
あさか冬のあかりテラス　２０２１　アンケート調査結果
【アンケート結果】 調査期間：令和４年１月２０日（木）～令和４年２月２１日（月）

Q1年齢

１０歳未満 1
１０代 15
２０代 22
３０代 29
４０代 25
５０代 9
６０代 5
７０代 1
８０代以上 0
総数 107

Q2お住まいの地域

市内 84
和光・新座・志木 14
それ以外 9
総数 107

Q３「Q２で朝霞市内」と答えた方におたずねします。
お住まいの地域を教えてください。

岡 4

北原 3

幸町 4

栄町 10

仲町 8

西原 3

東弁財 6

西弁財 2

朝志ヶ丘 5

根岸台 8

浜崎 2

本町 14

溝沼 7

三原 6

膝折町 1

宮戸 1

総数 84

１０歳未満 1%

１０代

14%
２０代

21%
３０代

27%

４０代

23%

５０代

8%

６０代

5%

７０代 1%

市内

79%

和光・新座・

志木 13%

それ以外

8%



Q４「Q２でそれ以外」と答えた方におたずねします。
お住いの地域を教えてください。

川口市 1

川越市 1

板橋区 1

練馬区 2

清瀬市 1

豊島区 1

新宿区 1

港区 1

総数 9

Q５イルミネーションが開催されていることを知っていましたか。

知っていた 101

知らなかった 6
総数 107

Q６「Q5で知っていた」と答えた方におたずねします。
イルミネーションを何で知りましたか。
広報 34
市ホームページ 28
市SNS 30
チラシ・ポスター 45
家族・友人から聞いた 23
その他 20
総数 180

