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はじめに 

 

 

この冊子は、令和４年４月～令和４年７月に本市に寄せられた「市への意見・要望」

を掲載したものです。 

内容につきましては、寄せられた「市への意見・要望」及び回答の要旨となってい

ますが、プライバシー保護などのため掲載をしていない御意見・御要望もございま

すので、御了承ください。 

また、時間の経過により現状と合致しないところがある場合がございますので、

御留意ください。 

 

 



令和４年４月～令和４年７月 市への意見・要望 

 

総数１１８通（回答数８５通・回答不要３３通） 
 

内容別内訳（第５次総合計画における「政策分野」別に集計）  

災害対策・防犯・市民生活…………………… 0 ６項目 

健康・福祉………………………………………  ２１項目 

教育・文化………………………………………  １９項目 

環境・コミュニティ……………………………  ２７項目 

都市基盤・産業振興…………………………… 0４０項目 

基本構想を実現するために（その他）……… 0１０項目 

 

合計１２３項目 

 

※１通で複数の分野にわたる意見・要望がある場合があるため、総数とは一致

しないことがあります。  

 

担当部署毎集計（総数１１８通の内訳） 

財産管理課 ５ 開発建築課 １ 

職員課 １ みどり公園課 １０ 

地域づくり課 ８ 道路整備課 ２７ 

危機管理室 ２ 下水道施設課 ２ 

総合窓口課 ３ 教育総務課 １ 

環境推進課 ９ 教育管理課 ２ 

障害福祉課 ２ 教育指導課 １２ 

長寿はつらつ課 ２ 生涯学習・スポーツ課  ４ 

こども未来課 １ 中央公民館 １ 

保育課 ６ 図書館 ２ 

健康づくり課 ９ 上下水道総務課 １ 

保険年金課 １ 新型コロナウイルスワクチン接種推進室  ２ 

まちづくり推進課 １９ 合計 １３３ 

 

※１通に対して複数の部署で回答する場合があるため、総数や項目数とは 

一致しないことがあります。 

 

 ※担当部署は、令和４年４月１日時点での掲載となります。  
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災害対策・防犯・市民生活

意見・要望内容 意見・要望に対する回答 担当課

和光市、新座市、志木市などが水道料金の基本料金を何
か月か無料にするといわれていますが、朝霞市はそうい
う対策はないのですか

市の水道事業では、新型コロナウイルス感染症の拡大の
影響により、市民の皆様が家計や企業活動への経済的
な影響を受けている状況から、「新型コロナウイルス感
染症対応地方創生臨時交付金」という国の補助金を活
用し、令和４年１０月分から令和５年３月分の水道料金の
減額（料金改定に伴う増額分の２分の１を減額）を行うこ
ととしております。

上下水道総務課

高齢者が子どもに話しかけたり、食べ物を渡したりして
います。他意はないと思いますが、危険な方と区別がつ
かいない現状があるので、高齢者にお知らせ等の書面
を配布する際に、「知らない子どもにむやみに話しかけ
たり食べ物をあげないで」とお手紙を入れてもらう事は
可能でしょうか。

高齢者に対して、むやみに子どもへ声かけしないよう啓
発すること、お手紙を配布することは、地域の見守り活
動等を考慮すると、難しいものと考えます。
また、子どもに対する声かけ事案について、重大な犯罪
につながる可能性もあることから、防止対策が大切であ
る一方で、最近では、困っている子どもを見かけてもト
ラブルを恐れて声かけを躊躇されるケースも増えてお
り、慎重な対応が必要であると捉えております。また、お
子様が、善意の声かけ事案を見分けることが難しいもの
と考えられますが、地域ぐるみのあいさつ運動など、声
かけが犯罪防止につながる事例もあることから、地域に
おける見守り活動が重要であると考えております。
朝霞警察署からの、犯罪情報の提供を元に「彩夏ウボー
イのあさか防犯ニュース」を毎週ホームページへ掲載し
市内の犯罪情報をお知らせしています。また、不審者情
報等を防災無線で放送するなどしています。ご意見にも
あるとおり、他意がない場合不審者であるという判断が
難しく、警察からの働き掛けも難しいと考えられます。

危機管理室
長寿はつらつ課
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健康・福祉

意見・要望内容 意見・要望に対する回答 担当課

放課後児童クラブの料金が高いと思います。月4，000
～7，000円が相場というデータがでているのに朝霞市
は月10，000円で、近隣地よりも高いです。
各小学校の、オンライン化のレベルがあまりに違いすぎ
ると思います。同じ公立なのに、教育レベルに差が開い
てしまいます。タブレットの使用方法等、もっと足並みを
揃えられるように、遅れている小学校には市から何かし
らの指導が必要と考えます。

市の放課後児童クラブの保育料は通常10,000円で、
減免制度を利用した場合、最低額は2,500円となり、平
均で比較すると県内市の平均は7,811円、本市は
6,250円で県内でも平均以下となるためご理解をお願
いします。
各学校でのオンライン授業等におけるタブレット端末の
活用については、児童や地域の実態に応じて行われて
おり、教職員が、オンライン授業の行い方も含めたタブ
レット端末の活用について理解を深められるよう、教育
委員会としても各学校を支援してまいります。

保育課
教育指導課

発達障害について相談された時点で、その子をサポート
できる体制が整っていることが望ましいのではないの
かと思います。今の体制は、こちら側から情報にたどり
着かなければ何もしてもらえないです。発達障害児への
行政の対応として今の体制と対応の仕方が最適解だと
思われているのか行政としての見解をお聞きしたいで
す。

お子さんへの支援内容等について、学校内で検討し、支
援等について可能なものから実施いたします。なお、療
育手帳につきましては障害福祉課が担当窓口となりま
すので、手帳の取得等の手続きが必要な場合は、ご相談
いただければと思います。

教育指導課
障害福祉課

朝霞市のマタニティ教室について、参加人数制限をする
事で参加したくても出来ない人がいるのであれば開催
日を増やすなど、対策をする必要があると思います。是
非参加させていただきたいと強く思っておりますので
ご検討のほど何卒よろしくお願いいたします。

御意見をいただきましたマタニティ教室につきまして
は、妊婦さんの安全面を考慮し、安定期となる妊娠５か
月から７か月の方を対象に開催しております。
現在、新型コロナウイルス感染防止のため、会場の広さ
などを考慮し、参加人数について定員を設けて開催して
いることから、定員を超える申し込みがあった際には、
参加をお断りしている場合もございます。参加をお断り
した方への対応といたしましては、マタニティ教室で配
布する資料をご自宅にお送りし、内容について質問など
がある方については、保健センターにご連絡をいただく
ことで、個別での対応を行っております。

健康づくり課

わくわくどーむのプール利用について、
１、新型コロナウイルス感染症感染リスクを考えた場合、
超過利用は無しで、２時間限定の利用にした方がよいと
思います。
２、掲示について、子ども達でも読めるように、平仮名の
掲示も必要である。
３、更衣室のロッカーが小さいので、大きなロッカーに
変更を検討してほしい

１点目の超過利用についてでございますが、条例で定め
ているとおり、超過時間に対する利用料金をお支払い
いただくことで、長時間の利用が可能になっておりま
す。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、混雑
時には、利用者にしばらく待機していただくなどの入場
制限をしているところでございます。
２点目のプールサイドの掲示についてでございますが、
子どもたちにも分かりやすく伝えられるように見直した
いと思います。
３点目の更衣室のロッカーの大きさについてでござい
ますが、ロッカーを大きくすると設置スペースが増えて
しまい、全ての方に利用いただくための数を揃えると更
衣室内に収まらなくなってしまうことが考えられます。
ご不便をおかけしますが、衣類等が多い際には、これま
でどおり２個使用していただきたいと存じます。

健康づくり課

わくわくどーむの指定管理業者はずっと変わっていな
い様に思いますが、入札等で数年おきに変更はしない
のでしょうか。スタジオプログラムなどもマンネリ化して
おり、つまらないです。市外の人でも市内の方と同じ料
金で利用できるので、夏は大混雑してしまいます。また、
総合体育館について、民間のスポーツクラブのように、
平日夜や土日も充実したプログラムをお願いします。

