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（１）性別

（２）年代

・テーマ　　シティ・プロモーションについて

・実施期間　　令和４年７月２２日（金）から令和４年８月８日（月）まで

男性 45.5

16 5.8

女性

その他

・調査対象者　朝霞市市政モニター　６８名

・回答者の属性

３０代

１０代

年代

37

２０代

13.4

3

人数

1.1

構成比（％）

0.7

53.8

375

73.9%・回答者数　   ４３名　　回収率名

名

回答率

性別 構成比（％）人数

277

16.6

25.6

７０歳以上 36

４０代

５０代 24.2

71

６０代 46

13.0
年齢未回答者 0.4

67

選択しない 0.0

1

126

149

2

0

男性

45.5%

女性

53.8%

その他

0.7%

選択しな

い 0.0%

（１）性別

１０代

1.1%

２０代

5.8%

３０代

13.4%

４０代

25.6%５０代

24.2%

６０代

16.6%

７０歳以上

13.0%

年齢未回答者

0.4%

（２）年代
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（３）回答方法

（４）地域

根岸台 （４）地域

本町

三原

栄町

膝折町

宮戸

朝志ケ丘

溝沼

岡

仲町

幸町

東弁財

田島

泉水

浜崎

北原

西弁財

西原

青葉台

下内間木

上内間木

合計

5

3

3

2

1

277

9

9

7

7

6

5

25

20

19

13

13

11

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。

※

2.5

2.5

1.8

7.2

4.7

4.0

6.9

4.7

構成比％人数

10.5

9.0

10.8

10.5

31

30

29

29

地域

11.2

メール 71.1

郵送 28.9

回答方法 人数 構成比（％）

80

2.2

197

3.2

1.8

1.1

3.2

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。

※

1.1

0.7

0.4

100%

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0
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（４）地域

郵送

28.9%

メール

71.1%

（３）回答方法

 



 

3 

 

「むさしのフロントあさか」のロゴマークを見たことがありますか。

回答件数 構成比（％）

80.1

問１

ない 19.955

ある 222

回答内容

 

 

3.6

5 2.3

公園 4 1.8

その他 8

8 3.6

市のＨＰやＳＮＳ 42 18.9

市内の掲示物 6 2.7

102 45.9

駅（朝霞駅、朝霞台駅、北朝霞駅）やその周辺 45 20.3

問１で「１．ある」と回答した方（２２２人）にお伺いします。どこで（何で）見ました
か。（複数回答可）

市役所等の公共施設

回答内容

広報あさか等の冊子

市内循環バスわくわく号

市役所からの通知（封筒を含む）

36 16.2

回答件数 構成比（％）

問２

 

 

【その他のご意見】 

●第一中学校の横の建設中の建物を囲った外壁（３人） 

●ドラマのエンドロール（２人） 

●彩夏祭のときブース 

●クリアファイル 

●東京水道局工事現場のパネル 

 

1.1無回答

「むさしのフロントあさか（※）」の意味を知っていましたか。
※朝霞市がこの先も武蔵野の自然を守り育みながら、交通等の利便性の良い暮らしやすい
まちとして発展を続けていくことへの想いが込められています

回答内容 回答件数 構成比（％）

知っていた 13.4

なんとなく知っていた 100 36.1

37

3

知らなかった 137 49.5

問３
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無回答 1 0.4

問４ 市キャラクター「ぽぽたん」を見たことがありますか。

ない 24 8.7

回答件数 構成比（％）

ある 252 91.0

回答内容

Ⓒ朝霞市ぽぽたん

 

 

その他 21 8.3

問４で「１．ある」と回答した方（２５２人）にお伺いします。どこで（何で）見ました
か。（複数回答可）

イベント 39 15.5

公園 4 1.6

市役所からの通知（封筒を含む） 11 4.4

グッズ 16 6.3

市内循環バスわくわく号 41 16.3

市内の掲示物 17 6.7

市のＨＰやＳＮＳ 28 11.1

市役所等の公共施設 82 32.5

回答件数 構成比（％）

駅（朝霞駅、朝霞台駅、北朝霞駅）やその周辺 62 24.6

回答内容

26.2

問５

広報あさか等の冊子 66

 

 

【その他のご意見】 

●プレミアム商品券（４人） 

●ナンバープレート（４人） 

●道路工事の看板（２人） 

●ＬＩＮＥのスタンプ（２人） 

●マンホールの蓋（２人） 

●シンボルロード（２人） 

●テレビ（２人） 

●東京水道局工事現場のパネル 

●大相撲の大栄翔の化粧まわし。 

●ポロシャツ 

 

なった

回答内容 構成比（％）

ならなかった

37

67.9

14.7

回答件数

その他

43

問６ 問４で「１．ある」と回答した方（252人）にお伺いします。「ぽぽたん」を見て、嬉し
い気持ちになりましたか。

171

17.1

無回答 1 0.4  
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【その他のご意見】 

●特に何も思わなかった。（３０代 男性） 他６人 

●かわいいと思いました。（４０代 女性） 他４人 

●嬉しいとは思わないが、かわいい。（７０歳以上 男性） 

●わからない。（４０代 女性） 

●「見た」という感じのみです。（７０歳以上 男性） 

●ほのぼのとした感じがありました。（５０代 男性） 

●嬉しくはないが、安心はするかも。（４０代 男性） 

●かわいいし和むが、嬉しいという感情ではない。（５０代 女性） 

●子供が喜んでいるのを側で見ていた。（４０代 男性） 

●嬉しいと言う感情にはならないが、市のキャラクターとしてはかわいい方かなとは思っている。 

（３０代 女性） 

●ほんわかした。（４０代 男性） 

●特別な感想は無く、「あ、ゆるキャラね」という感情である。（５０代 女性） 

●「ぽぽたん」の由来が分からない。（４０代 女性） 

●たんぽぽと朝霞市のイメージが結びつかない。キャラクターイメージが、たんぽぽと思えないです。 

（６０代 男性） 

●気がついたら、「ぽぽたん」がキャラクターになっており、理由も知らないまま、あちこちで見るよう

になった。気持ちも何も感じることなく時間が過ぎていた。（４０代 女性） 

●そこまで馴染みがないので、見かけても特に何とも思わないです。（４０代 男性） 

●かわいいキャラクターで好感はあります。ただ、嬉しいという気持につながるかと言われると、そう

ではないです。（３０代 女性） 

●彩夏ちゃんがいたから。（５０代 女性） 

●嬉しい気持ちではないが、ほっこりします。（５０代 女性） 

●嬉しいという感情は生じない。（５０代 男性） 

●彩夏ちゃんの方が好き。（４０代 男性） 

●親しみがわく。（５０代 女性） 

●子供が喜んだ。（４０代 女性） 

●市外で見たら嬉しいが、市内では特に何も思わない。（４０代 女性） 

●嬉しい気持ちはなく、「かわいい」くらいです。（３０代 女性） 

●かわいいとは思うけど、嬉しいまではいかない。ゆるキャラに頼り過ぎ。（５０代 女性） 

●デザイン、色味と雰囲気から印刷物やＷＥＢサイトではインパクトが弱い印象です。イベントでの着

ぐるみは印象に残るものでした。また子ども達に人気な姿はかわいいと感じました。（３０代 女性） 
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その他 49

朝霞市キャラクター「ぽぽたん」Twitter 27 9.7

ぽぽたんの着ぐるみ（イベント等） 103 37.2

あまりよく知らない

52.0144

17.7

特になし 3 1.1

26

チラシやポスターのイラスト

問７

回答内容 回答件数 構成比（％）

どのような時に「ぽぽたん」を見ると、嬉しい気持ちになると思いますか。

（複数回答可）

9.4

無回答 1 0.4  

 

【その他のご意見】 

●イルミネーション。（６０代 女性） 他の 1 人 

●「ぽぽたん」が描かれたバス。（４０代 女性） 

●図書館や産業文化センターなど子供が多くいる場所で見ると、嬉しい気持ちになると思います。 

（７０歳以上 男性） 

●公衆トイレ、育児関係などの公共マナーが必要なところに貼ってある場合や子供が見て喜んでいる場

合。（６０代 女性） 

●頭のたんぽぽをみるとかわいく思える。（７０歳以上 女性） 

●嬉しい気持ちにはなりません。変えた方がよいと思います。（４０代 女性） 

●外出先で見かけたとき。（５０代 女性） 

●何かしらの朝霞市のインフォメーションが発信されている場合。（４０代 男性） 

●市内の掲示物とか看板とかは、隠れ「ぽぽたん」みたいで探すのが楽しい。（４０代 女性） 

●バイクのナンバープレート。（６０代 男性） 

●たんぽぽと朝霞市のイメージが結びつかない。キャラクターイメージが、たんぽぽと思えないです。 

（６０代 男性） 

●「ぽぽたん」のクリスマスライトが可愛かった。（５０代 女性） 

●「ぽぽたん」のグッズを持っている人を見かけると微笑ましく思う。自身も欲しいがどこで販売して

いるのか分からない。（５０代 女性） 

●朝霞の意味も無くて愛着がわかない。（５０代 女性） 

●「ぽぽたん」のグッズを持っている方を見かけた時。（５０代 女性） 

●市役所内でウロウロしているのもかわいいと思う。（２０代 男性） 

●イラストの「ぽぽたん」もいいのですが、イルミネーションで見る「ぽぽたん」がなんとなくほのぼ

のとした気持ちになります。（７０歳以上 男性） 

●市外で見かけたとき。テレビなどのメディアで取り上げられたり映ったりしたとき。市外の人が「ぽ

ぽたん」を知っており、応援してくれたら嬉しい。（４０代 女性） 

●朝霞市民であることを実感できる瞬間。（５０代 男性） 

●個人的にはかわいいキャラクターだと思っているので、見かけると親近感を覚えます。（５０代 男性） 

●街の何気ないところにいれば。（１０代 男性） 

●朝霞市と関係ないところで見るとき。（２０代 男性） 

●テレビ番組。（５０代 女性） 
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●冬のイルミネーションで、青葉台公園のあたりで、「ぽぽたん」も可愛く電飾されていました。 

（６０代 女性） 

●「ぽぽたん」ミネラルウオーター、「ぽぽたん」アイスノンなど、季節にあったグッズを手元で使って

気分がやすらいだとき。（４０代 男性） 

●ホームページ上の「ぽぽたん」に声をつけて歌などを歌って欲しい。欠点については、彩夏ちゃんと

の住み分けが、いまひとつわからない時期があった。人口１４万人程度の市で、２つのゆるキャラを

維持していくのは大変だろうと思っていた。いまでは、だいぶ住み分けができてきたというか、彩夏

ちゃんが表に登場しなくなっただけかな。（５０代 男性） 

 

19.9

10

無回答

回答件数

朝霞市をどの程度ご存知ですか。お気持ちにもっとも近いものをひとつお選びください。

169 61.0ある程度は知っている

55

回答内容

詳しい方だと思う

構成比（％）

3.6とても詳しいと思う

あまりよく知らない

15.242

問８

1 0.4  

 

8.7

回答件数

問９

あまり感じていない

やや感じている

回答内容

97

構成比（％）

朝霞市にどのくらい愛着を感じていますか。お気持ちにもっとも近いものをひとつお選び
ください。

53.8

6

35.0

2.2

149

24

まったく感じていない

とても感じている

無回答 1 0.4  

 

問9で答えた理由や愛着を感じている事柄を教えてください。問10  

 

