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●11 月 14 日までに投函してください。 

 
今後の朝霞市を考える会 あて 
 

朝霞市議会議員選挙候補予定者アンケート 

候補者 

の本名 

立候補届のお名前 

（本名と異なる場合） 

生年月日         年       月      日 性別 

電話 ご住所 

FAX 

電話 事務所の 

ご住所 FAX 

電子メールアドレス 

議員以外のご職業・役職 

 

 

 

 

立候補届の 

政党名・団体名 

党籍のある 

政党名 

現職議員の方は 

所属会派名 

アンケート回答の問合せ先（自宅・事務所以外の場合） 

 
質問は、Ⅰ．情報公開、Ⅱ．議会改革、Ⅲ．福祉政策、Ⅳ．基地跡地利用、Ⅴ．ベッドタウン住民に向け

た政策について、24 の質問項目についてお尋ねします。 
回答は、選択肢の中から、考えに合っている、近いもののアルファベットに○印をつけてください。お考

えがある場合は、欄外に自由記入していただいても結構です。 
 

項目Ⅰ．情報公開・市民参加 

 自治体財政が厳しくなることや、ボランティアの市民活動と行政サービスの連携、有権者の主権者意識

の高まりから、行政や議会の情報公開や市民参加がますます問われてくることになるのではないかと考え

ています。これについて、候補予定者のみなさんのお考えをお伺いします。 
 
質問Ⅰ－１．市役所の各審議会・委員会の一般市民を公募して委員に加えています。このことについてお

考えに近いものを１つ選んでください。 
     ａ．計画段階から市民が参加し、もっと大胆に市民の意見を反映する仕組みを考えるべきだ。 
     ｂ．今の審議会・委員会のあり方で、公募一般市民枠をもっと広げるべきだ。 
     ｃ．今の状態でよい（1 委員会おおむね 1 人～2 人の公募一般市民枠）。 
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     ｄ．選挙を経ていない人が政策に影響を及ぼすのはおかしいから減らすか無くしてよい。 
     ｅ．専門家だけに絞って、減らすか、無くすかすべきだ。 
     ｆ．わからない・その他 
 
項目Ⅰ－２．市役所の各審議会・委員会の会議録はホームページで公開され、情報公開としては高い評価

を得ていますが、公表時期が会議後 1 ヶ月程度～6 ヶ月程度までばらつきがあります。それについてどちら

に近い考えですか。 

     ａ．時限を切って公開すべきだ 
     ｂ．今のままでよい 
  
項目Ⅰ－３．ホームページで公開されている各審議会・委員会会議録には、事務局の発言者名や、資料が

添付されていません。これについてどうお考えですか。それぞれ１つ選んでください。 
   ●事務局（職員）の発言について 
     ａ．「事務局」で発言を記載すべきだ 
     ｂ．職員の名前で発言を記するべきだ 
     ｃ．今のまま（「事務局から提案」「事務局から説明」で発言内容は省略）でよい 
   ●資料について 
     ａ．ホームページに公開すべきである 
     ｂ．今のままでよい 
 
項目Ⅰ－４．朝霞市が計画とりまとめにあたってパブリックコメント（論点公開）募集を行っていますが、この

手続きについてどのようにお考えですか。１つ選んでください。 
     ａ．誰でもが文書で意見を提出し計画修正をできるようにするための重要な場である。 
     ｂ．市民への最終チェックとして、あくまでも参考意見として必要な場である。 
     ｃ．事務が煩瑣になるだけだからいらない。 
 
項目Ⅰ－５．情報公開請求で資料複写を求めると朝霞市は公益目的か本人の利害に関係する資料以外は

原則として手数料を徴収しますが、これについてどのようにお考えですか。１つ選んでください。 
     ａ．原則無料化すべきだ。 
     ｂ．営利目的のもの以外は無料化すべきだ。 
     ｃ．市外在住者のもの以外は無料化すべきだ。 
     ｄ．現状のように市民の公益目的や本人に関するもの以外は有料でよい。 
     ｆ．有料の対象を広げるべきだ。 
 

