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第４章 自由意見 
 

 

 

 

 

（問）  

調布市に住んでみたい，訪れてみたいと思われるようになるための課題とその改善（解決）策について，ご提

案がありましたらご自由にお書きください。 

 

課 題 改 善 （解 決） 策 

 

 

 

 

 

 

※ 原則として原文のまま掲載しています。ただし，個人名等プライバシーに関する記述があるご意見につき

ましては，該当部分の省略や掲載自体を取り止めている場合があります。 
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１ 自由意見の内訳  

 

○調布市に住んでみたい，訪れてみたいと思われるようになるための課題とその改善（解決）策につい

ては，1,482人中 379人の回答者から 517件の意見が寄せられており，内訳は以下に示した通りです。

なお，複数項目に該当している項目は分離して掲載し，分離できない意見については再掲しています。 

○最も意見が多く寄せられた施策は，「施策 22 地域特性を生かした都市空間の形成」の 112 件となっ

ています。 

【図表 自由意見の内訳】 

 

※複数の施策にまたがる内容は分離又は再掲の上で集計しているため，図表上の件数の合計（658件）

は総意見数（517件）と異なります。 

※「その他」は市政全般に対する意見，市以外の組織に対する意見，本調査に対する意見等が含まれ

ます。 
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施策01 災害に強いまちづくり

施策02 防犯対策の推進

施策03 消費生活の安定と向上

施策04 子ども・子育て家庭の支援

施策05 学校教育の充実

施策06 青少年の健全育成

施策07 共に支え合う地域福祉の推進

施策08 高齢者福祉の充実

施策09 障害者福祉の充実

施策10 セーフティネットによる生活支援

施策11 雇用・就労の支援

施策12 生涯を通した健康づくり

施策13 生涯学習のまちづくり

施策14 市民スポーツの振興

施策15 地域コミュニティの醸成

施策16 活力ある産業の推進

施策17 魅力ある観光の振興

施策18 都市農業の推進

施策19 芸術・文化の振興

施策20 地域ゆかりの文化の保存と継承

施策21 良好な市街地の形成

施策22 地域特性を生かした都市空間の形成

施策23 良好な住環境づくり

施策24 安全で快適なみちづくり

施策25 総合的な交通環境の整備

施策26 地球環境の保全

施策27 水と緑による快適空間づくり

施策28 ごみの減量と適正処理

施策29 生活環境の保全

施策30 平和・人権施策の推進

施策31 男女共同参画社会の形成

方針1 参加と協働のまちづくりの実践

方針2 効率的な組織体制の整備

方針3 人材の確保・育成

方針4 計画行政の推進

その他

（件）
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２ 課題と改善（解決）策 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 01 災害に強いまちづくり 5 

01-1 防災体制の充実 3 

01-2 災害に強い都市基盤の整備 1 

01-3 消防力の強化 1 

 

＜01-1_防災体制の充実（3件）＞ 

課題  改善（解決）策 

子育て対策→調布は緑も多く，住環境は良いと思います
が，10年以上住んで思うことは，子育て世代，高齢者対
策が不十分で住みづらさを感じるようになりました。保育
園不足は深刻な状況です。来年度増設，増員の保育園
もあるとのことですが，まだまだ不足しています。私の孫も
保育園に入れず近隣の方々も祖父母が孫を預かって育
てている人が多いです。祖父母が60歳以下でまだ働ける
年齢の場合は，仕事を辞めざるを得ず，経済的負担にな
ります。祖父母が高齢の場合は体力的負担になります。
すこやかの一時保育を利用したくても受入数が少なく，す
ぐ予約が埋まりあまり利用できません。（04-4に再掲） 

･保育園の増設，増員。ただ人数を増やすだけでなく，保
育園の安全性，質の向上も望みます。 
・公立幼稚園を各地域に作るべきだと思います。 
・保育園には入れなかった子どもたちのための一時保育
などの受け入れ人数を増やしてほしい。 
・病児保育をしてくれる保育園を増設してほしい。 
・東日本大震災で多くの子どもたちが学校や幼稚園など
で犠牲になったことを教訓に，調布市すべての学校や幼
稚園，保育園，子どもが利用する施設（市立，私立共）の
防災対策をしっかりとし，防災対策マニュアルを市民に公
開してほしい。 

地域の中で協力し合うことがない。いざ災害になった時，
協力して乗り越えることができない。（15-1に再掲） 

･避難所体験も防災訓練に取り入れる。 
・調布の街でみんなが「おはよう」「こんにちは」「こんばん
は」のあいさつを道行く人同士が声を掛ける。 

震災時の避難所対策。  

＜01-2_災害に強い都市基盤の整備（1件）＞ 

課題  改善（解決）策 

火災の延焼対策。（18-3，21-1に再掲） 畑が少なくなり，生産緑地も減少する中，戸建てが急増し
ているが，木造密集地域の拡大を都市計画で規制できな
いか？  

＜01-3_消防力の強化（1件）＞ 

課題  改善（解決）策 

消防のレベルの低さ。都内はドクターが勤務している。ホ
ームドクターが持てない。 

Ｄｒ ｓｃａｎの導入。挿管（気管内）のできる消防士の養
成。消防士レベルの低さ。高度医療に対応できるよう勉
強してください。 

 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 02 防犯対策の推進 15 
02-1 身近な犯罪に対する防犯意識向上と防犯活動の推進 1 

02-2 犯罪抑止対策の推進 14 

 

＜02-1_身近な犯罪に対する防犯意識向上と防犯活動の推進（1件）＞ 

課題  改善（解決）策 

街の安全。 防災・災害・防犯のセミナーなど開いてほしい。 
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＜02-2_犯罪抑止対策の推進（14件）＞ 

課題  改善（解決）策 

防犯。 市内にくまなく監視カメラを設置。 
街・駅前が暗い。 イルミネーションなど作る。 
東京オリンピックに向けて，様々な人が調布に来ると思い
ますが，安全，防犯面が不安です。 

 

夜になると治安が悪い。水銀灯を増やす。暗い！暗すぎ
る！建物の土地が斜めで不安です。 

 

子供の安全。  
パチンコ・風俗店が多く，駅周辺でも柄が悪い。 減らす。 
外国人観光客などの増加。 ・マナー，ルールの周知。 

・防犯対策（パトロールなど）の徹底による治安の向上。 
治安維持を徹底してほしい。  
 そのため夜は無用心。暗い大学通りを明るく。 
 自然あふれる町，治安のいい町にすることが大切なことと

思う。また，深大寺のような観光客を誘致できるようなも
のを整備宣伝していくことが魅力ある住みやすい街にする
ために大切と思う。（17-2に再掲） 

税収が見込める大きな企業を誘致したり，子育て世代に
定着して長く住んでもらうために魅力的な街作りをする。
（04-4，05-4，16-5，22-1に再掲） 

駅周辺の道路や商業施設を整備して，保育所を作った
り，小学校・中学校の教育方針を調布市独自のものを打
ち出したり，犯罪の少ない安心して長く住めるまちづくりに
取り組んでもらい，若い世代にたくさん住んでもらうようにし
てほしい（→活気が出て市もうるおう）。 

調布駅前開発。（21-2，22-2，27-1に再掲） 調布は都心に近く，自然の残る緑の多い街で，とても気に
入って住み始めてもう20年近くになりますが，最近は駅前
マンションが増え，高層ビルがどんどん建設。駅前の景観
が変わってしまい，少し残念に思います。便利になるのは
とても嬉しいことですが，自然，広場（空間）を残すのも大
切だと思います。人も増え，防犯対策をしっかりやってほし
いと期待します。 

自然豊かな，安心，安全な町づくり。 街路灯の設置。 
犬のフンが多い（早朝や夜の散歩の人が特に多い）。
（29-2に再掲） 

監視カメラや罰則条例を作ってほしい。 

 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 03 消費生活の安定と向上 0 
03-1 消費者啓発事業の充実 0 

03-2 消費者相談の充実 0 

 

＜03-1_消費者啓発事業の充実（0件）＞ 

― 

＜03-2_消費者相談の充実（0件）＞ 

― 
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施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 04 子ども・子育て家庭の支援 46 

04-1 子育てが楽しくなるまちづくり 21 

04-2 子育て家庭の支援 4 

04-3 子どもの健やかな成長の支援 2 

04-4 保育サービスの充実 19 

 

＜04-1_子育てが楽しくなるまちづくり（21件）＞ 

課題  改善（解決）策 

子どもたちが安全に遊べる町にしてほしい。公園が少なす
ぎる。（27-2に再掲） 

 

子育てしやすい環境。（25-1に再掲） ミニバスを充実させて欲しい。せめて，子供は小６まで無
料に。雨の日でも遊べる公園。ログハウスのような遊び
場。 

安心して子供を産める環境。 
保育園や託児所の充実。 
休日診療病院の紹介。（04-2，04-3，04-4に再掲） 

駅前やショッピングセンター近くに親子が安心して休憩出
来る場所が少ない。 

  

子どもの遊び場がない。（27-2に再掲） 府中にあるような広域かつ多機能の公園を整備する。 
広々として明るい雰囲気の公園をもっと作ってほしい。
（27-2に再掲） 

小さな子どもの遊具ばかりでなく，鉄棒やアスレチックがあ
れば沢山の子どもたちが遊べる。ベンチとテーブルも増や
すと親も使いやすい。 

駅前の商業施設の充実。現状は他の地域からの集客は
少なそう。土日は車で他の地域に出かけてしまいます（二
子玉川など）。子どもを遊ばせられて親もリフレッシュでき
る場所がない。（16-1，22-1に再掲） 

子どもが遊ぶスペースを作る。 

子どもたちが遊べる大きな公園（遊具が多くあるような）が
あるといい。（27-2に再掲） 

公園が広いところが多いが，遊具が少ない。どこも同じよう
なものばかり。 

ＰＡＲＣＯがファミリー向けにリニューアルされたのに，赤ち
ゃん休憩室が１ヶ所だけなのは不便。 

授乳室，キッズスペースの増設。 

子育ての環境整備。（22-2，27-2に再掲） ・駅周辺の整備。 
・駅周辺に公園。 
・近隣から遊びに来てくれるような街づくり。 

バスに赤ちゃんを乗せるとき，ベビーカーの人は肩身が狭
そう。お年よりも多く，ベビーカーをたたまないと入れないこ
とが多い。 

ベビーカーの人向けのスペースを作る。バスの形によって
狭かったりのりやすかったりもあるので，どの時間帯だとど
のバスが来るのかわかるといい（前の方の席から２人席と
いう形のバスだとベビーカーが乗れない）。 

生産緑化だった地区には保健所なども少なく，若い夫婦
は苦労している。バス交通網ネットワークの充実。（25-1
に再掲） 

郊外地区への子育て施設，金融窓口などの設置。 

若い人が住みやすい町づくり。子どもを育てる環境。  
（住んでみたい）子育て支援。 たとえ他の予算を削っても思い切り手厚くし，若い家族が

増えれば街も活気づく。 
普段恩恵を受けている自分が言うのも如何なものかと思
いますが，すべての行政が年寄りに対して，過保護すぎま
す。もっと若者（子育て世代）が住みやすい環境づくり
を・・・。 

 

少子化対策。 高齢者支援以上に，子育て支援の充実にシフトすべき。 
子育て支援。 他の人気都市に見劣りする。 
次世代の子ども達を作るための取り組みを最優先すべき
かと。若い人たちが子どもを作らないのはいろんな問題が
あるので，それを認識して具体策に取り組むべき。 

子育て支援もそうだが，子どもを作るための様々な障害を
取り払うことが必要。 

子育て支援。 より一層の工夫，注力が必要。 
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地域の交流の活性化。子育ての親の支援及び老人介護
支援。（08-2に再掲） 