【「愛着をとても感じている」、「やや感じている」と回答した方のご意見】 

●都心から移住し十数年経過したが、毎年自宅周辺の様相が変化し、当地を選択したことに満足してい

る。（７０歳以上 男性） 

●５０年以上住んでいるから。（６０代 女性） 

●朝霞市の雰囲気がとても好きです。（６０代 女性） 

●田、畑。林、城山の森、はけの森が都心から約２０分で見ることができるため。（７０歳以上 男性） 

●朝霞市で１０年程度住んでいるため、生活圏はほぼ朝霞です。この地で子供も３人産まれましたし、

馴染みの店もできたので、愛着を感じています。（４０代 男性） 

●妻の実家であるため。（６０代 男性） 

●緑が多いことは良いことだと思います。（６０代 女性） 

●朝霞市で生まれ４年ほど海外で生活しましたが、日本の良さや朝霞市の良さを感じた。（６０代 女性） 

●都心にも行きやすく、大きな木がたくさんあって人に優しい街づくりを感じる。マルシェなど駅前イ

ベントも親しめる。（５０代 女性） 
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●長年住んでいるのでとても愛着を感じます。（４０代 女性） 

●この街に住み続けたいから。（５０代 女性） 

●朝霞駅、北朝霞周辺では大型マンションが建設されて変化も多いが、一歩外へ歩くと緑も多く、城山

公園や田んぼもあるので空気がおいしく保たれていると思います。（７０歳以上 男性） 

●自然がある程度残っており、空を感じられる。交通の便も比較的良いと思う。（５０代 女性） 

●北朝霞と朝霞駅前は綺麗に整備されているが、朝霞台南口駅の発展がない。（７０歳以上 男性） 

●朝霞市在住で、朝霞市に通勤しているから。（４０代 女性） 

●都内にすぐに行けるが自然もあるので、人と人の距離間（感）が保たれていてよい。桜祭り、夏祭り、

どんぶり王選手権、朝霞駅前のフリーマーケット、バルイベントなど、様々なイベントを開催してい

るのでとても楽しい。（４０代 女性） 

●東京都内に出やすいから。（５０代 男性） 

●黒目川に愛着を感じる。（７０歳以上 男性） 

●１９歳から状況し、故郷より朝霞市に住んでいる年数の方が上回った。便利さもあり、農家も多くて

野菜を売って住んでいる方の人柄が良かった。住むには最適な土地柄だと思う。（５０代 女性） 

●昔から朝霞市に住んでいるから。（５０代 女性） 

●退職によって時間ができたため、長く街を歩きはじめたら、緑や色々な発見ができたので、良い場所

だと感じています。（６０代 女性） 

●自分が住んでいる所であるから。（６０代 女性） 

●朝霞市に住んで４０年近くなります。私達家族の周りにはやさしい方が多く、これからも感謝の気持

ちで生活させていただきます。（６０代 女性） 

●溝沼で生まれて育っているから。（７０歳以上 男性） 

●普通に暮らすことができる点に感謝しています。ライフラインも安定し、朝霞市には愛着があります

ので、他に引っ越す気持ちはありません。（５０代 女性） 

●小学生の頃から生活しているので、生活しやすいから。（６０代 女性） 

●３５年以上住んでおり、図書館や公民館が充実している。黒目川付近は自然が残っている。 

（７０歳以上 男性） 

●４５年住んでいるので、昔のキャンプ跡の道を知っている。今も緑が残され、住みやすい場所だと思

います。（７０歳以上 女性） 

●人生で一番長く暮らしている町だからです。（７０歳以上 男性） 

●若い時は東京にいましたが、夫の仕事の都合で朝霞市に住みましたが、朝霞市は自分を成長させてく

れました。思い出も多く、周囲も人柄が良くて大好きな土地です。（７０歳以上 女性） 

●緑や公園があり、ダイチャリもあるため。（６０代 男性） 

●なんとなく愛着を感じます。（７０歳以上 男性） 

●子育てに優しい街だから。（３０代 女性） 

●「ぽぽたん」のキャラクターもかわいいし、グッズも欲しいです。朝霞市には大きな公園もあり、ス

ーパーも多く利便性があると思います。（４０代 女性） 

●朝霞市で生まれて育ち、変貌を見てきました。（６０代 女性） 

●転勤がある生活であり、子供たちは朝霞で育っていませんでした。誰一人知る人がいませんでしたが、

今は朝霞につながりをもって愛着を感じます。７０歳以上 女性） 

●都内にも近くて交通の利便性が良い。また、緑も多い。（５０代 女性） 
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●１０年住んでいるため。（５０代 女性） 

●５年住んでいるから。（４０代 女性） 

●都心に近く、自然や公園も多くて住みやすい。（５０代 女性） 

●朝霞市に５０年以上住んでいるのと、勤務先が市内にあったため。（７０歳以上 男性） 

●２０年間朝霞にいて住み慣れており、お店も充実して住みやすいため。（２０代 その他） 

●公共性が高い。（５０代 女性） 

●結婚後に朝霞市で生活をスタートさせていただきました。子供も３人朝霞市の小学校でお世話になり

ました。（７０歳以上 男性） 

●２５歳で初めて住んだ場所であり、回りの人が親切で自然が豊かである。（６０代 男性） 

●４０年以上生活していて、他に行こうとは思いません。（７０歳以上 女性） 

●長年住んでいるから。（７０歳以上 男性） 

●少しずつではあるが公共施設を整備しているため、より利用しやすくて生活しやすくなっています。

（４０代 女性） 

●ほどよい程度に都心化しており、日常の生活にほっとしたものを感じる。（７０歳以上 男性） 

●生まれた時から朝霞市に住んでいるから。（５０代 女性） 

●河川との距離がちょうどいい。（４０代 男性） 

●まだそれほど長く住んでいないのですが、落ち着いた市で住みやすい。（３０代 女性） 

●田舎一色の朝霞町だった頃から数十年経過し市になりました。朝霞市と一緒に成長してきたことで愛

着を感じています。（７０歳以上 女性） 

●１０年住んでいるため。（５０代 男性） 

●長年住んでいるが、「とても愛着を感じている」までの気持ちにはならない。あと一歩という感じです。

（６０代 女性） 

●米軍駐留時代から、若い頃は近隣の居酒屋等にお世話になりました。義理人情のある第２の故郷です。

（６０代 男性） 

●もう長く住んでいます。数十年。思い出がいっぱいです。（４０代 男性） 

●都内まで近いのに自然が多い。（４０代 女性） 

●長く住んでいるので愛着がある。住みやすい町だと思う。（２０代 女性） 

●産まれてからずっと朝霞に住んでいるので、結婚した妻に歴史を話せる。（２０代 男性） 

●普段仕事をしていると以外と地元を知らないことは多いが、ドラマの撮影や新しい取り組み、黒目川

まつりなどイベントあるたびに、少しずつ知るようになってきているから。（４０代 女性） 

●自分の住んでいる範囲は分かるが、行った事がない場所や利用した事のない施設もあると感じるため。

（４０代 女性） 

●朝霞に住んで 10 年以上になるため、生活をしている上で知っている範囲を考えると「ある程度は知

っている」という答えになったため。愛着に関しては公園の多さ、子育てのしやすさ、交通の利便性

の良さ。（４０代 男性） 

●２０年近く住み続けている。（３０代 男性） 

●地元だから。（５０代 男性） 

●子供を育てるに適度な自然があるところと、都会へのアクセスがよいこと。（４０代 女性） 

●朝香宮由来の市の名前だから。（５０代 男性） 

●子供がいないので、地域の子供関連のものはよく知らない。（５０代 女性） 
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●自分は別のところで育ちましたが、子どもは保育園から中学まで朝霞市内で育ち、学校に愛着があり

ます。あと、黒目川沿いの桜並木がとても好きです。（５０代 女性） 

●朝霞市に転入してまだ１０年未満なので、自宅近辺以外はまだ地理に疎い場所があるように思います。

（５０代 女性） 

●よく行く飲み屋さんや飲食店は、個人で営業しているところばかりです。チェーン店にはない、温か

さがある気がします。（３０代 女性） 

●都会すぎないので地元感が湧き、愛着が出る。（２０代 男性） 

●まだ 1 年しか住んでいない。（５０代 男性） 

●生活周辺地域以外はわからないが、やはり育児に適していると思う。（４０代 男性） 

●３０年近く住んでいるから。（６０代 男性） 

●まだ朝霞市に引っ越して一年も経っていないため、愛着も恐らくこれから少しずつ湧いてくるものだ

と思う。（３０代 女性） 

●朝霞市に住み始めて６年と、短いため。（３０代 男性） 

●柔らかいイメージだから。（４０代 女性） 

●転居して２０年弱なのですべてのことはわからない。（６０代 女性） 

●生まれ育って５０年近く、親の実家は人参農家、小さな頃は農家の手伝いをしていた。なにより、朝

霞市とそこにまつわるものが気になりながら暮らしています。（４０代 男性） 

●赤ちゃんのイメージ。（４０代 男性） 

●朝霞市に引っ越してから、まだ 3 年弱のためよく知らない部分も多い。ただ、コンパクトな市なので、

車を持っていない自分には住みやすい。（２０代 女性） 

●住民になって、そんなに長くないので、詳しくはしらないかも知れない。（４０代 男性） 

●生まれて２０年強ですが、朝霞を地元として生活してきてゆるキャラが活躍し始めた頃に市の新たな

取り組みを表すものとして登場したと考えているから。しかし、「ぽぽたん」が朝霞を代表するキャラ

クターとして適切かどうかという点は、正直なところよく分かっていない。（２０代 男性） 

●広報あさかで掲載されている情報の範囲で朝霞市の状況、情報のみ知っています。（６０代 女性） 

●朝霞市内の一部の地域については知っているが、全域に関しては詳しくないため。（３０代 女性） 

●同級生の出身地であり、結婚して以来 5 年ほど住んでいるから。（３０代 女性） 

●畑などがあり、ごみごみしていないところ。（３０代 男性） 

●朝霞で生まれて育ったため。（２０代 男性） 

●長く住んでいる、住みやすい。（６０代 男性） 

●黒目川沿いに散歩するのが楽しい。（６０代 男性） 

●線路の向こう側（仲町方面）へ行くことは稀であるし、内間木などへも行かないため、あまりよく知

らないから。（１０代 男性） 

●情報をたくさん収集している。（４０代 女性） 

●自宅の購入を機会に引っ越してきて、今後長く住むことになるので知ろうという気持ちがある。公園

などが整備されていて、子育てがしやすい印象を持っている。（３０代 男性） 

●朝霞市を知りたいが、知る機会が作れていない。（５０代 男性） 

●緑が多い。（４０代 男性） 

●子供の成長に合わせての他市からの転居だったので、学校関連は調べました。地域での行事（お祭り

や清掃等）は子供が喜んでいたので良かったと思いました。（５０代 女性） 
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●在住 1 年未満だから。（２０代 女性） 

