2（2020）年度

後期基本計画 5年間
R3（2021）年度～R7（2025）年度

実施計画 3年間

・・・毎年度見直しを実施

基本
構想

基本計画

実施計画

５



基本構想 P.188

将来像【ビジョン】

「私が 暮らしつづけたいまち 朝霞」

将来像の基本概念【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

６



基本計画の施策体系 P.40

第３章 教育・文化

第2章 健康・福祉

第４章 環境・コミュニティ

第５章 都市基盤・産業振興

第６章 基本構想を推進するために

第１章 災害対策・防犯・市民生活

７



P.150
SDGs

アイコン

目指す姿

担当課

現状と課題

事業概要・

方向性

主な

成果指標

８



総合計画の進行管理

Check
検証と評価

Action
事業の見直し

Plan
立案

Do
事業の実施

・事業執行

行政評価
・内部評価
・外部評価

・実施計画の策定
・予算議決

・実施計画の検討
・予算要求

～3月

～8月

4月～ 9月～

９



行政評価の全体像

基本構想

基本計画

【施策評価】

（Ｒ３）７９施策

実施計画

【事務事業評価】

（Ｒ３）４０９事業

内部評価

外部評価

10
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まち・ひと・しごと創生総合戦略の概要（１）

【目的】

本市も今後、人口減少及び少子高齢化が進むと想

定されるため、それを課題と捉え、対策を図る。

【目指すべき将来の方向性】

①安心して出産できる環境をつくる

②就学前後の子育て期の世帯の定住を促進する

③これから結婚・出産を迎える若い世代の転入超過の
傾向を維持する

④高齢者が地域とのつながりを持ち社会に参画する環
境をつくる

１１



まち・ひと・しごと創生総合戦略の概要（２）

【総合戦略として取り組む４つの基本目標】

①産業の振興により市民生活と調和した豊かな暮らしを実
現する

②地域の特色を生かし魅力にあふれた選ばれるまちをつくる

③安心して結婚・出産・子育てができる環境をつくる

④誰もがいつまでも活躍できる安全・安心なまちを実現する

⇒これら、４つの目標について、複数の取組方針を設定し、
ＫＰＩ（重要業績評価指標）により達成度を測る。

【会議】

ＫＰＩを施策評価シートに記載しているので、

外部評価の際に、総合戦略の進捗についても検証する。
１２



行政改革制度の概要（１）

【目的】

限られた行政資源の状況を的確に捉え、重要性の高

い施策や事業に適切に分配することにより、満足度の高
い市民サービスを提供すること。

【方針】

事務・組織運営の効率化、財政の健全化の観点か
ら毎年度、実施計画を定めて取り組む。

１３



１４

【令和３年度の取組項目】

①集中的に実施する取組（以下の３つ）

・デジタル化の推進

・予算編成事務の見直

・公共施設等の計画的な管理・運営

②定期的な見直し、継続的な実施が求められる取組

【会議】
７月…昨年度の取組の状況について意見を述べる。

１月…翌年度の実施計画案について意見を述べる。

行政改革制度の概要（２）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２期朝霞市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３（２０２１）年２月 

朝霞市 
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第１部 序論 

１． 策定の趣旨 

国立社会保障・人口問題研究所によれば、我が国の人口は、平成 20（2008）年の約 1 億 2,800

万人をピークとして、令和 42（2060）年には 9,284 万人まで減ることが予測されており、地

域経済にも大きな影響を与えるものと考えられます。 

人口減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への過度の人口集中を是正し、それぞれの地域で

住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくため、平成 26（2014）

年 11 月に「まち・ひと・しごと創生法（以下「創生法」という。）」が施行され、続く 12 月に

は国全体の人口の将来像を示す「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」と、将来像を実現する

施策をまとめた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決定されました。 

創生法では、全国の市町村に対し、国及び県の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を勘案した

上で、人口に関する現状動向の分析と将来展望を示した「地方版人口ビジョン」、また、目指すべ

き将来の方向を実現するための具体的な施策と目標をまとめた「地方版総合戦略」を策定するこ

とが求められました。 

これを受けて、本市は「朝霞市人口ビジョン」と「朝霞市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以

下「第１期朝霞市総合戦略」という。）」を策定し、平成 27（2015）年度から令和 2（2020）

年度までの 6 年間にわたり、人口減少への対策と地域経済の活性化に取り組んできました。 

本市においては、当分の間は人口増加が続くものと推計していますが、長期的には人口減少に

転じることが見込まれます。 

こうしたことから、「第２期朝霞市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「第 2 期朝霞市総合

戦略」という。）」を策定し、引き続き将来にわたって活力ある地域社会を実現するための施策に

取り組みます。 

 

２． 対象期間 

朝霞市人口ビジョンは、国の長期ビジョンの期間を踏まえ、令和 42（2060）年までを対象期

間として設定します。 

また、第２期朝霞市総合戦略は、令和 7（2025）年度までの 5 年間を対象期間として設定し

ます。 

 

 

図 1：対象期間 

朝霞市人口ビジョン 令和２年度改訂版 
令和 42（2060）年までの長期展望 

後期基本計画 
令和3（2021）～令和7（2025）年度 

第１期朝霞市総合戦略 
平成27（2015）～令和2（2020）年度 

第２期朝霞市総合戦略 
令和3（2021）～令和7（2025）年度 

基本構想 
 平成28（2016）～令和7（2025）年度 

前期基本計画 
平成28（2016）～令和2（2020）年度 
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３． 第５次朝霞市総合計画との関係 

本市は、第５次朝霞市総合計画を策定し、将来像「私が 暮らしつづけたいまち 朝霞」の実

現に向けて、計画的な行政運営に取り組んでおり、令和３（2021）年度から令和 7（2025）年

度を計画期間とする「第５次朝霞市総合計画後期基本計画（以下「後期基本計画」という。）」に

おいて、今後の行政需要やまちづくりの方向性等を総合的かつ体系的にまとめています。 

後期基本計画は、本市の市政運営を総合的に進めるための施策を分野別に位置付けていますが、

第２期朝霞市総合戦略は、将来にわたって活力ある地域社会を実現するために必要となる施策を

後期基本計画の分野別施策の中から抽出し、主要施策として位置付けるものです。 

朝霞市総合戦略の策定、推進に当たっては、産・官・学・金・労・言・士（産業界・行政機関・

教育機関・金融機関・労働団体・メディア・士業）の関係者が関わり、多方面からの意見を広く反

映するものとします。 

 

４． ＰＤＣＡサイクル 

人口減少と地域経済の縮小を克服するため、各基本目標に設定した数値目標及び重要業績評価

指標（KPI: Key Performance Indicators）により、実施した施策・事業の効果検証を行います。

第 2 期の期間の最終年度である令和 7（2025）年度末時点における到達状況は各基本目標に設

定した数値目標により検証し、取組期間中の各年度末における施策の進捗は KPI により検証する

ものとします。KPI とは、目標の達成度合いを測るための指標で、現況を指し示す様々な指標の

中から、進捗状況の定量的な把握に最適のものを選択します。 

効果検証に当たっては、その妥当性と客観性を担保するため、朝霞市まち・ひと・しごと創生

総合戦略審議会の関与の下での評価を進めるものとします。 

 

５． 策定に当たっての基本的な考え方 

国は、令和 2（2020）年度からの 5 年間を取組期間とする「第２期まち・ひと・しごと創生

総合戦略」を令和元（2019）年 12 月に策定し、引き続き、「将来にわたって活力ある地域社会

の実現」と「東京圏への一極集中」の是正を目指すこととしています。 

第２期朝霞市総合戦略の策定に当たっては、国及び県の第２期まち・ひと・しごと創生総合戦

略における次の（１）～（４）に挙げるような新たな視点に留意しながら、朝霞市の地域特性を

踏まえるとともに、地域の実情に即した戦略を策定します。 

 

（１）地域間のつながりの構築 

地域外から地域の祭りに毎年参加し運営にも携わるなど、その地域や地域の人々に多様な形で

関わる人々、すなわち「関係人口」を地域の力にしていくなど、地方とのつながりの強化に向け

て、地域に目を向け、地域とつながる人や企業を増大させることを目指します。 

 

（２）多様な主体との連携 

社会の構造的な変化に立ち向かうには、行政のみの対策では不十分で、社会全体での協力が必

要です。市民、NPO、企業など多様な主体が活躍できる環境づくりを進めるとともに、女性、若

者、高齢者、障害者、外国人など、誰もが活躍できる地域社会を目指します。 
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（３）新しい時代の流れへの対応 

様々な分野において ICT や AI、RPA をはじめとする先進技術の活用を検討し、社会課題の解

決と生産性・利便性の向上による経済的発展等を図っていくことで、地域の魅力を高め、人を呼

ぶ好循環を生み出していきます。 

 

（４）SDGs を原動力とする総合戦略の推進 

SDGs（Sustainable Development Goals）とは、平成 27（2015）年に国連サミットで採

択された持続可能な開発目標のことで、令和 12（2030）年を期限とし、先進国を含む国際社会

全体の 17 の目標と、それを実現するための 169 のターゲットから構成され、「誰一人取り残さ

ない」を理念とし、経済、社会、環境を巡る広範囲な課題に世界全体で取り組むものです。 

SDGs の 17 の目標を追求することは 、地域における諸課題の解決に貢献し、地域持続可能

な開発、すなわち「将来にわたって活力ある地域社会の実現」を推進することにつながります。

社会課題の解決と経済成長の両立を目指す SDGs は地方創生と親和性が高く、国は SDGs を地

域活性化の原動力と位置付けています。 

第２期朝霞市総合戦略では、このような SDGs の理念を共有し、「将来にわたって活力ある地

域社会の実現」に取り組んでいきます。 

 

ＳＤＧｓの１７の目標 
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第２部 人口ビジョン 

１. 現状分析 

（１） 人口と世帯数の推移 

本市の人口は、平成 27（2015）年 10 月で 136,299 人、世帯数は 59,515 世帯に達して

おり、全国的に人口減少が見られる中、平成２（1990）年から平成 27（2015）年までの長期

的な推移を見ると、人口・世帯数ともに継続的に増加しており、直近の平成 22（2010）年から

平成 27（2015）年までにおいても 6,608 人の増加が見られます。 

 

 
出典：総務省「国勢調査」  注）年齢不詳人口を含む。 

図 2：人口・世帯数の推移 

 

（２） 地域別人口・世帯数の推移と比較 

市内５地域における地域別人口推移を見ると、東部地域で人口・世帯数ともに 6.5％増と最も

高くなっていますが、内間木地域では人口・世帯数ともに減少傾向にあります。 

 

表 1：地域別人口・世帯数の比較 

  

人口（人） 世帯数（世帯） 

H22 H27 増減率 H22 H27 増減率 

内間木地域 1,592  1,573  ▲1.2% 574  561  ▲2.3% 

北部地域 27,476  28,796  4.8% 12,172  12,681  4.2% 

東部地域 25,111  26,744  6.5% 11,229  11,957  6.5% 

西部地域 25,478  26,620  4.5% 11,465  11,993  4.6% 

南部地域 50,034  52,566  5.1% 21,350  22,323  4.6% 

出典：総務省「国勢調査」  注）地域区分は、次ページに記載。 
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出典：朝霞市都市計画マスタープラン（平成 28 年 11 月改訂） 

図 3：地域区分 

 

（３） 近隣市との人口・世帯数の比較 

本市の平成 22（2010）年から平成 27（2015）年までにおける人口増加率は、5.1％とな

っており、志木市・和光市・新座市（以下「近隣市」という。）と比較すると、増加率は最も高く、

県の平均値（1.0％）も上回っています。 

また、全国の政令市を除くすべての市のうち、平成 22（2010）年から平成 27（2015）年

にかけての本市の人口増加率は、全国 16 位となっており、高水準で人口流入等が進んでいると

考えられます。 

 

表 2：埼玉県・近隣市との人口・世帯数の比較 

 人口（人）  世帯数（世帯） 

H22 H27 増減率 H22 H27 増減率 

全国 128,057,352  127,094,745  ▲0.8% 51,950,504  53,448,685  2.9% 

埼玉県 7,194,556  7,266,534  1.0% 2,841,595  2,971,659  4.6% 

朝霞市 129,691  136,299  5.1% 56,790  59,515  4.8% 

志木市 69,611  72,676  4.4% 28,433  30,607  7.6% 

和光市 80,745  80,826  0.1% 37,385  36,898  ▲1.3% 

新座市 158,777  162,122  2.1% 64,436  67,250  4.4% 

出典：総務省「国勢調査」  注）年齢不詳人口を含む。  
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（４） 年齢３区分人口 

平成 2（1990）年から平成 27（2015）年までにおける年齢３区分人口の推移を見ると、15

歳未満人口の割合はやや減少しているものの、実数では平成 7（1995）年から平成 12（2000）

年までにかけて一度増加した後、約 18,000 人を維持しており、少子化の傾向は緩やかです。 

また、15 歳から 64 歳の人口の割合は、約 10％減少しているものの、実数では増加傾向にあ

ります。 

一方で、65 歳以上の人口の割合は 7.8％から 18.9％と大幅に増加し、実数に関しても 8,681

人から 25,398 人と大幅に増加しています。 

 
出典：総務省「国勢調査」  注）年齢不詳人口を除く。 

図 4：年齢３区分人口割合の推移 

 

出典：総務省「国勢調査」  注）年齢不詳人口を除く。 

図 5：年齢３区分人口の推移 
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さらに、年齢３区分人口割合について近隣市と比較すると、本市は和光市と類似した年齢構成

を示しており、65 歳以上の人口の割合が相対的に低いといえます。 

 
出典：総務省「国勢調査」  注）年齢不詳人口を除く。 

図 6：埼玉県・近隣市との年齢３区分人口割合の比較（平成 27 年） 
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（５） 一般世帯の家族類型別割合 

本市の一般世帯数を世帯の家族類型別にみると、「単独世帯」（世帯人員が１人の世帯）は 

36.4%（21,645 世帯）、「夫婦のみの世帯」は 18.9％（11,237 世帯）、「夫婦と子供から成る

世帯」は 31.1%（18,460 世帯）、「ひとり親と子供から成る世帯」は 7.7%（4,569 世帯）な

どとなっています。  

また、近隣市と比較した世帯構成割合を見ると、本市は和光市に次いで単独世帯割合が多く、

36.4％とやや高くなっています。 

 
出典：総務省「国勢調査」 

図 7：埼玉県・近隣市との一般世帯の家族類型別割合の比較（平成 27 年） 

 

これらの単独世帯のうち、平成 22（2010）年から平成 27（2015）年までの近隣市の単

独高齢世帯（65 歳以上の高齢者のみの世帯）の増減率を見ると、志木市が 39.8％と最も増加

率が高く、次いで新座市で 35.9％と、増加が顕著に見られます。一方、本市は 18.0％となっ

ており、相対的に低い増加率となっています。 

 また、平成 27（2015）年は、65 歳以上の高齢者の人口のうち、単独世帯の高齢者の人口

は 4,920 人となっています。これは、65 歳以上人口の 19.4%を占めており、65 歳以上人口

の約 5 人に 1 人は一人で暮らしている状況を意味しています。 

表 3：埼玉県・近隣市との単独高齢世帯の世帯数の比較 

  H22（世帯） H27（世帯） 増減率 

全国 4,790,768  （9.2%） 5,927,686  （11.1%） 23.7% 

埼玉県 204,212  （7.2%） 275,777  （9.3%） 35.0% 

朝霞市 4,168  （7.3%） 4,920  （8.3%） 18.0% 

志木市 1,962  （6.9%） 2,742  （9.0%） 39.8% 

和光市 2,012  （5.4%） 2,484  （6.7%） 23.5% 

新座市 4,822  （7.5%） 6,553  （9.8%） 35.9% 

出典：総務省「国勢調査」  注）括弧内は一般世帯に占める単独高齢世帯の割合。  
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（６） 出生・死亡 

出生は横ばいが続き大局的には減少傾向にあります。 また、死亡は増加の傾向が続いています。 

 

出典：統計あさか   注）各年 1 月 1 日から 12 月 31 日の集計。外国人住民を含む。 

図 8：出生・死亡の推移 

 

 

（７） 転入・転出 

転入、転出のそれぞれで、10,000 人前後の推移を示していた社会移動は、一時は 9,000 人

前後に鈍化しましたが、近年回復傾向にあり、平成 25（2013）年以降は転入超過が続いていま

す。 

 

出典：統計あさか   注）各年 1 月 1 日から 12 月 31 日の集計。外国人住民を含む。 

図 9：転入・転出の推移 
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（８） 増加人口 

本市の平成 30（2018）年の出生数から死亡数を引いた自然増数は 408 人、転入数から転出数

を引いた社会増数は 1,154 人と、いずれもプラスの値を示し、社会増が自然増を上回っています。 

また、近隣市の中では自然増、社会増ともに最も高く、埼玉県内では、自然増が２番目、社会

増が 7 番目に高い値を示しています。 

 

出典：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査」 

注）各年 1 月 1 日から 12 月 31 日の集計。外国人住民を含む。 

図 10：近隣市との増加人口の比較（平成 30 年） 

 

（９） 合計特殊出生率 

合計特殊出生率とは、15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、女性 1

人がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する指標です。 

本市の合計特殊出生率はここ数年 1.4～1.5 前後で推移していますが、埼玉県を上回り、全国

平均に近い値を占めています。また、大局的には上昇傾向にあることが確認できます。 

 
出典：埼玉県保健医療政策課資料 

図 11：合計特殊出生率の推移  
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（１０） 性別年齢階級別の純移動数 

本市の平成 22（2010）年から平成 27（2015）年にかけての純移動数（転入者数から転出

者数を減じた数）からは、「15～19 歳→20～24 歳」の年齢階級において、男性、女性のいず

れも大幅に転入超過を示しています。このことから、大学への進学や就職のタイミングで本市に

多くの方が転入していると考えられます。 

一方、「0～4 歳→5～9 歳」の年齢階級は、男性、女性いずれも転出超過を示しています。小

学校への就学前後を境とする子どもたちが市外に多く転出していると考えられます。 

また、女性の転入超過の状況は、「30～34 歳→35～39 歳」の年齢階級以降鈍化し、転入と

転出が均衡する状況が見受けられ、「40～44 歳→45～49 歳」で転出超過に転じています。「0

～4 歳→5～9 歳」の年齢階級において子どもが転出超過となっていることを考えると、子育て

期に当たる子どもと親の世帯が市外に転出していることが推察されます。 

 

 

出典：総務省「国勢調査」及び厚生労働省「都道府県別生命表」  注）まち・ひと・しごと創生本部作成。 

図 12：近年の年齢階級別人口移動の推移 平成 22（2010）→27（2015）年 

 

※「0～4 歳→5～9 歳」の年齢階級とは、平成 22（2010）年時点で 0 歳から 4 歳までのい

ずれかの年齢であり、5 年後の平成 27（2015）年時点で 5 歳から 9 歳までのいずれかの年

齢を迎えた人に該当します。 
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（１１） 転入・転出の状況 

本市の令和元（2019）年の転入・転出の状況は、東京都・特別区部、埼玉県・南西部地域以外

及び東京都・埼玉県以外からは転入超過となっていますが、埼玉県・朝霞市を除く南西部地域（新

座市、志木市、富士見市、和光市、ふじみ野市、三芳町）のほか、東京都・市郡部の地域間ではい

ずれも転出超過となっています。 

この結果から、本市においては、特に東京都・特別区部から転入がある一方で、埼玉県内の本

市以外の南西部地域へと転出している構図が見えます。 

 

 

出典：総務省「住民基本台帳人口移動報告」  注）外国人住民を含む。 

図 13：転入・転出先の地域（令和元年） 
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（１２） 昼夜間人口比率 

本市の平成 27（2015）年の昼夜間人口比率について近隣市と比較すると、本市は 82.6％と

なっており、和光市、新座市よりやや低い比率となっています。 

 
出典：総務省「国勢調査」 

図 14：近隣市との昼夜間人口比率の比較（平成 27 年） 

 

 

（１３） 流出人口 

平成 27（2015）年の国勢調査結果によると、朝霞市民の通勤先として、市内が 27.3％、市

外が 64.2％に達し、過半数以上は市外に通勤しています。市外の中では東京都・特別区への通勤

が最も多く、37.5%が東京都・特別区で働いています。また、朝霞市民の通学先として、市内が

16.8％、市外が 75.9％に達し、過半数以上は市外に通学しています。市外の中では東京都・特

別区への通学が最も多く、28.9%本市は東京都・特別区に通学しています。 

 

 
出典：総務省「国勢調査」 

図 15：朝霞市民の通勤・通学先（平成 27 年） 
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（１４） 流入人口 

平成 27（2015）年の国勢調査結果によると、朝霞市内に通勤してくる人は、朝霞市内からが

39.3％、朝霞市を除く埼玉県内（埼玉県・朝霞市を除く南西部地域と埼玉県・南西部地域以外の

合計）からが 35.2％に達し、合わせて 74.5％が埼玉県内在住者となっています。 

また、朝霞市内に通学してくる人は、朝霞市内からが 27.8％、朝霞市を除く埼玉県内（埼玉県・

朝霞市を除く南西部地域と埼玉県・南西部地域以外の合計）からが 41.1％に達し、合わせて

68.9％が埼玉県内在住者となっています。 

 
出典：総務省「国勢調査」 

図 16：朝霞市に通勤・通学する人の定住地（平成 27 年） 

 

（１５） 就業の状況 

平成 27（2015）年の国勢調査結果によると、本市の年齢階級別就業率は、男性、女性とも全

国、埼玉県とほぼ同等の傾向となっています。女性の年齢階級別就業率は全国と比較して、いわ

ゆる「Ｍ」字の谷が深く、子育て期に当たる 30～39 歳が特に低くなっています。 

 

出典：総務省「国勢調査」 

図 17：年齢階級別就業率（平成 27 年）  
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（１６） 市内産業全体の傾向 

本市の平成 28（2016）年における民営事業所数は、3,580 事業所、従業者数は、40,923 人

となっており、平成 24（2012）年の同調査と比較すると事業所数、従業者数ともに微増していま

す。しかし、平成 21（2009）年以降の長期的な推移を見ると、平成 21（2009）年時点での事

業所数、従業者数が最も多くなっており、産業規模はやや縮小傾向にあると考えられます。 

なお、事業所数及び従業者数ともに埼玉県内の市町村中 19 位に位置しています。 

 
出典：総務省「経済センサス - 基礎調査（平成 21、26 年） 活動調査（平成 24、28 年）」 

注）事業内容など不詳を除く。 

図 18：民営事業所・従業者数の推移 

 

（１７） 民営事業所の従業者規模 

本市の平成 28（2016）年における従業者規模別の民営事業所割合では、「１～４人」の事業所

が５割を超えて多くなっています。 

 

総務省「経済センサス - 活動調査（平成 28 年）」 

図 19：従業者規模別事業所割合 
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（１８） 産業分類別の従業者数 

本市の平成 28（2016）年の産業分類別の従業者数は、「卸売業、小売業」が 17.6％と最も多

く、次いで「製造業」が 15.9％、「医療、福祉」が 12.9％、「宿泊業、飲食サービス業」が 9.6％

となっています。これら主要産業のうち、平成 24（2012）年との比較では、「農業、林業」や

「建設業」、「情報通信業」、「卸売業、小売業」、「学術研究、専門・技術サービス業」等において、

従業者数の減少が見られます。一方、従業者数の増加が顕著に見られる業種は、「医療、福祉」で

あり、高齢化等に伴うニーズの影響がうかがえます。 

 

 

出典：総務省「経済センサス - 活動調査（平成 24、28 年）」 

図 20：産業分類別の従業者数の推移 

 

（１９） 地域別の事業所数・従業者数 

本市の平成 28（2016）年の地域別の事業所集積状況を見ると、南部地域が最も多く、次いで

北部地域となっています。南部地域は、工業地域や朝霞駅周辺の商業地域が包含されており、北

部地域では、朝霞台駅周辺の商業地域があるため、事業所が立地しやすい環境にあると考えられ

ます。 

また、従業者数では、西部地域が最も多く、次いで南部地域となっています。西部地域は、朝

霞台駅周辺の商業地域、工業地域や準工業地域があり、比較的従業者規模の大きな事業所が立地

しているものと考えられます。 

さらに、事業所数及び従業者数の推移を見ると、特に内間木地域及び南部地域においてそれぞ

れ大きな減少傾向が見られます。製造業や運輸業の集積が見られる内間木地域の事業所数は

12.9％の減少、従業者数は 22.7％の減少となっています。また、卸売業、小売業等が集積する

南部地域では、事業所数でも 12.1％減、従業者数で 11.7％の減少となっています。 
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表 4：地域別事業所数・従業者数の推移 

  
事業所数（箇所） 

増減率 
従業者数（人） 

増減率 
H21 H28 H21 H28 

内間木地域 310 270 ▲12.9% 3,790 2,930 ▲22.7% 

北部地域 774 710 ▲8.3% 7,705 7,849 1.9% 

東部地域 530 528 ▲0.4% 4,464 4,520 1.3% 

西部地域 756 697 ▲7.8% 11,859 13,498 13.8% 

南部地域 1,565 1,375 ▲12.1% 13,739 12,126 ▲11.7% 

合計 3,935 3,580 ▲9.0% 41,557 40,923 ▲1.5% 

出典：総務省「経済センサス - 基礎調査（平成 21） 活動調査（平成 28 年）」 

 

表 5：地域別民営事業所における従業者数 

  

従業員数（人） 

内間木地域  北部地域  東部地域  西部地域  南部地域  合計  

農林漁業  0  3  7  12  8  30  

鉱業，採石業，砂利採取業 0  0  0  0  0  0  

建設業  246  527  601  443  837  2,654  

製造業  924  461  133  2,924  2,077  6,519  

電気・ガス・熱供給・水道業 0  0  0  1  0  1  

情報通信業  0  38  53  97  55  243  

運輸業，郵便業  916  658  338  764  935  3,611  

卸売業，小売業  148  1,259  940  1,657  3,206  7,210  

金融業，保険業  3  63  142  328  235  771  

不動産業，物品賃貸業 43  300  174  438  251  1,206  

学術研究，専門・技術サービス業 0  148  122  2,911  185  3,366  

宿泊業，飲食サービス業 31  1,247  364  1,031  1,260  3,933  

生活関連サービス業，娯楽業 27  512  208  360  790  1,897  

教育，学習支援業  4  168  567  175  283  1,197  

医療，福祉  166  1,308  602  1,771  1,449  5,296  

複合サービス事業  0  22  6  11  27  66  

（他に分類されないもの） 422  1,135  263  575  528  2,923  

合計  2,930  7,849  4,520  13,498  12,126  40,923  

出典：総務省「経済センサス - 活動調査（平成 28 年）」 
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（２０） 産業分類別従業員数の埼玉県・近隣市との比較 

本市の平成 28（2016）年の産業分類別の従業者数は、「卸売業、小売業」が 17.6％と最も多

く、次いで「製造業」が 15.9％、「医療、福祉」が 12.9％、「宿泊業、飲食サービス業」が 9.6％

となっています。本市の産業分類別の民営事業所における従業員数の割合は、埼玉県に近い平均

的な割合を示しています。 

 

出典：総務省「経済センサス - 活動調査（平成 28 年）」 

図 21：産業分類別の民営事業所における従業員数の埼玉県・近隣市との比較 
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A 農業、林業 B 漁業 C 鉱業、採石業、砂利採取業 D 建設業 E 製造業

F 電気・ガス・熱供給・水道業 G 情報通信業 H 運輸業、郵便業 I 卸売業、小売業

J 金融業、保険業 K 不動産業、物品賃貸業 L 学術研究、専門・技術サービス業

M 宿泊業、飲食サービス業 N 生活関連サービス業、娯楽業 O 教育、学習支援業

P 医療、福祉 Q 複合サービス事業 R サービス業(他に分類されないもの)
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（２１） 産業分類別の付加価値額 

特化係数とは、産業分類別の付加価値額を全国平均と比較した比率です。全国平均と比較する

と、本市は、「不動産業、物品賃貸業」、「運輸業、郵便業」、「医療、福祉」、「製造業」の順に高い

特化係数を示しており、全国平均を上回る付加価値を生み出しています。 

 

 

出典：総務省「経済センサス - 活動調査（平成 28 年）」 

注）電気・ガス・熱供給・水道業、複合サービス事業についてはデータ不明のため掲載していない。 

図 22：産業分類別の付加価値額 

 

※付加価値額とは、企業の生産活動によって新たに生み出された価値のことです。 

付加価値額 ＝ 売上高 ― 費用総額 ＋ 給与総額 ＋ 租税公課 
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（２２） 国による将来人口の推計 

平成 27（2015）年の国勢調査結果を基とした国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、

本市の人口は今後もしばらくは増加傾向を維持するものの、年齢 3 区分別人口の構造が大きく変

化することが見込まれています。また、将来的には減少に転じ、生産年齢人口（15～64 歳）の

急激な減少や高齢化が加速するとも考えられています。 

推計では、令和 27（2045）年の生産年齢人口は、ピーク時の令和 7（2025）年の 9.52 万

人から 8.42 万人へと 1.10 万人減少し、生産年齢人口の総人口に占める割合は 66.7%から

58.8%へと減少します。また、平成 27（2015）年から令和 27（2045）年にかけて、本市の

高齢者人口（65 歳以上）は 2.57 万人から 4.12 万人へと 1.55 万人増加し、高齢化率は 18.8％

から 28.8%にまで上昇します。 

 
出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30 年）」 

図 23：国による本市の将来人口の見通し 

 

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30 年）」 

図 24：国による本市の将来人口の見通し（年齢３区分人口の割合） 
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２. 目指すべき将来の方向 

これまで分析したように、本市の人口は今後もしばらくは増加傾向で推移しますが、長期的に

は減少に転じることが見込まれます。また、今後増加する年齢層も、少子高齢化を伴う人口増加

へと変化していきます。生産年齢人口が減少し、高齢者の割合が高い人口構成となることは、地

域経済の縮小などにつながります。 

これからのまちづくりを進めていくに当たっては、単純に人口増加を目指すのではなく、「総人

口の水準を維持しながら、生産年齢人口を確保し、将来にわたってバランスの良い人口構成を維

持していく」必要があります。 

 

本市が目指すべき将来の方向 ＝ 
総人口の水準を維持し、将来にわたりバランスの

良い人口構成を維持していくこと 

 

将来にわたりバランスの良い人口構成を実現していくためには、その好循環を呼び込む上で、

次の（1）～（４）の視点が求められます。 

（1）安心して出産できる環境をつくる 

本市の合計特殊出生率は近年 1.4～1.5 前後で推移しています。埼玉県平均を上回るものの、

全国平均に近く、突出して高い値ではありません。また、平成 16（2004）年頃まで毎年 1,500

人前後で推移していた出生数もゆるやかに減少し、近年では 1,300～1,400 人で推移していま

す。 

出生数の減少は、将来の生産年齢人口の減少を招き、地域経済や市の財政状況の厳しさが増す

ことが懸念されます。国民の希望出生率 1.8 には到達していないことからも、若い世代が安心

して結婚・出産を迎えられる環境をつくり、出生率の向上に結び付けていく取組が大切です。 

 

（2）就学前後の子育て期の世帯の定住を促進する 

「0～4 歳→5～9 歳」の年齢階級は、現在、男性、女性いずれも転出超過の傾向にあり、小

学校への就学前後を境として、子育て期の世帯が市外に多く転出している状況が推察されます。 

子育て期の世帯の転出は、高齢者を支える生産年齢人口の減少に直結します。人口構造のバラ

ンスを保つことや、出生数の向上においても、子育て期の世帯の定住を促進することが求められ

ます。暮らしの利便性が高く、働きながら、子どもを安心して育てられることが重要です。 

 

（3）これから結婚・出産を迎える若い世代の転入超過の傾向を維持する 

「15～19 歳→20～24 歳」の年齢階級は、男性、女性のいずれも大幅な転入超過を示して

います。大学等への進学や就職を機に本市に多く転入していると推察されます。 

今後は全国において定住促進に係る取組が推進され、日本全体として転入・転出の動きが少な

くなると見込まれることから、本市への転入者数は減少することも想定されます。これから結

婚・出産を迎える若い世代が多く本市へ転入することが、生産年齢人口と出生数の増加につなが

り、バランスのとれた人口構成の維持にも資することから、若い世代の転入超過の傾向を維持し

続けることが求められます。若い世代が本市に魅力を感じ、暮らしやすさを実感するとともに愛

着を持てることが重要です。 
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（４）高齢者が地域とのつながりを持ち社会に参画する環境をつくる 

本市は全国に比べ緩やかに高齢化が進展しています。しかし、今後は高齢化に伴う課題から目

を背けることはできません。 

人生 100 年時代を見据え、いつまでも地域とのつながりを持ち社会に参画する高齢者を増や

すことが求められます。まちの機能が整い、健康で生きがいを持ち、地域で安心して老後を迎え

られることが重要です。 
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３. 将来展望 

本市の人口は、今後も一定の期間は緩やかに増加し、その後減少する局面が訪れると見込んで

います。人口のピークと人口減少のペースは、転入・転出による「社会移動」と「合計特殊出生

率」の２点をどのように想定するかによって大きく変動します。 

表 6、表 7 の条件の下、第１期朝霞市総合戦略と同様に、社会移動と合計特殊出生率の組み合

わせを変えて 4 パターンのシミュレーションを行い（試算①～試算④）、将来の人口の見通しに

ついて結果を以下に示します。なお、令和 2（2020）年までは、いずれも 1 月 1 日時点の住民

基本台帳登録人口（外国人住民を含む）を用いて推計を行っています。 

 

試算① 社会移動が急激に鈍くなり、出生率が 1.4 と今より悪くなった場合 

試算② 社会移動が緩やかに鈍くなり、出生率が 1.4 と今より悪くなった場合 

試算③ 社会移動が緩やかに鈍くなり、出生率が 1.6 と今より上昇した場合 

試算④ 社会移動が緩やかに鈍くなり、出生率が 1.8 と今より上昇し希望出生率に達した場合  

 

 

図 25：将来人口推計 

 

結婚や出産はあくまで個人の自由な意思によるものであり、行政の施策によって直接的に合計

特殊出生率が向上するものではありませんが、第１期朝霞市総合戦略では、令和 22（2040）年

度までに合計特殊出生率が 1.6 に達すること（試算③の条件）を想定し、施策を展開してきまし

た。結果としては、合計特殊出生率については、第１期朝霞市総合戦略の期間中、令和 22（2040）

年時点で 1.6 の達成に向け、上昇傾向で推移しているといえます。一方、社会移動については、

緩やかに鈍くなることを想定していましたが、第１期朝霞市総合戦略の期間中、東京圏への一局

集中に歯止めがかからず、さらに加速したことから、本市もその影響を受け、社会移動が想定し

たほどには鈍くなりませんでした。しかしながら、国は第２期総合戦略において東京圏への一局

R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32 R37 R42

試算④ 141,802 146,809 150,393 153,230 155,355 156,857 157,844 158,156 157,767
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試算② 141,802 146,607 149,470 151,104 151,604 151,320 150,405 148,535 145,551

試算① 141,802 146,097 148,087 148,741 148,208 146,899 145,011 142,248 138,435
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集中の是正を重点化したことから、本市もその影響を受け、今後は社会移動が鈍くなっていくと

考えられます。 

このことから、今後も引き続き第２期朝霞市総合戦略施策に取り組み、課題が解決されること

で、試算③「社会移動が緩やかに鈍くなり、出生率が 1.6 と今より上昇した場合」の結果が将来

人口として展望されます。この時、第２期朝霞市総合戦略の取組期間終了となる令和 7（2025）

年時点の本市の人口は 146,707 人に、また、令和 42（2060）年には 151,605 人を維持す

るものと見通しています。 

また、目指すべき将来の方向として掲げたとおり、総人口の水準を維持するとともに、将来に

わたりバランスのよい人口構造を実現することが重要です。前述の「試算②」、「試算③」、「試算

④」について、人口構成の変化を図 26、図 27、図 28 にまとめました。仮に合計特殊出生率を

1.6 へと上昇させることができた試算③の場合、令和 2（2020）年における 0～4 歳男性は

3,366 人ですが、急激に増加や減少することを避けながら、令和 42（2060）年には 3,577 人

程度に保たれると見込んでいます。 

以上を踏まえ、本市は令和 42（2060）年に人口約 15 万 2 千人を想定し、総合戦略の施策

を展開します。 

表 6：将来推計の仮定 

1 データ出典 総務省「住民基本台帳」 

2 基準日 各年１月１日 

3 推計期間 
令和２（2020）年以前の実績値を用い、推計は令和 42

（2060）年まで、１年ごとに、男女１歳階級別に実施 

4 移動率 
平成 23（2011）年から令和２（2020）年までの毎年の人口

動態の比率を平均（10 か年分）して算出 

5 生残率 
厚生労働省の第 22 回完全生命表（平成 27 年国勢調査人口

を基に作成）の生残率を使用 

6 
出生時の 

男女性比 

国立社会保障・人口問題研究所が平成 30（2018）年に公表

した朝霞市男女性比（男 105.2：女 100）を使用 

 