複数回答有り

Q７「Q６でその他」と答えた方は
具体的にご入力ください。

Instagram 9

YouTube 1

駅前で見かけた 2

通りかかって 3

毎年やっているから 1

Facebook 5

よさこい関係者から 1

知っていた

94%

知らな

かった

6%

広報

19%

市ホームページ

15%
市SNS

17%

チラシ・

ポスター

25%

家族・友人から聞いた

13%

その他

11%



Q８「Q５で知らなかった」と答えた方におたずねします。
どのような啓発方法が効果的だと思いますか。

ポスター 1

地域情報 1

バス・電車等 2

Q９「あさか冬のあかりテラス」を見に行きましたか

見に行った 98
見に行っていない 9
総数 107

Q１０「Q９で見に行った」と答えた方におたずねします。
会場までの主な交通手段は何ですか。

徒歩 37
電車 28
自転車 11
バイク、車 19
路線バス 1
その他 1
総数 96

Q11「Q1０でその他」と答えた方は、具体的にご入力ください。

想像して行ったつもり 1

Q１２「Q９で見に行った」と答えた方におたずねします。
見に行った主な時間を教えてください。

～16時 3
16時～17時 1
17時～18時 22
18時～19時 27
19時～20時 36
20時～21時 8
総数 97

見に行った

92%

見に行っていない

8%

～16時 3%16時～17時 1%

17時～18時

23%

18時～19

時…

19時～20時

37%

20時～21時

8%

徒歩

38%

電車

29%

自転車

11%

バイク、車

20%

路線バス 1% その他 1%



Q１３「Q９で見に行った」と答えた方におたずねします。
見に行った日の滞在時間を教えてください。

30分未満 31
30分～1時間 36
1時間～1時間30分 23
1時間30分～2時間 4
2時間以上 3
総数 97

Q１４「Q９で見に行った」と答えた方におたずねします。
誰と見に来ましたか。

家族 55
恋人 4
友人・同僚 20
一人 14
その他 4
総数 97

Q１５「Q１４でその他」と答えた方は、具体的にご入力ください。

児童 1

通勤帰り 1

大勢 1

Q１６「Q９で見に行った」と答えた方におたずねします。
イルミネーションをご覧になった感想を教えてください。

良かった 62
まあまあ良かった 28
どちらともいえない 5
良くなかった 2
総数 97

30分未満

32%

30分～1時間

37%

1時間～1時間30分

24%

1時間30分～2時間

4%
2時間以上 3%

家族

57%
恋人

4%

友人・同僚

21%

㇐人

14%
その他

4%

良かった

64%

まあまあ良かった

29%

どちらともいえない

5% 良くなかった 2%



Q１７「Q９で見に行った」と答えた方におたずねします。
見に行った主な理由を教えてください。

イルミネーション主目的 67
仕事のついで 5
通勤、通学のついで 11
買い物のついで 4
食事のついで 2
その他 8
総数 97

Q１８「Q１７でその他」と答えた方は、
具体的にご入力ください。

散歩・ウォーキング等 5

通勤帰り 1

クリスマスイベント 3

Q１９「Q１６で良かった、まあまあ良かった」と答えた方におたずねします。
どの会場が良かったですか。

シンボルロード 83
朝霞中央公園石畳 45
朝霞駅東口広場 23
朝霞駅南口広場 20
北朝霞駅キャロットロータリー 11
総数 182

複数回答あり

Q２０「Q９で見に行った」と答えた方におたずねします。
イルミネーション「あさか冬のあかりテラス」で良かった企画はなんですか。

キッチンカー 46
クラフトショップ 26
陸上自衛隊東部方面音楽隊 37
歩行者天国 40
点灯式カウントダウン 19
朝霞西高校音楽部 19
クリスマスイベント 34
朝霞なるこ遊和会 29
おしるこ 8
その他 19
総数 277

複数回答あり

イルミネーション主目的

69%
仕事のついで

5%

通勤、通学のついで

12%

買い物のついで 4%

食事のついで 2% その他 8%

シンボルロード

45%

朝霞中央公園石畳

25%

朝霞駅東口広場

13%

朝霞駅南口広場

11%

北朝霞駅キャロットロータリー

6%

キッチンカー

17%

クラフトショップ

9%

陸上自衛隊東部方面

音楽隊 13%

歩行者天国

14%

点灯式カウントダウン

7%

朝霞西高校音楽部 7%

クリスマスイベント

12%

朝霞なるこ遊和

会

11%

おしるこ 3%
その他

7%



Q２１「Q２０でその他」と答えた方は、
具体的にご入力ください。

イルミネーション 10

元気を貰えた・人々が喜んで見えた 2

イベント企画を見ていない等 6

総数 18

Q２２イルミネーションの実施は、
朝霞市のにぎわいに効果があると感じますか。

すごく感じる 52
感じる 44
あまり感じない 7
全く感じない 4
総数 107

 

Q２３来年度のイルミネーションの開催についてどう思いますか。

規模を拡大して実施してほしい 69
今回と同規模で実施してほしい 32
規模を縮小して実施してほしい 4
実施しなくてよい 2
総数 107

Q２４　※詳細別紙

テーマ・コンセプトに関すること 8
期間・規模・範囲に関すること 7
会場演出に関すること 10
シンボルロードエリアに関すること 20
駅前エリアに関すること 5
ぽぽたんに関すること 3
現状維持 6
その他 2
総数 61
詳しい内容は
別紙「Q２４回答一覧」をご参照ください。

Q２５イルミネーション「あさか冬のあかりテラス」について、
感じたことやご意見がありましたらお聞かせください。
別紙「Q２５回答 一覧」をご参照ください。
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Q２４今後、どういうイルミネーションがあれば良いと思いますか。
１年毎にコンセプト決めてシンボルロード全体に拡大して欲しいです
コンセプトがわかりやすいもの
独創的なイルミネーション
賑やかなもの
派手さよりも落ち着いた大人っぽい感じ
流行りのものをイメージしたイルミとか？
市民参加型のイルミネーション、変化するイルミネーション
お洒落なイルミネーション
2月いっぱいまでやってもらいたいです。
イルミネーションの範囲は繋がっていた方が良い。離れたところにポツンとあるのはむしろ寂しい
もう少し範囲を狭めてスポット的に、より華やかにすればいいのでは。
もっと派手なイルミネーション。公園とかを使って公園一面イルミネーションとか？
もっと明るく大きくしたらいいと思う
点々としているため、一箇所にまとめてほしい。
拡大して継続
インスタ映えするような。出店がもっと多かったら
スタンプラリー
オルゴールなどのBGM
子供達が参加できるような物
常に音楽を流す。イベント日以外も屋台等があると楽しい、
雪あそび出来るスペース、かまくらとかを体験させたい。、
プロジェクションマッピング
プロジェクションマッピング