項目Ⅱ．議会のあり方 

 先の統一地方選挙では、議会の情報公開や、議員のお金の使い方などが大きな争点になりました。また

モラルだけではなく、議会が有効に行政をチェックできているか、政策づくりに機能しているのか、国民

運動として問い直す動きもありました。朝霞の市議会議員選挙でも、議員が自らの議会をどのように改革

するのか、問われていると思いますので、候補予定者のみなさんにお考えをおうかがいいたします。 
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質問Ⅱ－１．各地で議会の傍聴規則の見直しが進んでいますが、朝霞市議会についてはどうお考えでしょ

うか。1 つ選んでください。 

    ａ．今のままでよい。 
    ｂ．記録を取ることを阻害したり、服装の規制など若干の緩和はすべきだ。 
    ｃ．記録や服装の規制緩和にとどまらず、議会運営に問題がなければできる限り緩和をすべきだ。 
    ｄ．傍聴者に不審者がいるかも知れず、もっと規制を強化すべきだ。 
 
質問Ⅱ－２．議会活動の報告がどのようになされているか注目されています。朝霞市議会での各議案に対

する賛否の状況が現状ではわかりません。広報あさかやホームページ等で、各議案の賛否の報告をするこ

とについてどのようにお考えでしょうか。1 つ選んでください。 

    ａ．議員名ごとに明らかにすべき 
    ｂ．会派名で明らかにすべき 
    ｃ．賛否の分かれた議案のみ（議員名・会派名のいずれか）明らかにすべき 
    ｄ．議員の独立性を侵害するため、明らかにすべきではない 
 
質問Ⅱ－３．現在、広報あさかに掲載されている質疑の報告で、質問議員名などを掲載することについてど

のようにお考えでしょうか。1 つ選んでください。 

    ａ．議員名ごとに明らかにすべき 
    ｂ．会派名ぐらいは明らかにすべき 
    ｃ．偏りがでるのであきらかにすべきではない（現状のまま） 
    ｄ．議員の独立性を侵害するため、明らかにすべきではない（現状のまま） 
 
質問Ⅱ－４．重要議案については、議員だけではなく、学識者や利害関係のある市民などの意見表明の場

が必要だという考えもあります。朝霞市議会において重要議案や市民の中での考えが分かれるような議案

について、議員ではない学識者や利害関係のある市民などの意見表明の場を設けることについてどのよう

にお考えでしょうか。どちらか選んでください。 

    ａ．重要議案については市民参考人から意見を求めた方がよい 
    ｂ．議員以外の人間が議会で話すべきではない 
 
質問Ⅱ－５．民間企業、行政、司法はそれぞれ大きな改革を行っています。議会について改革が必要だと

いう意見もあり、自治体によっては実施しているものもあります。朝霞市議会にとって必要な改革と思われる

ものを上位 3 つまで選んでください（ｚを選んだ方は、他の選択肢を選ばないでください）。 

     ａ．市長等理事者との一問一答式の質疑 
     ｂ．本会議・委員会における議員どうしの討論（行政に対する質問という形でない議論の場の設定） 
     ｃ．議事録の迅速な公開 
     ｄ．議会事務局の体制強化 
     ｅ．市民に関心を持ってもらうための夜間や休日などの議会開催 
     ｆ．議会の権限の拡大や強化 
     ｇ．各種審議会・委員会の主催者を議会にする 
    ｈ．市民参考人などの、議員外の意見表明の場を設ける 

     ｉ．議員の増加→目標     人 
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     ｊ．議員の削減→目標     人 
     ｋ．議員報酬等の改善→めやすは 
     ｌ．議員報酬等の削減→めやすは 
     ｍ．政務調査費の使途の公開 
     ｎ．視察の増加 
     ｏ．各議員の議会報告を充実させる 
     ｚ．現状、大きな改革の課題はないと思う 
 