わくわくどーむについてでございますが、指定管理者
は、５年毎に見直しを行い、現在の指定管理者は、プロ
ポーザル方式により決定し、期間は令和元年度から令和
５年度までの５年間となっております。
次に、スタジオプログラムにつきましては、ご利用者の
皆様に満足いただけるようマンネリ化を防ぎながら実
施してまいりたいと考えております。
次に、プールの利用料金につきましては、朝霞市に在
住、在勤、在学している方以外の方が利用する場合は、
規定の利用料金の２倍の料金をお支払いいただくこと
になっております。また、一昨年度からは、新型コロナウ
イルス感染症の拡大防止のため、学校などの夏休み期
間については、入場制限を行っていることから、ご不便
ご迷惑をおかけしておりますが、ご理解賜りたいと存じ
ます。
続きまして、総合体育館についてでございますが、指定
管理者である朝霞市文化・スポーツ振興公社が企画し、
配信動画によるショートタイムエクササイズを実施するこ
ととなりました。これにつきましては、以前実施していた
インストラクターによるプログラムと比べ、ボクササイズ
やピラティスなど、種類を増やしており、御要望により、
実施回数の増加や土日に開催するなどについても検討
させていただきますので、興味のあるプログラムがござ
いましたら、是非、御参加いただければと存じます。

健康づくり課
生涯学習・スポーツ
課
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健康・福祉

意見・要望内容 意見・要望に対する回答 担当課

市の健診について、健診後のチェック体制とそのフォ
ローはどのようになっているのか伺います。また、健診
事業を請け負う医療機関との取り決めや連携について
も伺います。

がん検診におきましては、検診の結果、精密検査が必要
であるにもかかわらず精密検査を受診されない方への
受診勧奨は行っておりますが、健康診査受診後における
医療機関と受診された方との医療行為の経過等につき
ましては市では把握できない状況となっております。健
診後の治療の進め方や経過につきましても市では把握
しておりませんが、いただいたご意見につきましては、
医療機関及び医師会と共有してまいりたいと存じます

保険年金課

新型コロナウィルス感染症予防接種証明書に関して、朝
霞市に転入後3回目接種をしましたが、3回目接種と明
記が無いと、My SOS アップロード時大変困ります。
何とか対応して頂きたい。

電話で回答
市発行の証明書には、何回目の接種かは表示されず、
１、２回目の接種は前住所（転居前）となるため、朝霞市
発行の接種証明書には記載されないことを伝えました。
接種証明書アプリにおいて、前住所の証明書、朝霞市で
の証明書を取り込めば１回目から３回目までの記録が反
映されると考えられるので、アプリの更新を行っていた
だくことも勧めました。

ワクチン接種推進室

重度心身障害者医療費受給者証申請における所得確認
の同意についての依頼が郵送できましたが、確定申告
を見ればわかるはずです。また、同部署の他の申請は返
信封筒が同封されていますので、申請者負担の郵送も
おかしいです。

所得確認の同意については、確定申告の内容等を含め、
世帯情報及び課税情報の確認させていただくために、
朝霞市個人情報保護条例に基づき、同意の御署名をお
願いするものです。対象の方々には、御負担をおかけい
たしますが、必要な手続きでございますので、御理解賜
りますようお願い申し上げます。また、返信用封筒につ
きましては、予算の関係上準備できませんでした。御不
便をおかけいたしましたことにつきまして、心よりお詫
び申し上げます。

障害福祉課

保育園のバス遠足が財政状況を理由に中止となりまし
たが、数字でもって説明し、予算が足りないのであれ
ば、一部保護者負担や積立も検討に入れ、継続する事に
努めて頂きたいのです。子ども達の気持ちを考え、保育
園生活の思い出の1ぺージを減らさない政策をお願い
します。
　
（同様の内容　他１件）

近年、公立保育園の老朽化が進み、設備の修繕や更新に
かかる費用が増えている状況にあり、バス遠足におきま
しては、予算の見直しの検討過程で、安全な保育に関す
る取組などを優先した結果、この度、中止の対象となり
ました。保育園生活での思い出づくりとしましては、園
外保育としてお弁当を持って公園などに出掛ける行事
を年に３回予定しております。そのほか、夏まつりや、運
動会、親子おたのしみ会などの年間行事がございます
ので、これらの行事が園児や保護者の皆さんにとって楽
しい思い出として残るよう努めてまいります。

保育課

朝霞市役所本庁舎多目的トイレにおいて、カーテンや仕
切りがあると大変助かります。被介護者が同時入室した
際、異性での介助者を同伴する場合もあることから、目
隠しやプライバシー配慮の意味でも必要不可欠な設備
です。設置するにあたっては衛生面や安全面についての
懸念などあるかと思いますが、前向きに検討いただけ
るとありがたいです。

市庁舎のバリアフリートイレの設備について、配慮が足
りず、深くお詫び申し上げます。ご指摘いただきました、
カーテンの設置でございますが、設置に向けて検討して
まいります。 財産管理課

わくわくどーむに子どもを連れて行ったら、５歳の未就
学児でもマスクの着用が必要でした。国の方針では未就
学児にマスク着用を一律に求めないとなっていますが、
なぜ必要なのか教えてください。市の施設において、未
就学児のマスク着用が必要な施設が他にもあれば教え
てください。

わくわくどーむでは、新型コロナウイルス感染症の重症
化リスクが高いといわれている高齢者や障害者の方も
利用する施設でもありますので、無理強いすることにな
らないように、マスクの着用をお願いしているところで
ございます。また、児童館や図書館等におきましては、
熱中症等の予防のため、マスクの脱着については、保護
者等の判断により柔軟に対応していただいております。
高齢者施設におきましては、面会に来られる方に対しま
して、マスクの着用をお願いしている状況でございま
す。

健康づくり課

わくわくどーむの受付について、土日祝日の受付はお風
呂とプールの利用者を分けていただきたいです。

開場前の時間帯につきましては、プール、お風呂、トレー
ニングルームの利用者、また、高齢者や若い方の利用者
などを、分割してお並びいただくことは難しいものと考
えております。夏季の土曜日、日曜日等につきましては、
開場時間前から混雑することが予想されますので、お風
呂の利用であれば、特に混雑する開場前後の時間帯を
避け、開場後の午前９時３０分以降にご来場いただくと、
長い時間お待ちいただかなくとも、受付が可能だと思
いますので、ご一考いただければと存じます。

健康づくり課
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健康・福祉

意見・要望内容 意見・要望に対する回答 担当課

新型コロナウイルスワクチン接種予約サイトについて、接
種可能日時、場所の検索などにおいて使い勝手が悪い
と感じるため、仕様を変更するなど改善を要望します。

市で導入している「新型コロナワクチン接種予約サイト」
につきましては、他の自治体でも使用されており、より
利用しやすいシステムとなるよう、不具合や改善点等が
あった場合、随時、システム業者と協議をし、改修の要望
等を行っております。システムの改修が可能かを含め、
より利用のしやすいシステムとなるよう、システム業者
との協議を行いますが、本市の意向が必ずしも反映さ
れるものではございませんので、ご理解賜りたいと存じ
ます。

ワクチン接種推進室

膝折町の道の途中に喫煙所のように使われている場所
があり、数名が煙草を吸われているのですが、囲いもな
くタバコの臭いのする場所を毎日通らなければならず、
朝から副流煙を浴びるので大変不快です。小学生や中
学生も通学路でその付近を通っているのでいかがなも
のかと思います。無くしていただけるのであれば無くし
て欲しいです。

当該地の管理者の方には、市民から受動喫煙対策とし
て灰皿の撤去の御要望をいだいている旨を伝え、また、
施設等の管理者には望まない受動喫煙を生じさせるこ
とがない場所とするよう配慮しなくてはならない「配慮
義務」があることを伝えました。管理者の方からは配慮
義務について了解したので、今後、灰皿の撤去も含めて
受動喫煙対策に取り組むとの御回答をいただきました。

