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I 

はじめに 

 

 

この冊子は、令和４年８月～１１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。 

 

 



II 

令和４年８月～令和４年１１月 市への意見・要望 

 

総数７７通（回答数６３通・回答不要１４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……………………  ３項目 

健康・福祉………………………………………１５項目 

教育・文化………………………………………  ５項目 

環境・コミュニティ……………………………  ７項目 

都市基盤・産業振興……………………………３８項目 

基本構想を実現するために（その他）………  ９項目 

 

合計７７項目 

 

担当部署ごと集計（総数７７通の内訳） 

政策企画課 3 保険年金課 2 

シティ・プロモーション課  1 まちづくり推進課 20 

職員課 1 みどり公園課 3 

財産管理課 1 道路整備課 14 

収納課 1 議会総務課 1 

地域づくり支援課 1 教育総務課 1 

環境推進課 3 教育管理課 1 

資源リサイクル課 1 教育指導課 4 

総合窓口課 2 学校給食課 3 

長寿はつらつ課 2 生涯学習・スポーツ課  2 

保育課 9 図書館 3 

健康づくり課 5 合計 84 

 

※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 

一致しないことがあります。 
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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

　食糧支援の申込のために保健センターに電話しました
が、対応した職員が高圧的でした。職員の教育を徹底し
てください。

　このたびは、新型コロナウイルスに感染され体調の悪
い中お電話いただいたにも関わらず、職員の対応により
不愉快な思いをさせてしまいましたこと、大変申し訳ご
ざいませんでした。日ごろから、職員の電話や窓口での
市民の方への対応については、丁寧な対応をするよう指
導しているところではございますが、このたび、このよ
うな御意見をいただいてしまうこととなりましたことか
ら、ご意見のとおり、改めて、苦しい思いをされている
市民の方に寄り添う対応を心掛けるよう、再度、職員に
対する指導を徹底してまいります。

健康づくり課

　市議会に対し、日本に滞在するためのビザを持ってい
ない家族に対して、より公平な選択肢と解決策を提供す
ることを提案し、要請します。

　市議会は、市民全体の代表者である議員が市民の皆様
の生活をよくするため、必要なことを話し合って決めた
り、提案したりするところとなります。このような市議
会の役割がある中で、今回ご意見をいただいた内容につ
いて、個人情報を配慮した上で議員へお伝えさせていた
だきたいと考えています。

議会事務局
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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

　熱中症警戒アラートが発令している日は体力のある中
学生でも負担が大きいため、部活動を中止するように市
から学校に通達しても良いのではないでしょうか。

電話で回答
　教師を通じて生徒たちに、熱中症が心配な場合は保護
者の判断で部活を休んでもかまわないことや、決して無
理はしないようにも伝え、ご理解いただきました。

教育指導課

　包括支援センターの担当地域が中央になりました。
現在住んでいる場所から遠いので、ひいらぎの郷でお願
いでなきないでしょうか。是非地域選択の見直しお願い
します。

電話で回答
　この度の圏域変更は、高齢者人口の増加、市民一人ひ
とりの支援を丁寧に行える体制整備などを目的に行った
ため、変更は行えないこと、地域包括支援センターの相
談体制は、電話や窓口だけでなく、自宅等へ訪問して対
応することも可能なので、希望する場合は柔軟に対応す
ると説明しました。

長寿はつらつ課

　朝霞市中央公園ですが、「受動喫煙に注意」となって
いますがどうしても煙が他の人へ行ってしまいます。
「受動喫煙に注意」という曖昧なものではなく公園内と
その近辺の通りを全て禁煙にできないものでしょうか。

　平成１８年に「朝霞市路上喫煙の防止に関する条例」
を施行し市内の道路や公園など公共の場所において喫煙
をしないよう努力義務を定めております。また、平成30
年の健康増進法の改正におきましても、屋外である公園
は、適用外となっていることから禁煙にしておりませ
ん。一方、利用者の中には、たばこの煙を望まない方も
いるので、公園の喫煙対策として、受動喫煙による健康
被害やたばこのポイ捨て等を防止するため、公園内に禁
煙マナーの向上を促す注意看板の設置などで注意喚起を
行ってきたところです。しかし、喫煙者のマナーやモラ
ルによるところが大きいため、対応に大変苦慮している
ところです。今後も引き続きパトロールをはじめとした
公園利用者のマナー向上について啓発に努めてまいりま
す。

みどり公園課

　新型コロナウィルス感染症対策が原因の差別や圧力対
策の強化・徹底をしてください。世界状況と社会生活の
現状に照らし、感染予防対策の妥当性を精査してくださ
い。感染対策が差別やいじめといった人権侵害に発展し
ている事実を把握し、園や学校におけるマスクを外すこ
との推奨、黙食の廃止などの対策を講じてください。

　新型コロナウイルス感染症対策による差別や圧力から
こどもを守る対策を求める要望につきまして、現在、市
で実施しております感染症予防対策につきましては、国
の新型コロナウイルス感染症対策本部で決定される、感
染症対策の基本方針をうけて対策を行っているものでご
ざいます。感染予防対策の妥当性について、市として判
断することはございませんが、今後におきましても、国
からの通知等動向に注視し、感染症対策による差別や圧
力等に配慮し基本的な感染対策を継続するとともに、市
民の皆様に周知してまいります。
　保育園におけるマスク着用の考え方につきましては、
厚生労働省の通知により国の見解が示されたことから、
市内の保育施設に通知で、「個々の発達の状況や体調等
を踏まえる必要があることから、他者との距離にかかわ
らず、マスク着用を一律には求めないこと」、「マスク
着用は、一律に求めたり、児童や保護者の意図に反して
実質的に無理強いしたりしないこと」などを周知してお
ります。また、園児の食事の際には、各施設において、
パーテーションの設置や、できるだけ１ｍ以上離れて食
事するなど、新型コロナウイルス感染症防止対策への配
慮に努めております。黙食等への対応につきましては、
新型コロナウイルスの感染拡大等の今後の動向や、国か
らの通知や見解等を注視し、今後も、児童が安心して保
育園での生活を送ることができるように、差別や偏見等
が起きないような声がけや雰囲気づくりに心掛けていた
だくように周知を図ってまいりたいと思います。
　次に、現在、小中学校では、埼玉県のガイドラインに
基づき、児童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、支援
しております。また、国や県の方針を踏まえ、本市の状
況に併せて各学校へ方針を適宜通知しているところでご
ざいます。朝霞市では、国や県の通知に基づき、児童生
徒同士等でマスクを外すことや着用することを強要する
ような言動などがある場合は、人権侵害になる可能性も
あるため、個人の意見を尊重した指導を徹底するよう指
示し、また、各学校で統一した見解で指導を行っていく
よう校長会議でも伝達しております。また、学校給食に
つきましては、子供たちの健やかな育ちを支えるという
重要な機能もございます。しかしながら学校給食は感染
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」「十分な距離がとれない場合、会話は控え
る」よう進めてまいります。