項目Ⅲ．福祉政策 

 少子高齢社会になっていくことや、経済格差が大きくなっていくこと、離婚件数の増大などから、市民

の自立を支えていく福祉がどのように変化していくのかが、問われてくると思います。代表的な福祉の課

題について、候補予定者のみなさんにお伺いいたします。 
 
質問Ⅲ－１．候補予定者の福祉政策へのスタンスを近いものから選んでください。 

  負担と給付 
    ａ．できるかぎり各個人・家庭でやってもらい、市役所は福祉を広げない 
    ｂ．負担は増えても、弱者の自立のために幅広く手厚い福祉が必要 
 
質問Ⅲ－２．マンション開発の進展などで、朝霞市は慢性的な保育所不足が続いています。これについて

お考えの近いものを以下から 1 つお選びください。 

    ａ．子育ては本来、母親がやるべきもので、保育園はできるだけ作らない方がいい 
    ｂ．両親とも働く人やひとり親が増えており、その対応の範囲で保育園を増やした方がいい 
    ｃ．親が働いていることに限定せず、幅広く受け入れる保育園にしていく必要がある。 
    ｄ．保育園を増やせば増やすほど需要を掘り起こすので、保育園は増やさない方がいい。 
    ｅ．わからない・特に意見はない 
 
質問Ⅲ－３．朝霞市の市立保育所は平日 20 時まで、休日も開所にするよう計画されていますが実現してい

ません。このことについてお考えに近いものを以下から 1 つお選びください。 

    ａ．計画どおり 20 時・休日開所を進めるべきである。 
    ｂ．働き方が多様化しているので、計画に加え、20 時以降の夜間も開所すべきである。 
    ｃ．多様な働き方・家庭の子を守れるよう、計画に加え 24 時間開所の保育所を用意すべき。 
    ｄ．現状（18 時～19 時閉所）にとどめるべきである。 
    ｅ．子どもにとって望ましくないので現状より開所時間を短くすべきである。 
    ｆ．わからない・特に意見はない 
 
質問Ⅲ－４．朝霞市の学童保育は、入所児童数が 100 人を超えるところが珍しくなく、とても混雑している状

況です。今後、厚生労働省は 1 施設 70 人以下定員に抑える予定にしていますが、それへの対応について

お考えに近い回答を 1 つお選びください。 

    ａ．これ以上の増設はすべきでないので、入所定員を絞る。 
    ｂ．現在の入所者に対応するために、増設や拡大を行うべき。 
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    ｃ．入所待機者に対応する分も含めて、増設や拡大を行うべき。 
    ｄ．わからない・特に意見はない 
 
質問Ⅲ－５．介護保険について、負担を上げないためにサービスを抑える政策が採られています。このこと

について、介護サービスの質や、対応力、スタッフの離職などを引き起こしているという批判があります。こ

の問題について近い考えを 1 つお選びください。 

    ａ．高齢者が増えるのだから、質を下げないために介護保険料の値上げはやむを得ない。 
    ｂ．本来、介護は公的なものではないので、利用を抑えて、介護保険料は抑えるべきである。 
    ｃ．介護は社会保険で行わず、多少の増税や他の施策の予算を削っても税金で行うべきである。 
    ｄ．介護保険料は現行水準を維持し、増えた分は増税や他の施策の予算を削る。 

→ｃ．ｄ．で削ると回答した方はその政策名（              ） 
    ｆ．わからない・特に意見はない 
 
質問Ⅲ－６．朝霞市には 24 時間対応するホームヘルパー事業者がいません。これについてどう考えます

か。1 つお選びください。 

    ａ．24 時間対応できるホームヘルパー事業者をさがして誘致すべき。 
    ｂ．そのような重度介護者は施設に入所すべきなので、施設を増設すべき。 
    ｃ．そのような重度介護者がいる家庭は、家族の誰かが我慢して面倒を見るべきだ。 
    ｄ．わからない・特に意見はない 
 
質問Ⅲ－７．朝霞市は入院設備を持たない診療所はたくさんありますが、一方で中核的病院は守備範囲が

狭く、地域医療、在宅医療についてはほとんど施策が講じられていません。これらの問題を解決するために

どのようなお考えをお持ちでしょうか。考えに近いものを３つまでお選びください。 
   ａ．開業医との協力を得ながら、往診や地域医療の充実に努めるべきだ。 

    ｂ．入院病床数を増やすべきである 
    ｃ．朝霞台中央病院を強化すべきである 
    ｄ．新たな救急病院を開設すべきである 
    ｆ．都道府県の枠を超え、都内の大学病院などとの連携を強化すべきである。 
    ｇ．産婦人科・小児科救急に重点化した対策を行うべきである。 
    ｈ．このままでよい 
    ｚ．わからない・特に意見はない 
 