健康づくり課

子育て支援センターや児童館に入る時に必ず手書きで
必要事項を書きます。毎回この作業をしなければいけな
いのが本当に大変です。どうか改善していただけたら嬉
しいです。

児童館及び子育て支援センターでの受付の簡略化につ
いてですが、ICT化が進んでいないことにより、ご不便
をおかけしております。受付簿については、新型コロナ
ウイルス感染症対策の一貫として、利用者の皆さまにご
記入いただいているものです。１枚で複数の子どもを受
付できるよう改善する方向で準備を進めているところ
です。ＩＣＴ化の取り組みにつきましては、全庁的な取組
みの中で検討していく内容となります。当面の間は、改
善した受付簿での対応とせざるを得ませんので、ご理解
ください。

保育課
こども未来課
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教育・文化

意見・要望内容 意見・要望に対する回答 担当課

（再掲）
放課後児童クラブの料金が高いと思います。月4，000
～7，000円が相場というデータがでているのに朝霞市
は月10，000円で、近隣地よりも高いです。
各小学校の、オンライン化のレベルがあまりに違いすぎ
ると思います。同じ公立なのに、教育レベルに差が開い
てしまいます。タブレットの使用方法等、もっと足並みを
揃えられるように、遅れている小学校には市から何かし
らの指導が必要と考えます。

市の放課後児童クラブの保育料は通常10,000円で、
減免制度を利用した場合、最低額は2,500円となり、平
均で比較すると県内市の平均は7,811円、本市は
6,250円で県内でも平均以下となるためご理解をお願
いします。
各学校でのオンライン授業等におけるタブレット端末の
活用については、児童や地域の実態に応じて行われて
おり、教職員が、オンライン授業の行い方も含めたタブ
レット端末の活用について理解を深められるよう、教育
委員会としても各学校を支援してまいります。

保育課
教育指導課

子ども達の健康を真の意味で守るためにも、下記内容
について、各種学校への情報の共有や指導の要望を致
します。
1:マスクは咳エチケットの一つでしかないこと
2:マスクは症状のある人からの飛沫を防ぐためのもの
であり、予防ではないこと
3:マスクによる子どものリスクについて考えること
4:身体的事情（病気や障害、顔が痒くなる、息苦しいな
ど）により、マスクを外し生活すると決意した子ども達
が、偏見や差別の目で見られないようにすること
5:マスクの使用は強要されるべきではないこと
また、
①:会話しない授業中や集会、屋外でマスクを外してもい
いこと
②:大声を出さず、おいしいね、と言い合えるような給食
時間を作ること
これらについても是非ご検討下さい。
（同様の内容　他２件）

市では、文部科学省より示されている「学校における新
型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～
Ver８～」に基づき、児童生徒の健康状態に細心の注意
を払いつつ、感染防止対策を講じながら教育活動が進
められるよう、小中学校を支援しております。
子どもたちには、登下校時や体育の授業中はもちろんの
こと、普段の生活においても、息苦しさを感じた際には
マスクを外すなど、状況に応じて、判断し、行動できる力
を身に付けられるよう、各学校を支援してまいります。
ただ、学校給食は感染リスクの高い活動でもあるため、
引き続き「机を向かい合わせにしない」「飛沫を飛ばさな
いような座席の配置に工夫する」「距離がとれなければ
会話は控える」よう進めてまいります。

教育指導課

（再掲）
発達障害について相談された時点で、その子をサポート
できる体制が整っていることが望ましいのではないの
かと思います。今の体制は、こちら側から情報にたどり
着かなければ何もしてもらえないです。発達障害児への
行政の対応として今の体制と対応の仕方が最適解だと
思われているのか行政としての見解をお聞きしたいで
す。

お子さんへの支援内容等について、学校内で検討し、支
援等について可能なものから実施いたします。なお、療
育手帳につきましては障害福祉課が担当窓口となりま
すので、手帳の取得等の手続きが必要な場合は、ご相談
いただければと思います。 教育指導課

障害福祉課

児童一人１台のタブレット端末が整備され、自宅にイン
ターネット環境が整備されてない家庭にはモバイルルー
ターの無料貸出がありますが、通信契約及び通信料が保
護者負担という事に対して、ひどいと思います。自宅に
インターネット環境がない家庭が、経済的な理由で持て
ないことは誰が考えてもわかることだと思います。それ
なのに、ルーターは無料で貸出し、通信料は各家庭で支
払とは、ひどい提案だと思います。子どもたちに平等に
教育機会が与えられるうような政策を希望します。

御指摘の通信費用等につきましては、各家庭において、
学習目的の使用と、それ以外の私的な使用の区別がつ
きにくく、費用算出の面で直接的な支援は難しいと捉え
ております。

教育指導課

朝霞陸上競技場の個人無料開放について、１５０人定員
のところ朝8時から２倍近くの人が公園内に並び、ジョ
ギングの方の迷惑になったり、１５０人で切られた人は途
方に暮れている状況である。解決方法として、人数制限
の撤廃または上限を増やすか、朝霞市在住、在学、在勤
の方に制限をかけ、気持ちよく使えるように改善を強く
要望します。

人数制限の撤廃または上限を増やすことにつきまして
は、利用者の安心、安全を最優先とするため、人数の上
限を１５０人とさせていただいているものでございま
す。次に、利用を本市在住、在学、在勤の方に限定するこ
とにつきましては、確認作業に時間がかかり、利用時間
が短くなってしまうなどがあり、利用者からの様々な御
意見を踏まえ、現在はこの制限を行っておりません。

生涯学習・スポーツ課

中学校における新型コロナウイルス感染症対策につい
て、授業参観や入学式などで保護者参加の人数制限を
しているが、社会情勢を考慮した対応を行うべきだと考
えます。

市では、文部科学省より示されている「学校における新
型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～
Ver８～」に基づき、児童生徒の健康状態に細心の注意
を払いつつ、感染防止対策を講じながら教育活動が進
められるよう、小中学校を支援しております。
学校行事等につきましても、他の教育活動と同様に、感
染防止対策を講じ、どのような形であれば実施できるの
かを検討しながら、計画しているところでございます。
学校行事はお子様の成長を参観できる絶好の機会では
ありますが、生徒の安全確保を最優先した上で教育活動
を進めてまいります。

教育指導課

陸上競技場の無料開放の人数制限について、まん延防
止等重点措置も解除されたことを考慮して対応の変更
をお願いします。また、走高跳の設備について、競技者
の安全性を考えマットの買い替えをお願いします。

無料開放日の利用人数の制限につきましては、利用者
の安心、安全については、最優先としなければならない
と考え、利用人数の上限を現在１５０人とさせていただ
いているものでございます。高跳び用のマットにつきま
しては、練習としての使用上は、安全なものであると判
断し、購入したものでございますので、御理解を賜りま
すようお願い申し上げます。

生涯学習・スポーツ課
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教育・文化

意見・要望内容 意見・要望に対する回答 担当課

交通指導員への要望です。横断歩道の真ん中に立ち、子
供たちが避けて通るため車道に出なければならず反っ
て危ないことがあります。また、旗を広げた際に旗が当
たったり、信号機のボタンを押さず、信号が変わっても
誘導が無いときがあるので、ご確認お願いいたします。

電話による回答
担当職員が該当の立哨場所に行き、交通指導員に対し、
以下のとおり指導した旨を説明しました。
・児童の横断の妨げになるような場所には立たないこ
と。
・旗が当たる等の危険がないよう、周囲に十分注意する
こと。また、万が一そのようなことがあった場合は速や
かに教育管理課に報告すること。
・信号機の押しボタンについては、状況に応じ指導員が
押して、児童を適切に誘導すること。
・児童が安全に通行できるよう誘導すること。

教育管理課

小学校の学区の見直しについて、年々増加する人口に
合わせるのはとても大変な事だと重々承知しておりま
すが、校区の見直しをして頂けると、助かります。
また、個別の申請も毎年ですが、希望すれば、卒業まで
など、選択できると助かります。ご検討をよろしくお願
いします。

