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第３部  中・高校生の生活意識に関するアンケート 
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1) 中学生 男性 

自  由  意  見 

もっと学校とかにお金をかねて設備を良くして欲しい｡ナイターつける、校舎きれいにすると

か 

市に。京王線調布駅周辺のパチンコ店を少しにしてほしい。うるさくてたまらないのと、調布

の雰囲気が悪くなる。子どもでも行けるような娯楽施設を建ててほしい。 

野球とかサッカーができる広いところがほしい。 

自然を大切に！ 

��中学校の成績のつけ方を絶対評価ではなく、相対評価にしてほしい。 

��古い小・中学校を新しい校舎に建て直してほしい。 

��小・中学校に冷暖房を完備してほしい。 

��調布駅周辺にもっとたくさんの駐輪場を作ってほしい。 

��調布駅南口でのフリーマーケットをもっと増やしてほしい。 

��調布駅南口でのフリーマーケットは出店料が高いと思う。又は、キャンセル料を取るのはお

かしいと思う。 

��中学校の授業はつまらない。 

勉強の量を減らしてほしい 

調布市の中に、もっとおしゃれな店などを出してほしい。あと、暗くて危ない道や場所を減ら

してほしい。子どもたちに安全で楽しい施設を作って自由に遊ばせることが大事だと思う。

調布駅を府中駅みたいに駅ビルにして下さい。 

中学校の設備をもっと良くしてほしい 

��「親の心、子知らず」とかいうが、アンタの心なんか知ったこっちゃねぇ。 

��新撰組をあまり“よいしょ”するのはよろしくない。 

ぼくは、もうちょっとにぎやかな町にしてほしい。しかし、あんまりにぎやかすぎる町（新宿

など）にはしない方がいい。理由は空気も悪くなるし、人口も減るから。だから府中くらいの

にぎやかな町にしてほしい。 

もっと野球の練習場を作ってほしいと思います 

ボールが使える広場を作ってほしい 

家族で笑いあえる楽しい雰囲気を作ってほしい 

��ゴミ集積所をキレイに保てるように工夫してほしい。 

��ゴミの有料化はやめてほしい。 

 もっと子どもの犯罪の取締を厳しくしてほしい。例えば、未成年者の飲酒や喫煙、万引き。

特に万引きは僕の知っている人もかなりの人数がしていることだから、厳しくしてほしい。そ

うしないと、僕も含めてまじめに生活している人が馬鹿みたいだし、そのうちにそういうまじ

めな人まで悪の道に足を踏み入れてしまうかもしれないから。 

 あと、変な人がよく出没したりするから、それもなくしてほしい。また、これは多分調布市

の力では到底無理だと思うけど、できればもっと駅をたくさんの路線が走るようにしてほし

い。京王線だけだと少し大変だから。 

子どもが安心して遊べる場を増やしてほしい 

子どもに勉強を無理やりやらせるのではなく、子どもからやるようにしてやることが大切であ

る。 

ゴミの有料化をやめてほしい。消費税を上げないでほしい。 

��ぽい捨てが多い。 

��自転車のライトをつけていない大人が多い。 

週 5日制を廃止してほしい。理由は、週 5日制のおかげで楽しいレクリエーションがなくなっ
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ているので。 

これからも調布市の人々（市内だけではなく）が住みやすい「調布市」になるように頑張って

ください。 

地域の図書館で、なぜ勉強してはいけないのか？ 

学校にクーラーがほしい。給食を早くしてほしい。遊ぶところがあまりない。 

 警察の人たちは、交番で何をしているんですか？ただ、座っているだけじゃないんですか？

二人乗りをしていてもあまり注意もしないで。 

 酔うのはいいんですが、駅などで、意味のないけんかをして、無関係な人たちを巻き込まな

いでください。とりあえず、市のイメージをくずす行動だけは避けてください。 

もっと先生がおもしろくて楽しい授業をしてほしい。つまらない授業、わからない授業をする

先生はクビにしてほしい。 

お祭りなどをもっと多くやってほしい。そうして地域の人たちとの関わりを多くしたい。 

��歩きタバコに対する条例をつくってほしい。 

��道が狭いところや信号がわかりずらいところがあり、交通事故がおきる危険性が高いため、

道路整備を至急行ってほしい。 

��放置自転車や路上駐車に対する取り締まりを厳しくしてほしい。 

��道路を広くしてほしい。 

��ゴミの有料化をやめてほしい（ちゃんと出している人もいる）。 

��小・中・高校に冷房を設置してほしい（扇風機はまったく意味がない）。 

��府中市のようなゴミのボックスを設置したらとてもよいと思う。 

市を盛り上げる行事みたいな、また調布市といえばこれ！みたいなものを作ったらいいんじゃ

ないでしょうか！ 

緑が多いところは好きです。 

もうちょっと子供の遊び場を増やしてほしいです。できればスポーツが気軽に思い切りできる

遊び場がほしいです。無料もしくは 100 円などで使えないと困ります。お小遣いが少なく、自

分のお金で行けないと困るから。 

パチンコ屋はもういらないと思います。もっと文化的な美術館などを建ててほしい。 

狛江通りの歩道を広くしてほしい。京王線を早めに地下化してほしい(騒音があるので、でき

るだけ早めに) 

��○○○幼稚園の空地をなぜマンションにするのか。図書館を作るのではないのか。マンショ

ンなら十分あるので、作りたかったら他の場所で作っていただきたい。 

��また、人は欲を持ち、他人を裏切るものである。なので、そういうことが起こらないよう、

環境整備等をしてほしい。最後に、駅前の通りのことだが、自動車や自転車はきちんと撤去

してください。よろしくお願いします。 

現在は、子どもよりも大人のほうが道を譲ったり、お礼をしたりというマナーができていない

と思います。 

調布市では少し遠い中学校の人がいるので、半径 1.5ｋｍくらいの人を自転車通学にした方が

いいと思う。 

子どもは大人を見本にするから、しっかりしてください。市はもっと緑を大切にしつつも、便

利な施設を作ってください。 

学校での部活動が活発でなく、顧問に頼んでも受け入れてもらえずにいるので、子どものため

に少しでも市の教育委員会の方から圧力をかけていただきたいと願っています。部活動は、ボ

ランティアだと学校側は言っていますけれど、子どもたちのために教師はいると思います。ぜ

ひ、子どもが自由に部活動ができるようにお願いしたいと思っています。 

最近、すぐキレる子どもとかいろいろ言われているみたいだけど、子どもからすれば、まとも
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な大人なんてほとんどいない。そういう子どもがいるのは周りの環境が悪いからってのが大き

いと思う。子ども条例でって何ですか？多分知らない人、多いと思う。自分が無知なだけかも

しれないけれど、もっと認知度を高めるべきかと。 

私学に対する補助を増やしてほしいです 

トレーディングカード専門店をつくってもらいたいです 

調布市にはデパートなどが少なく、とても不便 

学校の設備を良くしてほしい 

友達の親が、その友だちにテレビを見せないし、音楽も聞かせないし、映画も見せてくれない。

受験の間だけかと思ったら、高校に入ってもそういう生活だと言ってた。それじゃ、あまりに

も可哀相だった。もうちょっと自由をもたせてあげてもいいと思う。やっぱり自分の好きなこ

とをする時間も必要だと思う。 

もっとスポーツのできる場所を作ってほしい（コンクリートは嫌です） 

��不審者をもっと取り締まって、治安を良くしてほしい。例としては、刑罰をもうける等。 

��小さい子どもに安全で、親が安心して遊びに行かせられる公園を作ってほしい。また、車通

りを減らしてほしい。歩道をもっと確保してほしい(子ども等が安全に歩ける) 

��家庭での教育をきちんと行ってほしい。今の子どもを見ていると、礼儀知らずの子どもが多

い。 

��高いビルを建てないでほしい。法に触れないぎりぎりの位置ならだいじょうぶという自己満

足な考えはやめてほしい（これは子どもにも言えること）。 

��教師が子どもに夢を与えられる教育をしてほしい。 

��ＪＲが京王線を買い取ってほしい。 

��とても広い多目的公園を作ってほしい。 

��調布らしい緑の多い街をやたらに変えないでほしい。 

��市内に組などがある場合は、どうにかして取り除いてほしい。 

映画館などの施設を増やしてほしい 

勉強だけが全てではないので、もっといろいろなことをしたい。 

もう少し大人も常識を知った方がいいと思う。何も荒れているのは子どもだけじゃないし、交

通ルールなどは、おばさんから老人にかけて一番守ってないし。それに、政治に関していって

もむしろ中学生くらいの方が関心はあると思う。中年の方は（とくにオバサン）自分の意見で

投票しているのではなく、流れに沿って、っていう感じに見えた。 

サッカーはサッカーのグラウンドを、野球には野球用のグラウンドなどを作ってほしい。 

このアンケートに答えたら図書券というおまけみたいなことをしてほしい。 

子どもをもっと自由にあそばせてあげる。夜遅くまで遊ばせてあげて。 

 

2) 中学生 女性 

自  由  意  見 

府中市のように、曜日や時間帯を決めないで、いつでもゴミを出せるようにしてもらいたい｡

ゴミのボックスを作ってほしい。お正月とか、ゴミが出せない。 

��高齢者が住みやすいように、バリアフリーなどを取り入れた街にしてほしい。 

��仙川駅にアーケードをつけてほしい。 

子どもにも大人にも住みやすく、安心して暮らせる世の中にしてほしいです。 

調布花火大会がなぜなくなってしまうのか、理由を教えてほしい。できれば、また花火大会を

やってほしい。 

すべて今年からやってほしいこと。 
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��調布市はマンションを建てすぎで、せっかく平地で気持ちよかったところにデカいマンシ

ョンが建つとイライラする。人口減らせ。20 万もいらない。 

��どこの市とも合併しないでほしい。名前が変わるのがいやだ。 

��学校にもっと金をまわせ。福祉とかより次の世代を担う側のほうが大切に決まってる。年

寄りの方より若者の教育が優先だ。 

��中学・高校に冷房入れろ。扇風機じゃいやだ。ほこりが舞うから。 

��学校の先生がたばこを吸うのはおかしい。そんなやつ先生なんて言えない。そういうのやめ

させろ。 

��（親に）自分が夢中になりたいものはそうさせてほしい。やりすぎて他のことが目に入らな

くなったときだけ注意してくれればいい。 

犯罪などの少ない、安全な市にしてほしいです。 

人数の（生徒数）少ない学校では部活の数が少なく、自分の好きなクラブに入ることができま

せん。学校の先生も仕事があって、あまりクラブを作ろう！ということもできないと思います。

市の方でも、そのようなことに協力して、外部コーチを頼むなどしてほしいと思います。 

 わたしが思うに、大人の方は「今時の若者は」とか言っているけど、大人の方が非常識なこ

とをやっていると思うし、自転車に乗っていて、わたしと反対方向からもおばさんが自転車に

乗っていて、よけたらおばさんもよけて、またよけたらおばさんもよけて、「よけてくれるの

かなぁ」と思ったからじっとしていたら、おばさんもよけなくて、どうにか行けたら、すれ違

うときに舌打ちされて、まったくみたいな目で見られた。ムカツク。 

 あと、電車等の乗り物に乗っているとき、時々見かけるけど、若い子がメールをしていてギ

ロッて睨んどいて、自分もやっていた。 

調布にはパルコのようなデパートが少ないと思う。ゲームセンターはムダにたくさんあるけ

ど、大きいスーパーはあるけど、そういうデパートはない。他の市の（区も）方がおもしろい

と思う。 

��今の大人は「最近の子どもは」とか言うけど、今の子どもは今の大人を見て育っているのだ

から、そんなこと言う資格はないと思う。子どもの前で信号無視とかしてる大人を見ると、

腹が立つ。 

��「自分は大人だから」って感じで子どもを見るのはやめてほしい。 

これは大人だけではないけど、電車でお年寄りに席を譲っている人の前で堂々と座ってる人は

どうかと思う。お年寄りが前にいるのに、「座りますか？」とも聞かない人がいると、やっぱ

りハラが立つ。ケータイで電話している大人を見ると、子どもに「マナーがなってない」とか

言う前に、自分自身のことをどうにかしろよって思う。 

 わたしは、約 2年前に○○○から引っ越してきました。調布は、○○○と違っていろいろな

ものがあるし、交通面でもとても便利だと思っています。ただ、駅が貧弱なのが欠点だと思い

ます。主要な駅でもあるのに、あそこまで貧弱なのはどうかと思います。 

 それから、これはわたしの住んでいるところの周辺だけかもしれませんが、道幅が狭いのも

気がかりな点です。前までは自転車放置が多発していてもっと狭かったのが、今ではなくなり、

少しは広くなったものの、まだまだ狭く、すれちがうのもやっとという感じです。いろいろ要

望がありますが、どうぞよろしくお願いします。 

 あんたらよりかしこい子どもが調布市にだっているんだぞ。だから、知ったかぶりや歳が上

だからってえらそうな態度をとるんじゃねぇよ。年寄りだからって、気軽に話し掛ければ誰で

も返事してくれると思ってるのは大間違いだぞ、コノヤロー。 

 子どもを甘く見んな！ 痛い目みちまうぞ。あと、子ども条例だか何だかしらねぇが、そう

いう決まりを作るかどうかは市民全員の意見を聞いてからだろ。勝手に決めんじゃねぇ。 

 ゴミ捨てんのに、何で金がかかるんだよ。金がないなら何とかしろ。オレたちからとるな。
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深大寺は暗くて不審者が多いので、もっと電灯をつけて明るくしてください。 