●生まれも育ちもここですし、朝霞から他に住んだことがありません。（５０代 女性） 

●朝霞で生まれ、朝霞で子育てもしているから。彩夏祭に愛着を感じる。（４０代 女性） 

●数十年前も住んでいたことがあるから。（５０代 男性） 

●２０年以上住んでいるから。ＪＲと私鉄の２路線あるから。（６０代 女性） 

●引っ越してきてまだ日が浅いので（５０代 女性） 

●学校が朝霞市であったから。（６０代 男性） 

●基本的に家と会社の行き来するだけであるため、朝霞市で買い物等の用を足すことがないため。 

（４０代 男性） 

●引っ越してきたばかりだから。（３０代 女性） 

●子供と遊べる場所がいっぱいある。朝霞の森や青葉台公園。特に夏場に水遊びができる青葉台公園。 

子供プール。滝の根公園、島の上公園、城山公園。わくわくドーム。（５０代 女性） 

●自主的に情報収集しているから。職員の熱心さを感じるから。（６０代 女性） 

●自分の住んでいる地域近辺以外は、まだあまりよく知らない。（３０代 女性） 

●４０年以上住んでいるから。住み心地が良く交通の便が良い。緑も多い。（４０代 男性） 

●特に市の活動を注視しているわけではないですが、ずっと朝霞に住んでいるので、市のこと（主に生

活面）はある程度は知っています。夏の花火は毎年楽しみにしています。（５０代 男性） 

●朝霞市に住んで 1０年ですが、普段生活していて詳しく知る機会が少ない。（ゆっくり色々な事を知る

機会がなかった。）（４０代 女性） 

●市に愛着と興味を持っているから。（４０代 男性） 

●７年暮らしているので。（３０代 女性） 

●住居として 6 年以上住んでいる事や、近隣市で働いているから。（３０代 男性） 

●今では東京のベッドタウンというイメージしかない。しかし、過去には米軍基地があり、風紀もかな

り乱れていたとのこと。その当時の様子の写真や実際にあった事件などがもっと知りたい。 

（４０代 男性） 

●愛着を感じているところは、準工業地帯にもかかわらず工場などは少なく、逆に緑が多いところ。公

園があり水辺もある。犯罪も多くなくて民度もそれほど低くない。スーパーやドラッグストアが近く

にあり、買い物が便利。「ぽぽたん」がかわいい。（５０代 女性） 

●１０歳から住んでいるので故郷です。（７０歳以上 男性） 

●地元だから。（３０代 その他） 

●転勤族で何十年も生活しているわけではないので。（６０代 女性） 

●在住２２年になるが、仕事で東京へ行っているためと、引退後はコロナでどこも行けないので、詳し

く知る機会が無い。彩花祭くらいは知っているが、それ以外は特徴の無い市だという印象。 

（７０歳以上 男性） 

●人口が多くなく、個人店など人も良く、住みやすい環境の為。（４０代 女性） 

●６０年程住んでおり、若い頃は様々な活動に参加していた。（６０代 男性） 

●交通の便の良さ、適度な自然、彩夏祭など。（５０代 男性） 

●「ぽぽたん」がかわいいです。うちの近くの農家さんが売っている野菜がとてもおいしくて、それだ

けで朝霞に住んでいて幸せです。（５０代 女性） 

●自然があり住みやすい（６０代 女性） 
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●転居してから、あまりたたないのですが、市内に長く住む予定なので第２の故郷になるので。街とし

て便利ですが、公園や川などもあり気に入っています。（５０代 女性） 

●自身の生活に関わることしか、なかなか知ることはないです。自宅購入、子育てなどを経て、その辺

りは調べたりしました。子育てについて（学校関係など）は、今後も興味を持つ分野になると思いま

す。（３０代 女性） 

●生まれ育った街。郊外には自然が残っていて、市街地は都会感がある。（４０代 男性） 

●住み始めて４年なのでまだ日は浅いですが、広報に目を通したりしているのである程度は知っている

と思います。（４０代 女性） 

●朝霞に引っ越してきて、子育てをしながら１０年以上が経ち、教育や行政など関わることがあったの

である程度は知っていると思う。（５０代 男性） 

●街のつくりや駅の雰囲気。（４０代 女性） 

●とても住みやすく、良い場所だと感じているからです。（５０代 男性） 

●市政モニターのアンケートで様々な内容があるが、初めて聞く事柄が多いため。（２０代 女性） 

●彩夏祭の花火はいつも見ているし、住みやすい。（２０代 女性） 

●自然豊かで、暮らしやすいところ。（５０代 男性） 

●市外で仕事をしていて、単なる生活者になっている。（７０歳以上 女性） 

●長く住んでいる。（５０代 男性） 

●自分の住んでいる街であるため愛着はあるが、知れば知る程、特徴の少ない街だと感じる。 

（６０代 男性） 

●５０年間住んでいて、自然の中で遊びながら成長させてもらって幸せだったと思うから。 

（５０代 女性） 

●仕事場が板橋区なので、家と職場との往復でゆっくり朝霞の街を見ている余裕はなかった。 

（６０代 女性） 

●朝霞市に住み始めて７年ほどですが、板橋区から越してきた私には、緑が多く、広い公園や点在する

畑、川遊びもできる黒目川等、大変新鮮に感じています。施設も整っていて、暮らしていくのに不自

由もなく、こんなにいい環境があれば、自分も子どもの頃からここに住みたかったですし、子育ても

したかったと思いました。（５０代 女性） 

●黒目川を中心に自然に溢れていて都心にも近い。（６０代 男性） 

●産まれてからずっと４０年以上住んでいるから。（４０代 女性） 

●子供が大きくなってから朝霞市に越してきたため、ママ友つながりもなく、情報を得る機会もなかっ

たので。（５０代 女性） 

●個人的に高校時代より朝霞市にゆかりがあり、その後朝霞市に移住し今や生活基盤です。全て市内で

事足りて不便を感じないです。（５０代 男性） 

●生まれ育った自治体である程度は知っている。都内に近く交通の便が良くある程度自然がある。 

（６０代 男性） 

●生まれ育ったところだから。（５０代 男性） 

●自然が豊かなところに愛着を感じています。（５０代 女性） 

●朝霞市に越してきて３年目なので、自分が住む以前の朝霞市について知識がないため。（３０代 女性） 

●１５年以上居住し、市内でさまざまな活動をしてきました。あまりギスギスしていないところも愛着

を感じる理由です。（４０代 男性） 
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●生まれてからずっと住んでいる。（４０代 男性） 

●子供が生まれる前から住んでいて、生まれてからも支援センターや児童館でお世話になり、感謝して

います。サービスがある程度整っているかと思うので、住みやすいと思います。（４０代 女性） 

●小高い山あり、川ありで、自然を身近に感じられる。（５０代 女性） 

●住み始めて間もないのであまり理解はできていない。愛着を感じるのは長閑で住みやすいところ。 

（３０代 女性） 

●生まれてからほぼ育ちも朝霞なので。昔も知っているので。（５０代 女性） 

●生まれてからほとんどの時間を朝霞市で過ごしているから。（５０代 女性） 

●コロナ禍を朝霞で過ごす時間が増えた。（３０代 女性） 

●アピールがまだ足りないと思います。（５０代 男性） 

●終の住居となる予定だが、地域のつながりが無いと感じている。（５０代 男性） 

●駅のモニュメントがにんじん。（３０代 女性） 

●結婚してからずっと朝霞に住んでおり、子供にとっては故郷になるから。（４０代 男性） 

●池袋に近く、自然もあるため住みやすい場所だと感じているため。（６０代 男性） 

●居住歴約３０年。（７０歳以上 男性） 

●よく散歩、サイクリングをしているから。（５０代 女性） 

●住んでいる街に愛着を感じるのは自然なことだと思う。朝霞市以外で朝霞市のことが報じられると嬉

しく感じる（相撲や自衛隊基地など）。歴史を知りたくて博物館になどには何度も足を運んだ。 

（５０代 男性） 

●特に調べようと思ったことがない。（３０代 女性） 

●朝霞市内をあまり歩いたことがないため。（４０代 女性） 

●小学生の頃に朝霞駐屯地跡の公園の名称募集がありました。そこで、朝霞市に森のような居心地のい

い木漏れ日のある暖かい場所になって欲しいという思いから「朝霞の森」という名前をつけました。

当時は小学生でしたので、ここまで具体的な思いがあったわけではありませんが、現在大学生になっ

て当時の思いを言葉にしました。また、冨岡市長とご挨拶させていただき、市の中で愛着のある 1 番

の場所です。（２０代 男性） 

●都心に近い割には、自然に恵まれており、私どものような毎日散歩やジョギングを楽しんでいる健康

な老夫婦にとっては、ゆっくりとした時間を過ごせる老夫婦向きである街だと思っている。また、私

たちの住んでいるエリアは防災上も比較的安全なエリアでその点でも満足している。 

（７０歳以上 男性） 

●１０数年住んでいるので、どこに何があるかは分かっている程度。（４０代 女性） 

●住めば都。都心にも近いのに自然が残っている。（４０代 女性） 

●彩夏祭の存在。ドラマで時々知っているところが使われている。（４０代 女性） 

●物心ついたときから朝霞に住んでいるので、行動範囲内のことはある程度知っているが、離れた地域

のことはよくわからない。長年住み慣れた街であることにいちばん愛着を感じる（４０代 女性） 

●やさしい色。ふんわりしている。（４０代 女性） 

●自分も親もその親も朝霞で生まれ育ったので。（４０代 男性） 

●市民になる時に、朝霞市の歴史や伝統、取り組みなどを多少なりとも勉強した。朝霞市のことを紐解

いた書籍も購入した。（５０代 男性） 

●２０年以上住んでいるから。（４０代 女性） 
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●６年前に朝霞へ越した、典型的な埼玉都民です。住めば都で朝霞には少しずつ愛着を持って来ました

が、埼玉県の他地域の事を全く知りません。埼玉県の他地域との関わりなども朝霞市を理解する上で

重要なことであろうと思いますが、あまり良く知らないのが実際です。（５０代 男性） 

●駅近に居住しているので、病院、公共機関、スーパー等々揃っているので便利だと思っています。都

心で買い物をして「朝霞」駅に着くとホッとする。（６０代 女性） 

●まだ住んで１０年ちょっとですが、自分の住む地域の祭りやイベント、よく行くエリアにしか散策し

ませんが愛着を感じます。（４０代 女性） 

●青葉台公園付近の景色や彩夏祭。（６０代 男性） 

●歴史的文化財が豊富なところ。（６０代 男性） 

●朝霞市で生まれて育ってきたからです。けれど、自分が普段朝霞市内で行く場所は限定されているの

で、よく知っているとは言い切れないなと思って選択しました。（３０代 女性） 

●子どもを出産して引っ越してきて１０年だが、適度に緑もあり、児童館や支援センターも多くて、住

みやすい。（４０代 女性） 

●朝霞は緑が多く気持ちが良いです。また、野菜が美味しいです。（４０代 女性） 

●朝霞市に転居して 2 年です。コロナが終息したら、朝霞のことをもっと勉強したいと思います。 

（７０歳以上 女性） 

●朝霞市民なので、愛着や親しみを感じる。（５０代 女性） 

●ずっと朝霞市に住んでいる。（２０代 男性） 

●２０年来住んでいるから。（４０代 女性） 

●生まれてからずっと住んでおり朝霞市のほとんどの場所に行ったことがあるから。（２０代 男性） 

●地元を１８歳で離れ、それ以降、国内海外と転々としましたが、地元の次に一番長く住んでいるので。 

（４０代 男性） 

●都心に近いが、朝霞の森やシンボルロード、基地跡地の緑などに強い愛着を感じています。 

（４０代 男性） 

●３０年くらい住んでいること。自然、公園も多くて、散歩が楽しい。（６０代 女性） 

●小さい頃から朝霞市で暮らしていくため、思い出がたくさんある。（２０代 女性） 

●緑が多い。（５０代 女性） 

●子供が小さい時は割とイベントに参加していました。あとは、黒目川があり季節ごとに変わる景色を

見ながら散歩することが楽しみです。（５０代 女性） 

●スポーツや各種イベントが盛んな事。緑が多く町がきれいだと考えます。（５０代 男性） 

●朝霞市に本社がある不動産に勤めて８年目になり、私自身も住みやすい朝霞市内にマイホームを持っ

たため。（３０代 女性） 

●公園などの市民の憩いの場を整備していると思う。（６０代 男性） 

●さすがに住んで 20 年以上経つので、市の施策に大きな不満はなく、市の施設もよく利用しているが、

近隣の市と比較してこれといった違いが見えない。また、都心に勤めているなかで市の知名度も低い。

（５０代 男性） 

●物心ついたときから暮らし、小学校３年生の「あさか」の教科書で朝霞という街を意識しはじめ、 

毎日の生活の基板となる街。歴史や風土、風俗の素晴らしさだけでなく、負の遺産も知っている。 

私の人生は、朝霞という街なくしては成立していない。（５０代 男性） 

●行動範囲が駅と自宅周辺のみ。これといって出かける施設が少ない。駅も不便。（３０代 女性） 



 