小学校の学区の見直しにつきましては、保護者や地域住
民の方との合意形成に数年単位の期間を要し、市内全
域を視野に長期的な検討をしていかなければならない
課題と認識しております。就学指定校変更に関しまして
は、保護者からの願い出により、事由に応じて、期間を
定めさせていただいております。事由によっては、卒業
までお認めしている事例もございますので、ご理解のほ
どお願い申し上げます。

教育管理課

朝霞市のサッカークラブの練習場所に上野荒川グランド
を使用させていただいてますが、雨が降ると大きく、深
い水溜りが出来てしまい、泥だらけになりながら、小さ
な雑巾等で水取りを行って短い時間練習を行っていま
す。河川敷であるため整備に限界があると思いますが、
整備して頂けると子ども達はグランド整備に時間を費や
さず練習に励めると思います。整備の検討よろしくお願
いします。

別の利用者の方からグラウンド面の整備について御要
望をいただいており、当課職員で現地を確認した後に、
本施設の指定管理者である朝霞市文化・スポーツ振興
公社に整備を指示し、土の追加やグラウンド面の整備な
どの措置を実施したところでございます。対応には限度
がございますが、皆様に安全に御利用いただくため、今
後も巡回等により不具合の早期発見に努めるとともに、
必要な対応を続けてまいります。

生涯学習・スポーツ課

朝霞駅の駅前に図書館の本の返却ボックスを設置して
ほしいです。
二本松通りの交通安全の向上のため、車がスピードを出
せないような対策と、曲がり角の場所の視界が良くなる
ような対策を練ってほしいです。

新たに駅前にブックポストを設置することは、通勤・通学
の方にとっての利便性が高いものと認識しております。
しかしながら、駅前に設置するブックポストについては、
ゴミを投げ入れられるなど衛生面や安全上の問題、本を
回収する人員や駐車場の確保、コスト等の課題も多く、
なかなか難しいところでございますが、引き続き調査・
検討をしてまいりたいと考えております。
　
電話で回答
当該路線は、交通量が多い上に、道路幅員が狭く、市と
しても安全対策が必要な箇所と認識しているため、交差
点マークや「学童注意」の路面表示等の安全対策を講じ
ていること、当該箇所に道路反射鏡を設置し、視認性の
確保に努めていることを説明しました。

図書館
まちづくり推進課

夏季の熱中症対策として、市内の小中学校などでのエア
コンの稼働について、コロナ対策のため換気しながらな
ので現状の設定温度の28度は高いと思います。全国的
な問題になっていると思いますが、学校の光熱費予算を
増やして頂きたいです。夏はリュックなど、ランドセルに
代わる軽量で快適な通学鞄の使用を認めている所も多
いので、朝霞市も夏場のリュックなどの使用を認める通
知を市内の小学校に通達して頂きたいと思います。

小中学校のエアコンの運転につきましては、設定温度を
２８℃と示しておりますが、新型コロナウイルス感染症へ
の対応として、教室の換気を積極的に行っていることか
ら、エアコンの運転と換気のバランスを保つことが教室
内での感染防止上、大変重要であると考えております。
また、ご指摘の学校予算の増額につきましては、昨今の
エネルギー価格の高騰に伴い、電気料金の価格改定が
行われるなど、必要な予算の確保が大変難しい状況に
あります。
小学校のランドセル使用につきましては、学校ごとにそ
の取り扱いを定めております。子どもの状況に合わせて
対応している場合もありますので、夏場のリュック等の
利用の要望については、直接学校までお問い合わせい
ただきますようお願いいたします。

教育総務課
教育指導課

内間木公民館の体育室の空調についての要望です。空
調が壊れてから２度目の夏を迎えました。今後どのよう
な対策予定があるのか、それとも現状のままなのか教え
て頂きたいと思います。

体育室の空調設備につきましては、令和４年１１月から
約３か月間の予定で空調設備改修工事を実施すること
となりました。工事を実施するまでの間、活動中に少し
でも暑さをしのいでいただけるよう、これまでの対策に
加え、窓用エアコンなどの設置を検討いたします。

中央公民館
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環境・コミュニティ

意見・要望内容 意見・要望に対する回答 担当課

市民センターの利用について、使用許可書をプリントア
ウトするなら、個人住所を掲載しないでほしいです。ま
た、それが不可能であるならば、「使用許可書」をプリン
トアウトすること自体をやめてほしいです、

使用許可書に住所を記載しない件につきましては、シス
テム改修が必要なため難しいものと考えております。ま
た、使用許可書は朝霞市集会施設設置及び管理条例施
行規則により、利用者に交付することが定められ、使用
許可書交付の際に使用料を納めていただくこととなっ
ております。

地域づくり支援課

黒目川沿いで行われているバーベキューに伴う大量の
ゴミについて、規制やゴミ処分に係る費用負担を検討し
てほしい。また、コロナ禍での大人数の会食について、
市の考えを伺います。

黒目川沿いのバーベキューの利用制限につきまして、黒
目川全体を管理しております埼玉県に確認いたしました
ところ、河川は自由利用の原則という観点から、料金を
徴収することを含め、利用を制限することは、難しいと
のことでございます。ゴミの不法投棄に対する対策とい
たしましては、利用者への注意喚起を継続していくた
め、注意看板の設置を行い利用者のマナー向上を図る
ことに加え、朝霞警察署に対し、パトロールを強化する
ようにお願いをしました。

道路整備課

朝霞宮戸橋付近の土手と河原で、外来種のペットかもし
れない亀を見ましたので報告します。また、住宅街で狸
も見た事がありますが、そのような場合は、その時点で
報告はしておいたほうが、よろしいでしょうか。

電話回答
動物を見かけただけでは、通報の必要はなく、日本古来
からの動物であるタヌキも同様。
ただし、飼っていたペットなどを放流するのは法律違反
となるため、明らかに日本の自然の中でいるはずの無
いような動物（リクガメや原色でカラフルなカメなど）を
見かけた場合は、警察などに連絡していただくよう回答
しました。

環境推進課

マンション周辺に路上駐車しアイドリングをしている車
がある。特に大型車が多く、排気ガスに迷惑している。
路上駐車やアイドリングをしないように注意する看板を
市で用意してほしい。

ご指摘いただいた場所への駐車は、老人福祉センターを
利用している団体が月１回通所のために、駐車している
とのことでした。このことから、送迎バスを駐車する際に
は、アイドリングストップを励行するようにお願いをしま
した。

環境推進課

朝霞駅近辺の消えかかっている路上に掲示している駐
車禁止や喫煙禁止の表示の補修を希望いたします。そ
の場所に長い時間居座る人が増え、吸い殻やごみをそ
の場で捨てる事態を招いているのは、表示が消えかかっ
ていることが原因の1つと思われまので、ご一考いただ
けたら幸いです。

電話で回答
放置自転車等禁止と路上喫煙禁止の路面シールを３ヶ
所貼りなおし、ポイ捨て禁止のシールを２ヶ所に貼った
が、一部古いシールが剝がれなく、跡が残っていること
を説明しました。

まちづくり推進
環境推進課

北朝霞公園で最近ポイ捨てのゴミが多く、遊ばせるのが
危ないと思うようになりました。夜に使った人がゴミを
持ち帰らずに捨てているようです。対策を講じていただ
きますようお願いいたします。

公園の清掃につきましては、委託業者により定期的に実
施しておりますが、公園内のゴミやタバコの吸殻などに
つきましては、公園利用者のマナーやモラルによるとこ
ろが大きいため、市といたしましても対応には大変苦慮
しているところでございます。今後におきましては、改
めてモラル・マナーの欠如した一部の公園利用者に対
し、モラル・マナーの向上について啓発を行ってまいり
たいと考えております。

みどり公園課

朝霞駅南口のバス乗り場等のアーケードの鳩のフン対策
で、天井にネットや鳥避けなどの設置をしてほしいです。
また、昼間は駅前に喫煙、飲酒、鳩への餌やりをしてい
る人がいて大変迷惑です。市で取り締まってほしいで
す。
（同様の内容　他３件）