体育館が一つしかなくて、不便です。府中のように増やしてください。 

��調布の駅ビルをつくってほしい。国領ばっかりじゃなくて、調布駅にもいろいろ開発してほ

しい。中・高校生が楽しめる場所をつくってほしい。（デパート、デパート）調布駅に遊ぶ

とこがないから、ゲーセンにいっぱい人がたまってしまうので、遊べる場所を作って。お金

を払ってもいいから、○○○○にクーラーをつけてほしい。調布駅周辺をきれいに。特に噴

水。大きい映画館をつくってほしい。 

��大人は子どものことを縛りすぎてるのをやめてほしい。学力のことをうるさく言わないでほ

しい。もっと自由にしてほしい。 

子どもにとって、もっと良い環境を作ってほしいです。（夜とか、すごく怖いです） 

大人だからとの理由で子どもの傷つくことは言っちゃいけないと思う。いじめをなくしてほし

い。 

��老人の頑固な人に怒られたりするのは、とてもムカつく。過去に老人の男性に納得のいかな

い理由で怒られてから、知らない人でも、とにかく老人のおじいさんはみんな許せない気持

ちでいっぱいになって、近くにさえいられない。こんな気持ちにした、あの老人に、私は、

謝ってほしい。 

��あと、電車とかで、おじいさんがじろじろ見てくるのも、とても気分が悪いからやめてほし

い。 

落ちてるゴミが多い。変質者が多いから、パトロールを増やしてほしい。（近くで放火が多発

していたから） 

��南口広場の美化をお願いします。植木が暗い感じがするし、公園の道なども汚くあまり行き

たくない雰囲気なので。ここがきれいになると、調布ももっときれいになると思います。 

��部活動の大会の費用を出してください。無駄なものを創る費用があるなら今までどおり出し

てくれてもおかしくないと思います。 

��学校にエアコンをつけてください。 

��ゴミ袋代を取るのは反対です。 

��調布駅周辺にパチンコ屋ばっかり作らないでほしい。（つまらない） 

��もっと、人が集まってくるオシャレな街づくりをしてほしい。 

��緑がいっぱいの街にしてほしい。 

��歩きタバコを規制してほしい（怖い）。 

��駐輪場をもっと作って、放置自転車を無くしてほしい。 

��ちゃんとカーブミラーを見て曲がってほしい。（よくぶつかる） 

��お地蔵様に人形をお供えしないでほしい。あれはただ捨てているだけだと思う。 

��路上駐車を規制してほしい。 

��市民プールをもっときれいにしてほしい。 

��障害を持った人が活動できる場所をたくさん作ってほしい。 

��犬のうんちの始末をしてほしい。 

��駅前にあるトイレをきれいにしてほしい。 

��学校の警備をしっかりしてほしい。 

��平気でゴミのポイ捨てや歩きタバコをする大人が許せない。 

��探偵を育てる学校を作ってほしい。 

��最近、変質者が多く、子どもを傷つけたりする。 

��事件が多い。他の市では防犯ブザーを配っているらしいのですが、調布市は何で配らないん

ですか？危ないと思います。 

調布は緑が多くてよいと思います。このまま自然を大切にしてほしいです。 
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��先生とかに職場体験をさせたほうがいい。先生たちって学校の中では敬われて有頂天になっ

てたりする。社会の厳しさを知らないっつーか。 

��あと、ちょっと学校はいや。みんなをタイ焼きみたいに同じ形にしようとしている 

もっと利用できる調布市にすればＯＫだと思います。 

��もっと、子ども（学校）のためにお金を使ってほしいです。 

��それと、大河ドラマで新撰組をやるということで調布が盛り上がっていて、いろいろと行っ

ているのは、祭り気分で楽しいと思います。もっと大々的に取り上げても良いんじゃないで

しょうか。 

��調布市立○○中学校の制服を何とかしてほしいです。 

調布市教育委員会様 

 2 期制やめてください！すごく勉強がしにくいです。「ゆとり教育｣は全然ゆとりなんかない

んですけど、どこがゆとりなんですか？ 

 部活のお金を全額カットしてそのお金はどこに使ってるんですか？少しは部活のお金にし

てくれてもよいと思います。 

 大人に対しては、まず、私たちの手本になるような人間になってほしい。私たちも良い大人

になるから、同じ大人として恥ずかしくないような大人になってほしい。 

 それと、今の大人は私たちから見ると恥ずかしいから、せめて恥ずかしいことをしていると

いう自覚を持ってほしい。あと、私たちが人間としてはずれていることをしたら、厳しくかつ

理解してほしい。そして「人として、はずれていることをしてはいけない｣ということを、し

っかり、体当たりで教えてほしい。 

きれいで安全で住みやすい町。積極的に情報公開をする。地域の治安を維持するため、24 時

間いつも警察官がいること。歩道を広～くして（駅前の）。歯医者が多すぎて他の病院が少な

い。 

総合の時間を減らしてほしい。給食をもっと早い時期から出してほしい、大人がもっと健全な

生活しろって思う。夕方とかのパトロールをしてもらいたい。 

仙川の駅を新しくするときに桜の木を切るということを調布市から言われた市民が反対運動

を起こしたため、切られずにすんだ。今は、皆の待ち合わせ場所などになり憩いの場になって

いる。これからの調布市の都市開発は自然を残しながら行っていってほしい。 

��また、万が一、いじめなどを受けて転校を望んでいる子どもがいたら、速やかに許可するよ

うに努力してほしい。 

��日本人は日本人同士で固まる傾向があるので、調布市などに在住している外国人を学校に招

いて、外国の利点を教わる教育も有意義であると思う。世界を知る一つのきっかけになると

思う。 

��もっと「子ども条例」について知る機会がほしい。 

��調布市が犯罪の少ない市であってほしいと思う。 

��最近、パチンコ店が増えていると思います。少なくできないのですか？ 

��公園などが減っていると思います。 

��友達の家族は、お父さんがパチンコにのめりこんでいて、お母さんはフルタイムで必死に働

いています。子ども（中 1)はケータイの使いすぎ。この家族はとても冷め切っています。だ

から、各家族がもっと仲良くなればいいと思います。 

親がタバコを吸っています。タバコは体に悪いので、本当にやめてほしい。 

どちらかというと、中学は小学校の頃の仲の良い友だちが多い方に行きたいと思う。自分でこ

こがいい、と思っても、通学路の近くに住んでいないので、他の学校にさせられたり、手続き

がややこしいのは少し変だと思うので、自分で行きたいところぐらい自分で決めさせてほし

い。 
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＜市へ＞ 

公園などでよくボールを使ってはいけないとあったりするが、それはやめてほしい。子どもは

だんだんと成長し、学習していくから最初から決められていては、学習や親の役目などあまり

なくなるし、ゲームなどをやる子どもが増えるに決まっている。 

＜大人へ＞ 

子どもだって、人間。大人だって子どもだったから、まず、子どもの意見だって聞いたりする

べきだと思う。それから、子どもをちゃんと見ること（いろいろな意味で）。 

これからも調布市やほかの地域（？）が平和であるように努力する。 

 道路が広がっていたりして、あまりいい環境ではないと思う。市は緑を守る街とか言ってる

けど、全然守られてないと感じる。でも、悪い事件が少ないからいいと思う。 

 もうちょっと公立の小・中・高生を大切にしてほしい。先生は全然受験のことを考えてくれ

ないし適当だし。幼児みたいに扱われて、細かいことばかり言われてストレスがたまってます。

先生や学校行事で学校に行きたくなくなるときもあります。もう少し学生を大切にしてほし

い。 

中学生のうちに給食になってほしい。 

子どもを大事にすること。市で学校の設備を良くしてほしい。扇風機など。 

大きい道路を作ったり、道路を広げたりしないでほしいです。 

 子どもの犯罪が増えているのは、やはり模範になるような大人が身近にいないからだと思い

ます。親を尊敬している人は犯罪に走らないと思います。子供に対してぐちぐち言ってる大人

が都合のいいときだけ子どもを利用したりするのは最悪です。自分がちゃんとできていないの

に、子どもにばっかり注意する大人が多いと思う。ちょっとしたことで知らない大人が怒鳴っ

てきたりして、八つ当たりされたみたいですごくむかつきました。自分より弱い立場のやつだ

って見下された感じがしました。 

 大人はいろいろうるさく言うからヤダ。今しかできないことがあるからやりたいのに、その

ことを反対されたりするとムカツク。受験とか成績のこととか、自分で何とかとしようと思っ

ているときに怒られたりすると、ほんとうウザイ。あと、干渉しすぎ。少しは信用してほっと

いてほしいと思う。もう中学生なんだから、自分のことくらい自分でできるのに。 

 調布市にはもう少しいい施設を増やしてほしい。109 みたいな大きいファッションビルと

か。 

なぜ、今の大人は、私たちに勉強ばかりおしつけるのか。言っている本人はきちんと勉強がで

きているのか。 

いろいろな意見を尊重し、よいよい調布にしていってください。また、子どものことも考えた

市にしてほしいと思います。調布が楽しく住みやすい市になっていってほしいと思います。

遊んでいるとき、悪いことをして、怒られるのはわかるけど、何回もしつこく言ったり、公園

から「出て行け｣と言ったり、「早く」とか言ったり、にらんだり、「なに、この子」みたいに

ふるまわれたり、そう見られること（視線）。 

今現在、少し地域のふれあいの場が少なくなってきていると思う。調布も前は静かな場所だっ

たのに、高層ビル（都心ほどではないが）や住宅地が増え、悪質行為もまた増えたような気が

する。 

��受験直前のこの時期にアンケートを出されるのは迷惑。もう少し時期を考えてほしい。 

��パチンコ店が多すぎる。第一小、調布中の通学路にパチンコ店がたくさんあると、危ない。

夜の南口（北口）には、塾も近くにいっぱいあるのに、酔っ払い＆パチンコで負けた？人が

いていやだ。パチンコ店減らせ。 

原宿みたいに服のブランドやプリ機を多くしてほしい（ゲームセンター）､カラオケも｡ 

あと、よくテレビでみるんだけど、大安売りとかテレビでやってますが、調布市ではやらない
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のですか？食べ物スーパー 