表 7：社会移動と合計特殊出生率の条件 

パターン 社会移動（移動率の補正） 合計特殊出生率 

令和 42

（2060）年 

の推計人口 

試算① 
令和 12（2030）年時点で、試算②の条件の

さらに 2 割減に達するよう補正 

令和 22（2040）年まで

に 1.4 に達し、以後一定 
約 13.8 万人 

試算② 

転入出者数が人口に占める割合に比例して、純

移動率は令和 42（2060）年までにかけて、推

計開始時の 40.6%まで低下するよう補正 

令和 22（2040）年まで

に 1.4 に達し、以後一定 
約 14.6 万人 

試算③ 試算②の条件に同じ 
令和 22（2040）年まで

に 1.6 に達し、以後一定 
約 15.2 万人 

試算④ 試算②の条件に同じ 
令和 22（2040）年まで

に 1.8 に達し、以後一定 
約 15.8 万人 
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令和 2（2020）年時点 

（出典：統計あさか） 

 

 男性 女性 計 

65 歳 

以上 
17.2% 21.5% 19.4% 

15～ 

64 歳 
68.9% 65.0% 66.9% 

15 歳 

未満 
13.9% 13.5% 13.7% 

 

 

令和２2（2040）年の推計値 

 

 

 男性 女性 計 

65 歳 

以上 
23.7% 27.1% 25.5% 

15～ 

64 歳 
62.7% 60.1% 61.4% 

15 歳 

未満 
13.6% 12.7% 13.1% 

 

 

令和 42（2060）年の推計値 

 

 

 男性 女性 計 

65 歳 

以上 
26.3% 31.5% 29.0% 

15～ 

64 歳 
60.7% 57.0% 58.8% 

15 歳 

未満 
13.0% 11.5% 12.2% 

 

 

図 26：性別・年齢階級別人口構成（試算②【合計特殊出生率 1.4】）  
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令和 2（2020）年時点 

（出典：統計あさか） 

 

 男性 女性 計 

65 歳 

以上 
17.2% 21.5% 19.4% 

15～ 

64 歳 
68.9% 65.0% 66.9% 

15 歳 

未満 
13.9% 13.5% 13.7% 

 

 

令和 22（2040）年の推計値 

 

 

 男性 女性 計 

65 歳 

以上 
23.4% 26.8% 25.1% 

15～ 

64 歳 
62.0% 59.5% 60.7% 

15 歳 

未満 
14.6% 13.7% 14.1% 

 

 

令和 42（2060）年の推計値 
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図 27：性別・年齢階級別人口構成（試算③【合計特殊出生率 1.6】） 
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令和 2（2020）年時点 

（出典：統計あさか） 

 

 男性 女性 計 

65 歳 

以上 
17.2% 21.5% 19.4% 

15～ 

64 歳 
68.9% 65.0% 66.9% 

15 歳 

未満 
13.9% 13.5% 13.7% 

 

 

令和 22（2040）年の推計値 
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令和 42（2060）年の推計値 
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図 28：性別・年齢階級別人口構成（試算④【合計特殊出生率 1.8】） 
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第３部 総合戦略 

本市の人口の現状分析、目指すべき将来の方向、第１期朝霞市総合戦略の総括等を基に、今後

第２期朝霞市総合戦略において取り組むべき方向を整理し、4 つの基本目標を立てました。 

 

 

基本目標１ 産業の振興により市民生活と調和した豊かな暮らしを実現する 

（ア）暮らしにマッチした生活環境の創造 

（イ）生活を支える産業の活性化 

（ウ）仕事と生活を両立する環境づくり 

 

基本目標２ 地域の特色を生かし魅力にあふれた選ばれるまちをつくる 

（ア）暮らしやすさが実感できる都市機能の充実 

（イ）市民の地域に対する誇りと愛着の醸成 

（ウ）市の魅力を発信するシティ・プロモーション 

 

基本目標３ 安心して結婚・出産・子育てができる環境をつくる 

（ア）妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援体制の充実 

（イ）様々な保育需要に応じた環境づくり 

（ウ）魅力ある教育の推進 

 

基本目標４ 誰もがいつまでも活躍できる安全・安心なまちを実現する 

（ア）地域とのつながりを持ちながらいつまでも活躍できる環境づくり 

（イ）様々な人々がつながりを持ちながら相互に支え合う地域の基盤強化 

（ウ）災害への備えが万全で安心して過ごせる地域連携の体制強化 
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基本目標１ 産業の振興により市民生活と調和した豊かな暮らしを実現する 

 

<<基本的方向>> 

○ 市の拠点エリアを中心に、商業等の賑わいの核となる場所づくりを進め、市民や来街者等のラ

イフスタイルに応じた新たな生活環境の創造を目指します。 

○ 市民の関心が高い「安心・安全」のニーズに応え、豊かな生活の実現に寄与する環境・サービ

スの創出を進めます。 

○ 新たな産業の芽となる起業の促進を進め、同時に業種や規模によって異なる人材ニーズに対

し、本市の産業を支える人材を確保し、育成していくとともに、働きやすい環境づくりを推進

します。 

 

数値目標 
現状値 

（策定当初） 

目標値 

（達成年度） 
説明 

民営事業所従業員数の向上 
40,923 人 

（H28） 

42,000 人 

（R7） 

朝霞市産業振興基本計画における

R10（2028）年の目標値

42,500 人と整合する値を設定。 

女性就業率（30～39 歳）の

向上 

66.7% 

（H27） 

70.2% 

（R7） 

H27 の全国平均 70.2%を達成す

る。 
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<<具体的な施策>> 

（ア）暮らしにマッチした生活環境の創造 

① 市民等で賑わう拠点づくり 

市の北部には朝霞台駅・北朝霞駅、南部には朝霞駅が位置し、駅周辺では、彩夏祭や朝霞

アートマルシェ等市内外から多くの人が訪れるイベントも行われ、賑わいを見せている状況

ですが、交流人口の更なる増加と賑わいの創出を目指し、街路等の公共空間や空き店舗等を

積極的に活用することにより、賑わいの拠点づくりを進めていきます。 

 

主な取組 

・まちづくりと連携した賑わい形成の推進 

・事業者等と連携した空き店舗活用の促進 

・商工会支援事業 

・商店会支援事業 

 

重要業績評価指標（KPI） 
現状値 

（策定当初） 
目標値 

（達成時期） 
説明 

市の支援による空き店舗の活

用件数（累計）【件】 

0 

（R 元） 

3 

（R7） 

商店街等における空き店舗の

解消は賑わいの拠点づくりの

第一歩となるため。 

 

 

② 市民の買物環境等の向上 

朝霞市商工会における「あさかの逸品」や「あさかばる」といった個店の魅力を積極的に

ＰＲする取組をより効果的に進めていくことに加え、商業機能の創出や誘致を行うことで、

市民ニーズにマッチした買物環境づくりを進めていきます。 

 

主な取組 

・地域の核となる個店づくり 

・高付加価値な商品等の開発支援 

・魅力的なイベント等の実施支援 

・市民ニーズ等にマッチした商業機能の誘致 

 

重要業績評価指標（KPI） 
現状値 

（策定当初） 
目標値 

（達成時期） 
説明 

買物施設等誘致件数【件】 
1 

（R 元） 

2 

（R7） 

買物施設の誘致によって、市

民ニーズを満たす買い物環境

を目指すため。 

 

  



  

－31－ 

 

（イ）生活を支える産業の活性化 

① 生活を支え高めるサービス機能の強化 

安心・安全な市民生活の実現に向け、子育てや医療・福祉等の市民サービスを充実させて

いくことが求められることから、こうしたニーズが見込まれる業種の育成、進出や誘致等を

進めるとともに、ＩＣＴ等の技術を用いてサービス機能を強化する事業者を支援していきま

す。 

 

主な取組 

・子育てや医療・福祉等の市民生活を高める産業の育成・進出支援 

・配食サービス創出支援 

 

重要業績評価指標（KPI） 
現状値 

（策定当初） 
目標値 

（達成時期） 
説明 

子育てや医療・福祉等の市民生

活を高める産業の事業者への融

資件数（累計）【件】 

0 

（R 元） 

11 

（R7） 

生活を支える事業者を支援

することでサービス機能の

強化を図るため。 

 

 

② コミュニティ・ビジネスの育成 

子育てや買物支援等の地域における課題解決や生活の質等の向上にも応えるコミュニテ

ィ・ビジネスの育成に向けて取り組んでいきます。 

 

主な取組 

・起業家の育成支援 

・子育てシェア等地域のコミュニティ・ビジネスの立ち上げ支援 

・新たな買物支援サービスの創出支援 

 

重要業績評価指標（KPI） 
現状値 

（策定当初） 
目標値 

（達成時期） 
説明 

市の支援による新規コミュニテ

ィ・ビジネスの立ち上げ件数

（累計）【件】 

0 

（R 元） 

1 

（R7） 

コミュニティ・ビジネスが

立ち上がることによって、

地域課題の解決につながる

ため。 
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（ウ）仕事と生活を両立する環境づくり 

① 起業しやすい環境づくり 

朝霞市商工会等と連携し実施してきた「起業家育成支援相談」や「起業家育成支援セミナ

ー」の内容を拡充等しつつ、市外に向けても本市での起業をＰＲするとともに、起業家間の

交流の場づくり等も進め、起業家のサポート体制を整えていきます。 

 

主な取組 

・起業家に向けた情報提供 

・若者、女性、シニアを対象としたベンチャービジネス等に関するセミナーの実施 

・起業家の交流の場づくり支援 

・起業家と事業者のマッチングに向けた支援 

 

重要業績評価指標（KPI） 
現状値 

（策定当初） 
目標値 

（達成時期） 
説明 

市の支援を受けて起業した件

数【件】 

6 

（R 元） 

15 

（R7） 

起業することは、仕事と生活

の両立を目指すことにもつな

がるため。 

 

 

② 産業を支える人材の確保・育成 

少子高齢化が進み安定的な人材確保が難しい中、朝霞公共職業安定所等の専門機関や民間

企業とも連携しながら、人材確保等に対する支援、さらには専門的な技術を持った人材等と

地元企業とのマッチングを推進し、事業者や従業員のニーズにマッチしたスキルアップを支

援します。 

 

主な取組 

・若者、女性、シニア、障害者等の就労支援 

・多様な人材活用の支援 

・人材能力開発支援（事業者による合同勉強会、朝霞公共職業安定所や埼玉県との連携） 

 

重要業績評価指標（KPI） 
現状値 

（策定当初） 
目標値 

（達成時期） 
説明 

市の支援を受けて就職した人

数【人】 

12 

（R 元） 

13 

（R7） 

就職した人数は産業人材の確

保に結びつくため。 
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③ 働きやすい環境づくり 

朝霞市商工会や朝霞公共職業安定所等と連携しながら、職住近接を始めとする多様な働き

方の実現に向け、コワーキングスペースやシェアオフィス、ＳＯＨＯ、サテライトオフィス

の整備支援等、誰もが働きやすい職場環境づくりを支援していきます。 

 

主な取組 

・ワーク・ライフ・バランスの普及啓発 

・ＳＯＨＯ、シェアオフィス等の整備支援 

・職場への人材定着支援 

・生産性向上に対する取組支援 

  ※ＳＯＨＯ（ソーホー）：自宅などの小規模のオフィスで仕事をする形態 

 

重要業績評価指標（KPI） 
現状値 

（策定当初） 
目標値 

（達成時期） 
説明 

ワーク・ライフ・グッドバラ

ンス企業認定件数 

【事業所】 

0 

（R 元） 

30 

（R7） 

認定の件数を伸ばすことが働き

やすい環境づくりにつながるた

め。 
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基本目標２ 地域の特色を生かし魅力にあふれた選ばれるまちをつくる 

 

<<基本的方向>> 

○ 交通、自然、環境等、本市の特色である暮らしやすさを強化するため、利便性の高い鉄道交通

の強みを発揮できるよう、多様な市内交通環境の充実を図るとともに、魅力ある住環境を整備

し、地域の特色を明確にします。 

○ 市民が幅広く参加できる行事を定期的に行い、地域及び住民の一体感を感じることができる

まちづくりを進めるとともに、地域固有の歴史・文化を伝え広めることで、市への愛着、誇り、

ふるさと意識の醸成を図ります。また、これらの取組を通し、市外から本市の行事・イベント

に毎年参加し運営にも携わる人など、本市に多様な形で関わる人々、いわゆる「関係人口」の

創出に取り組みます。 

○ 本市の魅力を市内外へ積極的に情報発信することで、対外的には本市の知名度の向上を図り、

多くの人に転居の際に居住先として選択していただけるようＰＲするとともに、市民である

ことを誇れて、いつまでも暮らしつづけたいと思えるまちを目指します。 

 

数値目標 
現状値 

（策定当初） 

目標値 

（達成年度） 
説明 

これからも朝霞市に住みつ

づけたいと考えている市民

の割合の向上 

80.6% 

（R 元） 

90.0% 

（R7） 

市民意識調査における「ずっと住

みつづけたい 40.4%」、「当分は住

みつづけたい 40.2%」の回答割合

を向上させる。 

朝霞市が好きと感じている

青少年の割合の向上 

88.2% 

（R 元） 

90.0% 

（R7） 

青少年アンケートにおける「好き

42.3%」、「どちらかといえば好き

45.9%」の回答割合を向上させ

る。 
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<<具体的な施策>> 

（ア）暮らしやすさが実感できる都市機能の充実 

① 交通の利便性の強みを強化する市内交通環境の充実 

市外のどこにでもアクセスしやすい本市の交通環境の利便性を生かし、更にその強みを高

められるよう、市内交通環境の充実を図ります。 

 

主な取組 

・魅力的な駅前空間の整備 

・市内循環バスの運営 

・駅周辺の自転車駐車場の管理・運営 

・誰もが安心して移動できる歩行者空間の整備 

・都市計画道路の整備 

・公共交通を補完するシェアサイクルの利用促進 

重要業績評価指標（KPI） 
現状値 

（策定当初） 
目標値 

（達成時期） 
説明 

市内循環バス利用者数【人】 
415,286 

（R 元） 

320,000 

（R7） 

利便性や快適性等により利用

者数は増減するため。 

歩道整備延長（累計値）

【ｍ】 

79,357 

（R 元） 

80,227 

（R7） 

拡幅予定路線の歩道整備に積

極的に取り組み、誰もが安心

して移動できる歩行者空間を

確保するため。 

※市内循環バス利用者数の目標値は、新型コロナウイルス感染症の影響により利用者数が約 3 割減少している 

ことや、テレワーク等の新しい生活様式が定着していくことを踏まえて下方修正しています。 

② 魅力ある住環境の整備 

本市の強みである豊かな自然環境を守りながら、本市の魅力の一つとしてより一層磨き上

げ、自然を生かしたいつまでも暮らしつづけたいと思える住環境づくりを進めていきます。 

 

主な取組 

・グリーンインフラの考え方を取り入れた公共空間の整備 

・黒目川遊歩道の整備と魅力ある水辺空間づくり 

・緑地の保全と緑化の推進 

・公園や緑地等の維持管理における市民協働の推進 

・景観まちづくりの推進 

・都市計画マスタープランに基づく都市計画の適正な運営 

・空き家対策の推進 

重要業績評価指標（KPI） 
現状値 

（策定当初） 
目標値 

（達成時期） 
説明 

公園・緑地管理ボランティア

団体数【団体】 

21 

（R 元） 

25 

（R7） 

市民との協働により、公園・

緑地管理を行うことで、住環

境を向上させるため。 
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（イ）市民の地域に対する誇りと愛着の醸成 

① 地域イベントの活性化による住民間の交流促進 

本市を代表する四季のイベント（黒目川花まつり、彩夏祭、朝霞アートマルシェ、北朝霞

どんぶり王選手権）の拡大・活性化を図り、住民間の交流を促進するとともに、市外から本

市に多様な形で関わる関係人口を創出します。 

 

主な取組 

・黒目川花まつりの開催支援 

・彩夏祭の開催支援 

・朝霞アートマルシェの開催支援 

・北朝霞どんぶり王選手権の開催支援 

 

重要業績評価指標（KPI） 
現状値 

（策定当初） 
目標値 

（達成時期） 
説明 

地域イベント参加者数【人】 
812,000 

（R 元） 

822,000 

（R7） 

本市を代表するイベントの拡

充・活性化を図ることで、市

域を越えた住民間の交流が促

進されるため。 

 

 

② 地域の歴史と文化に触れられる機会の充実 

市民共有の財産である文化財に触れることなどを通し、地域の歴史と文化、伝統への理解

を深め、親しみを持ってもらうこととともに、地域における人と人とのつながりをつくるこ

とを通し、本市へのふるさと意識を醸成します。 

 

主な取組 

・博物館の整備と博学連携事業を始めとしたサービスの充実 

・国指定重要文化財旧高橋家住宅の保護と活用 

・小学生を対象とした体験学習や文化財を用いた授業等による郷土学習の充実 

 

重要業績評価指標（KPI） 
現状値 

（策定当初） 
目標値 

（達成時期） 
説明 

博物館を授業等で使用した市

内小中学校数【校】 

15 

（R 元） 

15 

（R7） 

小中学校の授業を通じて、地

域の歴史・文化に触れること

が、ふるさと意識の醸成につ

ながるため。 
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（ウ）市の魅力を発信するシティ・プロモーション 

① ＩＣＴを活用した魅力の発信 

LINE や YouTube をはじめとする様々な SNS 媒体を活用し本市の魅力を発信します。 

 

主な取組 

・LINE や YouTube による市の魅力等の情報発信 

・Twitter による市の情報発信 

・Facebook による所管課からの情報発信 

 

重要業績評価指標（KPI） 
現状値 

（策定当初） 
目標値 

（達成時期） 
説明 

Twitter フォロワー数（累計）

【人】 

9,212 

（R 元） 

15,000 

（R7） 

拡散性に優れたＳＮＳのフ

ォロワーを増やすことで、

情報発信の実効性を高める

ため。 

 

 

② 市民等との協働によるシティ・プロモーションの展開 

 本市の魅力の発掘から発信まで、市民との協働や関係機関、事業者等との連携により取り

組むことで、地域性、話題性のあるシティ・プロモーションを展開します。 

 

主な取組 

・市民等が気軽に参画できるシティ・プロモーション機会の充実 

・関係機関や事業者等との連携による魅力の体感や発掘、発信 

・シティ・セールス朝霞ブランドなど地域資源のさらなる活用 

 

重要業績評価指標（KPI） 
現状値 

（策定当初） 
目標値 

（達成時期） 
説明 

市民との協働や事業者等との連

携によるシティ・プロモーショ

ンの機会（累計）【回】 

11 

（R 元） 

15 

（R7） 

行政だけでは実現し得ない

魅力の創造を図るととも

に、関わる人たちのまちへ

の愛着を醸成するため。 
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基本目標３ 安心して結婚・出産・子育てができる環境をつくる 

 

<<基本的方向>> 

○ 若い世代が抱える経済的、身体的、精神的な負担を軽減し、安心して結婚・出産・子育てがで

きるよう、妊娠・出産・子育てにわたる切れ目のない支援体制の充実を図るとともに、地域と

の連携により子育て世帯の孤立を防ぎます。 

○ 待機児童の解消を図るとともに、幼児期の教育・保育の充実、地域型保育事業などの充実に努

めるほか、放課後児童クラブの充実に努めます。また、多様な子育て支援策として、ファミリ

ー・サポート・センター、延長保育、一時保育事業、休日保育事業、病児保育事業などの充実

に努めます。 

○ 子育て世帯にとって魅力ある教育を推進するため、児童生徒の学力向上に向け、望ましい生活

習慣の定着及び人間性の形成・人間関係づくりによる心身の健全育成を図ります。 

 

数値目標 
現状値 

（策定当初） 

目標値 

（達成年度） 
説明 

合計特殊出生率の向上 
1.43 

（H30） 

1.53 

（R7） 

1.5 前後で変動する状況を安定さ

せ、近年の上昇傾向を維持する。 

就学前後0～9歳の純移動数

の向上 

-84 人 

（R 元） 

0 人 

（R7） 

子育て世帯の転出超過の状況に歯

止めをかけ、0～9 歳の純移動数

（転入―転出）を好転させる。 
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<<具体的な施策>> 

（ア）妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援体制の充実 

① 妊娠・出産包括支援体制の充実 

妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対応するため、従来の母子保健と合わ

せ、妊娠・出産包括支援体制の充実を図ります。 

 

主な取組 

・子育て世代包括支援センターにおける妊娠期から子育て期にわたる支援体制の充実 

・保健師等の専門職による母子健康手帳の交付 

・母子への育児や健康に関する訪問相談や面接相談の実施 

・妊娠、出産、育児について正しい知識を習得するための妊産婦に対する教室の開催 

・妊婦及び乳幼児に対する適切な時期かつ必要な健康診査の実施 

・妊産婦等に対する助産師等の専門家による産前・産後のサポートの充実 

・産後ケアの実施による退院直後の母子に対する心身のケアや育児のサポート等の支援 

 

重要業績評価指標（KPI） 
現状値 

（策定当初） 
目標値 

（達成時期） 
説明 

専門職が面談した妊婦の割合

【%】 

100 

（R 元） 

100 

（R7） 

面談により、リスクのある方

を妊娠期から継続的な支援に

繋げることが、妊娠・出産包

括支援体制の充実につながる

ため。 

 

 

② 子育て家庭を支えるための環境の整備充実 

全ての家庭が安心して子育てができるように、相談体制の充実を図るとともに、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ります。 

 

主な取組 

・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運営の充実 

・家庭児童相談員による相談機会の充実 

・こども医療費の助成 

 

重要業績評価指標（KPI） 
現状値 

（策定当初） 
目標値 

（達成時期） 
説明 

子育て支援センター利用者数

【人】 

23,035 

（R 元） 

34,000 

（R7） 

子育て世代の多くの方に利用

してもらい、親同士のネット

ワークづくりを支援すること

で、子育てに対する不安感な

どを解消するため。 
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（イ）様々な保育需要に応じた環境づくり 

① 幼児期の教育・保育サービスの充実 

待機児童を解消するため、保育園、小規模保育施設等の拡充を図るほか、就学前に教育を

受ける機会を提供するため、幼稚園の利用促進を図ります。また、多様化する保育ニーズに

対応するために、幼稚園や保育園の協力の下、保育時間の延長や休日保育の拡充・充実を図

るとともに、保護者や児童の急病等突発的な保育ニーズに対応するため、一時保育事業や、

病児保育事業の提供体制の充実に努めます。 

 

主な取組 

・保育園、小規模保育施設等の整備 

・私立幼稚園就園等への助成 

・延長保育体制の拡充 

・私立幼稚園での預かり保育を推進するための預かり保育事業補助金の交付 

・保育園における日曜、祝日等の休日保育体制の充実 

・保護者の病気等の理由により一時的に保育を行うための一時保育事業の充実 

・病児保育事業の充実 

・保育事業に携わる人材の確保・資質向上 

・保育事業従事者の処遇の改善 

・ファミリー・サポート・センターの運営 

 

重要業績評価指標（KPI） 
現状値 

（策定当初） 
目標値 

（達成時期） 
説明 

待機児童数【人】 
44 

（R 元） 

0 

（R7） 

待機児童を解消し、安心し

て子育てしながら暮らしつ

づけられるまちを実現する

ため。 

 

② 放課後児童クラブの拡充 

放課後児童クラブの入所保留者を解消するために、放課後児童クラブの拡充を図ります。 

 

主な取組 

・放課後児童クラブの整備 

・民間放課後児童クラブの整備 

・児童館ランドセル来館事業の運営 

 

重要業績評価指標（KPI） 
現状値 

（策定当初） 
目標値 

（達成時期） 
説明 

放課後児童クラブ入所保留者

数【人】 

175 

（R 元） 

0 

（R7） 

待機児童を解消し、安心し

て子育てしながら暮らしつ

づけられるまちを実現する

ため。 
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（ウ）魅力ある教育の推進 

① 確かな学力と自立する力の育成 

社会の変化に対応し、自立して生きる力を育むために、主体的・対話的で深い学びを実践

するとともに、地域人材を積極的に活用し、ＩＣＴ環境を活かした情報教育や環境教育、ボ

ランティア・福祉教育等を推進します。 

 

主な取組 

・地域人材の活用 

・少人数指導の拡充 

・日本語指導支援員の配置による国際理解教育の推進 

・主権者教育や消費者教育による主体的に社会の形成に参画する力の育成 

・体験活動による福祉教育の積極的な展開 

・教職員の資質向上に向けた研修の展開 

・タブレット型コンピュータや電子黒板等の学校ＩＣＴの環境整備と教育活動の効率化 

 

重要業績評価指標（KPI） 
現状値 

（策定当初） 
目標値 

（達成時期） 
説明 

全国平均を上回る平均正答率

の数【－】 

※平均正答率：全国学力・学習状況

調査における平均正答率 

全項目 

（R 元） 

全項目 

（R7） 

全国学力・学習状況調査は、

確かな学力の定着を図る視点

で作成されており、1 つの指

標となるため。 

 

 

② 学校・家庭・地域が連携した教育の推進 

社会に開かれた学校づくりを推進し、学校・家庭・地域が一体となって子どもを育成する

ことで、子どもたちが地域の構成員としての自覚や社会性等を身に付けられるようにしま

す。 

 

主な取組 

・学校応援団活動の活性化 

・外部講師を活用した体験活動の充実 

・ふれあい推進事業等の家庭・地域と連携した地域の教育力の向上を図る取組の推進 

・学校・家庭・地域・行政の連携・協力によるコミュニティ・スクールの設置と運営 

重要業績評価指標（KPI） 
現状値 

（策定当初） 
目標値 

（達成時期） 
説明 

ふれあい推進事業の参加者数

【人】 

8,776 

（R 元） 

７,５00

（R7） 

学校・家庭・地域が連携し、

一体となって子どもを育成し

ていく必要があるため。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、今後、参加者の増加が見込めないため、下方修正している。 
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基本目標４ 誰もがいつまでも活躍できる安全・安心なまちを実現する 

 

<<基本的方向>> 

○ 地域とのつながりを持ちながら、誰もがいつまでも活躍できるよう、スポーツ・文化活動等を

通した健康づくりや生きがいづくりの支援体制を整備するとともに、仕事に限らず幅広く社

会に参画できる機会の充実を図ります。 

○ 子どもから、高齢者、障害のある人、外国人まで、様々な人を受け入れることができ、相互に

支え、助け合うことができる地域づくりを進めます。 

○ 効果的な防災活動を行えるよう、自主防災組織の活動を支援します。また、遠隔地の市町村と

締結した災害時相互応援協定について、協定の実効性を高めるために、平常時から互いの顔が

見えるような交流活動を行います。 

 

数値目標 
現状値 

（策定当初） 

目標値 

（達成年度） 
説明 

近所づきあいがある市民の

割合の向上 

33.2% 

（R 元） 

45.0% 

（R7） 

市民意識調査における「日頃から

助け合うなど親しくつきあってい

る 11.9%」、「会えば立ち話をする

21.3%」の回答割合を向上させ

る。 

生きがいを持っている高齢

者（65 歳以上）の割合の向

上 

67.2% 

（H29） 

80.8% 

（R7） 

高齢者福祉計画の H26 の調査で

90 歳以上の方の 80.8%は「生き

がいがある」と回答していること

から、65 歳以上の高齢者全体が

この割合に到達することを目指

す。 
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<<具体的な施策>> 

（ア）地域とのつながりを持ちながらいつまでも活躍できる環境づくり 

① 健康づくり・生きがいづくりの支援 

スポーツ・レクリエーション、文化、生涯学習活動等、新たな自主活動や交流の場、機会

の創出を支援します。また、介護予防の理解と促進に努めるとともに、就労をしなくなり家

庭で過ごすことが多くなった高齢者が集える場を作り、体操教室や講習会等の開催や老人ク

ラブの活動支援などを通じて、高齢者の健康づくりや生きがいづくりを支援します。 

 

主な取組 

・市民体育祭、朝霞市文化祭等の開催 

・スポーツ・レクリエーション、芸術文化の振興、多様な図書館資料による情報提供 

・スポーツ団体、文化団体等への支援 

・高齢者の健康意識の向上を図るための介護予防講習会等の開催 

・老人クラブの活動支援 

・浜崎及び溝沼老人福祉センターの運営とサービスの充実 

 

重要業績評価指標（KPI） 
現状値 

（策定当初） 
目標値 

（達成時期） 
説明 

健康寿命（男性）【年】 

17.92 

≪82.92 歳≫ 

（H30） 

18.36 

≪83.36 歳≫ 

（R7） 

取組を通じて健康の維持

増進に意識を向けてもら

い、健康でいられる年齢

を延伸するため。 健康寿命（女性）【年】 

20.69 

≪85.69 歳≫ 

（H30） 

21.08 

≪86.08 歳≫ 

（R7） 

※健康寿命：６５歳に達した人が「要介護２以上」になるまでの、自立して健康に生きられる年数 

≪≫内の数値は指標に 65 歳を足した年齢 

② 社会参画の機会の充実 

市内事業者との連携を推進し、シルバー人材センターの充実を支援するとともに高齢者の

就労機会の確保を図ります。また、ボランティア活動等の地域で活動を始める最初の一歩を

踏み出したい市民を支援します。 

 

主な取組 

・働く意欲のある高齢者の就業の場を確保するためのシルバー人材センターの支援 

・市民活動支援ステーション・シニア活動センターの運営 

・地域において健康づくりを推進する健康あさか普及員の活動支援 

 

重要業績評価指標（KPI） 
現状値 

（策定当初） 
目標値 

（達成時期） 
説明 

市民活動支援ステーション・

シニア活動センターの施設利

用団体数（累計）【団体】 

505 

（R 元） 

550 

（R7） 

施設利用団体の増加は、活動

環境の充実につながるため。 
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（イ）様々な人々がつながりを持ちながら相互に支え合う地域の基盤強化 

① 多世代・多文化交流の促進 

地域が、子どもから高齢者、障害のある人、外国人まで、様々な人を受け入れることがで

きるよう、新たな自主活動や交流の場、機会を創出します。また、多言語で情報を発信する

とともに、異なる文化や習慣についての理解を促進します。 

 

主な取組 

・多世代の人たちが交流できる機会の充実 

・地域包括ケアにおける助け合いの活動づくりを推進する活動団体の育成・支援 

・地域包括支援センターの機能強化 

・多文化共生の推進 

・多言語での情報発信 

・多文化推進サポーターによる通訳や翻訳、文化交流活動の実施 

 

重要業績評価指標（KPI） 
現状値 

（策定当初） 
目標値 

（達成時期） 
説明 

多世代が交流できる機会

【回】 

7 

（R 元） 

15 

（R7） 

一般介護予防や老人福祉セン

ターの事業の中で、高齢者と

子どもが工作やゲームなどの

遊びを通じ、多世代交流がで

きる機会を増やし、様々な

人々がつながりを持ちながら

相互に支え合う地域の基盤を

強化するため。 

 

② コミュニティ活動の活性化 

市民が相互に連携し、主体的にまちづくりに参加するように意識の高揚を図るとともに、

自治会・町内会及びコミュニティ関係団体の活動を支援します。また、市民相互の支え合

い、見守り活動などのコミュニティ意識の醸成を図ります。 

 

主な取組 

・自治会・町内会の活動支援 

・地域住民の連携や協力、まちづくりへの主体的な参加の意識を高めるための啓発 

・コミュニティ活動の推進 

・コミュニティ関係団体の活動支援 

 

重要業績評価指標（KPI） 
現状値 

（策定当初） 
目標値 

（達成時期） 
説明 

自治会･町内会加入率【%】 
41.4 

（R 元） 

41.4 

（R7） 

自治会・町内会の加入率の低

下を抑え、コミュニティ意識

の醸成を図ることにより、コ

ミュニティ活動の活性化を目

指すため。 
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（ウ）災害への備えが万全で安心して過ごせる地域連携の体制強化 

① 地域連携による防災体制の強化 

地域防災力の向上を図るため、市からの防災啓発や災害情報などを積極的に発信し、市民

一人ひとりの防災意識の高揚を図ります。 

  

主な取組 

・自助・共助の必要性の啓発など防災意識の高揚 

・自主防災組織への活動支援 

・地域で活動する防災組織等との連携 

 

重要業績評価指標（KPI） 
現状値 

（策定当初） 
目標値 

（達成時期） 
説明 

メール配信サービスへの登録

者数【人】 

5,134 

（R 元） 

10,000 

（R7） 

自主的なメール登録の促進に

より、自助を中心とした防災

体制が強化されるため。 

  

② 防災対策の拡充 

災害種別や地域特性を考慮した活動体制を確立するとともに、関係機関との連携や、市と

して整備すべき備蓄品や資機材の充実に努めます。 

 

主な取組 

・総合的な防災体制の強化 

・防災施設や備蓄品、資機材などの整備 

 

重要業績評価指標（KPI） 
現状値 

（策定当初） 
目標値 

（達成時期） 
説明 

想定避難者数の１．５日分の備

蓄食料確保率【％】 

100 

（R 元） 

100 

（R7） 

災害時に必要な食料を確保す

るため。 

  ※災害時の食料確保について、県、市がそれぞれ１．５日分、個人が３日分の合計６日分を

備蓄するという考えのもと。 
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第４部 関連資料 

１． 総合計画の施策との関係 

本市は、第５次朝霞市総合計画を策定し、将来像「私が 暮らしつづけたいまち 朝霞」の実

現に向けて、計画的な行政運営に取り組んでおり、令和３（2021）年度から令和 7（2025）年

度を計画期間とする「第５次朝霞市総合計画後期基本計画（以下「後期基本計画」という。）」で

は、本市の市政運営を総合的に進めるため分野別に施策を位置付けています。 

一方で、第２期朝霞市総合戦略は、将来にわたって活力ある地域社会を実現するための施策を

後期基本計画の分野別施策の中から抽出し、主要施策として位置付けるものです。 

 

第５次朝霞市総合計画 

後期基本計画 

 

第２期朝霞市総合戦略 

分野別施策 主要施策 

分野（６分野） 

大柱施策（30 施策） 

中柱施策（79 施策） 

基本目標（４目標） 

 

 

 

将来にわたって活力ある地域社会の実現に向けて求め

られる施策を抽出し、主要施策として位置付ける。 
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第５次朝霞市総合計画後期基本計画  第２期総合戦略 

大

柱 
大柱名称 

中

柱 
中柱名称 

 基本目標 

 １ ２ ３ ４ 

第１章 災害対策・防犯・市民生活 

1 防災・消防 

1 防災対策の推進     ● 

2 地域防災力の強化     ● 

3 消防体制の充実      

2 生活 

1 防犯のまちづくりの推進     ● 

2 消費者の自立支援の充実      

3 安心できる葬祭の場の提供      

 

第２章 健康・福祉 

1 地域福祉 
1 地域共生社会の構築     ● 

2 生活困窮者等への支援      

2 
子育て支援・青少年

育成 

1 子どもたちが健やかに育つ環境整備    ●  

2 子育て家庭を支えるための環境整備    ●  

3 幼児期等の教育と保育の充実    ●  

4 青少年の健全育成の充実      

3 高齢者支援 

1 健康で活躍できる地域社会の推進     ● 

2 自立のためのサービスの確立      ● 

3 安全・安心な生活ができる環境整備     ● 

4 地域包括ケアシステムの推進     ● 

4 障害者支援 

1 共に生きる社会の実現     ● 

2 地域における自立生活支援      

3 自立に向けた就労の支援      

5 保健・医療 

1 健康づくりの支援     ● 

2 保健サービスの充実    ●  

3 地域医療体制の充実      

6 社会保障 1 社会保障制度の適正な運営      

 

第３章 教育・文化 

1 学校教育 

1 朝霞の次代を担う人材の育成    ●  

2 確かな学力と自立する力の育成    ●  

3 質の高い教育を支える教育環境の整備充実    ●  

4 学校を核とした家庭・地域との連携・協働の推進    ● ● 

2 生涯学習 
1 生涯学習活動の推進     ● 

2 学びを支える環境の充実     ● 

3 
スポーツ･レクリエー

ション 

1 スポーツ・レクリエーション活動の推進     ● 

2 利用しやすい施設の提供   ●   

4 地域文化 

1 歴史や伝統の保護・活用   ●   

2 芸術文化の振興   ●   

3 地域文化によるまちづくり   ●   

 

