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発行 朝霞第六小学校 PTA 執行部

保護者の皆さまには日頃より PTA 活動にご理解、ご協力をいただきありがとうござい
ます。さて、７月の PTA だよりにて募集した朝霞市長への要望について、回答をいただ
きましたので、ご報告いたします。

通学路・周辺道路について
◆６小裏手の歩道橋の新設を希望したい。既存の歩道橋は滑るし、老朽化が激しく不安全であ
る。また、朝の渋滞も気になる。
（回答）まちづくり推進課
市内にある既存の歩道橋につきましては、平成 30 年度に策定した「歩道橋長寿命化計画」
に基づき、順次、適切な補修補強等の保全対策を実施し、計画的に長寿命化を図ることとし
ております。なお、該当歩道橋につきましては、令和 5 年度に改修工事を予定しています。
◆岡跨線橋歩道橋の老劣化がひどく、多くの子供たちが利用することに不安がある。
※平成２９年度及び３０年度の点検では、予防保全段階（Ⅱ）との結果が市の HP に掲載され
ているが、現在すでに３年以上は経過している。実際に歩道橋を利用する大人は少数であり、時
間経過によって発生している危険にも気づきにくいと心配している。補修に至る前までの現状に
ついても頻繁な点検をお願いしたい。
（回答）まちづくり推進課
市では、毎年度、市が管理する歩道橋 11 橋について、職員による点検を行い、落橋の恐れ
があるか、歩道橋の機能障害となる損傷があるか等を確認しています。今後は専門業者によ
る法定点検を令和 5 年度に予定しています。

◆岡１丁目地区の市街化区域編入に伴い、ここ数年で急激な戸建て住宅の建設が行われてい
て、その結果、もともと畑の中の抜け道で通過交通がある一方、畑の宅地化による見通しの悪
化、子供の数の急増により、子供と車との事故のリスクが高くなっているように感じる。第６小学
校へ登校する人数もどんどん増えていて、子供の飛び出し注意を喚起するような看板または標
識、ペインティングなど検討してほしい。
（回答）まちづくり推進課
現地の状況を確認の上、子供の飛び出し注意や車両の速度抑制等に関する効果的な対策
について、朝霞警察署と協議します。
◆根岸台方面から、線路を渡る道を作ってほしい。子供の自転車やベビーカーなどが、線路を
超えるのにとても不便。小学生になると親の自転車に乗れないので、２台で出かけると、安全に
通れる道がないことに困ることが多い。
（回答）道路整備課
カーテンじゅうたん王国付近の歩道につきまして市の道路整備基本計画で拡幅する計画と
なっておりますが、用地の取得には地権者との合意形成が必要でありますので、カーテンじ
ゅうたん王国の建て替えの際、地権者にご協力いただけるよう交渉してまいります。
また、ご指摘いただきました根岸台方面から路線を渡る道の段差につきましては、段差解
消のための修繕を業者に依頼したところでございます。岡跨線橋（朝霞第 6 小学校裏歩道橋）
につきましては令和 5 年度の改修予定となっておりますので、いましばらくお待ちください。
最後に、安心、安全な通学路確保のため、既存の根岸台方面から路線を渡る道の点検をこ
れまで以上に注力してまいります。
◆駅から続く二本松通りは、道幅は狭く歩道も狭いのに車は対面通行になっている。速度制限
を 明らかに守っていないと感じる、猛スピードで走っている車が多い。歩行者と車の事故があ
ったという看板も半年に一度くらい見かける。これから子供が大きくなり、一人で歩かせると思う
と大変心配だ。
（回答）まちづくり推進課
速度抑制を促す路面標示や看板を設置するなど、現環境下でできる対策について朝霞警
察署と協議します。

裏面もあります

◆公園通りと二本松通り（本町２丁目）の交差点に、歩道と分けるポールの設置、歩行者信号の
追加をしてほしい。１年以内に交通事故あり。
（回答）まちづくり推進課
ポール等の設置が可能であるか朝霞警察署と協議し、歩行者用灯器の設置については、信
号機を管轄しております朝霞警察署に要望をお伝えします。
◆朝の通学の時間帯だけでも、二本松の信号の青の時間を長くすることはできるのか。 登校
班が連なっているため、できれば配慮してほしい。
（回答）まちづくり推進課
信号機を管轄しております朝霞警察署に要望をお伝えします。
◆ドラッグ・エースの駐車場前の無信号横断歩道は、大半の車が一時停車せず、また歩行者に
は 見通しの悪い場所。白線や標識を目立つように新しくしたり、補強したりしてほしい。
（回答）まちづくり推進課
横断歩道を管轄しております朝霞警察署に要望をお伝えします。
◆城山通りの滝の根公園の入り口の道に、歩行者用の信号をつけてもらえると助かる。
（回答）まちづくり推進課
信号機を管轄しております朝霞警察署に要望をお伝えします。
◆マルエツの前の道・および城山通りの交差点は、渋滞が多く危険。道を拡大して歩道を作って
ほしい。
（回答）道路整備課
ご要望の場所につきましては、市の道路整備基本計画で拡幅する計画となっておりますが、
用地の取得には地権者との合意形成が必要であり、整備に時間がかかっております。今度も
道路沿いの住宅の建て替えなどを行う際には、地権者にご協力いただけるよう交渉してまい
ります。
◆市内の横断歩道で、信号のないところ（歩行者用）に信号を設置してほしい。車は全く止まら
ない。事故を無くすために、歩行者信号と横断歩道はセットにしてほしい。