健康づくり課
保育課
教育指導課
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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

　コロナウイルス他感染症が大流行しておりますので、
保育園を休んでいる期間の保育料の返金をお願いしたい
です。

　新型コロナウイルス感染症拡大への対応としまして、
登園自粛要請を令和４年４月末まで行い、その期間の利
用者負担額は、在籍する施設に確認したその月の登園日
数に基づき、日割り計算のうえ、減額変更しました。ま
た、登園自粛要請解除後の令和４年５月以降において
は、計算方法の見直しを行い、その月の自粛欠席日数に
基づき、保育料を減額変更しているところでございま
す。保育料の日割り計算による減額変更については、国
の通知に基づき新型コロナウイルス感染症拡大により、
やむを得えず保育が提供されない場合への対応でござい
ます。そのため、自粛欠席日数に含まれない欠席につい
ては減額変更の対象外となりますので、ご理解いただき
ますようお願いいたします。

保育課

　市内保育園の散歩時の通行方法などについて保育士の
教育指導をお願いします。
保育園の保育について衛生管理に配慮して行うように保
育園に指導をお願いします。

　保育園の外に出掛けて保育を行う場合には、地域社会
のマナーを守らなければならないものと考えます。いた
だきましたご意見につきましては、保育課の職員で共有
をさせていただくとともに、市から保育園に対して通知
を行い、注意、指導させていただきました。

保育課

　公立保育園のおむつ持ち帰りについて。おむつ持ち帰
りは不衛生です。色々な病気の感染リスクにもなりま
す。なぜ持ち帰りしなければならないのか解答お願いし
ます。

　公立保育園におきましては、全ての園で、使用済みの
おむつを保護者の方に持ち帰っていただいております
が、その主な理由といたしましては、おむつを持ち帰っ
ていただくことにより、園児の便の状況などから健康状
態を把握できることが挙げられます。昨年、朝霞市保育
園保護者連絡会で行いましたアンケートによりますと、
実費徴収となっても良いので園での廃棄を希望されるご
意見がある一方で、実費徴収をされてまで園での廃棄は
希望されない保護者もいらっしゃり、一律に保育園での
廃棄を決定することが難しいことから、現状といたしま
しては、おむつの持ち帰りをお願いしているところでご
ざいます。
　保育園におけるおむつ回収につきましては、解決すべ
き課題を保護者の皆様のご理解とご協力により実施する
ものでございますことから、今回のご意見も今後の参考
にさせていただきます。

保育課

　保育園に空きがなく、子どもを預けられない。待機児
童問題の解決をお願いします。

　令和５年度の１歳児クラスの受入人数を増やすため、
令和４年度の入所申込みから公立保育園の０歳児の受入
人数を縮小させていただいております。これにより、０
歳児から進級する児童が減り、１歳児の受入人数を増や
すことが可能となります。また、令和５年度から市内に
新たに２施設の保育園が開設する予定になりますので、
令和４年度より多くの児童が保育園を利用できるように
なるため、令和５年度の待機児童が減少するという見立
てを立てております。

保育課

　わくわくどーむについての要望です。２０２０年３月
にサウナ室を改修し新しくなりましたが、コロナの影響
で休業状態。緩和されたにも関わらず、サウナ再開の見
込みがありません。なぜ再開しないのでしょうか？再開
しない考えを教えてください。

　サウナの利用につきましては、「一度の利用人数や時
間に制限を設け密にならないようにする」「対人距離を
１メートル以上確保する」ことなどについての管理が難
しい場合には、しばらくの間中止することを検討するこ
とと、浴場業（公衆浴場）における新型コロナウイルス
感染拡大予防ガイドラインに示されております。わくわ
くどーむのサウナの室内は広くないことから、管理上こ
れらの予防策を講じることが難しいと判断しているた
め、現在のところ利用中止しておりますが、再開できる
ように検討したいと考えているところでございます。

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

　発熱外来での処方薬を近隣で出してもらうために近く
の病院に電話したら、最初に受診した医者に行ってくだ
さいと言われました。自宅療養の人にも薬を届けてもら
えるサービスが欲しいです。

　新型コロナウイルスに感染され自宅療養されている方
に対して、薬を届けるサービスについてでございます
が、薬の処方は、医師が患者様の症状等を診察して行う
ものでございます。処方してもらった薬が合わなかった
場合は、まずは、最初に診療してもらった医療機関にお
問い合わせいただくことがよろしいかと存じます。な
お、現時点では、県や市としても自宅療養者のご自宅に
お薬を届けるサービスは行っておりません。

健康づくり課

　朝霞市役所にある喫煙所は、中の空気が外に漏れ出る
ようになっているため、たばこの煙が大量に漏れ出てい
る。横の道路の歩行者も含めて受動喫煙状態になってい
るため、大至急改善を求めます。改善に時間を要すな
ら、それまでの間は喫煙所を利用停止にして下さい。