第４章 環境・コミュニティ 

1 環境 

1 住みよい環境づくりの推進   ●   

2 低炭素・循環型社会の推進   ●   

3 環境教育・環境学習の推進   ●   

2 ごみ処理 
1 ごみの減量・リサイクルの推進      

2 ごみ処理体制の充実      

3 コミュニティ 
1 コミュニティ活動の推進   ●  ● 

2 活動施設の充実     ● 

4 市民活動 
1 市民活動への支援     ● 

2 市民活動環境の充実     ● 
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第５次朝霞市総合計画後期基本計画  第２期総合戦略 

大

柱 
大柱名称 

中

柱 
中柱名称 

 基本目標 

 １ ２ ３ ４ 

第５章 都市基盤・産業振興 

1 土地利用 
1 市街地の適正な利用   ●   

2 市街地周辺の適正な利用   ●   

2 道路交通 

1 やさしさに配慮した道づくり   ●   

2 まちの骨格となる道路づくり   ●   

3 良好な交通環境づくり   ●   

3 緑・景観・環境共生 

1 まちの骨格となる緑づくり   ●   

2 うるおいのある生活環境づくり   ●   

3 まちの魅力を生み出す景観づくり   ●   

4 循環型社会を目指した環境にやさしいまちづくり   ●   

4 市街地整備 1 特性に応じた市街地づくり   ●   

5 上下水道整備 
1 上水道の整備・充実      

2 公共下水道の整備      

6 安全・安心 
1 災害や犯罪に強いまちづくり     ● 

2 全ての人にやさしいまちづくり     ● 

7 産業活性化 

1 魅力ある商業機能の形成  ●    

2 中小企業の経営基盤の強化  ●    

3 企業誘致の推進  ●    

4 都市農業の振興  ●    

8 産業の育成と支援 
1 産業育成のための連携強化  ●    

2 起業・創業の支援  ●    

9 勤労者支援 
1 勤労者支援の充実  ●    

2 雇用の促進  ●    

 

第６章 基本構想を推進するために 

1 人権の尊重 
1 人権教育・啓発活動      

2 問題解決に向けた支援体制の充実      

2 男女平等 
1 男女平等の意識づくり     ● 

2 男女平等が実感できる生活の実現      

3 多文化共生 
1 外国人市民が暮らしやすいまちづくり     ● 

2 多文化共生への理解の推進     ● 

4 市民参画・協働 
1 市民参画と協働の推進     ● 

2 情報提供の充実と市民ニーズの把握   ●  ● 

5 行財政 

1 総合計画の推進      

2 公平・適正な負担による財政基盤の強化      

3 公共施設の効果的・効率的な管理運営   ●   

4 適正かつ効率的な行政事務の遂行      

5 機能的な組織づくりと人材育成      

6 シティ・プロモーションの展開   ●   
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２． 朝霞市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例 

平成 27 年 3 月 27 日 

条例第 16 号 

（目的） 

第 1 条 この条例は、朝霞市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会の設置、組織及び運営に関

する事項を定めることを目的とする。 

（設置） 

第 2 条 まち・ひと・しごと創生法（平成 26 年法律第 136 号）第 10 条に規定する市町村ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「総合戦略」という。）を策定するため、朝霞市まち・ひと・

しごと創生総合戦略審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第３条 審議会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(１) 総合戦略の策定に関すること。 

(２) 総合戦略の検証に関すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。 

（組織） 

第 4 条 審議会は、委員 10 人以内で組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 知識経験を有する者 

(2) 市が関係する団体から推薦された者 

(3) 公募による市民又は公募委員候補者名簿に登載された市民 

(4) 前 3 号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

（会長及び副会長） 

第 5 条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

2 審議会に副会長１人を置き、会長の指名によってこれを定める。 

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（任期） 

第 6 条 委員の任期は、2 年以内とする。ただし、再任を妨げない。 

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第 7 条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、

又は必要な資料の提供を求めることができる。 

（庶務） 

第 8 条 審議会の庶務は、市長公室政策企画課において処理する。 

（雑則） 

第 9 条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮っ

て定める。 

附 則 

（施行期日） 

1 この条例は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 32 年朝霞市条例第 2

号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略）
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３． 朝霞市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員名簿 

 

選出枠 氏名 所属 備考 

1 号 知識経験を有する者 

小島 真知子 あさか子育てネットワーク 代表  

中村 年春 大東文化大学 経済学部 教授 会長 

長谷川 清 
株式会社 地域金融研究所 

主席研究員 
副会長 

横田 結香 社会福祉法人 あさか杏樹会 理事  

2 号 市が関係する団体 

から推薦された者 

小林 光夫 朝霞市社会福祉協議会 常務理事  

豊平 洋祐 
本田技研労働組合 研究所支部 

書記長 
 

福山 敏男 朝霞市商工会 監事  

3 号 公募による市民又は

公募委員候補者名簿に登載

された市民 

神田 有紀子 名簿登録者  

竹中 奈保子 名簿登録者  

武田 範夫 一般応募者  

注：選出枠ごとに 50 音順に掲載、令和２年 7 月２７日時点 

 

４． 策定の経過 

日時 項目 

令和 2 年 ７月 ７日 第 1 回本部 第２期朝霞市総合戦略策定方針の決定 

令和 2 年 7 月２７日 第 1 回審議会 会長・副会長の選出、今後の進め方の確認 

令和 2 年１０月 ２日 第２回本部 第２期朝霞市総合戦略策定の素案 

令和 2 年１０月１３日 第２回審議会 第２期朝霞市総合戦略策定の素案 

令和 2 年１１月 ９日 第３回本部 第２期朝霞市総合戦略策定の素案の決定 

令和 2 年１１月１２日から 

令和 2 年１２月１１日まで（30 日間） 
パブリック・コメント募集 

令和 2 年１１月２４日 議会への報告 第２期朝霞市総合戦略策定の素案の報告 

令和 3 年 １月１８日 第３回審議会 第２期朝霞市総合戦略策定に向けた最終審議 

令和 3 年 ２月１６日 第４回本部 第２期朝霞市総合戦略の決定 
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行政改革の柱と主な取組 

（１）集中的に実施する取組 

取組名 実施項目 
シート

番号 

１ デジタル化の推進 １ 行政手続きの電子化 １ 

２ ICTの導入による事務の効率化 ２ 

２ 予算編成事務の見直し １ 予算編成事務の見直し ３ 

３ 公共施設等の計画的な 

管理・運営 
１ 公共施設等の計画的な管理・運営 ４ 

 

（２）定期的な見直し、継続的な実施が求められる取組 

取組名 実施項目 
シート

番号 

１ 財源の確保 １ 使用料・手数料の適正化 

５ ２ 多様な財源の創出・確保 

３ 補助事業の見直し 

２ 市民との協働の推進 １ 市民との協働の推進 ６ 

３ 業務委託等の活用 １ 業務委託の活用 

７ 

２ 指定管理者制度の検証 

４ 機能的な組織づくり １ 組織機構の見直し 

８ 

２ 審議会の見直し 

 



シート番号

取組名

推進課

取組内容

見込まれる
効果

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期第４四半期

朝霞市行政改革推進実施計画　　【令和３年度】

分類

財産管理課、収納課、出納室

①電子申請の拡充
各課における行政手続きの電子申請（オンライン申請）の拡充を図る。
②キャッシュレス決済への対応
窓口での使用料や手数料などの支払にキャッシュレス決済を導入する。

１．実施スケジュール

・時間を問わず行政手続きが行えることにより、市民の利便性が向上する。
・現金の収受を省いた迅速な決済が行えることにより、手続きに要する時間が削減され、市民の負担が軽減
　される。
・接触機会を減らすことにより、感染症の感染リスクを低減する。

取組内容

集中的に実施する取組

行政手続きの電子化

1

デジタル化の推進

令和４年度

実施項目

目的
来庁することなく申請・手続きができる手段を提供することにより、市民の利便性の向上を図るほか、接触機
会を減らし、新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症の感染リスクを低減する。

令和３年度 令和５年度

２．関連する指標・数値等

①電子申請が可能となった事業数
②キャッシュレス決済を導入した事業数

３．実績

４．今後の方向性

①電子申請の拡充

②キャッシュレス決済への対応

関係課と拡充検討・予算化

関係課と拡充検討・予算化

導入・検証

導入・検証

検討

検討

1



シート番号

取組名

推進課

取組内容

見込まれる
効果

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

2

デジタル化の推進

１．実施スケジュール

財産管理課

①定型的な業務にＩＣＴ導入

AI※１やRPA※２、電子決裁、GIS（地理情報システム）などデジタルツールの導入を検討する。また、音声自動
テキスト化システムを活用することにより、職員の事務効率化を図る。
②ＷＥＢ会議システムを活用した会議等（市主催）の開催
市民向け講座、会議等にＷＥＢ会議システムを活用する。

※１　AI：Artificial Intelligenceの略称で、人工知能のこと。人間の思考プロセスと同じような形で動作するプロ
グラム、あるいは人間が知的と感じる情報処理技術。

※２　RPA：Robotics Process Automationの略称。ロボットによる業務自動化。これまで人間が行ってきた定型
的なパソコン操作をソフトウエアのロボットにより自動化することを指す。

デジタルツールを導入、活用することにより、業務の効率化を図る。

・職員の事務効率化を図ることにより、必要な業務に集中して取り組むことができる。
・WEB会議システムを活用し、市民が参加しやすい環境を整えることにより、市民向け講座の開催形態の多
様化や会議等を中止や延期することなく開催することができる。

①削減した事務処理時間数及び削減した紙の使用量
②ＷＥＢ会議システムを活用した会議等の数及び市民向け講座の開催回数

３．実績

集中的に実施する取組

ＩＣＴの導入による事務の効率化

分類

実施項目

２．関連する指標・数値等

目的

朝霞市行政改革推進実施計画　　【令和３年度】

４．今後の方向性

令和３年度
取組内容

①定型的な業務にＩＣＴ導入

②ＷＥＢ会議システムを活用した会議等（市主
催）の開催

令和４年度 令和５年度
第４四半期

導入・検証 検証

導入後検証・他市事例研究・関係課との調整・予算化導入・検証

導入・検証

2



シート番号

取組名

推進課

取組内容

見込まれる
効果

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

目的

枠配分方式の予算編成について検討し、より効果的な行政運営を行う。

１．実施スケジュール

取組内容
令和３年度 令和４年度 令和５年度
第４四半期

・部毎に枠予算を配分することにより、必要な事業の精査やサービスの見直し、事業実施の可否など担当課
  において判断することが可能となり、実態に即した市民サービスの提供が可能となる。
・常にコスト意識を持ちながら事業を実施することで職員の意識向上が見込まれる。

予算編成事務の見直しを行うことにより、市民が必要とするサービスが適切に提供できるよう、限られた財源
の効果的な活用を図る。

予算編成事務の見直し

２．関連する指標・数値等

新たに実施した事業数及び金額

３．実績

４．今後の方向性

政策企画課、財政課

朝霞市行政改革推進実施計画　　【令和３年度】

集中的に実施する取組

予算編成事務の見直し

分類

実施項目

3

予算編成事務の見直し

導入・検証 実施 検証見直し 実施見直し 検証

3



シート番号

取組名

推進課

取組内容

見込まれる
効果

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

政策企画課、財産管理課

①公共施設の維持管理費縮減
「朝霞市公共施設等マネジメント実施計画」に基づき、維持管理費縮減について検討を行う。
②公共施設（未利用地含む）の有効活用
公共施設（未利用地含む）を有効活用できるよう検討を進める。
③「朝霞市公共施設マネジメント基金」の活用
朝霞市公共施設マネジメント基金を設置し、公共施設の保全及び更新に必要な経費の財源を積み立て、今
後の修繕費用に充てる。

・「朝霞市公共施設等マネジメント実施計画」に基づいた適切な維持管理の手法を実施することで、経費削減
　を図る。
・公共施設（未利用地含む）を有効活用することで不動産貸付料の増収に繋げる。
・「朝霞市公共施設マネジメント基金」を適切に運用することで、今後見込まれる多額の必要経費に備える。

目的 市民が公共施設を将来にわたって安心して利用できるよう、計画的な維持管理を図る。

１．実施スケジュール

取組内容
令和３年度 令和４年度 令和５年度
第４四半期

４．今後の方向性

①公共施設の維持管理費縮減

②公共施設（未利用地含む）の有効活用

③「朝霞市公共施設マネジメント基金」の活用

２．関連する指標・数値等

①公共施設の維持管理費の縮減額
②貸付による収入額
③充当した事業数

３．実績

朝霞市行政改革推進実施計画　　【令和３年度】

集中的に実施する取組

公共施設等の計画的な管理・運営

分類

実施項目

4

公共施設等の計画的な管理・運営

実施・検証

積立・運用 積立・運用

実施・検証

検討・一部実施

条例制定

検討・一部実施

検証検証

4



シート番号

取組名

推進課

実施項目

実績及び
今後の方向性
（年度末に記入）

実績 今後の方向性

5

目的
将来にわたり安定した財政運営を行うため、使用料等の適正化や多様な財源の創出などにより、財源確保
を図る。

分類 定期的な見直し、継続的な実施が求められる取組

政策企画課、財政課

①使用料・手数料の適正化
住民負担の公平性の確保と受益者負担の原則に基づき、使用料及び手数料の適正化を図る。
②多様な財源の創出・確保
国や県の補助金を有効的に活用出来るよう、新規事業や部署を横断する事業等を実施する際には関係部
署と連携を図る。あわせて、ふるさと納税の活性化、有料広告収入の拡大など新たな自主財源の創出・確
保を目指す。
③補助事業の見直し
他市の状況や市民ニーズを踏まえ、市単独の支援制度の必要性や適正水準を検討し、公平性の確保を
図る。

朝霞市行政改革推進実施計画　　【令和３年度】

財源の確保

5



シート番号

取組名

推進課

実施項目

実績 今後の方向性

実績及び
今後の方向性
（年度末に記入）

6

目的 市民と行政が連携し、より効果的に事業が行われるよう、市民参画の推進を図る。

分類 定期的な見直し、継続的な実施が求められる取組

政策企画課、市政情報課、地域づくり支援課

市民との協働の推進
市民参画を推進するための制度（公募委員、市政モニター制度など）が、より有効に機能するよう改善と拡
充に取り組む。また、市民団体などと協働、連携した行政運営を図る。

朝霞市行政改革推進実施計画　　【令和３年度】

市民との協働の推進

6



シート番号

取組名

推進課

実施項目

実績 今後の方向性

実績及び
今後の方向性
（年度末に記入）

7

目的
行政サービスを効果的かつ効率良く提供し、市民サービスを向上させるための業務委託について検討す
る。

分類 定期的な見直し、継続的な実施が求められる取組

政策企画課

①業務委託の活用
業務委託に当たっては、必要性、効率性を精査し、質の高い行政サービスの提供が可能となる事業につ
いて、アウトソーシングを実施する。
②指定管理者制度の検証
現在の指定管理者制度について検証し、より有効な施設の管理に向けて今後の在り方を検討する。

朝霞市行政改革推進実施計画　　【令和３年度】

業務委託等の活用

7



シート番号

取組名

推進課

実施項目

目的 社会状況の変化に伴って多様化する行政需要に対し、機動的に対応するための組織づくりを図る。

①組織機構の見直し
多様化する行政需要に対応するため、組織機構の見直しを行う。
②審議会の見直し
性質の似た附属機関が設置されないよう、審議会等の在り方を検討する。

今後の方向性実績

実績及び
今後の方向性
（年度末に記入）

8 分類 定期的な見直し、継続的な実施が求められる取組

政策企画課

朝霞市行政改革推進実施計画　　【令和３年度】

機能的な組織づくり

8
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外部評価の実施方法

１ 事前配布資料の読み込み

（１） 評価の流れ

２ 事前質問票の記入

事前配布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、

御提出いただきます。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。

（質問例）

・新規に実施した取組の効果はどのようか

・指標が低下している要因は何か

・その他、市の取組についてお気づきの点

3 事前質問票に対する回答

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。

4 外部評価委員会会議の開催

事前にお配りする資料を読み込み、Ｒ３年度に実施した市の施策の進捗状況を把握してください。

※資料の見方についての詳細は後述

事前質問票に記入した質問の趣旨や、担当課からの回答に対する疑問点等を中心に、意見交換を行っていただき

ます。また、市の取組の方向性が市民ニーズに合致しているか否か等を意見交換の視点としてください。

資料１－７



第５次朝霞市総合計画後期基本計画の中柱に位置づく施策が評価の対象です。

（２）評価対象施策

例）後期基本計画59ページ
中柱



①
目指す姿、指標
施策の目指す姿と、施
策の進捗を測る指標を
記載しています。目指す
姿は市民のニーズと合っ
ているか、指標は順調に
推移しているかを確認し
てください。

②

③

実施内容
施策の実施内容につ
いて、新規・継続に分
けて表記しています。

施 策 評 価 シ ー ト の 見 方

表 裏

施策番号、施策名
関連するSDGｓのター
ゲットを表示しています。

まち.ひと.しごと創生総
合戦略の目標・指標

④

進捗状況
施策の進捗状況を４段階で評価しています。
4 極めて順調
3 おおむね順調
2 やや遅れている
1 大幅に遅れている

⑥

⑤

必要性 施策の必要性を４段階で評価しています。
4 社会的なニーズは増加傾向にある
3 社会的なニーズは現状と変わらない
2 社会的なニーズは減少傾向にある
1 社会的なニーズは大幅に減少傾向にある

⑦審議会等第三者機関
の評価・意見の概要を
記載しています。
外部評価委員の皆さま
の御意見も、次年度の
評価シートに記載され
ます。

外的要因
新型コロナウイル
ス等、指標に影
響した外的要因
を記載しています。

⑧

⑨
施策構成事務
事業の優先度
評価
施策を構成す
る」事務事業の
優先度を評価
し、経営資源の
適切な配分を
検討しています。

⑩

⑪ 現状と課題の分析
施策を進める上での問題点、課
題などを、短期的視点、中長期
的視点に分けて説明しています。

今後の展開
施策の視点から見
た全体の方向性を
説明しています。

⑫

⑬ 行政と市民の役割分担
ボランティアやNPOの活用
など、広く協働の可能性を
検討しています。

総コストの経年
変化
事業費+人件
費の総コストの
経年変化を記
載しています。

所管部の総括
施策担当課の所管部長が施
策の方向性などについて意見や
留意点を記入しています。

⑭



1-4

511 411 531 411
512 531 532 414

施 策

自然と調和した適正な土地

利用の促進
1-1

平均 3.4
573 532

平均 3.7 平均 3.6

政策づくりに当たって

重視すべき事項

コンセプ

ト

番号

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

1-2 地域の特色をいかした美しい

景観の保全・創出
1-3 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

531

平均 3.5

関連

施策番

号

531 532 533
平均 532

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

412 341 342 341
413 343 343

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

1-5

421 591
422 592

施 策 施 策施 策施 策

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

2-1 恵まれた自然や環境を生かし

た朝霞独自の文化の継承・

保護

2-2 2-3

芸術文化展、芸能まつり、文化祭

の入場者数(人)

平均 3.4 532 平均 3.5 平均 3.4 平均 3.7

達成度 施策コード 達成度 341
重要文化財旧高橋家住宅来園者

数(人)

534

1
芸術文化の

振興

81,357 7,191

達成度 342

今回 施策名 2
歴史や伝統の

保護・活用

典型７公害苦情受付件数(件) 達成度 412
リサイクルプラザが実施する教室、

講座、イベント開催回数(回)
達成度 343

朝霞市民まつり「彩夏祭」来場者数

(人)
達成度 411

5,079 38,333 57,783

2
地域文化によ

るまちづくり 2
住みよい環境づ

くりの推進 3
循環型社会

の推進

環境美化ポスターの出展者数(人) 達成度 421
市民１人当たりごみ排出量(g/

日)
達成度 413

市事務事業のＣＯ2排出量の削減

率(％)
達成度 414

7,383 37,714 61,994

3
低炭素社会

の推進 2
環境教育・環

境学習の推進 3
ごみの減量・リ

サイクルの推

進

3
ごみ処理体制

の充実

協議会を設置し検討開

始

ごみ処理広域化基本構

想を策定。一部事務組

合を設立。

一部事務組合を設置し

検討 3

達成度 422 協議会を設置し検討開始 達成度

市街地の適正

な利用 3

市街地周辺の適

正な利用（市街

化調整区域の整

序）

― ―

東洋大学周辺の適正な

医療及び福祉施設の土

地利用

達成度 512 市街化調整区域の適正な利用の促進-511
区画道路整備延長（整備延長

ｍ）（整備率）(ｍ)

122,615 25,489 R1実績 R2実績 R2目標1,562,268 R1実績 R2実績 目標

施 策 施 策 施 策

市民満足度アンケー ト結果：４段階判定（４満足 ・３ ど ち ら か と い えば満足 ・２ ど ち ら か と い えば不満 ・１不満）

進捗状況（市の自己評価）： 4段階判定（ 4極めて順調 ・ 3 おおむね順調 ・ 2やや遅れてい る ・ 1大幅に遅れている )

自然・環境にめぐまれたまち
外 部 評 価 シ ー ト

満足

まちの状態を表す指標

(施策評価シートの指標）

0

1

2

3

4
1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

2-1

2-2

2-3

市民満足度平均と達成度平均の比較
市民満足度

関連施策の達成度の平均値

14,215
7,216

11,800

R1実績 R2実績 R2目標

18,570

0

26,500

R1実績 R2実績 R2目標

710,000

0

700,000

R1実績 R2実績 R2目標

7
9

0

R1実績 R2実績 R2目標

5 3

48

R1実績 R2実績 R2目標

185

0

130

R1実績 R2実績 R2目標

572

594
580

R1実績 R2実績 R2目標

61%

満足

満足
56%

満足

満足
44%
満足

43%
満足

46%
満足

28% 61%

満足・どちらかとい

えば満足と回答し

た市民の割合

― ― ―

―― ―

―

――

外部評価シート

793 853

1,845

R1実績 R2実績 R2目標

-1.71 -1.7
-1

R1実績 R2実績 R2目標

60%

総コスト（千円）

① 市民満足度と達成度の比較図のコンセプト2-2を

見ると、達成度が低いことが分かります

外 部 評 価 シ ー ト ※市民満足度アンケート結果と施策の進捗状況（市の自己評価）を一覧で表示しています。

② 次に、コンセプト2-2に関連する施策番号を見ま

す。関連施策は342、343です。

③ 最後に、施策342、343の指標を見ます。

R2年度の指標は、コロナ禍で彩夏祭等のイベントが中止となり、達

成できなかったことがわかります。

さらに詳細を知りたい場合は、施策評価シート342、343を調べま

す。



3 3 3

3 3 3

事業実施

3 Ｒ２実績

景観の満足度(％)達成度 531
市内全域における緑被面積の割合

(％)
達成度 532

3
まちの骨格と

なる緑づくり 3
うるおいのある

生活環境づくり 3
まちの魅力を

生み出す景

観づくり

公園・緑地管理ボランティア団体数

(団体)
達成度 533

シティ・セールス朝霞ブランドの認定

数(点)
達成度 534 雨水流出抑制施設設置割合(％) 達成度 573

前回 488,160 前回 14,158 前回 0

3
循環型社会を

目指した環境に

やさしいまちづく

り

3
都市農業の振

興 3
シティ・セール

ス朝霞ブランド

の育成

認定農業者数(人) 農業体験の参加者数(人) 達成度 591

達成度 592

前回 3,321 前回 70,554 前回 1,309

黒目川について

・昭和時代の黒目川は汚く魚がいない川でしたが、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見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？）一

層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。

・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。特に子ども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。

・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。

シンボルロードについて

・シンボルロードにカフェなどのお店を誘致してほしい。

・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、行政を行ってほしいです。

柊塚古墳について

・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あ

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。

その他

・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。

・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できる街でありたい。

・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。

・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。

・緑の多い街、水べのある街を大切に街の活性化

前回 66,142

3
シティ・プロ

モーションの展

開

― 事業実施 事業実施

R1実績

オリンピック・パラリンピック関連

事業計画の策定と進捗管理

R2目標

平成３

０年度

事業終

了

―

市制施行５０周年記念事業

計画の策定と実施

― ― ―

- -

37

R1実績 R2実績 R2目標

21 21 19

R1実績 R2実績 R2目標

49.9 49.9
40

R1実績 R2実績 R2目標

100 100 100

R1実績 R2実績 R2目標

28 28
34

R1実績 R2実績 R2目標

7 7 7

R1実績 R2実績 R2目標

1,631

0

1,260

R1実績 R2実績 R2目標

― ― ―

――

市民満足度アンケート自由記述欄（主なもの）

自然・環境にめぐまれたまち

外部評価シート

進捗状況（市の自己評価）： 4段階判定（ 4極めて順調 ・ 3 おおむね順調 ・ 2やや遅れ てい る ・ 1大幅に遅れてい る )

5年ごとに調査
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（１）性別

（２）年代

無回答 1 0.4

６０代 43 17.7

７０歳以上 37 15.2

４０代 61 25.1

５０代 56 23.0

２０代 9 3.7

３０代 33 13.6

年代 人数 構成比（％）

１０代 3 1.2

2 0.8

・回答者数　２４３ 名　　回収率　７１．２％

・調査対象者　朝霞市市政モニター　　３４１名

女性 137 56.4

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４年１月２１日（金）から令和４年２月７日（月）まで

男性 104 42.8

選択しない

・回答者の属性

性別 人数 構成比（％）

男性

42.8%女性

56.4%

選択しない

1%

（１）性別

１０代

1.2%

２０代 3.7%

３０代

13.6%

４０代

25.1%５０代

23.0%

６０代

17.7%

７０歳以上

15.2%

無回答

0.4%

（２）年代
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（３）回答方法

（４）地域

（４）地域

※ 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。

※ 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。

無回答 0.00

大字根岸 0.41

下内間木 0.82

北原 0.82

西原 1.23

青葉台 1.23

西弁財 2.15

仲町 2.56

田島 2.56

浜崎 2.56

泉水 2.97

東弁財 3.79

幸町 5.413

岡 5.413

朝志ケ丘 7.418

宮戸 7.819

根岸台 7.819

膝折町 8.220

溝沼 8.220

本町 9.122

栄町 9.1

27

22

三原 11.1

地域 人数 構成比％

郵送 93 38.3

メール 150 61.7

回答方法 人数 構成比（％）

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

三
原

栄
町

本
町

溝
沼

膝
折
町

根
岸
台

宮
戸

朝
志
ケ
丘

岡 幸
町

東
弁
財

泉
水

浜
崎

田
島

仲
町

西
弁
財

青
葉
台

西
原

北
原

下
内
間
木

大
字
根
岸

無
回
答

郵送

38.3%

メール

61.7%

回答方法
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どちらかといえば満足

どちらかといえば不満

どちらかといえば満足

どちらかといえば不満

　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。（継
続して比較するため、昨年度に同じアンケートにご回答いただいた方も、ご協力ください）
　該当する選択肢１つに〇をつけてください。補足のご意見等がありましたら、基本概念（コンセプト）ごとの
自由記述欄に記入してください。
なお、このアンケート結果は、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。

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？

　第５次朝霞市総合計画では、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
人一人が「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。
　

問１

回答内容 回答件数 構成比（％）

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。

安全・安心なまち（問1～問11）

満足 15 6.2

どちらかといえば満足 78 32.1

どちらかといえば不満 79 32.5

不満 65 26.7

わからない 5 2.1

無回答 1 0.4

問2

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 20 8.2

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。

46 18.9

115 47.3

不満 23 9.5

わからない 38 15.6

無回答 1 0.4

問3

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 21 8.6

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。

90 37.0

50 20.6

不満 25 10.3

わからない 55 22.6

無回答 2 0.8

安全・安心なまち
問１～問１１

子育てがしやすいまち
問１２～問１７

自然・環境に恵まれたまち
問３０～問３８

つながりのある元気なまち
問１８～問２９
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どちらかといえば満足

どちらかといえば不満

どちらかといえば満足

どちらかといえば不満

どちらかといえば満足

どちらかといえば不満

どちらかといえば満足

どちらかといえば不満

3 1.2無回答

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。

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。

77 31.7

無回答 1 0.4

105 43.2

26 10.7

不満 13 5.3

回答内容 回答件数 構成比（％）

21 8.6満足

わからない 48 19.8

3 1.2

問8

105 43.2

47 19.3

21 8.6

90 37.0

無回答 3 1.2

問7

わからない

75 30.9

44 18.1

不満 18 7.4

どちらかといえば満足

どちらかといえば不満

問6

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 13 5.3

107 44.0

33 13.6

28.8

不満 8 3.3

わからない 70

問5

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 22 9.1

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。

わからない 65 26.7

無回答 2 0.8

102 42.0

41 16.9

不満 18 7.4

問4

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 15 6.2

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。

回答件数 構成比（％）回答内容

無回答

満足

不満

わからない

19 7.8
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どちらかといえば満足

どちらかといえば不満

どちらかといえば満足

どちらかといえば不満

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。

「安全・安心なまち」（問１～１０）について、御意見などがございましらたら、記入してくださ
い。

問11

・

・

・

歩道の整備をしてほしい。駅周辺でさえ車椅子やベビーカーの歩行が不便です。ガタガタな下水道を避けて
車道を行くようになると非常に危ないです。道の段差なども警告がないと怖いです。落雷の電柱の崩壊など
も古い物や歩行の妨げになる位置に設置してある物を何とかならないのでしょうか？朝霞市からのお知らせ
をもう少し分かりやすい型にできないでしょうか？（50代　女性）

わからない 89 36.6

無回答 1 0.4

93 38.3

29 11.9

不満 12 4.9

問10

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 19 7.8

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。

わからない 97 39.9

無回答 2 0.8

84 34.6

34 14.0

不満 12 4.9

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 14 5.8

問9

狭い道が多くほとんど整備されていない所が多いため、自転車が歩道を走るのでとても危険。黒目川の歩道
は橋の所でなくなるので、信号がなく歩行者が横断して危険なので、橋の下をくぐれるようにするべきであ
る。クランクで狭い道が多いのに、一方通行になっていないので、どこでも車が入ってくる。消防署の脇は
右折禁止にしてください。防犯パトロールを見かけない。防犯カメラも少ない、公園は全部付けるべき。
（40代　男性）

中央公園だけではなく、他の公園のトイレも綺麗にしてほしい。（30代　女性）

東武東上線の朝霞台駅にエレベーターがなく、本当に困ることがあります。早急な対応をお願いします。
（40代　女性）

歩道の整備が遅れている。積極的に進めてほしい。（50代　男性）

近所の中学校の生徒が下校時間に道に広がって歩いていて危ないと感じます。学生が通学路に使う道の歩道
の整備や明かりの設置があると良いなと思います。（20代　女性）

・

・

・

・

・

①朝霞市は歩道の整備、道路の拡幅、宮戸橋通りにかかる東上線に架かる陸橋（雨でもないのに水がいつも
滴っている）あちこちで努力不足を感じます。すべて市で不足している事業をするのではなく、年々マン
ションが建っているので、その際に道路の拡幅、歩道の整備を建築条件にするなど、少しずつでも環境を良
くする方法を示していただければと思う。
②朝霞台駅にエレベーターがないことで苦労されているお母さん、お父さんをよく見かけるが、コロナ禍で
は、ベビーカー運びのお手伝いすることも難しい。駅のエレベーター設置など普通に他の地域では実現して
いることでさえ放置しているので、残念な街だと思う。（50代　男性）

・

・

①志木駅から朝霞台駅までの二本松通りの歩道がいくらなんでも狭すぎる。
②青葉台公園野球場、朝霞税務署前T字路の横断歩道を歩道橋にしてほしい。
③「歩行者信号の青点滅は止まれ」と補助係の方や小中学生本人達に徹底周知してほしい。（30代　女性）

とりあえず設置したような、ユーザーがかなり限られる小さく狭いおむつ台が児童館にありました。ベビー
カーでは、朝霞台駅に行くのが気が重いです。何年待ってもエレベーターは設置されず、効果的な代替え案
もないので。自転車が便利な土地なのに、歩道からも車道からも煙たがられる街だと思います。
（40代　女性）

具体的な取組や効果がよく分からない。効果に関しては、何か数値化できる指標があれば良いと思います。
（50代　男性）
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・

・

・

・

・

歩道の整備が遅れていると感じる。狭い道路の住宅の建て替えなどのときに、道路側の土地の拠出を強制的
にでも進めて歩道の整備を進めるべき。拠出している土地としていない土地があるのはおかしい。歩道や一
時停止線などの塗装が剥げていて見難い所が多すぎる。きちんと塗装をしないと安全な横断ができない。
（70歳以上　男性）

市の問題ではなと思いますが、朝霞台駅はベビーカーや車椅子の方たちにはエレベーターがなく不便なので
はと思う。市からも何かしらのアクションを起こしてもらえたらと思います。（40代　男性）

・

・

・

・

・

自分が関わることがないものは、分からなかったです。（30代　女性）

公共施設ではないかもしれないが、朝霞台駅をバリアフリー仕様にする必要があると感じる。
（30代　女性）

・

・

肩幅程度の歩行者通路を確保している所が市内に多くある。道路幅が狭いのでやむを得ないことと思います
が、できることなら自転車と狭くても歩く幅を確保してほしい。狭い歩行者通路にガードレールが設置され
ていても、行きかい時にガードレールの狭間から車道側へ出ることが多い。自動車のバックミラーに接触し
そうになる。（70歳以上　男性）

どんなに狭い道でも、車が幅寄せできない歩道を確保してほしい。信号のある交差点で、車が歩行者を追い
越して民家の壁ギリギリに幅寄せして信号待ちするので、歩行者が進めなくなるのはどうにかしてほしい。
具体的には、城山通りから本町マルエツにつながる交差点など。（40代　男性）

最近は、予測不能な事案が多発しており、安全を確保することが難しくなってきていると思います。このた
め、対策を全面的に行うことは無理があると思います。例えば、子どもの通学路などに対策を強めるような
重点化を図るべきと考えます。重点化対象は、検討して議論内容が公開されることを望みます。
（70歳以上　男性）

仲町の県道和光志木線の歩道が狭くガタガタしている。（50代　女性）

幹線道路以外は整備が進んでいない。歩道が狭い、車道の凹凸により、雨の日、車が通る度に水撥ねを気に
して歩かなければならない。豪雨時に道に多数水たまりが発生して、水はけが悪いなど20年ほど変化がな
い。（40代　男性）

社会的弱者への対応、社会保障制度への対応が見えない。目に見える形で示してほしい。（60代　男性）

通学路での子どもの誘導と安全確保をして下さる方々に感謝しています。継続していただきたい。
（60代　女性）

下水道管改修や陸橋補強工事の実施は確認しております。朝霞台駅前（南口）バーガーキングと日高屋の間
を抜け階段を降りた周辺の道路が、雨天時には水が溜まり、降雪時は凍結で転倒している方をよく見かけま
す。道路改善いただくと助かります。（60代　女性）

・

・

・

・

・

・

・

・

暴走族のようなバイクの騒音が迷惑、不安をあおるので取り締まりを強化して一掃してほしい。
（60代　男性）

車歩分離が整備されていない箇所が見受けられ、時にして危険を感じる場合がある。（60代　男性）

①車椅子とベビーカーが移動しやすいように、歩道の段差をなくしてほしい。
②自転車の交通マナーが悪く、歩行時に危険を感じることが多いので、自転車専用レーンの拡充をしてほし
い。（60代　男性）

①自転車専用レーンの周知がいまだに進んでいないと感じます。また、自転車が車両扱いとの認識が不足し
ていると思います。乗り方の徹底が必要かと。駅のエスカレーターの乗り方、条例違反が多いようです。
②障害に対する理解がまだまだのように感じます。特別なものを見るような行動をとられている場面を見か
けます。困っている様子を見かけたときに、声掛けを勇気をもってかけられたら、お互いを助け合っていく
ことが必要だと思います。（50代　女性）

非常に歩道、自転車の整備が駅から離れるほど悪いと思う。自転車移動量が多いのに整備が悪い。また、路
線バス道においても歩行者通路が整備されていない。非常に怖い。（40代　女性）

公園の周り、アパート、マンションの周りの不特定多数の人数が集まる所に、防犯カメラを設置してほし
い。（40代　女性）

自宅周辺の通学路で、車が多いのに歩道が狭かったり、ガードレールがなくて危なく感じる場所がある。
（50代　女性）

放送がうるさい。本当に邪魔。テスト放送もうるさい。（50代　男性）

・

・

・

三原から志木駅に向かう途中の歩道が狭すぎて、安心して子どもと歩けない。（30代　男性）

朝霞台駅にエレベーターを設置してほしい。（50代　女性）

取組に対しての評価は、その人の状況によりまちまちになると思います。もっと必要としている方たちに耳
を傾ける機会を設けても良いかと思います。不特定多数の意見を収集しても、実効性に欠ける気がします。
（40代　男性）
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・