たとえば，保育園（こども）と老人施設（老人）の交流。子ど
もにとって，いろいろな大人にふれあうのは発達にとってプ
ラスになると思うし，老人にとってはいい刺激になり認知症
などの予防改善につながれば良いと思う。親も地域のサ
ポートの上，子育てすれば前向きになれ，孤立を防ぐこと
ができる。子ども，またその若い親たちが元気になり，老人
が元気であれば，その街は活気が出るのではないだろう
か。そのような交流イベント，または必然的に会う，集まる
機会を設けるなどした方がよい。 

年末「１２月２９・３０日」の小学生の預かりをやっていない
ので困っている。 

保育園の年末保育のように小学生低学年向けの預かりを
してほしい。 

子育て支援，独居老人への支援，障害者支援など地味
な街ながら福祉的な長所があると住みたいと思われるか
もしれない。（08-2，09-3，11-1に再掲） 

･老人の雇用機会を増やす（障害者も同様）。 
・老人のコミュニティーの場を増やし，生きがいを保てるよ
うにする。若者に戦争体験や，独自の経験知識を語り継
ぐ機会を作る。 
・子育て支援に老人も参加できるような仕組みを作る。老
人と若者の共生を目指す。 

＜04-2_子育て家庭の支援（4件）＞ 

課題  改善（解決）策 

医療費の補助を所得制限なしで小中学生にも適用してほ
しい。 

不公平感をなくす。 

子育て支援について。 子どもの手当の額を増額，戸建て住宅の供与（空き家な
ど）または貸与。 

安心して子供を産める環境。 
保育園や託児所の充実。 
休日診療病院の紹介。（04-1，04-3，04-4に再掲） 

駅前やショッピングセンター近くに親子が安心して休憩出
来る場所が少ない。 
  

子どもの医療費。 無料にする。 

＜04-3_子どもの健やかな成長の支援（2件）＞ 

課題  改善（解決）策 

･子育てしながら仕事する（共働き夫婦）。土曜日に小児
科の診療時間の短さ。小児救急の受け入れの少ないとこ
ろ（何かあった時心配）。 

小児科医師の増加。 

安心して子供を産める環境。 
保育園や託児所の充実。 
休日診療病院の紹介。（04-1，04-2，04-4に再掲） 

駅前やショッピングセンター近くに親子が安心して休憩出
来る場所が少ない。 
  

＜04-4_保育サービスの充実（19件）＞ 

課題  改善（解決）策 

調布の線路跡の利用に駐輪場や保育施設へ。 待機児童をへらす。 
子育て中なので，病児保育の拡大をしてほしい。 受け入れ人数を増やす。 
保育園・幼稚園の充実。 他の人気都市に見劣りする。 
保育園･幼稚園の不足により，倍率がまだ高い。 各施設の増。働く人への待遇。周辺地域での施設建設へ

の理解。 
保育施設の充実。 ・認可保育園を増やす。大型マンションを立てる際，周辺

に保育施設をともに建てる 
・無認可保育所への立ち入り調査の実施，認可認証に入
れなかった人は不安を抱きながら高額なコストを払って預
けている。金銭的な援助がないならせめて市で調査して
ほしい。 

待機児童。 保育園数増加。 
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調布市の人口動向を把握していないので断定的なことは
いえないが，一般的にこのまま行くと老人の町になってし
まうことが予想される。若い人が調布に住みたいと思うに
は保育サービスが充実していることが重要と思います。市
では保育総合計画を策定していますが，これでは誰がい
つまでにどうするという途中行程が見えずに作っただけで
満足しているようである。 

待機児童０というだけでなく，それ以上のいつでも好きなと
きに保育サービスを受けられる状態に早期にするという目
標を持って行動し，若者が転入したいという状態にするこ
とが重要と思います。伝統を継承調布市を持続的に発展
させることにとっても重要と思われる。 

待機児童が多い。 待機児童０。 
子育て（特に幼児）の金銭的負担が大きい。 公立幼稚園の設立！現在ある補助は第一子の年齢に制

限（小３まで）があり，年の差がある第二子に補助が出な
い。この理由が不明。上の子が中学に入ると制服，移動
教室，かばん，コート，柔道着など明らかに小学校低学年
の子よりも費用がかかる。 

保育園の新設・増加。  
保育・教育の充実。学童の質の低下，待機児童なども。 予算をあててください。 
老人よりも，未来がある子どもにどんどんお金をかけてあげ
てほしい。 

高齢者福祉の削減，教育費の予算拡充。 

全体的にバランスある行政が必要ですが，その中で特定
部門で特長と成果を明確に示す。 

待機児童問題。 

子育て対策→調布は緑も多く，住環境は良いと思います
が，10年以上住んで思うことは，子育て世代，高齢者対
策が不十分で住みづらさを感じるようになりました。保育
園不足は深刻な状況です。来年度増設，増員の保育園
もあるとのことですが，まだまだ不足しています。私の孫も
保育園に入れず近隣の方々も祖父母が孫を預かって育
てている人が多いです。祖父母が60歳以下でまだ働ける
年齢の場合は，仕事を辞めざるを得ず，経済的負担にな
ります。祖父母が高齢の場合は体力的負担になります。
すこやかの一時保育を利用したくても受入数が少なく，す
ぐ予約が埋まりあまり利用できません。（01-1に再掲） 

･保育園の増設，増員。ただ人数を増やすだけでなく，保
育園の安全性，質の向上も望みます。 
・公立幼稚園を各地域に作るべきだと思います。 
・保育園には入れなかった子どもたちのための一時保育
などの受け入れ人数を増やしてほしい。 
・病児保育をしてくれる保育園を増設してほしい。 
・東日本大震災で多くの子どもたちが学校や幼稚園など
で犠牲になったことを教訓に，調布市すべての学校や幼
稚園，保育園，子どもが利用する施設（市立，私立共）の
防災対策をしっかりとし，防災対策マニュアルを市民に公
開してほしい。 

安心して子供を産める環境。 
保育園や託児所の充実。 
休日診療病院の紹介。（04-1，04-2，04-3に再掲） 

駅前やショッピングセンター近くに親子が安心して休憩出
来る場所が少ない。 
  

子育て支援 保育園の充実（施設数，人員）。 
安心して働ける街に人は集まると考えます。 

（保育園ばかりに注目が集まりやすいですが）幼稚園の充
実をはかることも必要。子どもが小さい時に母親が仕事を
休み，子どもと過ごすことには子どもの成長に大きなメリッ
トがあると実感しています。小学校で問題を起こす子が少
ないのも事実。幼稚園出身の子は心が安定しています。 

・幼稚園の充実 
・子どもが大きくなるまで子育てに専念したママの再就職
支援も必要。保育園ばかり増やさないで欲しい。保育園を
増やすことにより，小さい頃から長い時間外で我慢ばかり
させられる子どもが増えるのはかわいそう。 

税収が見込める大きな企業を誘致したり，子育て世代に
定着して長く住んでもらうために魅力的な街作りをする。
（02-2，05-4，16-5，22-1に再掲） 

駅周辺の道路や商業施設を整備して，保育所を作った
り，小学校・中学校の教育方針を調布市独自のものを打
ち出したり，犯罪の少ない安心して長く住めるまちづくりに
取り組んでもらい，若い世代にたくさん住んでもらうようにし
てほしい（→活気が出て市もうるおう）。 

保育園激戦市として有名になってしまっている。実際に申
し込みをしているが，二度とやりたくないほど細かく面倒，
効率が悪くシステムが古い。 

ペーパーレス化。会社員以外の働く自営，フリーランスな
どへのヒアリング。 
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施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 05 学校教育の充実 10 

05-1 豊かな心の育成 3 

05-2 確かな学力の育成 1 

05-3 健やかな体の育成 0 

05-4 個性の伸長と協働の学校づくり 1 

05-5 安全・安心な学校づくりの推進 1 

05-6 学校施設の整備 4 

 

＜05-1_豊かな心の育成（3件）＞ 

課題  改善（解決）策 

スクールゾーンで守られている子ども達は大きくなっても，
大人になってもマナーを守らない，譲り合い精神のない人
格を作り上げる実態。 

弱者のみを優先することなく，守られる立場としての最低
マナーの教育と協力しっかり植えつける仕組み作りを早急
に確立。だれも疑問を持たないのでしょうか。 

スポーツ以外の文化活動にも目を向けてほしい。体だけ
でなく，心を育てる教育活動にも配慮を。 

 

小学校の海の校外学習を普通の修学旅行に変更してほ
しい。女の子は困る。 

海以外へ。 

＜05-2_確かな学力の育成（1件）＞ 

課題  改善（解決）策 

学校教育の充実（落ち着きとか）。 たとえば，35人学級にするとか，教員を増やすとか。 

＜05-3_健やかな体の育成（0件）＞ 

― 

＜05-4_個性の伸長と協働の学校づくり（1件）＞ 

課題  改善（解決）策 

税収が見込める大きな企業を誘致したり，子育て世代に
定着して長く住んでもらうために魅力的な街作りをする。
（02-2，04-4，16-5，22-1に再掲） 

駅周辺の道路や商業施設を整備して，保育所を作った
り，小学校・中学校の教育方針を調布市独自のものを打
ち出したり，犯罪の少ない安心して長く住めるまちづくりに
取り組んでもらい，若い世代にたくさん住んでもらうようにし
てほしい（→活気が出て市もうるおう）。 

＜05-5_安全・安心な学校づくりの推進（1件）＞ 

課題  改善（解決）策 

学校の充実。地域によっては世帯数（子供の人口）が増
えているが，中学校が少ない。生徒数が多く教育が行き
届かず，通学が遠い。（05-6に再掲） 

学区の見直し，通学の自転車利用のルールの見直し，学
校の受け入れ体制（教員・設備・教室）の整備。 

＜05-6_学校施設の整備（4件）＞ 

課題  改善（解決）策 

現実問題として，今，マンションや戸建て住宅も増え，どん
どん増えているのでは？ 

学校は大丈夫でしょうか？教室数とか，ハード面は最重
要取り組み課題だと思います。Ｂｙ家族より。 

仙川などへの人の集中。 学校などの不足，少人数のケア。 
学校の充実。地域によっては世帯数（子供の人口）が増
えているが，中学校が少ない。生徒数が多く教育が行き
届かず，通学が遠い。（05-5に再掲） 

学区の見直し，通学の自転車利用のルールの見直し，学
校の受け入れ体制（教員・設備・教室）の整備。 

市役所周辺だけでなく，全体的な公共施設の充実がな
い。 

小中学校も少なくともトイレだけでも新しくする。 
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施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 06 青少年の健全育成 2 
06-1 青少年の健全な成長の支援 0 

06-2 青少年の居場所づくり 2 

 

＜06-1_青少年の健全な成長の支援（0件）＞ 

― 

＜06-2_青少年の居場所づくり（2件）＞ 

課題  改善（解決）策 

公民館やたづくり，支援センターなどを利用しているのはご
く一部の年齢層（主に老人）で，幼い子どものいる家族，
小～中～高校生が利用したくなるような設備がない。 

武蔵境駅前の「武蔵野プレイス」のような若者向け複合施
設を作るべき。また，オリンピックに向け，武蔵野総合体
育館や世田谷公園，駒沢公園，西東京憩いの森公園の
ようなスケートパークを作るべき。調布市は若者の目線が
足りない。 

公民館や図書館といった場所を，開館時間を増やしたり，
自由に使えるところや自習スペースを作って行き場がなく
なりがちな中高生の居場所にしてほしい。マックとかお金
がかかってしまうので。 

 

 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 07 共に支え合う地域福祉の

推進 
3 

07-1 地域が一体となった福祉のまちづくりの推進 2 

07-2 参加と協働による地域福祉活動の推進 1 

 