��カラスが多くて本当に嫌だ。 

��自転車通学したい。 

��女子の制服もズボンが良い。 

 もうちょっと子どもについて考えるべきだと思う。そしてもっといい市にするべき。無駄な

ものが多い。もっといろいろな市から、人が来るような、いい市にすべき。そして子どもが遊

べる公園など作るべき。家を作りすぎ。マンションなど。そして学校に行けない子どもなどが

楽しく行ける大きなフリースクールや、大きな学級などをたくさんつくるべき。大人がだめだ

から、子どもがだめになる。いじめなどが多い。 

もっと、小さな子から老人などが、安心して楽しく住める市にすることが大切。これじゃ今の

日本はおしまい。子どもが悪になっていって、いい子がどんどん押しつぶされると思う。お願

いします。もっといい国にして下さい。いい国にするにはやはり一つ一つの市をいい市にして、

それがあつまっていい国になるんです。一人一人が努力しないとだめ。 

��暴走族のうるさいのをなんとかしてほしい。 

��中学生になってから、校則が厳しく、楽しく豊かな時間が持てなくなってきたから、きっと

暴れたり、先生の言うことが真剣に聞けなくなってきたんだと思う。 

��もっと地域で盛り上がるようなお祭りなどを多く取り入れたり、私も小学校のときからやっ

ていますが、和太鼓やお囃子などの文化を大切にする場を多くしてほしい。 

どこでもいいからカラオケ＆プリクラがあるゲーセンをつくってほしい。あと、中・高校生が

着るような服を売っているところが少ないので、ブランド店とかをつくってほしい。 

子供が悩んでいつもと様子が違うとき、それに気付いて声をかけてほしい。 

調布市は不便でも便利でもないと思います。もっと、調布市として今の中・高生にとって、も

っと興味の持てるようなことをして個性を出した方がいいと思います。「近藤勇」などでまち

おこしもいいと思うけど、そういうことは、小学生も含めて、興味を持ちにくい内容なので、

気軽に参加できる発展した現代風の町を作っていってほしいです。 

��もう少し、老人や障害を持つ人を優しく接してほしい。子供のいじめや虐待、体罰について、

もっと、深く考えてほしい。 

��たばこの吸い歩きは止めてほしい。吸殻のポイ捨てをやめてほしい。 

��動物（猫や犬）を捨てたり、野良にしないで大切に飼ってほしい。 

��学校にクーラーがないと、夏場、本当に熱くて、授業に集中できません。少し検討してみて

ください。それと図書館も学校と同様、暑くて、ゆっくり本が読めません。 

��調布駅のホームをもっと広くしてください。通勤ラッシュ時は人が通れませんし、それに、

障がい者の人や車いすの人は使いにくいと思います。 

他のクラスの担任の先生がクラスの問題に向き合っていない。そのクラスには「いじめ」があ

るのに、担任の先生は「しょうがないよ」で流している。だから、そのクラスの人たちは担任

の先生に解決してもらえず困っている。はっきり言って、そんな教師はやめてほしい。 

大人は大人なりに考え方があるんだろうけど、なんだかんだ言って「大人」っていう理由でい

ろいろ言うことを聞かせたり、したいようにさせているように思える。市などのことは、あま

り興味ない。あまり大人は好きじゃない。自分勝手っていうイメージが強い。 

��仙川駅の横の通りで、クィーンズ伊勢丹の駐車場のあたりに信号をつけてほしい。交通事故

がおきたことがあって、怖くて通れない。 

��同じ地域で大きな行事同士や授業参観など。 

市民と学生が部活で使えるテニスコートなどを増やしてほしい。値段も高くなくて環境が良い

ところ。 

私は部活で吹奏楽をやっています。私の部活は夏にコンクールがあって、毎年参加しています。
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ところが、私たちの部室にはクーラーがないため、練習するのがとても大変です。あまりにも

暑くて、倒れそうになり、窓を開けると大きな蜂など危険な生物が入ってきて、とても怖いで

す。どうか私たちの学校の音楽室にクーラーをつけてください。お願いします。 

いい市にするためには、もっと市をきれいにするべきだと思います。 

大人は子どもの見本になるような言動、行動をもっとしていただきたい。選挙の投票率や犯罪

などはとても子どもに良い影響をもたらしているとは思えませんし、昨今の少年犯罪の増加

は、このような大人の不用意な行動の影響が強いと思う。 

制服を変えてほしいです。 

私はみんな幸せに過ごせたらいいと思います。なので、良い市を作れるように、大人の人たち

や市の人たちに頑張ってほしいです。私も来年は高校受験です。とても不安ですが、頑張りま

すので。お互いに頑張りたいと思いました。 

私の家の周りには街灯が少なく、学校から帰ってくるとき、とても暗く怖いので、街灯を設置

してほしいです。また、中高生の遊び場としてゲームセンター（プリクラを撮れる機械）をつ

くってほしいと思います。 

私たちの通学路を見てほしい。雨の日になると傘が邪魔で人とすれ違えないし、水溜りができ

るせいで車が通るとびしょぬれになり、ぬれた服で授業を受けています。怖いのは、大きなト

ラックが通るせいで、歩いているとすれすれでびっくりしてしまいます。話し合うなら、その

人たち全員が現地に行き、子どもの気持ちになって考えてほしいです。 

私は調布は好きだけど、１つ、納得いかない部分があります。それは４月から始まるゴミの有

料化です。多分『ポイ捨て』や『ゴミ放置』をする人も出てくると思います。もし、本当にそ

のようなことになったら、どんどん町も汚くなっていくし、環境も悪くなるんじゃないかと思

います。好きな町が汚れていくのは嫌です。もう遅いと思いますが、有料化はやめてほしいで

す。 

 私は今、親ととても仲が悪いです。小さい頃、妹が入院し、私はほっておかれ、私のことを

まったく思っていないというわけではないと思うようにしているのですが、最近はパソコンを

やりすぎると禁止にされ、お菓子を食べていると「働かざるもの食うべからず」などと言いま

す。 

 確かに私は親の手伝いをしないです。でも、それは、妹のことがあってから、何も私の気持

ちに気付いてくれなかったからです。「ただの反抗なの」と言い聞かされてきましたが、私は

違います。性格自体が変わってしまっているのです。もし、調布市に同じような子がいるなら

ば、安心してストレスを発散、というか、そういう考えをもった子が気軽に行けて良い場所を

作っていただけたらいいなと思います。 

私は調布の図書館が好きです。調布に住む前はあまり本は好きではありませんでした。しかし、

引っ越した後、図書館が近くにあり、本が好きになりました。これからも、全ての人にとって

より良い場所でいてほしいです。 

学校の授業を明るく楽しくしてほしい。先生を厳しく見てほしい。 

調布市はとても落ち着けるので、とてもよいところだと思っています。 

学校をもっときれいにしてほしい。体育館や校庭の設備を良くしてほしい。もっと早く給食の

実施をしてほしかった。授業の教科で実技教科の授業数を増やしてほしい。 

��今調布市では放火がけっこうあると聞いたので、それをなくしてほしいです。家が燃えたら

って思うと泣けてきちゃうので。 

��大人への意見。電車の中で携帯をマナーモードに設定してない人がいると、すご～く嫌です。

もちろん通話も。 

��パチンコ屋を減らしてください。多すぎます（特に、京王調布駅周辺）。 

��車が多すぎます。 
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��自転車の路上駐輪を何とかしてください。邪魔です。駐輪場を増やしてください。自転車が

たまにとめられなくて困ります。 

��ゴミやタバコなどのポイ捨てが多く、道が汚いです。罰金などの対策を。もっと美しい町に

して下さい。やっぱり自分たちが住む町がきれいだと気持ちがいいものです。町をきれいに

するためなら、協力もしたいと思っています。 

��もっともっと、緑が増えていったらいいと思います。 

タバコを歩きながら吸わないでほしい。危ない。人がたくさんいるところに、ゴミがいっぱい

捨てられていて、その辺がきたない。 

調布は、都心にも近いし、お店もけっこういろいろ会ってとても過ごしやすいです。都心ほど

人が多くないところも良いですね。でも、最近は高層マンション等、人の集まる場所作りが増

えているようなのですが、あまり人口が増えるとちょっと窮屈担ってしまうかも（山の方は少

ないですが）。今くらいの人口がちょうど良いと私は思っています。町おこしの人集めもよい

ですが、やはり住み良いまちづくりに取り組むことがいいですね。（とは言っても口先だけな

のですが）。これから先も調布に住みたいです。 

調布市は緑がいっぱいあり、大好きです。これからも緑を増やしてほしいです。 

大人への意見は特にありませんが、いろいろと相談に乗ってほしいです。そして仲良く話して

いきたいです。 

スポーツをする場所を作ってほしい。勉強できる環境をもっと作ってほしい。 

市に対して。いろいろな物事を「やる」といってからやり始めるのが遅い。 

大人に対して。子どもに対して上から見すぎ。確かに今まで生きてきて良い世の中を知ってい

るのは大人だけど、子どもだって子どもから見た目線で言えることも多い。最近、子どもの対

して「子どものくせに｣という目で見る大人が多い気がする。 

私は５年生の始めに調布に来ました。私がここへ来て良いと思ったことは、自然が多いことで

した。しかし、最近は、木が倒され、新しい家がたくさん建ってきているような気がします。

それで私は調布に緑が減ってきたと思います。 

私の学校の話です。私は部活で嫌なことがあります。それは顧問のことです。何度もミスして

しまうことがあるんです。そのような時、ものすごく大きな声で怒るのです。そうなると、怒

られないようにあせってしまい、それでまた失敗してしまうのです。それに、理由がわからず

急に「今日は部活なし」とか言うのです。そして後になって長く怒るのです。普通かもしれな

いけど、私はすごく嫌です。 

うちの中学の、私の担任は、私が呼び出されたら必ず最初に「こういう事をしてどう思います

か？」って聞かれんのやけど、しつこい。耳にタコって感じや。大人っていつも怒るとき、同

じ事ばっか聞くからむかつくねん。えらそうなことゆーてるけど、ぜんぜんできてあらへんの

は、自分とちゃうの？みたいな…。 

あと、付き合ってることを隠さなあかんレベルにしあげたうちの中学もイヤやわ。何で隠さな

あかんの？「みんながひやかす」「先輩にボコされる」そんな状況になってしまった中学がお

かしいとちゃうんの？世の中まちごっとるがな。ゼッタイおかしいねん。とにかく大人の考え

とることは、よう分からん。あんな奴らになりたくないがな。 

��もっと木を増やしてほしいです。最近、私の地域には、マンションがたくさん建っています。

空地が減っているので、あんまり建てないでほしいです。学校に冷房を入れてほしいです。

��もう少し遊べる施設を作ってほしいです。 

��もっと駅周辺、それ以外でも調布市を発展させてほしい。子ども（中・高校生）が遊べるよ

うな場所をもっと作ってほしい。 

��きれいにするべきです。 

「子どもたちに、もっとのびのびとすごせる時間」「今はとても幸せだと思える時間」をつく
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らせてほしい。子どもにとって一番大切なことは、幸せな家庭をすごすことだと思います。い

くらか子どもが悪いことをしたからといって、一方的に『殴る』などのことは、あまり良くな

いことだと思います。中学・高校生は『今』が一番大切だと思います。『今』をどれだけ幸せ

にすごせるか、将来のことを考えられるかです。子どもたちに、「自分の考えは自分で決める」

ことをさせてください。 

中学校に給食をつくってほしいです。 
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��歩きながらタバコを吸うことやタバコをポイ捨てするのはやめてほしい。 