・

・

・

・

・

・

朝霞台駅にエレベーターを設置してもらいたい。朝志ヶ丘から志木に向かう道は歩道が片側しかなく整備を
お願いしたい。（30代　女性）

日々の生活の中で実感しにくい質問が多いです。（50代　女性）

宮戸橋通りの歩道の排水が悪かった。最近補修したようだが、勾配の取り方が正しくないのが原因と思われ
る。適切な維持管理を期待したい。（30代　男性）

普段の生活でどのようになっているのか分からないので、答えることが難しい。（60代　女性）

道路幅の狭い箇所の歩行の際、スピードを出して走る車が通るたびに怖く感じます。道幅確保が難しいよう
であれば、スピードが出せないような道路の工夫が必要ではないかと思います。（40代　女性）

今のところ困ったことがないので満足していますが、身体の不自由な方など道路事情は良くないと思いま
す。自分もこれから健康でいられるかどうか分からないので不安を感じます。（60代　女性）

・

・

・

・

・

・

・

集中豪雨時に黒目川のモニターカメラのポイント地域を増やしてほしいです。スマートフォンで簡単にアク
セスできれば、氾濫の危険水位を見に行く人も更に減り、効果的に二次災害防止につながると思います。
（50代　男性）

治安維持に努める。（30代　男性）

歩道について、年々歩きやすく広くなっている歩道が増えているのを実感しますが、まだまだ交通量が多い
のにガタガタで狭い歩道も多く、怖い思いをすることがあります。（40代　女性）

いろいろな取組をされていると思いますが、興味を持って情報を収集しないと、どのような取組がされてい
るかが分からないのは残念です。広報あさかを丹念に読めば分かることも多いと思うので、まずはそのあた
りから確認していきたいと思いますが、分かりやすく周知する方法も検討する必要があると思います。
（50代　男性）

歩道については、少しずつ改善されているようにも思えますが、まだまだ危険な道路も多くあります。特に
朝霞台幼稚園の前の道について歩道の延伸を望みます。防犯パトロールは、街の防犯に役立っていると思い
ます。（40代　女性）

カーブのある坂道の両端の道路がひび割れており、交通量も多く自転車の通行も多いので悪天候時に関らず
非常に危険。多少舗装が入ったこともあるが、すぐひび割れてしまい、また一部しか舗装されなかったため
早く対処してほしい。いつも街路灯が切れている道もあるため、定期的な確認をお願いしたい。また、交通
誘導をしている警察官がたまに通行の妨げとなっていることがあるため見直しを希望する。（30代　女性）

道が狭いからか、結構な交通量。スピードの場所でもガードレールがなかったり歩行者用の信号がない。
（40代　女性）

避難について：避難路整備、町内会館の避難所化、道路冠水の軽減、朝霞調節地やその周辺の活用＝貯水？
保水？景観？観光、農地や自然？緑の保全など（50代　男性）

・

・

・

・

具体的にどんな活動をしているのか、周知されていたりするのでしょうか？（40代　女性）

災害時に水道が止まったときに使用できる井戸水が見当たりません。歩道が整備されていて歩きやすい道が
多いです。（40代　女性）

①公共施設にキッズトイレを増やしてほしい。幼児が大人用のトイレに座るのはまだまだ不安定である。今
回の図書館本館の改修にあたりキッズトイレの設置を提言したが受け入れてもらえず残念だった。
②朝霞台のエレベーターはいつになったら設置されるのでしょうか。ベビーカーや車椅子使用者には非常に
不便です。
③歩道が狭い道が多く、歩行の際に危険を感じる。
④特殊詐欺防止のためアナウンスカーが走っているが、子どものお昼寝の時間に重なりこちらの音で子ども
が起きてしまう。実害を生じているので早急に見直しをしてほしい。（30代　女性）

ボランティア（？）の方々によるパトロールは安心安全につながっていると思う。しかし、ひったくりや不
審者など頻繁に耳にする。今後も地域の方々のパトロールが継続し増えることを願っている。（60代）

・

・

・

防災減災の観点から、水害に遭う可能性が高い土地での開発は、市で規制すべきだと思います。特に、幼稚
園や介護施設のそのような土地への建設は災害復興時、市の財政に大きな負担となります。気候変動で大規
模災害が頻繁する将来を鑑み、建ててからだと取り壊し含め大変なので、きちんと精査してから推進してほ
しいです。（50代　女性）

①歩道と道路の間の段差を解消してほしいです。ベビーカーや車椅子で乗り越える際、一度止まる必要があ
り、安全性にも問題があると思います。郵便局前の道路は全面フラット化されており、とても良いと思いま
す。市役所やシンボルロード周辺などに拡大してほしいです。
②歩道が少ない生活道路が多く、ベビーカーや徒歩で通勤通学する際、すぐ側を車が通り過ぎ、危険を感じ
ます。（40代　男性）

まだまだ通学路や住宅密集地など危険道路があると感じております。運転手（自動車、自転車）のモラルの
低下もあると思いますが、歩行者の保護、安全面の向上が必要と感じます。車の速度抑制、通行制限、歩車
道の拡張など警察、行政からの強い対処をお願いしたいです。（50代　男性）
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・

・

・

おおむね良好にやってると思いますが、生活弱者の支援について、どこに相談に行ったらよいのか？もう少
し窓口が分かりやすいと良いと思います。（60代　男性）

道路の安全が確保されていない所が多いと思います。小学校PTAで、毎年危険個所をまとめて市に提出して
いますが、そのほとんどが改善されていません。諸事情はあるとは思いますが、もう少しなんとかならない
ものでしょうか。（40代　女性）

道路の安全対策への取組をもっと進めてほしいと感じています。志木陸橋の十字路の信号から、朝霞台に向
かって進む道路はいつも怖いです。信号を過ぎて、すぐにある信号機のない横断歩道では、横断歩道を渡る
意思のある歩行者を見ても、一時停止しない車がとても多いです。（40代　男性）

・

・

・

・

・

・

歩道の整備や自転車レーン配置は、安全配慮が足りていないように思う。道路に青矢印で引かれた自転車
レーンは、細い道路では危険なだけであり逆効果としか思えない。（40代　女性）

ベビーカーを押していると、道路がガタガタしていて、子どもの頭がすごく揺れて不安になる。また、歩道
と車道の区別ができないくらい狭くて、危ない道が多い。（40代　女性）

ひざおり通りに代表されるカーブのある急な坂が多い土地にもかかわらず、歩行者・自転車と車との距離が
近く、危険を感じる道路が多い。自転車通行帯の標示が整備されたものの、道路の幅員は変わらず、雨の日
など標示部分がかえって滑りやすく危険と感じる。見通しの悪い場所も多く、大事故が起こる前に対策を講
じてほしい。（40代　男性）

防災について市としていろいろ取り組んでいると思うが、いざ災害時に自分がどこへ避難すれば良いのか分
からないのが現実です。（50代　男性）

歩道が全体的に狭く、自転車道もないため危険が多い。交差点の拡張工事が進まず、慢性的な渋滞が発生
し、急ぐ人は信号無視をするため危険が多い。（40代　男性）

①浄水場西の交差点付近の道路工事は進まないまま。何年も前から歩行者用信号がないことを指摘している
が変わらず。多くの小中学生の通学路な上に、交通量も多く、事故も少なくない場所なのに何年も放置。人
がすれ違えないほど狭い歩道部分もあり、本当に危険。いつまで放置する気ですか。
②市内にも自転車専用通行帯が増えてきているが、路駐や停車している車が多く通れないことが多い。危険
で走れない。（40代　女性）

①住居のある付近だけを見ても、歩道の未整備、歩道を自転車が走る、横断歩道などの表示の消失など、道
路が整備されているとは言い難い。
②ユニバーサルデザインについて、なぜ、階段と車椅子用のスロープを分けて設置する必要があるのか。皆
がスロープのところを歩けるようにすれば良いのではないか。
③浸水被害の軽減対策について、ハザードマップがどの程度、浸透しているのか疑問。私の実家にも配布さ
れたが、配布されただけでその後のフォローがない。また、軽減対策が功を奏しているのかも疑問。
④上下水道のインフラ対策について、以前、漏水箇所を電話でお教えしたのだが、その際には「ありがとう
ございます」の一言もなく、それ以来、バカバカしいので連絡することをやめてしまった。職員の質を向上
させることも必要ではないか。
⑤自助・共助・公助について、自助とは個人責任の追及であり。共助とは行政の責任逃れであり、公助をい
かに減らすかでしかない。そもそも町内会が活動していないため、共助することができない。
⑥防犯パロトールカーの巡回について、いつも同じ時間に同じ文言を繰り返すだけで、全く意味がなくなっ
ている。
⑦防犯カメラ設置の支援について、初めて聞いたのでより広く啓発してほしい。
⑧社会的弱者に対する支援は、予算が削られるばかりで、新しい施策が行われることがないように感じる。
市民としては恥ずかしい。
⑨介護サービスの給付について、介護者の親族が市内に住んでいると給付が受けられないサービスがあり、
不公平感がある。（50代　男性）

朝霞台駅にエレベーターを設置してほしい。ベビーカーでの移動の際、危険な上大変です。事故が起きてか
らでは遅いと思います。東武鉄道に要望を出してほしいです。（30代　女性）

知らないことが多いです。（60代　女性）

分からないことばかりで、自分自身に驚いています。（50代　女性）

・

・

・

・

・

・

・

・

朝霞市は、緑が多く公園などの施設が多いのですが、夜になるととても暗く未成年者が騒いだりしている所
をよく見かけます。防犯防止につながるように防犯カメラ、街灯の増設を更に増やした方が良いと思いまし
た。（40代　男性）

マンホールが陥没している箇所が多い。自転車がはまりやすく危険。早急に調査、修復してほしい。
（60代　男性）

危ない道が多く、ベビーカーや自転車など専用の道を設けないと危険な所が多い。また、見通しが悪い道路
も多く、子どもたちだけで歩くときにかなり不安を感じる。これは最低限で、遊歩道のような整備された広
い、散歩したくなる、歩くのが楽しくなるような計画的な道が朝霞市にもっと増えたら幸せ。そしたらきっ
と素敵なお店ももっと集まるしイベントとかもしたくなってくるのに。（30代　女性）

時々水が茶色く濁ることがあり、建物内か原因は分かりませんが、気になっています。（50代　女性）
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歩きやすい歩道は、市役所の前だけなのでは？と思うほど歩道は少ないと思います。車に乗らない者にとっ
ては、自転車と車の間に挟まれて歩道らしきものは確立されていません！！雨水が流れる側溝も少なすぎ、
坂の下は水が溜まりやすいです。介護保険料も引かれるだけ引かれ、何に使っているのか分かりません！！
（60代　女性）

①町内会で防災訓練？ある。
②公共施設のリフォームなど行われているが…。
③市役所より川越街道まで道がきれいになったが、すっきりきれいすぎた感ある。（60代　女性）

通学路、街灯などの整備は進んでいるように感じる。防災に関しては、目に見える部分（フェア、パトロー
ルなど）は進んでいると思うが、地域によっては危険と思われる所に住宅が建っている。しかもまだ住宅が
建てられている。災害時の体制のPRが不足しているのではないだろうか。（70歳以上　男性）

ハード面については甘く見れば何とか推進しているとの感じですが、ソフト面については何ら市民にやって
いることが伝わっていないです。（70歳以上　男性）

歩道の拡張をお願いします。歩道が急に狭くなり、人、自転車がいきなりとび出すことがあります。運転者
にはとても迷惑です。（70歳以上　男性）

・

歩道の整備。（60代　女性）

通学路や交差点の安全対策については、地域によってバラつきがあると思います。場所によって差があるの
は良くないと思います。（40代　女性）

カインズ前の道路に、スーパーに入ろうと方向指示を出さない自動車や、スピードの早すぎる車が入り混
じって危ないときがある。（休日）（50代　男性）

生活の上で道路、住宅、買い物、医療などが揃っている町が一番と思うので、全力で役所は取り組んでほし
い。（70歳以上　男性）

これからも力になれたら嬉しく思っています。老人に優しい社会であってほしいです。（60代　女性）

ほぼ満足していますので、今まで通りの取組をお願いします。（70歳以上　男性）

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

全ての取組についての認識がなかった。
問１、問３）車通りの多い道にもかかわらず道幅が狭いまま放置されているところがある（栄町１丁目レク
セルガーデンから栄町4丁目安藤歯科方面254旧道へ抜ける道など）
問２）本コンセプトのために朝霞駅前の無駄なモニュメントのようなものに市民の税金を投入することはや
めていただきたい。（１０代　女性）

朝霞駅から膝折地区に向かうバス通りがとても狭くて危ないので、整備してほしいです。また、街灯が少な
く夜は真っ暗な所もあるので、危険な場所に電気をつけてほしい。（40代　女性）

質問を読み、いかに自分に「知らないこと」が多いのだと気づきました。可視化しにくいのかもしれませ
ん。（70歳以上　女性）

直下型地震時に消防車が現場へ、災害で緊急停止した車の間を通れる道幅が確保されていない道が多い。幅
不足の道には指定停止位置を地面に表示して、消防車の通路確保をすべきと考える。（70歳以上　男性）

カーブミラーをもっと設置してほしい。くねくねと曲がった道路の直進化を進めてほしい。質問の大半は接
点がないので分からない。（70歳以上　男性）

・

・

・

・

・

・

・

・

・

防犯カメラは至るところに設置してほしい。各交差点など。（40代　男性）

112号線（中央通り）朝霞駅に向かう歩道が狭すぎます。すれ違うのも一苦労です。また、自転車でこの道
を通ることが怖いです。車道に出れば車通りが多く、歩道に入れば交通違反です。歩行者、自転車、車、ど
の立場の人も安心して通れる道にしてください。（30代　女性）

市民の暮らしに密着し、全世帯の市民の方へのきめ細かい取組、本当にありがとうございます。朝霞市に住
んでいて良かったと心から思っています。様々な支援の内容を広報で特集を組んで、さらにその内容を分か
りやすく写真などで見える化していただけますと、より安心感が持てます。（60代　女性）

取組に関することで、日頃接する機会がなく、分からないと回答しました。（40代　男性）

方針としては、非常に賛同いたします。しかしながら体感として身近に感じられないことも多々あり、正し
く評価ができませんでした。（50代　男性）

いろいろなことに取り組んでいるのだろうと思うが、自分に関わりがないことは全く分からない。道路の整
備などは、住んでいる人に十分配慮した形で考えてもらいたいと思います。（40代　女性）

道路に関しては、歩道がない・ガードレールがない、極めて細いなど大変危険な箇所がいくつもあります。
拡幅など費用のかかる改修は無理でしょうが、事故を予防する何らかの措置は講ずるべきと思います。
（50代　男性）

放送は少しうるさいかなと思います。家でも結構うるさいと感じることがあるので控えてもらえればと思い
ます。それ以外は、安全な街だと思います。（50代　男性）
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宮戸地区では、どんどん新築の家が増え人も増えているが、道路は広がらないし、歩道も狭くストレスを感
じる。10年以上住んでいるが改善されない。新築の際、不動産屋さんが好き勝手に区割りするからか、大き
な道路にぐねぐねと回りながら出ることになる。今後も安全安心な町になるとは思えない。（30代　女性）

歩道が狭すぎる。自転車は、車道か歩道かはっきりしてほしい。（40代　女性）

地域の防災の訓練など必要かと思います。地域で助け合えるような取組も必要かと思います。
（70歳以上　女性）

朝霞駅から市役所への道路が狭く、バスが通るときは立ち止まり通過するのを待ちます。郵便局側の広い道
路をバスの経路に変更できないのでしょうか。（70歳以上　女性）

地域性もあると思いますが、道路整備も20年前から声を出しているが達成されていない。防災訓練も、朝
志ヶ丘の住民が避難可能な場所は実際にはないと思われる。（60代　女性）

・

・

・

・

問１）自転車がジャマ。
問４）側溝の整備が不足。（60代　男性）

特定健康診査の対象項目を増やしてもらいたい。（無料で）（胸のレントゲン、眼底検査など）
（60代　男性）

・

・

・

・

・

・

防災面の整備が進んでいるとは感じられない。朝霞市は古い住宅都市、密集地域が多い。電柱が多い。有線
の増設は目に余るものがある。老朽化した電柱は垂直の状態を失い、傾いている電柱が混立しているのを見
ると恐ろしさを感じる。一日も早い電線の地中化が急務。（50代　男性）

問２）中央公園の広場など段差はまだ多いと思う。
問３）路面の補修は未完の所が多い。※ユニバーサルデザインへの配慮はまだ足りないと思います。（色や
デザインに統一性が足りない。）（60代　女性）

街灯が少ない。あっても暗い。場所によっては車のライトがなければ真っ暗という道がたくさんある。引き
ずり込まれたらと不安な所がありすぎる。（50代　女性）

全体的に目に見えてよく分からない。歩きにくい歩道は多いし、朝霞台駅周辺は駐車車両が多く、緊急車両
の通行の妨げになっている。特に夕方以降は、塾の送迎や駐車場のない店への買物が多いとみられる。警察
と連携しているならこの辺りも取り締まってほしい。（50代　女性）

黒目川周辺の散策で感じましたが、トイレが少ないと思います。（70歳以上　男性）

＜主な取組内容＞は立派だが、実際に行われているかどうかと思うと疑問に思います。（50代　男性）

①自転車道と歩道の整備をお願いしたいです。
②朝霞台駅にエレベーターを設置してほしいです。（50代　女性）

知らないことが多くて、ほとんど「わからない」という回答になりました。朝霞台駅にエレベーターがない
こと、朝霞台駅と北朝霞駅の導線を早急に対応してほしいです。（50代　女性）

・

・

東京２３区の衛星都市として今後も人口の微増が予測できるが、難しいと思うが公道整備及び用地の確保に
尽力願い、自転車道ｅｔｃの環境整備もご検討願いたい。（国有地の市払下げはできないものか？）
（70歳以上　男性）

市の行政が目に見えて実践されていることに感謝します。（70歳以上　男性）

・

・

・

・

・

小学校周辺の登校時の危険物確認が余りされていないように思いました。（50代　女性）

・

・

・

・

①パトロールが同じ経路を回っているように感じられます。
②逆走をしている方が多いですよね。
③自転車と歩行者が別々の道を行けるようになることを望みます。（60代　女性）

質問の回答（選択肢）を満足度ではなく、認知度などに変えた方がよいのではないかと感じた。公共インフ
ラ設備の耐震工事などは必要不可欠であるし、防犯パトロールや防災フェアが開催されているのであれば、
「夜間にどれだけパトロール車を見かけるか」などを聞いて、パトロール回数や場所の見直しを図るなどす
ると有益だと感じる。（40代　男性）

①駅から市役所への一番のメイン道路に歩道がないことがあり得ない。人や自転車、車と常に危険を感じる。
②新しくなった施設もあるが、いまだに和式トイレの施設があり使用しにくい。（60代　男性）

街灯が少なく暗い道がある。通学路が狭い所、歩道がない所がある。駅前の整備だけではなく、住宅街にも
力を入れてほしい。（50代）

①防犯カメラ設置への支援は、全体のカバー率がまだ小さい。
②前回何回かのアンケートで意見で書きましたが、また国もニュースで取り上げた学校への通学路の整備は
どうなっているのか？余り市内で工事を見かけない。将来への子どもたちのためにも、早く順番を上げて予
算取り計画を急いでほしい！（70歳以上　男性）

・

・
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黒目川泉橋付近のポンプ（フェンス内に朝霞市水道部のポリタンあり）は錆びついて、かなり古い物のよう
ですが動くのでしょうか？フェンスも何かがぶつかったようで、一部壊れていますが。（60代　男性）

道路を整備してほしい。バスの便が悪いから自転車を使う人が多いと思います。坂道で狭く、曲がりくねっ
ている道が多くて、歩いていても車を運転していてもとても怖いです。街灯が少ないような気がします。練
馬方面から朝霞に入った途端、暗く感じます。（60代　女性）

・

・

・

・

とにかく歩きやすい歩道の整備と生活道路の安全確保の質問に、「満足」に丸が付けられるよう更なる取組
をしてほしいです。（30代　男性）

最近、交差点にガードレールが設置されているのを見かけるようになりましたが、まだまだ狭い道があるの
で気を付けるようにしています。畑が多いので、畑の水が流れてくる所もあるので、そういう所も整備して
ほしいです。（40代　女性）

「安全・安心なまち」の取組には知らない面もあり、このように例に出されると、このような取組がなされ
ていると施策が分かり、暮らしつづけたいまちとして思うことがプラスになりました。（70歳以上　女性）

県・市道の整備の遅れ。自転車が安全に走れる街へ。ＣＯ２の削減のため。安全のため。
（70歳以上　男性）

家の脇の水路の整備が中途半端、表通りの側溝は土がつまっている状態です。大雨や強い雨のときにはあふ
れてしまい、駐車場の車や自転車、物を移動しなければなりません。車は近くの方の庭に置かせていただい
ています。避難の放送のときには移動できなかったです。側溝や水路の整備と定期的清掃をすることで、水
害の被害が減ると思います。市の担当者の方は水が引いてから状況を見に来ていると思いますので、現況を
知らないのではないでしょうか。災害時、安心して過ごせたらいいと思っています。（50代　女性）

歩道が暗い。坂道、狭い道、交通量の多い道、暗い道などの人が避けたい、緊張してしまう場所が減ってこ
その安心安全だと思うので、地形や用地などで解決が無理なら、まずは夜間に信用できる明るい道が増えて
ほしい。（40代　男性）

問７の交通安全運動による啓発について、自転車走行車への交通ルールの徹底が必要と思う。（ルールブッ
クや小冊子の配布など）（70歳以上　女性）

①駅前の30分無料パーキングは便利です。日頃利用していますが、料金支払い機械の設置角度が余り良くな
く、支払いが多少困難です。接触後もあります。一度体験検証ください。次回の駐車場改修に参考にしてみ
ては。また、身障者スペースは良いのですが、直進に出て精算機に向かうのは困難です。身障者には負担と
なります。
②朝霞駅の入口、ホームのエスカレーター、今２人乗り推奨していますが、今ひとつ浸透していません。朝
などエスカレーター前で呼びかけ実施で、エスカレーター事故を減らせる活動を考えてください。走ると危
ないです。（60代　男性）

・

・

・

・

・

歩道の整備をもっと進めてほしいです。危険な道に交通指導員さんがいるようにしてほしいです。夕焼け
チャイム後20分程度長くいて下さると、子どもたちが帰るときにも危険な目にあわず、安心できると思いま
す。（40代　女性）

道路のマンホールの蓋も古くて見えづらいものもあり、夜でも見えやすくしてほしい。（70歳以上　男性）

歩道の整備はかなり不満です。駅南口から市役所までの商店街の通りや二本松通りは全く整備されていな
い。特に二本松通りはひどい。早急に対応が必要。急務です。（40代　男性）

町内会の携わり、盛んなところ、うまく可動しているところは良いが、道路を挟んで線引きするのではな
く、横の携わりの強化を望む。防犯・防災では近所での顔の見える関係づくりを望みます。（60代　女性）

根岸台に住んでいます。災害時、緊急車両が通るには狭く、曲がりくねった道路に不安を感じます。住宅が
次々と建ちますが、道路がこんな状況で大丈夫なのでしょうか。また、避難が必要になったときの応急給水
所が少ないように思います。社会的弱者への支援（例えば子ども食堂など）や消防団の活動など、余り目に
触れることがなく「わからない」の回答になってしまいました。（50代　女性）

街灯が明るい道路と暗い道路があり、その差（設置基準）が不明。バス通りでも暗い道がある。そうかと思
うと、さほど人通りのないと思う道がとても明るく不公平を感じる。住宅の数などに応じて街灯の設置順
位、数など明確に表示して、安全な道を目指してほしい。（50代　女性）

・

・

南口の駅前通りは、今後、一方通行になると良いと思います。前回も商店側のアンケートにより不便だとい
うことで、一方通行なら良かったと思います。道路を安心にするには一方通行はどうでしょうか。商店側も
喜ぶのではないかと思いますが？（70歳以上　男性）

①無計画に空いた土地に住宅を建てているため、通学路の見通しが悪くなり危険な場所が増えた。
②中道公園のトイレにオムツ替えスペースがない。老朽化していて不潔。
③駅から離れた道路の整備が不十分。暗く危険な道が多い。
④城山通りを横断歩道のない場所を横断する人が多く危険。子どもの見本にならない。（40代　女性）

歩道が危ない所多々あり。（70歳以上　男性）・

・

・

・

・

・

・

・
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どちらかといえば満足

どちらかといえば不満

どちらかといえば満足

どちらかといえば不満

どちらかといえば満足

どちらかといえば不満

どちらかといえば満足

どちらかといえば不満

子育てがしやすいまち（問12～問17）

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。

1.6

問１幹線道路の整備について、二本松通りは主要道路ですが、住宅が取り壊され１区画が４区画に建て売り
ができ、道幅を広げす建て直しされた。市の都市計画が緩いと落胆した。西弁財２丁目交差点付近の車道が
一段低く作られているため、歩道が傾斜になっていて歩きづらいし車道へ落ちる心配がある。対策をしてほ
しい。（女性）

防犯パトロールの実施とありましたが、残念ながら一度も拝見したことがなく、実施していることすら知ら
なかったです。以前は、交番の方が早朝に自宅付近をパトロールしたとメモがポストに入っていました。こ
れも最近は全く入っていない状況です。（60代　女性）

・

・

無回答 4

不満 7 2.9

わからない 134 55.1

満足 9 3.7

61 25.1

28 11.5

無回答 6 2.5

問15

回答内容 回答件数 構成比（％）

不満 11 4.5

わからない 132 54.3

満足 11 4.5

60 24.7

23 9.5

無回答 4 1.6

問14

回答内容 回答件数 構成比（％）

不満 10 4.1

わからない 65 26.7

満足 29 11.9

109 44.9

26 10.7

無回答 6 2.5

問13

回答内容 回答件数 構成比（％）

22 9.1

不満 8 3.3

わからない 101 41.6

満足 20 8.2

86 35.4

問12

回答内容 回答件数 構成比（％）
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どちらかといえば満足

どちらかといえば不満

「子育てがしやすいまち」（問１２～１６）について、御意見などがございましたら、ご記入くださ
い。

21 8.6

・

・

・

大満足しています。コロナ禍でも頑張っておられると思います。（40代　男性）

若い人たちの収入は決して多くないと感じています。子どもを育てたくても予算的に諦めている夫婦も多い
のではと感じます。出産から育児、教育までの費用負担を軽減し、将来的にも安心して子育てができる仕組
みが必要です。不妊治療を受けた場合、100万円以上必要であった事実もあります。（70歳以上　男性）

具体的な対応事例で示してほしい。また、表面的な対応だけでなく、その効果も調査・提示してもらいた
い。（60代　男性）

・

・

・

大人が子どもに、あるいは大人同士、挨拶など声かけ（運動）をするのはどうか（提案）。議論もさなが
ら、簡単簡潔ひとりひとりの行動変容が意識変化を期待できるのではないかと考えます。（60代　女性）

・

三原市域に児童館がほしい。（30代　女性）

4.9

5 2.1

・

わからない 141 58.0

・

無回答

問17

ベビーシッターの利用料金助成を導入してほしい。子どもが病気で保育園を休まざる得なくなったときや、
コロナやインフルエンザなどで休園となった際に、仕事を急に休めない。休みが続くことでリストラに追い
込まれるケースがあります。また、産後うつなど、出産後ひとりで育児をすることで親が精神的に追い込ま
れるケースもあります。一方で、ベビーシッターの利用料金は高額のため、少しでも助成を導入し、子育て
の負担を軽減できるようにしてほしい。（40代　女性）

大小様々な公園があり、近所でも「自転車するならあそこ」「今日は人が多いからこっち」と選択肢がある
ことがとても助かります。ただ、急激な人口（特に子どもの数）の増加で病院や小学校の不足が気になりま
す。小児科は待ち時間も多く、小学校はマンモス校で一人一人に目が行き届いているかと心配になることが
あります。（40代　女性）

・

2.5不満 6

満足 12

58 23.9

・

・

・

子育ては世代は終わり、周りを見ていると、引越してくる人が多いことは、朝霞が選ばれているのかも。
（50代　女性）

・

・

・

・

問16

回答内容 回答件数 構成比（％）

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。

つわりの酷い中、コロナ対策でマスクをして、三原から保健センターに出向くのがつらかった。希望者には
自宅訪問か朝霞台駅側にも母子手帳配布施設がほしかった。支援センターは、予約に自由がきく固定メン
バーばかりで、予約も取りづらくてあきらめた。（40代　女性）

相談室や保健室に登校している生徒への理解が深まると良いと思います。（20代　女性）

教職員の質は本当に向上しているのかわからないが、子どもは中学に入ってバスケットボールが嫌いになり
ました。ミニバスで大会でキャプテンで優勝もしています。子どもの学力に合った勉強法を考えてほしいで
す。前に住んでいたところは、巡回バスがあり１回100円で乗れたので便利でした。（どこで降りても100
円）（40代　男性）

コロナ禍で子育てしにくい方が多いように感じます。（50代　女性）

共働き家庭も多いので、駅で保育園児を預け、指定の保育園に届ける。また、両親が帰宅するころに駅近く
の保育施設に子どもを連れてきてあげるなど、他の地域では斬新な試みをしている。朝霞市の子育て施策
は、他の地域に比べて見劣りしすぎない最低限をクリアすることを考えているだけのような気がします。
（50代　男性）

子どもがいないのでわかりません。（30代　女性）

島の上公園や滝の根公園は立地を生かした素晴らしい公園だと思う。もう少し整備していただけるともっと
良くなると思います。（40代　男性）

保育園の整備など十分ではないが、進めていることは評価できると思います。子育て支援に積極的に取組事
を期待します。（70歳以上　男性）

子どもがいないため、普段の生活上で直接的に接することがないので分からない。（70歳以上　男性）
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市のサポートはしっかりしている方だと思います。しかしながら私にとって子育てがしやすかったという
と、少し違います。出産前の市のマタニティ教室は、案内は読みましたが内容が分からず、産院で行ってい
る教室と同じと思っていましたので、出席しませんでした。児童館は、自分が子どもの頃に利用したことが
なかったのでどのような所が分からず敬遠していました。ママ友ができて誘ってもらってどのような所か分
かりました。乳幼児健診も、行ってみるまでどのような所でどんな感じて行うのか想像もつかず、行ったこ
とのないエリアに保健センターがあり、赤ちゃんを抱えて一人で移動するのがかなりストレスでした。（今
はブログやグーグルマップなど調べる手段が増えて状況は少し違います）他県から引越してきて、市内で出
産、子育てを経験した知人がいなかったため、産後の検診や子育てに便利な施設、病院の評判、どこにどの
ような幼稚園があるかなど、分からないことだらけでした。市に馴染みがないということが、出産で初めて
のことばかりのときには大きなストレスでした。ハードは整っていると思うので、ソフト面として、出産後
から小学校に上がる時期の便利帳が“写真付き”で市のホームページに掲載してあると、段取りがつけやす
く、子育てしやすいのではないかと思います。特に外国人の方も増えているので、建物正面や施設の中、書
類、手順など図や写真が一目で分かって親切ではないかと思います。介護や障害に関するサポートも、同じ
だと思います。（50代　女性）

身近な話題であれば（例えば子育てや公園の整備など）イメージも沸くことがあり答えやすいが、それ以外
のものに関しては、どのような取組がされているのかイメージしづらく、ほとんど「わからない」という回
答になってしまった。また、もう少し設問数が少ない方が良いと思う。（50代　男性）

市内には、我が家と同じ子育て世代が多く、住みやすいと感じています。不満や不安に思う点として、第２
子出産時に上の子の緊急預け先等を検討していた際に市の窓口へ相談したところ、緊急時以外では、ファミ
サポ等の制度がある緊急時は、近所の人たちを頼るしかないと言われました。近所の人には頼みにくいと
思ったから相談したのですが…。幸い、主人がいるときに産気づいたため事なきを得ましたが、緊急時の一
時預かりなどがあると助かるなと思います。特にコロナ禍においては、遠方の実家を頼れない場合もあると
思いますので。公園の遊具については、時々使用不可の状態が長く続いていることがありますので、壊れた
りしたときには、速やかに修理の手配をしていただきたいです。また、プレーパークについて一度足を運び
ましたが、手続きやルールが分かりにくく、どなたに声をかけていいのかも分からず、仲間に入りにくいな
と感じてしまいました。（40代　女性）

障害のある人ない人が共に学ぶことができる教育制度の実現に対しては、もっと民間のNPOや企業と共に共
創活動を推進するのはいかがでしょうか。今、企業の取組はどんどんとその活動を拡大しています。市民全
員の幸せの実現に向けて、外に学ぶことは素晴らしい取組にきっとつながると思います。（50代　男性）

医療負担の軽減を考える。（30代　男性）

公園は良いと思いますが、朝霞台と北朝霞にもう少しいろんな店があれば住みやすいと思います。
（50代　男性）

先日、家の前で道路の補修工事があり、２歳の息子が眠れないくらいの騒音で、とても子育てがしやすい街
とは言えないと思いました。（30代　男性）

・

・

・

・

・

・

・

・

生育環境の違う親御さんの中で、子どもは育ちます。共感や受容をお互いがしあい、違うからと言って、壁
や大人のいじめに発展してしまうことのない環境整備が必要です。文化の違いなどは、教え、教わる必要も
あると思います。（50代　女性）

・

・

・

子どもがいないため、よくわかりません。そのため、回答は全て「わからない」とさせていただきました。
（40代　男性）

小学校も選択可能になってほしい。（40代　女性）・

・

・

・

実際の行動が見えていないので回答できない。（60代　女性）

市内に10校ある小学校のうち、老朽化している学校を綺麗にしてほしいです。プールなど学校によってとて
も差がある。（40代　女性）

虐待防止のため、家庭内にある程度入り込んで被害を受けている子どもを助けてあげられるようなシステム
を考えてほしいです。（60代　女性）

朝霞台近くの南割公園、北朝霞公園は、砂場の砂がなくなったままで、砂遊びをするにも軽く耕してから砂
を作る所から始めなければならないほどです。大雨の後の北割公園は砂場に水が染み込むのに時間がかかる
のが湖のようになっていて、綺麗な青空が映っていました。駅から近いこれらの公園、せめて砂場だけは更
新していただきたいです。駅から遠い住宅街の中の公園は、最近遊具が全て更新されたし壊れたベンチも修
理されて、さらに耕運機で砂場の手入れもしていただいてとても綺麗なのですが…。南割公園、ポイ捨ての
ゴミや落葉はすぐに清掃されていて、その点はとても綺麗な公園だと思っています。砂場が残念です。
（30代　女性）

就学まで子育てに専念できる体制＝保育園？に頼り過ぎない、学校や学童クラブに頼り過ぎない、ベビー
シッターの充実＝保育園への一極集中の軽減、民生委員？児童委員の拡充と地域住民への周知都力＝県や市
認定の民生委員？児童委員の創設など、学校の通常土曜授業、学童クラブ利用時間の延長など。
（50代　男性）

 

 



 

15

学校が閉鎖的な環境であると感じます。職業体験、地域環境活動など社会との交流する機会をもう少し増や
せるとよいと思います。コロナ禍が明けたらでしょうが。（50代　男性）

今は、コロナ感染症に関することで人手不足なのか。何事においても迅速性がない。（70歳以上　女性）

城山公園の子ども向けの遊具が老朽化し撤去された後、高齢者向けの健康遊具だらけになってしまって、子
どもたちが悲しんでいました。子どもが少なくなっているとはいえ、子ども向けの新しい遊具を一つでも設
置してもらいたいです。幼児は、滑り台や砂場などで楽しめるようなので、小学生向けがあると嬉しいで
す。できればダーザンロープを新しくしてほしいという意見がありました。（40代　女性）

・

・

・

保健センターと子ども未来課の連携がとれていて素晴らしい。（30代　女性）

・

・

・

子育て世帯が増えていく中で、支援が必要とされる子どもの数も増えつつあり、より多くの学校に通級指導
教室を設置してほしい。また、支援相談窓口の増設や、支援が決定するまでの期間が長すぎると感じ、実際
の支援をより短期間で受けられるよう改善が必要と感じる。（40代　男性）

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

虐待やいじめは、どうしても完全になくならないものなので、常に見守っていただきたい。（60代　男性）

学校評価がありますが、自分の子どもが通う学校のフィードバックしかありません。他校や他市との比較が
できないため、良いのか悪いのか結局分かりません。子育てや障害のある方については、当事者でないとな
かなか情報が分からないように思います。（40代　女性）