（回答）まちづくり推進課
朝霞警察署に確認したところ、信号機の設置は、横断歩道の利用者数および両方向からの
交通量などを総合的に勘案した上で公安委員会が判断するため、市内全ての信号のない横
断歩道に信号機の設置は難しいとのことでした。
市としましては、ドライバーに対し、信号機のない横断歩道における歩行者優先を徹底する
よう周知啓発に努めてまいります。

学校について
◆学校の正門のセキュリティーについて。今のところ誰でも簡単に学校内に入れてしまうので、
少し怖いなと思う。裏門もあるので難しいとは思うが、インターフォンをつける、授業中は鍵をし
める等、何かしらの対策があればいいなと思う。
（回答）教育総務課
学校の門扉は、正門 1 箇所、通用口 1 箇所、給食搬入口 1 箇所、駐車場 1 箇所、平屋建ての
学童保育側に 1 箇所ございます。学校は市の指定避難所となっているため、災害時に門扉が
閉まっていると市民の方が避難することができなくなるため、門の施錠は難しい状況です。
◆廃校を視野に入れた学校の増設はできないか。（小学校→ショッピングモールへの転用可能
な構造にするなど）
（回答）教育総務課
学校を建設するためには、まとまった土地の確保が必要ですが、児童が多く居住している住
宅地は、学校用地としての適地の確保が非常に難しく、また、学校建設には多大な費用がか
かることなどの課題があるため、学校の増設やそれに伴う廃校など、現時点では行う予定が
ございません。
◆６小・２中の建て替え、もしくはリフォームの検討をお願いしたい。
（回答）教育総務課
朝霞第六小学校及び朝霞第二中学校の建て替えやリフォームにつきましては、朝霞市学校
施設長寿命化基本方針及び朝霞市公共施設等マネジメント実施計画を踏まえ、公共施設全体
の中で検討されますが、現在のところ未定でございます。なお、施設の老朽化に伴う不具合
につきましては、随時対応しているところです。

◆１クラスが過密すぎる。クラスを増やし、担任の先生の負担を軽くすると相談などしやすくなる
と思う。
（回答）教育管理課
令和 3 年度におきましては、第 2 学年までは 1 クラス 35 人学級で学級編制を行っており
ます。今後、令和 4 年度には第 3 学年と段階的に 35 人学級を進めてまいりますので、ご理
解いただけますようお願いします。

◆６小は全くバリアフリー化が進まないまま。けがをした子は不便を強いられ、障害を負った子
は転校せざるを得ない。
（回答）教育総務課
学校施設全体のバリアフリー化につきましては、スロープや手すりの設置等、利用する児童
の安全性を考慮に入れて様々な利用者が安全に使用できるように設計・改修する必要があ
るため、校舎の大規模な改修の際に行ってまいります。
◆小学校内外の水栓の取手をレバー式にし、感染症対策をしっかりと施してもらいたい。
（回答）教育総務課
感染症対策の観点から、水道蛇口をワンレバータイプに交換してほしい旨の要望があったこ
とについて、学校に確認したところ、蛇口を使用した後には教室内に置かれているアルコー
ルを適宜利用して感染症対策をしているとのことから、現在のところ、蛇口の交換を行う予
定はありません。
◆６小の外トイレは、和式かつあの狭さでは不便。
（回答）教育総務課
屋外トイレの洋式化やバリアフリー化等、誰もが使いやすいトイレの整備につきましては、校
舎や体育館の大規模な改修等に併せて整備する方針としています。
◆小学校にもっと気軽に練習できる、ミニバス用のコートが欲しい。城山公園は大きいお兄さん
たちが使っており、朝霞の森は地面がガタガタのコンクリ―トでゴールもボロボロ（さらにやはり
大きいお兄さんたちがいる）。ラバーコートのような、練習しやすいところがたくさんあると嬉しい。