＜07-1_地域が一体となった福祉のまちづくりの推進（2件）＞ 

課題  改善（解決）策 

ベビーカー，車イス，白杖，その他，補装具使用者が自
由に気兼ねなく行動できる地域づくり。 

様々な当事者からのヒアリングが一番大事では。海外の
観光地の取り組みから学ぶ。 

障害者，高齢者，マイノリティーグループの人々が，心の
バリアフリーで市民と交われる環境がない。 

幼児の頃から接する機会，大人の理解が必要。 
パレードや祭り，一つになれる活動をしたい。 
クリエイティブな人々を増やす。 
街を美術館にする。 

 

＜07-2_参加と協働による地域福祉活動の推進（1件）＞ 

課題  改善（解決）策 

福祉の充実。（15-1に再掲） 安心して暮らせる環境を作る。地域コミュニティーの強
化。 
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施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 08 高齢者福祉の充実 18 

08-1 在宅生活の支援 6 

08-2 社会参加の促進及び健康づくりの推進 8 

08-3 介護保険事業の円滑な運営 4 

 

＜08-1_在宅生活の支援（6件）＞ 

課題  改善（解決）策 

高齢者に優しい町。  
高齢化に向け福祉の充実（医療，交通）。  
市独自のきめ細かな高齢者施策。  
健康診断について。カゼでもレントゲン撮影，膝が悪いと
血液検査を受ける時代です。 

「延命治療は一切するな」リビングウィルを渡してありま
す。緩和ケアと訪問介護を頼める作業所があれば充分で
す。 

全体的にバランスある行政が必要ですが，その中で特定
部門で特長と成果を明確に示す。 

老人医療対策。 

 適材適所の職員の配置。地域包括支援センターの職員
増。（方針3-2に再掲） 

＜08-2_社会参加の促進及び健康づくりの推進（8件）＞ 

課題  改善（解決）策 

ファミリー層を手厚くしている都市づくりはどこでもしている
けど，１人っていうことが今後必要となってくるはずだから
その目線を早目に取り入れるべきだと思う。 

高齢者の方が元気にあいさつをしてくれたり，積極的に声
をかけてくれることで若者の１人暮らしの人たちも安心感を
持てるようになると思うので。高齢者の方の活動範囲を広
げて，目につくところに出てきてほしいと思う。高齢の方と
女性が活動的なまちにして欲しいと思う。 

老人対策。 生涯教育の一層の支援発展。 
高齢者を大切に。（22-1に再掲） 街のバリアフリー化。健康推進のために高齢者用プールを

作る。 
高齢者対策→行き場のない高齢者がスーパーなどの休
憩用のイスやベンチで長時間過ごしている姿をよく見かけ
ます。 

・高齢者がいつでも無料で利用できる憩いの場のような所
が各地域，利用しやすい場所にあるといいと思います。そ
こで市の情報などの掲示や健康，生活相談，認知症予
防教室などすればいいと思います。おしゃべりやお茶をし
たり，自由に過ごせるような場所が必要。布田と深大寺の
憩の家だけでは少ないし利用しにくいです。 

子育て支援，独居老人への支援，障害者支援など地味
な街ながら福祉的な長所があると住みたいと思われるか
もしれない。（04-1，09-3，11-1に再掲） 

･老人の雇用機会を増やす（障害者も同様）。 
・老人のコミュニティーの場を増やし，生きがいを保てるよ
うにする。若者に戦争体験や，独自の経験知識を語り継
ぐ機会を作る。 
・子育て支援に老人も参加できるような仕組みを作る。老
人と若者の共生を目指す。 

高齢者の健康サポート。 場所，インセンティブなどを増やす。 
高齢化が進む中，市の活力低下が懸念される。 高齢者の健康維持，体力増進を図るため，健康維持，体

力増進に関わるイベント参加をポイント化し，そのポイント
は調布市内の定められた商店で利用できる仕組みを作
る。 

地域の交流の活性化。子育ての親の支援及び老人介護
支援。（04-1に再掲） 

たとえば，保育園（こども）と老人施設（老人）の交流。子ど
もにとって，いろいろな大人にふれあうのは発達にとってプ
ラスになると思うし，老人にとってはいい刺激になり認知症
などの予防改善につながれば良いと思う。親も地域のサ
ポートの上，子育てすれば前向きになれ，孤立を防ぐこと
ができる。子ども，またその若い親たちが元気になり，老人
が元気であれば，その街は活気が出るのではないだろう
か。そのような交流イベント，または必然的に会う，集まる
機会を設けるなどした方がよい。 
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＜08-3_介護保険事業の円滑な運営（4件）＞ 

課題  改善（解決）策 

自宅介護，施設介護などの社会福祉施設の建設・充実・
促進をすすめる。 

高齢者でも安心して住める。 

高齢者が生活しやすい街。 特別養護老人ホームなどの増設。 
私的なことですが，やはり老後の暮らし方が不安です。子
どもも昔ほど頼れません。老人ホームはよくわからず，入
れるかどうかもわかりません。25年問題と言われるとそれ
は私のこと。今から何をしておけばいいのでしょうか。安心
した老後を考えて頂ければ幸福です。 

 

高齢者支援 福祉施設の充実（施設数，人員）。 
安心して働ける街に人は集まると考えます。 

 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 09 障害者福祉の充実 2 

09-1 生活・相談支援体制の整備 0 

09-2 自立に向けた就労支援・社会参加支援 0 

09-3 障害福祉サービスの充実 2 

09-4 多様な居住の場の確保 0 

 

＜09-1_生活・相談支援体制の整備（0件）＞ 

― 

＜09-2_自立に向けた就労支援・社会参加支援（0件）＞ 

― 

＜09-3_障害福祉サービスの充実（2件）＞ 

課題  改善（解決）策 

子育て支援，独居老人への支援，障害者支援など地味
な街ながら福祉的な長所があると住みたいと思われるか
もしれない。（04-1，08-2，11-1に再掲） 

･老人の雇用機会を増やす（障害者も同様）。 
・老人のコミュニティーの場を増やし，生きがいを保てるよ
うにする。若者に戦争体験や，独自の経験知識を語り継
ぐ機会を作る。 
・子育て支援に老人も参加できるような仕組みを作る。老
人と若者の共生を目指す。 

調布に住んでいたいと思っても，将来的にも住んで生活で
きるところがない，障がい者も居る。その状況を知ってほし
い。 

 

＜09-4_多様な居住の場の確保（0件）＞ 

― 
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施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 10 セーフティネットによる生活

支援 
0 

10-1 生活困窮者の自立支援 0 

10-2 生活保護制度に基づく適正な保護と自立支援 0 

 

＜10-1_生活困窮者の自立支援（0件）＞ 

― 

＜10-2_生活保護制度に基づく適正な保護と自立支援（0件）＞ 

― 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 11 雇用・就労の支援 1 
11-1 雇用・就労に向けた支援 1 

11-2 就労者に対する支援 0 

 

＜11-1_雇用・就労に向けた支援（1件）＞ 

課題  改善（解決）策 

子育て支援，独居老人への支援，障害者支援など地味
な街ながら福祉的な長所があると住みたいと思われるか
もしれない。（04-1，08-2，09-3に再掲） 

･老人の雇用機会を増やす（障害者も同様）。 
・老人のコミュニティーの場を増やし，生きがいを保てるよ
うにする。若者に戦争体験や，独自の経験知識を語り継
ぐ機会を作る。 
・子育て支援に老人も参加できるような仕組みを作る。老
人と若者の共生を目指す。 

＜11-2_就労者に対する支援（0件）＞ 

― 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 12 生涯を通した健康づくり 10 

12-1 調布市民健康づくりプランと食育推進基本計画の推進 0 

12-2 早期発見・早期治療・重症化予防の充実 10 

12-3 国民健康保険事業等の実施 0 

 

＜12-1_調布市民健康づくりプランと食育推進基本計画の推進（0件）＞ 

― 

＜12-2_早期発見・早期治療・重症化予防の充実（10件）＞ 

課題  改善（解決）策 

胃のバリューム。 胃カメラ（バリュームはあまり意味がないと聞きました。無
駄な検査よりお金を払ってでも確実な結果の出る検査を
市でやって頂ければ市民もとても助かります）。バリューム
は早期の場合見つかりにくく，末期に発見されてもまったく
意味がないのでは？？市民の健康は市の活性化につな
がり，移住も増えると考えました。 

急ぐ事ではないが長い目で見て大学病院や国立病院が
ない。 

大きな場所が取れ，交通便が良さそうなタイミングで誘致
して欲しい。 
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胃がん検診にバリウムレントゲンは意味がないといわれ久
しい。市の無料検診が税金の無駄遣いになる。 

国の対応を待つのではなく，胃カメラ検診にするべき。 

医療の充実。大学病院の誘致（レベルの高い総合病
院）。 

まだ開発できる土地の有効利用する。 

調布市民病院の設立。都内に比べるとレベルが低すぎ
る。高齢者は診察のため（他科）受診をしなければならな
い。 

市民総合病院の設立。 

ガンなどの検診検査など，定期的に受けれるように通知。
１年に１度！ 

病気の早期発見のため。もちろん無料がいいが，お金を
出してでもしっかりと全身受けたい。調布市で！！ 

医療機能の不足。 歯科の数が多いが，内科，小児科を最優先に充実させる
べき。 

救急病院が少ない。搬送されても市外の遠いところで大
変。近くに大きな救急病院を設けてほしい。信頼できるか
かりつけ医が見当たらない。 

 

町医師の高齢化。  
市役所周辺だけでなく，全体的な公共施設の充実がな
い。 

すべての健診を各駅で提携の病院でできるようにする。 

＜12-3_国民健康保険事業等の実施（0件）＞ 

― 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 13 生涯学習のまちづくり 3 

13-1 学びのきっかけづくり 1 

13-2 学べる機会の充実 2 

13-3 団体の学びの活動支援 0 

13-4 まちづくりへの学びの成果の活用 0 

 

＜13-1_学びのきっかけづくり（1件）＞ 

課題  改善（解決）策 

市主催のイベント講座の対象が専業主婦と高齢者に偏り
すぎている。平日の昼間に開催して来られる人って・・・。 

平等に平日フルタイムで働いて，土日休みの方が恩恵を
受けられるイベントの開催。それができないのなら，市主
催の催しはいらないと思う。そのぶん，保育事業，病児保
育に回してほしい。 

＜13-2_学べる機会の充実（2件）＞ 

課題  改善（解決）策 

図書館など文化施設の充実。（19-2に再掲） 学芸員の充実。会議室などの充実。 
調布市のよさがわからないし，あってもたとえ住んでてもわ
かりづらいので，他地域との違いとして魅力を広げてほし
い。（14-1，17-1，22-1に再掲） 

商業施設はもちろんだが，映画，図書館，スポーツ施設
などの住む上で文化的，健康的な街にしてほしい。地域
の人たちと自然にコミュニティが作れるようになるといいか
も。 

＜13-3_団体の学びの活動支援（0件）＞ 

― 

＜13-4_まちづくりへの学びの成果の活用（0件）＞ 

― 
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施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 14 市民スポーツの振興 11 

14-1 スポーツ環境の整備 8 

14-2 ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 3 

14-3 ＦＣ東京等とのパートナーシップ 0 

 

＜14-1_スポーツ環境の整備（8件）＞ 

課題  改善（解決）策 

温水プールを南部地域にも作ってほしい。  
多摩川の河原が整備されていないところがある。（27-2に
再掲） 

もっとスポーツ施設を作って，人を集めるようにできればよ
いのでは。 

スポーツの場が少ない。 体育館を増やす。 
現在，総合体育館に駐車場がありません。 早急に設置をしていただきたい。東京都庁に対してもっと

強い要望をしていただきたい。障害者のスポーツ大会を
開催させるには絶対必要です。駐車場のない体育館など
聞いたことがありません。 

スケートボード，サーフィンパーク。 多摩川利用。 
 市民プールを屋根付き温水プールにし，一年中利用でき

るように（上の階もスポーツや子育てに利用できるものだと
いいです）。 

スポーツ施設。  
調布市のよさがわからないし，あってもたとえ住んでてもわ
かりづらいので，他地域との違いとして魅力を広げてほし
い。（13-2，17-1，22-1に再掲） 