��車や自転車を周囲にたくさん置くのはやめてほしい。 

子どもに対してはそこまでいい環境ではないと思う。無駄なものが多い気がする。 

公共の場所での喫煙を一切禁止にしてほしい 

なんとなく世襲制が気に食わない。何とかして 2世議員を止めさせられないものか。人間は親

の地位があれば一生食って暮らせそうだ。今の政治には斬新さが足りないのはこのためだと思

う。世襲制の悪循環を絶つ法律が出ることを期待する今日このごろ 

見本になる大人が少ない。 

��「子ども条例」が何なのかよく分からない。条例で何を定めるんでしょうか？ よくわから

ないけども、多分、いい事のように思われるので、まぁ、うまいことやってください。 

��調布駅前に無料の自転車駐輪場があると便利だと思うんですけど…。 

��マンションをそんなに増やさない。 

��煙草を朝から吸うな 

��国領駅につながる通りで工事中だが、工事が遅い。 

��調布駅の地下通路にチャリも行けるようにする。 

��郵便局からのアルバイトの手紙を送ってほしい。 

近藤勇の旗がはためいているところがダサイので、やめてほしい。 

 今度、武蔵境通りが広がる活動が行なわれているが、それによって地元や他の『暴走族』が

縄張り争いをしに来る気配が最近多く見られるので、調布市をより豊かで過ごしやすい土地に

するために、厳しく取り締まってほしい。 

 調布駅南口は、夜になると危険な連中が集まってくるので、警察に完璧に取り締まってほし

い。調布警察は怠けすぎていると思う。「人々を救う」というより、「お金をかせぐ」というふ

うにしか思えない。 

わけのわからない先生がいると授業のときに無駄な話が多くなるから、やっている内容がよく

わからなくなるから困る。ちゃんとした先生を選んでほしい。 

調布駅の周辺は汚いし、ごみごみしているので環境の美化、整備をしてほしい。不健全な環境

は犯罪を招くもとになりかねない。 

市に対して。京王線の地下化を早く行ってほしい。交通量も増え、非常に危険なので。 

子供のことを考えて、子供にとって何が一番大事かということを念頭において考えてほしい。

子ども主体でなければ子どものためのものにはならない。 

��バンド等で音を出してもいい施設や場所を設けてもらいたい。たづくりにもそのような施設

があるみたいだけれど、有料だとかで、ちょくちょく行くのには懐が負担。それに三鷹寄り

に住んでいるから、時間的にも厳しいので。 

��もう 1つ。最近、不審者がよく出るらしく、学校側でもいろいろと言われているので、その

辺の対策を練ってほしいです。 

100 円ショップを国領に作ってほしい 

 市に対して私が感じることとしては、子どもに関わりを持つ活動などにおいて、子どもと大

人を二分しているような気がします。私として、もっと子どもたちのことをよく観察してほし

いと思うのと、私たちや中学生たちにいろいろなことを思い切ってやらせてみればどうかと考

えます。やみくもにただ事をやらせては確かに危険が多すぎるし、事は進まず、子どもも動か

ないと思います。 

 子どもたちは自分たちからなにかをすることは苦手なようですが、大人たちが刺激をしてや

ることで、子どもたちは働き出すのではないかと思います。そういったことで子どもをもっと
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活躍させることが可能だと思います。そのためには、大人は子どもと一線を引かず、もっと関

わりを持ってみるとよいのではと思います。まず第一に子どもを観察してほしいし、積極的に

子どもに刺激を与えてほしいと思います。 

調布市の大人は良い人が多い。 

市や町を発展させることだけにとらわれず、現状を良く見て、悪い部分の改善から行っていっ

てほしい。 

歩きタバコの廃止の制度などをやってほしい。 

何らかの理由があるにしろ、改札無視することなどは、できれば大人は学生がやっているのを

見逃さないでほしい。 

にぎやかな町づくりをお願いします。 

もう少し市内の道路や公園をきれいに清掃してほしいです。 

公共の場所をきれいにしてほしい。 

調布といえば・・・というようなものがほしい。（スタジアム以外） 

この市は全然おもしろくない。 

��子どもの非行の低年齢化など大人にもう少し注意する場を増やしていただきたいと思いま

す。また、調布駅近辺に、最近パチンコ屋が増えているように思いますが、あまり良くない

と思います。 

��駅周辺の自転車の不法駐輪などは大変取り締まりも整っていて住みやすくなりましたが、旧

甲州街道沿いの駐車している車は少々気になります。僕らは自転車で通行する際問題はない

のですが、お年寄りの人に大変不便そうで危険に思います。 

今後のより住みやすい街づくりにがんばってください。お年寄りに優しい街づくりはいいと思

います、子どもも大切ですが。 

踏切を何とかしてほしい。24 時間営業の場所を増やしてほしい。 

大きな公園を作ってほしい。 

良い町づくりをこれからも続けてください。要望はこれだけでＯＫです。 

つつじヶ丘の駅に特急がとまったほうがいい。 

��小学校時代に、下級生がクラスからいじめにあっていることを、担任の先生は知ってるのに

何の手も打たなかった。 

��警察で、自転車の電気をつけてない人がいる。私服警官の人は先に警察手帳を見せてほしい。

��もっと頻繁に味の素スタジアムでコンサートやＪリーグ以外のサッカーの試合をしてほし

い。 

��規模が大きな祭りや行事を増やしてほしい。 

��公園など、自然が豊かな場所を作ってほしい。 

��とても狭くて走行中の車と接触しそうな道が多くあるように思うので、もっと安心して通れ

るくらい道を広くしてほしい。 

��調布市を今までよりもっと整備された市にしてほしい。 

��調布にもっと自然を増やしたり、子どもが外で楽しく遊べるような場所を作ったほうがい

い。 

��安全対策を徹底してほしい。夜中、バイクの音がうるさい。 

��調布駅の周辺の歩道が狭い上に、自転車を止める人がいて、邪魔になっているので改善した

方がいい。 

��「たづくり」のレンタルのビデオをもう少し新しくしてほしい。 

��駅のトイレをきれいにしてほしい。 

��市でやっていることかはわかりませんが、年末などにも行っている無駄な工事は何とかなら

ないでしょうか？急いでいるときに回り道をさせられるとつらいです。 
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��大人の人はなぜ都合が悪くなると「もう大人なんだから」とか「まだ子どもなんだから」と

か矛盾したことを言うのですか。言ってることがむちゃくちゃで、わけがわかりません。 

��最近、子どもの遊び場が減っているような気がします。 

��大人の人のマナーが悪すぎです。子どもは大人のすることを見ているので、子どもに悪影響

なのでは？ 

 少し心配でも｢冒険｣は重要なことだと思います。自分がやりたいことが多少無謀だったとし

ても挑戦した方が良いと思うし、それを止める権利は親にはないと思います。どっちに転ぶに

しろ、得るものはあると思うからです。 

 20 歳までお酒を飲めないことはもちろん知っていますが、やはり手を出したいものです。

認めろとはいえませんが、見逃してほしいものです。 

��違法駐車を取り締まる（調布駅周辺） 

��調布駅で特急と急行が待ち合わせるのを即刻やめていただく。 

��調布駅の東口が開くのも遅いし、閉じるのも早すぎる。 

��青空駐輪場を増やしてほしい。 

��マイクを使った路上ライブを取り締まってほしい。 

前例の有無にこだわらず、より良い社会を作るためにさまざまなことを試みて下さい。 

��植え込みにゴミを捨てる人がいたので何とかしてほしい。 

��中高年の人が特に携帯電話でうるさくしゃべっているので、どうにかしろ。 

��子どもに過度の人権や権利を与えるとつけあがるので、ほどほどにしてほしい。 

人を見かけで判断しては行けない。 

調布はそれなりにいい町だと思う 

もっと調布市が活気のある町だといいと思う。 

駅前の駐輪場を増やしてほしい。大手企業に駐輪場の設置を義務付ける条例を作ったり。 

あまりないのですが、ゲームセンターとかはあまり治安が良くないと思うので、少し改善して

ほしい。 

 仙川に住んでいます。自転車の数に対して、自転車を置くスペースが大変不足しているよう

に思います。おじさんの見回りが厳しく、短時間でも店の前に駐輪することができません。駅

周辺に新しい建物ばかり建設するのではなく、まず、自転車置き場を作るべきです。市民が暮

らしやすいまちづくりにもっと重点を置いてください。期待しています。 

ゴミの収集は無料のままでいいと思う。 

調布市に対し、一つ言いたいことがあります。京王線の停車駅に対し不満があります。なぜつ

つじヶ丘に急行が止まるのか、不思議でしょうがないです。今現在、仙川の方が人口は多い気

がします。それなら仙川に急行を止まらせたほうが便利です。昔、有権者の立場で、つつじヶ

丘に急行が止まるようになった話を聞いて、まことに残念だと思います。そして何より遺憾だ

と思います。やはり、平等な目をしていただきたいと思います。このことについて、調布市の

市長はどうお考えですか。 

番組で、バカな政治家が眠たくなるような話をしているが、また、未成年が参加して協議する

ような番組も最終的には、｢平和でおりこうな結論｣しか出ないように仕組まれている気がす

る。選挙権は 20 歳、被選挙権 30 歳では政治が老化保守に偏って腐敗する最大の原因だ。 

今の日本の大人の定義は「長いものにはまかれろ」であるため、そんな大人になりたくないし、

なるつもりもない。また、改革を叫んでいるが、今のところ、日本で根本的に改革されたこと

は歴史上において、「武力による革命」か「国家が負ける戦争｣をした後にしか改革は起こって

いない。 

��公園を増やしてほしい。 

��学校の先生の質の向上 
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��若者全てがマナーが悪いと思わないでほしい。逆に大人のマナー違反の方が質が悪い。 

バスケのリングをつけてほしい。 

僕は自転車通学をしていますが、踏み切りが開かなくて遅刻することがあり、迷惑してます。

アンケートの差別うんぬんといったところが不適切だと感じた。差別するのは個々人の思想だ

から、「かなえられる」というのは言葉が合わない気がする。 

緑をもっと増やしてほしい。西調布駅をもっとキレイに便利にしてほしい。車道と歩道の段差

を無くしてほしい。 

もう少し遊び場と、店・緑を増やし、ゴミの有料化をなくすこと。 

 私は今、受験勉強中です。このアンケートは市のためになることであり、とても良いもので

あると思います。しかし、この受験シーズンに高校 3年生にアンケートを送るのはとても負担

が大きいので、時期を考えていただきたいと思います。 

 調布市はとても住み心地が良い町ですが、木が少ないことやスポーツ施設がないことが残念

です。公園にサッカーゴールやバスケットゴールを作っていただければ嬉しいと思います。

 オトナ、コドモというけれど、一体その境界線はどこにあるのか、あやふやになっていると

思う。「自分はオトナだ」と言う中学生もいれば、「自分はコドモだ」という高校生がいる。だ

から、一人一人考え方も倫理観も違う子どものための条例は、すごく難しいと思う。 

 どんな立派な子ども条例でも、ただ、大人の倫理観のみを押し付けるようなことはあっては

いけないと思う。 

歩きタバコをやめてほしい 

あまり自分に対してとやかく言わないでほしい。良い世の中になってほしい。 

 中学の授業で、調布市は建設などにお金を使い教育は東京都の市町村の中でも一、二を競う

ほどお金を使っていないと聞きました。建設にお金を使っていろいろな施設があるということ

はとても良いことですが、それらはいずれ朽ちるものです。それなら、より良い人材を育て、

明日の日本を良くする努力をした方が良いと思います。 

 そのために、学生が勉強しやすい環境を作ることに努力してほしいと思います。自分が中学

のとき、生徒総会で出た意見は、たいてい「お金がない」で終わってしまい、何も変えられま

せんでした。後輩には自分たちで意見を出し、自分たちでより良い学校生活を創ってほしいで

す。 

調布市にも、千代田区のように路上での喫煙を禁止する条例を作ってほしい。 

繁華街や夜人気のないところなどに防犯カメラの設置をしてほしい。 

教育関係の予算を今よりも多くしてほしい。 

もっと市役所の人たちがボランティアした方がいいと思う。自転車の整備、悪すぎ。 

調布市は大人、子どもともに良い人ばかりだと思う（心は）。どうしても服装だだらしなかっ

たり、悪をやる奴はいます。でも、ちゃんとしかってくれる大人がいれば、ちゃんとわかって

くれるものだと思います。 

俺は、バスケだ好きなんですけど、個人的要望で申し訳ありませんが、もっとスポーツ施設を

増やしていただければと思います。そしてもっと大人と交流する機会を作ってほしいです。ス

ポーツでも何でもいいので、もっと関わりあって自分ら子どもたちも勉強になると思うので会

話できたらと思います。 

調布市だけでなく、日本、いや、世界中が平和で楽しいものになると良いと思っています。そ

のためには一人一人の意思が重要だと思います。 

タバコをやめてほしい 

もっと市民のことを考えて調布市を動かす 

市民の健康をいつも頭の片隅において、まちづくりをしてほしい 

��「ゆとり教育」は不必要! 勉強のできない子どもが増えるから。またそのせいで、学校の
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行事に内容が減らされる。 