（回答）教育総務課
校庭内にミニバス用コートを設置することについては、学校に確認したところ、ミニバス用
のコート面積の確保が困難なことや他の学校利用者の安全性の観点から、現在のところ設置
する予定はございません。
◆子供たちが給食を食べるころには、汁もご飯も冷めていて美味しくないと聞いている。給食セ
ンターからの配送なのでアツアツは無理なことは承知しているが、学校への配達時間帯を配慮
してもらえるとありがたい。
（回答）学校給食課
朝霞第六小学校の給食は、浜崎学校給食センターで調理しており、調理から喫食まで時間
が空くため、ある程度冷めることは避けられません。そのため、なるべく温かいものを食して
いただけるよう、保温用の食缶を使用しています。
配送時間につきましては、各校の給食時間に合わせ学校と調整しながら計画しております。
今後とも、美味しい給食を提供できるよう努めてまいります。
◆児童・家族が新型コロナウイルスにかかり出席停止になった時に、休み時間にクラスと zoom
でつないで話せたり、授業を受けさせたい。また新型コロナウイルスでなくても、兄弟の一人が
体調不良の場合、ほかの子も出席停止になる。その場合本人の体調は良いので、zoom を使っ
て授業を受けさせたい。校長裁量ではなく、市の施策としてお願いしたい。授業が受けられず学
習が遅れるのを子供が嫌がり、休みたがらない。
（回答）教育指導課
9 月 21 日より、通常登校となっておりますが、児童生徒が感染及び、濃厚接触者となり自
宅待機となった場合や、感染不安から登校を控えている場合においても、オンライン授業を
継続するよう各学校に指示しております。

◆学童に入っているが、２年生になってからも入れるか不安。民間という選択肢もあるが、せっ
かく慣れた環境を離れてしまうのも心配だ。ほかの自治体にあるよう定員がなく、放課後学校内
で過ごせる制度を作ってほしい。Ex 川崎市のわくわくプラザ
（回答）保育課
本町放課後児童クラブの定員の増加につきましては、施設の状況等を鑑みますと難しい状
況となります。本市では待機児童対策として、民間放課後児童クラブの整備を進めており、民
間放課後児童クラブに入所する環境の変化に関しましては、他校の児童との交わりもあり、
楽しく生活を送れていると聞いております。
（回答）生涯学習・スポーツ課
本市では放課後児童クラブ（学童保育）以外の子どもの居場所作りに関する事業の一つと
いたしまして、「放課後子ども教室」を実施しています。
本市の「放課後子ども教室」は放課後に児童を預かることを目的とする「居場所提供型」と
は異なり、それぞれ特色のあるカリキュラムを取り入れた「プログラム提供型」として、現在 6
校で 10 月から 3 月の土曜日の午前中に実施しております。
ご例示いただいた川崎市の「わくわくプラザ」は、放課後児童クラブと類似した性格で預か
りを目的とした「居場所提供型」の事業であり、市の委託を受けた社会福祉法人やＮＰＯ法人
が運営しています。
本市の「放課後子ども教室事業」については、児童の情操を育む特色のある必要性の高い
事業と捉えておりますが、「居場所提供型」の「放課後子ども教室」も必要とのご要望は以前
からいただいておりますので、放課後子ども教室の充実に向けて、現在、近隣市の実施方法
などを調査しております。

その他・地域要望について
◆二本松公園に時計を設置してほしい。低学年の子供が時間を確認できずに困っている。
（回答）みどり公園課
公園の維持管理につきましては、市の厳しい財政状況の中、老朽化等による遊具等の修繕
など、危険な箇所を優先的に実施しており、時計の設置は難しいものと考えております。