・

近隣の市では、専用バスの巡回サービスや健診会場を複数設けたりと聞き、羨ましく感じた。朝霞台駅にエ
レベータ―がないこと、朝霞台を利用する子どもを持つ親は、誰もが不便に感じているはずです。
（40代　女性）

子育てをしていて、何年か経つので、興味が薄れてしまっているのが本当のところであるが、朝霞市は、
けっして子育てがしやすい街であるとは言えなかった。出産祝いは、体温計１本だったし（しかも、第１子
目も第２子目も）、児童館もけっして使い勝手がよいとは言えなかった（地理的な問題や設備・備品な
ど）。
図書館は、頑張っていた感がある。児童遊園地は喫煙所であったし、都市公園も整備されているとは言い難
かった。教員の質も良いとは言えないし（まぁ、県が採用するのだからなんとも言えないし、市の責任では
ないのだろうが）、自分の子どもが通学している頃は、本当に悩まされていた。また、私自身も担任が体罰
ばかりする教員で、良い思い出が全くない。そういう教師が管理職になっていくのだから、良い教育ができ
るはずがない。（50代　男性）

以前のように、朝霞台出張所で母子手帳の交付をしてほしい。朝志ヶ丘から市役所まで行って交付してもら
うのが面倒だった。出張所は駅近なので、気軽に行けた。（30代　女性）

本田技研などの企業から外国人社員を学校に派遣していただき、体験などを語ってもらったり、体験授業を
行ってもらえると双方の活性化になると思います。（40代　女性）

①子育て支援センター内でイベントを開催する日は、子どもが自由に遊べない日になっているので、もう少
し子どもが自由に遊べる日を増やしてほしいです。
②プレーパークやココイロアオバは、子どもたちがすごく喜んでおり、このような取組に感謝しています。
（30代　女性）

これから妊娠・出産の予定なので、今ある声に耳を傾けて頑張ってほしい。（30代　女性）

朝霞台の幼稚園前の道路が歩道橋だけで危険。（50代　女性）

①就労しており、子育て支援センターが平日しかやってないことが困ります。
②和光市のわぴあのような、子どもを連れて一日遊べるような多様な遊具やおもちゃがある大規模な児童施
設がほしいです。
③兄弟が同じ保育園に入れるように保育園の充実をお願いしたいです。別々の保育園に預けるのは本当に大
変です。
④朝霞台駅にエレベーターがないことは、ベビーカーユーザーにはあり得ないです。
⑤上にも書きましたが、生活道路に歩道がないところが多く、ベビーカーで歩いていると危険を感じます。
（40代　男性）

コロナ禍でできることは限られていますが、子どもたちの笑顔が見られるイベントや支援、人と人どの交流
がメインの施策ができるよう、ぜひ今のうちに準備していただけたら有り難い。他の市の事例を参考にして
パパママの笑顔も増えると良い。（30代　女性）

先生の負担を軽減してあげてほしい。（40代　女性）

子育ての支援は他市に比べ整っていると感じる。教職員については全体としては満足だが、一部の方につい
ては問題発生後も改善が見られず、今後の研修のあり方についても検討の余地があると思われる。
（40代　男性）
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・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

接点がないから分からない。（70歳以上　男性）

取組をされているのかもしれませんが、あまり伝わってこないです。（40代　女性）

教育関係は、今ひとつ分かりません。目に見える形で教えてほしい！（50代　男性）

・

・

・

・

通学路で信号がなく、子どもたちの登校が心配な場所があります。地域の人で見守りをしていますが、ス
クールゾーンにするなどして対応できないでしょうか。（40代　女性）

接点がないので具体的に分からない。（70歳以上　女性）

・

・

・

どれも当事者になったことがなく、市がどのような取組をしているのか知りません。（50代　男性）

公園が多くて良いです。（50代　男性）

子どもがいないので取組は認識していなかったが、良い取組ではあると思う。（10代　女性）

子育て支援が各種あるだろうことは分かるのですが、実際どこに行って話せば良いのか分からない。
（70歳以上　男性）

・

・

・

・

・

板橋区で実施されている「アイキッズ」の制度を小学校で取り入れてほしいです。放課後、全学年が誰でも
無料で過ごせる場所があると助かるからです。学童保育は働いている保護者しか利用できませんが、「アイ
キッズ」は、働いていない保護者も利用できます。懇談会のときなど、低学年の子どもを留守番させられず
学校で待たせていました。（30代　女性）

日々の生活の中ではあまり感じませんが、取組内容はとても良いと思います。（70歳以上　男性）

子どもに対しての市の取組は広報で良く見ます。私が子育てしているときにはなかったことが随分増え、感
心します。障害のある方への取組が何をしているのかが私たちには分かりません。できれば手厚くしてあげ
てほしいです。子育てがしやすいから若い人たちが増えるのでしょうね。（60代　女性）

建物は新しい物ができているが実感はない。現在子育てを行っていない。コロナウイルスで中止などあるよ
うだ。（60代　女性）

子どもがおりませんので、実態が分かりませんが、取り組まれている内容は子育ての心強い支援、また、市
民皆様が平等に教育を受けられる権利への積極的な取組は素晴らしいと思います。（60代　女性）

何も遊具がない公園。日陰のない公園。公園じゃなくて広場って感じですかね。（40代　男性）

実際に相談するにしては、時間が限られているので、あまり活用しにくいと思います。（40代　女性）

当該事項については全く関わりがないため回答できませんのでご了承ください。（60代　女性）

子育てが終了してから長期間になるので、答えられないことが多い。公園がつぶれて住宅になっている所が
あり、子どもが増えている市としては少し考えるべきだろう。（70歳以上　男性）

包括支援センターの役割が不明確で、何をどのように実施して推進しているか不明確である。
（70歳以上　男性）

公園内にボール遊びできるスペースを作ってください。（70歳以上　男性）

子育てが終了した人たちの活用、若い家族たちの支援の場を広げ呼びかけを広報などでして交流すること
で、見守りや安心感ができ子育てがしやすくなってくると思います。（70歳以上　女性）

問11と同じで、利用したことがなければ答えづらい。遊園地の遊具の点検などは必要不可欠であり、行政と
してしっかり行っていただきたい。（40代　男性）

広い公園が増えたのは良いのだが、遊具がなくつまらないと言われる。（50代）

全て知りませんでした。（50代　女性）

私は子どもがいないため、すみませんが答えられないことが多いと思います。（60代　女性）

子育てが終わった世代には関心を寄せる術がない。（50代　男性）

オンラインによる授業が今後どのような影響となって出てくるのか心配でもある。特に小学校では「教える
（教科を）」ことだけが中心ではなく、人間形成、関係づくり、コミュニケーション能力など大切にされる
期間だと思うので。（60代　男性）

子どもが成人して学校とは縁がなくなったので、今の状況は全く分かりません。（50代　女性）

教職員は急には養成できないと思います。今は大丈夫と思える時こそ、養成や年齢を考慮した施策をすべき
と思います。（70歳以上　男性）

保育園が少ないと思い、保育士の数も少ないと思います。（50代　男性）

公園のブランコ、砂場の安全管理・衛生について点検・確認が行われており良好です。（70歳以上　男性）
 



 

17

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

子どもたちが遊べる場所が少なすぎる。公園での遊びの制限が厳しすぎる。（ボール遊び禁止など）
（40代　女性）

子どもが未就学のときは子育てがしやすいです。支援センターや児童館で相談や仲間づくりがしやすいで
す。教職員により資質の差が大きいです。少人数クラスが難しいのなら、教職員の人数を増加してほしいで
す。（特に体育で、とび箱や鉄棒など落下してケガの恐れがある内容を行うとき。）タブレットをもっと不
登校の子どもや授業に使うべきだと思います。週末にタブレットを使い勉強したい子どもは金曜日に持ち帰
るなど、個々に応じた対応がとれると良いと思います。（40代　女性）

子どもがいないので分からない。駅前の禁煙地区でたばこを吸っている人がいるが、教育上良くないのでや
めてほしい。（40代　女性）

公園の遊具は古いし全く更新されていない。公園の数も全く増えていない。新しい公園を設置してくださ
い。（40代　男性）

朝霞市全体的に緑林が少ない。世代を越えた公園が少ない。（60代　女性）

通報への導きに苦慮。子どもへの注意などの声掛けの難しさ。ネットからの情報などではなく、世代を越え
顔の見える場が増えていくといいなと思う。（60代　女性）

各町内で日当たりの良い場所に公園を設置し、親子で自由に遊べる所があったらいい。（70歳以上　男性）

教育現場においては、初任者研修は進められた方が教員の方のためにも良いのではないでしょうか。です
が、現場の仕事内容も見て、あまりに負担にならぬよう配慮されるべきと思います。（50代　女性）

子育てがしやすいまちを目指すのは分かるが、人口比率など鑑み、どのようなまちを目指すのか考えてほし
い。市役所のまわりの薄っぺらの若い人に媚びを売るような無駄なイベント、整備はやめて、全世代が暮ら
しやすいまちを目指してほしい。（50代　女性）

①乳幼児の親子が気軽に参加でき、集まれるような場がもっとあるといいと思う。
②小学校、特に低学年のクラスには必ず補助の先生が必要だと思う。クラスに１～２人の補助の先生が必ず
いるという体制を作ってほしい。（30代　男性）

昔あった、近所の人が子どもたちを見るという習慣はとてもいいことなので、近所との交流の機会がもっと
あるといいのかなと思います。（40代　女性）

子どもたちが自由に遊べる安心な町づくりを目指している割には、公園などもしてはいけないことが多いの
ではないでしょうか。（70歳以上　女性）

「子育てがしやすいまち」の取組は、私宅は何十年も２人の生活で、近所の小さなお子さまと会ってお話し
することがないですので、回答については失礼かと思いますが「わからない」でご返事いたしました。
（70歳以上　女性）

子育てが済んでしまったのでよく分かりませんが、いろいろと行政が取り組んでやってくれていると感じて
います。（60代　女性）

子育て世代ではないので「わからない」が多くなってしまいました。積極的に広報していただけると有り難
いと思います。（60代　男性）

保育園・子育て支援センターも、もう少し身軽な形で入れるシステムに変えてほしいです。イジメ・引きこ
もりの子どもたちも夜利用できたり、学びの場を与えてほしいです。待機児童０（ゼロ）を全ての最優先で
変えてほしい。大人が安心して働く環境を提供して、子どもも増やしてほしい。朝霞市独自でもっと進んだ
託児所を完備して、未来につなげてほしいです。「子育て関連だけは、待ったナシ！！」で取り組んで、朝
霞市スタイルを構築してください。（50代　女性）

乳幼児には手厚い施設とサポートがありますが、子育てが大変になるのは小学生からです。児童館施設を増
やすのではなく、学校に教員のサポート体制の人材が必要と感じます。（女性）

いじめや不登校の問題ですが、子どもの立場からすると親に伝えることは、恥に思えるのと心配かけたくな
いことが要因だと思います。日常の変化を見落とさず、親や教師も何か困っていることや悩んでいることが
あれば言ってね！とフランクに声掛けを日頃からしておくと、子どもの立場から伝えやすいきっかけになる
と思います。（60代　女性）
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どちらかといえば満足

どちらかといえば不満

13.2

無回答

わからない 32

問22

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足

3 1.2

90 37.0

52

無回答 3 1.2

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。

不満 32 13.2

どちらかといえば満足

どちらかといえば不満 21.4

不満 4 1.6

どちらかといえば満足 62

34 14.0

わからない 144 59.3

満足 10 4.1

25.5

20 8.2

無回答 3 1.2

問21

回答内容 回答件数 構成比（％）

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。

不満 3 1.2

どちらかといえば満足

どちらかといえば不満

わからない 139 57.2

満足 9 3.7

67 27.6

22 9.1

無回答 2 0.8

問20

回答内容 回答件数 構成比（％）

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。

不満 10 4.1

どちらかといえば満足

どちらかといえば不満

わからない 54 22.2

満足 34 14.0

122 50.2

21 8.6

無回答 3 1.2

問19

回答内容 回答件数 構成比（％）

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。

不満 13 5.3

わからない 81 33.3

5.8

98 40.3

34 14.0

問18

どちらかといえば不満

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 14

つながりのある元気なまち（問１８～２９）

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。
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問27

問23

問26

問25

問24

わからない 159 65.4

無回答 4 1.6

52 21.4

13 5.3

不満 5 2.1

どちらかといえば満足

どちらかといえば不満

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 10 4.1

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。

わからない 46 18.9

無回答 3 1.2

83 34.2

57 23.5

不満 26 10.7

どちらかといえば満足

どちらかといえば不満

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 28 11.5

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。

わからない 56 23.0

無回答 2 0.8

116 47.7

30 12.3

不満 7 2.9

どちらかといえば満足

どちらかといえば不満

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 32 13.2

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。

わからない 131 53.9

無回答 3 1.2

70 28.8

18 7.4

不満 6 2.5

どちらかといえば満足

どちらかといえば不満

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 15 6.2

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。

わからない 123 50.6

無回答 3 1.2

78 32.1

16 6.6

不満 8 3.3

どちらかといえば満足

どちらかといえば不満

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 15 6.2

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。
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泉水地区には以前はコミュニティバスが運行されていたが、今は路線バスだけになった。コミュニティバス
を復活してほしい。（60代　男性）

つながりという意味で、私はマンションに住んでいますが、子どもとのつながりのある人以外は、マンショ
ン内で会っても挨拶をすることしかありません。小中学生は、挨拶を返してくれない子どもも半数近くいま
す。災害などがあった場合、もっと助け合える関係が少しでもあればと感じます。（40代　女性）

朝霞ストリートテラスを詰め込んだような、公園＋道の駅のような野菜直売所（兼憩いの場）があったら嬉
しいです。（30代　女性）

予約が必要なものは、だいたい無理だとあきらめた。お知らせがきても抽選に落ちたり、満席と言われるこ
とが多く、忙しい人には恩恵が少ないと思う。融資や創業の担当者は、ちんぷんかんぷんでたらい回しされ
て３ケ月くらい。結局融資機関から、そもそも対象じゃないというお知らせが来た。もう相談はしないと思
う。（40代　女性）

色々行っているようですが、あまり見聞きしたことがありません。宣伝不足？（40代　男性）

問１８～１９の取組について、朝霞駅、朝霞台駅近くのビルに支援施設を図書館や美術館、市役所の設備含
めて集約。土日もある程度、サービスすることはできないのでしょうか？会社の帰りや休日にいろいろな
サービスを気軽に受けれるようにしないと取組をしているサービスを理解することもできない。
（50代　男性）

ガンの無料検診の案内が来ていたのですが、調べたところあまり良い医療機関がなかったので…。せっかく
無料でも使いたいなって思える病院がなくて残念でした。（30代　女性）

全ての質問内容の広報を伝わるよう工夫してください。市の広報誌に記載されていると思いますが。平素の
生活でも伝わる広報を期待します。（70歳以上　男性）

情報が不足気味。（60代　男性）

浜崎通りに市内循環バス「わくわく号」を運行させてほしい。（60代　男性）

起業したい人、何か事業を始めたい朝霞市民のために、店舗物件の情報提供や一定期間の家賃補助などの制
度を充実させ、若者、専業主婦、年金生活者、リストラされたサラリーマンなどが低リスクでチャレンジで
きる街みたいになってほしい。（40代　男性）

島の上公園近辺在住。周辺にシェアサイクルステーションはあり便利に使わせていただいているが、バス停
までは徒歩で10分くらいかかるため、雨天時など駅への移動は徒歩（最寄り駅まで20分超）やタクシー、
市内循環バスルートの見直しをお願いしたい。（40代　女性）

・

・

・

・

・

・

・

11.929

・

・

1.2

55

・

・

57.2

無回答

海外の方がより親しみやすい日本語を学べる機会があるといいと思います。いろいろと難しいかもしれませ
んが、語学が堪能な方は、多くいらっしゃると、すでに住んでいる外国人の方で、ボランティアなどで日常
会話や困ったことや知りたいことなどを意見交換できる場があるといいなと思います。（40代　女性）

不満

・ 図書館の蔵書が古い本が多く、蔵書も少ない。もっと積極的に蔵書を増やすことを考えるべきである。美術
館？博物館？どれとも言えない施設と思える。もっと充実してもらいたい。（70歳以上　男性）

わからない 139

「つながりのある元気なまち」（問18～28）について、御意見などがございましたら、記入してく
ださい。

シェアサイクルは増えて便利ですが、利用率の多いと思われる雨上がりの夜に、自宅近くの返却の空きがな
く利用できないことが多いので自転車を入れ替えるなど実施してほしい。（40代　男性）

市は様々な対応をしているのだと思うが、そうした活動は、参加者以外はうかがい知ることがない。そうで
あれば、実際の活動やその結果を具体的に示してもらいたい。また、実施しただけでなく、それが本当に効
果があったのか、きちんと分析して示してほしい。（60代　男性）

交通系の連携、シニア活動、地域消費などについて大変興味があり情報を知りたいですが、どこに公開され
ているか分からないです。（60代　女性）

3

22.6

11 4.5

どちらかといえば満足

どちらかといえば不満

問28

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 6 2.5

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。

・

・

・

問29

・

・
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コロナ禍の影響もあり活動が制限されており機会が少ない。取組自体は継続していっていただきたい。
（40代　男性）

自治会って必要なのでしょうか？わけの分からない集金ばかりだと聞きました。集団がん検診、もう少し日
にちが迫ってから申し込みができるようにしてほしい。気軽に受診できない。（40代　女性）

わくわく号の便が少ないので利用しづらいです。往路で利用したとしても、復路のタイミングが合わない場
合が多いので、「わくわく号で出かけたら帰って来れない」となり、利用を控えてしまいます。
（30代　女性）

地元農家と住民の連携、得意分野を活かして公共施設などでの講師？公園、隣市との情報共有強化など。
（50代　男性）

40代以降の医学再教育用の専門書等閲覧できる場所がほしい。（70歳以上　男性）

スポーツ施設が充実している朝霞市ですが、アイススケートリンクが無いのが寂しいです。都内、県内のア
イススケートリンクが老朽化で年々少なくなり競技者も減ってしまっています。朝霞市の様々な利便性が良
くスポーツ施設の充実している所は少ないので、是非作ってほしいです。（40代　男性）

Q２６については、これからの朝霞市の発展について、真剣に考えていただきたい。これだけ人口も増え、
家も増え、消費活動が活発になるはずであるのに、駅すら発展せず買い物は市外へ、となると成長が見込め
ない。昔からの地権や商店街との関係もあるだろうが、都市として発展していくために駅周辺開発は必須で
ある。今のままでよいと思っている方は少ないと思う。この時代に、大手のシェアオフィス進出のひとつも
ない。異常だと思います。商業が活発になれば人の往来も増え、雇用も生まれ、地域が間違いなく発展して
いく。東武鉄道や商業施設との連携、さらには企業誘致なども視野に、市が本腰を入れて対応いただくこと
を強く願います。（40代　女性）

わくわく号の運行時間が、土日祝日が共通になったのは、時刻を間違えにくくなり嬉しいです。大変利用し
やすくなりました。（40代　女性）

近年自治会を抜ける人が多い。個人の様々な事情があると思うが、昔なら自治会体型や構成は考え直さない
と、ますます脱退者が増えると思います。（60代　男性）

広報などで目にしたことはありますが、やはり当事者ではないと分からないことばかりだと感じます。
（40代　女性）

外国の方で言葉が通じない場合、ごみの出し方など伝えることが難しい場合どうしたらよいのか？ごみの出
し方で、周りの方は触れず、ごみの収集日に合わせネットの出し入れをするなどしています。誰も何もしな
いことは、つながりなど程遠いかと思います。（50代　女性）

町会の仕組みなどわかりにくい。ムラ社会（途中参加に非常に参加しにくい）県境と思う。明文化ないから
尚更。（40代　女性）

図書館で、気軽に勉強できるスペースがもっとあればと思います。（50代　女性）

町内会については、町内会ごとに違いがあるかもしれませんが、今はコロナ禍ということもあるのでしょう
が、回覧板が回ってくる程度で交流らしいことが全くありません。多文化共生については、外国人の方とコ
ミュニケーションをとりたいと考えている人も多いと思いますので、そのような交流の場を設けてはいかが
でしょうか。公共交通機関については、自宅近くにバス停がないので新しい取組に期待しています。
（40代　女性）

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

商店街の活性化に力を入れてもらいたいです。（60代　女性）

市の入り口としての役割も朝霞台、北朝霞には大きいと思います。これからの更なる発展を期待します。
（50代　男性）

新たな産業の誘致策を策定すること。（30代　男性）

・

・

・

・

コミュニティバスは不満ですね。もう少し本数とコースがあれば素晴らしいと思います。（50代　男性）

もう少し、周知できる環境を作った方が良いと思います。私見ですが、取組について認識なされていない方
も多いと思います。（40代　男性）

実際の行動はどうやれば知ることができるか？もっと分かりやすくしないといけないのではないでしょう
か？（60代　女性）

他市から転入して10年以上経つが、都内勤務の身あり、子どももいないので、そのような環境でも市民活動
に参加できる方法が分からずにいます。市民活動、NPO活動が知ることができるよう、団体が一同に会して
紹介、活動を体験できるフェアのようなものがあったらよいと思います。パネル展示や市民活動センターで
の紹介もよいのですが、どのような方が活動されているのか、雰囲気が分かると参加しやすくなるのではな
いかと思います。地域の自治会もこうした住民同士が直接接触できる機会、コミュニケーションが図れる場
がないと、都内に勤める立場ではなかなかハードルが高すぎて、今の世の中では加入促進の啓発をされるだ
けでは加入者は増えていかないと思います。（40代　女性）

・

・

・

・
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若い年代がどんどん増え、就労を希望しても断られるケースが多々あるようです（知人）。朝霞は以前は高
齢者にもっと優しかったように感じます。敬老の日も何もなく、高校生までは医者も無料、でも65歳でも
70歳でも何もありません。高齢期の人に年に2,000円のパスモのみ…ひどいですよね。若い世代にばかり楽
してるように思います。（60代　女性）

わくわく号の本数がもう少し増えたら便利だなと思います。（50代　女性）

全員パソコン、スマホを持ち使えるのが前提？（60代　女性）

わくわく号は市役所と１部地域しか巡回しておらずメリットを感じていない。レンタサイクルは無用の長
物、止めるべき。ハローワークとシルバー人材センターの連携が無さすぎる。合同就職面会は、毎月実施す
べき。（60代　男性）

ステキな店が増えてほしい。誘致頑張ってください。（30代　女性）

朝霞市で一人生活をしておりますが、たくさんの取組に、安心感が更にふくらみます。市民と朝霞市のつな
がりで、さらに住みやすい町づくりですね。また、今回、コロナ禍陽性となりましたが、保健所職員の皆様
が、業務逼迫しているにも関わらずとても親切に対応していただきました。ショートメール活用など、朝霞
市も迅速に積極的に導入されていることなど、感謝の気持ちで一杯です。（60代　女性）

・

・

・

・

・

・

市内循環バスはルートが変わったり、便が少なすぎたり、利便性を感じることができない。プレミアム付商
品券の制度は有り難いです。続けてほしいです。（40代　女性）

朝霞市は住民（特に高齢者）の雰囲気が良く感じます。（上品、親切、楽しそう）（50代　男性）

参加経験があまりないのですが、今のままの取組をお願いします。（70歳以上　男性）

・

・

・

年一回の健康診断を市役所庁舎で実施してもらえるのでとても助かっている。検診項目により数か所の医院
を回らなくて済んでいる。（60代　女性）

わくわく号を30分ごと運行すると、ほぼ全老人の足にできるため、乗客が増加し「儲かる」レベルになる。
小金井市は20分ごとで黒字化している。（70歳以上　男性）

ジムを市内にもっと増やしてほしいです。（20代　男性）

私の住んでいる地域では自治会・町内会は存在していない。この事実を市としてはどう考えているのか？自
治会・町内会を街づくりに活かすという発想自体が、成立していないではないか。また、それらの任意団体
に本来、市がやるべき施策をなげているような印象があり、上間しいとは言えない感がある。コミセンや市
民センターとは、聞こえがよいが、早い話、社会教育法に拘束されてしまう公民館を作りたくないだけでは
ないか。朝霞の公民館職員の中に、社会教育主事（教員あがりではない職員）は何人いるのだろうか？ま
た、公民館長が、下水道課に異動したり、信じられない人事異動が実施されていることにも疑問を感じる。
社会教育をなめているとしか言いようがない。本来、社会教育とは、学校教育以外のすべての教育に携わる
べきであるのだから、知識実力を兼ね備えた専門職を採用、育成していくべきである。箱物を作っても、人
材がいなければ、ただの箱で終わってしまうものであり、その典型が朝霞市であるように思えてしまう。図
書館に関して言えば、新座市と比較するまでもなく、そのお粗末には唖然としてしまう。なぜ頼んだ本が、
北朝霞公民館の場合、火曜日の午前中、水曜日の午後、金曜日の午後にしか届かないのか？新座市では、毎
日、巡回車が巡回しているから、最速で届くではないか。新座市にできることをやろうとしない、予算を削
り続けている、朝霞市の社会教育の現状を非常に患いている。多文化共生に関する情報の発信や、外国語版
市民ハンドブックも、ほとんと見開き・目にすることがないので、効果があるのかもわからないし、効果が
あるとは思えない。「わくわく号」は予算を持ち出さなくてはならないので、非常に苦しいであろうが、減
便に次ぐ減便で今日まできているので、余計に乗車人数が減ってしまうように思える。私も、もっと本数が
あれば利用するのであるが、つい、自家用車に頼ってしまいがちである。鉄道事業者への各種要望も、市が
行っているという印象よりも、市議が行っているという印象が強いが、そこのところはどうなのだろう？高
齢者の就労支援というが、早い話、いつまでも働き続けてくれ、ということではないか。乳酸菌飲料の配布
についても、私が朝霞市内に住んでいるので受けられない。あと数百メートル離れた志木市に引っ越せば受
けられるというのは、はっきり言って合点がいかない。緊急通報システムも無料化すべきであるし、連絡
カードなど何のお守りにもなったことがない。商店街活性化支援について今の朝霞駅から市役所へかけての
通りを見れば、その衰退ぶりは俟たない。私が子どもの頃に賑やかさは、本当に昔のことになってしまっ
た。これは、県道との絡みもあるのだろうが、市の政策の失敗である。もう、いっそ、朝霞駅付近は捨て
て、朝霞台駅付近に市の機能を集中してはいかが？とも思ってしまう。（50代　男性）

・

・ A２６：朝霞プレミアム商品券のような取組は大歓迎。大企業すかいらーくグループのレストランで使用可
能とすることには疑問。それより純粋に地元商店街で使用できる場所を増やしてほしい。（10代　女性）

・

・

・ コロナで外出の機会も減り、活動されていても気づかないかもしれません。（40代　男性）

高齢者の方が元気なら社会と関わりが持てるように支援することは大切だと思います。（40代　女性）

公園が多いので、もう少し公園と子育てを絡めたら良いのかなとは思います。（50代　男性）

・

・

・
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・

一人暮らしの高齢者への対策は良く分からない。シニアへの活動は活発で良いと思う。まだ参加したことは
ないが、いずれその機会があるかもしれません。プレミアム商品券は使える店をもっとPRすべきだった。起
業家支援、労働支援は成果が良く分からない。（70歳以上　男性）

公共交通のネットワークに関しての提案です。県南４市（朝霞・新座・和光・志木）はそれぞれ地域コミュ
ニティバスを運行していると思いますが、ここで思い切って４市が結束して、お互いの地域の便利さと交流
を深めてゆく方向はいかがでしょうか。経費としては現状の中で賄う。路線バスを少々減らす。各市共に交
通の便が悪い所があるので、その補充に大きな狙いがあります。（70歳以上　男性）

問７と1３と同様で、ほとんど利用したことがないので答えづらいが、必要不可欠なものはしっかりと行っ
てほしい。商品券は利用したが、また発行されれば利用したい。シェアサイクルの台数が増えているが、場
所によって台数があふれていたりするので、その点は今後の課題になってくると思う。（40代　男性）

問１８～２８については私の不勉強で情報が入らず、どのようなことが行われているのか分かりません。広
報で載ったりすると良いのですが。（50代　女性）

・

・

高齢者に向けての案内（広報）は字が小さく読みにくいと思う。自分で情報収集をしにくくなる年代には、
もっと市から発信して人と人がつながり元気に過ごせるようにすべき。わくわく号もバス停、本数を見直
し、弱い人への足となるよう出かけられるよう取組してほしい。（50代　女性）

①一人暮らしの人との接点がないので実情が分からない。マンションなので管理人常駐しており、管理人さ
んがよく知っている様子。管理人さんに情報提供も考えられる。
②プレミアム付商品券事業は利用している。今回は１組が当選した。２組は欲しかった。（60代　男性）

・

年何回かでいいのですが、高齢者用に場所を提供していただき、娯楽（映画・読書）場を開いてほしい。
（70歳以上　男性）

①わくわく号の本数が少なすぎる。
②多文化共生というのであれば、市が主催で語学を学ぶ（英会話教室など）機会を増やすべき。
③商店街の活性化を行っているとは思えない。（40代　男性）

①高齢者（一人暮らし）に対する緊急通報などに関し、今の状況に合った機器に変更とかあるのでしょう
か？救急車を呼ぶというのではなく、予防や相談できる機能が付き、いざというときには登録しているので
スムーズに対応できると思います。また、見守りという点でも、包括システム、協働をうまく可動できる地
域ができていくといいなと思います。
②わくわく号の運行本数増やしてほしい。せめて１時間に１本、和光市の巡回と合わせ、両市で不便なくう
まく運行してもらえないでしょうか。（60代　女性）

・

一人暮らしの高齢者に対するサービス向上には感心するところがあるが、交通に関してはもう少し検討して
ほしい。市内循環バスの中心をわくわくどーむではなく、ＴＭＧにしてもいいのでは。（60代　女性）

①駅前商店街をもっと活性化するべき。若い人たちにスペースを貸し出すなどして出店チャンスを作るなど
してもよいと思う。
②わくわく号の本数が少ない。
③シェアサイクルの駐輪場所を公園内に設けるのは危険だと思う。（40代　女性）

プレミアム付商品券事業をもっと盛んにやってほしいです。（40代　女性）

・

・

・

・

商品券をスーパーでも使えたらいいと思う。（30代　女性）

朝霞台駅のエレベーターの設置をお願いしたいです。子育て中のお母さんや車イスの方々が苦労なく行動で
きたらと思います。（70歳以上　女性）

・

・

・

・

・

高齢になるとパソコンやスマホを持っていても、徐々に使えなくなったり、使いたくないと思うようになり
ます。電子申請や回答などを要する窓口には、高齢者が行って操作できる（相談しながら）ような仕組みを
設置してはどうでしょうか。（70歳以上　男性）

コミュニティバスの本数がだいぶ少ないと思います。（50代　男性）

ＮＰＯなどに税金を使わないこと。歩道と自転車の分離。道路の拡張・整備。北朝霞駅周辺の整備。
（60代　男性）

・

・

商店街活性化活動の支援について、市内全体で変化を見かけない。（70歳以上　男性）

わくわく号は最高です。（70歳以上　男性）

コロナ禍で活動実態が全く見えない。プレミアム券は使用できる店、そこに欲しい商品がなく利用価値が低
い。駅前商店街がゴースト化から脱せないのが致命的。地主の資産運用の場とか見てとれない。
（50代　男性）

シェアサイクルの利用方法の説明会をしてほしい。（60代　女性）

・

・

・ わくわく号を通勤時間帯は増便してほしい。６時台、７時台。（50代）

・

・

・
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自然・環境に恵まれたまち（問30～問38）

プレミアム付商品券は、地域の活性化に役立っていいと思うので、またやってほしい。（40代　女性）

市内循環バスがもっと利用できたらいいと思います。（70歳以上　女性）

町内会に入っていますが、災害用備蓄食料はどのようになっているのか？報告がないので会費は払っていて
もよく分からない。わくわく号は、市の施設やスーパーに停留所があるといいと思います。駅まで行かない
と乗れないので利用したことないです。（女性）

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。

・

・

・

①（わくわく号）市民会館発20:12は膝折坂下までなので、末無川バス停を膝折町２丁目交差点付近に移動
して、末無川まで延長していただきたいと思います。※バス停末無川と膝折市民センター入口は100ｍしか
なく、末無川と膝折坂下とは400ｍほどあります。
②2012年８月の図書館での平和展に連接して、自衛隊の防災訓練は戦争準備だという掲示物がありまし
た。東日本大震災後であぜんとしました。平和展は朝霞市共催でしたので図書館に確認すると、平和展とは
別とのことでした。なぜ隣に掲示されていたのか今でも疑問です。（60代　男性）

少しでも他の人と接点がほしい市民や、高齢で雇用の機会があれば良いのにと願っている人もいると思いま
す。すぐ即戦力になる人も大事だけど、雇用して人を育てるのもあってもいいと感じます。この市で、安心
して暮らせて働ける生活を考えていければ、皆で案を出し合って進んでいけたらと痛感しています。
（50代　女性）

・

・

・

わくわく号のバスですが、もう少し利便性良く動かしてほしいですね。車利用者ばかりではないでしょうか
ら。（70歳以上　女性）

コロナ禍で様々な活動が休止・中止になり、実態を把握することができなかった。（70歳以上　女性）

坂道が多く道も狭い。高齢者には住みにくい街だと思います。交通の便も悪い。高齢者向けの事業をいろい
ろとやってくれていると思いますが、その前に暮らしつづけたいと思える街づくりをしてほしい。
（60代　女性）

・ わくわく号の通勤定期制度がないので、交通手段の申請対象外になってしまうので、利用しない方もいるそ
うです。検討してほしいです。わくわく号の本数が少ない。４時間バスがない時間があり、不便で利用でき
ないです。免許証返納をするときに、交通手段がないから免許証返納をためらっている人がいるのではない
でしょうか。私もその時がきたら、ためらってしまうかもしれません。わくわく号の維持は大変だと思いま
すが、市民の足となるバスとして利便性などを考えて維持をお願いします。（50代　女性）

・ 市内循環バスの「わくわく号」、朝・夕本数をもっと増やすようにしてほしい。（70歳以上　男性）

・

・

1 0.4無回答

不満 11 4.5

わからない 43 17.7

123 50.6

21 8.6

どちらかといえば満足

どちらかといえば不満

回答内容 回答件数 構成比（％）

満足 44 18.1

わからない 29 11.9

無回答 2 0.8

32 13.2どちらかといえば不満

不満 17 7.0

構成比（％）

どちらかといえば満足

満足 41 16.9

122 50.2

問31

問30

回答内容 回答件数
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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。

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、『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。

2 0.8

満足 32

無回答 2 0.8

不満 10 4.1

わからない 98 40.3

満足 21 8.6

94 38.7

18 7.4

どちらかといえば満足

どちらかといえば不満

無回答 1 0.4

問36

回答内容 回答件数 構成比（％）

不満 6 2.5

わからない 77 31.7

満足 30 12.3

110 45.3

19 7.8

どちらかといえば満足

どちらかといえば不満

無回答 1 0.4

問35

回答内容 回答件数 構成比（％）

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。

不満 14 5.8

わからない 65 26.7

満足 26 10.7

105 43.2

32 13.2

どちらかといえば満足

どちらかといえば不満

無回答 2 0.8

問34

回答内容 回答件数 構成比（％）

不満 9 3.7

わからない 68 28.0

満足 22 9.1

118 48.6

24 9.9

どちらかといえば満足

どちらかといえば不満

回答内容 回答件数 構成比（％）

不満 13 5.3

わからない 48 19.8

無回答

13.2

121 49.8

27 11.1

どちらかといえば満足

どちらかといえば不満

問32

回答内容 回答件数 構成比（％）

問33
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他の市町村と比較して意識があると思います。ただ、まだ未熟な感じがしています。朝霞市として活動目
標・着地点・工程など、明確でなく良いことも感じられない。（70歳以上　男性）

朝霞の森の面積の拡充を希望します。（40代　男性）

活動が地味で、自宅→駅→会社のルートしか通らない人たちの導線に、さまざまな施設や施策、活動、自然
の環境も乗っかってこない。現在、自宅から徒歩かバスで駅に行き会社に行く人たちが、それらの施設、環
境を体験できるような街づくりになっているのでしょうか？自然が体験できる都市にするなら、東上線、武
蔵野線の駅間に駅を新設して徒歩で帰れる街に変えるなど、プランを提示してほしい。（50代男性）