15 

 

●子どもがいるので市内のいろいろな公園、児童館、図書館などの施設を利用しています。青葉台公園

の水遊びや溝沼児童館、朝霞の森での遊びは子どもも大好きですで、助かっています。住んでいる地

域は人との交流も多く、魅力を感じています。（４０代 女性） 

●朝霞市の理解については、市の総合計画などの冊子や広報誌「あさか」を拝読し、さまざまな施設を

見学や利用したこと。愛着を感じるのは、黒目川や城山などの自然が多く残っていることにより、心

が安らぐこと。（７０歳以上 男性） 

●朝霞市の歴史を学ぶ機会がなかった。居住地が新座と志木の境界線なので和光市方面（内間木、田島

等）や市役所方面はあまり地理がわからない。（４０代 女性） 

●朝霞市で生まれ育ち６０年以上朝霞で暮らし、現在は職場も朝霞市のため。（６０代 男性） 

●自分が育った街なので、住んだ地域に関しては詳しいと思います。市内でも何度か引っ越しを経験し、

その都度朝霞市の新しい魅力を感じることができました。例えば田島や岡地区は緑が多く自然も豊か

な点、本町では駅前の便利さやお店の充実さなどからそれぞれの良さに愛着を感じています。 

（３０代 女性） 

●まだ、訪れていない場所があるため。（５０代 男性） 

●ママ友達が増えて、子ども達と一緒に朝霞市の環境を活用できていると思ったから。（３０代 女性） 

●利便性もよく、住みはじめて１０年以上たったので愛着がわいています。（４０代 女性） 

●３年前ぐらいに引っ越してきたので、あまり土地のことはわからないですが、住みやすい街だなと思

います。朝霞駅前と朝霞台駅前のバランスの良いお店のラインナップは素敵だと思います。また、公

園も広く、たくさんあって子育てにはとても重宝しています。（３０代 男性） 

●生まれ育った場所ではないが、学生時代に通学していた市だから。（４０代 女性） 

●理由を聞かれるとない。（４０代 男性） 

●高校時代から知っているので。（５０代 女性） 

●黒目川沿いの遊歩道。川沿いに整備された遊歩道があり市民が散歩や通勤に使っている様子は他市に

はなかなかないと思うから。（５０代 女性） 

 

【「愛着をあまり感じていない」、「全く感じていない」と回答した方のご意見】 

●市の全般について私自身あまり理解していないので、答えがでてこないです。（７０歳以上 男性） 

●生まれは朝霞市ではないが、市民生活は長い。交通の利便性と住居費用の安さから朝霞市を選びまし

た。（７０歳以上 男性） 

●４０歳を超えてから朝霞市に住んでいるが、仕事と家の往復で、あまり朝霞市愛着を感じがない。 

（５０代 女性） 

●昔はそれなりに地域を感じていたが、祭りや商店街がなくなり、市役所周辺との格差が増してきてい

る。（６０代 女性） 

●生まれ育った場所ではないから、愛着をあまり感じていない。（５０代 女性） 

●人参が有名なことを知っているため。（２０代 男性） 

●興味がない。（５０代 女性） 

●住んで１２年になるので、ある程度は知っていると思う。（４０代 女性） 

●朝霞市に居住して数年というのもあるが、朝霞市の魅力を発信するようなプロモーションをあまり感

じられない。（３０代 女性） 

●とくにありません。（６０代 男性） 



 

16 

 

●以前は自衛隊駐屯地とのイメージしかなかった。結婚して朝霞市にきたが、とにかく近年は犯罪が多

い、子供を安心して育てられない、市の財政が少ないといったイメージしかない。（４０代 女性） 

●あまり市を意識したことがなく、市もまた市民に対し市を意識させるような事柄がない。 

（７０歳以上 男性） 

●テレビ等のマスコミで扱われることが少ない。（６０代 男性） 

●「むさしのフロントあさか」や「ぽぽたん」を今回のアンケートで初めて知ったので。（３０代 男性） 

●通勤に、便利。（３０代 男性） 

●緑豊かなほのぼの感とした郊外。（６０代 女性） 

●十年以上住んでいるから。愛着は特に感じていない。（４０代 女性） 

●引っ越してきてから 1 年ぐらいのため。（４０代 女性） 

●歩いたりしているので、ある程度はわかります。（１０代 男性） 

●愛着は無い。（４０代 男性） 

●知・不知の理由を問う意味が分かりません。市名の由来や、かつてキャンプ・ドレイクがあった程度

の知識は持っています。転居に際し、生活環境（必要な資源）の確認もしています。何をもって「詳

しい」というのか、判断に迷います。「武蔵野」の里山とは異なりますが、黒目川沿いは、お気に入り

の散歩コースです。（６０代 男性） 

●転居して間もないため（５０代 男性） 

 

2.2

160 57.8

あまりお勧めできない 32 11.6

まったくお勧めできない

無回答 5 1.8

問11 朝霞市での暮らしを、市外の方へどれくらいお勧めできますか。

ややお勧めできる

回答内容 回答件数 構成比（％）

とてもお勧めできる 74 26.7

6

 

 

【「とてもお勧めできる」、「ややお勧めできる」と回答した方のご意見】 

●住生活環境に優れているため。（７０歳以上 男性） 

●交通の便（北朝霞駅・朝霞台駅）が良く、都心へも１時間程度で行けるから。（６０代 女性） 

●自分で暮らしてみて、すべての生活で生活しやすく、心やすらいでいます。（６０代 女性） 

●お勧めできる理由は、自然があるため。お勧めできない理由は、バスの本数が少なく、駅近以外は住

めないため。（７０歳以上 男性） 

●緑も多く各施設も近いため、子育て環境はお勧めできます。都心部へも電車一本で行けるので、利便

性は良いですが、駅から遠い土地の交通の便は悪いです。（４０代 男性） 

●都心にも近く、自然も多い。（６０代 女性） 

●埼玉というだけですぐ近くの東京と比較して家賃が安い。スーパーマーケットもたくさんあるので便

利である。（５０代 女性） 

●市外に出る交通の便がよい。適度に自然がある。（５０代 女性） 

●勧める方の年齢により、お勧めする理由は変わります。（７０歳以上 男性） 

●朝霞台駅南口周辺の整備や有名店の確保が必要。（７０歳以上 男性） 
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●自然があって静かでよいが、買い物に関しては少し遠いので、他の方へのお勧めは少し控えてしまう。

（５０代 女性） 

●私にとってはいいが、高級感やおしゃれ感を求める方にはお勧めできない。また、信頼できる専門病

院が少ない。（４０代 女性） 

●都心に近いが緑もあるから。（７０歳以上 男性） 

●都心からほどよい距離で交通の便もよい。あさかの森周辺などに緑がたくさんある。（５０代 女性） 

●緑の多い公園があり、博物館など近場に素敵な場所がある点を紹介していきたい。（６０代 女性） 

●交通の便は良いが、教育や医療の設備は進んだ場所はない。賃金の低さや郵便局が遠い点などの理由

で、年を取ると暮らしにくいと思う。（６０代 女性） 

●私の周りしか見えていないため、もう少し色々な面に目を向けていけたらと思っているため。 

（６０代 女性） 

●空気がよく、黒目川が広々としているから。（７０歳以上 男性） 

●埼玉県内の中でも、都内や県内に移動する際は比較的便利であり満足しています。しかし、市内の道

路整備は不十分だと感じることも多いです。（５０代 女性） 

●車で動けます。（６０代 女性） 

●図書館が充実し自然が残っている点。（７０歳以上 男性） 

●緑があり、生活や交通の便がよい（７０歳以上 女性） 

●「とかいなか」な町だから、便利だし落ち着けます。（７０歳以上 男性） 

●朝霞市民に親切さがあるからです。（７０歳以上 男性） 

●買い物に不自由はしないし、都心にも近いから。（７０歳以上 男性） 

●市で行っているリサイクルのことを話すと、皆素晴らしいと行ってくれます。（７０歳以上 女性） 

●交通の便が良く、都心や横浜へのアクセスが容易だから。（６０代 男性） 

●都心に近い。（６０代 女性） 

●駅の利便性や子育てのしやすさ。（３０代 女性） 

●都内にも出かけやすく、公園も多いのでお勧めです。東京メトロも乗り入れているので、便利だと思

います。（４０代 女性） 

●電車等の交通が便利だから。（４０代 女性） 

●彩夏祭があって花火があり、美味しい洋食店があるから。（５０代 女性） 

●緑が多く、おいしいお店が多い。（５０代 女性） 

●都内から近い。（５０代 女性） 

●有名な建物はないが、静かで暮らしやすい。（７０歳以上 男性） 

●都心や空港等へのアクセスが便利で自然が豊かである。（６０代 男性） 

●交通の便がよく医療機関が充実している点や、緑が残っていてほっとできることが理由です。 

（７０歳以上 女性） 

●仕事で朝霞市にきて３９年（居住は３４年）経過しましたが、第二の故郷になりました。朝霞市のス

ポーツ行政に２５年以上携わっている。（６０代 男性） 

●農村的な環境が保たれていながら都市化もされており、サービスが受けられるから。 

（７０歳以上 男性） 

●自信をもってお勧めできる内容をさがしています。（７０歳以上 男性） 

●交通の便が良く、自然があるところ。（５０代 女性） 
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●とてもお勧めできるほど市政に詳しくない。（５０代 女性） 

●お勧めできるほど多くは知らないが、住むには利便性があっていいと思います。（３０代 女性） 

●地域にもよるが、概ね自然災害に強いところ。（７０歳以上 女性） 

●通勤のアクセスが良い。（５０代 男性） 

●新座市よりも財政に余裕がある感じがします。６５歳以上だと、新型コロナウイルスワクチンの３回

目の接種日の日時と場所が予め決定されていたので楽でした。（６０代 女性） 

●他県に移動するのに交通の便が良いです。（６０代 男性） 

●別の市に行ったときに、ゴミをポイ捨てしている人が多かったが朝霞は少ない。ただ路上駐車が気に

なり、マンションの前に深夜毎日何台も車庫代わりにして止まっているため、対向車とぶつかりそう

になった。改善してほしい。（４０代 男性） 

●都内まで近いのに自然が多い。（４０代 女性） 

●散歩のできる公園もあり、交通の便もよいので住みやすい町だと思う。（２０代 女性） 

●交通アクセスが良い。（２０代 男性） 

●緑が多い。坂があることで、景観が良い。武蔵野線も志木駅も使える。（４０代 女性） 

●緑が多く、公園も小さい所もたくさんあるし、朝霞の森などの自転車やボール遊びが出来る大きな公

園が狭い範囲である。また、大体の買い物は自転車で行ける範囲に色々ある。駅も近いので交通も便

利。おすすめ出来ないと感じる所は、人口に対して学校や病院などの数が追いついていないと感じる

時があるからです。（４０代 女性） 

●お勧め出来る事柄は、公園の多さ、子育てのしやすさ、交通の利便性の良さ。お勧め出来ない事柄は、

朝霞駅前にタクシーの降車口を設けていて場所を取られているが、実際はタクシーが降車口を使わず

に障害者用の停車位置で降車させているので、タクシー用の降車口の無駄なスペースとなってしまっ

ている。和光市駅と朝霞駅は隣ではあるがバスでは繋がっていない。繋がるとかなり利便性が高まる。 

（４０代 男性） 

●交通の便がよく緑が多い。（４０代 女性） 

●生活するにあたりお店に困らない。程よく都心に近い。飲食店の数が多くたまにイベントもやってお

り楽しい。（３０代 男性） 

●町がきれい。（５０代 男性） 

●子供を育てるに適度な自然があるところと、都会へのアクセスがよいこと。（４０代 女性） 

●武蔵野線と東上線がクロスしていて、東上線には地下鉄も直結していて、埼玉、東京、千葉、神奈川

のどこに行くにも便利。（５０代 男性） 

●都内へのアクセスが良いのに、黒目川などの自然があり、朝霞駅近辺はこだわりの飲み屋があって満

足。（５０代 女性） 

●都心に近いため。（２０代 男性） 

●自然が多いところを紹介したい。（５０代 女性） 

●生活のしやすさを感じています。住宅街でも買い物ができるちょっとした店舗があったりもするので。

（５０代 女性） 

●良い医療機関がない気がします。（３０代 女性） 

●育児に適している。大きい公園や小さい公園が多数ある。適度に栄えて適度に田舎（４０代 男性） 

●まだ住んで長くないため手放しに勧められる程知らないが、住んでいて住みやすい方だとは感じてい

るので勧められるかどうかで言えば勧められると思う。（３０代 女性） 
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●都心に近く通勤に便利。（６０代 男性） 