規模は大きくなくて良いので、それぞれのイルミネーションのデザイン性がアップされると良いと思い
ます。
また、イルミネーションだけでなく、プロジェクションマッピングや映像や音楽とのコラボがあると良いと
思います

毎日キッチンカーが出ることに期待
あさかシンボルロードをもっと飾って欲しい
シンボルロードのみどりと空間を活かしたイルミネーション
シンボルロードの樹木を活かしたものと道路のけやきの枝
シンボルロードを活かした唯一無二のイルミネーション
シンボルロード最後まで（保健所手前あたり）点灯して欲しい夜道が明るくなる
シンボルロード全域とけやきの枝
シンボルロード全体
シンボルロード全体にイルミネーションをお願いします
シンボルロード内は一箇所に集約してほしい
腹巻イルミネーションなので木の上までやって欲しい
けやきの枝にイルミ
けやきの上まで是非とも
森の中を蛍が飛んでいるような幻想的なもの。
大きな樹木へのイルミネーション
木のイルミネーションの装飾を増やすと見応えがあると思う。
木のもう少し高い所からのあかりが欲しいです。
市役所前の大きな木を電飾で飾る。
大きなイルミネーションがあればいいと思う
地面に広く電飾を這わせる。
枝までライトアップする木を増やしてほしい
ぽぽたんをもっと前面に出したイルミネーションにすれば、もっと朝霞らしさが出ると思った
もっと、ぽぽたんやキャラクターの形をしたもの。
カラフルなぽぽたんや、季節に合わせた模様など
朝霞ならではのシンボルロードの特徴を活かしたもの
朝霞駅と比べると、北朝霞と朝霞台は地味なので駅前開発もあわせてもう少し力を入れて欲しいです。

朝霞駅東口は中途半端できたない
朝霞台駅方面に拡大をお願いします。
朝霞台駅方面のイルミネーションにも力を入れてください。
本町商店街のほうにもイルミネーションが欲しいです
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現状で十分です。有難うございます。
特になし
毎年実施してください
今年もよかったですが、昨年も良かった。お任せしますので、来年も期待しています。

ずっとお願いします

このままで。

トイレ、休憩場所（真夏のクールオアシス的な）が点在していると安心する

どれくらい予算がかかっているのか知りたいです

現
状
維
持

そ
の

他



Q２５イルミネーション「あさか冬のあかりテラス」について、感じたことやご意見
がありましたらお聞かせください。

1

企画イベントが行われる日に行けませんでした。
出店などは1日だけではなく数日に渡って出ていればなぁと思います。
シンボルロードのイルミネーションはとてもきれいでよかったです。
本町や溝沼、黒目川の方にもイルミネーションが欲しいです。

2
コロナ禍だからこそ余計に価値のあるイベント開催
シンボルロードの価値をさらに高めるイベントだからこそお願いします

3
オープンエアの空間の最大限の活用
シンボルロードは朝霞市民の財産だからどんどん活用してください

4 オープンエアな空間で密にならずまったく問題ありません

5
コロナ禍において、イベントが軒並み中止になっているため、この様な屋外でのイベントはとても良い
と思います。

6
結構な子供連れで賑わっていたため、落ち着きたい人には向いていないのかも。
穏やかに過ごせるようになると良い。

7 開催期間を長く取っているので、人が分散されて、密にならず楽しめたのが良かったです。

8
田舎臭いし、朝霞にイルミネーションは求めてない。
無駄遣いはやめてほしい。

9 地元で開催されていて、心が非常に癒されました。来年度以降も、開催してくれると嬉しいです。

10

昨年とられたコロナ対策で、せっかく設置したイルミネーションを点灯しないという対策は必要ない。
屋外であるし表参道のような人の流れはないためリスクは低い。
今後緊急事態宣言が出されるようなことがあっても点灯しないということはやらないでいただきたい。
屋内のマスクは必要ですが、その他様々なイベントを中止したり過剰な対策は必要ないと思います。