ご指摘の朝霞駅南口広場の鳥のフンにつきましては、６
月１日から清掃の頻度を増やし、１週間に１度清掃を行う
こととしました。また、抜本的な対策につきましても、施
工方法等の問題があることから専門業者と打合せを行
い、より効果的な対策を慎重に検討している最中でござ
います。なお、朝霞駅南口広場における飲酒につきまし
て、特に制約などはありませんが、トラブルが発生した
場合には対応をしているほか、鳩への餌やりを発見した
際には注意を行っております。
 また、路上喫煙につきましては、路面表示をはじめ、広
報・ホームページなどによる啓発のほか、通勤時間帯に
は路上喫煙パトロールを実施しております。今後につき
ましても、パトロールを強化するほか、職員による見回り
や啓発などを通してマナーの向上に努めてまいります。

道路整備課
環境推進課

市の職員までコロナ感染がでてる現状で、彩夏祭を開催
することに問題があります。埼玉県全体でも感染者が増
加しているのに、行政として中止するべきです。また、職
員の集団感染事例や市税の徴収誤りなどの行政問題が
起きており、市民生活に不安を感じています。

朝霞市民まつり「彩夏祭」の実施ににつきましては、朝霞
市民まつり実行委員会において、感染状況や国・県が示
すガイドライン等に沿って、適切に判断されるものと考
えております。市としましても、市民の安心・安全が最も
重要であると考えておりますので、引き続き感染状況等
を注視しつつ、実行委員会と連携を図ってまいります。
次に、職員同士での会食を契機とした新型コロナウイル
ス感染症の感染事例や、市税の徴収誤りが生じたことに
関しましては、市の信頼を損ねることと重く捉えており
ます。今後におきましては、一人一人が市職員であると
いう自覚を改めて持ち、感染対策を継続するとともに、
適切な事務処理の徹底を図ることで、市民の皆様の信
頼回復に努めてまいります。

地域づくり支援課
職員課
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環境・コミュニティ

意見・要望内容 意見・要望に対する回答 担当課

家の前にある一つのマンホールの穴からゴキブリが毎
日５．６匹出てて困ってます。マンホールの穴を塞いでほ
しい。もしくは、ゴキブリが出ないくらい定期的に駆除を
お願いしたい。

電話による回答
要望をいただいた箇所のマンホールは、私道内に設置
されており、私道の所有者の方々の所有になることか
ら、穴を塞ぐ等の加工や維持管理についても所有者の
方々で行っていただく必要がある旨を説明しました。

下水道施設課

朝霞台駅前の特に浜崎1丁目と2丁目間の交差点のムク
ドリの声と糞害がひどいので追い払ってもらいたい。何
か対策は行っているのでしょうか。

朝霞台駅前につきましては、毎年、繁殖期を終えたムク
ドリが５月末頃から駅周辺に集まるため、鷹による追い
払いを７月１１日に実施しております。ほかにも忌避音な
どを流すなどの対策も実施しており、今後につきまして
も、ムクドリの動向に注視し対策に努めてまいります。ま
た、ムクドリの止まり木を減らすために、朝霞台駅前ロー
タリーの高木の剪定を７月５日、６日に実施いたしまし
た。ご指摘の交差点等、駅周辺道路の高木剪定につきま
しては、昨年度に実施しており、今年度も実施するかに
つきましては、限られた予算の中での対応となりますの
で、状況を見ながら対応させていただければと存じま
す。

道路整備課
環境推進課

2022年の彩夏祭を中止にしてほしい。新型コロナウイ
ルスの感染者が増えていて、県外から来る人も多数いま
す。どうかこれ以上の被害が拡大しないためにも、彩夏
祭の中止を決めてください。
（同様の内容　他２件）

彩夏祭の開催については、主催者である朝霞市民まつ
り実行委員会において、協議し決定されるものです。現
時点では、国からも行動制限等の要請がないことなど
から、開催する方向で準備を進めているとのことです。
市としましても、当実行委員会において、開催の可否等
が適切に判断されるように支援してまいります。

地域づくり支援課

8 



都市基盤・産業振興

意見・要望内容 意見・要望に対する回答 担当課

朝霞第三小学校前の道路について、ガードレールがな
く、縁石のみの狭い歩道の場所にガードレールをつけて
ほしいです。

当該道路につきましては、ＰＴＡ連合会から歩道整備や
道路拡幅の要望があげられており、市としましては、要
望書として取りまとめ、令和３年５月に朝霞県土整備事
務所に提出しているところです。
今回いただいた情報も、この道路を管理する朝霞県土
整備事務所の道路相談担当にお伝えし、対応をお願い
いたしました。

道路整備課

泉水２丁目の道路について、消防車や救急車も通れる車
幅にして頂きたいです。また、周辺の樹木について、高
くなりすぎると危険なので、専門業者を呼び低くして頂
きたいです。

道幅の改善については、安心安全な道路環境整備を図
るため道路拡幅等の用地取得を進めておりますが、用
地の取得には地権者との合意形成が必要であるため、
早期の拡幅は難しいものと考えております。
また、樹木の整備については、見通しが悪いことを現地
で確認しましたので、土地所有者に説明する際に「近隣
の方からの要望」等の表現をご了承いただいたうえで、
市から土地所有者にご説明して対応させていただきま
す。

道路整備課

大字根岸にある保育園周辺の道路環境が悪く、危険な
場面も起こっている状況です。
１，雨天時は、泥により自転車や歩行者が滑って転ぶこ
とが多々ある。
２，雨上がり時は、舗装路の上に泥が固まり、ハンドルを
取られたり、つまずくことがある。
３，泥が乾いた時は、土埃が舞い上がり、周辺の畑の作
物に埃がかかり収穫に影響がある。また、水道道路にも
埃がたまり、車が通るたびに埃が舞う。
４，下水溝にも泥がたまり、排水ができなくなっている。
雨のたびに道路清掃をしていますが、これから雨が多く
なる季節になりとても個人で出来る状況ではありませ
ん。安全や健康を守るために環境の改善を要望致しま
す。

ご指摘の大字根岸にある保育園周辺の道路につきまし
ては、土埃等が発生する箇所が広範囲に亘っており、市
としましても対応に苦慮しているところではございます
が、近年では令和２年度に側溝清掃を実施したほか、市
道２２号線から保育園前までの区間で舗装を実施してお
ります。
　また、令和３年度には市道２２号線の道路清掃を行っ
ており、今年度につきましても状況を見つつ道路や側溝
の清掃等を実施していく予定です。

道路整備課

朝霞台駅のエレベーター設置について、市からの要望に
対する具体的な回答を伺います。また、一日でも早い朝
霞台駅のバリアフリー化を望みます。

朝霞台駅は都市計画における防火地域の指定区域内に
あるため、エレベーターを設置する場合、駅舎の構造・材
質などを現在の防火基準に適合するよう改修する必要
があり、今の駅舎のままでエレベーターを設置すること
は難しい状況となっております。市といたしましては、エ
レベーターの設置など駅舎のバリアフリー化が早期に実
施できるよう、引き続き東武鉄道に対して働きかけてま
いります。

まちづくり推進課

公道の植木の剪定について、市から依頼を受けた業者
が作業にあたっていると思いますが、切った枝葉が道路
沿いに沢山残されています。次回以降二度とこのような
ことがないようにしてください。

受注業者に確認しましたが、まだ除草を行っていないと
のことでした。詳細を伺うため相談者宅に訪問し、草が
散乱しているので、職員で回収すると説明しました。 道路整備課

膝折二丁目の道路から県道79号線へ出る道路につい
て、79号線に出る地点がデコボコで、雨天時、非常に水
がたまりますので、舗装をお願いします。

現地を確認しましたところ、雨天時に水がたまってしま
うのは県道側と思われました。ご要望は、県道を管理す
る朝霞県土整備事務所の道路相談担当にお伝えし、対
応をお願いいたしました。