　市役所屋外の喫煙所につきましては、健康増進法によ
り認められた特定屋外喫煙場所の要件を満たしているほ
か、受動喫煙しないよう排気口の延長及び向きの変更や
排気口周辺にパーティションの設置をしております。し
かしながら、このような貴重なご意見をいただきました
ので、さっそく分煙関連の事業者とも現地調査を行い、
よりよい改善策について検討を進めております。

財産管理課
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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

　勉強ができる自習スペースを増やしてほしい。図書館
は、とても良い自習場所なのですが、使用時間が１日２
時間という制限がついていて、勉強したい学生にとって
は、難しいかなと思います。たくさんの自習スペースと
長く利用できるようにしてほしいです。

　朝霞市立図書館（本館）は、専用の自習スペースは設
けていませんが、当館の資料を利用して、読書や調べも
の等をするための席を増設しました。展示や催し等がな
い時には、展示・集会室を提供しご利用いただいてお
り、現状において更に自習スペースを増やすことは難し
い状況です。現在、新型コロナウイルスの感染状況を踏
まえて、館内の座席間隔を開け、２時間以内のご利用を
お願いしていることなど、ご不便をおかけしております
が、これからも皆様に親しまれる公共図書館を目指して
まいります。

図書館

　ほぼ毎週土曜・日曜日に図書館を利用しています。今
年からスポーツ新聞は２紙だけになったことで、取り合
いになり、なかなか読めません。スポーツ紙を元の所蔵
数に戻すことをお願いします。もし難しい場合は、ス
ポーツ新聞はカウンター預かりで貸し出しを１人１０分
以内などルールを設けてほしいです。土日だけでもカウ
ンター預かりと時間制限を設けてほしいです。

　現在、４タイトルのスポーツ紙を購入しております。
新聞の購入タイトルにつきましては、昨今の厳しい財政
状況を鑑みて、市立図書館全体としてバランスを見なが
ら本館と分館の購入数、購入タイトルを決定いたしまし
た。
次に、新聞の閲覧状況の改善については、ご提案いただ
いたカウンターでの管理と利用時間の制限も一つの方法
ではございますが、図書館は広く市民に開かれたもので
あることから、直ちに管理の強化と利用の制限を行うこ
とは難しいところでございます。しかしながら、図書館
といたしましては、一人でも多くの方に気軽にご利用い
ただきたいと考えておりますので、一人で資料を抱え込
まない等、利用マナー向上をお願いしてまいります。

図書館

　小学校の体育館裏の草が伸びて道路に出ているので、
除草してほしいと9月20日に校長あてに手紙を書きまし
た。次の週に除草しているかと思ったが、10月3日に見
ても何もしていません。道路を掃いていた用務員に声を
かけたものの、不満そうな顔をしながら応対されまし
た。現場を確認し除草作業をしてほしいです。

　小学校の用務員は２名おり、日に１名ずつ、交互に勤
務しており、教育委員会より朝霞第六小学校の管理職員
に伝え、用務員を指導するよう依頼しました。用務員の
対応により御不快な気持ちを抱かせてしまったことにつ
きましては、誠に申し訳ありません。また、学校敷地内
の下草につきましては、朝霞第六小学校に確認をしたと
ころ、１０月５日に用務員を中心として草刈りを行った
とのことでした。

教育総務課
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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

　禁煙地域である朝霞台駅付近で、早朝５時頃に喫煙者
が多数散見されます。啓発活動を定期的に実施してほし
いです。

　駅周辺を路上喫煙禁止地区とし、パトロールや広報・
ホームページ・路面標示等での啓発の実施などに努めて
おりますが、ご指摘のとおり禁止地区内でたばこを吸う
人がまだまだ多いのが現状であります。路上喫煙の防止
については、喫煙者のマナーやモラルによるところが大
きいため、根本的な解決にはなかなか至らず、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。今後も喫煙者のマナーやモラルの向上に向けた啓発
を進めるとともに、パトロールでの注意喚起などを継続
して参ります。

環境推進課

　今年、引っ越してきましたが、近くの滝の根公園を楽しみ
にしていましたが、あまりにも管理されておらずがっかり
です。苔だらけで、遊具で子どもを遊ばせる気にもなりま
せん。木の間引きと遊具の手入れ、苔の掃除などお願いし
ます。

電話で回答
　遊具点検については、年２回実施していることを説明
しました。また、時計台の苔については、現場を確認の
上、対応を検討する旨説明しました。

みどり公園課

　ビンと缶の回収について、毎回大きな音が鳴り響いて
います。ちょうど子どもの昼寝の時間と重なっているの
で、可能ならビンと缶の回収が何時にどのルートを通る
のか、公開していただけると助かります。

　ごみの収集運搬を民間企業に委託しており、ご指摘い
ただきましたルートの公開ですが、収集ルートが多岐に
わたるほか、交通事情や天候、またその日のごみの量に
よって影響を受け、毎日決まった時間に収集することが
困難なため、一律にお示しすることは難しいと考えてお
ります。今後におきましても、適切なごみ収集に努めて
まいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

資源リサイクル課

　朝霞駅のパチンコ店の近くで鳩にエサをあげている方
にエサをやらないように注意喚起してくさい。

　ご指摘の朝霞駅南口広場の鳥の餌やりにつきまして
は、実際に餌をあげているところを確認出来た際は行為
者に注意するなど注意喚起に努めているところでござい
ます。鳥のフンに対する対応につきましては、令和４年
６月から清掃の頻度を１週間に１度に増やして行ってい
るところでございます。抜本的な対策につきましても、
駅前広場の大屋根の骨組み等に鳩が止まらない対策を令
和５年３月末の完成に向けて行う予定でございます。今
後におきましても、安心安全な道路環境整備に向け努め
てまいります。

道路整備課

　黒目橋右岸下流の土手に町工場からの排水が常に流れ
ており常時水たまりができている状況で、通行の際に苦
慮しています。これからの凍結も考慮し、改善の指導を
お願いいたします。