●公園が多いと感じるため。（３０代 男性） 

●都心からも近いが、ある程度の自然などがあり土地柄的によい。また、様々な公共サービスも使いづ

らさはないため。（４０代 女性） 

●都内に近い。（６０代 女性） 

●なにかと穴場があり、隠れブランドもあり。（４０代 男性） 

●交通の便がよい、生活に必要なお店などが充実している。都内に近い（４０代 男性） 

●小さい市のため、市役所や公共施設がまとまっており便利。（２０代 女性） 

●スーパーや役所など、必要な施設がそろっている。住宅街が多く、安心して住める。（４０代 男性） 

●池袋等の東京都市部への電車の便や和光・所沢といった高速道路への自動車の便から、ベッドタウン

としてかなり優れている点。また、都市機能と環境機能のバランスが丁度よく、両方の側面に触れな

がら快適に生活できる点。（２０代 男性） 

●アクセスが良い。都内や横浜への通勤、大宮から東北へ行きやすいこと。自然と緑豊かな場所であり、

病院や公共施設が整っていること。朝霞市が市民の声を積極的に聞き、寄り添っている姿勢。 

（６０代 女性） 

●池袋まで東武東上線にて２０分ほどで行ける、横浜まで乗り換えなしなど交通が便利、近郊に長瀞な

ど自然があり、また、軽井沢や日光など名勝へも高速道インターチェンジが近い。朝霞市内の道路の

舗装状態が、近隣の市（特に新座市）と比較して悪すぎます。（６０代 男性） 

●子供連れが多い。便利だが、どこか素朴で親しみやすい。（３０代 女性） 

●都心に近いのに落ち着いている。（３０代 男性） 

●交通の便が良いため。（２０代 男性） 

●交通の便が良く、インフラが充実している。自然環境も良い。（６０代 男性） 

●都心へのアクセス利便性と自然環境のバランスが良い。（６０代 男性） 

●東上線の急行、快速が停車しないため、周りの駅と比べて本数が多少不便。（１０代 男性） 

●可もなく不可もない。（５０代 女性） 

●お祭り、電車アクセスの良さ。（４０代 女性） 

●公園が多く、自然が多い。災害にも強い。（３０代 男性） 

●悪いところは特にない。（３０代 女性） 

●お勧めできる点は、緑が多く夏祭りがある。お勧めできない点は、飲食店が少ない。（５０代 男性） 

●小さなお子さんが居る場合、とにかく歩道が歩きにくい。市内循環バスの本数が少ないので、老後の

アシとなるものの確保に今から少し悩んでいる。（５０代 女性） 

●利便性が良いのに、適度に静かで住みやすく、スーパーや飲食店も困らないから。併せて年齢層も低

く、活気があるように感じる。（２０代 女性） 

●自然が近くにあること。地元の野菜を買うことができる。子育てには、いい環境かと思います。 

（５０代 女性） 

●通勤しやすく、スーパーと病院も多いので、暮らしやすい。逆に新しい土地にスーパー、コンビニ、

住宅しかできないので、つまらない。土地活用がオシャレではない。（４０代 女性） 

●可もなく不可もなく。（５０代 男性） 

●交通の便が良い。駅前が比較的キレイ。公園など緑が多い。（６０代 女性） 

●都心に近く、自然豊か。しかし、大型スーパーは少ない（６０代 男性） 
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●都心への通勤のアクセスがとても便利。（３０代 男性） 

●静かで落ち着いた雰囲気があるため。ただ、駅周辺の商業施設があまり充実していないため、ややお

勧めできるに止まった。（４０代 男性） 

●子育てしやすい。（３０代 女性） 

●日常の生活、買い物などに利便性を感じていますし、通勤、通学にも無理のない環境だと思います。 

（６０代 男性） 

●住まい地区として整備されつつあるから。（６０代 女性） 

●色んなジャンルでそれぞれ美味しい料理屋さんが多い。都会でもなく田舎でもないので住みやすい。

（３０代 女性） 

●住み心地が良い。交通の便が良い。緑が多い。（４０代 男性） 

●住みやすいと思います。（５０代 男性） 

●周辺施設や状況など住みやすいと思います。（４０代 女性） 

●住みやすさ、アクセス、治安。ただし、教育環境は今ひとつ。市立の中高一貫校等があるべき。朝霞

の森の裏などが有効活用出来るはず。（４０代 男性） 

●小規模なお店が多く、車を持たずとも自転車で十分買い物ができる。（３０代 女性） 

●埼玉県内として見れば都内へのアクセスの良さ、武蔵野線と東上線（副都心線、有楽町線）の 2 路線

が活用できる。都内から見れば、少々アクセスが悪くなること。また、朝霞台にはエレベーターがな

いので、これから家族構成が増えるような子育て世代にはおすすめできない。（３０代 男性） 

●子育て世帯が多く、人口が増加傾向にある。地価が上昇傾向にある。公園や児童館などが充実してい

る。都心へのアクセスもよい。健康な人間が普通に住む分には何の問題もない。しかし、コロナの発

熱外来を診てもらえる病院が少ないことは問題。他にも最先端の高度な医療を提供し、レアな疾患で

も診てもらえる病院や医師がない（いない）気がする。（４０代 男性） 

●物価が安く治安も悪くない。都心にも近くて便利。（５０代 女性） 

●私の住んでいる三原は、駅まで徒歩１５分程度で学校、幼稚園、スーパーなども近くにあり便利です

が、２０坪の３階立て物件でも５千万円以上です。もう少し地価が安くないとサラリーマンには買う

ことができません。購入可能な物件は、駅から遠くて通勤に不便です。（７０歳以上 男性） 

●都内にも出やすいし自然もあるし大人にも子供にも生活しやすい街だと思います。（６０代 女性） 

●お勧めできる理由は、東京への移動が近くて容易である。ＪＲと私鉄の両方が通っていて移動に便利

である。お勧めし難い理由は、特に特徴が無い。繁華街があるわけでも無く、歩道の未整備道路が多

く、住宅地として整備されているわけでもない。博物館や美術館などの文化施設が、あるが無いに等

しい。観光資源も無く、観光資源を作ろうという意識も欠如していると感じる。（７０歳以上 男性） 

●お勧めできる点は、都心からも近く住環境が整っていて、犯罪も少なく治安が良い。お勧めできない

点は、家賃や住宅価格が高い。東武東上線の遅延が多い。（４０代 女性） 

●朝霞駅周辺は昔に比べれば、比較的発展したが、朝霞台駅周辺などは都市整備や開発が計画的に進ん

でおらず、田舎感が否めない。（６０代 男性） 

●大型のホームセンターやスーパーで買い物する場所はたくさんあって困らないし、交通機関もそこそ

こあって困らない。（４０代 女性） 

●交通の便の良さ、適度な自然、保育・医療環境の充実等（５０代 男性） 

●うちの近くの農家さんが売っている野菜がとてもおいしくて、それだけで朝霞に住んでいて幸せです。

（５０代 女性） 
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●自然があるのと交通の利便性。（６０代 女性） 

●都心に出るのも便利で、図書館も充実して公営のプールなど楽しめるところもたくさんある。 

（５０代 女性） 

●ある程度自然もあり、スーパーなども充実していて生活しやすい。都心にもそれなりの近さである。

ただ、クリニックはもう少し充実させてもらえると有り難い。（朝霞駅に住んでいますが、眼科がイマ

イチです。）昔ながらのクリニックも良いが、予約ができるなど時代にフィットしたクリニックが有り

難い。また、朝霞台に住んでいた頃は、皮膚科が混みすぎていたし、予約もできず苦労した。現在は

皮膚科にあまり行くことがないので分からないが、リードタウンにクリニックが入ったのはとても嬉

しい。あと、今コロナで心療内科の需要が高いと思うが、どこも予約が取れない状況で新規患者は苦

労していると耳にしました。（３０代 女性） 

●自然や畑が身近で良いと思い、住み始めましたが、畑がマンションになっていくのが残念です。せめ

てスーパーとかになればいいのにと思います。（４０代 女性） 

●都心からそれほど離れていない割に、適度に自然が残っていて治安も良いと思う。（５０代 男性） 

●市内で必要最低限の物はそろえることができますが、出かけるのにおすすめの場所やお店が少ない気

がします。（４０代 女性） 

●交通的な利便性もあるし、色々お店もあるし不自由なことがあまりない街だと思うので。 

（３０代 男性） 

●道路が整備されていない（農道のまま）のところがある。駅周辺は道路が広いのに。道路と家が接近

している。歩道が狭い。（４０代 女性） 

●都心に近く通勤、買い物に便利な場所です。また、静かで住みやすい場所だと思います。 

（５０代 男性） 

●朝霞台駅にはスターバックスがないため。時折、犯罪情報があるため。電車の交通の便は良い 

（２０代 女性） 

●都心に近いし、学校もたくさんある。子供も多く感じられる。（２０代 女性） 

●市の支援が充実し、子育てしやすく、年をとっても過ごしやすいから。（５０代 男性） 

●行政サービスが、特に良いわけではない。特徴が少なく、特段勧めるものはない。（６０代 男性） 

●昔の良さが少し減ってしまったと思う所があるので、「ややお勧めできる」にしました。虫取したり、

竹の子を取ったり雑草で遊んだりしていた林などが切られ、整地された公園とかになってしまい、自

然と遊ぶ遊び方が変わってしまったのが残念です。（５０代 女性） 

●都心へのアクセスが良い。街の雰囲気が落ち着いている。（６０代 女性） 

●家賃も都内より安く、環境も良い。都内への通勤も不便を感じないので、引っ越しを考えているとい

う人にはお勧めしています。（５０代 女性） 

●黒目川の自然に触れてほしい。（６０代 男性） 

●都内へも近く、緑が多くて住みやすい。（４０代 女性） 

●都内どこに出るにも便利。交通の便が良い点。（５０代 女性） 

●やはり池袋から電車で２０分かからず通勤も不便を感じません。自然も多く残されて個人的に満足行

く環境です。（５０代 男性） 

●都内に近く交通の便が良くある程度自然がある。（ちょうどよい距離）（６０代 男性） 

●子育て支援が充実している。（５０代 男性） 

●自然が豊かなところ。（５０代 女性） 
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●都心からのアクセスや治安も良く、家賃も手頃で住みやすいと思う。（３０代 女性） 