商業施設はもちろんだが，映画，図書館，スポーツ施設
などの住む上で文化的，健康的な街にしてほしい。地域
の人たちと自然にコミュニティが作れるようになるといいか
も。 

＜14-2_ライフステージに応じたスポーツ活動の推進（3件）＞ 

課題  改善（解決）策 

地域スポーツの充実。（27-2に再掲） 安全面を考慮しての制限が多いと思う（ボール遊び禁止
など）。フェンスを立てるとか，お互いが楽しく過ごせる環
境づくりを期待します。 

オリンピックでのマラソン，競歩のコースに'64年大会同様
甲州街道のコースを採用してほしいです。強く働きかけて
ほしいと思います。 

 

公共交通の整備，利便性の高い街作りをしないと若い世
代に魅力のない街となり，安いから住むというイメージにな
る。調布のブランド化を推進したら良いと思います。（17-
1，21-2，22-1，23-1，25-1に再掲） 

スポーツ・映画・街並みの美しさなど。住環境の整備も必
要。子育て世代の住みやすい街。 

＜14-3_ＦＣ東京等とのパートナーシップ（0件）＞ 

― 
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施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 15 地域コミュニティの醸成 6 

15-1 地域コミュニティの活性化に向けた支援 3 

15-2 地域コミュニティ活動の拠点整備 0 

15-3 コミュニティ活動への参加の促進 3 

 

＜15-1_地域コミュニティの活性化に向けた支援（3件）＞ 

課題  改善（解決）策 

地域の中で協力し合うことがない。いざ災害になった時，
協力して乗り越えることができない。（01-1に再掲） 

･避難所体験も防災訓練に取り入れる。 
・調布の街でみんなが「おはよう」「こんにちは」「こんばん
は」のあいさつを道行く人同士が声を掛ける。 

福祉の充実。（07-2に再掲） 安心して暮らせる環境を作る。地域コミュニティーの強
化。 

外へ出てご近所の方たちと触れ合いたいと思える街づくり
ができているだろうか？（困っている子どもや老人の存在
が共有できていない）。 

調布のリーダーとなる町長～市議会議員がお世話をして
あげているという態度から，町民・市民と楽しく交流すると
よい。大人数でアイスブレークのゲームをするのもよい。 

＜15-2_地域コミュニティ活動の拠点整備（0件）＞ 

― 

＜15-3_コミュニティ活動への参加の促進（3件）＞ 

課題  改善（解決）策 

住民が閉鎖的な人が多い。暗い。 もっと住民同士仲良くなれるよう取り組みをお願いします。
そうすることにより，街が明るくなると思います。 

自治会活動。 出席する者としない者とがはっきり区別されて，出席しな
い者の対策が問題。頑なな者が多い（古株）。（今の自治
会は発展性もなく無意味。市からの回覧板を配るだけ。） 

自治会費が高すぎる（都内に比較して）。  

 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 16 活力ある産業の推進 22 

16-1 にぎわいを創出する商店街等の支援 6 

16-2 バイ調布運動（市内消費）の促進 0 

16-3 市内事業所・事業者への支援 4 

16-4 新たな創業への支援 1 

16-5 特性を生かした地場産業の振興 11 

 

＜16-1_にぎわいを創出する商店街等の支援（6件）＞ 

課題  改善（解決）策 

駅近くの商店街の衰退。 商店街にもっと小売店舗を充実させる。 
商店街の古くからの店がどこにでもあるチェーン店にとって
変わり，新規参入した個性的で魅力ある店は，しばらくす
ると都心へ移転してしまう。沿線の消費者層が求めるもの
のレベルが低いのも原因。 

頑張っている個人商店が存続できるような政策。スポー
ツばかりではなく，文化面の重視。 

高齢者社会に向けて，昔ながらの商店街を残すこと。会
話をしながら買物ができる環境を作ること。 

時代に逆らうことなのかもしれないのですが，対等に会話
が出来て気軽に買い物ができて，料理のことも話しながら
（作り方など）普通であったことがなくなり過ぎる時代になっ
てしまったようで。 
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駅周辺の商業施設に魅力がない。（22-2に再掲） 調布を代表するオリジナリティーある商店街を，市主体で
経営する。 

個人商店の盛り上がりが少ない。 商店街のイベントをもっと告知してほしい。 
駅前の商業施設の充実。現状は他の地域からの集客は
少なそう。土日は車で他の地域に出かけてしまいます（二
子玉川など）。子どもを遊ばせられて親もリフレッシュでき
る場所がない。（04-1，22-1に再掲） 

子どもが遊ぶスペースを作る。 

＜16-2_バイ調布運動（市内消費）の促進（0件）＞ 

― 

＜16-3_市内事業所・事業者への支援（4件）＞ 

課題  改善（解決）策 

若い世代が増えている中，近代的なカフェや商業施設が
少ない。 

こういった商業施設を支援することや街の整備をつとめて
ほしい。 

どこの町にも同じチェーン店を置くのではなく，調布らしい
町並み作りをして欲しい。 

中小企業をもう少し見直して延ばしていく方向で頑張って
欲しい。 

商業施設が田舎くさい。（22-1に再掲） 店舗があか抜けるように，商品，スタッフなどを考えてほし
い。 

センスが悪い。（22-1に再掲） 若い世代が魅力を感じる様，専門家が入って街づくりをす
べき。 

＜16-4_新たな創業への支援（1件）＞ 

課題  改善（解決）策 

一人ひとりの得意分野で商売ができて，わざわざ満員電
車に詰め込まれて出勤しなくても生きていかれるまち。職
人のまち。修得，あるものを大切に使う。経済の流れ，先
を見て新しい流れを作る。新しいニーズ，人々の困りごと，
発見。 

解決，ビジネスチャンスあり。サラリーマンを育てるんじゃ
なくて，我道を生きていける人間を育てる教育。人類の為
に自分のやりたいことを役に立たせたいとおもうことができ
る人間を育てる街になってほしい。 

＜16-5_特性を生かした地場産業の振興（11件）＞ 

課題  改善（解決）策 

税収が見込める大きな企業を誘致したり，子育て世代に
定着して長く住んでもらうために魅力的な街作りをする。
（02-2，04-4，05-4，22-1に再掲） 

駅周辺の道路や商業施設を整備して，保育所を作った
り，小学校・中学校の教育方針を調布市独自のものを打
ち出したり，犯罪の少ない安心して長く住めるまちづくりに
取り組んでもらい，若い世代にたくさん住んでもらうようにし
てほしい（→活気が出て市もうるおう）。 

地産地消の意識が低い。 農地がどんどん少なくなっているが，ＩＴ技術を活用して農
作物生産の工業化も可能になっている。調布市内で作ら
れた農作物を一定量以上使用する飲食店には「新鮮・安
心」のマークを付与するとか・・・。 

企業の進出が少ない。 ＩＴビルや企業の事務センターなどの誘致を。 
宿泊施設を増やしたほうが良いと思う。 市内に滞在する人が増える。 
企業の誘致。働くところがない。新宿しか。 大きな会社ができるといい。二子玉みたいに。 
財政政策。 企業の誘致。 
働ける企業が少ない。 有力なＩＴ企業（その他の企業）等の誘致等。 
通勤が大変（京王線の混雑）。 調布市付近にもっと企業をふやす。 
調布には企業や商業施設が少ない。ターミナル駅としても
っと活気のある街づくりをしていかないと，調布は廃れてい
く。 

映画の街調布！と言うからにはユニバーサルスタジオを
誘致するくらいのことをしてほしい。大テーマパークができ
れば調布に訪れる人も増え，活気溢れる街になる。大企
業の誘致も必須だと思う。 

映画の街を標榜するならば。（17-1に再掲） 映像産業の誘致，電通大との連携。既存の事業社との連
携により新たな育成機関を創設。 

先端科学技術に乏しい。 電気通信大学との連携により，防災・減災の情報化。自
然エネルギー利用を推進する。 
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＜17-1_「映画のまち調布」の推進（18件）＞ 

課題  改善（解決）策 

映画のまちの認知度の低さ。映画に近い気がしない。 ＰＲとイベント等盛り上げ 
映画の町なのに映画館がない。また，なぜ映画の町なの
か実感がわかない。 

映画館を作る。過去の映画など学ぶ施設を作る。 

映画の街調布。イベントによる来街者はその期間だけの
一時的なものになりやすい。 

一案です。本格的な撮影機材，設備または準じたもので
来街者本人たちが監督や主人公となり，短編動画を撮影
でき，スマートフォンに取り込めるようにする。マニアはもと
より，若者層に興味を持ってもらい，口コミで広がり来街者
が増えればと思います。ストーリーは，本人たちが用意した
り，こちらで工夫したり，キャラクターを用意したりで良いと
思います。 

映画の街をアピールするのに，定期的に昔の特撮映画の
上映があったら面白い。大スクリーンで見たい。 

 

水木しげる，映画などを含め，文化的な側面を全面に打
ち出す。 

 

もっと映画の街をＰＲする。 映画祭（大映，東映など市内にある会社の）と，それに合
わせた産業観光。 

映画館がない！映画の街って言っといて，ないのは問題
だと思います。 

映画館を作るべきだと思います。 

映画のまち調布。 国内外に関わらず，古い作品や珍しい作品を上映する。 
映画の街を標榜するならば。（16-5に再掲） 映像産業の誘致，電通大との連携。既存の事業社との連

携により新たな育成機関を創設。 
映画の街の復活。  
映画の街としてのイメージがない。 シネコンや商業ビルの充実，誘致を進める。イベントの開

催。 
映画の町となっているが撮影所を見学する機会がない。 撮影所の見学施設設置。 
映画館，美術館，画廊他，文化施設。（19-2に再掲） 映画の街といいながら無い。きちんとした映画館を作るべ

きなのでは？美術館などの近くで著名な方々の展覧会，
個展など見られるように。 

映画やドラマなどのロケ地を調布へ。  
住むには良いと思うが，訪問してみたいと若い人が思える
ものがない。スポットや店（日常の買い物以外の店やカフ
ェなど）がない。（17-2に再掲） 

映画やアニメの聖地巡礼ができるスポットを造ったりして
みるように誘致する。鬼太郎以外のものも必要。駅出てす
ぐに住宅地になってしまうが，個人店がたくさん集まり，買
い物を楽しむ町づくりが必要。 

調布市のよさがわからないし，あってもたとえ住んでてもわ
かりづらいので，他地域との違いとして魅力を広げてほし
い。（13-2，14-1，22-1に再掲） 

商業施設はもちろんだが，映画，図書館，スポーツ施設
などの住む上で文化的，健康的な街にしてほしい。地域
の人たちと自然にコミュニティが作れるようになるといいか
も。 

調布駅周辺が地味。買い物や散歩するには道幅が狭
い。映画の街に似合うようにする。（22-1，24-1に再掲） 

歩道を広くする。商店を増やす（パチンコ屋などは減ら
す）。休日に出かけたくなるような雰囲気にする。 

公共交通の整備，利便性の高い街作りをしないと若い世
代に魅力のない街となり，安いから住むというイメージにな
る。調布のブランド化を推進したら良いと思います。（14-
2，21-2，22-1，23-1，25-1に再掲） 

スポーツ・映画・街並みの美しさなど。住環境の整備も必
要。子育て世代の住みやすい街。 

 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 17 魅力ある観光の振興 67 

17-1 「映画のまち調布」の推進 18 

17-2 地域資源を活用したにぎわいの創出 33 

17-3 特色ある観光情報の発信 16 
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＜17-2_地域資源を活用したにぎわいの創出（33件）＞ 