青葉台公園など、常に掃除をしてくださる方の存在に感謝しております。市民一人一人が、自分のごみは持
ち帰る。当たり前はないことに気づけるようになると良いかと思います。（50代　女性）

・

・

コロナ禍で難しいところもあるかと思いますが、問３６をより推進していただけると町に愛着が湧きます。
（40代　女性）

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

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。

「自然・環境に恵まれたまち」（問30～37）について、御意見などがございましたら、記入してく
ださい。

無回答 2 0.8

問38

・

・

・

不満 7 2.9

わからない 42 17.3

満足 48 19.8

121 49.8

23 9.5

どちらかといえば満足

どちらかといえば不満

問37

回答内容 回答件数 構成比（％）

城山公園は川沿いで自然豊かで歴史もありとても素敵な場所ですが、少し閉鎖的な印象があり近寄りがたい
です。駐車場を含めもう少しオープンで明るい場所であったら嬉しいです。（30代　女性）

朝霞市は坂が多い町です。道もなかなか難しいです。市外から引っ越ししてきた人にも参考になるような
（これから引越そうかなと思っている人にも参考になるような）地形がわかるジオラマが市役所にあるとい
いなと思います。（50代　女性）

彩夏祭の会場周辺は、きれいになってます。その他の所も整備をお願いします。（50代　女性）

何をしているのか分からない。もっと象徴的こと（朝霞市も魅力と世間に認められる）について集中投資す
べきでは。（70歳以上）

彩夏祭は、とても良く楽しみにしています。（50代　女性）

自然は素晴らしいと思いますが、欲を言えばもう少し河川敷が広ければと思います。何か工夫すればもう少
し活用できるのではと思います。（50代　男性）

たまに散歩をすることがありますが、特に不満はありません。環境も個人的には良い環境だと思います。維
持・管理をなされている方に感謝です。（40代　男性）

朝霞駅だけでなく、朝霞台駅周辺にも力をいれてもらいたい。（30代　女性）

黒目川は、朝霞市が誇れる素晴らしいエリアだと思います。手入れもよくされていると思いますし、桜の時
期の手作り灯篭もユニークでいいと思います。（50代　女性）

身近に緑が多いことは、暮らしていてとても感じます。朝霞の森やシンボルロードは子どもと一緒によく散
歩や自転車の練習に出かけてきます。小さな公園にも緑があり、手入れも出来ていてとても気に入っていま
す。（40代　女性）

電線を地下に移設してほしい。市内全域を地下電線にするのは莫大な費用とかなりの年月が必要だと思う
が、まずはシンボルロードから手掛けてほしい。せっかくきれいに広く整備したので、あとは電線・電柱を
移設できればより一層景観もよくいなるととても思う。（30代　女性）

歴史が豊富な街ではないが、大切にしていることが目に見える。自然が多く残る街にも愛着があり、これか
らも積極的に活動していってもらいたい。（60代　男性）
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・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

ごみの排出ルールがきめ細かく分けられて、分別に基づき排出していますが、中には分別ルールを守らず排
出しているのを見かけます。特にプラスチックや不燃ごみです。市民が排出したごみはどのようなプロセス
で焼却、リサイクルされているのか、市民が排出したら終わりではなく、排出したその先がどのようなプロ
セスになって、何にリサイクルされているのか見える化して公開していただきたいです。そのような見える
化を通じてごみ分別の啓発をいただき、欧米のような循環型社会、徳島県上勝町のようにあらゆるものが資
源としてリサイクル、リユースされるような市を目指していただけたらぜひ参加したいです。また、可燃ご
みの削減に、長野県で注力して取り組んでいるコンポストも行ってほしいです。朝霞市はにんじんが特産な
ので、市民から回収したコンポストを追肥にして育てたにんじんができるなら、ふるさと納税の返礼品にし
たり、維持可能な取組のシティ・プロモーションにもつながるのではないかと思います。（40代　女性）

荒川方面は、自然も多く、やり方次第ではもっと活用できるのではないでしょうか。せっかくの自然があり
ますから開拓を進めて有効活用した方がよろしいかと思っています。（50代　男性）

黒目川の桜をもっと整備すること。（30代　男性）

だんだん畑や空き地がマンションなどになり、自然や緑が減りつつあると感じています。植栽や手入れなど
はもっと積極的に市民を巻き込んでもいいと思います。（40代　女性）

自然を残すための開発推進、河川及びその周辺の整備、自然活用による保全など。（50代　男性）

現在行われていることの評価だけではなく、行っていないことへの提案が書きやすい方が良い。
（40代　女性）

景観はなかなか良いと思うので、専門家の意見を参考にしたりしてうまく保存して将来世代に継承したい。
（50代　女性）

アメリカ軍跡地を早く緑あふれる市民公園として整備してもらいたいです。これは絶対に朝霞のブランドを
高め、更なる人口流入につながると思います。（40代　男性）

駅前や道路わき、公民館の花壇は荒れ放題であるし、公園も少ない。景観に関しては、市民の意識は低いよ
うに思う。脱酸素社会を目指す中、緑化は大切なキーワードであるので学習で取り入れたり、実際に植物を
増やし大切にする整備をしてほしい。放置された農地もきちんと管理いただきたい。何も作られない農地は
土埃を飛ばすだけ、何の意味があるのか？（40代　女性）

道路の植栽がいつも枯れているのが目につく。（70歳以上　女性）

黒目川を散策して感じるのは、もっと自然を活かした利用方法を検討していければと思う。（40代　男性）

キレイに整備されるのは、市役所のある朝霞駅方面ばかり。朝霞台、北朝霞方面は後回し。（40代　女性）

シンボルロードばかり維持管理するのではなく、全ての道に目を向けてほしい。都市公園も全面禁煙にすべ
きであるのはもちろんのこと、そのことをもっと分かりやすく表示し、啓発してほしい。景観計画とある
が、朝霞市は、景観条例はないのでしょうか？まずは、景観条例をつくることがはじめではないだろうか。
不法投棄監視というのは、いつどこで行われているのだろうか？（見たことがないもんで）
美化ポスターを募集することが、どのようにきれいなまちづくりに結びつくのか、ちょっと考えれば分かる
だろう。はっきり言って無駄である。
博物館について、博物館法では、博物館は無料が原則であるが、博物館教育論から言えば、有料とした方が
教育効果は高いことが分かっている。このことについて、博物館はどのように考えているのだろうか？ま
た、博物館で古文講座を開いているが、あの講座は、講師とその取り巻きの人たちのための講座である。そ
のために、嫌になって一回でやめてしまった。もう少し、開催と受講者の人選にあたって。気を遣うべきで
ある。市民まつり「彩夏祭」は、はじめの頃は楽しみにしていたが、今では、不良のたまり場のようになっ
ており、近づかないようにしている。「彩夏祭」反対派がいることも、知ってほしい。と同時に、オリン
ピック・パラリンピックについても、開催反対派には何の配慮もなく、毎日イライラしていた。本当に迷惑
な日々であった。まず、オリンピックとパラリンピックを別々に開催していること自体が差別であるという
ことに気づいている市の職員がどれだけいるのか、数字に示してほしい。もし、そのような職員がいるので
あれば、あのようなイベント開催や頻繁なメールの発信はできなかったはずである。皆がひとつの目標に向
かって走っている姿は異常であった。猛省を請う。（50代　男性）

可燃、不燃ごみの分別を無くすように焼却炉を改善してほしい。都区内では実施されている。
（60代　男性）

朝霞台の駅を利用しています。ロータリーには、季節あふれるお花がいつも植えてあり、心が嬉しくなりま
す。自然、環境にも力を入れていること、ますます住みやすい町づくりですね。（60代　女性）

ゴッホ展は良かった。（40代　男性）

もっと参加しやすくなればいいなと思います。（40代　女性）

自然・環境については、朝霞市は恵まれており、それを大切にしようという取組は良いと思います。
（50代　男性）

黒目川があるので、広さがそこまでないのでグランドとかはできないですが、河川敷に何かあればいいなと
思います。河川敷でバーベキューをしているのは邪魔ですね。（50代　男性）
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自然に恵まれているとは全く思えない。（60代　男性）

今後、高齢化していく中で、高齢者がより社会の担い手になれるように、活躍の場を考えていってほしい。
（40代　女性）

・

リサイクル品、家具などの取組はとても良いと思います。ですがもう一歩何か改善が必要かと思います。
※人として思いやりある対応でしょうか。（70歳以上　女性）

とても朝霞市が自然・環境に恵まれているとは思いません。昔に比べるとどんどんコンクリート化している
と思います。（50代　男性）

・

・

・

・

商業地域区を撤廃すべき。ここも余裕をもった緑地との共生にすることで、本当の住み良い街になる。これ
以上の高層建物は、今後防災面でも大きな問題となる。防災能力は既に能力を超え、対応はできない状態で
はないですか？（50代　男性）

・

・

・

黒目川周辺などこの数十年で大変きれいになったと思う。リサイクルプラザのショップについては、出品
数、種類に制限があり使いにくい。（50代　女性）

現在の市の取組の方向で良いと思います。（70歳以上　男性）

シンボルロードは丁寧に管理していただいていると思います。イルミネーションは期間が長すぎると思いま
すが、ＳＤＧｓに貢献しているオブジェはとても良かったです。（40代　男性）

・

・

・

問11、17、29と同様、利用していないので答えづらい。問３７に関し「彩夏祭」が盛り上がることはいい
が、マイクパフォーマンスが下品だったり、見た目に品性を感じないケースがあったりと、参加者のマナー
向上をお願いしたい。（40代　男性）

認識を新たにしました。（70歳以上　男性）

・

・

・

・ 公園などに関しては、緑が多くとても良く整備をされていると思います。大きな公園ばかりではなく、昔か
らある小さな公園にも目を向けてほしいです。駅前やオリンピックのための道路や公園ばかり整備されてい
るように感じます。（60代　女性）

・

シンボルロード沿いの広い土地にあさかセントラルパークを実現してください！！（50代　男性）

こんなときだから、自然を利用できる環境づくりが必要と思います。史跡や旧高橋家住宅など城山ももった
いない。（70歳以上　女性）

・

・

自然な森を残せないか。米軍基地跡など。整備しすぎると自然はなくなる。（60代　女性）

急激な人口増加で自然、伝統、歴史が失われつつある中で頑張っているように思える。自然、環境を守るこ
とは大事であり、手を抜くとすぐに失われるものなので、地道な努力が大事だと思う。（70歳以上　男性）

数少ない自然・環境の維持・保全には市全体で取り組む必要があると感じています。それには市民も喜んで
参加できるような企画推進をすべきと感じています。反省を踏まえて現在の実施と推進はこうなっています
のでよろしく！この姿勢が大切と思います。市民も気持ち良く参加できると感じます。（70歳以上　男性）

・

コロナが一段落して彩夏祭ができたときには、花火のときに競技場のスタンドにコロナ対応した人々を招待
して上げて、皆で感謝を表すためのイベントを考えてはどうかと思います。対象者に是非、自衛隊、救急
隊、保健所関係も医療従事者と共に入れてほしい。（70歳以上　男性）

公道脇にある草木が伸び放題になっている所も多々あり、持続して手入れされていないと思います。オリン
ピックが終わったらそれっきりということでは残念です。定期的に手入れし続けてほしいです。
（40代　女性）

祭りなどの実施は素晴らしいと思います。（60代　女性）

・

・

・

・

・

・

A3５：これまでの朝霞のあゆみには興味がない。それよりも未来のことを考えてほしい。（10代　女性）

「緑の整備」が朝霞が中心となっている。北朝霞周辺の整備に遅れが目立つ。（70歳以上　女性）

朝霞は適度に自然があり、また図書館などの施設も充実。道路整備などとても暮らしやすい所だと思う。
シェアサイクル、シンボルロード、年末のイルミネーションなど、毎年新しいことを実施しており話題性に
富んでいる。（60代　女性）

問３２（どちらかといえば不満）道路の植栽、枝の剪定をもっとしてもらいたい。特に１号線の７本のケヤ
キの枝。問３６（不満）柊塚古墳の木が古墳を破壊しつつある。木の剪定を進めてほしい。木の根が古墳を
破壊しつつあり、木の剪定が必要です。是非実際に古墳を見てください。木が多すぎ、古墳が良く見えない
です。（70歳以上　男性）

どの取組もとても良いと思います。これからも継続をお願いします。（70歳以上　男性）

彩夏祭は朝霞市を代表する大きなイベントになっています。これからもまちの活性化を図るために開催して
いくことを希望します。（60代　女性）
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自然を壊す計画が提出されても認可を厳しくしてください。（70歳以上　男性）

リサイクルショップの買取り条件が厳しすぎる。（40代　女性）

・

・

シンボルロード以外きれいではない。もっと町全体で調和を取るべき。（40代　男性）

・

シェアサイクルがたくさん置いてあり便利だと思います。緑の空間はこれからも大切に守ってほしいです。
（70歳以上　女性）

柊塚古墳、伸銅の水車、岡にある湧水など行かせていただいたが、どれも中途半端で関心するものではな
い。ひとつでもいいが誇れるものを。黒目川は昔に比べてきれいになったことは嬉しい。（60代　女性）

例えば「溝沼獅子舞」が知りたいと思ったとき、博物館で映像やコンパクトな資料など、研究されているの
でしょうか？（60代　女性）

・

・

・

・ 田島緑地は、いつ行ってもごみ一つなくきれいです。草むしりなど手入れをして下さっている方々が多く、
ありがたいです。（40代　女性）

・

問39

回答内容 回答件数 構成比（％）

良い 44 18.1

やや良い 39 16.0

普通 104 42.8

やや悪い 41 16.9

悪い 11 4.5

無回答 4 1.6

朝霞駅周辺だけどんどん自然・環境に恵まれたまちになっていって、朝霞台駅周辺はその取組の様子がほと
んど見られません。（30代　男性）

〇今回のアンケート全般についてお答えください。

今回のアンケートについて、質問方法・内容はいかがでしたか。

・ 自然などは目にすることもあり、いろいろな取組がされていて、子どもたちが生き生きと遊んでいる姿を見
ますと心が和みます。（70歳以上　女性）

・ 朝霞は自然が多く、いい環境だと思います。自然と触れ合える機会や体験があるといいのかと思います。彩
夏祭がないので仕方がないと思いますが、変わった形でできるといいのかなと思います。（40代　女性）

日々の生活に使いやすく整備され、利用する人が増えれば保全活用、創出の取組を意識する人も増えると思
う。黒目川の遊歩道は特にそう思う。（40代　男性）

朝霞駅周辺はとてもきれいになりました。黒目川沿いももっと整備したら、散歩、ジョギングコースにも
なって良いと思う。（ＴＭＧ）病院もできたし、人の流れが多くなっていると思うので、桜の季節以外にも
観光に力を入れてみたらどうでしょうか。（60代　女性）

・ ①黒目川沿いの自然は素晴らしいと思います。
②コロナで中止していますが、清掃にも多くの市民の方が参加しています。（60代　男性）

・ 自然との調和、景観を大切にすることは良いですね。道路はそれだけでなく歩行者、自動車両者が安全、安
心が一番ですね。（50代　女性）

・ 自然・環境には恵まれているまちとは感じますが、芸術・文化などの魅力をもう少しＰＲされた方が良いの
ではないかと思います。（70歳以上　女性）

・ 山ぶどうの木やつる状の木、草などが大きくなり、また伸びてしまいそのままになっているのを見かけま
す。個人ではどうにもならない状態のもあります。水路の脇に竹が侵食しているので気になってしまいま
す。自然だからでは済まされないこともあると思います。人の多い所の環境整備はされているような気がし
ます。（50代　女性）

・

・ きれいなまちづくり運動は、ご近所のコミュニケーションと「きれいにしよう」という意識ができるので、
とても良いと思います。お祭りもいいのですが、朝霞の歴史、自然を守っていくために、環境問題も合わせ
て私自身もお手伝いできるような仕組みができたらいいなと思います。（50代　女性）

・ 東口のイルミネーション…近くまで行って見る、通りながら見るという場での設定であれば良いが、遠目か
ら見るのではよく見れないので残念。また、木に白布巻きつけで雪・雨の汚れで残念。木に電球巻きつけ、
布が網目であったら昼は花のように、夜はキラキラ輝いた木に遠目からも見れて良かったなあと。が、選ば
れたものですものね。（感想です。）（60代　女性）

・
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・ 質問に対する説明が大まかで少々答えづらいというのが率直な意見です。一つのグループに対して、もう少
し事柄を減らしていただいた方が意見を述べやすいです。（30代　女性）

漠然としすぎて答えづらい。（40代　女性）

大型スーパーなどの誘致をお願いします。和光市、志木市など駅近くに商業施設があり利便性があると思
う。特に朝霞駅前の商業施設にはがっかりします。（60代　男性）

・ 当たり前はないこと、維持している人がいることを忘れない。お互いを認め合う社会ができると良いです
が。（50代　女性）

木々を大切に、水辺のある街。将来を見据えたエネルギー政策（電力化？）（70歳以上　男性）

関心のある分野と、分からないのとあるため、難しい。得意なことにもっと細かく書きたい。
（50代　女性）

・ 朝霞のおいしい野菜と特産物、銘菓が買える道の駅がほしいです。（30代　女性）

私が何も知らないのですが、そもそもの設問が取組を知っている前提での問いですので、知らない場合評価
ができませんでした。（50代　男性）

・

・

質問が抽象的で分からないことが多い。（70歳以上　男性）

質問の下に、主要な取組事例の記載があり分かりやすかったです。（60代　女性）

何を聞いて、何をしたいのか分からない。本来、市政アンケートは、今後の市政の方向性をアンケート側が
先にプランA、プランBなどいくつかのプランをイメージしてから聞くべきだが、何もイメージがなくて、バ
ラバラとしたアンケートの結果をもとに、それからの市政イメージを作ろうとしているように感じる。記入
してくださエリアに文字入力していると、右側にどんどん移動して、入力した内容が見にくい。レイアウト
を直してほしい。（50代　男性）

・

・

・

道路、自然、歴史など目に見える活動は、評価しやすい。しかし、子ども・高齢者・障害者などへの活動が
見えにくい。そうした「人」への活動をいかに「見える化」するのかが難しいところです。実際の活動とそ
の分析を具体的に示してもらいたい。そうすると、そこに参加するフォロワーも増えていくのではないだろ
うか。（60代　男性）

話が飛び過ぎて、アンケートとして何が確認されたいのかよく分からない。表面的な話だけの意見になりま
せんか？（40代　女性）

もう少し池袋に近い立地を行かせないか。北朝霞を再開発できればもっと魅力的な街になると思います。
（50代　男性）

前述いたしましたが、もう少し、取組に対し必要性を感じる方に耳を傾けても良いと思います。限度はある
と思いますが、少しずつ、行っても良いと思います。（40代　男性）

・

日頃実感できていない分野の質問が多く、「わからない」連発の結果になりました。例えば、「市では本年
度～～～の取組を行いましたがどう思いますか？」または、市でここ数年で行ってきた取組や、それによる
変化、または、市は他市と比べてこれだけ優れている、などをまとめていただいての今回の質問でしたら全
回答できるかもしれません。（50代　女性）

・

・

・

コロナ禍で彩夏祭や他のイベントも中止になりとても残念です。最近は開催されていない行事が多いので
「わからない」の回答が多くなってしまいました。（40代　女性）

一つ一つが完結した質問で分かりやすいと思います。スマートフォン入力をしましたが、面倒とは思いませ
んでした。（50代　男性）

身近に感じないテーマだった。（30代　男性）

・

・

・

・

・

・

・

・

「主な取組内容」の記載があったので、とても分かりやすかったです。（40代　女性）

問40

回答内容 回答件数 構成比（％）

良い 49 20.2

10.3

悪い 7 2.9

やや良い 42 17.3

普通 115 47.3

今回のアンケートについて、レイアウト・構成などはいかがでしたか。

その他、今回のアンケートについてご意見・ご感想がございましたらご記入ください。

無回答 5 2.1

問41

やや悪い 25

 



 

31

・ 接点が少なく答えられない問いが多かった。（70歳以上　男性）

・ 取組について認識ないものがほとんどだった。もっとアピールが必要では？市民にとって有用な情報をメー
ルで配信したり市報でアピールしてほしい。市報のトップページで「市民の皆さんに大切な情報を搭載して
います」と記載があれば読む方も多くなると思います。（10代　女性）

・ 私は今後も朝霞で住み続けたい。感謝！（70歳以上　女性）

・ 主な取組内容が具体的に例示され、理解しやすかった。（70歳以上　女性）

・ ざっくりすぎて回答しにくいです。（40代　女性）

・ アンケートの内容が広く、市の活動を詳しく知っている人でなければ評価できない項目が多かった印象で
す。（50代　男性）

・ 街が発展すれば良いと思います。まずは北朝霞と朝霞台の駅前を開発すればもっと良い街になると思いま
す。（50代　男性）

・ 知らない取組がたくさんあると感じました。（50代　女性）

・ 朝霞市の取組内容が具体的に分かり、とても回答しやすかったです。朝霞市の努力が伝わって参ります。ア
ンケートに協力させていただけること、ありがとうございます。（60代　女性）

・ 身近に感じられることが少なく「わからない」が多く申し訳ございません。（50代　男性）

・ いざ回答してみると、不満に感じてるものだらけで、市政に不安を感じた。（40代　女性）

・ 今回のアンケートは、「市ではこんなことをやっているのです。皆さん知っていますか？」的なものであ
り、非常に不満である。また、今回のアンケートに限らず、アンケート回答後には、その内容をメールで回
答者宛に送って、確認できるようにするべきである。（50代　男性）

・ ほとんどの質問について、分からないことばかりで、申し訳なく思いました。コロナ禍で、仕事と日々の買
い物以外はほとんど外出せずで、外に目を向けることがなくなっていました。（50代　女性）

・ 質問文が重複していて煩雑です。まとめてではなく一問ずつの方が記入しやすいと私は思います。以下の構
成はいかがでしょうか。（40代　女性）
（１）Aのこと
　　　意見欄
（２）Ｂのこと
　　　意見欄

・ 市政サービスをほとんど受けていないことを今回のアンケートでつくづく感じました。提供するだけで満足
せず、利用率の検証などから改善を図るPDCAをぜひ実施いただきたいです。子どもや老人のいない家庭に
とって回答不能な設問を一律に投げかけるのは、非常に配慮が足りない上、意味がないと思います。厳しい
ことを言うようですが、時間をかけて回答しているのにこのアンケートが本当に役に立つのか、ただおざな
りで実施されていないだろうかと思ってしまいました。（40代　女性）

・ 仕方ないことかもしれないが、項目が多すぎる。選択項目に「どちらともいえない」があれば良かった。
「わからない」とは意味が違うと思うので。（50代　男性）

・ 質問事項が抽象的で回答に困った。「～取り組んでいます。」と言われてもそれがどのくらいの予算でどの
程度の効果が表れているのか判断できない。（60代）

・ 自身に関わりのない問題が多く、「わからない」の回答が多く申し訳けなく思いましたが、当事者でないと
なかなか回答できないと思うので、有効なアンケート結果が得られるのか少し不安に感じました。
（40代　男性）

・ アンケートが多過ぎと感じました。（50代　男性）

・ インターネットで回答しているので、回答用の紙は必要なし。もったいないと感じてしまいます。
（30代　女性）

・ 具体的な内容を把握していないものが多く、回答にならないものばかりだった。（30代　女性）

・ はじめて参加させていただきました。ありがとうございました。次回も下内間木住民目線で答えさせていた
だきたいと思います。よろしくお願いします。
提案：設問を半分くらいにしていただいて、年度内アンケート回数を増やしていただけると、アンケート回
答時間が短縮でき、参加しやすくなるかと思います。（50代　男性）

何となく政策があることは知っていても、実際に参加したり取り扱うことがないと実感が持てず、高い満足
度という回答をしにくいと感じました。実際に健康診断などやってみるとやって良かった、もっとこうして
ほしいと具体的に何か言えることはあります。（40代　女性）

知らない取組もあったので、個々に詳しい説明やリンクがあると有り難いです。自由記入欄、文章が欄内に
収まるようなフォーマットにしてください。（40代　女性）

・

・
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・

・ 満足度を聞くのであれば、利用したことがある人を対象とした方がいいと感じる。また利用したことがない
のであれば、なぜなのかと理由を聞くなどした方がいいと感じる。（どのようにしたら利用につながるのか
が見えてくる気がする。市として「やれることはやっています。でも利用されていません。」というような
ことだとしたら、せっかくの労力がムダになり、必要としている人に届かないのであれば意味がないと思
う。）※特に工事関連の設問の満足度は答えづらい。（40代　男性）

・ 公助、共助、私助に基づいた考えでと感じていますが、なかなかうまく割合良くマッチングしてないと思い
ます。それぞれの立場で意見の出しやすい方法を探しましょう。お互いにもう少しレベルを下げた糸口から
スタートをしたらいかがでしょうか？（70歳以上　男性）

・ 写真があり分かりやすかったのですが、それぞれの項目について関わることがなくて内情が良く分からず、
判断・評価ができませんでした。関わっていらっしゃる方、市のスタッフの皆様はそれぞれご苦労されてい
ることと存じます。多岐にわたりアンケートをとり、市民の声を市政に生かしていただけると、少しずつ住
みやすい市になっていくのではと思います。（70歳以上　女性）

・ 今回の内容には合っていないかもしれませんが、シンボルロードにて開催されるイベントは（マルシェな
ど）、皆さん楽しそうに過ごされており心が和む感じがします。逆に、彩夏祭の花火は目玉かもしれません
が、その時ばかりの税金の使い方で、費用対効果が余り良くないように思います。苦労して納めている税金
が１時間であっという間に使われてしまうと思うと、働く気が下がります。（50代　女性）

とても良い構成のアンケートでした。（70歳以上　男性）

・ 朝霞を皆が住みやすい街にするには、若い世代にばかり目を向けず、道路も裏の道路も見てほしいし、もっ
と目立たないところを見てほしいです。学校のことも良いところばかり言っているけど、何か違う気がする
のは私だけでしょうか？暮らし続けたい街を目指すのなら、原点を時々皆さんで話し合い、現場を見て直す
ところは正した方が良いのではないでしょうか。（何か全て中途半端な感じです。）（60代　女性）

・ 今回の４テーマは関連が強く、構成・取上げ方が良くできていた。全てが良い方向なら人口は増加するが、
狭い土地で適正人口がどのくらいか不明なので、手探りの市の運営が必要なのだろう。それにしてはマン
ション・住宅建設のピッチが早過ぎるのではないだろうか。これからがより大変だと思う。
（70歳以上　男性）

・ 以前も同じようなアンケートが実施されたと思いますが、きちんと生かされているのでしょうか。アンケー
トの結果を今後の朝霞市の「まちづくり」に少しでも生かしていただきたいです。（40代　女性）

・ ご苦労様です。早くコロナがなくなると良いですね！（60代　女性）

・ 朝霞は一言でいうと、一番は安心して生活ができるということだと思います。いろいろと考えて下さり、あ
りがとうございます。（60代　女性）

・ 市内の婦人科で女性の先生がいないのは残念です。市役所の力でどうにかならないものですか？他は産婦人
科なので妊婦さんがメインなので、おばさんは受診しづらく感じるので、大変困ります。どうにかしてくだ
さい。切実です。よろしくお願いします。（50代）

・ コロナ禍ということもあり、使えない施設やサービスもある中（祭りの中止など）、例年と変わらないアン
ケート内容でしたので答えに困りました。（50代　女性）

・ 余り意欲を感じないアンケートに思えて、どのような回答がほしくてどう生かしていきたいのかが、余り伝
わらなったような気がします。（50代　女性）

・ 最良のアンケートです。市の行政に生かしてください。（70歳以上　男性）

・ 設問ごとに意見・感想を記入できる書式にしてほしい。書きたいことはたくさんあるが、問30～37などま
とめると記入しにくいです。アンケートは何度も回答しているが、意見が反映されていないように思いま
す。（60代　女性）

・ 教育や高齢者関係、現在余り関わりないところはよく分からず、適切な回答にならなかった。
（50代　女性）

・ 年齢的に直面していない（これから先のこと・過去のこと）ことが多く、「わからない」と答えるしかない
ものが多かった。幅広い年齢でアンケートをとっているのだろうが、答えにくい、分からないことが多かっ
た。（50代　女性）

・ 現在の「コロナ」の状況では、町内会活動他が制約を受けてできていません。同様なことが大震災が起きて
もあると思います。ではどうするか、考えられるケースごとに対策（市・県の）を考え、市民に周知すべき
と思います。（70歳以上　男性）

・ いろいろな取組について書いて下さいましたが、本当に取り組んでいるのか見えません。結果が出なくて
も、もう少し取り組んでいることが分かればと思います。（40代　女性）

・ シェアサイクルの台数をもっと増やしてほしいです。（50代　男性）

・ 子育てや中小企業などの支援など、関わりのない内容には答えられませんでした。視野が狭くて申し訳ござ
いません。（70歳以上　女性）
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・ 朝霞市は子どもも増えていて住みやすさはあるが、それは市内ではなく、和光・新座と隣接して生活しやす
いと思う。ふるさと納税にしても「これ」というものを作り出されると豊かになると思うので、自分なりに
考えていきたい。（60代　女性）

・ 質問が簡潔で写真もついていて分かりやすいと思いました。（70歳以上　女性）

文化財の保護など日常的に接する機会が少ないので、もう少し具体的活動内容の写真説明があると判断しや
すいと思います。（60代　男性）

・ 質問のテーマが明確で分かりやすかったが、満足・不満・わからないでの回答でどれだけ回答者の意向をく
み取ることができるのか疑問。皆さん一生懸命回答されているので、その声が反映されるように市も動くべ
きだと思う。（例えば、回答の意見に対する市の考えを担当者が回答するとか。）（40代　女性）

・ 高齢者（75歳以上）になると記憶が薄れます。思い出すのは昔のことが多いです。（70歳以上　男性）

・ 朝霞台駅のエレベーター早急に！（70歳以上　男性）

アンケートについてかなり単純化され、誰でも理解・回答できるように工夫されているように思われます。
このようなアンケートによって、市の計画やどのように変化されている住みやすい街を考えられてること
が、有り難く感じることができます。やはり、知らされるということは、自分たちも住みやすい街にと前向
きに、深く、暮らしつづけて良かったと思えるようになりました。（70歳以上　女性）

・ 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？と問われましても、直接に必要とされていないも
のが多く、答えにくい、分からないことが多くありました。（70歳以上　女性）

・ 写真も載っていて具体的な例もあったので分かりやすかった。（40代　女性）

・ 質問が抽象的。市が取り組んでいることをもっと伝わるように市民に伝えるべき。（40代　男性）

・ 市がいろいろな取組をしているのを知ることができるが、一般市民は市の取組をほとんど知らないと思う。
市役所の人でさえ、このアンケートすべてを知っている人がいるのか疑問です。その低い周知を図るために
もアンケートは必要だから実施するのでしょうが、どうしたら良い取組ができるのかなど善処方法もなく意
味があるのでしょうか。（50代　女性）

・

・ コロナなどで、今はほとんどの人が多方面で困っている状況です。ローンを組んでいる年金暮らしの独身女
性で、月々の支払いで困っている友人がいます。市役所で生活福祉資金貸付制度があることをネットで調べ
て伝えてみました。今回は私が借用書を引換えにお金を少し貸しました。知らないことで、救える命を落と
すこともあるので、市役所に用事で伺ったときに、何かお困りの件はありませんか？と声掛けをしていただ
けると有り難いと思います。（60代　女性）

・ 通勤時間帯（朝・夕）の市内循環バス「わくわく号」の増発を検討していただきたいです。私の利用してい
る路線は平日19時台が１本しかなく、とても不便に感じています。（50代　女性）

・ 朝霞駅周辺はとてもきれいになりました。でも道路や街灯、黒目川辺りの整備…。不満、不便を感じている
人は多いと思います。バスの便も悪い。朝霞行きは今でも少ないと思う。志木や朝霞台行きももっと欲し
い。もっとこの辺をアンケートにしてほしい。暮らしたい、住みたいと思うのは、駅から遠い住人にとって
一番は交通の便だと思うから。（60代　女性）

・ 各テーマごとの意見記入欄は良かったと思います。（60代　男性）

・

 

 



1 

 

令和３年度ホームページアンケート結果 

【アンケート期間】 

 令和４年２月９日（水）～２月２４日（木） 

 

【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…１７１件 

 

Q-1：性別（単位：人） 

 

 

 

Q-2：年齢（単位：人） 

 

 

資料１－９ 
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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 

５０代  女 膝折町  早朝から警察の方がバイクで数人移動していくのを見て、これ

ならドライバーも歩行者も無茶なことをしないだろうと安心しま

す。 

４０代  男    本町   本町 2丁目付近は安心で、安全な街だと感じています。 

しかし、二本松通りなど、歩道がない部分は「怖いな」「危険だ

な」と感じます。 

４０代  男    膝折町  生活している中で特に困ったことないので 

危険とか感じた事は無い、 

３０代  女 本町   ワクチンに関する周知が迅速、細やかで安心できた。 

５０代  女 本町   駅前から城山通りまでの道を、車と人と自転車と住み分けする

など、もう少し整備してほしいです。 

シンボルロードでも、自転車の運転に危険を感じることがあり

ます。 

市内の自転車は、左側通行を徹底するよう、地面のペイントも

徹底してほしいです。 
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６０代  女 本町   ごくまれに深夜のバイク音等ありますが、基本的には落ち着い

て穏やかな良い街だと感じています。 

一つ気になるのは、駅から市役所を通るバス通りが狭くて歩道

もなく危険なので、検討していただけないでしょうか。 

 

昨年、母が腰椎骨折で突然一時寝たきりになりましたが、市か

ら送られた「みんなのあんしん介護保険」の冊子のおかげで、

すぐに市役所に相談に行き、車いすをお借りたり地域包括セン

ターをご紹介いただき、すっかりお世話になりました。 

朝霞市に引越ししてきたばかりで不安でしたが、皆様のおかげ

で、入退院を含めその後のケアも順調です。あの冊子がなけ

れば途方に暮れていたと思います。わかりやすく頼りになる冊

子をお送りいただいたことに感謝しております。 

５０代  男    膝折町  緑ある自然と調和した風景 

５０代  男    三原   新型コロナの対応も早く、危機管理は充実している。 

また高校、大学などの入学支援融資もある。 

４０代  男    本町   横断歩道で止まらない車・車道の右側を走行する自転車など、

さまざまな立場で危ないことがよく見受けられるので、関係者

に一層の啓発に努めていただきたいと思うのと同時に、市民

側の意識が変わらないといけないと感じる。 

３０代  女 栄町   市内を歩いたり車で運転したりしていて、「危ないな」と感じた

所に、いつのまにかポールが立っていたり、横断旗が設置され

ていたりするのを見ます。 

子を持つ親としてはこういう細かな事が大変ありがたいです。 

ありがとうございます。 

 

どちらかといえば満足 

４０代  男    根岸台  深夜になると国道から暴走族の音がうるさいので、解消してほ

しい。 

４０代  女 本町   公園がたくさんある。車の通りがあまり激しくない場所に住んで

いるので子供が道路で遊んでいてもそれほど危なくはない。 

６０代  男    膝折町  市道の拡幅できない狭い場所は、一方通行化での安全確保

策もある事を市民の方々にご説明頂きたい。信号の無い横断

歩道での道交法 38条の遵守を更に推進頂きたい。 

２０代  男    膝折町  歩きタバコが気になる。 
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５０代  女 岡    道路の陥没穴など小さなことをどこに連絡すればよいかわから

ない。 

長年、ゴミの網が破れており、カラスが生ごみを散乱させるの

で不衛生だが、網は直接市役所に持ってこいと言われ仕事が

あるので出来ない。 

希望を伝えたら、収集車にて新しい網を交換して欲しい。 

５０代  男    栄町   平素の防犯・災害等に関する取組については評価できる。 

緊急事態等における行政の反応はまだまだ改善の余地があ

るものと認識している。 

例えば、新型コロナのワクチン接種について、担当部署はしっ

かりやってはいると思うが、接種率や前倒しに対する反応が遅

すぎると感じる。 

政府が悪いというだけでなく、政府の動きは遅いことを前提

に、決まったら即反応できるような仕組みにすることが重要。 

２回目から８ケ月が、７ケ月になり、可能な限り早くという事で６

ケ月も可能となっている状況で、反応が遅い。 

役所の公務員は責任をとれる問題ではないので、市長が判

断・指示する枠組みが必要。 

３０代  女 仲町   交通量が多いにもかかわらず道路が狭く、子どもと歩くのは危

険な道が多い。 

５０代  女 宮戸   最近、近くの道路にオレンジ色の細いポールが立ちましたがど

のような効果を狙ったものかわかりません。 

車道が狭くなり車同士のすれ違い時に歩行者側に迫ってくる

のが怖いです。 

４０代  女 朝志ケ丘 不審者などの情報がすぐに学校経由でメールで来るので安心

できます。 

４０代  女 本町   朝霞駅前はひらけていて店舗も比較的きれいで治安の良さを

感じるが、少し駅から離れるとシャッター街が続いており暗く、

車と歩行者の距離も近く危なく感じる。 

朝霞台駅前はゴミゴミ暗く、子供や若い女性が夜一人で歩くに

はちょっとという雰囲気がある。 

４０代  男    宮戸   自身の子供が通っている、小学校の通学路内においては、ま

だまだ歩道整備が十分とは言えない区間が多数ある。埼玉県

内の交通事故は全国的に多いのは、都心・郊外へのアクセス

などの道路事情（絶対的な交通量が多い）はあるかもしれない

が、日常生活圏内の安全対策は、市政にも引き続き目を向け

てほしい。 
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５０代  女 本町   駅前のバス通りを歩いていると、車のすれ違いが恐い、危ない