　現地調査を行い、ご指摘の工場敷地内において、屋外
配管から漏水し、土手へ冷却水が流出していることを確
認しました。また、土手の水たまりについては、すでに
県から指摘があり、漏水箇所について修理業者には手配
済みとのことでしたが、市においても、早急な漏水の修
理を要請したところです。

環境推進課
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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

　ベビーカーを使用時、朝霞台駅にエレベーターがなく
とても不便です。反対口に行く時は遠回りして陸橋を
渡っています。前から要望は多いと思いますが、早くエ
レベーター設置を実現して欲しいです。

　朝霞台駅は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、駅舎の改修には多額の経費と期間を要する
とともに、東武鉄道の施設であることから、市の予算確
保のみでは駅舎の改修を行うことは不可能でございま
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、令和４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。

まちづくり推進課

　根岸台自然公園の公衆トイレ左の樹木が大きくなっ
て、隣接する駐車場まで枝が伸びてきています。定期的
に剪定をしていただくか、伐採していただけないでしょ
うか。

電話で回答
　現地を確認し、剪定を実施することを説明し、了承を
得ました。

みどり公園課

　シルバー人材センターの事務対応が不適切です。Web
で仕事を依頼したが。連絡がないので、こちらから連絡
したら、スケジュールをお知らせすると言いながら全く
連絡がない。改めて照会すると来週連絡すると言いなが
ら、再び連絡をしてこない。当方が再度連絡したところ
作業の方の事情で、いつになるかわからないという。事
情が発生したのならその時点で連絡すべき、適切な対応
を望みます。

電話で回答
　ご意見を拝聴し、謝罪を行い、今回寄せられたご意見
をシルバー人材センターに情報提供し、依頼主や会員等
に対する対応を見直すよう助言する旨説明し、ご理解を
得ました。

長寿はつらつ課

　市内循環バスについてです。バスが道の中央からはみ
出て向かってきました。警告のためにパッシングをした
ところ、バスからパッシングを受けました。警告でパッ
シングをしたらパッシングし返すとは、乗務員にどんな
教育をしているのですか？

　ご指摘のバスを運行していた乗務員およびドライブレ
コーダーを確認したところ、ご指摘のとおりパッシング
をしている事実は確認できましたが、道路上のセンター
付近にまで車両を寄せ運行している記録は確認できませ
んでした。しかしながら、ご意見もございましたので、
西武バス株式会社に対し、改めて安全運転の徹底および
警告や注意喚起等を除きパッシング等の合図を行わない
ようお伝えいたしました。

まちづくり推進課

　二本松通り、西弁財２丁目交差点から志木方面に数十
メートル進んだ地点のガードレールについてお願いがあ
ります。このガードレールが茶色になってからまだ何年
も経っていませんが、白く塗り直していただけないで
しょうか。

　ご指摘の二本松通りに設置しているガードレールにつ
きましては、景観に配慮した色を使用しておりますが、
当該地は接触事故が多いこともあり、本市といたしまし
ても景観と道路の安全確保の両立に苦慮しているところ
でございます。この度、ガードレールを以前のものより
車道幅員が確保できる仕様のものに交換いたしました。
色は従来のままとなりますが、ガードレールと車との接
触を少しでも減らすように対応させていただきました。

道路整備課

　朝霞第三中学校方面から弁財坂を上がり西弁財一丁目
交差点を通り越して志木駅方面に向かう道路についてで
す。茶色いガードレールの設置始点となっている箇所で
すが、自動車等がガードレールにぶつかった跡がありま
した。壊れたガードレールや反射板等の破片がまだ近隣
に散乱している場合、自転車等のパンクや児童生徒等が
怪我をする恐れもあるため早めの撤去と、抜本的対策を
お願いします。

　ご指摘の地点につきましては、接触事故が多発してお
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、この度、ガードパイプを従来のものより車道
幅員が確保できる仕様のものに変更いたしました。今後
も状況を見つつ、より良い交通安全対策について検討し
てまいります。

道路整備課

　朝霞市は道路の街灯が少ないです。また、横断歩道の
白いペンキが消えている所があります。側溝の蓋もずれ
ています。安全な道路にしてほしいです。

電話で回答
　道路整備課職員で先日も夜間パトロールを実施し、必
要な個所などの確認に務めている旨説明しました。今回
の電話で改めて、ご要望いただいたので、対応できるこ
とについては検討していきたいと伝え、ご了承いただき
ました。

道路整備課
まちづくり推進課

　西朝霞公民館から朝霞台駅までバスを利用してます
が、今年３月のバスの時刻改正で減便され、９時台以降
は３時間もあいてしまいます。空いたところを市内循環
バスで補ってもらえないでしょうか。

　市内循環バス「わくわく号」につきましては、民間路
線バスが運行しない地域を補完しつつ、公共施設へのア
クセス等を考慮した上で運行ルートを設定し、現在車両
６台で４路線を運行しております。また、市内循環バス
の運行に際しては、年間で約１億円の損失補償料が伴
い、さらに今後におきましても、人件費や燃料費等の高
騰など、運行経費の増大も懸念されることから、バスの
増車による運行ルートの新設などは大変難しい状況にご
ざいます。

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

　朝霞駅周辺に電動チャイルド車の駐輪場を増やしてほ
しい。地下だと重たい電動自転車を上げるのがきついの
で、できれば地上が希望です。９月１２日現在７５台待
ちとなっていました。子育て世代を応援するなら、駐輪
場を増やすべきです。
民間のダイチャリ置き場が増えていますが、電動チャイ
ルド車の場所を確保できないでしょうか、検討くださ
い。

電話で回答
　シルバー人材センターへ大型自転車臨時駐車場がある
ことを掲示し、周知いただくよう依頼したことや、朝霞
駅東口には大型自転車臨時駐車場を設けており、そちら
は現在キャンセル待ちはないことをご説明しました。大
型自転車の利用者が増えていることを市が把握し、対策
をしていることについてご理解いただきました。