課題  改善（解決）策 

行事が少ない。 夏祭り等を行う。 
「深大寺そば」が有名なのに調布駅の近くにはお店がな
い。 
調布名物のおみやげ品を買ってプレゼントしたい時に，駅
の近くにはお店がない。 

調布の「道の駅」のようなお店（深大寺そばや鬼太郎グッ
ズを販売）を作る。 

深大寺･多摩川などの調布の景観をアピールする。 今年の流行語にもある「聖地巡礼」となるようにＴＶドラマ
やアニメに調布を使ってもらえるようにする。 

海外の人向けの和風宿泊施設がない。 民泊の活用。 
調布花火大会は大変良いと思う。 ただし，時期の再考をお願いしたい。駅から会場まで距離

があり，行き帰りを考えると躊躇してしまう。秋や春の開催
でも良いと思う。秋のときは何度も足を運びました。 

流行に振り回されないで，我道を行く。昔の調布駅の雰囲
気が好き。今あるものを古くてステキなもの，歴史を感じさ
せるものを残す。コンクリートの建物を減らす。かぶき屋根
の家に住む人の税金なし。アスファルト→溶岩石，石畳。
いろいろ決める人はセンスを磨いて少し先を見て決めてほ
しい。 

精神的な成長を促せるようなお坊さんのセミナー→これ
からはここが大切。おいしいおそば。季のいろどりのような
温泉場。高尾山の温泉は×。くつろぐ場所が６畳くらいし
かない。行く気になれない。表面だけじゃなくて，利用する
人の気持ちを思いやって色々決めてほしい。土地のものを
食べると元気になるので，調布の野菜はおいしいアピー
ル。地球に優しい町にするアピール。意識の高い人が集
まる。 

季節ごとのイベントを更に盛り上げたい。 調布花火大会，野川の桜ライトアップなど，現在行ってい
るイベントの強化をするとともに新しいイベント（別の場所で
夏祭りをやったり，冬なら大きい規模のイルミネーションを
やったり）を作れるといい。 

文化会館など公共施設での企画展の充実。 若者や子どもでも楽しめる企画があればもっと訪れたくな
ると思う。「水木しげる展」など。 

落ち着いて住みよい環境だが，移住にはいまひとつ決め
手に欠ける。 

調布ブランドのようなものを打ち出していく。 

（訪れてみたい）ビックネームの活用。 東京スタジアムに若者に人気のアーティスト公演を招聘
する。神代植物公園，深大寺近辺に年配者のくつろげる
オシャレなカフェを誘致する。 

市の活性化。 商業，観光，味スタ，深大寺周辺，調布飛行場（定期便）
などを向上させてください。 

近場のよみうりランドなどとは違うテーマパークの誘致。  
川の周辺が目立たない，もったいない。 バーベキューをできるようにする。 
調布市の名産品の開発。  
人を呼ぶにはイベントで目立つ？！ 平らな甲州街道を利用して長い綱引きを全国的につどい

（ギネス的），人数，年齢もいろいろと制限したりして男女
（入り混じり）道を閉鎖して行う。ムリだナ。 

深大寺をもっと前面に押し出す。 水木しげる先生の作品をたくさん若い世代に読んでもら
う。全国の図書館へ本を置く。 

調布に来てから鬼太郎バスを見てかわいい！と思った
が，他の市の人は全く知らないと思う。 

鬼太郎（妖怪）をもっと全面に出す狙いで，ハロウィンパレ
ードなどどうでしょう。 

街の“特徴”をもっと確立すべきです。今は中途半端で
す。 

 

鬼太郎はおばけなので，イメージが暗く，市のイメージも落
ちると思います。 

もっと明るい植物園の花などでキャラクターを作ったらい
かがですか。 

味の素スタジアムのような「調布といえば」の代名詞になる
場所，お祭りなど増やす。 

調布になにがあるの？と言われて思いつかないので，オリ
ンピックなどで少しでも世間が調布に目が行くようにする。 

住むには良いと思うが，訪問してみたいと若い人が思える
ものがない。スポットや店（日常の買い物以外の店やカフ
ェなど）がない。（17-1に再掲） 

映画やアニメの聖地巡礼ができるスポットを造ったりして
みるように誘致する。鬼太郎以外のものも必要。駅出てす
ぐに住宅地になってしまうが，個人店がたくさん集まり，買
い物を楽しむ町づくりが必要。 

「調布市」だという何か売りがないかなぁ～。 その何かが思いつかない。 
若者向けのものがない。 街コンとか・・・。 
大きなイベントが少ない。  
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来訪したメリットを作る。（17-3に再掲） 市外から来て，ＦＢで調布市を登録してたら深大寺そばを

大盛りにするとか，調布市長の名前が言えたら50円引き
とかイベントを企画して市外の人にアピールする。 

木島平とセットになった調布観光ツアーなど（外国人向け
も含む）。 

 

ソニンの国領という歌が定着していない。高田純次の出身
地は国領。日本で最初にポツダム宣言を傍受した国領。 

京王線国領駅の電車到着メロディにソニンの国領，布田
駅は日活，京王多摩川駅は大映の映画のテーマ。 

子どもが行きたくなるようなテーマパークがほしい。 深大寺周辺の何処かに「ジブリの森」や「ドラえもんミュー
ジアム」のような「ゲゲゲの鬼太郎の森」のようなものを作
る。 

深大寺の観光客を増やす。（22-3に再掲） イベント・駐車場を増やす。 
深大寺エリアの観光開発。（22-3に再掲） 若年層や女性を引き付ける京都のような街づくり，店舗構

成を立案。散策エリアとしての開発を広範囲で実施。 
 自然あふれる町，治安のいい町にすることが大切なことと

思う。また，深大寺のような観光客を誘致できるようなも
のを整備宣伝していくことが魅力ある住みやすい街にする
ために大切と思う。（02-2に再掲） 

調布の動脈は甲州街道（国）中央自動車道，京王線
（民）。 

調布市だけでできる事は多いようでそうでもない。オリ・パ
ラの調整を見ても国か都近隣区市，民営企業との良好な
関係が大切と思う。これまで以上に連携をはかってＷＩＮ/
ＷＩＮに盛り上げていけたらと思う。市内からだけでなく市外
からの（国外から）見る目を重視したい。 

・多摩地域，周辺市との連携エリア協業（連合エリア年）。 
・姉妹都市アピール。 

・長野全域での姉妹都市連携イベント実施。 

＜17-3_特色ある観光情報の発信（16件）＞ 

課題  改善（解決）策 

それほど特長がない。 古代からの歴史を背景とした街のＰＲ（内外へ）。 
調布がどこにあるのか知らない人が多い。 調布市の公式Ｙｏｕｔｕｂｅチャンネルを作り，観光情報（花

の見ごろとかグルメ）をのせる。ミュージックビデオのロケ地
に誘致する。 

駅前の案内が少ない。 主だった建物の表記，深大寺など行きたいところへはどう
したらいいかのわかりやすい案内の設置。 

アピールする。 チラシ，ラジオ，ＴＶなどに出す。 
来訪したメリットを作る。（17-2に再掲） 市外から来て，ＦＢで調布市を登録してたら深大寺そばを

大盛りにするとか，調布市長の名前が言えたら50円引き
とかイベントを企画して市外の人にアピールする。 

調布市を知ってもらう。 宝塚歌劇団宙組の瑠風輝さんに観光大使に就任してもら
い，調布市の魅力を伝える。ふるさと自慢でおそばとお話
しされていました。 

住んでいて特に不満はないが，これといったアピールポイ
ントも思いつかない。 

調布といえばこれ，というものをつくり，それをアピールして
いく。 

調布のイメージがあまりない。 深大寺，味スタ，飛行場，ＪＡＸＡなどもっと宣伝する。 
深大寺周辺は自然豊かで素晴らしいと思うのですが，意
外と知られていない気がします。 

交通が不便なのとＰＲが足りないと思う。調布にも全国区
になるようなゆるきゃらを誕生させましょう。 

調布市の歴史を教える（知ってもらう）。※近藤勇，深大
寺・・・など。 

チラシ，ラジオ，ＴＶなど。 

調布の個性を生かした広報活動。  
神代植物公園をもっと広める。  
ブルーベリー，キウイ，ぶどう，梨などの果樹園がたくさん
あるのに知られていない。 

もっと農家の方に協力してもらってＰＲすると良いのでは？ 

駅を降りたらⓘ（インフォメーションセンター）がほしい。日
本人でも外国人でも改札を降りたら迷っている人が多いの
で。（22-2に再掲） 

調布コンシェルジュを置く。 

市内の観光地への案内板，もより駅にわかりやすい地図
とか，案内窓口コーナーを新設してはどうでしょうか？（ポ
スター，チラシなど）。 
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認知度アップ。 市内案内，観光のためのボランティア制度の充実（募集と
教育）ならびにその周知。 

 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 18 都市農業の推進 6 

18-1 いきいきとした農業経営 0 

18-2 農のある地域づくり 2 

18-3 農地の保全 4 

 

＜18-1_いきいきとした農業経営（0件）＞ 

― 

＜18-2_農のある地域づくり（2件）＞ 

課題  改善（解決）策 

「都心に近い農園」を増やす。 ブルーベリー農園，ぶどう農園など，季節毎に若い人達や
子供連れなどが楽しめる農園を増やすことによって，市外
からの人たちを呼び込む。 

大農家が所有する農地は広い自然を残すことにもなる
が，耕作放棄や能率の悪い経営など目に余る。農地が農
家だけで独占されるのではなく，活気ある活用が望まれ
る。（21-1に再掲） 

農政大改革。農地の市民への解放，市民農園などやる
気のある市民に広い農地を供給してほしいと思う。 

＜18-3_農地の保全（4件）＞ 

課題  改善（解決）策 

 田畑のある風景も調布の，魅力です。 
火災の延焼対策。（01-2，21-1に再掲） 畑が少なくなり，生産緑地も減少する中，戸建てが急増し

ているが，木造密集地域の拡大を都市計画で規制できな
いか？  

武蔵野の原風景の保全。 水路の復元，都市農地の公共利用。 
自然環境の保護。（27-1に再掲） 農地活用。 

 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 19 芸術・文化の振興 6 
19-1 市民の芸術・文化活動の促進 2 

19-2 芸術・文化施設の整備・運営 4 

 

＜19-1_市民の芸術・文化活動の促進（2件）＞ 

課題  改善（解決）策 

 観劇，コンサートなどの内容が身近なものであってほしい
（府中の芸術劇場のように内容が豊富で）。 

文化に乏しい 桐朋学園等市内の音楽を演奏する場を増加させ，生の
音楽が溢れる街にする。パイプオルガンの設置。 

＜19-2_芸術・文化施設の整備・運営（4件）＞ 

課題  改善（解決）策 

図書館など文化施設の充実。（13-2に再掲） 学芸員の充実。会議室などの充実。 
文化施設の充実。  
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美術館，音楽ホールなど芸術施設の不足。 施設の建設，使いやすい練習場の設置。 
映画館，美術館，画廊他，文化施設。（17-1に再掲） 映画の街といいながら無い。きちんとした映画館を作るべ

きなのでは？美術館などの近くで著名な方々の展覧会，
個展など見られるように。 

 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 20 地域ゆかりの文化の保存と

継承 
1 

20-1 歴史・文化遺産の保存と継承・活用 1 

20-2 
武者小路実篤を核とした地域ゆかりの歴史文化・資

源の保存と継承・活用 
0 

 