道路整備課

朝霞台駅南口の高架下駐輪場の職員の対応について、
担当職員の方によって指示や対応が変わるのは改めて
いただきたいです。

自転車駐輪場のご利用の際、係員の対応につきまして
ご迷惑をおかけしたことにお詫び申し上げます。駐輪の
際には、円滑かつ効率的に駐輪するため、原則、出入り
口に近い場所から順番に駐輪していただくことを基本
ルールとしてご案内しておりますが、混雑状況などに
よっては、円滑な導線の確保や混雑緩和のため、基本
ルールとは異なる場所へご案内する場合もあるとのこ
とでございますので、ご了承いただければと存じます。

まちづくり推進課

道路ミラーの故障について修理を依頼するため、ミラー
番号と場所を伝えましたが、近くにある別のミラーが修
理されていました。確認のために電話したところ、伝え
た内容を記録しておらず、課内で情報共有できる体制に
なっていないようでした。早急な改善と再発防止を願い
ます。

道路反射鏡の破損や角度等につきまして、市民の皆さ
まなどからご指摘をいただいた際には、随時、職員が現
地に赴き、状況確認および角度調整等を行っており、職
員での対応が困難な場合は、業者委託にて修繕等の対
応を行っております。ご指摘をいただいた際には速やか
な対応を心掛けておりますが、職員の対応にご不満な点
がありましたことにお詫び申し上げるとともに、今後同
様のことがないよう、係内での情報共有を徹底し再発防
止に努めてまいりますので、ご理解を賜りますようお願
い申し上げます。

まちづくり推進課
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都市基盤・産業振興

意見・要望内容 意見・要望に対する回答 担当課

浜崎黒目橋は傾斜が急であり、橋の入り口の段差に躓
いてしまい、車椅子で戻ってくることができません。段
差をなくしてください。

電話で回答
業者に修繕を依頼し、５月１９日に段差解消工事を実施
する旨を説明し了解を得ました。 道路整備課

星の森児童遊園地のトイレ補修工事について、2022年
度に着工すると聞いてるが、進展はどうなっているか。

電話で回答
令和３年度はトイレの電灯を設置したこと、令和４年度に
おいては、トイレの自動水栓化が完了し、壁塗装と男子
便器上の風雨予防仕切りの設置を予定している旨を伝
えました。

みどり公園課

根岸台３丁目の不動尊前通りの住宅街に面する道路の
右左折時、カーブミラーがなく手前の家の塀で死角と
なっているため、カーブミラーの設置を希望します。ま
た、S字となっており、対向車が車線をはみ出して通行
する傾向があるため道路中央にキャッツアイの設置を検
討してほしい。なお、歩道がないため、ガードレールや歩
道の設置も検討していただきたい。

電話で回答
道路反射鏡は、私道の使用者で設置していただくことを
説明しました。ご提案いただいた道路中央部にキャッツ
アイ等の道路鋲を設置することについては、朝霞警察署
との協議が必要となることから今後、朝霞警察署と協議
をしていくことを伝えました。ガードレールや歩道の設
置については、既存住宅が多いことや地権者の方の意
向もあるので早急には難しいが、現在できる交通安全
対策として、路面表示や看板を設置することでドライ
バーに注意喚起を行っていること。引続き沿道地権者の
方と用地交渉をしていくこととしていることを説明しま
した。

まちづくり推進課
道路整備課

朝霞駅東口立体自転車駐車場で、入庫しようとしている
人がいる場合は作業を中断するか、利用する人がいな
い時間帯にやってもらいたいです。

指定管理者として管理、運営を行っている公益社団法人
朝霞地区シルバー人材センターに周知し、利用者がお越
しの際には作業を中断し入庫場所から移動するなど、利
用者の妨げにならぬよう配慮するとともに、可能な限り
混雑時間帯を避けて作業するよう情報共有を図ってま
いります。

まちづくり推進課

本町1丁目の城山通りと市役所通りの交差点の信号で
市役所通り側の信号の青の時間が10秒ほどと非常に短
いため、よく信号待ちの渋滞が起きている。城山通り側
の信号と同じくらい青の時間を長くして欲しい

信号機を管轄する朝霞警察署に問い合わせたところ、
当信号機の点灯時間は、事故の防止や円滑な通行を確
保することを目的に、交差点の大きさ、車両や歩行者な
どの交通量の多い主道路と、交差する交通量の少ない
従道路側で青点灯の時間を設定し、市役所通り側（県道
朝霞蕨線）は、城山通り（市道２号線）に比べ交通量が少
ない従道路であることから、青の点灯時間を短く設定し
ているとのことでした。何卒ご理解を賜りますようお願
い申し上げます。

まちづくり推進課

第二小学校近くの商店前の交差点について、柊塚方向
への信号機はあるが、二小方向には信号機がないため
信号機の設置してもらいたい。

電話で回答
信号機設置は警察の所管となるが、問い合わせいただ
いた交差点には、押しボタン式信号機が設置してあり、
二小側からの車には「一時停止」の規制がかけられてい
ることから、信号機の設置は難しい場所である。市とし
ても一時停止の車に対し「止まれ」の啓発看板の設置
や、児童の登下校時には交通指導員を配置するなどの
交通安全対策を図っていること、今後においても「一時
停止」規制の車に対しより良い啓発方法があったら実施
していくことを説明しました。

まちづくり推進課

東弁財の私有地月極駐車場の雑草が繁茂し歩行の邪魔
になっているので、所有者へ指導してください。また、こ
の場所のブロック塀が傾いて道路側へ圧迫してきてい
るので、そのことも指導してほしい。

ご指摘いただきました駐車場から道路へ越境している
雑草につきましては、現地を確認させていただき、道路
上に雑草が出ておりましたので、駐車場の管理会社に対
応をお願いしました。また、道路敷内の雑草について
は、職員にて除草を行いました。２点目のブロック塀に
つきましては、所有者等を調査させていただき、擁壁の
適正な維持管理についてお願いする通知を送付する予
定です。

道路整備課
開発建築課

北原の集合住宅の植栽が道路をふさいでいます。管理
会社に連絡して１週間がたちますが、是正してません。市
役所から、即時対処するよう指導して下さい。

ご指摘の北原１丁目の共同住宅から越境している植栽
につきましては、当課でも状況を把握しており、管理会
社に働きかけを行っておりました。先日、管理会社の担
当者から連絡があり、植栽の剪定にかかる見積もりを
とったため、今後、対応について所有者と相談するとの
報告を受けました。

道路整備課
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都市基盤・産業振興

意見・要望内容 意見・要望に対する回答 担当課

溝沼の保育園や泉蔵寺がある道路は、交通量も多い上
に倉庫や大型車がかなりのスピードで通り抜けをする抜
け道にもなっています。歩行者との接触事故も多く、昼
夜問わず、重機などのトラックのスピードを出した危険
な運転で騒音もあり迷惑運転に危険を感じており、規制
や通達などをお願いしたいです。
また、道路標識に大型車両が通過しますとの看板が設置
されていますが、歩道を塞ぎ目視の妨げになっています
ので撤去してもらいたいです。

市道５号線は、交通安全対策が必要な道路であると認
識しており、「交差点注意」等の路面表示やグリーンベル
ト等の対策を講じているところでございます。大型車の
通行規制についてでございますが、規制を管轄しており
ます朝霞警察署に確認したところ、通行規制をかけるに
は、埼玉県警察と埼玉県公安委員会の承認を得る必要
があり、地元の方々の同意が必要になると伺っておりま
すが、ご意見は朝霞警察署にお伝えさせていただきまし
た。
　また、道路標識に看板を設置していることにつきまし
ては、溝沼地区の雨水浸水対策として、第十小学校南側
で実施している工事の車両が通行することから注意喚
起のために設置したものでございます。しかしながら、
歩行者の目視等の妨げや誤解を招く周知内容となって
いたことから、泉蔵寺西側の五差路付近に設置していた
看板を撤去し溝沼市民センター近くのガソリンスタンド
前に設置した看板については、歩行者の通行や視界を
遮らない位置にずらし、誤解を招かないものに変更させ
ていただく予定でございます。

まちづくり推進課
下水道施設課

青葉台公園の第二駐車場を使用したのですが、入り口
も場内も狭くて、入ると中ですれ違うのもやっとです。
空車や満車の表示もないので、入ってから満車だとわ
かっても、バックでしか出庫できません。消防訓練の入
り口と兼用することはできないのでしょうか。