まちづくり推進課

（１）弁財坂下交差点から朝霞厚生病院に向かう道路の
セブンイレブン手前の左側の斜面からの雑草が道路側へ
出ており歩行者や自転車が車道へはみ出し自動車と接触
しそうになって大変危険です。草刈りをお願いします。
（２）膝折町4丁目の黒目橋の上から飛び込みをしてい
る中学生が多数います。通行の妨げにもなっています。
ケガ人や不要なトラブルが発生する前に根本的な対策を
お願いします。

　雑草の越境について、ご指摘の地点において民地に生
えている雑草が公道に越境している件につきましては、
状況を把握しており、同内容の通報が複数寄せられてい
ることから、現在、土地所有者を確認し、速やかに対応
するよう依頼しているところでございます。
　黒目橋からの飛び込みにつきましては、道路整備課に
も情報は寄せられていることから巡回を実施するなどし
て対応しているところでございます。
　今後も貼り紙をし、引き続き職員による巡回をするな
どして黒目橋からの飛び込みについて注意喚起に努めて
まいります。また、各学校では、水難事故防止に向けて
各クラスで具体的に指導を実施し、学校だより等で保護
者へ注意喚起も行っておりますが、今後も引き続き、児
童生徒の安全指導の徹底を図ってまいります。

道路整備課
教育指導課

　朝霞厚生病院の前の横断歩道の信号が、日光の当たり
具合により、赤も青も光って見えて非常に危険を感じ
る。道路側の信号の色で判断し渡っているが、怖い。特
に厚生病院から朝霞台駅に行く側の信号機が非常に赤青
の判断が難しい。歩行者信号も道路信号と同じような新
しいタイプに変更してほしいです。

　確認しやすい歩行者用信号機の変更について、信号機
を管轄しております朝霞警察署の交通規制係にお伝えし
ました。

まちづくり推進課

　栄町給食センターの前にある車止めポールが折れてい
るので、直してほしい。また、ポールとスクールサポー
ターを増やし、車が止まらないようにしてほしい。学童
や保育園の保護者が止まるので、駐車場を用意するか、
注意を保護会わチラシ看板でしてほしい。給食センター
の中に、中身の入っているペットボトルが放置してあ
り、不衛生です。撤去してください。敷地まわりの、落
ち葉や雑草は伸び放題です。

　栄町学校給食センターの前のポールが折れている件に
つきましては、職員にて現地を確認し、破損箇所の修繕
を業者に依頼させていただきました。
　また、車が止まらないようにポールを新設する件です
が、旧給食センターの前は車両等の出入口として今後も
利用していく予定があり、ポールを新設することは難し
い状況になっております。
　次に、放課後児童クラブや保育園の送迎車が何台も駐
車している件につきまして、市から近隣の施設に改めて
申し入れを行い、各施設から保護者に対して周知と徹底
をお願いしたところでございます。
　また、スクールサポーター等の人員の配置についてで
すが、保育園の利用者等の車を駐車させないことを目的
とした人員配置は、難しい状況ですので、ご了承いただ
きますようお願いいたします。
　最後に、給食センター内のごみや敷地周辺の落ち葉や
雑草の対応につきましては、９月２７日（火）に清掃を
行いました。今後は、ご迷惑にならないよう定期的に見
回りいたします。

学校給食課
道路整備課
保育課
教育指導課

　朝霞市栄町給食センターの敷地から、道路へ大きく樹
木の枝がせり出していて、車の運転の邪魔になり、危な
いです。枝切りだけでなく、樹木を切ってください

　栄町学校給食センターからせり出していた樹木につき
ましては、９月２７日（火）に樹木ごと剪定いたしまし
た。今後は、センター内の他の樹木等につきましてもご
迷惑にならないよう定期的に見回りいたします。

学校給食課

　新河岸川の土手近くにも公衆トイレを設置してほしい
です。

　新河岸川の土手近くに公衆トイレを新たに設置するに
は、平坦で適当な広さの場所を確保することや上下水道
等を整備する必要があり、多額の費用が必要となりま
す。また、土手近くに公衆トイレを設置するためには、
掘削して基礎を埋め込む必要がございますが、河川区域
内において掘削を行うことについては、河川区域の管理
者である埼玉県として、堤防の強度を保つためにも許可
することは難しいとのことでございます。

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

　弁財市民センター付近の、武蔵野線の高架を含んだ交
差点において、一方通行路から右折してきた車が交差点
内に留まっている姿をよく見ます。「交差点内速やかに
移動」などの看板を、2箇所設置することなどご検討い
ただけますでしょうか。

　ご要望いただきました弁財市民センター付近の交差点
につきまして、信号機を管轄する朝霞警察署に相談した
ところ、同様の事例や相談が県内でもあると考えられる
ことから、県警本部に相談のうえ、必要な対策を実施す
るとの回答をいただきました。今後におきましても、朝
霞警察署と連携して交通安全対策に努めてまいります。

まちづくり推進課

　交通指導員についてなのですが、今年の4月から指導
員さんが新しい方へと変わりました。結構車通りの多い
道であるので小学生以外の人が通る時も少しは気にかけ
て頂きたいです。

　交通指導員に対し、市民の方に丁寧な応対をするよう
指導しており、また、児童等以外の通行人の方に対して
も必要に応じて誘導することを推奨しております。
　今回いただいた御意見につきましては、当該交通指導
員にお伝えし、状況に応じた適切な誘導、応対をするよ
う話をいたしました。

教育管理課

　朝霞第五中学の前の道路に修学旅行の迎えだと思われ
る車が路上駐車をしており、車両が通行の妨げになって
います。近隣の迷惑になるようであれば徒歩での迎え
等、来年以降何かしらの対策をして下さい。

電話で回答
　保護者の自動車での送迎を控えてもらうことへの協力
要請を行い、路上に職員を配置して路上に駐車しないよ
う呼びかけをさせること。また、学校裏の河川敷沿いに
送迎車を誘導する等通行の妨げにならないようにするこ
とを伝え、了承を得ました。電話終了後、第五中学校校
長にご意見を伝え、再発防止に向けて指導しました。