��誰でも遊べる公共施設を増やしてほしい。 

��静かに勉強できる施設も増やしてほしい。「たづくり」はいつも人でいっぱいで入れないこ

とが多い。 

��調布市が汚い。 

子どもたちが生かされる場よりも、地域の大人の人たちなどと触れ合う場が増えると良いと思

う。皆が協力していける町になってほしい。 

 最近三鷹市などで自転車の免許証を発行するというニュースを聞きました。調布市でも導入

してほしいと思います。僕はスポーツとして自転車を楽しんでいます。なので、安全第一で走

ることを心がけています。ルール、マナーの悪い人を見かけると腹が立ちます。無灯火や２人

乗り、信号無視などです。この前も信号無視の自転車が車と接触するのを目撃しました。あと

１秒早く飛び出していたら命はなかったと思います。 

 幸いその人にケガはありませんでしたが、左右を見ずに飛び出し、車と接触、そして信号は

青だったとうそをつく。いい年をしたおじさんでした。調布市だけの問題ではないので難しい

ですが、調布市民にもっと交通安全のことを考えてもらいたいです。 

今のままでも十分に住みやすい町なので、将来も今のような街並みであってほしい。他に特に

言うことないです。 

��中学生のときに、先生に威圧的な態度をとられたので、先生にも成績をつけてやりたい。や

っていないことを怒られたりした。 

��見た目や、過去にしたことで判断しようとすること。 

体罰におびえないで、わかりの悪い子どもはたたいてわからせてください。子どもは調子に乗

ってます。これからも。言葉の暴力の方がタチが悪いです。 

もっと安全な町にしてほしいです。 

予算の回し方をもっと上手に。 

高校生の中には、ある出来事に対して自分の考えを明確にもってはいるが、それを言う気はな

いという人が多くいると思います。その理由は目立ちたくない、面倒くさい、等、人によって

いろいろあるとは思いますが、とにかくそれを言わせてしまうことが、彼らの考えを理解する

ために必要なことでしょう。そのためには、単純に「何か意見はあるか｣と聞くことや、この

ようなアンケートでは不十分だと思うので、何か新しい方法をとってみてはどうでしょうか。

それが何かはわかりませんが。 

図書館をもう少し大きくしてほしい。蔵書を増やしてほしい。 

とにかく道が狭いので広くしてほしいです。 

道が通りにくい。自転車通学が不便。もう少し、自転車を通りやすくしてください。そして、

駅前の自転車置き場が少なくて、とても不便です。 

大人に対して：子どもに対して注意するだけでなく、まずは自分たちが見本を見せるべきだと

思う。（タバコのぽい捨てなど） 

市の施設の利用料を高校生と大人は分けてほしい（別料金、高校生は安く） 

��近所に公園ができるのは嬉しいが、ただの草地では犬の集合場になって、しかも、ルール（飼

い主の）が劣悪だから、犬のフンがたくさん落ちている。そんな公園はいらない。犬の飼い

方などの講習をグリーンホールでやってみたらどうでしょうか。「ただ、なんとなく動物を

飼いたかったから」という理由で動物を飼う人間も減るでしょう。 

��もうひとつ、道路のアスファルトをつぎはぎだらけにするのは、単車や自転車にとっては危

険。全面を舗装した方が長期的に金の節約になると思う。 

��調布市にどうしてパチンコ屋がたくさんできるのでしょうか。もっと誰でも働けるお店がで

きてほしかった。 
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��エレベーターなしの 5階建てのビルにエレベーターがつけられる方法など、又、助成を希望

します。高齢者や身体の不自由な方々のためにも。 
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4) 高校生 女性 

自  由  意  見 

��市の人々を平等にして下さい。 

��市長が変わったのに、ぜんぜん何にも変わってないと思います｡もっと市民のために何かし

て下さい｡府中を見習え！ 

 このアンケートがきて少し驚きました｡わたしは高 2ですが、大人と同じように扱われ、自

分が子どもだという意識はもう頭の中にはなかったからです｡ 

 ただ、最近思うのはとなりの子どもの成長が分からないほど近所づきあいがないことです｡

少しはあるのですが、まだ 3歳くらいだと思ってたのに久しぶりに顔を見たら 7歳になってま

した。昔、地方に住んでいたときは家族ぐるみで隣人と接してました。そんな地域ではないの

か、と思うと少し悲しかったです。 

現状に満足しているため、要望などはありません。 

教育や雇用を充実させてほしい。スクールバス（公立小中学校）を運転してほしい。アメリカ

でやっているから。 

テレビで放送している内容がくだらなすぎる。もっとマシなものを放送してほしいと思う。

図書館の分館も、もっと遅い時間まで開いていてほしい。（1時間でもいいから多く！） 

��仙川駅近くの道の整備をしてほしい。（バスが電信柱のせいで一度に通れないので）（若葉町

2丁目～仙川駅入口） 

��予防接種・健康診断を全員受けられるようにしてほしい。 

��図書館の自習室の入れ替え制をやめてほしい。 

��ゴミ袋は値段をつけないでほしい。 

【親】 

��子どもに自分の期待をかけすぎないでほしい。 

��夫婦の関係のことで悩ませないでほしい。 

【市】 

��子どもが安全に暮らせるような町（市）にしてほしい。 

��駅や道路をきれいにしてほしい。 

��たばこの吸い歩きをなくしてほしい。いっそ販売禁止に。得することはなにもないし。

��もっと祭りを盛大にやってほしい。それこそテレビで放映されて有名になるくらいに。

��もっと気軽に行ける安いレストランを増やしてほしい。（調布駅周辺） 

��大きな映画館を。 

もう少し市民同士が交流し、親しくなってもよいと思う。わたしは緑が多い調布市が好きで、

ここに住んでて良かったって思うことがあります。今年は大河ドラマ『新撰組』で近藤勇のふ

るさととして人気になった“調布”という街をとても誇りに思います。文化を大切にしている

とこも好きな理由の 1つです。これからも調布に住んでいくと思うので、この気持ちを忘れず

に、そして大切にしていきたいです。大人、子どもの隔たりがなくなれば、本当に良いところ

ですね！！ 

��調布市→空地があったら建物などを建てず緑のある楽しい公園にして下さい。 

��大人→戦争は止めてください。今の大人を見て育つ子ども（わたしたち）は命の大切さなど、

分かろうにも分かりません。 

 子どもに対して厳しいことを言う割には、最近の大人は情けないし頼りない。だから注意さ

れたりにも聞く気になれない。確かに、子どもにも非はあるが、大人たちにも非はある。だか

ら、子どもに関しての事を見直す前に、一度、今の大人についてのことも見直してほしい。こ

ういう風に育てたのは、そもそも大人であるのだから。気づいたときに行動を起こしてからで

は既に手遅れなのだ。 

 そして、こういうように、意見を求めて返す子どもよりも、内に秘めている子や、態度が悪
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い子たちの方が大きな問題を抱えている。そういう子たちにきちんと気づいてあげてほしい。

��チカンや引ったくり etc. 不安をなくす努力をもっとしてほしい。 

��何かあったら、警察（交番？）や市などに気軽に相談し、親身になってもらえる雰囲気づく

り（前に近所でチカンにあい、交番へ行ったら「ウチは地区でないので○○へ行くように」

と言われただけだった。） 

��バスの運転が荒く、非常に危険だと思う。 

��人と人がもっとお互いを大切に思い、尊重しあえるようになったらいいな、と思う。 

子どもからお年寄りまで、住みやすい町づくり。事件のない、町にしたい。 

＜市＞ 

��中学校を給食制にするべき 

��中学校と同じ場所に保育園と老人ホームを設置する 

＜大人＞ 

��子どもが学校で嫌な思いをしていないか常に気を配るべき 

��日頃から何かあったらすぐ言うようにと教えていても、子どもはいじめにあうとなかなか

言い出せない。私もそうだった。 

 長友市長さんをはじめ市の職員の方々は市政に対してとてもよくやっていると思います。た

だ、私のように私立学校に通学している者にとっては、私学助成金や保護者軽減補助金（減額

なし）が毎年減額されることにつきましては、国制度・都制度かもしれませんが許しがたいと

思っています。 

��どんどん環境が悪くなっている。調布らしさ、調布の良いところが最近全然見られない。 

��私は、調布は子どもを生き生きと育て、また、伸び伸びと、個性を引き出してくれる街だと

思っていましたが、最近はだめです。公園はどんどんなくなってゆき、マンションが建つ。

今の調布は私の好きな調布からすごい勢いで離れていっています。 

 私が思うに、この場を借りて言わせて頂きたいことは、今の調布は金儲けのことしか考えて

いない。これが私から見た調布です。私が大きくなり、汚い部分を見えるようになったせいか

もしれませんが、そのせいだけではないと思います。調布を前の私の好きだった調布に変えて

ください。 

��駅前にパチンコ屋がどんどん増えるのは、環境的に良くないと思う。 

��高校生にも選挙権があってもいいと思う。日本の未来を担うのは高校生だし、もう正確な判

断ができるように思うから。 

仙川などにも新しくできたカフェなどつくってほしい、 

��歩道があまりにも狭く、自転車も車道を走っているような状態で、私もそれで事故にあった

のですが、危険なので、もしできることでしたら、道幅を広くしてほしいです。 

��無料の駐輪場を増やしてほしいです。 

 高校生が公園にたむろするのではなく、なにか遊べる場所があればいいのではないかと思い

ます。たぶん自分の興味、やりたいことなど、どうしたらよいのかわからないのだと思うので

すが、だからって、公園に集まられても近所の住民は困ります。ゴミは散らかり放題、夜遅く

までうるさいなど、いろいろ不満があります。なにか方法を考えてもらえないでしょうか。よ

ろしくお願いします。 

��何がしたいのかよくわからない。家の近くに素敵な公園がない。動物と楽しくたわむれられ

なくなった。だってみやのした公園なくなっちゃったから、あらいぐま見れなくなっちゃっ

たんだもん。 

��パート・アルバイトから税金取らないでほしい。 

 地方の図書館に行くと、子ども室にある席には「中学生以上の利用はご遠慮ください」とあ

り、他の席には「ここは社会人席です」というようなことが書かれている。これでは、中高生
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の居場所を無くさせることになる。このように調布市は小さな子どもの居場所はあっても、中

高生の居場所が非常に少ないと思う。 

 公民館でも大人やちびっこを対象としたものがほとんどだ。私は中高生たちがコンビニの前

で座り込んだり、道ばたでタバコをふかすのも、結局は市の中高生に対する対応の悪さが原因

であると考えている。そういったことを今後解決していってほしい。 

調布駅の近くなどで煙草を吸っていたり、夜遅くまで遊んでいる中高生がたくさんいますが、

警察の補導だけでなく、市内のことなのだから、市の方も注意するなどの対処をした方がよい

のではないかと思います。もしかしたら、そういう中高生の親も困っているかもしれないし、

ただ注意するだけでなく、アフターケア（親の相談を聞く、子どもと話をする）もできたら、

少しずつ良くなっていくかもしれないと思います。 

 