今回、ご要望をいただきました駐車場について、隣接地
からの雑草の繁茂により場内のスペースが狭くなってい
ることを確認いたしました。土地所有者である関東財務
局と協議の結果、６月２７日に除草し、スペースの確保を
行う予定となっております。また、国有地の一時貸付契
約上、消防訓練場との入口の兼用は難しい状況にありま
す。

みどり公園課

黒目川を散歩していますが、産業文化センターから溝沼
方面の土手には休憩用のベンチがあるのに、浜崎方面
の土手には、休めるようなベンチがあまりありません。
植込みの屋根の付いた所に木のベンチがありましたが、
壊れてなくなりました。浜崎側の土手に屋根付きのベン
チを設置してください。

電話にて回答
わくわくどーむ付近にある土地改良の記念碑付近にベ
ンチを設置する方向で考えていることをお伝えました。

道路整備課

陸橋の橋台及び橋脚部分に政党のポスターが掲示され
ているが、貼紙禁止地域に該当すると考えられるため、
撤収していただきたい。また、常習化しているため再発
防止に向けて注意喚起していくべきと考えます。

ご指摘の北朝霞陸橋の橋台及び橋脚部分のポスター掲
示について、各党に連絡をとり、至急、ポスターを撤去
するとともに、今後掲示をしないように再発防止に努め
ていただきたいとお伝えしました。 道路整備課

（再掲）
朝霞駅の駅前に図書館の本の返却ボックスを設置して
ほしいです。
二本松通りの交通安全の向上のため、車がスピードを出
せないような対策と、曲がり角の場所の視界が良くなる
ような対策を練ってほしいです。

新たに駅前にブックポストを設置することは、通勤・通学
の方にとっての利便性が高いものと認識しております。
しかしながら、駅前に設置するブックポストについては、
ゴミを投げ入れられるなど衛生面や安全上の問題、本を
回収する人員や駐車場の確保、コスト等の課題も多く、
なかなか難しいところでございますが、引き続き調査・
検討をしてまいりたいと考えております。
　
電話で回答
当該路線は、交通量が多い上に、道路幅員が狭く、市と
しても安全対策が必要な箇所と認識しているため、交差
点マークや「学童注意」の路面表示等の安全対策を講じ
ていること、当該箇所に道路反射鏡を設置し、視認性の
確保に努めていることを説明しました。

図書館
まちづくり推進課

朝霞駅東口の方は歩道が狭く、反対から歩いてくる歩行
者とすれ違う際に車が近くを通るなどして危なく感じま
す。道路の広さも大切ですが、同時に歩行者の安全の為
に歩道の拡張もご検討いただければ幸いです。今後何
か歩道を拡張する計画などありましたら教えていただ
ければ幸いです。

朝霞駅東口周辺の歩道整備及び今後の計画等でござい
ますが、埼玉県の管理する県道と、市の管理する市道が
ございます。埼玉県に歩道整備の予定については、埼玉
県では歩道を設置、または拡幅する計画は現在ありませ
んが、沿道の建築物が建て直しなどを行う際、歩道整備
について個別に検討を行いますとのことでした。朝霞市
朝霞駅東口までの間の市道につきましては、道路を拡
張し、歩道を設置する計画はございません。また理的な
対策が難しいことから、今後、必要に応じて、ソフト面の
工夫も含めて検討したいと思います。

道路整備課
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都市基盤・産業振興

意見・要望内容 意見・要望に対する回答 担当課

城山公園の壁打ちのテニスコートについてですが、コー
トの後方に大きな桜の木とその下に灌木が茂っていま
す。桜の木ついては、トスする際に当たる枝を切って頂
きたく、灌木についてもヘビを目撃しているため、低く
剪定していただけないでしょうか。
また、コートの後方上にある道路からテニスコートがよく
見えません。防犯のため人の目が届くように、テニス
コート後方の上の方にある木についても切ってはどうで
しょうか。

電話で回答
テニスコートの上にかかっている枝は剪定を行うこと。
笹については、今後繁茂してきた場合は除草を行うこ
と。テニスコート後方上部の木については、歩道に越境
し通行の妨げになっているので剪定を行うことを説明し
ました。 みどり公園課

ドラックストアから六道地蔵尊までは歩道が無く危険で
ある。実際に歩行者が車に当て逃げされる事故も発生し
ている。今後も事故があっては困る。
５月９日に道路整備課へ電話し４月１７日の事故の件を
説明、事故予防対策、歩行者が安心・安全に通行できる
ようにお願いしたが、その後何の回答もないため、この
度、市への意見・要望として電話をした。
まずは、１か月以上も経過しているのに返事がない事に
ついて責任者から回答がほしい。
そして、本題のドラックストアから六道地蔵尊までの事
故予防対策、歩行者の安全な通行について回答がほし
い。

電話で回答
連絡を頂戴してから、対応に時間がかかってしまったこ
とをお詫びし、現状の道路状況で何かできる対策はな
いかと検討し、業者と立会いを実施し、数か所に「歩行
者注意」の文字入りのポストフレックスを数か所に設置
する準備を進めていることを説明しました。

道路整備課

朝霞台駅のエレベーターを設置していただきたいです。
現在、1歳の子どもを育てており、かつ妊婦です。ベビー
カーの使用が必須ですので、安心して電車を利用したい
です。

朝霞台駅は都市計画における防火地域の指定区域内に
あるため、エレベーターを設置する場合、駅舎の構造・材
質などを現在の防火基準に適合するよう改修する必要
があり、今の駅舎のままでエレベーターを設置すること
は難しい状況となっております。市といたしましては、東
武鉄道との共通課題であるエレベーターの設置など駅
舎のバリアフリー化が早期に実施できるよう、東武鉄道
と朝霞台駅のエレベーター設置等バリアフリー整備の検
討推進に関する覚書を、本年６月７日に締結したところ
でございます。
今後におきましては、エレベーターの設置に向けて本覚
書の締結を機に、さらなる協力体制を構築し早期設置
を目指してまいりますので、ご理解を賜りますよう、よ
ろしくお願いします。

まちづくり推進課

朝霞台駅にエレベーターを設置して欲しい。エレベー
ターを設置して頂かないと駅を利用出来ません。エレ
ベーターの設置が建築法や予算で難しいのであれば、荷
物介助スタッフなどを雇い設置して頂けないでしょう
か。とても困っています。何卒ご検討の程宜しくお願い
致します。

電話で回答
朝霞台駅は都市計画における防火地域の指定区域内に
あるため、エレベーターを設置する場合、駅舎の構造・材
質などを現在の防火基準に適合するよう改修する必要
があり、今の駅舎のままでエレベーターを設置すること
は難しい状況となっております。東武鉄道と朝霞台駅の
エレベーター設置等バリアフリー整備の検討推進に関す
る覚書を、本年６月７日に締結したこと。荷物の介助に
ついては、エスカレーターに設置している呼び出しボタ
ンを押して駅係員を呼んでいただければ、ベビーカーな
どの荷物を運ぶ対応をするとの回答を得たことを伝え
ました。

まちづくり推進課

公園のトイレについて、トイレットペーパーを引っ張ろう
としても細かくちぎれてしまいます。もう少し上質の物
に変えていただきたいです。

電話で回答
当該公園である中央公園のトイレについては、イタズラ
でトイレットペーパーの芯を便器に入れられてしまう事
案が多く発生したため、芯なしのものを使用しているこ
と。そのため、ロール部分がうまく回らない場合があり、
紙が切れてしまう場合があること。また、トイレットペー
パーも国内生産のもので品質的に悪いものではない
が、屋外のため湿気等で劣化することがあると説明しま
した。

みどり公園課

内間木支所の近辺の道は、交通量も多く道も複雑であ
る。信号を増やすなどの対策を講じ、歩行者や自転車が
安全に通れるようにしてほしい。
内間木支所と浜崎橋の間にある山（浜崎４丁目１３番）に
ある木の枝葉が道路に伸びているので剪定してほしい。
上記の道路の凹凸が激しいので修繕しほしい。