◆６小近くの中道公園のトイレは、女子トイレがなくだいぶ古く汚い。おむつ交換台などもある、
清潔なトイレに全改修・交換をお願いしたい。また水遊びをしていると、子供たちに「学校に報告
するぞ」と怒鳴り脅す方がいる。公園のルール等、はっきりとわかりやすくしてもらえると助かる。
（回答）みどり公園課
トイレ改修につきましては、改修に多額の費用を要すること、既存のトイレが利用可能なこと
等を踏まえ、早急な改修は難しいものと考えております。
引き続き緊急性や必要性に順じて対応してまいります。
また、災害時の使用については、ライフライン（上下水道）の破損なども想定されるため、地
域防災計画に定める避難所のトイレの使用を想定しております。
◆若者にも早くコロナウイルスワクチンが接種できるようにしてほしい。
（回答）新型コロナウイルスワクチン接種推進室
12 歳から 29 歳までの方へ接種予約に必要となる接種券の送付を 7 月 21 日に完了して
おります。本市での接種を希望される方は、9 月現在、市内にある 31 の個別医療機関又は
市が開設している集団接種会場（総合体育館）で接種が可能となっており、11 月中に 2 回目
の接種が終わる日程で予約が取れる状況です。
また、前述の個別医療機関のうち、一般枠とは別に 10 代や大学受験を控えた高校 3 年生
相当の方への優先枠を別途設けている医療機関もございます。
なお、小学 6 年生は 12 歳になった方が接種可能です。12 歳になった方から順次、接種券
を発送しておりますので、接種券が届き次第、予約を取っていただくことになります。
◆子供たちが思い切り遊べる場所が少ない。どの公園もボール禁止、自転車禁止、花火禁止。
朝霞の森は遠く、日々遊ぶには難しい。
（回答）みどり公園課
公園は、誰もが自由に利用できる公共空間でありますが、子どもからお年寄りまで幅広い
年齢層の方にご利用いただきますので、利用者が安心して快適に公園を利用できるよう一定
のルールは必要だと考えております。
公園利用者や近隣住民の意見を踏まえたルールの見直し等も考えられますが、まずは現地
の表示の在り方などを工夫してまいります。

◆コロナの影響で昨年は水泳授業がなく、また市役所前のスイミングスクールも廃業したと聞い
た。子供たちを水泳教室に通わせたいが、わくわくどーむの水泳教室は定員になってしまい通わ
せるのは難しいので、スイミングスクールを市で運営する、もしくは跡地に新しく誘致してほしい。
（回答）健康づくり課
わくわくどーむの水泳教室の定員についてでございますが、市役所前のスイミングスクール
の廃業に伴いまして、今年の 4 月から新たに毎週木曜日に 3 教室を増やしたところでござい
ます。
このため、現在では、平日の午後 3 時ごろから午後 8 時ごろまでと土曜日の午前中に、幼
児や小学生等を対象にした水泳教室（初級・中級・上級）を実施しております。また、教室ごと
に定員は異なりますが、応募状況をみますと定員を割ることは少なく、ほとんど抽選になっ
ている状況でございます。
わくわくどーむでは、一般の方に対しましても、常時開放し、ご利用いただいておりますの
で、これ以上、水泳教室を増やすことは、難しいものと考えております。
（回答）生涯学習・スポーツ課
朝霞スイミングスクールが廃業となり、市で新たに運営してほしいとのご要望ですが、跡地
における施設設備の整備・改修や運用に要する経費等については、多大となることが見込ま
れ、現実は非常に難しいものと考えております。
なお、近隣市の情報といたしましては、新座市や和光市に公設や民間のプールがいくつか
ございますので、これらのスクールのご利用もご検討いただければと思います。
本市の溝沼子どもプールは、小学生以下を対象とした児童プールとして、夏期の 7 月第 2
土曜日から 9 月第 1 日曜日まで開場しており、毎年たくさんの児童・幼児が来場し、賑わいを
見せておりますが、今年度は、来場人数を制限するなど新型コロナウイルス感染症対策を行
い運営しました。本プールにおいては、水泳教室は、実施しておりませんが、来年の開場期間
は、是非ご利用ください。
（回答）産業振興課
現在、産業振興課としての企業誘致の考え方といたしましては、市内に世界的にも有名な専
門技術サービス業が立地していることを鑑み、このような産業特性を把握し、相応しい事業
所等の誘致を進めております。その為、スポーツ体育施設等の誘致は、先端技術等における
産業モデル創出等の観点から方向性が異なり、難しいものと考えております。

◆最近通学路付近で歩きタバコをしている人をよく見かける。副流煙がすごく、せき込む子を
見たことがある。禁止されていますが、無法地帯だ。毎日とは言わないが、朝霞警察は歩きタ
バコをしている方にも少し声をかけてほしい。
（回答）環境推進課
路上喫煙による火傷などから歩行者の身体・財産の安全を確保するため、駅前など、多くの
人が通行する場所を路上喫煙禁止地区とし、区域外の市内全域についても、路上喫煙をしな
いよう努力義務としております。
市の玄関口である駅前につきましては、引き続き監視員によるパトロールや路上喫煙防止
キャンペーンを継続いたします。また、それ以外の地域におきましても啓発看板・路上表示シ
ールの設置や広報活動などで、喫煙者のマナーやモラルの向上に関する啓発活動の強化に
努めてまいります。

通学路の環境整備は、様々な関
係者との調整が必要となるた
め、直ちに改善・改修するのが
難しいものもあるようです。事
故を未然に防ぐため、通学路上
の危険個所について、保護者の
皆さまからもお子さんへ注意
喚起をお願いいたします。