味の素スタジアムで、迷惑なことが多いのに、何の待遇もない。割引やチケットをあげてもい

いとおもう。 

夫婦揃って一人っ子の子どもを厳しくしすぎるのはどうかと思う。うそをつくなとすぐ言う

が、本当のことを言えなくしているのは、親の方だと思う。 

��新撰組の宣伝にばかり費用をつぎ込まないでほしい。 

��市民駅伝はもっと人通りの少ないところで行ってほしい。 

��中学に給食をつけてやるべきだ。 

��最近平気で信号無視をしたり、道を横に広がって歩いたりする大人が多い気がする。子ども

の悪い見本になってしまっている。 

��アンケート回答者には図書券のプレゼントがほしかった。 

子どもの豊かな能力が育つような場を与えてほしい。知識を身につけるために勉強をさせるこ

と、考えさせることが大切。嫌な勉強になる前に。 

高校生になって中学の頃の友だちと会う機会が少なくなってしまったので、お祭りをもっと増

やしてほしいです。 

��ＣＡＰＳをつくってくれて、どうもありがとうございました。無料でライブの練習ができて

すごく助かりました。 

��京王線とＪＲをつなぐ交通手段をもっと充実させてほしい。つつじヶ丘駅から三鷹駅へが不

便なことが分かったので、何とかしてください。バスももっと本数を増やしたりとかできま

せんか？ 

��映画館を作ってください。 

��ゴミの有料化はやめてください。うちは集合住宅なんですけど、ちゃんと分別して捨ててま

すよ。有料化する意味はないです。生活しづらくなります。やめてください。 

駐輪場や自転車専用道路をもっと整備する等、自転車を利用しやすい環境を作ってほしいで

す。 

 「最近の子どもは…」と言う前に、自分のことを考えてほしい。子どもは今の大人を見て大

きくなるということを常に頭に入れておいてもらいたい。 

 今だけのことではなく、将来のためになることをしてほしい。税金の無駄使いなど、私たち

子どもにかかってくる問題なのだから、次世代のことを考えて環境づくりなどを行ってほしい

と思う。 

私は最寄駅が京王多摩川です。いつも駅までは徒歩で行っています。ホントは自転車の方がす

ぐ行けていいんですけど、駅の近くに無料の駐輪場がありません。競輪のための駐車場があん

なにいっぱいあるのなら、駐輪場を 1つくらい作ってくれてもいいと思います。他の駅には無

料の駐輪場があるのだから、京王多摩駅にもお願いしたいです。自転車を止める所もないのに

撤去するのはヒドイです。どうかお願いします。 
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これからも私たちのために、よい調布市を目指して頑張ってください。私も頑張ります。 

大人がもっと威厳を持って、幼児や小学生の頃からもっと厳しく教育していくべきだと思いま

す。今、成人式とかの会場とかでも問題起こってますが、大人がもっとちゃんと教育したらそ

んなこともなくなると思いますよ。 

市の教育機関に。よい学習環境を提供してほしいです。固定級の心障学級をそのまま残してほ

しいです。 

��調布市でも公園がなくなってきていると思うので、小さい公園でもいいので、ところどころ

に作ったほうがいいと思う。 

��このアンケートの問 8-2 は質問がおかしいと思う。問 8-1 で大切でないと自分が思ったこと

をかなえる、かなえないという問をするのは趣旨がよくわからない。 

��飛田給にある味の素スタジアムも調布市なので、もっと市民にチケットが回ってきてもいい

と思う。それと同時に市民割引など調布市内の映画館等で利用できたらいいなと思う。調布

市はとても好きだが、市民として得をしたこと、市民だと自覚したことがないので。 

��私は映画を見るのが好きだが市内に映画館が少ないと思う。調布駅のパルコの中ぐらいにし

かないと思うので、映画館を作ってほしい。 

障害を持つ人をよく見かけたりする。五体不満足の乙武君は「障害を持っているからといって

可哀想な目で見られたくない」といっていた。私たちの周囲は、障害児とかもいないし、「不

自由でかわいそうだ」と私たちが思ってしまうのは仕方ないことだ。 

だが、いろいろな人が生活して、互いに助け合おうとする心は誰にでもあるはずだ。ディベー

ト等の機会を設けたりして、いっそうの調布市の発展を願っている。 

 市が何に力を入れて、何を努力しようとしているのか、いまいちわからない。（新撰組？）

けれど、今回「子ども条例｣を始めようとしていることはいいことだと思う。すぐにでも初め

てほしい。 

 調布は悪いところはないと思う。けれど、しいて言えばお年寄りが多いのに、調布駅は階段

しかないところが不便だと思う。10 年近くかけて計画しているというのは聞いたことあるけ

れど･･･。私の姉には子どもがいますが、ベビーカーをいちいち持つのが大変そうです。多分

同じように思っている人、たくさんいると思います。 

他校生の態度をどうにか指導してもらいたい。夜、駅前にたくさんいる。しかもガラが悪い。

同年代としてどうかと思う。 

中高生だからというだけで“悪い”、“だらしがない”って思わないでほしい。大人も同じくら

い悪いし、だらしがないと思う。 

『調布駅の駐輪場を北口に増やしてほしい』朝、いっぱいで外にとめておいたら、１回で撤去

されたことが 2～3回、取りに行く暇がなかったため自転車も 2～3台目です。早く家を出てた

こともあったけど、学校が遅く始まる日などは、どうしようもありません。いろいろ駐輪場を

探し回って遅刻しかけて撤去はいやですし、とめられた日でもあとから無理やり詰められ、取

り出すのに人の手を借りて十数分は、疲れきっているときや真夏は最悪です。 

これは、駅をよく使うようになった高 1のときから思っていることです。放置自転車撤去の強

化をする前に、放置しなくて済む場所を作れよ、といつもグチッてます。 

 ゴミの有料化についてですが、老人や若者には完璧に分別することは無理だと思います。有

料化するよりも先に、もっとするべきことがあるのでは、と思います。そして、東京都の職員

に比べても調布市の職員の給料は高すぎると思います。あと駐輪場を駅近辺にもっと作ってく

ださい。 

 公園内を全面禁煙にしてほしいです。また、ポイ捨て禁止条例を制定してください。よろし

くお願いします。 

 市に対して言っても仕方のないことかもしれないけれど、「週休 2日制」や「ゆとり教育」
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などが意味や目的がいまいち理解できない。楽しみだった年中行事がなくなったり、土曜日が

休みになった分、家でだらけてしまう時間が増えた気がする。授業数が少なくなった分、進み

方が早くなったり内容が省かれたりするのも、学力低下の原因の一つだと思う。高校生になっ

た今、よく考えてみると、今の義務教育に対して、私は多少の不満と疑問をもっている。だか

らといって、どうしてほしいというわけではないけれど。 

 調布市は東京の市で、しかも都心に近い方にあるにも関わらず、都内の知り合いはどこにあ

るのかわからないというのが、高校生の現状です。つまりこの地区の近所に住んでいないもの

は知らないのです。仙川の開発などでがんばってきたとは思うけれど、「東京の中でも田舎」

というイメージは拭いきれていないようです。どうにかして、もう少し都会っぽくしていただ

けると嬉しいです。  

��グリーンホール等では中高年に向けたアーティストの催しが多いようですが、もう少し若い

方にも向けたアーティストのコンサートも行ってほしいです。 

��ゴミの分別が難しいです。どうせなら早くから行ってほしかったです。 

��調布市の大人は、もっと地域に優しくなってもらいたいです。冷酷な人が多いのではないで

しょうか？ 

 調布駅付近で放置自転車が多くて、視覚障害者の人は困っていると思う。最近は撤去が進ん

できたけど、これほどまで放置自転車が多いのは、無料でみんなが使える駐輪場が近くにない

のが問題だと思う。だからやむを得ず道に自転車を停めてしまうのだ。だから、すぐ満車にな

らないぐらいの規模の駐輪場を難しいかもしれないけど、いつか設置してもらいたい。 

 最近の高校生は私から見てもだらしない人が多いかもしれないけど、みんながみんなそうだ

と思って、ちゃんと見ようともせずにだらしないと決めつけないでほしい。（←大人が） 

できるだけ自分がつきたい仕事につきさせてもらいたいです。 

調布市に施設などができて賑やかになるのはとてもよいことだと思うけど、そこに集まってく

る人たちのマナーが悪くて地元の私たちにとって嫌な気持ちになることがあるので何とかし

てほしい。 

 市に対しての意見も特にはないし、大人に対しても特にはないです。私は家族に不満もあま

りないし、皆が楽しく過ごしているので、満足です。 

 一つ言いたいことがありました。私の学校の先生が信じられません。私の部活の後輩が問題

を起こしたのですが、停学にもならないくらいなのに学校の評判などのことで退学させられま

した。でも自分の気に入っている生徒には厳重注意などで済ませて、先生がひいきするなんて

信じられません。私の大切な後輩につらい思いをさせたし、私はこんな学校に来るんじゃなか

ったと思いました。 

��ゴミの分別が有料になるのが、なんだかなぁと思いました。府中とかみたいに税金が少なく

なるといいです。 

��電車の本数やバスを増やして、もっと便利になるといいです。仙川駅まで、小田急が来てほ

しい。 

��自転車置き場が少ないです。お昼に行くと満車で、どこに置けばいいかわからない。学生は

お金がないから有料は停めたくないと思います。 

��最近、畑がなくなって家ばかりになって、ちょっとさびしいです。並木とか作ったらキレイ

だしイイと思います。簡単に言ってすみません。地元だし、調布愛してます。（笑） 

��戦争を止めてほしい。日本は戦争をしない国のはずなのに、戦闘機など無駄なものにお金を

使うのもやめてほしい。イラク支援には、武器は必要ないと思う。 

��陪審員制度もいらないと思う。人の人生を左右することを、私なら素人の判断で決めてほし

くない。それに自分の生活を勝手に義務だといって変えられたくない。 

��大人はけっこう自己中だと思う。自分が昔、ちゃんとしていなかったことでも、子どもに文
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句言うから。先生や親よりも、友だちの方が信頼できるし、尊敬できる。 

��国領駅に各停以外の電車をとめてほしい。 

 小泉さん、全然役に立ってないよね。これは調布ではなく、日本の失敗だよ。燃えないゴミ

を有料化しないでくださいよ。大掃除して大変だったんです。いろいろと大人だけで決めちゃ

って、子どもには相談してくれないから、勝手に全部決められて嫌です。あと、調布市ももっ

と都会にして下さい。店とか、映画館とかもっといっぱい作ってください。まぁ、こんなこと

いっても、どうせ実行してくれないとは思うんですけど。 

 私の学校は行事でものすごく忙しくて、しかも部活で休みはなくて、夏休みも休みなく学校

に行ってた。だから生徒は「悪いこと｣をする暇もなく、必死に毎日を生きている。でもすご

く充実していて楽しいし、他の高校生がなんで深夜徘徊するのかもわからない。なにかに熱中

して、他のことをする暇がない方が、充実した生活を送れるものだと思う。 

 中学のとき、私の中学では、｢顧問の先生がいないから」といってバスケ部がなくなって、

男女 30 人くらいがつらい思いをした。このとき、かなり大人中心の世界だなと思ったし、子

どもは大切にされていないと思った。学校が変わらなきゃ子どもは幸せにならない。 

��道路工事が多いけど、やりすぎだと思う。だったら、暗い道が多いんだからライト増やせよ

って思う。 

��公衆トイレ、暗くて怖い。もっと明るくしてほしい。どこのトイレも汚く感じる。駅のトイ

レも汚い。 

��ホームレスうざい、くさい。 

��ホームの階段とか目の悪い人が見えるように、もっとわかりやすくしたほうがいいと思う。

危ない。 

��公園もっとふやしたほうがいいと思う。 

��「たづくり」をつくったから調布は貧乏だと、みんな言ってますよ。 

��バスの路線を増やしてほしい。（つつじヶ丘→三鷹、吉祥寺など） 

��お年寄りが気軽に使用できるようなミニバスを作ってほしい 

��駅前にある自転車や仙川のクィーンズのところにある自転車などをもう少し整理してほし

い。駐輪場を工夫するとか。2階建ての駐輪場を作る。 

��駅前を少し離れると民家の道路が暗いから電灯を増やしてほしい。 

��府中市のようにゴミ問題を何とかしてほしい。道路が狭くなるならその問題を何とかすると

か、日野市のような危険を防ぐにはどうすればよいか考えるとか。お金をとるのはポイ捨て

が増えたりするような。 

 私は普通の家庭より何不自由なく育てていただきましたが、幸せとは思いません。家にいる

のが一番の苦痛です。父母が嫌いなわけではありません。私は父の言うことに従ってきました。

高校がとても厳しいので大学ではバイト、ボランティア、車の免許、友との遊び（話など←友

との会話は不可欠だと思う）とやりたいことがたくさんあるのですが、理解してもらえません。

 このまま父のそばにはいたくないのです。父が何不自由なく育ててくれた分、その借金など

返さなければいけないのかと思うと、この先光はありません。私はただ普通の家庭に生まれ、

好きなことを常にし、幸せに暮らしたかったし、好きな人と幸せに一緒にいれればいいと思い

ます。地位なんて何の関係もないです。 

 自由にしすぎるから、今この小・中学校みたく信じられないようなことになってしまうのか

もしれませんが、（ある程度自由にしてほしい）何でも親に話せるような、家が一番落ち着く

って言えるようになりたいです。 

 しつけは必要です。ですが、そのあとは自由（自分で決めさせること）が必要です。 

大人はいたわるべきだと思います。だけど、電車の中で痴漢してくる男性、渋谷で「いくら？」

と聞いてくるサラリーマン風の人、酔っ払って絡んでくる人を見ると、どうも疑ってしまいま
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す。また、不登校だったり、いじめで苦しんでいる児童や生徒を突き放す大人、自分の子ども