＜20-1_歴史・文化遺産の保存と継承・活用（1件）＞ 

課題  改善（解決）策 

郷土資料館をもっと魅力あるものにする。 展示内容を変える。 

＜20-2_武者小路実篤を核とした地域ゆかりの歴史文化・資源の保存と継承・活用（0件）＞ 

― 

 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 21 良好な市街地の形成 41 
21-1 適正な土地利用の推進 18 

21-2 景観まちづくりの推進 23 

 

＜21-1_適正な土地利用の推進（18件）＞ 

課題  改善（解決）策 

大農家が所有する農地は広い自然を残すことにもなる
が，耕作放棄や能率の悪い経営など目に余る。農地が農
家だけで独占されるのではなく，活気ある活用が望まれ
る。（18-2に再掲） 

農政大改革。農地の市民への解放，市民農園などやる
気のある市民に広い農地を供給してほしいと思う。 

来客を泊める部屋がない。来客のお世話もきつくなってい
る。足腰が弱っているので。 

民宿のような易くて気軽に泊まれる施設が団地の近くにあ
ると便利。オリンピックの宿泊施設としても使えるのでは？
場所によってはバスの運行も便利。 

駅から15分北と南の住宅街はスーパーがない。老人時
代に。 

ミニスーパーの充実。 

宿泊施設が少ない。  
公共施設の充実（民間の施設が増加している？）。 増加させるｏｒ安くする+雇用を生む。 
大型ショッピングモール。  
 田畑や空地が広くあってもビルや住宅ばかりになる。市民

の役に立つように施設や病院を作ってほしい。 
火災の延焼対策。（01-2，18-3に再掲） 畑が少なくなり，生産緑地も減少する中，戸建てが急増し

ているが，木造密集地域の拡大を都市計画で規制できな
いか？  

たとえば，代官山周辺，近所では府中駅周辺。 調布市に10年計画ぐらいの長期的な思考がほしい。 
駅の案内がスムーズに行くように標記。ボランティアの人
がたくさんいますように。（22-2に再掲） 

 

深大寺など駅からのバス利用がわかりにくいのではない
か。（22-2に再掲） 

バス乗り場についての案内を駅に詳しく出してはどうか。 

駅前開発だけでなく，更に広範囲の住環境への配慮を。  
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パチンコ屋など不健全なレジャー施設。 強制退去。 
住環境スペースの確保（市人口増加傾向の中で）。 世代交代により土地，建物の変化が著しい中，一定のス

ペース感が必要と思われる。 
マンションが増えすぎて，人口は増加するが電車が混雑
する，且つマンションも空き部屋も残っている。もう少し高
さ制限を設けるか，建設制限を設けるべき。 

 

いい環境を保つことが必要だが，人口が増え建物が乱立
し，道路も渋滞，どこも混雑となっては住めるものではな
い。人口の流入と流出のコントロールをし，環境の整備と
継続できているだろうか。 

調布を魅力的な市にし，それを継続させるには，都と連携
して人や物の量のバランスを取ってもらい，さらに日本全
体としてのバランスが取れないとどの街も住みにくく過ごし
にくい場所になる。他の地域とのつながりが互いの活性化
を促せれば良いと思う。 

街づくり，くらし，福祉，素晴らしいところもありますが，全体
的に洗練された印象がありません。他の市町村，市民，
専門家，もっと様々な意見を取り入れて，革新的な発想
への転換をお願いします。 
特に街づくりについては，一部の駅に集中しており，それ以
外は手つかずといった印象です。駅から離れた地域にも
目を向けてほしいと思います。 

 

調布駅周辺の開発が中心となっている。 調布駅以外の地域の開発。（駅から離れている地域な
ど） 

＜21-2_景観まちづくりの推進（23件）＞ 

課題  改善（解決）策 

見た目，街並みが雑然している感がある。（他の沿線と比
べても） 

自然との調和がとれた計画的な宅地造成。無電柱化の
検討。道路拡張整備推進。 

景観（緑・木々）  
すっきりした町並み，美観をヨーロッパのように市が指導す
る。 

看板等を出来る限り減らす。のぼり旗を禁止。建物もコン
セプトを大切に共通項を増やす。 

空が見えるように，高い建物の許可は出さないで下さい。
（箱もの（マンション）を作るときの許可） 

 

大きな建物を今以上に建てない。空が見える街づくり。  
いろいろあろうが，電力通信のための電線くもの巣←醜悪
の解消。 

すべて地中化させるなど。 

調布駅周辺の建物の整備。道路，歩道の狭さ改修。
（22-1に再掲） 

公共サインを充実させる。街路樹など統一をもって整え
る。 

街並みがきれいになると「住みたい街ランキング」にも載り
ます。お年寄りの家の植木や小さな公園の植木をいつも
きれいに刈り込むことを行政主導でなにかできないでしょう
か？ 

専任の庭師を市の職員として数名採用する。とにかく年
中植木をきれいにして回る。②クリーンアップの日と同様，
近所総出で刈り込みをする。 

調布駅前の景観が悪い。（22-1に再掲） 市外の事例に学んで美しくする。 
多摩川の景観。 調布市の最高の財産は多摩川が近いということだと思う。

ここにもっと手をいれ整備し，他所から訪れた人に住みた
いと思ってもらう必要がある。多摩川を含め，市全体の景
観を良くすべきである。 

調布駅周辺の工事完成が待ち遠しいが，どの程度景観
が改善されるのか不安。（22-1に再掲） 

街並みの景観に対する条例があっても良いとおもう。喫煙
場所の設置も現状には不満。 

町中に花があふれ，美しく明るい緑多い街にする。（22-
2，27-2に再掲） 

駅周辺や町に花を植える。 

街並みが田舎くさい。 照明，建物すべて改良が必要。 
景観の保存。 自然・文化等変わる事なく楽しめるよう子供達に伝えてい

ってほしい。 
駅前の商業施設および景観の整備。（22-1に再掲） 若い世代にとって魅力的な商業施設を充実させることに

より，町が活性化すると思う。 
調布駅からバスに乗る際に，どのバス停からのったらいい
のかわからなくて車掌に聞いたり，並んでいて聞かれるこ
とがある。路線が充分にあるが為にわかりづらい。（22-1
に再掲） 

南口，北口とも改札を出てバスターミナル手前に乗り場案
内があると分かりやすい。 
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調布駅前開発。（02-2，22-2，27-1に再掲） 調布は都心に近く，自然の残る緑の多い街で，とても気に

入って住み始めてもう20年近くになりますが，最近は駅前
マンションが増え，高層ビルがどんどん建設。駅前の景観
が変わってしまい，少し残念に思います。便利になるのは
とても嬉しいことですが，自然，広場（空間）を残すのも大
切だと思います。人も増え，防犯対策をしっかりやってほし
いと期待します。 

調布駅前のバス乗り場で経路がわかりづらい。（22-2に
再掲） 

初めて調布駅前を訪れる人も分かりやすく。 

公共交通の整備，利便性の高い街作りをしないと若い世
代に魅力のない街となり，安いから住むというイメージにな
る。調布のブランド化を推進したら良いと思います。（14-
2，17-1，22-1，23-1，25-1に再掲） 

スポーツ・映画・街並みの美しさなど。住環境の整備も必
要。子育て世代の住みやすい街。 

緑化促進。（27-2に再掲） 緑を増やす。 
看板や商店のサインなど，統一できる部分は統一する。 

景観（29-2に再掲） ゴミ等で汚れていないきれいな町並み。 
町のインフォメーションパネルの充実。 高齢者や子ども及び外国人選手にも分かりやすい内容に

する。 
問57の「多言語表記を含めた公共サイン」の整備。 標識や看板など，早急に作り変えていくこと（現在はあまり

にも少ない）。 

 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 22 地域特性を生かした都市

空間の形成 
112 

22-1 魅力的な中心市街地の形成 71 

22-2 駅周辺におけるまちづくり 38 

22-3 深大寺地区におけるまちづくり 3 

 

＜22-1_魅力的な中心市街地の形成（71件）＞ 

課題  改善（解決）策 

世田谷区の様にブランド的な発信地となる美味しいオシャ
レなレストランや流行発信出来る若者を呼ぶ。 

美術大学を調布市に移設させる。 

娯楽商業施設が少ない。吉祥寺のように商業施設・居
住・娯楽施設・自然のバランスを良くする。 

人が集まる。経済面でも市が活性化すると思う。 

商業施設が少ない。特徴がない。市外の人が調布に降り
るなら府中・聖蹟・八王子の方が発展しているから，そちら
に降りた方がよいと言う。または調布を通り過ぎて新宿ま
で言った方がいいという意見が多い。 

大型ショッピングモールなど集客力のあるものを導入す
る。小さい店舗なら仙川のようなおしゃれなお店を作る。 

街の活性化。 ・お洒落なカフェなどとにかくない。女性が入りやすい店な
ど増やしてほしい。 
・クリスマスのイルミネーションなど。 

ゲーム・カラオケなどの店が多すぎるように思います。 もっとおちついた店構えの方が街として歩きたくなると思い
ます。 

駅前にしか商業施設がない。スポーツ施設，公園，温泉
の活用，アピール。 

ショッピングモール施設。無料開放キャンペーン，イベント
企画，公園キャンプ場作り，大型温泉施設。 

駅前の商業施設および景観の整備。（21-2に再掲） 若い世代にとって魅力的な商業施設を充実させることに
より，町が活性化すると思う。 

街を歩くと楽しくなる，人を街によびたくなり，来町者を多く
する。 

今，町中の道を改良して，そこを歩くと楽しくなる。これを
街中に施せば行って見たい町となると思います。 

調布市のよさがわからないし，あってもたとえ住んでてもわ
かりづらいので，他地域との違いとして魅力を広げてほし
い。（13-2，14-1，17-1に再掲） 

商業施設はもちろんだが，映画，図書館，スポーツ施設
などの住む上で文化的，健康的な街にしてほしい。地域
の人たちと自然にコミュニティが作れるようになるといいか
も。 
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電気屋や外食するところが少なすぎる（ベッドタウンなの
に・・・），もう少し誘致を考えてほしい。 
飯屋（外食） 
・中華→福しん，東秀，餃子の王将，満州ギョーザ 
・洋→ジョリーパスタ・和→富士そば，すき家，かつ家，お
にぎり家 
・買物→イオンモール・家電→ビッグカメラ，コジマ（関東
村跡地にでも・・・）ぐらいは誘致してほしい。これがすべて
進出してないなんてありえない（好立地条件なのに）。ベッ
ドタウンとか言ってもこれがないのはあまりに不便←単身
者，学生は特に（すた丼，カレー屋，日高屋，牛丼チェー
ン，うなぎ）ぐらいとかって・・・。何とか積極的に参戦を考
えてほしい（調布のあだ名が〝陸の孤島"って言うくらいだ
し）。 

単身者やファミリーの住みやすい街になる。 

調布駅の最近の町づくり計画不足。 中心となる調布駅はマンションやショッピングビル，映画館
が増えるだけでは魅力的とはいえない。他とは違う，特長
のある街作りを期待したい。例を上げると，仙川駅付近
は，建物の形，喫茶店のおしゃれ度，ショップのセンスの
良さで町のイメージが数段アップした。建物の大きさでは
なく，人を引き寄せるセンスが大切と思う。 

調布市内にはパチンコ屋が多すぎる。映画の街と唄って
いるが，調布はパチンコ屋の町だと思われていそうです。
誠に悲しい状況です。 

簡単にいかないでしょうが，「隗より始めよ」です。こういう
見方をして見て下さい。 

新宿から特急で15分と便利なため，買い物は都心へ出
てしまう人が多い（調布駅前は中途半端に見える）。 

都心にある有名店などの誘致。吉祥寺に住んでいる人が
「ここには大抵のお店はあるので，買い物にわざわざ新宿
には行かない」と言っていました。 

商業施設が田舎くさい。（16-3に再掲） 店舗があか抜けるように，商品，スタッフなどを考えてほし
い。 

センスが悪い。（16-3に再掲） 若い世代が魅力を感じる様，専門家が入って街づくりをす
べき。 

大型商業施設があってもいいのでは？調布は電気店が
ほとんどない。 

 