●都会にやや近い、適度な田舎。（４０代 男性） 

●子供を育てている世帯への支援が充実して欲しい。（４０代 女性） 

●アクセスが便利。（５０代 女性） 

●住みやすい面と坂が多いなど住みにくい面がある。住めば都。（５０代 女性） 

●自然災害に強いと思うから。（５０代 女性） 

●公園やスーパーが多い。人が多くて友達や知り合いが増える。（３０代 女性） 

●自然が近くにある上、店等も含め不便はないから。（５０代 男性） 

●通勤に便利だが、商業施設が少ない。（５０代 男性） 

●道が狭い。（３０代 女性） 

●自然が豊かで生活する上で便利な所。（４０代 男性） 

●池袋に近く住みやすいから。（６０代 男性） 

●静かで交通の便が比較的良い。（４０代 男性） 

●自然が豊かで公園が広いが、スーパーも多く生活が便利。都会も近い。（５０代 女性） 

●役場関係から金融機関、スーパーなどがまとまっていて利便性が良い。近所に運動施設も充分にある。

アイススケートができるところがあればもっと良いと思う。（１０代 男性） 

●交通の便が良い。適度な自然がある。（５０代 男性） 

●交通の便が良い。（３０代 女性） 

●お勧めの点は、住みやすく、都内にも地方にも行きやすい。いい意味で中途半端に田舎であり、畑が

あったり近所の方も気軽に声をかけてくださったり、子育てするのに良い環境である。お勧めできな

い点は、商業施設やカフェなどが少ない。（４０代 女性） 

●私は現在静岡県に住んでいます。度々、帰省した際に朝霞台の駅に「おかえりなさい」というのぼり

があり、とても温かい気持ちになります。このような駅は他になく、朝霞の地元愛溢れる良いところ

だと思います。（２０代 男性） 

●健康老人の老後の生活にはおすすめできるが、アグレッシブで、好奇心が旺盛な若者や中年層にとっ

て、魅力的な街かどうか。（７０歳以上 男性） 

●特に何か一押しがあるわけではないが、ほどよく緑があって、都内に出るのも便利だから。 

（４０代 女性） 

●１０年程前と比べると治安が悪くなった。窃盗、痴漢など事件が増えた。（４０代 女性） 

●都心へ出るのが便利。横浜にも一本で行けちゃう。程よく田舎。（褒めています。）街を良くしようと

いう努力を感じる。（４０代 女性） 

●物心ついたときからずっと朝霞市民なので他と比べられないが、特に不都合を感じたことがないので。

東武鉄道の朝霞冷遇が改善されればもっとオススメできると思う。ラッシュ時間帯、直通に乗っても

接続するはずの急行がすでに発車していて結局次の準急に乗らされる、下赤塚～北池袋間を利用する

とき、成増で待たされる、など。所要時間に１．５倍くらい差があり、利用者数に対して待遇が悪す

ぎる。日常的に電車を利用する方にはオススメしづらい。市街地にあがる彩夏祭の花火はオススメで

きる。（４０代 女性） 

●お店もたくさんあるし、交通の便も非常によいが、街並みがキレイでない。道路も狭く、危なっかし

く汚い。（４０代 女性） 

●悪い理由がないので。（４０代 男性） 
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●人口が増えすぎていると感じているから。（４０代 女性） 

●環境が良く、都会のすぐ近郊である利便性がありながら、昔ながらの日本を感じる親しみを感じる。

成増や和光にくらべれば、家賃や土地が安い。（５０代 男性） 

●個人的には愛着を感じますが、他の地域にもそれぞれ魅力があり、何より朝霞を勧める程ではないか

と思います。（５０代 男性） 

●自然豊かな場所でありながら、交通アクセスが良い。（４０代 女性） 

●住宅地が多く住みやすくなっている。（６０代 男性） 

●新しい住民と古くからいる住民の交流の機会が少ないように思えるので。（６０代 男性） 

●交通の利便性が良い。田舎過ぎず、都会過ぎない。市がこじんまりしているので、市内のことがよく

わかる。（４０代 女性） 

●緑が多い、野菜が美味しい、電車のアクセスが良い、美味しい飲食店がある、治安が良い。 

（４０代 女性） 

●都心に近く、通勤、通学、買い物に便利。東武東上線の沿線に大学も多い。若い人（就業人口）、学生、

児童、生徒、幼児の割合が多いように思うから。（７０歳以上 女性） 

●不都合はないので。（１０代 男性） 

●彩夏祭や青葉台公園の様に自然豊か。ドラマ等のロケ地でも多く使われている。都内のアクセスも良

い割に静か。朝霞自衛隊の広報会館もお勧め。芸能人が住んでいた街。（５０代 女性） 

●生活に困らない。（２０代 男性） 

●住みやすいと思うので。（４０代 女性） 

●都心に近く、比較的落ち着いているから。公園や体育館、グラウンドなど運動できる場所が多いから。

（２０代 男性） 

●それなりに子育てするのには環境が良いとは思うが、さらに良くなる（力を入れてもらえる）ことを

期待して。（４０代 男性） 

●住宅価格が上昇していること、雑貨屋さんなど比較的若い家族などが楽しめるお店が少ないこと。 

（４０代 男性） 

●根岸台の方は、自然が多く、静かである。（６０代 女性） 

●自然がいっぱいで子どもたちが遊べる場所が多くあり、自衛隊や朝霞警察署などがあり、安心して暮

らせるため。また彩夏祭も魅力の一つ。（２０代 女性） 

●通勤が便利。（５０代 女性） 

●程よい自然があって、都心にも近くて便利。（５０代 女性） 

●都内への通勤が近い。家賃相場が良い。（５０代 男性） 

●お客様へ朝霞市内の物件をご紹介する際に生活環境が整っており、教育施設が多く子育てにもベスト

な地域だとお勧めしておりました。（３０代 女性） 

●池袋駅に直通できる有楽町線、副都心線に乗り換えることができるため都心に行きやすい。 

（２０代 男性） 

●電車、車ともに交通アクセスが良く、私はこれがポイントで引っ越しました。逆にお勧めできない点

は、市の施設がまだまだアナログでデジタル化されていない点。図書館、市の施設の利用手段、紙で

の申請事の多さなど、旧態依然としたしくみは、DX 化をすべき。（５０代 男性） 

●コロナ禍のため彩夏祭への参加などを自粛しているため、以前よりも、あまり朝霞市を身近に感じな

くなったため。（４０代 男性） 
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●街並みとして、朝霞駅周辺は整備されているが、朝霞台駅周辺の整備は不十分。（６０代 男性） 

●目立った観光地ではないが、探してみれば、たくさん良い場所がある。都心から近い割に、自然が残

り、地価が安い。交通の便が良く、ＪＲ東日本と東武鉄道が通っている。公民館がある（たぶん、法

律に則った施設だろう）。すべての公民館に、図書室があり、図書の貸し借りができる。おいしいスイ

ーツが食べられる。東京都浄水場、宮沢フルート、クサカベ、ＴＨＥ ＡＬＦＥＥ、尾崎豊。本田美

奈子。ただし、朝霞始発の電車がないのが、大きな欠点。（５０代 男性） 

●自然に恵まれ、都心に近く住むには良いと思うが、細かい狭隘な道路が入り組んでいる場所が多く、

安全性の点に欠ける。また、道路に枯葉やポイ捨てなどのゴミが散見され、やや不衛生である。 

（７０歳以上 男性） 

●駅が二つあり（朝霞台、北朝霞）便利なだけで、これと言って何もない。都内に近い割に田舎感があ

る。もう少し大型商業施設を誘致し、朝霞台駅前を開発すれば人も集まるのではないかと思う。 

（３０代 女性） 

●生活環境としては可もなく不可もなく。子育て期の同僚から、保育園を探すのに苦労した、という話

を聞きました。ライフステージによって評価が異なると思いますので、全面的に「お勧め」と言うの

ははばかります。必要な機能を備えたビジネスホテル、のイメージです。（６０代 男性） 

●東上線、JR 交通機関が充実している。（４０代 女性） 

●特に何がというわけではないですが、長年朝霞市で生活をしてきて不便、不自由なことを感じたとが

ないため。（６０代 男性） 

●住環境に関しては家賃なども含めてお勧めしたい点のひとつです。お勧めし難い点としては、教育関

係が弱い（先進的ではない）ところです。（３０代 女性） 

●住みやすい。緑が多く大きな公園もある。（５０代 男性） 

●駅近の物件ならおすすめできる。私の住んでいる溝沼はどこに行くにも急な坂道を登らないといけな

いため、おすすめできない。（３０代 女性） 

●都内にでやすい。（交通の便がよい）。公園など自然を感じられる。（４０代 女性） 

●自然も多く、静かながら一通りのお店もある。栄えすぎず、栄えていないこともなくちょうど良い。

ただ、朝霞駅は特急が止まらないので、電車通勤で困ることがある。それをクリアできれば良いとこ

ろだと思います。（３０代 男性） 

●子育て環境がしっかりしている。児童館などが複数あり、ママ友との交流がしやすい。（４０代 女性） 

●都心に近い割には自然もある（４０代 男性） 

●自然豊かで景色も良い。一方で、直近の市長選について「民度が低いからか市長が高齢でずっと同じ」

と酷評された記事を読み、初めて恥ずかしいと感じました。確かに和光市の市長など若い。朝霞のマ

ンション乱立もいただけない。（５０代 女性） 

●東上線と武蔵野線の乗り換えが便利。空港行の高速バスもある。子育てもしやすい。お勧めできる点

は、気取った感じがなく暮らしやすい。小中学校の様子が良かった。黒目川の自然が良い。お勧めで

きない点は、朝霞駅周辺以外には店が少なく、スーパー以外のショッピングは遠出が必要。飲食店も

朝霞駅周辺に偏っている。ゲリラ豪雨で良く通行止めが生じる地域がある。よさこいのステージでの

喋りや掛け声がアウトローな感じが馴染めない。幼稚園児や小学生が歩きにくい道が多く感じる。 

（５０代 女性） 
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【「あまりお勧めできない」、「全くお勧めできない」と回答した方のご意見】 

●道路の整備が進んでいない。歩道が狭く危険な場所が多い。（６０代 男性） 

●他市と比較しますと、まだまだお勧めできません。お勧めしたい事柄が見当たりません。 

（７０歳以上 男性） 

●若い子育て世帯には優しいことがたくさんありますが、６０代からの人間には良いことがない。パス

モの補助が年間で２千円であり、手当もない。私たち６０代の世代には向かいないと思います。 

（６０代 女性） 

●住みやすい場所だとは思いますが、子育て世帯にはもう少し優遇措置があってもいいのではないかと

思います。（４０代 女性） 

●マンションの数がこれ以上増えてほしくない。工業団地や中小企業が少なく、あまりお勧めできない。

（５０代 男性） 

●高齢者を大切にしているのかが疑問である。（７０歳以上 男性） 

●お勧めできません。マンションだらけで街並みも美しくなく、道路事情も悪いです。（４０代 女性） 

●北朝霞駅が古くてエレベーターもないので、お勧めできない。（５０代 女性） 

●大きいショッピングモールや商店街が少ないので、食事や買い物をする場所が少ない。（４０代 女性） 

●市外に知人がいないため。（７０歳以上 男性） 

●お勧めできる食べ物やお店がない。北朝霞駅で素敵なランチができる場所がない。（６０代 女性） 

●道路の幅が狭く交通量が多い。坂道で苦労する。（４０代 男性） 

●ゴミ出しが大変。プラスチックとシールを剥がすのが手間である。（４０代 男性） 

●道路が狭く入り組んでいる上にトラックが多い。（５０代 男性） 

●交通機関に関してバスの本数が少ないため。（３０代 女性） 

●畑が分譲住宅になり、地域に住民が増えた。外国人も多い。ゴミ出しやイヌの散歩にもマナーの悪い

人が増えていると感じる。（４０代 女性） 

●朝霞台駅がバリアフリー化されていない。（５０代 女性） 

●道路整備状況が悪く、同世代の子育て世代や今後老年になる親のことを考えると、ベビーカーや車椅

子での生活が不便だと思う。市内循環バスはあるが交通の便も良いとは言えないため。また、市長の

在職期間が長いことで市政が偏っているように思える。駅前や市役所前の再開発を目指しているよう

だが、なんの役に立つのか分からないハコモノやオブジェばかりで根本的な生活向上にはなっていな

い。（３０代 女性） 

●市役所付近は歩道があり比較的安全だが、朝霞市は通学路でも歩道がなく、歩道があっても急に歩道

がなくなっている危険な道が沢山ある。子供と安心してサイクリングさえできない。和光市と比べて

歩道の確保ができていない。子育て世代、身体の不自由な方、お年寄りにとっても日常使う道に関し

てはあまり優しい市ではないし、おすすめできない。本当になんとかしてほしい。（５０代 女性） 

●宮戸に住み、朝霞台駅を利用しているので多方面への電車利用や高速道路の利用には便利ですが、そ

れくらいで勧められない。（７０歳以上 男性） 

●道路事情が良くない。埼玉県全般だが、医療状態が良くない。（６０代 男性） 

●乗換などの利便性は良いが、クルマがあった方が便利。ただ駐車場の場所や料金などが高く、それな

りの維持費がかかる。（４０代 男性） 

●子育て支援とか充実してない。（３０代 男性） 

●朝霞市のことをあまり知らないから。（７０歳以上 女性） 
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●道が狭い、暗い、坂が多い。（５０代 男性） 