を虐待する大人がいるのに、『今の高校生は・・・』とか言われるのは、非常に不愉快です。

若者たちの洋服を売る店が少ないので、もっと増やしてほしい。 

よく大人は「最近の子は・・・」って口にするけど、大人だって電車の中で大きな声で電話し

てたりマナーを守れてないところがあると思う。あと、外見で（高校生だからと）判断してほ

しくない。 

子どもはほめて伸びる。ちゃんと子どもを見て。でも、見過ぎないように。手助けは本当に必

要なときだけのものです。 

 今回、このようなアンケートを実施したことはとてもよいことだと思います。このような機

会でもなければ、生活環境の具体的な不安を市に訴えることがなかなかできない、あるいは主

張するに至らないというのが私の本音です。 

 私が市に取り組んでいってもらいたいことは、子どもの安全についてです。今後、具体的な

内容に絞って意見を求めてもらえれば、是非、協力をしていきたいと思っています。調布市長

の長友さんや市の皆さんの活動を期待しています。 

調布市は自然がたくさんあっていいけど、暗く、歩くのが怖い道がいくつかあり、変質者など

が出没することがあって心配です。街灯の数を増やすなどの工夫をしてもらえたらな、と思い

ます。 

��市の体育館やプールの使用料を安くしてほしい。 

��道路をもっと整備してほしい。道幅が狭い。電灯が少ない。 

��たづくりの自習室を板などで区切ってほしい。 

��新撰組グッズの店を休日も開いてほしい。 

��緑を残してほしい。 

��歩きタバコを禁止にしてほしい。している人が多くて、危ない。 

��中央図書館だけじゃなくて、分館の図書館も遅い時間までやってほしい。 

��公園が少なくなってしまってさびしいです。 

��花火大会はなくさないでほしいです。 

調布の人はなんとなく冷たいと思う。もう少し周りに優しく、受け入れることをした方がいい

と思う。 

��自然環境の保護について、大多数の人々は無関心すぎると思う。自動車の排出する二酸化炭

素はもっと減らせるのではないか。また、最近ディスポーザーのある台所が増えているよう

だが、生ゴミはそのまま下水に流してはもったいないと思う。 

��法の改正はめったにできることではないと思うが、消費税は今以上あまり上げず、直接税の

割合をもっと増やす（現在の日本の経済では、年月が経つに連れて貧富の差がますます激し

くなることが予想されると考えるため）。福祉に税金をもっと当てるべきだ。 

��男女差別について、改善されつつあるが、女性が男性より身体上のことで保護されるのは当

然だと思うので、この考え方がもっと広まると良い。 

��タバコを吸う人が少しでも減ると良い。本人にも吸わない人にも良い事はない。 

 最近は過保護な親が増えていると思います。子どもが何か悪いことをしても｢自分の子ども

はそんなことをしていない｣とか「○○のせいだ」とか。まず子どもに本当にそのことをした

のかどうか、また、もし実際にやってしまったのなら、どうしてそんなことをしたのかを聞く

べきです。それに、「最近の子どもは・・・」とか言う大人がいるけれど、その「最近の子ど

も」を作ったのは自分だということをちゃんと自覚してほしいです。 

 私は 17 年間生きてきて、たくさんの人に出会ったけれど、親にどう扱われているかがその

人自身の人格に大きく影響を及ぼすことが最近良くわかってきました。私たちの年頃になる

と、扱いにくい面もあるかもしれないけど、逃げずに一人の人間として向き合ってほしいです。



-197- 

自  由  意  見 

 大人に対しての意見なのですが、「最近の若者は･･･」などといいますが、最近の大人だって、

ちゃんとしていません。小さい子どもがいるところで、堂々とタバコを吸う大人、そしてそれ

を注意するのが回りにいる大人ではなく学生の私しかいない。自分がコントロールできないほ

ど酔って電車の中で周りの人に迷惑をかけている大人。そして、私の学校でやっているフィリ

ピンの貧しい子どもたちのお金を作るためにやっているビンゴ大会で、景品を盗もうとするお

ばさんが十数人もいたんです!! 

 私たち若者ばかり指摘していないで、自分を見直してほしいです。それと、影で私たちの文

句を言うより、私たちが間違いに気付くようにと面と向かって言ってほしい。注意する大人が

いなくなったのは、社会にも問題があると思います。 

うちの親は世界で一番、最高です。家族皆好きです。プチ家出とかしてる子を見るとハラが立

ちます。うちの家族は本当に仲良しですよ。すごく幸せです。彼氏もふつうにごはんを食べに

来ます。調布の佐須、最高。 

子供が気軽に利用できる施設を増やしてほしい 

花火大会をなくさないでほしい 

��前ページにも書いたが、防犯対策をもっとしっかりしてほしい。私の家の付近は人通りも少

なく、道幅も狭く、その上、街灯もところどころにしかないので、子供はもちろん大人も怖

がるほど。毎日自転車で通学している私でさえ、通るのが怖い。 

��私は中学生の妹がいるが、聞いた話によると、とてもまともに授業を受けられないとのこと。

前の学校が良すぎたので、今は学校がつまらないと不満ばかり言っています。ぜひとも他の

中学校を参考にしていただきたいと思います。 

子供の幸せに対して真剣に考えてくれている大人があまりいないような気がする。子供と向き

合うことから逃げている。 

��調布市はとても暮らしやすい街だと思う。中高生だけでなく子供もあたたかく地域から見守

られているし、治安が悪いところだと感じたことはない。 

��来年度からゴミに対してお金がかかると聞いたが、それはやめてほしい。 

��ＣＡＰＳ以外にもスタジオみたいな施設を作ってほしい。意外と調布市は広いが、中高生向

けの施設は少ない。 

��近藤勇の生誕ということで、今年一年でまちを起こして、もっと調布市が有名に、そして開

けた街になってくれればと思う。 

��あと、市内を走るバスを低運賃で試運転してみると、お年寄りなどに喜ばれるのではないか

と思う。 

 大人が思っているよりも、子供たちは冷静です。高校生にもなれば、もし親が離婚したとし

ても 2人のためだと素直に受け入れることもできます。私自身の人生にはさほど影響を及ぼさ

ないで過ごせると思います。離婚しないのが一番ですけれど。 

 調布市は駅周辺にコンビニを作るべきです。駅から 7,8 分歩かないとコンビニがない駅なん

て珍しいです。 

西調布駅付近にも、もっとファミレスとかファーストフードとか作ってほしい。あと、チャリ

をパクられやすい。大きいデパートもほしい。 

成人式、やめてください。はっきり言って市長さんの話なんて誰も聞いていないと思います。

そこで使うお金を駐輪場を作るお金にして下さい。特に調布駅周辺にもっと広いものを作って

ください。 

��自分はちゃんと子供のことを理解していると勘違いしている人がいる。 

��時々、いい先生とかいる。 

��優しい言葉とか、子供に甘い人がいるけど、それじゃ子供のためにならない。実際私がそう

でした。でも、ある人が現れて、夢を持つ大切さ、努力する大切さを教えてくれた。なぜ、
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そう思ったかというと、わたしに厳しく言ってくれた。そして「絶対にこうなるよ」と予測

したことが実際に起こったから、さらに説得力があった。 

気軽に勉強ができるようなところを増やしてください。（たづくり 11階か 12階のような感じ

のを） 

犯罪のないまちづくりを望みます。 

��私立に通っているので、市などの地域との関係が希薄に感じる部分もあります。定期的、も

しくは季節限定で、意見交換会みたいなものを開いてもらえればいいと思います。 

��また、中高生向けのイベントなどももっと多く企画していただき、たくさんの市民（学生）

にアピールすることも大事だと思いました。調布市が好きなので、いつまでも住みつづけて

いたいと思える市でありつづけてほしいです。 

 ゆとり教育はあまり良くないものだと思う。無理にゆとりを作ろうとして、逆にほかのとこ

ろで余裕がなくなったりしたから。勉強についても、授業時間が減ったせいで進むスピードが

速くなって理解できていないのに次に移ってしまうことがよくあるし、行事等にかける時間も

少なくなってしまったから。 

図書館を増やしてほしい 

調布がずっといい町であるように、お願いします。 

��高校生選挙権や、子供が議論する場、それを活かせる市になってほしいです。 

��私立に行ってた私は、調布市が今まで子供のためにやってきた活動や、できた施設のことを

まったく知らない。そして情報が回ってこないというのは一種の差別ではないか。私も調布

市に住んでいる一人の人間として、同じ年の子と同じような扱いをしてほしかった。だから、

調布市が子供に対してえらいことやってるのかもしれないけど、議論する場など本当に作る

か、子供の意見がきちんと反映されるか、あまり信用できない。 

家の隣のゴミ屋敷が嫌です。火事の不安や、猫が住みついていて、怖いです。どうしたらいい

かわかりません。 

味の素スタジアムの名前を変えてほしい。施設などにお金をかけるくらいだったら、市内の夜

暗い所（通学路など）に街灯を増やしてほしい。 

このアンケートの質問の内容がわかりずらかった。子どもの使う施設をもっと作る（今ある施

設ももっと設備を整えてほしい） 

 大人は自分の意見を押しつけがちになってしまうが、自分が一歩引いて、まず子どもの話を

聞いてあげることが必要だと思う。必要以上の詮索は「自分が信用されていないんじゃないか」

という不安を招くので子どもの話を信じてほしい。 

 うちの母は黙って私の話に耳を傾け、その上で親としての意見を言ってくれるので、とても

信頼しています。親と子どもが素直に意見を言いあえることは、これから必要なことだと思い

ます。そして、私は離婚を考えている方は子どものためにも 20歳を過ぎるまで待ってあげて

ほしいと思います。やっぱり家族みんなで過ごすことが何よりの幸せだと思います。 

もうちょっと子供のことを考えてほしいです。特にお酒とかタバコ。一回一回、ＩＤを確認を

したりとか、するべきだと思います。そうしないと若い人たちが汚れていくと思います。 

 子ども条例を導入することはよいことだと思う。だけど、中学校とかはすごく荒れていて、

先生たちも手がつかないくらいひどいという話を聞くと、大人たちが変なところで子どもに対

して甘いと感じてしまう。子どもの人格や権利が尊重されることは重要だけど、結果的に過保

護になるんだったら導入しなくていい。それに人種差別や男女差別をしている大人に、子ども

の人格や権利を尊重することができるのか疑問。 

 私は、再来年成人するが、成人式の市の行事は出席したくない。全ての人が常識がないとい

うわけではないが、めでたい日に気分を悪くしたくない。 

 調布からパチンコやゲームセンターやそういうザワザワしたうるさいところを減らしてほ
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しい。こういう所は子どもに悪影響だと思うし、良い遊び場でもない。もっと公園や自然が多