なと感じます。こういう道が安全な住みやすい環境になれば、

もっとよいな、と思う。 

４０代  女 本町   朝霞駅前付近(特にロータリー周辺の歩行者と自転車が自由

に行き来できるエリア)の自転車と歩行者のエリア分けを長年

してほしく思っています。 

色分けなどでいいと思うので是非願いします。 

３０代  女 根岸台  根岸台の馬頭観音（あさか台幼稚園付近）の五叉路につい

て、歩行者や自転車が横断歩道ではなく、馬頭観音の影から

出てくると非常に危険だと感じています。もちろん車は徐行して

通行するようにしていますが、夕方や夜間、見通しが悪い時間

帯は特に見えません。道路も狭いので車同士譲り合って通行

しようとすると、影から歩行者が通り抜けようとしてきて、急ブレ

ーキを踏みます。 

２０代  女 膝折町  私が住んでいる膝折町は、道路がガタガタな場所が多い気が

します。高齢者も多いので、整備していただきたい。また、道路

が狭い。 

３０代  女 幸町   夜歩くのはこわい。 

５０代  男    田島   黒目川流域、田島地区の洪水対策をさらに進めていただきた

い。 

具体的には、黒目川の土手のかさ増しを関係各所と連携して

検討いただきたい。 

2019年の台風の時は、黒目川の越水ぎりぎりの状況でした。 

３０代  女 幸町   子乗せ自転車を乗せるにあたり、道路が舗装されてなく、ガタ

ガタ部分があり危ない道もある。 

イルミネーションをしている通りは、自転車専用道路が広く、安

心。 

小学生の通学路にガードレールがなく、危ない道もある。 

４０代  女 本町   全体の安全・安心対策は概ね満足していますが、子供とお年

寄りが多い歩行者・自転車の通行が危ない場所はまたまだあ

ります。 

３０代  女 東弁財  さくら保育園に行く道の交差点に横断歩道か信号をつけてほし

い。 

坂を下った時に、カーブミラーがあっても車が来ているか直接

目視しづらいので、少し危険を感じる。 

４０代  男    西原   交差点歩道でのガードポールの設置はとても良いと思います。 
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４０代  女 溝沼   まだ、歩道に街灯がないところに設置して下さい。 

４０代  男    岡    県道 112号線の第二小学校入口交差点付近の歩道が狭く、 

自転車の走行がしづらく、歩行もしづらく感じています。 

歩道の拡張を望みます。 

４０代  男    溝沼   歩道が途中で途切れたりするところがあり歩きづらい。 

朝霞台駅を改修、改築してバリアフリー化ホームドア設置。トイ

レを綺麗にしてランドマークになる様な駅にして欲しい。 

４０代  男    根岸台  すでに議論されていることではあると思いますが、市役所通

り、中央通りなどの歩道が狭く、車との距離が近いのが怖く感

じます。 

セットバックするためには今ある建物をどうにかしないといけな

いので、難しいことだとは思いますが…。 

３０代  女 根岸台  ここ 2年くらいでマンションやアパートが増えて、人も増えたが、 

駅から少し離れると街灯が少ないので増やしてほしい。 

 

独身者の助成や福利厚生が希薄なので、コロナで失業したり

収入が減り生活が困窮している単身世帯への助成や 30 代前

半でも国民健康保険加入者の健康診断がもっと簡単に受けら

れるようにして欲しい。 

４０代  女 朝志ケ丘 子どもの通学路の歩道橋が錆び付いていて、雨の時は滑って

危ないずっと対応して欲しいと市へお願いしているが、全く何も

ない状態 

３０代  女 本町   朝霞駅南口周辺には保育園も多くありますか、バス通りの道

が狭く、子供と手を繋ぎながら歩くには歩道も狭い。路駐の車

もみかけるので、道を横断したい時に危険を感じます。バス通

りの整備をより一層強化して欲しいです。 

５０代  女 岡    近所の外国人のマナーが悪く、心配です。 

３０代  女 宮戸   公園にゴミのポイ捨てが多すぎる。特に吸殻。 

健康増進や感染対策のために喫煙所を閉鎖するのは賛成だ

が、結果として公園などで吸われてポイ捨てされるのでは意味

が無い気がする。 

 

大きな道路の舗装は済んでいるが、浜崎の辺り(浜崎通りの道

路)は大きい車やトラックの通行量が多い割に歩道が狭すぎる

し、自転車の通る道がない。ガードレールも歪んだまま。 
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3 小の子供たちが登下校で歩いているのを見かけるが非常に

危険なのでせめて通学路だけでも歩道の確保を早急に対応し

てもらいたいと思っています。 

５０代  女 本町   電気、ガス、通信等のインフラが化石燃料や輸入に頼らずに

地域で循環できるようにならないと今後気候変動が大きくなっ

た時に住み続けることは難しくなると思います。 

取り組みを急いで欲しい。 

６０代  女 朝志ケ丘 朝霞台駅と北朝霞駅の乗り換えをもっとスムーズに出来るよう

にしてほしい。 

 

例えば、２つの駅を繋げて乗り換えは 3階の通路から出来るよ

うにするとか。 

朝のラッシュの混雑は凄いので改札に行くのも大変です。 

４０代  女 幸町   街頭の少ない場所がある。横断歩道のラインが消えている所

がある 

５０代  女 浜崎   タバコのポイ捨てやゴミが多い 

４０代  女 根岸台  横断歩道があるべきところになかったり、小学生の通学路に歩

道が無くて狭くて危ない箇所が多い。 

５０代  女 浜崎   歩道が狭く、側溝の上のガタガタしたところが歩道となっている

所があり、歩道を広くできないにせよ、せめて幼児や年配の人

などでも歩きやすいようにしてほしいです 

４０代  女 浜崎   カーブミラーや街灯を増やしてほしい。 

４０代  女 浜崎   道路が荒れているところが多々あり 

通学路の横断歩道やスクールゾーンが消えていたり 

バイクなどが道路の凹みはまって万が一点灯したら怖いと感じ

ることがあります。 

道路の凹みは、トラックなどからの荷物が落下する可能性もあ

るため一時的になら良いのですが、部分的ではすぐに凹みが

出現するため、ある程度の幅ではなく広めの範囲で改善を望

みます。 
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５０代  男    本町   歩行者が横断歩道を渡りやすいように、すべての方向の車を

赤信号にして、横断歩道をすべて青にする事を実施して欲し

い。朝霞駅南口前の交差点のみではなく、北口や、郵便局前

など。お年寄りや子供が車を気にして安心して渡れない姿をよ

く見ます。南口駅前通りの一方通行化はもうやらないのでしょ

うか。自転車道を整備（青ラインでも良いので）すれば、車・自

転車・歩行者が分離でき、もっと歩きやすくなると思います。高

齢化社会に向けてお年寄りが歩きやすい道の整備をすすめて

ください。 

３０代  男    泉水   ・宮戸橋通りから武蔵野線ガード下、朝霞台駅へと至る道は自

転車による通勤・通学者が多く、走行スピードも速い。宮戸橋

通りの歩道は狭く、歩行者、学童との接触事故のリスクは非常

に高いと感じる。特に第五小の門前、宮戸橋通りと武蔵野線ガ

ード下の道が交わる角部分は歩道が前後に比べて狭くなって

おり、見通しも悪いため自転車と歩行者の接触事故が特に発

生しやすい。ハード、ソフトの両面から直ちに対策を講じる必要

がある。 

・道路側溝蓋の危険なグラつきは補修されているケースを見る

ことができ、細かい取り組みを評価したい。 

・第五小横の道は、宮戸橋通りと二本松通りの間の抜け道とな

っており車の往来が多く危険であると感じている。第五小周辺

の安全対策として、歩道と車道間の柵・ポール設置、ハンプ設

置などの取り組みは評価したい。 

４０代  女 溝沼   交差点にあるミラーが割れていたり、曲がっていたりする時

は、どこに連絡すれば良いのか分からず、そのままにしている

所がある。 

大雨の時に排水溝が詰まり、雨水が溜まった箇所があり、不

安になった。 

黒目川が近いので、雨が降るたびに心配になる。 

３０代  女 溝沼   歩行者にとっては些か不安が多い気がします。 

例 歩道がない、歩行者スペースが狭く自転車とぶつかりやす

い、道路の割れや凹みがある、点字ブロックが捲れている 

４０代  男    根岸台  並木道が不足 

５０代  女 根岸台  川の氾濫が起きそうな地域の避難先が周知されているか。定

期的に災害対策をどのようにしているかお知らせください。 
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４０代  女 本町   学校から不審者情報のメール来た時は、いつもよりパトカーや

警察官を多く見かける気がするのでちゃんと見てくれているん

だなと感じます。 

４０代  男    三原   いつもありがとうございます。 

知人から聞いたのですが、中高生が市内のホームセンターな

どでライターオイルや斧などを購入していたとのことです。 

購入用途によっては可能かもしれませんが、未成年者が市内

の販売店でそういった品物を買うことに関して、市政としては何

らかできることはないでしょうか？ 

商工会との連携も含めて青少年の健全育成のためにも対策な

どを講じていただきたいです。 

 

どちらかといえば不満 

３０代  女 根岸台  車道、歩道ともに狭く、ベビーカーや自転車で走るのが怖い箇

所が多数ある。こどもを乗せて走ることもあるので自転車にも

優しい道路にしてほしい。 

第九小学校近くはトラックなどの大型車が通行しており、子ど

も達の通学時に心配になる。用途地域の変更等も議論されて

いるが、こども達に悪影響を及ぼさないよう、大気汚染や騒音

問題も含めてしっかりと議論してほしい 

５０代  女 三原   病院の質が悪い 

５０代  女 岡    最近 60～70 代くらいの男性から、突然罵声を浴びせられる事

が増えた。先日は中学校前の歩道で自転車で道を塞がれ大

声で怒鳴られ震える程びっくりした。また、市内のお店でも高

齢男性が店員にずっと文句を言っていることがあり、理不尽な

印象を受けました。一人暮らしの方なのか、背景はわかりませ

んが、話す相手がいなくてこういった暴挙に出るのは子育て世

代にはとても恐ろしいこと。いざという時逃げられる場所が近く

になかった事にも恐怖を覚えました。 

４０代  女 根岸台  朝霞駅東口側は交通量が多い道路も歩道が狭く、危険な箇所

が多いと思います。 

南口側は歩道も広い道路があり良いと思いますが、歩道が整

備されていない地域は歩行者や自転車と車が近く怖いことが

あります。 

６０代  男    泉水   道路幅、街灯の不足を感じるエリアあり 
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５０代  女 根岸台  駅東口、駅からちょっと離れたら、夜暗い。街灯がまばらで暗

い。 

畑だった所が宅地になるのは良いが、道の整備がされないま

まで、車通りが増えてしまうので、そごが不便。 

新座市のように、整備してくれたら、街もキレイでいいなと思

う。 

３０代  男    本町   暮らすうえでの大きな不安は抱えていませんが、市での取り組

みが市民の目に見える形にはなっていないと感じます。 

４０代  男    栄町   不審者が多いように感じる。 

不審者自体を減らすようにしてもらいたいし、不審者を捕まえ

た場合は、それについても広報していただきたい。 

３０代  女 北原   自転車のマナー向上の取り組みをしてほしい。 

ベビーカーで歩道を歩いているのに逆走してくる人が多い。(特

にままチャリ。保育園ままなど。)黒目川の遊歩道を整備してほ

しい。 

凸凹や砂利道など、ベビーカーでとても散歩しにくい。 

今まで何年も徒歩の散歩では利用していたが、こんなにベビ

ーカーで押しにくさを感じるとは気がつかなかったので是非改

善してほしい。 

 

横断歩道の一時停止の取り締まりを強化してほしい。 

駅前など一部交差点以外も定期的に行ってほしい。 

５０代  女 根岸台  ガードレールがなく通行人や自転車が危ない道がまだまだ多く

ある。防犯対策の課題が数多くあると感じています。 

６０代  男    田島   朝霞三小から笹橋までの田んぼ道を抜け道にして、バイクが

猛スピードで通過している。九小の通学路でも有るので、午前

7 時から 8時 30 分までと午後 14時 30 分から 17時まで居住

者以外通行禁止にしては如何でしょうか？居住者には通行許

可証を発行。 

３０代  男    岡    不審者情報などのメールや通知はあるが、その後の経過がわ

からないので不安を感じる。 

市内ではないが、近隣の市で報道されるような事件が起きて

いるのも不安。 

一方で市内の歩道の整備や街灯の LED への変更、青色パト

ロールの実施などの変化を感じる部分もあるので、是非ともさ

らなる強化をお願いしたい。 
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４０代  女 本町   朝霞駅から市役所への道について、ガードレールもそれに準

ずる物もなく、歩いていて怖いです。 

お店に用がある人が緑色の白線の内側に入って車を停めるた

め、車道に出なくてはならず大きい車だと出て大丈夫かの確認

で頭を出す時が特に怖いです。 

極力違う道を歩きますがガードレールかそれに準ずるものを設

置していただけたら良いのに、といつも思います。 

５０代  女 幸町   バス通りの歩道が狭い 

歩道が狭く、ガタガタしている。 

自転車だと狭くガタガタなので、車の方に倒れそうで怖い。 

４０代  男    膝折町  バス通りで交通量が多い道路にも関わらず、歩道が狭く、ガー

ドレールがないエリアがあります。高齢者や子供が安心して歩

ける歩道の確保を願います。 

６０代  女 泉水   幹線道路沿いの歩道が狭い。橋の両側に歩道がないところが

ある。通学路にも歩道がないところがある。また、朝霞台駅の

ホームが狭く、両側に電車が入ってきた時危ない。 

４０代  男    溝沼   道路が狭く、歩道が整備されていない。防犯カメラもどの程度

つけているのか良く分からない。 

５０代  女 膝折町  夜、道に街灯が少なく、朝霞駅から膝折町までバスが走ってい

ない時間帯に家に帰宅する主人の身が心配です。道が悪いか

ら転ぶこともあります。 

５０代  女 宮戸   交番がすぐ近くに無いので、何かあった際に不安です。 

５０代  女 本町   安全に歩いたり、自転車に乗れる環境がまだまだだと思いま

す。 

学校そばの信号の無い横断歩道などで車が中々止まらないな

ど市内だけでは解決が難しいかと思いますが何か対策が必要

に感じています。 

３０代  男    宮戸   個人宅でも防犯カメラ助成や街灯設置助成などがあるといい 

３０代  男    岡    スケートボードを、22 時以降産業文化センター前あたりでして

いる人たちがいるので、なんとかしてもらいたい。 

４０代  女 根岸台  歩道の整備が遅れている。通学路が安全ではない。 

歩道で車が止まらないので渡るのに危険なことがある。 

７ ０歳

以上 

男    膝折町  1.歩車道分離・歩道の整備が遅れている 

2.電柱・電線の地中化が進んでいない 
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３０代  男    本町   駅前の裏通りで特に滞留してのたばこの喫煙、飲酒が増えて

いる。朝霞は繁華街ではないので、警察官が巡回して注意し

てほしい。また歩きたばこも子供がいる身としては迷惑なので

取り締まり強化してほしい。 

５０代  女 三原   朝霞第五小学校エリアですが、道路と歩行の場所の境や、信

号のある交差点にポールを立てたり柵つけて下さったり新しく

なり、その点はとてもよいと思います。ただ、部分的にひかるよ

うにはしてはいますが、色がこげ茶色というのでしょうか、そん

な色です。街には溶け込みやすい色ではありますが、夜は見

えにくいです。見栄えはよくないですが、白っぽい色が暗い時

間もわかりやすく安心できます。あと、新しく道路を作る際は、

自転車が走るスペースを考えたものを希望します。あと、炊き

出しの訓練をした際、水道の位置が難しいなと感じました。トイ

レ近くだけでなく、設置をして欲しいです。また、ベンチは、防災

用品をしまえるもの、かまどにできるものにしていただき、炊き

出しなどの際の動線も考えた場所に作っていただけたらと思い

ます。 

３０代  女 溝沼   道路が狭いので子供と歩くときに怖いです。 

ガードレールを設置、消えかけている歩道の線を濃くするなど

少しでも対策してもらえると嬉しいです。 

３０代  女 根岸台  道幅や歩道が狭かったり、不安な箇所がある。 

４０代  男    根岸台  徒歩用の歩道が少ない。 

特に子供の通学路において、少ない気がする。 

４０代  女 溝沼   歩道の整備がされていない割に交通量の多い道が多い。 

ベビーカーや小さい子どもの手を引いていてもスピードを出し

て通りすぎる車が多い。歩道を整備して欲しい。 

また歩道があっても段差があり、ベビーカーや車イスでは上が

りづらい箇所もある。バリアフリーにして欲しい。 

３０代  男    本町   駅に向かう主要な三本の道(市役所通り、二本松通り、青葉台

公園の通り)のうち、歩道がしっかり整備されているのが、青葉

台公園の通りしかない。 

４０代  女 三原   三原のスシローからサンドラッグにかけての道は舗装したにも

関わらず余計狭くなり子供達の通学時間帯など、特に危ない。 

またガードレールを設置箇所が悪いのかよく車がぶつかって

危ない 
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３０代  男    西弁財  西弁財交差点から志木方面への道、交通量おおいのですが、

所々歩道もないくらいせまく危険です 

３０代  女 西弁財  子ども 2 人いますが、ベビーカーで外出することが多いので、

朝霞台駅にエスカレーターが無いのがとても不便です。 

４０代  女 仲町   道が狭いところが多く、自転車で子供を乗せていると心配であ

る。 

３０代  女 根岸台  通学路が整備されていない。街灯が少ない。人が居ない分もう

少し防犯対策をしてほしい 

３０代  女 膝折町  街灯やガードレール、歩行者が安心して歩ける道路が少なく、

小さな子どもと歩くのがとても怖い。 

４０代  女 泉水   朝霞駅付近のように、溝沼、泉水、三原も道幅や歩道が整備

されると子ども達も安全かと思う 

５０代  女 根岸台  川の氾濫が起きそうな地域の避難先が周知されているか。定

期的に災害対策をどのようにしているかお知らせください。 

４０代  女 溝沼   自分達に直結する事柄ですが身近に感じる事がありません。 

３０代  女 西原   朝霞駅から朝霞市役所にかけての道は、バリアフリー化され

て整備されているが、朝霞台エリアはバリアフリー化が全然さ

れていない。駅にすらエレベーターが設置されていない。 

４０代  女 根岸台  道路が細く、自転車の横スレスレを車が通るのが怖いです。 

子どもも自転車が走りやすい道路に、していただけたらと思っ

ています。 

３０代  女 本町   道幅が狭い。特に駅まで道が細いところが多く、子供を一人で

自転車に乗せるのはヒヤヒヤする。せめて自転車道か歩道だ

けでもしっかりとして確保、補正が欲しい。 

５０代  女 青葉台  通学路が安全に子どもたちが歩けるようにガードレールの整

備をお願いします 

４０代  女 三原   第 5 小学校への通学路は、道幅が狭く、地震などで倒壊の恐

れのあるブロック塀が多いのも不安です。道幅の改善は難し

いかもしれませんが、ブロック塀の所有者に、市の助成事業な

どを個々にお知らせ・お勧めなどして、安全な生垣などに替え

ていただけたらありがたいな思っています。 
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３０代  女 溝沼   朝霞市は、とても住みやすい市だと感じています。 

繁華街や風俗街などもなく、落ち着いている街だと思います。 

しかし、昨年や今年に入ってからも、下校中の児童に声掛ける

などの不審者情報が続いているように思います。 

子供も多く、ファミリーもどんどん市外から転入していると思い

ますので子供達が安全に過ごせるような街づくりを引き続きお

願いしたいです。 

また、朝霞台駅ホームにエレベーターやスロープなどが無い件

については、いち早く何かしらの解決策をお願いしたいです。 

妊婦さんや、身体の悪い方、重いベビーカーを抱えて階段を登

り降りされている方…皆さんとても苦労されているので。 

７ ０歳

以上 

男    泉水   歩道の整備が不完全。自転車通行可の歩道で幅の狭い歩道

が有る。通学/通勤者利用時間帯に危険を感じる。歩行者が

少なくなる日中は自転車のスピードが上がり安心して歩けな

い。 

歩道内に側溝が埋設されている場合、側溝の蓋を収める外枠

に段差が出来高齢者は歩き難く結果的には歩道の幅を狭くし

ている。 

歩行者を車両から守るために、ガードパイプが設置されている

が、ガードパイプの内側(歩道側)は側溝の蓋も有り又狭く歩き

にくい、学童は学期末や始業式の日持つ荷物が多く苦労して

いる、特に坂道を上る時自転車を押しながらでは幅狭く歩けな

い。車道側に出て押すことになる、かえって危険。過去に市に

情報提供しているが改善が見られない 

 

不満 

４０代  女 宮戸   宮戸周辺は、ここ数年どんどん戸建てが建ち、整備されていない

狭い道路に，車やトラックが往来し、通学路もかなり危険な状態と

感じます。 

５０代  女 三原   歩道や路側帯が狭い。 

２０代  女 根岸台  朝霞駅東口にも下りのエスカレーターをつけてほしい 

３０代  女 東弁財  大きな道路での歩道橋や横断歩道が足りない 
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３０代  女 根岸台  道路が整備されていない。 

住宅街は住宅が増えているのにすれ違えない広さの道路があっ

て不満。 

通学路も道路計画があると聞いていたが進んでいない。 

４０代  女 朝志ケ丘 狭い歩道でも自転車が走っていることは安全・安心かどうか。 

５０代  女 東弁財  坂が多い市内を歩行者無視交通ルール違反の自転車がスピード

を上げて歩道を走る。車道を逆走し車の前を横切る。 

ポイ捨てされたタバコの吸い殻が散見される。 

歩道が無い道路が多すぎる。 

４０代  男    西原   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。 

４０代  男    根岸台  幹線道路以外は車道も歩道も狭い。車のドライバー、歩行者どち

らになっても気を遣うことが大変多い。また、町道でも街灯が少な

く夜は暗い。 

３０代  女 本町   道路が狭い上に歩道車道の区分けがされていない箇所が多い。

そのために通行時危険だと感じることが多いため、対処いただき

たい 

３０代  女 本町   市役所通りが狭くて危ない。歩行者、車通りが多く路線バスの大

型車も通行していて怖い。 

朝霞駅前のベンチで、飲酒喫煙している老人がいて困る。 

５０代  女 浜崎   交通量が多いところでの道幅、ガードレールの有無など、改善で

きるところがまだまだ多いと思っています？ 

５０代  女 根岸台  朝霞駅南口周辺は歩道も広く整備されていて自転車とも分けられ

ていて快適です。東口は歩道も整備されていなく、歩いているとバ

スに当たられそうで怖いです。自転車も歩道を飛ばしていて当て

られました。もっと啓発して欲しいです。郵便局、税務署前の歩道

を自転車が走っていて歩いていて怖いです。ウォーキング中、よく

パトカーを見かけパトロールをしてくださっているんだと安心しま

す。幹線道路はずっと作りかけみたいで放置されているので進捗

状況などわかりやすく公表して欲しいです。 

５０代  女 三原   歩道のある道が少ないと感じる。自転車に乗っていると、車と接

触するのではと不安を感じることがしばしばある。 

５０代  男    下内間木 避難道路整備、道路冠水軽減、農地保全、空地の緑化および貯

水池化、朝霞調節地の観光化、朝霞水門の観光化、荒川および

新河岸川の河原活用、建設会社等の進出抑制、写真家や画家に

よる空き家の活用など 
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７ ０ 歳

以上 

男    溝沼   どこへ行くにも交通の便が悪く困っています。特にわくわく号を利

用していますが大変まばらな時刻表で不便です最近デマンドタク

シーの話を聞きますが真剣に対応している感が伝わって来ませ

ん、それと交通費が掛かり過ぎて苦労しています。 

７ ０ 歳

以上 

男    宮戸   道路事情がいつまでも改善されない 

５０代  女 膝折町  家の前の私道から公道に出る時に、左右から車が来るのが確認

できず怖い。車がスピードを出してくるので引かれそうになる。 

道路幅の割に車の量が多く、車のすれ違い、自転車、徒歩が危

険で暗く危ない。 

市役所周辺や駅周辺ばかりを改善しているが、膝折町は何も改

善されていない。 

最近では、台風などで樹木が電線を切断し停電になると言うニュ

ースも聞かれるなか、朝霞市は対応をしていないと感じる。 

３０代  男    栄町   歩道が狭い箇所が多いのが気になります。 

土地の問題があると思いますが、土地回収を長期的に進めて歩

道を増やして頂ければ幸いです。 

３０代  女 幸町   車の走行では片方が止まり、端に寄らないとすれ違えない狭い道

が多い。 

朝霞駅から市役所へ続く道で、一方通行などを導入しないのなら

ば、電柱を使わない地下に通すなどで障害物を減らして道幅を広

くして欲しい。 

６０代  男    本町   道路の歩行者に対する安全確保がなされていない。 

車や自転車のマナーが悪く、ガードレールがない道路は狭くて危

険。 

路面状態も劣悪な場所が多い。せめて一方通行にして安全に歩

けるようにしてほしい。 

５０代  女 上内間木 冠水をどうにかして下さい。冠水するとバスも運休します。不便で

なりません。 

５０代  女 溝沼   ■通学路に歩道が無い部分があるので危険。 

■少しの雨で道路に水が溢れている箇所があるので、なんとかし

てほしい。 

■朝霞台駅からの急な坂道を自転車で右側通過で猛スピードで

下り、保育園へ迎えに行く母親があまりにも多く危険。右側通行

の取り締まりをしてほしい。 

■葬祭場手前の黒目川の土手のエリアで、バーベキューをする

人がゴミを大量に置き捨てて帰るので、BBQシーズンには監視人
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を立てるか、監視カメラを設置し、犯人には責任を取らせるべき。 

野放しでは、その類いの人種が増えます。 

実際、コロナ禍でもマスク無しで騒ぐ人達が多く見受けられ、通る

のが嫌でした。 

３０代  女 根岸台  街灯が消えていて暗い 道が暗くて危ない 足元も危ないし、人

がいてびっくりすることがある夜、公園の電気が消えているのが

怖いまっくらな中、公園に人がいると怖いので、電気をつけておい

たほうがまだ見えるので良いと思う無灯火の自転車が多い 大人

の自転車のルールが、悪いように感じる信号無視をする人が多く

危ない 子供への影響が悪い歩道が少なくて車と接触しそうで危

ない 全然安心安全じゃない うわっつらだけ。もっと生活現場を

見てほしい。 

４０代  男    根岸台  とにかく道が悪い 

歩車分離ができておらず、交差点も直行していないため交差側の

道路の死角が大きい。 

３０代  女 泉水   市内全域で道が狭く不便。自転車を主に使用する者にとってはヒ

ヤリとする場面が多い。泉水坂は自転車で通行する時歩道は禁

止、車道は狭すぎて接触しそう。そもそも歩行者 1 人の幅しかな

い歩道の意味がわからない、歩道をどちらかに寄せて広くできな

いのか。市役所周辺は道を広くしたりして一生懸命開発している

印象だが、泉水や膝折、溝沼は後回しにされている印象。 

３０代  女 幸町   道が狭いところが多く、車道や自転車との距離が近いのが怖い。 

通学路の横断歩道に交通指導員の方が毎日居てくれるのはあり

がたいです。 

 

わからない 

５０代  女 宮戸   宮戸地区は朝霞市の外れのほうに位置するために何か忘れ去ら

れているような感覚です。近くには志木市の公園がありますが朝

霞市の公園は遠くてなかなか行けません。 

市役所も遠いです。防災無線も志木市のはよく聴こえますが朝霞

市のはよく聴こえません。 

近くに学校もないので避難する時に宮戸センターだけで対応でき

るのか不安です。 

浄水場の裏手。歩道が片側しかありません。自転車で通る時とて

も危険です。 
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３０代  男    幸町   火災のときは、防災無線で発生した地名だけでも伝えるべき。 

地方では防災無線を活用しているので。 

また、火災の場合は原因を公表して欲しい。 

警察のバイク巡察は、夜しかしていない印象。 

自転車の右側取り締まりだけではなく、信号無視や一次停止を取

り締まるべき。 

自衛隊が市に所在しているのは他ではない強み。安心。 

５０代  女 幸町   茶色い濁り水がよく出ることがあった。 

飲んでも大丈夫ですと言われて、びっくりしました。 

駅周りにマンションが立ち並ぶのは、閉塞感がある。 

５０代  男    溝沼   避難する時、知らない人には声をかけられない。コミュニティを活

かした防災ネットワーク作りと避難訓練を。 
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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 

５０代  女 膝折町  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) 

４０代  男    本町   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。 

４０代  男    膝折町  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。 

４０代  男    溝沼   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。 

５０代  男    下内間木 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 
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４０代  男    根岸台  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。 

３０代  男    宮戸   現状維持でいい 

これ以上の支援は必要ない 

５０代  女 本町   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。 

３０代  男    本町   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。 

３０代  女 仲町   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。 

６０代  女 本町   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。 

３０代  女 根岸台  未就学児がいるが、特に不便と感じることはない。 

５０代  男    三原   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。 

３０代  男    本町   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。 

４０代  男    本町   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。 

６０代  女 仲町   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。 
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４０代  女 根岸台  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。 

３０代  男    浜崎   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。 

４０代  女 三原   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。 

３０代  女 幸町   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。 

 

どちらかといえば満足 

３０代  女 根岸台  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 

４０代  女 本町   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。 
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４０代  女 膝折町  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。 

５０代  女 岡    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。 

５０代  男    栄町   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。 

４０代  女 根岸台  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。 

３０代  女 本町   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。 

３０代  男    本町   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。 

３０代  女 北原   朝霞台駅にエレベーターを設置してほしい。 

４０代  女 朝志ケ丘 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。 

４０代  男    宮戸   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。 
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４０代  女 本町   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？ 

２０代  女 膝折町  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。 

３０代  女 幸町   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。 

４０代  男    西原   待機児童がなくならない。 

４０代  男    溝沼   朝霞市民も通える公立中高一貫校をつくって欲しい。 

３０代  男    栄町   児童館も新設されてありがたい。 

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 

５０代  女 幸町   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！ 

３０代  女 溝沼   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。 

４０代  女 根岸台  待機児童が多い。希望の保育園に入れない。 
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４０代  女 溝沼   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。 

４０代  女 浜崎   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。 

３０代  女 西弁財  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。 

５０代  男    本町   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。 

４０代  女 溝沼   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。 

３０代  女 栄町   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
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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。 

５０代  女 栄町   高校生卒まで医療費を無償にしてほしい 

３０代  女 本町   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な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。 

４０代  女 本町   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。 
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４０代  男    三原   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。 

 

どちらかといえば不満 

３０代  女 北原   特にほかの自治体に比べて良いところはないと思う。 

５０代  女 三原   朝霞台駅にエレベーターが無い 

子供医療が中学生まで 

３０代  女 根岸台  根岸台は小学校が遠い。 

３０代  女 仲町   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。 
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５０代  女 根岸台  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ぺアレントや他国

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。 

４０代  女 本町   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。 

３０代  女 根岸台  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。 

３０代  女 本町   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 

４０代  女 三原   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。 

７ ０ 歳以

上 

男    溝沼   子供の姿が少なく心配です 

４０代  女 朝志ケ丘 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。 

４０代  女 根岸台  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。 
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３０代  女 宮戸   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。 

３０代  女 幸町   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。 

４０代  女 三原   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。 

３０代  男    西弁財  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。 

３０代  女 根岸台  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 

５０代  女 根岸台  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 
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４０代  女 溝沼   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。 

３０代  女 本町   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。 

３０代  女 岡    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 

５０代  女 青葉台  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 

３０代  女 溝沼   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。 



31 

 

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。 

４０代  女 泉水   ・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。 

 

不満 

３０代  女 東弁財  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。 

５０代  女 東弁財  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。 

４０代  男    西原   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。 
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４０代  男    根岸台  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。 

３０代  男    岡    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。 

３０代  男    岡    保育園に入れない。 

３０代  男    本町   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。 

 

３０代  女 本町   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。 

５０代  女 三原   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。コロナ禍で、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。 
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４０代  女 仲町   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) 

 

３０代  女 栄町   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。 

 

３０代  女 泉水   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 

 

 

わからない 

６０代  女 上内間木 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 

５０代  女 根岸台  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
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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。 

５０代  女 三原   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。 

１０代  女 宮戸   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。 

５０代  女 宮戸   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。 

５０代  女 本町   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 

５０代  女 宮戸   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。 

３０代  男    幸町   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。 

７０歳以

上 

男    宮戸   保育所の充実 

５０代  女 膝折町  朝霞市で子育てをしていないのでわかりません 

６０代  男    本町   子供がいないので判らない 

５０代  男    溝沼   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。 
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３０代  女 根岸台  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 

７０歳以

上 

男    泉水   (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? 
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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 

７ ０ 歳

以上 

男    朝志ケ丘 朝志ヶ丘地区には商店会がいくつかあったのですが、現在は

店主の高齢化や新たなスーパー等の営業に伴い、次々に閉

店、住宅地への転用が増えています。 

家庭環境の変化や自家用車利用者の増加による個人の活動

範囲の拡大のなかで、厳しい経済環境になっていると思いま

すが、商工業の活性化への取り組みがにぎやかな街づくりに

直結すると思いますので、対策の検討、施策の展開を期待し

ます。 

３０代  女 本町   朝霞市の図書館は近隣に比べても利用しやすいと感じる 

４０代  男    根岸台  市の取り組みではないかもしれませんが、朝霞・食いちのチャ

ーハン決定戦などの取り組みがすてきだなと思いました。 

コロナで飲食業がたいへんな中で、協力して盛り上げていこう

とする姿勢がとてもいいなと。 

感じがよくおいしい飲食店が多いのも朝霞の魅力だと思うの

で、こういった取り組みを市としても支援できるといいのかなと
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思いました。 

３０代  男    幸町   いろいろ工夫していると思う。 

月１回の広報誌で確認できる。 

５０代  女 本町   イルミネーションや GOTO 商店街と意欲的な活動が多く楽しん

でいます。 

図書館も多く、施設も充実していると思います。 

音楽イベントをもう少し増やして欲しいです。 

外国人の子供達への学習ボランティアがあれば参加したいで

す。 

３０代  男    本町   商店街は頑張っているが、イベントだけではなく継続的に活気

があるようにしてほしい。 

駅前通りは歩道を作るなど、商店街が子供でも回れるようにし

てほしい。 

６０代  女 本町   公民館、図書館、武道館等で様々な活動に参加させていただ

き、この街にきて 2 年足らずですが、多くの方々と出会うことが

できました。大変感謝しております。 

 

以前の住居は戸建て住宅で自治会もありましたが、現在はマ

ンション住まいでここに自治会があるのかどうかも不明です。

周りは戸建て住宅も少なく自治会等はないのかもしれません。

マンションの入居説明会ではマンションの管理委員会の説明

はありましたが、自治会の説明はありませんでした。又住民登

録の際にも市から自治会等の説明はなかったと思います。昔

から自治会は必ず存在し参加するものと思っていましたが今

は違うようですね。以前居住していた町でも自治会の退会がと

ても増えているそうです。高齢化により輪番制の役員が受けら

れないという理由のようですが、孤立により孤独死や事故が増

加するのではないかと不安を感じます。 

ここ朝霞市の現状は存じませんが、マンションだらけになると

そういった地域コミュニケーションは薄れていくのも仕方ないの

ですね。その代わりに様々な趣味のサークルや勉強会が地域

コミュニティを支えてくれるのでしょう。「生涯学習ガイドブック

COMPASS」にも随分助けられました。 

５０代  男    三原   現在は新型コロナ渦で活動も見送っているが落ちついたら自

治会活動を活発に行いたい。 
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５０代  女 浜崎   近隣住民を含め、商店街の方たち皆さんがとても親切で協力