11

前年が素晴らしく良かったので今年はガッカリ。
バランス、センスともに悪い。
もっと長い距離(欅全体に)電飾をつけたらインパクトがあると思う。
大いちょうの木は１本だから映えるんで、並んで電飾を付けても
ギラギラしてるだけでセンスがない。

12

シンボルロードは広い空間です
奥には基地跡地のみどりもあり
あのような場所は市民の財産、活用しない手はないと思います
イルミネーションに限らず多くのイベントを企画してもらいたいです

13
コロナ禍でも屋外のイベントで密にならず、ほっとする企画でとても良いと感じます。
SNSなどで情報発信してくださり、観に行くのを忘れずにすみました。
これからも、素敵な企画をお願いします。

14
初年度は少しやり過ぎ感を感じましたが、今年はちょうど良い規模ではないかと感じました。
小さい子どもを連れて夜出歩くのは大変なので、地元でこのようなイベントがあり毎年楽しみにしてい
ます。

15
実質メイン会場の中央公園に「朝霞」というのをあまり感じない。
ぽぽたんがいるでも文字でも良いから朝霞をPRしないと普通に
きれいなイルミネーションかなと思えてしまう



16

キレイですが、そもそもナゼやるのか分かりません。
片や持続可能な社会の実現との矛盾を強く感じています。
最も他に大切なことがあるかと思います。
日中、散歩や通勤で人出が多い日常で気持ちが良くなること。
イベントの時だけ、綺麗にするのではなく、自然な木々や草花のあること。
特別ではなく、普段のときが大切だと思います。

17

毎年楽しみにしています。
コロナで開催を心配していましたが、
たまたま通りかかり観る事が出来ました。
去年よりデザインを変えたのか？
少し規模が縮小されたような気がしました。
コロナの影響でディズニーランドはじめ
レジャーから遠のいていたり、
都心に出向く機会もなくなったので、
素敵なイルミネーションを観る事が出来て
本当に本当に感謝です！
和光市在住ですが、お隣の朝霞市は大変魅力的な
イベントが多く羨ましい限りです。
いつもありがとうございます。

18
密にはならないので良いが規模が小さい。どうせやるなら、しっかりした催しにした方が良い。が、広
居空間で密になることもなく、何ら問題ないと思います
こういった市民の皆さんが楽しめるイベントに税金を使ってもらいたいです

20 とても、キレイで、冬を感じられました。

21

シンボルロードの方は、イルミネーションが少ないような気がします。
もっとたくさんのイルミネーションがあった方が、迫力があって綺麗だと思う。
予算的な都合であれば、期間を短くして(12月までとか)
電気代をうかせて、その予算をイルミネーションの追加にあてると良いかも。

22

昨年度に比べ、イルミネーションがしょぼかった。
あかりテラスの当日だけ費用をかけて、その他の日は力が入っていない。
昨年度はイルミネーション自体が大規模で数も多かった。なので毎週のように見に行ってました。
今年度は，一度行って後悔した。

23

明るい気持ちになるので来年度以降も実施していただきたい。
音楽や鳴子についてはすごく楽しませていただきましたが、
寒すぎる中で演者も見ている方も気の毒すぎたので、時間と
会場を考えていただければと思います。
（コロナ禍で屋内の開催は難しかったと思いますが）

24 イルミネーションは屋外なので何か?なのでしょうか

25
素晴らしい
世の中コロナ禍だからこそ

26

子供が小さいので近場で見られたので満足です。
子供達はハートを必死に探していました。
かまくらみたいなやつも楽しかったみたいです。
キッチンカーが一台もなかったのは寂しかったです。

27
ただ木々に電飾をつけただけでなく、アートにもなっていてきれいでした。寒かったですが、行けてよ
かったです。



28
シンボルロードの活用にはベスト
広い空間の活用

29

現在コロナが増えてきたので、来年度は規模を縮小して行った方がいいと思います。（コロナが減っても念のた
め）
あとはコロナが完全に収束したら、更に規模を拡大して行ってほしいです。僕は今回の「あさか冬のあかりテラ
ス」は
知らなかったので他の市にもっと宣伝するのと朝霞市の中でもさらにポスターを貼ったら、より良くなると思いま
す。
あと、今回は冬でしたが、他の季節にもこのようなイベントは増やしていいと思います。これからもこのようなイベ
ントをふやして朝霞市をよりよくしていってください。