いところにしてほしいです。パチンコやゲームセンターみたいなところが増えるなら、駅周辺

をきれいにしてほしいです。あと、大人向けのおしゃれな店とかが増えると雰囲気も良くなる

のでは？（これは私の要望なんですけど） 

 無料の駐輪場も増やしてほしいです。とにかく、一番の要望は、静か（パチンコなどの雑音

がない）で、自然が多くて、きれいで、いろんな店が立ち並んでて、おしゃれなところにして

ほしいです。どれか一つでも実現してほしいです。 

自転車駐輪場をもっと増やしてほしいです。もちろん無料で。 

答えのないことに対して、こんな少ない選択肢で答えるのは無理。 

 夜になると駅の噴水の周辺で大学生など中年の男性が居座ってゴミを散らかして汚いし騒

がしくて迷惑だ。怖いですし。だから、噴水回りで居座ったり騒がないように警告してほしい

です。だから、忘年会などがあると、路上に吐く人もいて、非常に見苦しいです。もっと住み

やすい環境づくりを目指したいですね。 

 調布のいい面は、夕方ごろ出かけて夜帰ってきたら、照明に灯りがつくので真っ暗になる心

配がなくて安心です。歩いても怖くない。 

調布市にも「歩きタバコ」を禁じる条例を作るべきです。駅前や交差点でタバコを吸っている

人をよく見かけますが、大変迷惑です。振り下ろされた手にあるタバコが触れそうになること

もあり、危険です。また、マナーも非常に悪く、「ポイ捨て」をする人がほとんどです。調布

市をきれいで住み良い街にするために、是非ご一考願います。 

��どのような考えでも軽く見ないでほしい。いろいろな人の考えがあるから。 

��生まれてきた理由ではなく、生き方を多様に教えてほしい。良し悪し問わずに。なぜなら自

分で決めたいし、“人のため”という言い方は、言っている方の考えた”人のため”であっ

て、自分で考えた“人のため”とは違うと思うから。 

��どんなことにもわかりやすい言葉で根拠を言ってほしい。あたりまえという言葉はすべての

人に通用するものではないと思う。 

��この調査は、無作為抽出ではなくて、全員の意見を聞くべきだったと思う。 

可哀相な子どもがいるから、いじめが起こるんだと思います。可哀相な子どもがいなくなるよ

うにしたいです。 

最近できたＣＡＰＳについてですが、中高生にとってはああいった施設があると嬉しいので、

市内のいろいろなところに 2号館、3号館…とあると、もっと多くの中高生が利用できるので

よいと思います。そういった施設もあるし、奨学金制度もあるので、学生にとってはとても住

みやすいです。 

��調布市にもうちょっと子どもや若い人が気軽に利用できる施設をつくってほしいと思いま

す。例えば、貸切で料理・音楽ができる部屋、スポーツ施設など。知らないだけで、今もあ

るのかもしれませんが、もしそうなら宣伝不足ではないでしょうか。 

��私はもう卒業してしまいましたが、中学校も給食にする計画を積極的に進めてほしいです。

お弁当はやっぱり冷凍食品やたまご焼きなどおかずが限られてしまいますし、母親が働いて

いたりいなかったりする人はコンビニ弁当ばっかりだったりと、公平には感じられません。

やっぱり給食の方が、栄養もあるし温かいものを食べられてよいと思います。 

��でも、調布市はおだやかな環境が整っていて、治安も良いほうだと思います。 

調布をいいところにして下さい。 

子どもの意見を聞かないで頭ごなしに怒るのは良くないと思う。子どもなりの考えがあるのだ

から、耳に入れて考えてほしい。見た目だけで判断しないでほしい。 

市へは、もう少し、駅周辺だけでもいいから発展させてほしいです。リサイクル活動なども、

もっと積極的に活動してほしいです。 
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駅の周辺をもっと便利にしてほしいと思います。調布駅だけではなく他の駅を。 

��もっと子どもに目を向けること。 

��今しなくてはいけない事がもっと他にあるはずです。大人はそこに気付かない人が多いの

で、気をつけていただきたいものです。 

��もっと快適な生活を保障してほしい。 

��国会などで醜い争いをしてほしくない。 

��安全な国にするべき。 

病院の治療費を少し考えてほしいと思います。保険を使ってある程度までできたり、あまり払

わなくてもいいようになってほしいです。自分は今、病院に通っています。いくら保険ででき

ても、安くなっていても、毎日毎日だと、けっこう辛かったりします。今でも大変なのに、大

きな病気やケガなどになってしまったら、どうなっちゃうのだろうかと不安になります。無料

にしてくれとは言わないけれど、お金がない人や大変な人でも、誰でも行けるように考えてほ

しいと思います。勝手なことだと思いますが、考えてみてください。お願いします。 

最近、街なかにイライラしている大人が多いと思います。自転車で少しぶつかりそうになった

とき、謝っているのにずっと睨みつけてくる人や、必要以上に車のクラクションを鳴らす人等、

自分のイラつきを周囲にあてつけちえる大人が多いと感じます。人それぞれ、さまざまな悩み

があるのかもしれませんが、もっと大人らしい、落ち着いた態度をとってほしいと思います。

そういう人が増えることで、町の雰囲気も悪くなってしまうと思います。 

歩きタバコをやめてほしいです。歩いているときにすれ違って、服に火がつきそうになったこ

とがありました。すごく危ないと思います。調布でも条例を作ってほしいです。 

��西調布体育館にスポーツジムをつくってほしい。 

��西調布駅をもっと広くして、エスカレーターをつけてほしい。 

��西調布駅前広場の設置。 

��上石原 3丁目周辺に街灯を増やしてほしい。 

��小・中学校での勉強内容がうすすぎる。もっと受験に対応できるくらいの授業をしてほしい。

��小・中学校の教室を冷・暖房完備にしてほしい。 

��学校の先生はもう少し生徒の人間関係を考えて暮らす編成をしてほしい。 

��中学・高校は、勉強、勉強とうるさくいって、「人間性について」が学校の目標なのに、ち

っともそれに対する市道が行われていないのが疑問です。本当にやさしい心とか、道徳のあ

る人とかを学校の目標にするなら、そういうことを考える時間もつくってほしい。 

��担任の先生に限らず、学校全体が本当に生徒にもっと関心を持って声を聞いてほしい。 

��常識の守れない子どもの親は毎日何を考えて生きているのか理解できない。子どもが 2～3

日家に帰ってこないとか、他人の悪口を堂々と本人の前で言ったりしているのに、親は本当

に気付かないんですか？一体どういう教育をしたら、そんな子になるんですか？子どもだけ

のせいじゃなくて、大人も自分たちのことを振り返ってほしい。そういう非常識な子どもが

常識のある子どもに迷惑をかけていることを教えてあげてほしい。 

��駅や住宅街の道路、歩道の設備が整っていないし、街灯などもない暗い箇所もあり、歩きに

くいと思います。空地があれば、マンションやパチンコ店などに着工を許可してしまい、総

合大病院や大手スーパーや百貨店、各地区に文化センター（映画館、図書館）などの施設が

ないと思います。 

��子どもたちが市内で有意義に過ごせるようにしてほしいです。将来、調布市に住みたいと思

えるように、町全体に心がけてほしいです。 

��よく路上でタバコを吸っている人を見かけますが、タバコの煙を嫌でも吸ってしまいます。

副流煙は害が多いのは有名な話ですが、それを知っているために、煙を吸うのは非常に怖い

です。是非、路上タバコを禁止してほしいです。 
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��整備の整った公園を作ってほしいです。私の家の近くでは砂場しかない公園があって、少し

近寄りがたい雰囲気があるからです。 

��私は子ども条例のことを、恥ずかしながらまったく知りませんでした。なので、詳しいこと

をもっと知りたいです、そしたら、議論に参加したくなるかもしれません。 

��私は今、世界平和に関心を持っています。調布市では何か、平和活動をしていますか。やっ

ていなかったら、是非、小さいことからでもやってほしいです。 

��お金がなくても生きていけるような世の中になったらよいと思う。お金持ち中心に世の中が

動いているように感じる 

��もっと余裕を持って育ちたかった（時間、経済的な面で） 

��幸せな生き方って一体なんですか。大人たちは、「今自分が生きていて幸せだ」と感じてい

るようには思えない。 

��もっと中で遊べる場所や図書館などでも勉強できるようにしてほしい。 

��自転車を置く場所を駅の近くに増やしてほしい（お金なし）。 

��親しみやすく尊敬できて一緒に遊んでくれたり、相談に乗ってくれる大人がいたらいいな

ぁ。 

大人が何をやっても、子どもが関係しなければ何にもならないと思う。「子ども条例」がある

ことで何がどう変わるのか？どういう活動をするのか？がわからない。 

��市長さんはなぜ、調布にすまないのですか？きっと住んでみてわかることもあると思いま

す。 

��夜、塾などから帰るときなど、怖いと思うことがあったりするので、夜でも、女の子一人で

歩いていても危なくないような環境になったら嬉しいです。 

��小学校で『君が代』を教えないのは調布市だけだと思います。中学校に入ってから歌えなか

ったのは私だけくらいですた。そういう基本的な教育を、もっとしっかりしてほしいと思い

ます。社会に出てから困るのは、教育を受けていなかった子どもだと思うので。日本人とし

てどうかと。 

もっと服などの店がいっぱいある、若い人がいっぱい集まる街にしてほしい。 

今の時代には今の時代にあった考え方があるはずだから、昔の考え方ばかりにとらわれている

のじゃなく、もっと子どもたちの若い考え方も取り入れていくべきだと思う。 

��駐輪場がどんどん有料化されていますが、よく自転車を使う中・高校生にとっては無理な話

で、歩道等にとめてしまいます。迷惑とは分かっていても自転車を停めるのにお金なんか払

えるかっていうのが本音です。どうにかしてほしいです。 

��調布市でも歩きタバコ禁止条例を作ってほしいです。自分も危ないと思ったことがたくさん

あるし、何より小さな子が心配です。 

��もっとコミュニケーションをとってほしい。地域でのお祭りや花火大会やフリーマーケット

を増やすべきだと思います。 

��子どものために公園を増やしてほしい。 

��調布駅の鳥の量を減らしてほしい。 

��南口をつぶさないでほしいです。国領のために、調布をつぶさないでください。 

��小さい頃の記憶ですが、遊ぶ場所はあるようで意外と少ないと思います。住居を作るなども

大切なのかもしれませんが、子どもの居場所を無くしたりはしないでほしいと願っていま

す。 

��大人に望むことは、表面（外見）だけで判断をせず、もっと心の声を聞いてほしいです。”

今の子は”ばかりではなく、もっとぶつかり合う場所（場面）があってもよいような気がし

ました。 

調布市はとても住み良い街で、好きです。ただ、これからやってほしいこととして、 
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歩きタバコ禁止条例（罰金も含めて） 

街灯を増やす、ということをしていただきたいです。 

私が住んでいるつつじヶ丘の周辺は、歩きタバコが多く、また、駅から一歩離れると暗い道に

なってしまい、夜など恐い思いをすることがあるからです。私にできることはわずかですが、

これからも私なりに努力していきたいと思います。 

遊ぶところをもっと作ってほしいと思いました。小学生、中学生のときは、働けない年でお金

がないので、児童館みたいな施設で中学生も遊べるところ、室内スポーツができるところがあ

るといいと思いました。 

別にこんなことする必要ないでしょ？あんたら何考えてんのかわかんないよ。全然。いじめな

んてどうでももいい。自分で打破するものだ。ひきこもるバカは強制労働させればいい。何も

気を使う必要などない。家庭が裕福なやつに限って細かく気にするようだが。そんなこと考え

ず自分の将来を考えろと。逆らうやつは歳関係なく、死罪にしろ。 

 

 