教育指導課

　西弁財にある学習塾についてですが、２１～２２時前
後にかけて生徒の送迎の車が公道を塞いでいます。ま
た、生徒を待つため公道に駐停車中に大きな音で音楽を
聴いたり大きな声で会話をしている保護者等もいます。
近隣は一般住宅も多いので、送迎の際は周囲に配慮する
よう当該学習塾の責任者の方等を通じて指導をお願いし
ます。

　ご指摘をいただきました件につきましては、早速、当
該学習塾にお伝えさせていただきました。学習塾はこの
問題に対し真摯に受け止めていただき、保護者への周知
等を行っていただくこととなりました。また、朝霞警察
署にも上記の内容についてお伝えさせていただきまし
た。

まちづくり推進課

　浜崎通りについて、通学路になっていますが、歩道が
狭く、トラックが頻繁に通り更にはカーブもあるので、
とても危ないです。宮戸橋について、通園の方などが自
転車で使っていますが危ないです。自転車専用のスペー
スを作るか、別の橋を作ってそこを自転車や歩行者の通
りにすべきだと思います。

　ご指摘の浜崎通りにつきましては、埼玉県が管理する
県道であり、ＰＴＡ連合会からも歩道整備や道路拡幅の
要望があげられているため、要望書として取りまとめ、
令和４年６月に朝霞県土整備事務所に提出しているとこ
ろですが、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ました。宮戸
橋につきましては、片側に歩道を整備していますが、限
られた道路幅員の中で新たに十分な自転車専用のスペー
スを設けることや、新しく橋を架けることは難しい状況
にございます。

道路整備課

　根岸台7丁目近辺において、極めて街灯が少ない印象
を受けます。特に水久保公園周辺は顕著で足元の見えづ
らく、不審者がいる場合の気づきが遅くなることが懸念
されます。増設計画はありますでしょうか。

　ご指摘いただいた水久保公園周辺の地域を職員で確認
いたしましたが、電柱共架ができそうな場所にはすでに
道路照明灯や防犯灯が設置されており、これ以上の増設
は難しいものと考えます。防犯灯は地元の自治会、町内
会が設置及び維持管理をしていただいておりますので、
地元自治会、町内会等にご相談いただければと思いま
す。

道路整備課

　朝霞台駅入口交差点の信号について、冬季の朝8時前
後は、黒目川方面から志木方面に向かって信号を渡る
際、歩行者信号が太陽に照らされて非常に見づらいの
で、対策を講じてほしいです。

　「朝霞台駅入口」交差点の歩行者用信号灯器について
は、青信号の際に、背景が「青」で人形部分が「白」で
表示される電灯式が設置されておりました。電灯式で
は、西日等が当たった場合に、点灯しているように見え
る「疑似点灯現象」が発生する恐れがあることから、市
としましても、交差点における安全対策として信号機の
見やすさは大変に重要なもの認識しておりますので、信
号機を管轄しております朝霞警察署の交通規制係に、早
期の対策実施について要望をお伝えしました。

まちづくり推進課

　通勤で北朝霞駅から下宗岡地区までバス利用している
が、「秋ヶ瀬橋混雑のため」という理由で毎朝遅れてく
るので、その路線の途中にある宮戸橋停留所まで市内循
環バスを宮戸橋まで運行してほしいです。

　ご指摘の「北朝霞駅」から「宮戸橋」までの区間につ
きましては、国際興業㈱および東武バスウエスト㈱の路
線バスが運行しており、市内循環バスは原則として路線
バスが運行しない地域をカバーするようにルートを設定
していることから、宮戸橋まで市内循環バスを運行させ
ることは大変難しいものと考えております。また、仮に
宮戸橋まで市内循環バスを運行させた場合には、バスの
転回に大きな時間を要すこととなり、その結果バスの本
数の減少が生じ、サービスの低下を招く恐れがあり、運
行経費のさらなる増大も懸念されることから、バスの増
車による運行ルートの新設も困難な状況にございます。

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

　膝折町4丁目にマンション建設計画があるのですが、
住人の自転車やバイク出入口が通学路に出る形でスロー
プで作られるようですが、見通しが悪くて危険であり、
接触事故にならないか不安です。子ども達の安全のため
に対策をお願いします。

電話で回答
　今後の開発事業者との協議において、当該スロープか
ら公道への出入り口部分における安全対策として、カー
ブミラーや飛び出しを抑制する路面表示等の設置につい
て指導していくことをお伝えした。

まちづくり推進課

　会社の駐車場から出庫の際に危険なので、歩道にミ
ラーを取り付けてください。

電話で回答
　市がカーブミラーを設置する場所は、原則、広く一般
の方の利用に供する公道からの出口部であり、民地から
の出口部にカーブミラーは設置できない旨説明し、ご了
承いただきました。

まちづくり推進課

　わくわく号を利用した際の対応について、バス停で
待っているとウインカーをつけることなく停車し私の前
で「乗るんですか？」とドア越しに聞いてきました。バ
ス停で待っている人に向かって、失礼な一言だったと思
います。PASMOをかざすときも「ここだぞ！」と言わん
ばかりに、何か黒っぽいペンのような長い物でカチカチ
と叩かれました。乗務員にどのような教育をしているの
ですか？

電話で回答
　運行している東武バスウエスト㈱新座営業所へ電話。
問い合わせ内容や時間帯をお伝えし、確認と今後も安全
に運行いただくようお願いしました。乗務員の対応につ
いて至らない点があったことをお詫びし、了承を得まし
た。

まちづくり推進課

　公園通りと城山通りの間にある道路について、西から
東への一方通行化を要望します。

電話で回答
　道路の一方通行化等の交通規制は警察の管轄になるた
め、朝霞警察に要望内容をお伝えしたことを説明。直ち
に規制を実施することは難しいが、地元町内会等から要
望があった際には、警察と連携して取り組んでいく旨を
説明し了承いただきました。