30
たくさんのイベントを企画していただいてありがとうございます。
１１月のイベントやイルミネーションなど、ほかの市に住む友達に朝霞市を自慢できるイベントをこれか
らも続けてください。

31

凄くよかったです。
保育園の帰りに遠回りをして何度か見に来きましたし、
クリスマスは歩いてお友達家族と行きました。
コロナのせいもあるけど、キッチンカーもっと増えると良いな
今後も開催されて人が増えるとトイレだけ少し心配です。
時間的に見れたのが自衛隊とよさこいなんだけどよさこいもっと複数団体出て欲しかった。
みたかった。
これこらもずっとやって欲しい凄く良かったです。
朝霞はこういうイベント調べると沢山有って大好きです
イルミネーションの期間中不適期きでも小学生のクリスマスソングとか、
吹奏楽団の小編成の演奏とか
ブレイクダンスとかでもやってると見に行きたいので
イルミネーションだけでなくそういう朝霞市民がたのしめる発表の場にもなったら
楽しみで私は見に行くと思う

32
昨年度の方がシンボルロードを活かした、
自然と融和しているプランで良かったように思います。

33

とても良い取り組みだと思います。
家族で楽しませていただきました。
準備いただいた皆様本当にありがとうございます。

是非、ライトアップ拡大に向けて取り組んでいただきたいです。
今は規模的に地元向けのイベント感がありますが、シンボルロード沿道の木を全部枝までライトアップ
するなどすれば、さらに良いイベントになると感じます。

■あったらいいイベント
サンタさん登場（クリスマス）
キッチンカー拡大か縁日屋台の出店
花火（クリスマスイブ）
ライトアップは1月3が日まででも良いかなーと思います。

34 素晴らしいずっとお願いします

35
朝霞市民として自慢できるイベントだと思う。
これからも続けてほしい。

36 コロナ禍だからこそやるべきだと思いますよ

37
とてもいい事だと思うので、彩夏祭のようにイルミネーション課のようなものを作って一年通してそれを
やっていただき、より良く朝霞の誇りになるところまで磨き上げてほしい。



38 市外の者として羨ましいです。

39 北朝霞駅方面でもイルミネーションを拡大してください。

40 ??でしょ

41 新しい生活様式の実践によるウィズコロナでの日常を目指す励みになります。

42 素晴らしいと思います

43

コロナの影響下でもこのような新たな取り組みを試み、にぎわいを創出しようという強い気持ちが感じ
られ、心強かった。
一方で、都心にアクセスしやすいことをウリにしている朝霞市において、都内に比べれば見劣りするイ
ルミネーションをあえてする理由が明確でない。
冬だからイルミネーションという安直な考えではなく、もっと朝霞らしさを感じられる風物詩を市全体（市
民・企業・縦割りではなく役所横断的）で考えて生み出せばもっと朝霞市はよくなると思う。

44
イルミネーションはとても良いのですが、産業の振興につながっていないのが残念です。
コロナ禍だからこそ、イルミネーションを活用した取組を考えるべきだと思います。

45
とても良かったです
できれば、シンボルロード沿道をもっと長く増やしてほしい
飲食、暖かい休憩所、トイレを増やすか分かりやすく案内さしてくれると助かります

46

規模を大きくしてほしい
北朝霞ももう少し賑やかに
キッチンカーやトイレの案内を充実してほしい
商店街や企業が参加して活性化させてほしい

47
北朝霞方面や黒目川にも規模を拡大
民間活力がみなぎっているバラエティに富んだもの

48 鳴子は夏のイベントです。冬には見たくない。

49

攻めてる感じがして朝霞が大好きです。
朝霞台方面にもこのながれを伝えてください。
朝霞台取り残されてる感ありです。
朝霞台が発展すればもっと朝霞が好きになります。

50
宣伝が電車の中吊りにもほしいです。
私は自然も大好きです。黒目川や北朝霞にも拡散してほしい。

51
イルミネーションすごく良かったです。
一年を通して市民が楽しめるよう、朝霞市役所イベント課を作ってはいかがですか。多分、日本初だと
思います。

52 ストリートテラスに続いて素晴らしいイベントだと思います

53
クリスマスイベントが良かった。
鳴子や自衛隊によって、朝霞に元気を届けてくれた。

54
コロナ禍であったが、あんなに人が集まると思わずひさびさの賑わいに喜びを感じた。
遊和会として参加する立場で、お客さんの前で踊る楽しさを思い出し、
改めて地元が朝霞なことを誇りに思いました。