的な素晴らしい街。 

 

コロナが落ち着いたら、どこの市よりも早く以前のように地域の

イベントを開催して見本になる自慢の朝霞市でいて欲しい。 

６０代  男    本町   市民運動やボランティア活動がしやすいです 

４０代  女 浜崎   朝霞市で働く方々は優しい方も多く満足しています。 

 

強いて言えば、健診を通して健康知識やプチエクササイズなど 

限られた時間の中で市民が参加しやすい環境が整うと嬉しい

です。 

働くひとが参加しやすい曜日でのイベント開催など。 

４０代  男    本町   本数は少ないとはいえ、わくわく号にけっこう助けていただいて

いますので、細々と続けていただきたい事業だと思っていま

す。 

 

どちらかといえば満足 

４０代  女 本町   イルミネーションのイベントのような市のイベントを引き続き催

してください。 

５０代  女 岡    自治会の制度はやめてほしい。 

アプリなどで情報の配信と家族形態による自治会費の徴収に

してほしい。 

５０代  女 宮戸   自分が中年になって、地域の繋がりの大切さを感じるようにな

りました。若い時は大切さより、煩わしさを感じてしまう程でし

た。若い世代の横の繋がりや幅広い世代での縦の繋がりを自

然と持てるようなシステムがあるといいなぁと感じます。 

６０代  女 泉水   駅ビルなどの誘致をして、駅が核となり、買い物や映画鑑賞な

どできるともっと住みやすくなると思う。スーパー以外の商業施

設が充実していない。 

３０代  女 幸町   市役所の職員が優しい 

５０代  女 根岸台  朝霞駅周辺はなかなか発展しなくて残念です。和光市や志木

市と比べても魅力的な店舗がなくさみしいです。地域での繋が

りも子育て世代は子を通して機会があると思いますがそれ以

上の世代はなかなかきっかけがありません。市での講座など

もっと増やしていただけるとありがたいです。 
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３０代  女 幸町   ワクワク号は助かっている。運行本数が増えると助かる。 

イルミネーションなどのイベントでつながりを感じた。 

４０代  男    西原   わくわく号の本数が少ないのと年末年始に運休になるのが残

念です。 

３０代  男    栄町   公民館、中央図書館が隣同士だが、将来的に一体化して、音

楽ホール等を追加してもらえると文化的発展もあるように思え

る。 

５０代  女 幸町   お祭りやイベントがたくさんある街は、元気そうに見えます。 

コロナで厳しいですが。 

５０代  女 本町   制度を整備する事はもちろんですが、有事の際の協力が自然

にできる体制構築も必要です。都会の事なかれ主義と他人は

関係ないという不幸な文化を取り入れないようなやり方は引き

続き考えていただきたいです。 

4年前都心から引っ越してきたのもこれが理由です。 

３０代  女 溝沼   がん検診が無料なのはありがたいです。 

朝霞市は病院が少ないと思います。本町側に医療モールがほ

しいです。 

小児科が休診日がどこも同じなので、その曜日に具合が悪くな

ったらどうしようといつも不安に思ってます。 

６０代  女 朝志ケ丘 今はまだ現役で働いているので１人で自由に動けるので何と

も思わないのですが、これからもっと年を取った時に地域の人

との接点がないので不安はある。 

ファミリー世帯だけではなくて、単身者世帯に安心して生涯住

み続けられる町にしてほしいと思います。 

４０代  女 溝沼   わくわく号は、時間帯や停留所などが使いづらく、タイミングが

合えば、という感じです。 

もう少し見直されてもいいのでは？？ 

４０代  女 仲町   楽しい企画、困っている人を助け合い、声を掛け合う仕組みが

整っていると思います。 

４０代  女 溝沼   たくさんの施策を行なっているようだが、あまり耳にしないた

め、利用機会がないのが残念だ。 
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３０代  女 栄町   コロナ禍で中止になってしまってはいますが、彩夏祭のような

大きなお祭りがある朝霞市は魅力的です。 

ただ、商店街エリアがそう言えるほどに機能していないのは残

念です。 

駅前に大型スーパーがいくつもある現状では難しいのかもしれ

ませんが…。 

大型スーパーでは扱っていないような、例えばセレクトショッ

プ、輸入品店、オーガニック専門など、そういった専門の強み

を出せる店舗が沢山集まれば、魅力度も増すのではないかな

と思いました。 

３０代  女 溝沼   商店街にお店が少ない、空き物件なのか人が住んでいるのか

分からない 

４０代  男    根岸台  市内循環バス本数不足 

３０代  女 本町   マンションへは自治会の案内が来ない。子供会などあるのかさ

えわからないぐらい子供達が活動している様子は見られない。 

４０代  女 本町   子育て中のお母さんは他のママさんと繋がりたい！と思ってい

るのにコロナ禍でなかなかそういう機会も少なくて不安に思っ

ていると思います。もうちょっと楽にゆるっと繋がれるといいの

にと思います。 

朝霞の森で高齢者の方と子供たちが焚き火の周りで話してる

のを見るといいなーと思います。 

４０代  男    三原   いつもありがとうございます。 

転出入が多い朝霞にとって、住民同士がつながる取り組みは

重要だと思います。 

また、市議会議員選挙や市長選挙の投票率が低いことも、「暮

らすまちと自分がつながっている」実感が薄い結果と考えてい

ます。 

選挙の投票率アップを計画に記述することで可視化していただ

きたいと思っております。 

 

どちらかといえば不満 

３０代  女 根岸台  高齢者向けのイベントが多いので、20代から 30代も地域の

人と交流できるようなイベントがあるといいと思う 

３０代  女 三原   ３０代のヘルスチェックなどの実施←まだ連絡来たことない

です。 
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５０代  男    栄町   朝霞は、古き良き田舎の町ではなく、昔からお住いの高齢

者もいるし都会（東京都心等）で仕事をする人たちのベッド

タウン的な街なので、自治体町内会だけを振興するのでは

なく、世代に応じた繋がりを重視すべき。 

例えば、インターネット環境下での自治会や町内会はどうあ

るべきか、等々。イベント一つとっても新たな取り組みが必

要だと認識。 

５０代  男    岡    商店街、特に飲食店舗が少ない。コロナ禍では難しいが魅

力ある飲食店の誘致や支援を積極的に行ってほしい。 

３０代  女 仲町   高齢者向けのものが多く、子育て世代や働き世代が参加す

るものが少ない。また、子育て世代、働き世代が参加したい

と思う内容のものが少ない。 

３０代  男    本町   転入後、町内会に一度参加しましたが、既存の会員同士の

交流を重視しているような雰囲気があり、 

感覚的な表現で申し訳ないですが「今どきではないな」と感

じました。以降は出席していません。 

多様な市民層があるでしょうが、それぞれにとって価値のあ

る「つながり」を支援いただきたいと思います。 

６０代  男    田島   町内会に入らず町内会の催しに参加して周りから不満が出

てるところも有ります。 

町内会にみんなが入り繋がりがある町に。 

４０代  女 本町   朝霞の森や朝霞駅前でイベント開催はよいが、イベントない

とき=通常期は駅外は寂しい、活性してない雰囲気がある。 

産業商業支援などして、東京埼玉で評判の良いお店を誘致

して欲しい 

(練馬区は積極的に支援、川越は 10 年前と比べて良くなっ

た) 

朝霞の森は日比谷公園並とはいわないが積極的にイベント

開催、黒字経営してほしい。 

コロナ禍なので都内にでたくない人は多いはず。 

(クリスマスだけでなく、ひな祭り、こどもの日、オータムフェ

ス、ハロウィン、大晦日新年、巨大フリマ、ヨガ/太極拳、野

外映画、ブラスバンド、警察犬ショーなど) 

黒目川は桜のシーズンしか行くイメージがないので、川沿い

カフェ、散歩ができるといいなと思います。 

ダイチャリがあちこちにあるのは大変助かってます！これで

和光市や板橋区や練馬区や志木駅にガンガン遊びに行っ
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てます！(朝霞市に遊びに行けるところが朝霞の森しかない

のが現実) 

５０代  女 三原   総合体育館や図書館など、市の施設へのアクセスが悪い。

公民館が近くにない。 

５０代  女 宮戸   宮戸地区は昔からご高齢の方が多いですが、最近は若い

ご家族世帯が増えて来ていると感じます。もっと双方が歩み

寄り、楽しいイベントなどを企画して、ちょっと寂しい宮戸地

区を盛り上げて行ってくれると嬉しいと思います。 

５０代  男    下内間木 地域の特徴を生かした代々住み続けられるような支援など 

５０代  女 宮戸   宮戸には商店街もないし、市役所や図書館に行くのも不

便。 

以前は宮戸交番があり安心していたがそれも撤去。 

市民の交流の場所もありません。 

４０代  女 三原   町内会費をなくしてほしい 

３０代  男    宮戸   わくわく号やワクワクドームの障害者無料は特にいいと思う 

継続してほしい 

わくわく号を増やしてほしい 

５０代  女 膝折町  高齢者 子供 子育て世代には良いのだろうが 中間層に

は何も該当しない 

４０代  女 幸町   町内会活動が、家庭の負担になっている地区がある。（現

在はコロナ禍で活動自粛ですが。）かなり強制的に参加さ

せられる地区があると聞く。 

３０代  女 幸町   町内会の振り分けされている位置が良くなく、振り分け場所

の中では端のほうになるようでいつも疎外感がある。 

体育館などで、特定の団体が時間予約をして使う以外に

も、初心者から楽しめる運動のサークルや活動を増やして

欲しい。 

例えば、毎週○曜日の○時から○時はバスケット、毎週○

曜日の○時から○時はバドミントンなど。 

５０代  女 溝沼   自分の身近には、あまりつながりがあるように感じられなく

残念。 

４０代  女 三原   三原にはわくわく号が走らないのは意味がわからない。 

同じ市内なら走らせるべき 
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５０代  女 根岸台  町会は崩壊状態だと思います。新しく転居してきた人たちが

気軽に集える仕組み、場所を各地域で調えるべきと思いま

す。 

３０代  女 本町   市民大学講座などが充実するといいなと思う（町田市のよう

に多様な講座）。働いている人も参加しやすいように、平日

の夜の時間にあるとさらに良い。 

５０代  女 青葉台  町会は崩壊状態なので、新しく転入してきた人たちとの交流

がとれるか居場所つくりがあると良い 

７ ０ 歳以

上 

男    泉水   市内循環バスの運行について、朝霞市は南北に流れる黒

目川を底辺として、東西に分かれる街の配置です。市の施

設は黒目川から見れば高台にあり、西から東へ・東から西

へ出向く時いずれかで坂を上る事になり、交通機関が無い

と高齢者は苦労します。やむ得ず朝霞台駅・朝霞駅に出向

き移動します。 

是非東西を結ぶ路線を開設願いたい。 

朝霞台駅のエレベーター/ホームドアーの設置を強力に 

東武鉄道に申し入れて下さい。東上沿線駅ではトップクラス

の利用者が居る事はご存知の事と思います。にも拘らず、

志木や朝霞駅(オリンピックに合わせた?)より遅い理由は理

解出来ません。高齢者は元より子育て家庭には実に使い

難い駅です。市は鉄道会社と年数回の会合を持たれていま

すが、市民の声が届いているのでしょうか? どんな要望を

いつまでに達成するのか約束されているのでしょうか? 参

加(出席回数)が目標になっていませんか? 

 

不満 

３０代  女 東弁財  図書館の蔵書が少ない。 

シリーズ物なのに歯抜け状態のものがある。 

５０代  女 東弁財  わくわく号の路線が縮小されて利用できなくなった。 

わくわくどーむから朝霞台駅までも最終バスが早すぎて、徒歩

で帰る事が怖くて行けない。 興味がある催しが平日の日中な

為、仕事していると参加できない。 

４０代  男    本町   「広報あさか」など、朝霞市からの刊行物は一通り見ています

が、参加したいと思うセミナーやクラブはありませんでした。 

平日開催だったり、高齢者向けだったりと、働く世代を意識した

ものに感じませんでした。 
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４０代  男    根岸台  朝霞駅前商店街からお店が消えて、空き地や駐車場が増えて

いる。歩いてみると魅力的なお店が多いが、その魅力を伝える

活動や、車で来訪してお店の近くに止められる無料駐車場（市

役所など）などは検討・実施しないのか。 

３０代  女 本町   ・日々の生活の中であまり利用できていない 

５０代  女 本町   今まで暮らした街に比べると、図書館の自習室の広さ、開館時

間、蔵書数などを充実して 

また、ボランティアの学生さんが小中高生に放課後勉強を教え

たりする場所があると良いと思います 

７ ０ 歳 以

上 

男    溝沼   町内会への加入が減っていること。 

３０代  女 根岸台  30 代前半のヘルスチェックがいつ出来るのかのアナウンスが

分かりづらくて、いつも予約できない。随時できるようにして欲

しい。 

３０代  女 本町   朝霞市在住の障害者です。地域で、障害者スポーツを楽しみ

たいです。障害者スポーツ通じて、年齢や、性別に縛られない

つながりを持ちたいです。 

５０代  男    膝折町  マンション棟数が多く、有事にそなえマンション管理組合を自

治体同様に扱うべき。 

５０代  女 三原   子供会も無くなります。町内会も脱退する方が増えてきまし

た。メリット、デメリットありますが、災害時の対応を考えたら町

内会に入る方が増えるような施策を考えていただけたらなと思

います。 

３０代  女 根岸台  情報が入ってこない 

広報だけでどうやってつながるのか？ 

３０代  女 溝沼   町内会に入っています。 

回覧板で回ってくる情報もご老人向けの広報が多かったりし

て、自分たち向け（ファミリー層）の情報が少ないと感じていま

す。つながり？に関しては、 

市が行って下さっていることで 

つながれてる！と実感できていることが思いつかないです。 

 

わからない 

３０代  男    岡    つながりを実感することがあまりない。 
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４０代  男    宮戸   本テーマは抽象的な印象があるが、市政が主導して多様なニー

ズに応える姿勢は好感が持てる。自身が実感できるような取り組

みは思い浮かばないが、生涯学習というテーマも考慮し、今後参

考にしていきたい。 

３０代  女 根岸台  町内会の回覧板では情報伝達速度も遅い。 

６０代  女 上内間木 地域の特性もあると思いますがこのあたりではあまり感じることが

ありません 

３０代  女 根岸台  あまり利用していない。 

５０代  男    溝沼   市民と共働で常設のみんなの居場所づくりを。そこを拠点に子供

も高齢者も障害者もそうでない人も多世代でつながる仕掛けを。

つながりと市民参加が全てのベースに。 

３０代  女 根岸台  町内会はあるがつながりが薄い 

３０代  女 膝折町  設問のような事業を行っていることを知らなかった。 

４０代  女 根岸台  30代のヘルスチェック。ありがたいです。 
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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 

６０代  男    膝折町  都市公園の充実、黒目川遊歩道の整備、街中ベンチやシ

ンボルロード整備等々、まさに自然や環境に恵まれた居心

地の良いまちと実感しています。 

５０代  男    栄町   市中心部の公園地域の自然を最大限に生かした整備は非

常に良いと思う。 

ただ、このアンケートにある四つの項目が、それぞれ独立

に(縦割り行政)実施するのではなく、お互いに連携して進め

ていくことが極めて重要だと認識している。 

例えば、『自然・環境に恵まれたまち』だけのために公園等

の整備をするのではなく、その整備の仕方に『安全・安心な

まち』づくりのために首都直下発生時の避難施設として使え

るよう炊事場・トイレ、宿泊場所等を考えるべきである。 

ベンチ一つとっても、デザイン的にいいものではなく、いざと

なったら調理場・コンロ(かまど)になるように。 

また水道も、緊急事態の避難施設の設計に応じて配置す

る。トイレもその周りに緊急時に使用できる応急トイレ設置



47 

 

可能なように準備する等々の複合的な施策が重要であると

思う。 

３０代  女 仲町   畑があり、路面での野菜販売があり、黒目川があり、シンボ

ルロードがあり、都会と田舎の両方を感じられるとてもいい

街だと思います。 

４０代  男    本町   シンボルロードや朝霞の森、その周辺の街路樹は、 

季節ごとの彩りや夏の日差しを遮ったりと、朝霞らしさを感

じて気に入っています。 

せっかく自然が残る朝霞なので、バーベキューができるエリ

アや、ドッグランなど充実していれば、 

他市からも人が集まるんじゃないかと思います。 

４０代  女 本町   森や畑やお花がある街はとてもいいと思います。 

公園はゴミがほとんど落ちていないことは治安維持にとても

いいと思います。 

４０代  男    溝沼   街全体の美化がされていなく、見た目がとにかく汚い。 

４０代  女 本町   今のまま自然を減らさず、市民がそこに自然と集うまちを維

持して欲しいです。 

３０代  女 根岸台  朝霞の森はとても良い公園だと思います。 

子どもたちもとても気に入っていて、ボール遊びや自転車

の練習など、家の周りの公園では出来ない遊びをたのしめ

ています。 

５０代  女 膝折町  道や畑に空き缶やゴミが捨ててあると拾いたくなるけど、コ

ロナが怖いので今はできません。自動販売機の横の空き缶

入れが、満タンになったままだと腹が立つ 

３０代  女 幸町   朝霞の森の取り組みが素晴らしい。 

３０代  女 本町   公園通りの歩道が整備されてとても利用しやすくなった。犬

の散歩やジョギングなど大勢の人が利用しているし、ベンチ

などの一休みできるスペースも多く、過ごしやすい場所だと

思います。このような場所が市内全体に広がることを希望し
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ます。 

４０代  女 溝沼   このまま、自然を残して下さい。 

７ ０ 歳以

上 

男    溝沼   2020東京オリパラに大変努力された事は朝霞市として大変

評価できます。 

３０代  男    幸町   中央公園通り沿いは以前に比べて格段に良くなったので、

他のところでも整備に取り組んで欲しい。 

５０代  女 本町   シンボルロードのデザインがとても良く、夫婦でお散歩が習

慣となりました。 

感じの良い人も多く会釈を交わすこともあります。 

きれいなまちづくりでは、子供も含めて家族全員で参加する

ことにより地域とのつながりも深まっています。 

６０代  女 本町   2018年秋から 2019年夏まで、東上線沿線の川越から和光

市エリアで住まい探しをほぼ１年間続けました。十数か所

の町を見て歩き、朝霞に決めた大きな要因の一つは「朝霞

の森」と「青葉台公園」です。 

駅から 10 分弱の場所にこんなに豊かな自然が残り、一部

市民に開放されていることに感動しました。 

2020年 4月に転入しましたが、素晴らしい遊歩道『シンボル

ロード」も完成し、行き届いた掃除やメンテナンスのお陰で

毎日散歩を楽しんでおります。 

 

また、運良くオリンピックの聖火ランナーも見学することがで

き大変貴重な経験をさせていただきました。 

５０代  女 幸町   シンボルロードのような、道作りがあちこちにあると緑も増

えて嬉しいです。 

駅から市役所までのバス通りも、思い切って緑がある歩道

にしてもいいのでは。 

 

畑などなるべく残してほしいと思います。 

５０代  男    膝折町  黒目川周辺 
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５０代  男    三原   年 2 回の環境美化活動には 150 名ぐらいが集まり積極的

に活動している。 

３０代  女 幸町   公園のトイレが古く汚くて、暗くて怖い。 

もっと綺麗で明るくして欲しい。 

５０代  女 浜崎   安全面などで難しいとは思いますが公園にゴミ箱があった

方がゴミの投げ捨てがなくなるのではと思います 

３０代  男    本町   朝霞の森や朝霞ストリートなどの自然がたくさんある環境は

素晴らしいと思う。 

４０代  女 浜崎   シティプロモーション課のがんばりには目を見張るものがあ

ります！！！ 

いつもありがとうございます！！！ 

 

朝霞市民でよかったです。 

５０代  男    本町   シンボルロードの整備ありがとうございます。自然を活かし

た曲がった道、土の道があって最高のデザインだと思いま

す。穏やかな色合いのイルミネーションはとてもセンスが良

く、竹のアート作品とのコラボも素敵です。 

一つお願いしたいのは、公園近くに置いてある自動販売機

が夜中も煌々と電気が付いている事です。不快な白色だ

し、電気の無駄ですし、夜中に公園でジュースを買わないと

いけない理由があるのでしょうか？コンビニの方が安全安

心では。せめてもう少しセンスのある暖色にするなど検討し

てください。311 の停電時は消えていなのですけど、なぜや

めてしまったのでしょうか。 

３０代  男    泉水   より魅力のある黒目川周辺の景観づくりを進めて欲しい。

東上線車窓から見える黒目川の景色は朝霞市の顔といっ

てもよいと感じている。 

４０代  男    本町   黒目川沿いの道を通勤で歩いていますが、毎年お盆前に

除草していただくタイミングをあと少しだけ早い時期にして

いただきたいです。場所によって歩行困難になるくらい雑草

がすごいためです。なかなか難しいとは思うのですが、一

応、希望です（市の管轄ではなかったら申し訳ありませ

ん）。 

６０代  女 仲町   単発でもいいので、例えば公園の手入れ作業する市民を募

るのはどうでしょうか？ 
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３０代  女 栄町   中央公園周辺は整備されてライトアップもされていて、子供

の良い遊び場ですし、自転車専用路もあって歩きやすいの

でとても良いと思っています。 

畑がどんどん消えてマンションになって行くのは、時代の流

れで仕方のない事ですが、 

その中に借りられる畑を残したり、朝霞の森のように街中に

自然を残してくれているのが良いと思っています。 

３０代  女 本町   朝霞の森があるのが嬉しい。 

４０代  女 三原   黒目川や朝霞の森、城山公園、滝の根公園、島の上公園

などなど自然の多く起伏に富んだ公園が多く、近くに自然

が多いのでとても良いと思います。 

 

どちらかといえば満足 

７０歳以

上 

男    朝志ケ丘 私の暮らす朝志ヶ丘地区には公園緑地が東児童遊園地以

外にないものの 

一丁目に武蔵野を彷彿とさせる雑木林が個人所有地です

がまだ残っています。 

この雑木林は大部分が再開発に伴うマンション建設で失わ

れた残りの部分で 

東武東上線社内からも見える貴重な緑地です。昔は志木

駅までの電車で 

この雑木林を眺めると当時の居住地であった志木に着いた

と思ったものです。 

財政上の大きな負担になるのは承知ですが、将来の貴重

な緑地としての買取りを 

継続して所有者と折衝して頂きたいと考えます。 

４０代  女 膝折町  公園などは使いやすく、大変ありがたい 

５０代  女 岡    朝霞駅を境に、片方の街(254 側)ばかりが活気あるのでさ

びれた側は何も恩恵が無い。 

こちら側にも、開かれた大き目の公園を造ってほしい。 

５０代  男    岡    図書館(総合グランド)前の歩道整備は評価できる。黒目川

の遊歩道整備を積極的に進めてほしい。 

６０代  男    泉水   東京近郊での自然状況については満足です。 
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３０代  女 本町   保育園の遊び場に指定されている公園で、季節によっては

草刈りの頻度が少なくせいか、かなりの草が覆い茂り、たく

さん蚊に刺されて帰ってくることがある。 

５０代  女 宮戸   あまり遠出の出来ない高齢者が自然の中でゆっくり出来る

ようなスペースが市内にあるといいなぁと思います。そんな

に大げさな所ではなくても、わくわくバスなどでアクセスしや

すい場所があれば。 

３０代  男    本町   公園の清掃、整備は、子育て世代にとって、とても助かって

います。歩道の整備をより広範囲で推し進めていただける

と嬉しいです。 

市内で撮影されたドラマや CM の情報などを案内いただけ

るのも、市への興味や愛着をもつ良いきっかけになってい

ます。 

地域ごとに特色ある環境づくりを進めていただきたいと思い

ます。 

４０代  男    宮戸   自然・環境をテーマに、なにをもって「恵まれた」と提唱する

のかを分かりやすく、具体的に発信した方がいいと思う。 

３０代  女 幸町   朝散歩できるのが大変助かり、嬉しい。緑豊かで綺麗な散

歩したくなる道が増えると嬉しい。 

５０代  女 本町   公共の建物は全て太陽光パネルをつけたり、電気自動車

の充電設備を一般住宅に設置したり、公園駐車場に設置

すると朝霞に引っ越してくる人がふえると思います 

４０代  男    根岸台  黒目川は野鳥が多く、川に近づきやすくてとてもいい川だと

思いました。 

緑もそれなりにあるのですが、小規模な雑木林が多いのが

残念に思います。 

その中で基地跡地はまとまった面積の林を形成していて、

草地も隣接していて良好な景観をつくっていることを伺わせ

ます。 

ぜひともここの自然を守っていってほしいと思います。 

同時に知らないだけかもしれませんが、基地跡地内部の自

然に触れる機会があるとうれしいです。 

全体的に宅地開発が進んできている印象があるので、これ

以上緑地が減らないといいなと思います。 
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３０代  女 根岸台  駅前や道路が比較的綺麗なのはとても気持ちが良いです

が、市役所や駅前のイルミネーションや一定期間の展示な

どはいらないので、その分の予算を若者単身世帯の助成

にまわしてほしい。 

３０代  男    栄町   バーベキューができる公園がたくさんあるが、備え付けの

かまどがあると、炭火を使って本格的に取り組める。 

コロナ禍で今の時期は難しいが、今のうちに整備できれ

ば、アフターコロナ後、外部からの人も増えると思える。 

６０代  女 朝志ケ丘 朝霞市は都心に近いのに自然が多くて、そこが自慢出来る

と思います。 

特に黒目川はキレイなので友人などには自慢してます。 

５０代  女 浜崎   朝霞市の郵便局やストリートテラスのように、木を切らない

で緑を大切にして欲しい。 

４０代  女 溝沼   市役所のまわりやシンボルロードがきれいになって良かっ

たです。 

でも何度も工事が続くと、通行にも不便ですし、公共事業の

無駄遣い？とも取られかねないと思います。 

６０代  男    本町   米軍キャンプ跡地の手付かずの自然を守り、不要不急の官

舎を２度と計画しないようしてください。 

今後も朝霞の森の様に、市民のために有効活用してくださ

い。 

５０代  女 溝沼   産業会館近くの黒目川沿いに、少し大きめで、人々が憩う

ことのできる公園を作ってほしい。 

今は少ないベンチを少人数の常連の高齢者が占拠してい

る状態。 

４０代  女 溝沼   黒目川沿いのバーベキューゴミが汚い。 

炭も廃棄されているため、危険だと思う。 

川沿いの人通りの少ないところでは、粗大ゴミの放置も見

受けられる。 

犬の糞が放置されていたり、猫や鳩に餌をあげている人が 

去った後の残飯や生ゴミ臭も不快だと感じている。 

３０代  女 本町   シンボルロードが整備され市民の憩いの場になっているの

は良い。だが、シンボルロード付近の芝生の領域はベビー

カー禁止となっているのが、芝生を守るためであるのはわ

かるが、子育て世代が排除されているように感じ、もっと良

い方法はないのかと残念に思う。 
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４０代  女 本町   朝霞市はきれいな公園がたくさんあって良いです。朝霞の

森があることも他のエリアと比べて強みだと思います。トイ

レとか日除けや雨除けになる東屋みたいなものがあればよ

いのにと思います。 

３０代  女 溝沼   特に黒目川周辺の環境は、凄く気に入っています。 

綺麗な街で、畑や川も美しいです。 

家が増えすぎたりと…今後の景観を心配していますが 

引き続き、自然環境に恵まれた街であって欲しいです。 

４０代  男    三原   いつもありがとうございます。 

市内の雑木林などの保全に力を入れていただきたいです。 

また、詳しくはないのですが、生産緑地として指定されてい

た土地の多くが 

2022年に指定解除されるそうです。 

清瀬市は 2021年度に緑地公有化に 5億円予算化したと報

じられました。 

武蔵野の面影を守るために朝霞市もぜひ参考に検討をお

願いしたいです。 

 

どちらかといえば不満 

４０代  女 宮戸   ここ１０年で自然がほとんどなくなったと思います。 

３０代  女 北原   黒目川遊歩道の凸凹や砂利道を整備してほしい。(ベビー

カーではとても散歩しにくい。) 

朝霞台付近の公園の見直しや緑化・美化にも力を入れて

ほしい。 

北朝霞公園は看板やベンチがかなり劣化しているので改善

してほしい。 

５０代  女 根岸台  積極的に取り組んでいるとアピールされているが、一部の

大きな公園や施設など偏りを感じる。せっかく緑が多くまだ

まだ自然が残されているのにもったいないと思う。 

４０代  男    膝折町  黒目川の河川敷に歩道を確保して頂ければ、高齢者を含

む市民の健康維持の向上に繋がるのではないでしょうか？

特に夏場は草が直ぐ生えてしまい、歩道が狭く虫も多くなっ

ています。 
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６０代  女 泉水   朝霞の森、黒目川などは子供が自然に触れられる良い場

所だと思う。 

でも、樹木がたくさんあるような公園、例えば練馬区の城北

公園や光ヶ丘公園のような公園がない。 

２０代  女 膝折町  駅周りや市役所周りは綺麗ですね。幸町や膝折町にある

草が伸び放題の土手のような場所や、猫の住処になってい

るような空き家・車置き場、何とかなりませんか。火事や倒

壊が怖いです。 

５０代  女 根岸台  整備されていて力を入れているのは市役所周辺のみという

感じです。ライトアップも中途半端で暗くて逆に怖いです。コ

ロナ禍で今は無理かも知れませんがフードトラックやカフェ

など行きたくなるような仕掛けが欲しいです。自然も多いの

で朝霞市には無い魅力的な農産物直売所や自然を生かし

たカフェ レストランなどあれば嬉しいです。 

１０代  女 宮戸   家や小中学校の周りは畑や田んぼばかりでそのおかげで 

自然の中で体験できたこと、景色、いい事ばかりだったのに 

今じゃ家の前の畑はみんな建物を建てる計画ばかり。 

自分にとって、こんなに自然多い地域で豊かに育つことが  

出来たのはすごくためになったし自然の多さに誇りを思う。 

今見れている景色は見れなくなるし自分たちにとっての朝

霞市の誇りがなくなってしまうのは悲しい。 

家ばかり建てる必要性はそこまであるのか。 

４０代  男    西原   火葬場を作らないと、将来の需要増に対応できないと思い

ます。 

５０代  女 宮戸   宮戸地区はどんどん住宅が建てられています。 

自然は壊されてます。 

新河岸川沿いとか整備してください。黒目川沿いみたいに

してください。 

４０代  女 朝志ケ丘 全て朝霞駅より、朝霞台駅周辺にすんでる人たちは蔑ろに 

されていると感じる。道の整備も、公園整備も。 

７ ０ 歳以

上 

男    膝折町  朝霞基地跡地の早期市民利用の実現 

５０代  女 本町   国土交通省が提唱しているグリーンインフラの取り組みも

必要ではないでしょうか？ 

公共事業に頼らない市民と非営利団体による活動がないよ

うに拝察します。 
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荒川と新河岸川のある土地柄だからこそ市民の意識を高

めることが大切です。 

このエリアについては墨田区や世田谷区の取り組みを参考

にすべきです。 

３０代  女 根岸台  公園があったり、環境は良いと思う。 

きれいなまちという点では駅の東口側の酔っ払いのマナー

が悪い。 

今はコロナで落ち着いているが、夜中にうるさかったり、 

あちこちに嘔吐の残骸があり、不快である。 

４０代  女 仲町   公園が多く、子供を遊ばせやすい。 

ただ、公園にタバコの吸殻やビールなどの空き缶が放置さ

れているので、大人も子供もマナーが守れるともっと過ごし

やすくなるように思う。 

５０代  女 根岸台  整備しすぎて、立ち入り禁止の芝生とかないように、してほ

しい。 

３０代  女 岡    プロモーションとか余計なことにお金は使わなくていい。 

朝霞市役所前のイルミネーションとか、お金がかかってるな

ら正直いらない！ 

電気代ももったいない！みんな喜んで見てるようで、お金が

これだけかかってます！と知ればみんないらないと思うは

ず！無駄遣いしないでほしい。 

７ ０ 歳以

上 

男    泉水   住宅地や駐車場に雑木林の伐採が多すぎる。 

税金等で優遇されていても地主の力では市が特定林として

指定されていても守り切れない 

様。市で買い取るとか、補助を増やすなりの特典が付けら

れないものでしょうか? 

３０代  女 幸町   狭い歩道にゴミ置き場があるため、不便なだけでなく景観も

よくないところがある。 

シンボルロードはいつもきれいにしてあると思う。 

 

不満 

５０代  女 三原   自然が感じられて散歩の目的地にしたいような(中高年がゆっ

くり休憩できるベンチなどが豊富に設置されている)大きな公園

が少ない。 
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３０代  女 東弁財  公園が大人の喫煙所と化している。 

４０代  男    根岸台  黒目川という素晴らしい河川があるのに、あるのは砂利道だ

け。水辺のある空間に親しみ、楽しめる場所が無い（あるのか

もしれないが、5年以上住んでいて知らない） 

３０代  男    岡    子育てのところと同様だが、畑や緑、公園がへっているのが不

満。 

５０代  女 膝折町  自然、緑に恵まれた地域と言っているが 街路樹剪定や落ち

葉の処理は、行き届いているとは感じない。ただ木が生えてい

て伸び放題と感じる。自然、環境に恵まれたとは当てはまらな

いと思う。キチンと整備しての事だと思う。自然のままが良い

（伸び放題）と言うのが自然環境に恵まれ街と言うのなら、今の

ままで良いのではと思う。 

３０代  女 根岸台  ただの砂利だけの公園、だれもルールを守って遊んでいない。 

ゴミが置き放しになっているのに、何をもって清掃？きれいなま

ちづくり？ 

広い道に並木も何もなくてただのコンクリートなのはなぜ？ 

道路が古くて狭くて危ないところばかり。 

きれいなのは、大きな公園の周りだけでは。 

一部だけではなく町の隅々までやることをやってから言ってほ

しい。 

４０代  女 溝沼   市の資源等を活用したシティ・プロモーションの動画を見せて

頂きましたがあそこまでする必要あるのかな？誰が見るんだろ

う？と思ってしまいました。 

（すみません。）謎のポポタン推しも必要ないように思います。 

５０代  女 青葉台  川遊びもできる黒目川とかあるのですが、市内の自然を生かし

きれてないと思う 

 

わからない 

６０代  女 上内間木 あまり実感がありません 

５０代  女 三原   ちょっと歩くと黒目川があり、自然に恵まれていると感じます。

散歩ができるような公園が、近くにできるとうれしいです。 

４０代  女 根岸台  これ以上雑木林や畑を宅地に変えないで欲しい。 
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５０代  男    溝沼   もっと公共施設に再生可能エネルギー発電設備の設置を。非

常用電源は再生可能エネルギーで。ゴミ処理も焼却を減らし

て、温暖化防止を。 

４０代  女 根岸台  黒目川周辺など、家族や友人とゆっくりできるスペースがある

のが素敵です。 

 



差替 

 

令和４年度外部評価委員会開催日程 

会議 
開催日時 

場所 
会議内容 

①会議資料配布  

②質問提出期限 

③回答送付予定 

第１回 

４月１１日(月) 

午後２時から 

市役所別館２階 

全員協議会室 

委嘱及び概要の説明 ― 

第２回 

５月１２日（木） 

午後２時から 

市役所別館２階 

全員協議会室 

安全・安心なまち 

子育てがしやすいまち 

①４月１１日（月） 

②４月１８日（月）午後５時 

④４月２８日（木） 

第３回 

６月２８日（火） 

午後２時から 

市役所別館２階 

第一委員会室 

つながりのある元気なまち 

自然・環境に恵まれたまち 

①４月２８日（木） 

②５月１７日（火）午後５時 

③６月１６日（木） 

第４回 

７月８日（金） 

午後２時から 

市役所別館２階 

全員協議会室 

市民参画・協働、行財政 

行政改革の結果検証 

①５月１２日（木） 

②５月２０日（金）午後５時 

③６月３０日（木） 

第５回 

８月２日（火） 

午後２時から 

市役所別館２階 

全員協議会室 

行政改革の結果検証 

総合戦略の結果検証 

①６月２８日（火） 

②７月５日（火）午後５時 

③７月１９日（火） 

第６回 
１月頃 

（後日調整） 

令和５年度行政改革実施計画 

令和５年度外部評価 
未定 

 

 

 

 

 

資料１－１０ 



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）（抜粋）

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。

資料１－１１



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）（抜粋）
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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
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資料の内容

資料１－１１

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)

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。