電話で回答
信号機設置は埼玉県公安委員会の所管となり、駅前や
交通量が極めて多い箇所等を除き、原則として「信号機
設置の指針」に基づき設置可否の検討がされること。当
指針を参照すると新たに信号機の設置は難しいと考え
られるが、御意見は、朝霞警察に伝えること。
市としては、路面標示や啓発看板を設置するなどの交通
安全対策を講じているため、現地の状況を確認し必要
に応じて対策を検討すること。
要望の山は民地だが、朝霞市緑化推進条例第14条に基
づく保護地区のため、みどり公園課から所有者へ連絡し
対応を依頼しました。

まちづくり推進課
道路整備課
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都市基盤・産業振興

意見・要望内容 意見・要望に対する回答 担当課

城山通りの 溝沼６丁目交差点から花の木交差点にかけ
てのエリアで、道路脇に植えている樹木の背丈がやや高
く、車両運転中に脇道から城山通りに合流する際の交差
点（特に信号機の無い交差点）の見通しが悪く 危険を感
じています。元々大きい通りで車両スピードも早いた
め、遠くまで視認性の妨げにならないよう 街路樹の状
態に注意いただくか、根本的に種類を見直していただき
たいです。

ご指摘の溝沼６丁目交差点から花の木交差点の樹木に
つきましては、枝葉の繁茂により信号等の視認性を阻害
する恐れがあることから、今年度中に剪定を行う予定と
しております。城山通りの植樹帯につきましては、全線
において、現在、ツツジの剪定及び除草を行っておりま
す。また、街路樹の種類の見直しについては、植え替え
等に係る多額な費用もございますので、現在のところ検
討しておりませんが、既存街路樹の適切な維持管理に努
めてまいります。

道路整備課

以前に電話した件（内間木支所と浜崎橋の間にある山の
木の剪定）については、すぐに対応してもらい安心して
いたが、最近その山の樹木が根元から倒木し道路を塞
ぎ近隣の家の屋根も被害に遭われた。木を剪定すれば
済む問題ではないような事になっていると思う。今回は
大惨事にならなかったが、以前にも倒木があったという
話を聞き、今後の倒木や土砂崩れなどの不安から電話
をした。その山は保護地区らしく、地主さんと市との関
係で対応が難しいかもしれないが、安全性の担保を切実
に願う。安全で安心できるように状況の改善をしてほし
い。

電話にて回答
倒木が発生した当日に現地を確認し、地権者も伐採や剪
定の手配をしていること、今後は、現地の見回りを強化
し、危険が予測される場合は、地権者への連絡を蜜にし
ていくと説明しました。

道路整備課
みどり公園課

朝霞第七小近くの交差点歩道橋についてです。この歩
道橋に腐食している部分があり、多くの小学生がかなり
混雑した状態で乗るために地震時などはもとより、平時
の重量に耐えられるのか安全面に強く不安を感じまし
た。歩道橋の耐久性等ご確認いただき、あわせてこの歩
道橋の設置時期も分かるのであればお知らせください。

電話で回答
市内の歩道橋は道路法に基づく専門業者による点検（５
年に１回）を行っており、耐久性等は問題ないとの報告
を受けており安心して使用できる状況を説明しました。
市では歩道橋１１橋の長寿命化計画を策定しており、順
次改修工事を実施します。第七小学校歩道橋は令和６年
度に工事予定です。

まちづくり推進課

水不足の要因でもありますので、青葉台公園の噴水を
停止いただきたいです。

青葉台公園の親水施設につきましては、体調が悪いと
きは利用を控える、遊んだ後は、うがい・手洗いを行う
など、新しい生活様式を心がけてご利用いただいており
ます。市としましては、大人たちの見守りの中で子ども
たちが安心して水遊びができる場所としてご利用いた
だきたいと考えており、引き続き感染対策への協力を
お願いするとともに啓発に努めてまいります。

みどり公園課

浜崎２－４付近の交差点から浜崎１－６付近交差点の間
の歩道ですが、車道と接合する部分の段差が高く・勾配
が急、全体的に穴やひび割れや車道側に傾いている部
分がある状態であるため、特にベビーカーや子ども、高
齢者などの歩行が危険な状態です。加えて、幅も狭く雨
が降ると浜崎１－６付近交差点側に向かって水が流れて
きます。整備を実施いただけませんでしょうか。

浜崎２－４と浜崎１－６との間の歩道につきましては、現
地を確認し、特に破損が多かった１か所の車道と接合す
る部分のひび割れ等の修繕に加え、段差を低くし、勾配
を緩やかにする工事を業者へ依頼しました。他の接合箇
所につきましては、必要に応じて修繕の実施について検
討をします。また、雨水の流れにつきましては、坂道と
なっているため、改善が難しいですが、側溝の詰まりが
確認できた際に内部の清掃を実施し、雨天の影響を軽
減するよう努めます。

道路整備課
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基本構想を推進するために（その他）

意見・要望内容 意見・要望に対する回答 担当課

市役所の業務時間外の電話対応をする方の徹底した指
導と積極的な改善をお願いします。

業務時間外及び閉庁日において代表電話の受電は、市
が委託している警備会社の警備員で対応しております
が、代表電話を対応する警備員には、業務時間外であっ
ても担当課に電話を取り次ぐよう警備会社に指示をす
るとともに、電話対応につきましても親切、丁寧に対応
するよう指示をしました。
また、職員に対しましても、業務時間外に市民の方など
から連絡を受ける時は、お問い合わせに確実に対応で
きるよう、担当課の直通番号を相手に伝達することを庁
内に周知しました。

財産管理課

住民票の取得にあたり、来庁者に整理券の受け取り誤り
があった際の職員の対応について、改善をお願いしま
す。

今後このようなことがないよう、発券機に分かりやすい
取扱表示を行うとともに、住民票等証明書の交付のみ
であれば、再度発券していただくような案内はせず、窓
口で臨機応変に対応してまいります。 総合窓口課

図書館を利用した際、受付の職員の対応に非常に不快
な思いをしました。その後、改善に努めるとのお話でし
たが、どのような対応をされたのでしょうか。

このたびは、職員が大変失礼な対応をしたことにより、
不快な思いをさせてしまいましたこと心よりお詫び申し
上げます。担当職員につきましては、ご指摘いただいた
点について、直属の上司から注意し、改めるよう指導を
行いました。今後、このようなことが無いよう、館長から
全職員に対し、接遇マナーの向上と意識の改善について
指導を行ったところでございます。

図書館

燃やすごみの収集車の音楽「夏の夢の始まりに」オル
ゴールバージョンがとてもきれいな調べで大好きです。
ぜひ、市役所ＨＰからダウンロードできるようにしてくだ
さい。よろしくお願いいたします。

燃やすごみの収集車の音楽として使用している「夏の夢
の始まりに」のオルゴールバージョンについて、市ホーム
ページからダウンロードしていただけるよう対応いたし
ました。 シティ・プロモーション課

駐車場の有料化に関する周知不足及び駐車料金の割引
手続きに際しての職員の対応についての改善を要望し
ます。

今後につきましては、市民の方が多く来庁される部署を
中心に、割引認証機を増設するとともに、駐車券の処理
についても、状況に応じて職員が割引処理を行うことで
駐車場利用者にわかりやすくご利用いただけるよう、庁
内に周知してまいります。次に職員対応については、お
気持ちを察することなく不愉快な思いをさせてしまい、
大変申し訳なく反省しています。今後、この様な対応が
ないよう、所属職員に接遇の大切さを再認識させ、市民
との信頼関係を築けるよう指導していきます。

財産管理課
総合窓口課

戸籍謄本をコンビニエンスストアで取得できるように検
討してください。

コンビニ交付サービスを開始する際、戸籍謄抄本につい
て検討しましたが、本市では、土日に交付可能で火曜日
と木曜日には夜８時まで交付ができる出張所窓口を設
けているため、コンビニ交付サービスを見送りました。
今後の戸籍法改正に伴う戸籍謄抄本の広域交付の状況
を踏まえながら、コンビニ交付サービスについても研究
していきます。

総合窓口課
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