55 樹木全体を飾った二本の木は良かったですが、他は余りパッとしなかった。

56 問題ない

57

コロナ禍ではありましたが、人が集える温かい雰囲気が印象的でした。
久しぶりに朝霞市の楽しみを味わえてとても嬉しかったですし、
また活気が戻って今回のようなイベントが季節を問わず開催されたら良いな
と思います。
イルミネーションや催物を通して味わえた充足感がありました。

58
なんでもかんでも中止のなか、
イルミネーション実施していただいて感謝感謝です！

59
ポスターで告知している割に規模、内容が中途半端。
開催は賛成だが、やるからにはもっと盛大にやってほしい。
シンボルロードの一部ではなく全体にイルミネーションを！

60
・コロナ禍において、本がイベントが、家から外出する機会になった。
・彩夏祭も2年続けて中止となり、賑わいのある街として、新たな魅力あるイベントとして継続して欲し
いと思う。

61
地元企業や商店街の協力(寄附やスペースを貸し出してイルミネーションの競い合いなど)をもらって
盛大にやってください。他所からも人が多く集まる冬のイベントにしてください。朝霞の商工観光部門
がんばってますね！勢いを感じます。

62 コロナ禍の中、毎日の通勤が楽しみになった。とても癒された

63
準備や片付け、ご苦労さまでした。
定例化して続けていっていただきたいと思います。
いつものように行うことで慣例化、定着していくと思います。

64

保健所手前まであるシンボルロード、せっかくなら全て点灯して欲しいと思います。
税務署の道も夜は寒くて暗いのでもっともっと拡大して欲しい。
バスが大泉学園行きがあり県外から来る方もいるのでもっともっと拡大すれば活性化すると思いま
す。
朝霞の森隣あたりや、朝霞スイミング跡地にテラス席があるカフェなど飲食店があると都内の公園み
たく人が利用しやすくなると思う。

65
色々なイベントが中止されているなか、開催してもらえてよかったです。子供達がとても喜んで
おり、点灯している時間帯以外にも何回も見に行きました。まだ見たかったようで、次回の開催を
今から楽しみにしています。

66
野外イベントは運動不足解消にもなりますし良いです。
シンボルロードの活用も良いアイデアだと思います。
朝霞台からですと坂もありなかなか足を運べなかったのが残念です。

67 ストリートテラスも、彩夏祭と同じく定番にしていったらいいと思う



68

イルミネーションは好きで毎年見に行っています。
毎回少しずつ変化があって楽しみにしています。
イルミネーション以外の催し物があんまり立派すぎると、市外の人が増えて個人的に嫌なので
催し物は朝霞のお店メインでささやかな感じで良いと思います。
歩行者天国でお店が出ていたのは楽しめました。
コロナ禍で外食しづらい中、お店の雰囲気がわかりいつか行きたい場所が増えました。
朝霞のイベント、開発となると朝霞駅付近優先になっている印象がありますが
朝霞台駅前もイルミネーションがあると嬉しいです。

69
友達と何度も見に行った
コロナ禍のなかとっても癒されたし明るい気持ちになれた

70

コロナ禍で都内までイルミネーションをみにいけないので、身近にあるのはとてもよかった。
特にシンボルロードのイルミネーションを歩くのは気分転換になり、何度かいった。
イルミネーションがある街として周囲に羨ましがられた。クリスマスはトナカイやソリ、サンタの家、サン
タのイルミネも
あるとより盛り上がるかと(ドイツやアメリカやシンガポールのイルミネを研究するとよいかも？)
クリスマスだけでなく、大晦日、ニューイヤーもイベントがあったらよいと思った。

71
新座市在住です。イルミネーションとても良かったです。今はコロナ禍で難しいと思いますが、観賞後
に食事ができる場所のマップなどがあれば助かりますし、地域振興にもつながると思います。これから
もがんばってください。