質問Ⅲ－８．小児科医療の窓口無料化を実施しましたが、その評価について近いものを 1 つお選びくださ

い。 

    ａ．いいことだと思う。 
    ｂ．軽度の患者が増えて、伝染病や重い病気、慢性の病気の子どもの受診が差し支えている。 
    ｃ．市長のマニュフェストに書いているからやって当たり前だと思う。 
    ｄ．わからない・特に意見はない。 
 

項目Ⅳ．基地跡地問題 
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 基地跡地利用が大きな問題になっています。市民にとっても関心の深い問題であり、市議会議員として

今後の対応が問われる課題ではないかと思います。以下の質問におこたえください。 
 
質問Ⅳ－１．基地跡地利用をまとめる上で重視する課題を上位 3 つ選んでください。    

ａ．市の財政 
    ｂ．国・県・市の財政 
    ｃ．自然保護 
    ｄ．活気 
    ｅ．市民参画による合意 

    ｆ．情報公開 
    ｇ．民間活力 
    ｈ．公共サービスとのバランス 
    ｉ．医療や福祉の充実 

 
質問Ⅳ－２．基地跡地利用について、市役所と関心を持つ市民との間で意見が割れています。どの意見が

一番近いですか？ 

    ａ．（市役所の言うような）国家公務員宿舎と公共施設を核にし、残りは防災公園を建設する。 
    ｂ．（基地跡地の自然を守る運動が言う）和光市や所沢市のように県営公園として自然を残す。 
    ｃ．朝霞市で不足している特別養護老人ホーム、学童保育、保育所、夜間診療所などを建設する。 
    ｄ．すべて民間に払い下げて、民間業者が自由に開発を行う。 
    ｅ．現状で放置しておくべき。 
    ｆ．わからない 
 
質問Ⅳ－３．基地跡地利用に国家公務員宿舎を建設することをめぐって、市役所と市民、市民と市民との間

に大きな意見の対立が生まれています。この原因についてどのようにお考えでしょうか。 

    ａ．市民参加で計画策定を進めて、途中から市役所独断でやったのがまずかった。 
    ｂ．反対運動をしている市民の態度や主張が強硬すぎる。 
    ｃ．誰も悪くない 
    ｄ．わからない 
 
質問Ⅳ－４．基地跡地利用の整備計画を市役所・国・コンサルタント業者でまとめましたが、市民や市議会

への説明について十分だと思いますか。 

    ａ．市民に対して不十分 
    ｂ．議会にも市民にも不十分 
    ｃ．説明は十分だと思う。 
    ｄ．わからない 
 
質問Ⅳ－５．跡地利用の具体的な構想は、基地跡地整備計画検討委員会でまとめられていますが、市民

が異議申し立てできる場がなくどんどん進んでいるという指摘があります。これについてどのようにお考えで

すか。1 つお選びください。 

     ａ．専門的すぎるので市役所に任せ、市民が改めて口を出すべき内容ではない。 
     ｂ．市議会の代表者だけではなく一般議員には、逐次合意を求めるべきである。 
     ｃ．市民意見をもっと求めて、合意を模索すべきである。 
     ｄ．わからない 
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質問Ⅳ－６．国家公務員に安価な公務員宿舎（社宅）があるということそのものに根強い批判があります。

公務員宿舎そのものについて、もっとも近い考えを 1 つお選びください。 

     ａ．優秀な人材確保のため宿舎等で厚遇をする必要がある。むしろ朝霞市職員にも必要である。 
     ｂ．社宅のある民間労働者の待遇にあわせるために国家公務員に宿舎があるべきである。 
     ｃ．できるだけ少なくし、転勤の多い国家公務員や、深夜残業の多い国家公務員など厳しい状

況にある職員だけに便宜を図る程度すべきである。 
     ｄ．公務員宿舎は税金の使途として優先度が低いので、財政の厳しい今はない方がいい。 
     ｅ．公務員も一労働者に過ぎないので、自力で住宅を確保すべきである。 
     ｆ．よくわからない 
 