都市開発が下手すぎる。誰が考えているのか，これでは
人も集まらず，豊かな調布にならない。 

東急沿線の二子玉川・武蔵小杉・たまプラーザは都市開
発が成功！！今の時代のニーズに合うように作るべし。 

日用品の買い物ができる場所の充実。 スーパーや飲食店，ドラッグストアを増やしてほしい。 
市街地で子どもの遊び場がない。（27-2に再掲） 芝生の公園，緑道を作る。イメージは池袋南公園。カフェ

と芝生と遊具のある場所を駅近くに。 
調布市の再開発。 思い切ってやった方が良い（中途半端にせず）。イメージ

をよくしてほしい。 
駅前の商業施設の充実。現状は他の地域からの集客は
少なそう。土日は車で他の地域に出かけてしまいます（二
子玉川など）。子どもを遊ばせられて親もリフレッシュでき
る場所がない。（04-1，16-1に再掲） 

子どもが遊ぶスペースを作る。 

高齢者を大切に。（08-2に再掲） 街のバリアフリー化。健康推進のために高齢者用プールを
作る。 

税収が見込める大きな企業を誘致したり，子育て世代に
定着して長く住んでもらうために魅力的な街作りをする。
（02-2，04-4，05-4，16-5に再掲） 

駅周辺の道路や商業施設を整備して，保育所を作った
り，小学校・中学校の教育方針を調布市独自のものを打
ち出したり，犯罪の少ない安心して長く住めるまちづくりに
取り組んでもらい，若い世代にたくさん住んでもらうようにし
てほしい（→活気が出て市もうるおう）。 

駅前のパチンコ屋・ゲームセンターをなくす。  
調布駅近辺の地下化に伴って，線路だった場所が空き
地になって放置されている。 

何かに有効利用してほしい。例えば駐輪場や文化施設
へ。何もないままだと景観的にもどうかと思う。 

京王線の跡地利用。 市民のみならず他方面から利用活用できる事を前面に考
えてほしい。 

鉄道線路跡の利用。 魅力ある形で早期に実施。 
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京王線の地下化に伴い，線路跡が放置されている。とて
ももったいない！ 

線路跡地に桜並木を作り，カフェやレストラン，公園などを
設置してほしい。（若者対象の） 
桜並木のライトアップをし，目黒川の桜並木を超える街
に！ 

駅の周辺に緑・木々を。  
調布駅周辺の建物の整備。道路，歩道の狭さ改修。
（21-2に再掲） 

公共サインを充実させる。街路樹など統一をもって整え
る。 

調布駅前の景観が悪い。（21-2に再掲） 市外の事例に学んで美しくする。 
調布駅周辺の工事完成が待ち遠しいが，どの程度景観
が改善されるのか不安。（21-2に再掲） 

街並みの景観に対する条例があっても良いとおもう。喫煙
場所の設置も現状には不満。 

自然体に緑豊かなよい場所なのに，調布駅前がパチスロ
など娯楽施設が目立って落ち着かない印象になっていて
もったいない。 

駅前の娯楽施設を道一本裏手に移転させるなど整備。 

調布駅周辺の環境。ゲームセンター・パチンコ・風俗店。 なくなってほしい。 
調布駅の出口からの案内がわかりにくいらしく，初めて訪
れる友人などは，どの出口を出たらいいかなどが，わかり
にくいらしい。 

改札の外，地上出口にわかりやすいマップや公共の建物
の室内坂などがあれば，道にも具体的な標識があればと
思います。 

深大寺，植物公園など自然は豊かであるが若者が来るよ
うな店がない。 

駅周辺を中心に魅力ある店舗を増やすこと。 

企業城下町にするべき（調布駅），にぎわいの創出。 東急ストア周辺を再開発し豊島区のように市庁舎の移転
と誘致を目指すべき。 

調布駅周辺の道路を早く整備してほしい。  
調布駅前の整地，整備の推進をはやく。  
調布駅前の整備 早期に安全できもちよく利用できるよう整備してください。 

雨にぬれないバス停とタクシー乗り場 
駅前の整備。 現在進めている調布駅前の整備を早急に完成させてほし

い。都内からも若い人たちが買い物やレジャーに来るよう
な特色がほしい。 

古く雑然とした調布駅前。 仙川駅周辺のような整備された街並。 
調布駅周辺に大きな商業施設が無い。 イオンモールなど誘致する。 
調布駅周辺の利便性が悪い。 開発を進めていただき，買い物や銀行などで用事を済ま

せやすくしてください。 
調布駅前の一層の充実化。北口はやや歩きにくいので，
道路の整備。 

・イベント。 
・歩行者道路の整備。車と人の道路を峻別して人の歩き
の賑わいが必要。仙川のように。 

調布駅からバスに乗る際に，どのバス停からのったらいい
のかわからなくて車掌に聞いたり，並んでいて聞かれるこ
とがある。路線が充分にあるが為にわかりづらい。（21-2
に再掲） 

南口，北口とも改札を出てバスターミナル手前に乗り場案
内があると分かりやすい。 

調布駅前のバスロータリー，徒歩の立場では利便性が低
い。 

 

駅前広場が出来上がるのが楽しみ。それからでないとわ
からない。 

 

調布駅前の商店街の活性化。 もう少し利用しやすい施設など増やしてほしい。 
調布駅で買い物のため乗降する人を増やす。 駅ナカを充実させる。改札中で商業スペースを作る。 
個人として思うこと，検討お願いします。駅前再開発に力
を入れておりますが，大事な皆が望んでいる公衆トイレを
１日でも早く作ってほしい。 

 

調布駅周辺が地味。買い物や散歩するには道幅が狭
い。映画の街に似合うようにする。（17-1，24-1に再掲） 

歩道を広くする。商店を増やす（パチンコ屋などは減ら
す）。休日に出かけたくなるような雰囲気にする。 

30年以上前に調布に移ってきたのですが，特にこの１～
３年調布駅周辺の変化にはびっくりです。とてもモダンで
美しい街並みになってきておりますね。住んでいるものにと
ってとても嬉しい変化です。大変住みやすくて楽しみな街
になってきております。 

 

調布駅前の発展が遅いように思う（京王線跡地）。 具体的にはわかりませんが・・・。 
現在進めている調布駅の施設。 皆が求める店舗をよく考え，選んで充実させれば皆が来

たくなる（事前にアンケートを取るなどする）。 
パチンコ前にたむろしている人が駅前に多すぎる。 パチンコを駅前でない所に移設。 
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調布駅･駅前の充実。 再開発（コンセプトを持った大開発）。例）すべて木造建物
の施設など。 

調布駅周辺。 緑がない。レストラン，カフェが少ない。 
調布駅周辺の活性化。  
調布駅前に交番ができていいのですが，西側のかべが広
く開いているのに横（広場口の方向）からみると交番かわ
からず，時々交番を聞かれます。西側の壁に交番の看板
がほしいです。 

 

駅前の整備。食事処。 府中，多摩センターなど明るくて外に出た時に何かホッと
するが，調布にはそれが無く非常に暗い。知人，友人が
来る度に調布にはゆっくり食事，お茶をするところがないと
いつも言われます。 

駅前がなんとなく不便。 車道を思い切ってなくすか，歩道を増やすべき。吉祥寺
に勝ってください。せめて府中よりも便利に。 

調布駅前の整備。 バリアフリー化，緑の保全など。 
調布駅前広場の完成。 魅力ある形で早期に実施。 
環境，街づくり。（27-2に再掲） 緑と公園を増やす。パチンコ店をなくし子供が安心して遊

べる街に。 
駅周辺にパチンコが密集している。 景観も損なわれる上に環境が悪い。子育て世帯が多く住

んでいる街なので子どもが安心して歩きまわれる環境にし
てほしい。 

パチ屋をでかくしない。 パチ屋は潰す。 
公共交通の整備，利便性の高い街作りをしないと若い世
代に魅力のない街となり，安いから住むというイメージにな
る。調布のブランド化を推進したら良いと思います。（14-
2，17-1，21-2，23-1，25-1に再掲） 

スポーツ・映画・街並みの美しさなど。住環境の整備も必
要。子育て世代の住みやすい街。 

調布駅周辺の道路が狭く，商業ビルへもアクセスしにく
い。（24-1に再掲） 

道路整備や，歩道，車道，自転車専用道路の明確化を
すすめる。 

計画的に映画など街の個性を打ち出しつつ，街路樹や緑
地スペースを配備し，文化的宅地の雰囲気を演出する。
（27-2に再掲） 

調布駅をはじめとした市街地のＦｏｒｅｓｔ化。 

商業都市から優しい街づくりに変更してほしい（高層ビル・
ビル風がつよい）。（27-2に再掲） 

緑化。低層ビルにしてほしい。 

 

＜22-2_駅周辺におけるまちづくり（38件）＞ 

課題  改善（解決）策 

仙川には緑ヶ丘図書館（分室）しかないので駅前に児童
館などを併設した大きな図書館があるといい。 

 

つつじヶ丘駅にベンチがない。 せっかく深大寺方面へ行く人々が待ち合わせをするのに
ベンチがない。年寄りも多いのにいじわるだ。 

京王線の複々線化から結構な時間がたつが，周辺整備
がイマイチ進んでないように感じる。 

京王電鉄や沿線住民とのスピーディーな協議を求めま
す。 

商業施設（駅周辺）の充実 周辺の市に比べ明らかに良くない。 
大型スーパーができると聞いているが，駅から遠い（アジ
スタあたり）。 

駅周辺になにか・・・。 

中心市街地（調布・布田・国領）駅前に柴崎駅を加える。 柴崎駅前は未整備でタクシーもバスも停まらない。早急に
整備して他の駅と同等にしてもらいたい。 
踏切が開かずの踏切。他の駅よりタクシーを利用してい
る。全く不便。 

マンションが駅から近い。 国領にコーヒーショップがほしい。 
各駅に活気を感じない。 商業施設の充実。 
駅前に魅力がない。 商業施設・ロータリーなどの充実。 
駅を降りたらⓘ（インフォメーションセンター）がほしい。日
本人でも外国人でも改札を降りたら迷っている人が多いの
で。（17-3に再掲） 
 

調布コンシェルジュを置く。 



第４章 自由意見 

240 

 

調布駅や仙川駅周辺の街づくり。（24-1に再掲） 道路を広くして，ごちゃごちゃ感をきれいにする。 
駅の案内がスムーズに行くように標記。ボランティアの人
がたくさんいますように。（21-1に再掲） 

 

多摩川駅周辺の開発。 京王多摩川駅周辺にはスーパーが無いので是非出店し
てほしい。 

中心市街地は便利だが，以前住んでいた京王多摩川駅
にはスーパーが無く，不便だった。 

駅周辺にスーパーを作る。 

駅前付近，特長を持たせる。桜並木の保存。緑，道路の
整備（段差など）。 

 

国領駅，布田駅，柴崎駅などの需要のあるお店の増加。 ・市民の増加。 
･市の収益の増加。 

調布駅前開発。（02-2，21-2，27-1に再掲） 調布は都心に近く，自然の残る緑の多い街で，とても気に
入って住み始めてもう20年近くになりますが，最近は駅前
マンションが増え，高層ビルがどんどん建設。駅前の景観
が変わってしまい，少し残念に思います。便利になるのは
とても嬉しいことですが，自然，広場（空間）を残すのも大
切だと思います。人も増え，防犯対策をしっかりやってほし
いと期待します。 