●駅ビルが無い。特に朝霞台は JR と東武の駅があり人の往来が多いのに、栄えていないのは勿体ない。

椋鳥対策が徹底されていない。（５０代 男性） 

●お勧めできない事柄は、図書館や市民センターに誰でも利用できる自習室がなく、勉強に対する意識

の低さを感じる。街路灯が少なく、町全体が暗い。東武東上線の人身事故が多く、頻繁に移動手段が

途絶える。朝霞台駅は町の玄関口であり、町の印象を決定づける駅舎が古く汚く狭く、このご時世に

エレベーターすら無い。和光市駅、志木駅に挟まれており、駅舎の古さ汚さ狭さが余計に際立つ。朝

霞台と北朝霞の乗り換え部分など、駅前に酔っ払いその他品のない方々が滞留していることが多く気

分が悪い。上記のことから、駅周辺を利用すると鬱屈した気分になり、正直なところ暮らしていて明

るい気分になれない。池袋まで２０分の立地であり、朝霞台駅は乗降客数も多く、朝霞市の持てるポ

テンシャルは高いのに、生かし切れていない。お勧めできる事柄は、黒目川と青葉台公園の存在。 

（４０代 男性） 

●おすすめする場所が少ない。もっと魅力的な施設や朝霞にしかない施設を作った方が良いと思う。例

えば、子供が遊びやすい屋内施設や、アスレチックが豊富な大きな公園など。（３０代 女性） 

●道路環境があまり整っていないので危険な箇所が多い。都市計画がうまくいっていない印象。 

（６０代 女性） 

●朝霞台駅周辺はあまり発展していない。お店もチェーン店ばかりで活気がない。（４０代 女性） 

●お勧め出来るほど知っていることがない。（４０代 女性） 

●急行が止まらないので、都心にお勤めの方には勧めづらい。道路の道幅が狭く、歩道が整備されてい

ない所が朝霞駅東口に多いので、子供や高齢者には生活しづらいと思う。（６０代 女性） 

●在住してあまり長くなく把握し切れてない。（５０代 女性） 

●ゴミ出しは迷う。シールを剥がすのが面倒。（４０代 男性） 

●都心へもアクセスが良く、そのわりに緑も多く住みやすいと思います。ただ、内間木では最近ダンプ

カーの置き場や産業廃棄物の置き場などが増えてきて、あまりオススメできません。（４０代 女性） 

●道路事情が悪く、常日頃あらゆる所で小さな渋滞が頻発している。（５０代 男性） 

 

無回答 3 1.1

問13

回答内容 回答件数 構成比（％）

6.5

どちらも見たことがない 232 83.8

ドラマ編「ＯＫＡＥＲＩ」のみ見たことがある

6.9どちらも見たことがある

18

アーカイブ編「歴史、行事編」のみ見たことがある 5 1.8

市PR映像（ドラマ編「OKAERI」、アーカイブ編「歴史、行事編」）を、動画配信
サービス「YouTube」で公開しておりますが、ご覧になったことはありますか。

19

 

 

問14 問１3で「ある」と回答した方にお伺いします。市のＰＲ映像をご覧になった感想をお聞か

せください。  

 

●あまり好きではありません。（６０代 女性） 

●この映像を見て「朝霞っていいな」と思うかどうか。（５０代 女性） 
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●仕事での交通の便の良さや、地形の変化にも富んでいる点。学園、病院、学校、集会場をもっと多く

すれば、将来人口は増えると思います。生活圏の整備対策を早めに願います。（７０歳以上 男性） 

●黒目川など、普段見慣れた場所がとても素敵に映っていて良かったです。（５０代 女性） 

●産業文化センターの何かのイベントで見ましたが、あまりよく覚えていません。（７０歳以上 男性） 

●よくできていると思います。（７０歳以上 男性） 

●地元のことなので、時々見ます。（７０歳以上 女性） 

●朝霞市が素敵なところに思えた。（６０代 女性） 

●身近に感じられない内容でした。（６０代 女性） 

●画面の端に場所の名前が書いてあればいいと思う、住んでいてもどこかわからないです。 

（３０代 女性） 

●なかなか良いと思います。（５０代 男性） 

●大変良いと思います。今後はまだ知られていない名所をＰＲしてほしいです。（６０代 男性） 

●もう少し盛り上がりがあっても良いかな。（４０代 男性） 

●すごく、綺麗に出来上がっていて、魅力を伝えられていると思う。（４０代 女性） 

●もう少し自然な感じで良かったと思う。（４０代 男性） 

●なかなか面白く見ました。（６０代 男性） 

●とてもよく出来ている 心暖まる内容。（６０代 男性） 

●良いと思う。（４０代 男性） 

●なんとなくですが、最新というより昭和の雰囲気があったように感じました。（５０代 女性） 

●住み慣れた朝霞の風景がでてきて、良かった。（４０代 女性） 

●活発さが表現されている。（６０代 女性） 

●知っている所が映っているなぁと思った。（４０代 女性） 

●自分の知らない一面を知ることかできて、とても良い内容でした。（５０代 男性） 

●住んでいる人からすると少し地理的に違和感がある。（５０代 男性） 

●朝霞でなくても、通用しないか。（６０代 男性） 

●ＯＫＡＥＲＩはテーマが上手く伝わってこなかったです。歴史、行事は良かったのですが、空手教室

がやたら出てきて偏りがある印象はありました。（５０代 女性） 

●綺麗な映像だった以外は、残念ながらあまり覚えていません。（５０代 女性） 

●実態と異なっているなと感じた。（４０代 男性） 

●知っている場所が沢山キレイなに撮れていて嬉しかった。（５０代 女性） 

●なんかほっこりした。（４０代 男性） 

●ドラマはちょっと響かなかった。制作は難しいですね。次回作に期待したいです。歴史、行事編は知

らないことが知られて少し勉強になった。（５０代 男性） 

●永住したい魅力的な街というイメージを若者や中年層に植え付けるのには、ちょっとインパクトが弱

いかなと思います。自然に恵まれているだけではなく、コミュニティとしても躍動していて、この街

に行ってみたいという気持ちにさせるようなものであればいいなと思います。（７０歳以上 男性） 

●色んな所が使われているのだなと感じた。（５０代 女性） 

●朝霞市の伝統などを知ることができた。（２０代 男性） 

●ずいぶん前なので忘れてしまった。ポスターの写真が泣き顔なのがなんだか楽しくなくて違う気がす

る。（４０代 男性） 
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●ほのぼのとした人間模様を描いており、親しみや愛着を感じさせる映像である。（７０歳以上 男性） 

●ＯＫＡＥＲＩは病気を利用するストーリーに共感出来ない。歴史、行事編はとても美しい仕上がりで

誇りを感じられる。（５０代 女性） 

 

 

〇市政モニターについて
今後の市政モニターアンケートをより良いものとするため、ご意見をお聞かせください。

 

 

無回答 2 0.7

19

2.2

構成比（％）

やや多い

問１

6

235

少ない

84.8

5.4

0 0.0

ちょうどよい

多い

回答内容 回答件数

質問数は適切ですか。

6.9

15やや多い少ない

 

 

1.4

18

不適切

91

やや不適切

26.4

91

73

32.9

32.9

4

問２

6.5

適切

構成比（％）

どちらでもない

やや適切

回答内容 回答件数

質問項目は適切ですか。

 

 

3分かりづらい

26 9.4

普通 88 31.8

回答件数 構成比（％）

分かりやすい 104

1.1

37.5

やや分かりやすい 56 20.2

問3 質問の表現は趣旨が分かる適切な表現となっていますか。

回答内容

やや分かりづらい

 

 

やや回答しやすい

構成比（％）

回答しやすい 96 34.7

問4 質問の回答はしやすいものとなっていますか。

54 19.5

回答内容 回答件数

回答しづらい 4 1.4

普通 101

やや回答しづらい 22 7.9

36.5
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今回のアンケートについて、レイアウト・構成・回答のしやすさなどご意見があり
ましたら、ご記入ください

問5

 

 

●愛着についての設問が回答しにくい設問でしたが、分かりやすいアンケートだと感じました。もう少

しボリュームがあっても良いと思います。概ね朝霞市には満足しています。（４０代 男性） 

●今回のアンケートについては、「何を求めているのか」、「どのような方向で回答を導き、進むべき道に

案内すべきか」が全く見えなかったのが残念です。（７０歳以上 男性） 

●いつもより簡単なアンケートでしたが、このアンケートで朝霞市への愛着がわかるかは不思議です。

（６０代 女性） 

●以前送付されたアンケートの内容と重複しているものがあり、回答した内容がどのように活用されて

いるのかがよくわからないので、もう少し建設的な内容のアンケートを望みます。（４０代 女性） 

●選択肢の回答方法の指示がないので、〇で囲むか消去するかを明示してほしい。選択肢についても、

文字選択と番号選択とわかれており、番号選択に統一した方が回答しやすい。（７０歳以上 男性） 

●レイアウトや構成、回答のし易さは問題ないが、質問の意図が分からない。よりよくしていきたい意

志が感じられない。（４０代 女性） 

●もう少し設問数を増やしてもよいと思う。（５０代 男性） 

●前回のアンケートは質問数が多く、インターネットで回答した。今回のアンケートは、字も大きく質

問数も少なかったので紙面で回答した。（６０代 女性） 

●紙面を効果的に活用していると思います。（７０歳以上 男性） 

●回答が面倒だとは思わない量や内容であった。（７０歳以上 女性） 

●アンケートに「ぽぽたん」のイラストが載っていたのでよかったです。（４０代 女性） 

●今回のアンケートは、誰でも回答がしやすい感じがしました。（７０歳以上 女性） 

●選択回答と自由記入のバランスがあってよいアンケートでした。（５０代 女性） 

●「ぽぽたん」がアンケートに載っていて可愛い。文字を書ける設問が多く答えやすかったです。 

（２０代 その他） 

●設問に対し、非常に分かりやすいアンケートでした。（７０歳以上 男性） 

●見やすく回答しやすいので、問題はありません。（４０代 女性） 

●アンケートの意図がわからない。過去にも「ぽぽたん」の質問が出題されたが、それ以降の努力や発

展が見受けられません。（６０代 女性） 

●よくできたアンケートだと思います。（７０歳以上 男性） 

●初めての回答なのでなんとも言えません。市が「もっと訴えるもの」に対しての回答でないと、色々

な意味で反映されないのではないでしょうか。（７０歳以上 男性） 

●手書きから郵送の手間を考えると、インターネット回答の方が回答しやすいです。（３０代 女性） 

●今回のテーマに対しての質問が漠然とした印象でしたので、具体的にポイントを絞った質問にした方

がよいと思います。（７０歳以上 女性） 

●入力フォームの 1 つ前のページに記載されていたテーマが異なっていた様に思いました。 

（４０代 女性） 

●自由入力欄が自動で改行してくれるとありがたい。（５０代 男性） 

●選択肢をプルダウンにした方が目にも優しいし、回答しやすくなると考える。（４０代 男性） 

●選択肢がもう少しあっても良い。手入力が面倒。（４０代 男性） 
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●回答欄で文字を打っていると改行しない限り永遠とコメントが横に流れていってしまうため、自分で