質問Ⅳ－７．市役所は跡地利用を①国家公務員宿舎の誘致、②周辺に公共施設を核にした都市開発を行

う、③中央公園前の道路を幅 50 メートルにする、④残りを防災公園にする、という計画でまとめていますが、

計画内容への評価についてもっとも近いものを 1 つお選びください。 

     ａ．しっかりしてわかりやすい計画である。 
     ｂ．しっかりしているがわかりにくい計画である。 
     ｃ．わかりやすいが、いい加減な計画である。 
     ｄ．わかりにくいし、いい加減な計画である。 
     ｅ．よくわからない。 
 

項目Ⅴ．ベッドタウン朝霞のまちづくり 

 朝霞市はベッドタウンとして人口をのばしてきました。しかしベッドタウン住民・埼玉都民といわれる

人たちは、地域社会に足場が無く、市政の取り組みからもれている部分も多く感じています。ベッドタウ

ンのまち朝霞として今後をどのようにしたらよいのかお聞きします。 
 
質問Ⅴ－１．1995 年以降、マンション建設が進んで、マンション住民が増えていますが、マンションの老朽

化やマンション特有の課題などで、問題意識と考えているものを 3 つまで選んでください。 

     ａ．マンション住民の自治会等への加入 
     ｂ．マンション老朽化・メンテナンスに関して管理組合にノウハウの教育 
     ｃ．マンション住民の防災対策 
     ｄ．マンションの近隣問題（日照等） 
     ｅ．都市計画とマンション建設との整合性 
     ｆ．人口流入による行政サービスの不足 
     ｇ．マンション老朽化によるスラム化防止 
     ｚ．特にない 
 
質問Ⅴ－２．市民の多くは東武東上線や武蔵野線で通勤・通学・外出をしています。通勤混雑などに伴う苦

痛を伴っています。そのことについて解決策として重視しているものを上位 3 つまで選んでください。 

  ①東上線 

    ａ．朝ラッシュ時間は、電車の速度が落ちてももっと増発をすべきだ。 
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    ｂ．朝ラッシュ時間は、混雑率が少し上がっても減便しても速度を上げるべきだ。 
    ｃ．夕方のラッシュ時間の速度を上げるべきだ。 
    ｄ．夕方のラッシュ時間の増発を行うべきだ。 
    ｅ．深夜の時間帯の東上線の増発が必要だ。 
    ｆ．有楽町線との直通電車の本数を増やすべきだ。 
    ｇ．有楽町線の本数を増やすべきだ。 
    ｈ．有楽町線の終電を繰り下げるべきだ。 
    ｉ．全体的に速度を上げるべきだ。 
    ｊ．東上線に新駅を設置すべきだ。 
    ｋ．バリアフリーの設備をもっと充実させるべきだ。 
    ｌ．急行や準急の停車駅が多すぎる。 
    ｍ．朝霞にも急行を止めるべきだ。 
    ｎ．朝霞や朝霞台にも始発電車を設けるべきだ。 
    ｏ．池袋より都心に出る場合、有楽町線経由でも、東上線経由でも運賃や定期券の共通化をする 
  ②武蔵野線 

    ａ．本数を増やすべきだ 
    ｂ．宮戸地区などに新駅を設置すべきだ。 
    ｃ．武蔵浦和や南浦和での他線との接続を改善してさいたま市方面への利便を改善すべきだ。 
    ｄ．運休や遅延が多すぎるので何とかすべきだ。 
    ｅ．バリアフリーの設備をもっと充実させるべきだ。 
 
質問Ⅴ－１．朝霞市民が市内で消費する割合は低下しています。対策についてどのようにお考えですか。 

    ａ．一流ブランドも売っている大型店の誘致 
    ｂ．個性的な店を開店・定着させて、商店街を育成していく。 
    ｃ．マイカーで通える郊外型の大型スーパーの誘致 
    ｄ．小地域に１つずつぐらい、一通り日用品が揃う小型スーパーを残す・誘致する 
    ｅ．市内で買い物をするメリットを知ってもらう 
    ｆ．個人に対する市の減税や補助金を地域振興券のようなかたちで行う。 
    ｇ．バス路線網の整備 
    ｈ．駐車場の整備 
    ｚ．特にない 
 

項目Ⅵ．自由記入 このアンケートで書ききれなかったことなどをご自由にお書きください。 

 
 
 
 
 

お忙しい中、ご協力ありがとうございました。 