まちづくり推進課

　流山橋の工事はやめて下さい。今のままで全くかまい
ません。階段を無くすなら、手すりを残して下さい。よ
ろしくお願いします。

ご指摘いただきました流山橋につきましては、本年度、
５年に１度実施する法令に基づく定期点検を、点検業者
による近接目視等で実施しており、現在、点検業者から
は、早期に補修等の措置を講ずる必要がある不具合は報
告されておりません。このことから、現在のところ補修
工事等の予定はございません。

道路整備課

　朝霞台南口駅前ロータリーエリアに３０台ほどの自転
車が無断駐輪されております。
駐輪場が近隣にもありますので、ルールを順守していな
い自転車については、巡回の上、撤去いただきたいと思
います。

　今回ご指摘いただいた箇所について確認したところ、
ビルの利用者と思われる方の自転車が多数駐車されてお
り、何台かは市が管理する歩道上にはみ出し、歩行者等
の通行の妨げになっておりました。市ではこの状況を改
善するため、ビルの管理会社に対し、歩道上に駐車しな
いよう利用者への周知を依頼したほか、当該箇所が自転
車等放置禁止区域であることを示す路面シールを設置す
るとともに、巡回パトロールを強化してまいります。

まちづくり推進課

　活用の御提案をいただいたキャンプドレイク跡地につ
きましては、国有地となっており、その一部を市が「朝
霞の森」として暫定的に利用している状況です。
キャンプドレイク跡地に関する計画の中では、あさかの
森を含む大きな部分を「防災拠点を備えた総合公園」と
して整備することを計画しており、今後、この計画に
沿って、市の財政負担も考慮しながら、段階的に用地を
取得し、公園などの整備を進めていきます。基地跡地全
体の整備について、具体的な検討を行う段階ではござい
ませんが、今後、検討作業に入る場合には、御意見を参
考にさせていただきます。
　次に、ショッピングモールにつきましては、令和２年
１１月に、根岸台にカインズ朝霞店がオープンし、当市
とも連携したイベントを開催するなど、市民だけでな
く、市外の方々も訪れていただき、にぎわっておりま
す。ご家族でお買い物を楽しんでいただける施設の一つ
かと思いますので、ぜひご利用ください。
　また、現状、市内には、大型のショッピングモールな
どが参入できるような土地の確保は非常に難しい状況で
すが、今後、参入の打診などがございましたら支援をし
てまいります。
　なお、朝霞市では、市内の個店が出店するイベントが
数多く開催されております。そこでは、大型のショッピ
ングモールでは知ることができないような、朝霞の魅力
があり、年齢を問わず、誰もが楽しめる内容になってお
りますので、ぜひ訪れてみてほしいと思います。

政策企画課
まちづくり推進課

　緑多き米軍キャンプドレイク跡地に家族で一日過ごせ
る様なショッピングモールをつくってほしい。また、朝
霞台駅と北朝霞駅両駅周辺は未だ未整備ゾーンも多数あ
り、家族で一日過ごしてもいい様なショッピングモール
があっても良いと思います。
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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

　自転車による車道の逆走が多く、危険を感じていま
す。朝の通勤時間帯に北朝霞駅に至る道路で自転車がよ
く車道を逆走しています。重大な事故が起こる前に、交
通量の多い時間帯だけでも取り締まりをお願いしたいで
す。

　ご指摘の区間につきましては、多くの自転車利用者が
日常的に通行する道路であり、特に朝や夕方の通勤・通
学時間帯は、自動車・自転車ともに交通量が多い状況と
なっております。市といたしましても、自転車同士の衝
突や自動車との接触等の危険性を考慮し、当該路線に注
意喚起看板の設置を行い、自転車利用者に対し左側通行
の遵守を促しておりましたが、改めて、「自転車は左側
通行」の大型注意喚起看板を設置させていただきまし
た。併せて、交通規制を管轄する朝霞警察署に対しまし
ても、当該区間における自転車の逆走について、パト
ロール及び取締りを強化するよう要望いたしました。

まちづくり推進課

自転車のルール無視による事故が多発していて、取り締
まりが強化されているとのことです。西原１－２の学習
塾付近から北朝霞駅駐輪場への道路は自転車通行帯を特
に平日朝、通勤、通学等でほとんどの自転車が逆走して
います。夜間も逆走があり、左側通行者にとっては大変
迷惑かと思います。対策として、現在の自転車通行帯の
表示ペイントを新しく塗ってもらうこと、大型看板の設
置、可能であれば、短期間学習塾前の角に朝指導員を配
置して規制していただければと思います。ご検討よろし
くお願いいたします。

　ご指摘の区間につきましては、多くの自転車利用者が
日常的に通行する道路であり、特に朝や夕方の通勤・通
学時間帯は、自動車・自転車ともに交通量が多い状況と
なっております。市といたしましても、自転車同士の衝
突や自動車との接触等の危険性を考慮し、当該路線に注
意喚起看板の設置を行い、自転車利用者に対し左側通行
の遵守を促しておりましたが、改めて、「自転車は左側
通行」の大型注意喚起看板を設置させていただきまし
た。併せて、交通規制を管轄する朝霞警察署に対しまし
ても、当該区間における自転車の逆走について、パト
ロール及び取締りを強化するよう要望いたしました。

まちづくり推進課

　朝霞駅南口ロータリーに関して違反駐車が目立ち通行
の妨げになっております。バス及びタクシーやロータ
リーを介しての駐車場への通行に著しく影響を及ぼして
おります。市としても警察と協力してご対応お願いしま
す。

　ご指摘のとおり、駐車禁止区域となっており、人待ち
のための駐車も駐車禁止にあたりますので、、特に違反
駐車の多い箇所に「人待ち等駐車禁止」の張り紙をする
他、朝霞駅南口駅前交番に取り締まり及び注意喚起の強
化を依頼し、対応してまいります。