打った内容を確認しづらいです。改行しなくても枠内で端まで打ったら自動で段が変わる様にしてい

ただけるとやりやすいです。（３０代 女性） 

●アンケートである以上は仕方ないもしれないが、ある程度の実施目的、主旨などは知らせていただく

ことで、具体的な回答が得られる、役立てるようになるのではと考えます。（４０代 男性） 

●一問一問がみっちり詰まっており、少し見にくい。一問一問の隙間をもう少し空けてもらえると有難

いです。（２０代 女性） 

●市への愛着増大のために「ぽぽたん」を起用していく方針は、これまでの取り組みやアンケートの序

文から仄めかすような形で伝わるが、ことアンケートにおいては「ぽぽたん」や市政の効果性につい

て直接的に回答を求めた方が良いのではないかとも思いました。市政モニターに関しては有志の方た

ちの回答になっていると存じますので、ある程度深堀した聞き方をしても遜色はないと思います。 

（２０代 男性） 

●「朝霞市をどの程度知っていますか」の質問に的確に答えることができませんでした。具体的な分野

を示していただけると答えやすかったかと思います。例えば、歴史、文化施設、公共施設（図書館、

体育館）など。各質問事項を拝見し、朝霞市がＰＲ活動にも力を入れていることがわかり、朝霞市の

活動の素晴らしさに嬉しく思いました。（６０代 女性）。 

●アンケートのテーマに関する参考資料やリンク先を添付してあると知らない情報を得ることができて

良いのではないか。（３０代 女性） 

●いつも回答しやすいです（６０代 男性） 

●質問項目が、これを知ってどうするのと疑問になるものが多い。ロゴやキャラクターの知名度アップ

に、無駄な費用をかけないで欲しい。（５０代 女性） 

●この文章回答欄は、自分で改行しないと表示枠内に収まらなくなります。スマホだと記入後読み返し

確認するのが面倒です。文字数指定自動改行されるシステムにしたほうが良いと思います。回収期待

値の高いアンケートなので、市に関するどんな内容でも OK なフリー記入欄あったら良いと思います。

（４０代 女性） 

●アンケートと質問の趣旨が、少し分からない時があり、回答に迷うことがあります。（６０代 女性） 

●特にアンケートについてはないです。一緒に頑張っていけたらと思います。（４０代 女性） 

●このままで問題ないと思います。（３０代 女性） 

●「朝霞市をどの程度知っていますか」は答えるのが難しい質問だったと思いました。大人が「ぽぽた

ん」を見て、可愛いなとは思うかもしれませんが、嬉しくはならないように思いました。 

（４０代 男性） 

●回答は普通にしやすかったです。ただ、回答者の意図を良く汲み取れるか疑問ですキャラクターは世

に溢れているので記憶に残りにくいと思います。何か他の浸透方法があればと思います。 

（５０代 男性） 

●「朝霞市への愛着」の意味がわかりませんでした。市を意識させるような例えば子供教育の無償化、

高齢者への市民バスの無料パスの配布等直接市民が受けるものがないと、「朝霞市は住みやすい」等、

市が考えた「朝霞市への愛着」にはなかなか繋がらないと思います。（７０歳以上 男性） 

●新聞を読んでいて朝霞市の記事が記載されるのは、犯罪や事故などのマイナス情報しかありません。

朝霞出身の大栄翔は頑張っていますが、それ以外の明るいニュースが記載されることを願っています。

（７０歳以上 男性） 
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●質問内容が一般的で、アンケートの目的が不明確でアンケートを取っても生かせる内容とは思えない。

（７０歳以上 男性） 

●アンケートにより何を確認したいのかがよくわからなかったです。シティプロモーションとはどのよ

うなものなのか、説明があればアンケートしやすいと思われます。（５０代 男性） 

●アンケートに答えながら、朝霞市に目を向けて考えられる機会になるのでよいことと思っています。

（５０代 女性） 

●「ぽぽたん」の質問の「嬉しい気持ち」というのが難しかった。好感とか、親しみとかだと答えやす

いです。むさしのフロントあさか、「ぽぽたん」を目にしたことがある場所については、可能であれば、

ある程度選択式にした方が答えやすいです。（３０代 女性） 

●設問数は多くても１５問ほどに絞り、具体的な内容に絞った方がもっと回答しやすいのではないかと

感じる。（４０代 男性） 

●朝霞市に愛着を感じるとこ知っていることに関する質問に関連性があまりないように感じました。そ

れ以外は回答しやすかったです。（３０代 男性） 

●今回の調査内容には、丁度良い内容、構成であったと思います。（５０代 男性） 

●「シティプロモーション」「ぽぽたん」についても、あまり熱意や積極性は感じられない。朝霞市をも

っとメジャーにするには、船橋の「ふなっしー」や熊本の「くまモン」並みに売り出さないと、注目

は浴びないのだろう。（６０代 男性） 

●回答は全て選択式にした方が、回答時間が短くて済む。（自由回答の欄も設けて）。ロゴについても、

選択で例が出ていたら見た場所を思い出したかもしれませんが、どこで見たかと聞かれてもすぐには

思い出せません。（５０代 女性） 

●どこで見たかを尋ねるように記憶に頼る回答は微妙な気がする。（６０代 男性） 

●直感的かつ分かりやすいレイアウトのため、スマホで回答するのには苦労を要しない仕立てです。 

（５０代 男性） 

●もう少し市制に参加できるような質問を期待した。アンケートには大賛成なので、目的を絞って、質

問数を減らして、アンケートの機会を増やしてはどうか？次回に期待したい。（５０代 男性） 

●具体的な内容にしてもらいたい。（４０代 女性） 

●「ぽぽたん」→嬉しい、のつながりが、意味不明である。（５０代 女性） 

●同じような質問が続いている気がした。良いか悪いかなどの単なる調査であればわざわざ人を選ぶの

ではなく数多くのアンケートを取った方が良いと思われる。どうしていった方が良いかなどより意見

を聞くようなアンケートにした方が有益なのではないでしょうか。（３０代 女性） 

●選択肢が多いとより実情に近い回答になるのでは？（５０代 男性） 

●アンケートの目的・ねらいを明らかにしていただけると助かります。毎回異なるテーマでアンケート

を実施している訳ですが、「今回アンケートを行う。目的・ねらいや趣旨はこんなことで、みなさんの

意見をこういうことに活かしていきたいと思います」ということがあると回答しやすいと思います。

（６０代 男性）" 

●もっと項目を絞って短いアンケートでも良いと思う。（１０代 男性） 

●ロゴマークと「ぽぽたん」の画像にそれぞれキャプションを入れて欲しかった。動画のＵＲＬを記載

して欲しかった。（５０代 男性） 

●改行するタイミングが分からず、永遠と横にダラダラかけてしまうので、そこを直して欲しいです。

このような打ち込みづらさを除いては良いと思います。（２０代 男性） 
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●質問が抽象的で何を答えていいか分かりづらい。（５０代 女性） 

●このアンケートで何をしたいのかが分からない。もっと市民が生活しやすくするための市民の声を反

映させるようなアンケートをとって改善に役立ててほしい。（４０代 女性） 

●何度か回答する機会があれば、何か気づきがあるかもしれませんが、今回初めてなので、特にありま

せん。（４０代 女性） 

●市ＰＲ映像アドレスをアンケートと一緒に載せて、それを見てどう思うか聞いた上でアンケートをと

ってくれたらより良いと思います。（４０代 女性） 

●分かりやすく、回答しやすかった。（５０代 男性） 

●選択肢の文字がもう少し大きいと万人に回答しやすいと思います。（４０代 女性） 

●特に無いですが、スマホでも回答しやすくレイアウトを調整してくれたらさらにいいと思います。 

（１０代 男性） 

●今回は、解答しやすくなっていた。アンケートによっては何を聞いているのか解らない時がある。同

じ質問を繰り返している様な質問が多かったりする。（５０代 女性）" 

●より良いプロモーションをしていくために市民のフリーアンサーを聞く質問がないのは残念。自分達

の考えの枠のなかで、いま実施している施策への感想のみを聞いている感じで、おしきせ感があり、

今後の施策検討への発展性が感じられませんでした。（４０代 男性） 

●問題無いと思います。特に、「ぽぽたん」は、家の愛犬の名前にさせてもらったくらい、愛着があって、

楽しかったです。（６０代 女性） 

●本アンケート方法も態然としている。このアンケート方法から得られる情報・集計してもなかなか利

活用できる情報にならないのではないでしょうか。アンケートの内容（Q）により答える内容（A）を

分岐させるなどしてアンケートで得られる情報をより尖度が把握できるような作りこみが必要と思い

ます。（５０代 男性） 

●もう少し、突っ込んで聞いてみてもいいのではないか。上面だけ、聞いている感じがする。もっと、

突っ込まないと、施策に生かせるような答えは、出てこないのではないだろうか。より深く突っ込ん

だアンケート、期待しています。（５０代 男性） 

●今回のアンケートの質問は包括的な内容の質問であり、今後は、市の政策に通じるような細部にわた

る内容のアンケートを期待します。（７０歳以上 男性） 

●自治体がシティプロモーションという時、専管の組織を作ってロゴやキャラクターを作りそれらの認

知度を高めること、と考えているのではないか、と思うことがあります。今回のアンケートにもその

傾向が見られます。「ちょこたび埼玉」のロケーションサービスのサイトで朝霞市の公園の詳しい情報

を得ようと、リンクをクリックすると、無味乾燥な朝霞市の都市公園の一覧表が出てくる。「武蔵野」

を標榜しシティプロモーションを行おうとするのとギャップを感じてしまいます。（６０代 男性） 

●フォーム内容を途中で保存できると尚良いと思いました。引き続き、どうぞよろしくお願いいたしま

す。（３０代 女性） 

●アンケートの回答に対してコメントを求める時、回答を選択した時点で、その下にコメント入力欄が

でてくるとわかりやすく、入力もしやすくなるかと思います。（４０代 女性） 

●質問数がちょうど良く、回答時間もちょうど良い。悩むことがなく回答出来たので、とても良いと思

いました。（３０代 男性） 

●全体的に回答しやすく、質問の数も適切で気になる意見はない。（４０代 男性） 
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●なぜ朝霞市がたんぽぽをモチーフにしたキャラクターを採用しているのかが分かりません。たんぽぽ

畑などありましたでしょうか。朝霞を表現できているとは思えません。（５０代 女性） 

●「ぽぽたん」はたんぽぽのよう精なので、「ぽぽたん」を主人公にして、朝霞の自然を紹介した絵本を

作ってみてはどうでしょうか。（６０代 女性） 

●キャラクター等の表面的なことではなく、市民の願いを実現しようとしていますか。 

（７０歳以上 男性） 

●「ぽぽたん」のネーミングが非常に可愛い。丸い顔や目、小さな鼻がキュートです。 

（７０歳以上 女性） 

●「ぽぽたん」については、可愛いとは思うものの、市民の投票とかではなかったのでいまいち愛着が

持てない。さいかちゃん一人でべつに良かった。キャラ違い過ぎて統一感ないどころか、並べると違

和感がある。包括的に美的センスを持ってやって欲しい。（５０代 女性） 

 

 