道路整備課

　根岸台の東かすみ台児童遊園地のブランコ側を右手に
見て、和光市側に曲がる四つ角が非常に曲がりにくいで
す。交通量もそこそこあり、幼稚園バスのような大きい
車両も通りますし、坂道をスピードを出したまま下って
くる自転車も多いですが、見通しが悪くて危険を感じる
ことも多いです。公園を右に見ての角の所に植え込みが
あるのですが、植え込みを撤去し、曲がりやすくするこ
とはできないでしょうか。

電話にて回答
　現地を確認したが、植え込みの撤去は現状では、考え
ていないが今後は、植込みが、伸びている状況を確認し
た際は、職員または、業者により剪定を行い視界が妨げ
られにくいように管理していくと説明しました。

道路整備課

　朝霞台、北朝霞駅に和光市駅や志木駅のような駅ビル
はできないものでしょうか。発展して欲しいです。

　北朝霞・朝霞台方面では、現在、東武鉄道により朝霞
台駅の駅舎全体の改修について検討が行われており、併
設する商業施設についても併せて検討していると伺って
います。また、北朝霞地区においては、今年度より官民
の多様な人材が参画するエリアプラットフォームを立ち
上げ、道路・公園などの公共空間での日常的なテラス営
業やイベントの実施、黒目川の自然との連携、駅前ロー
タリーの広場化など、人中心のまちなかづくりへ転換し
ていくことなどについて、官民連携で検討を進めていく
こととしています。

まちづくり推進課
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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

　マイナンバーカードを利用したコンビニでの戸籍謄本
取得ができるように動いてください。

　平成２９年２月１日から住民票、印鑑登録証明書、課
税・非課税証明書についてコンビニ交付サービスを開始
しました。その際には、戸籍謄本の交付についても検討
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は見送りました。コンビニ交
付サービスにおける戸籍謄本については、システムの都
合上改製原戸籍や除籍は含まず現在戸籍のみです。ま
た、実施している自治体も全国自治体の３４．１６％と
なっており、コストを一般財源でまかなっている現状か
ら、各自治体は費用対効果を考えて慎重に導入している
と思われます。戸籍法改正に伴い令和5年度末から自ら
や父母等の戸籍を全国どこの自治体窓口でも取得するこ
とが可能となるよう準備がすすめられています。戸籍謄
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まいりたいと考えます。

総合窓口課

　以前非課税世帯への10万円給付がありましたが、課税
世帯への給付はまだ無いのでしょうか。

　市民の皆様にご納付いただいた税は、ごみの収集や保
育園の運営など、市の様々な事業に活用させていただい
ており、限られた市の財源の中では、ご提案いただい
た、市民の皆様への一律の現金給付や税金の減免を行う
ことは、難しいものがございます。

政策企画課

　マイナンバーカードの申請を行いましたが、通知書が
届かないため市役所へ確認の電話をしたところ「すでに
発送しています。」と回答がありました。しかし、届か
ないので改めて確認の電話をしたところ、「昨日発送し
ています」と言われました。適当な回答であり、何が原
因でこのようなことになったのか、納得のいく説明を求
めます。

　マイナンバーカードに関するお問い合わせについて、
本市職員の電話による対応により不快な思いをされたこ
とに対し心からお詫び申し上げます。マイナンバーカー
ドの申請状況に関わらず、市民の皆さまに正確な情報を
お伝えすることは大切なことと考えております。ご指摘
を受け、分かりやすく情報を伝えることの重要性を再認
識するとともに、親切、丁寧な対応を心掛けるよう改め
て職員に徹底させていただきます。

総合窓口課

　テレビ番組の放送で、市の職員がロケ弁当をもらった
のが嬉しかったと発言していた。職員と上司の処罰をす
るべきだと思います。

　ご指摘いただいた件について確認したところ、市役所
での撮影の際、撮影スタッフの方から昼食に用意した弁
当に余りが出たため、御厚意から話があり、一度はお断
りしましたが、持ち帰っても処分することになるとのこ
とで、受け取ったということです。そのような経緯が
あったとしても、申し出を断るべきであり、また、撮影
協力時のエピソードの一つとしてロケ弁当の話をしたこ
とも公務員倫理に関する認識が足りなかったものと考え
ます。発言した職員を含め、所属職員には、関係者との
関わり方について注意、指導を行いました。

職員課

　国民健康保険の手続きの際に、特定健診の用紙が１０
月までには自宅に届くと言われたので、医療機関に検診
の予約を入れたところ、案内誤りのため、日にちを代え
てくれとのことでした。そちらの手違いだと思われるの
で、なんとかしてください。それと、電話を取り次ぐ際
に応対された方の感じが悪すぎます。

電話で回答
　市から医療機関に連絡し、受診が可能な旨を伝えまし
た。

保険年金課

　軽自動車税や固定資産税等の市税の支払いを
「aupay」でも出来るようにして欲しいです。

　ご要望いただいた決済方法につきましては、令和５年
４月から固定資産税・都市計画税、軽自動車税（種別
割）等の納付書にＱＲコードを印字し、そちらを活用し
てスマートフォン決済アプリやクレジットカードによる
納付を可能とする仕組みを準備しております。ご利用い
ただける電子決済サービスは事業者と現在調整中の段階
でございますが、決定次第、広報、ホームページ等で周
知させていただく予定でおります。

収納課

　市内の小中学校の給食費が値上げになるのではないか
と聞きましたが、やめていただきたい。値上げに耐えら
れない層の存在を考えてむしろ値下げに転じていただき
たいです。

　ご指摘のとおり様々な食材の価格が高騰している中、
給食費の見直しを検討していることにつきましては、現
在の給食費で給食の質や量を維持することが大変難しく
なってきていることについてご理解賜りたいと思いま
す。生活困窮者へは、就学援助制度や生活保護制度によ
り支援を行っておりますので、今後もこれらの制度を周
知することで、適切に支援してまいります。

学校給食課
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