仙川駅は改札が1個で混みすぎる。つつじヶ丘側だけひら
けてる。 

２ヶ所にするべき。両駅も店を作ってほしい。 

つつじヶ丘駅周り。もう少しひらけてくれると使いやすい。  
ホテルが少ない。 飛田給駅にホテルを作る。 
深大寺など駅からのバス利用がわかりにくいのではない
か。（21-1に再掲） 

バス乗り場についての案内を駅に詳しく出してはどうか。 

飛田給駅前に大きな商業施設ｏｒ飲食店。 人くるから！！ 
いいところなんでしょうが，柴崎辺りの町おこしをして，京王
線各駅どの町にも行ってみたいと思う何かが作れたらと思
う。 

 

他の都内に住んでいる知人が，調布へ来ると店の数が少
ないという。 

駅周辺の整備（自転車置き場の設置〔特に仙川〕）（駅周
辺の区画整理〔特に柴崎〕）にともなって買い物客が増え
る→店の数も増える。 

駅前の活気がない。 オープンカフェを作る。違法駐車をなくす。車道と歩道を
はっきり分ける。イベントをしやすいスペースを作る。 

道路が狭かったり，駅前に商業施設が少ない。 施設を作る。 
調布駅前のバス乗り場で経路がわかりづらい。（21-2に
再掲） 

初めて調布駅前を訪れる人も分かりやすく。 

子育ての環境整備。（04-1，27-2に再掲） ・駅周辺の整備。 
・駅周辺に公園。 
・近隣から遊びに来てくれるような街づくり。 

駅周辺の商業施設に魅力がない。（16-1に再掲） 調布を代表するオリジナリティーある商店街を，市主体で
経営する。 

駅前の景観をもっと良くするべき。 駅前に緑を増やす（壁面緑化など）。 
町中に花があふれ，美しく明るい緑多い街にする。（21-
2，27-2に再掲） 

駅周辺や町に花を植える。 

富士見町４丁目は夜は静かでいいが，ちょっと買い物でき
る所が全くない。 

少なくともコンビニなどを誘致して欲しい 

電車踏切時間の長さ。 早く高架化して踏切なしにしてほしい。 
西調布駅から南の道路が狭い。（24-1に再掲） 道路整備。 
駅中心部の歩道整備と，自転車道の拡幅。（24-1に再
掲） 

歩道幅を従来より拡幅。自転車道も拡幅。 

仙川沿いの道路が狭く，もっと広くしてもらい，バスが通る
ようにならないでしょうか。（24-1に再掲） 

 

オリンピック関連の地域は道路整備がしっかり進んでい
る。関係ない地域（柴崎～つつじヶ丘）は手つかずで，毎
日危険と背中合わせ。転居したくなる。（24-2に再掲） 

 

仙川駅ー安藤ストリートー若葉町ー成城方面へと町が活
性化しつつあるが歩道のない道路が多く，交通量も増え
てきているため，人の流れができない。（24-2に再掲） 

安全に散策できるルートを意識した有効な歩行者動線と
なるよう，道路整備をする。 
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＜22-3_深大寺地区におけるまちづくり（3件）＞ 

課題  改善（解決）策 

深大寺の観光客を増やす。（17-2に再掲） イベント・駐車場を増やす。 
深大寺エリアの観光開発。（17-2に再掲） 若年層や女性を引き付ける京都のような街づくり，店舗構

成を立案。散策エリアとしての開発を広範囲で実施。 
調布駅，つつじヶ丘駅から深大寺へのバス停留所を広く
する。 
新宿から深大寺へのバス直行便。（25-1に再掲） 

深大寺のよさをより多くの内外の方々にしていただくことに
よって，深大寺蕎麦がよりおいしくなる。 

 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 23 良好な住環境づくり 6 
23-1 安全・安心な住環境づくり 1 

23-2 良好な居住環境の形成と支援 5 

 

＜23-1_安全・安心な住環境づくり（1件）＞ 

課題  改善（解決）策 

公共交通の整備，利便性の高い街作りをしないと若い世
代に魅力のない街となり，安いから住むというイメージにな
る。調布のブランド化を推進したら良いと思います。（14-
2，17-1，21-2，22-1，25-1に再掲） 

スポーツ・映画・街並みの美しさなど。住環境の整備も必
要。子育て世代の住みやすい街。 

＜23-2_良好な居住環境の形成と支援（5件）＞ 

課題  改善（解決）策 

住居費が高すぎる。家賃・分譲費いずれも高い。 
駐輪場・バスも高い。もっと他でお金を取れるところはある
と思う。 

安くする。もっと市民目線で生活しやすくしてほしい。 

住むには土地，物価が高い。 日本の経済問題の根本解決。 
もっと，賃貸住宅を安くなり，市営，ＵＲ，公団など充実さ
せてほしい。 

 

高齢者対策。 独居老人向け住宅の充実。 
住環境。 ・長年放置されている空き家などの対応（多摩川，桜通り

の大きな家と空地を何とかしてほしい）。 

 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 24 安全で快適なみちづくり 57 

24-1 円滑に移動できる道路網の整備 19 

24-2 人と環境にやさしい道路空間の整備 38 

24-3 災害に強い道路空間の整備・維持管理 0 

 

＜24-1_円滑に移動できる道路網の整備（19件）＞ 

課題  改善（解決）策 

布田から国領へ行くにあたって，線路沿いに行けない。 行けるようにする。 
道路に水たまりが多い。 道路の整備。 
狭い道路がまだある。 狭い道路の拡張。 
調布駅周辺の道路が狭く，商業ビルへもアクセスしにく
い。（22-1に再掲） 

道路整備や，歩道，車道，自転車専用道路の明確化を
すすめる。 

交通渋滞の緩和。  



第４章 自由意見 

242 

 

西調布駅から南の道路が狭い。（22-2に再掲） 道路整備。 
 バスの整備。道路（バスレーン）を作る。現在，時間通りに

来なさ過ぎる。 
駅中心部の歩道整備と，自転車道の拡幅。（22-2に再
掲） 

歩道幅を従来より拡幅。自転車道も拡幅。 

道路の整備。 歩道を作る，広げる。 
 道路広くて車の流れをよくする。 
甲州街道が狭くて危ない。  
仙川沿いの道路が狭く，もっと広くしてもらい，バスが通る
ようにならないでしょうか。（22-2に再掲） 

 

住宅街の道路整備。  
道路の整備  
調布駅や仙川駅周辺の街づくり。（22-2に再掲） 道路を広くして，ごちゃごちゃ感をきれいにする。 
調布駅周辺が地味。買い物や散歩するには道幅が狭
い。映画の街に似合うようにする。（17-1，22-1に再掲） 

歩道を広くする。商店を増やす（パチンコ屋などは減ら
す）。休日に出かけたくなるような雰囲気にする。 

市の顔である調布駅，市役所周辺の道路整備。 現在工事中ですが，布田駅周辺のように，清潔感ある街
並みになれば素敵だと思います。 

甲州街道沿いが非常にごみごみしており，車道が非常に
うるさい。歩道を歩いていると，同行者との会話もままなら
ない。（24-2に再掲） 

歩道と車道の間の区切りをもう少し頑張ってほしい。また，
京王線の地下化にともなう元線路のあったスペースを早く
通行可能な緑地歩道にしてほしい。 

道路が狭い。広い公園（子どもが遊べる）。（27-2に再
掲） 

 

＜24-2_人と環境にやさしい道路空間の整備（38件）＞ 

課題  改善（解決）策 

道路が車イスでは通れない。せめて大通りは歩道の中を
確保してほしい。 
杖に頼る人にも同じ。つきそい人が二人並んで通れる様
に → 新しい広い歩道の一部に柱や設備がある場所も
多い。道路計画の時になぜ気がつかないのか。 

 

歩道の安全性。  
道路のペイント。 佐須は子供が多く，また道幅が狭く，なおかつ道路には速

度数字がない為，車がスピードを出し非常にアブナイ。ま
た，一時停止のパネルが小さいため非常に見にくい。 

道路が一部狭すぎて車イスが通れない。 道路関係の所管では分かっているはずだが，新人職員に
狭い道路を車イスで走らせて，経験も含め解決方法を考
えさせる。実際には，道路の拡幅には地権者もあり困難だ
と思うが，意識の向上をはかりたい。 

オリンピック関連の地域は道路整備がしっかり進んでい
る。関係ない地域（柴崎～つつじヶ丘）は手つかずで，毎
日危険と背中合わせ。転居したくなる。（22-2に再掲） 

 

道をきれいに。（25-3に再掲） 放置自転車の連絡方法は，市は警察へと言う。警察はま
ず，市役所へと言う。どっちが正しいのか？盗難車は警察
ですと警察は言う。提案→「盗難車らしい自転車が・・・」と
警察へ言えばいいと市の方に話し，印刷も直したらと言っ
たら，「それはできません」と言われた。だから放置自転車
が増える。 

とにかく道路の整備！ベビーカーはもちろんだが，車イスも
通れない細く斜めになっている道が多すぎる。 

整備をする。広くする。 

生活道路の整備。 自転車と歩行者の分離。高齢者がシニアカーやカートを
引いて通りやすくする。段差をなくす。 

歩行者が安心できる，歩行環境の整備。 自転車の駅500ｍ以内の乗り入れ禁止。 
駅前など，車椅子，ベビーカー通りにくい。 車を入れないようにする。 
仙川方面への道路を改善してほしい。急坂で上りづらい。  
甲州街道沿いが非常にごみごみしており，車道が非常に
うるさい。歩道を歩いていると，同行者との会話もままなら
ない。（24-1に再掲） 

歩道と車道の間の区切りをもう少し頑張ってほしい。また，
京王線の地下化にともなう元線路のあったスペースを早く
通行可能な緑地歩道にしてほしい。 
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道路が未整備。 歩道を整備し，子ども，老人が安心して歩ける環境を作り

上げてほしい。 
老人，子ども，障害者のため。 歩道を広く整備する。 
京王線の不便さ，マナーレベルの低さ。 
競馬のおじさんイメージ・・・ 

自転車やベビーカー，車イスに優しい街づくり。 

道路（生活道路）の危険箇所が多い。 道路幅に比べ，交通量が多い所の整備。ミニバス路線の
見直し，歩道の確保。信号機の設置等。速度が出ないよ
うな通りにしてほしい。（野ヶ谷通り等） 

駅前は車・自転車・歩行者が多いのに，道が狭い。気軽
に出られない。 

 

仙川駅ー安藤ストリートー若葉町ー成城方面へと町が活
性化しつつあるが歩道のない道路が多く，交通量も増え
てきているため，人の流れができない。（22-2に再掲） 

安全に散策できるルートを意識した有効な歩行者動線と
なるよう，道路整備をする。 

道がぼろい場所が多い。 道路に段差ができている。穴が空いているのできれいにし
てほしい。 

遊歩道の利用は？  
歩道が狭くて危ない。  
道路は段差，傾斜のあるところが多く，ベビーカー，車椅
子，杖をついている人にとって歩きづらいです。 

 

甲州街道沿いの緑や公園はむやみに道路拡張をするの
ではなく残してほしいと思う。 

 

自転車道の整備，及び歩行者を含めたその利用ルール
の徹底。（25-2に再掲） 

・多摩川自転車道（サイクリングロード）の拡幅。 
・歩行者と自転車の分離。 
・市役所近傍の品川通り，深大寺付近の武蔵境通のよう
に十分な整備がされ，歩行者を含めた安全教育（歩行者
優先は，歩行者独占ではない）を行えば全国の市町村か
らの見学も増えると思います。 

調布は自転車で移動しやすい地形なのに，自転車での移
動が危険な道路が多いです。もっと道路整備をした方が
良いと思います。そうすると車椅子やベビーカーも利用し
やすくなるのでは・・・。 

車道の横でいいので，自転車専用道路を作る。歩道の段
差をなくし広げるなど，市でも考えていることをすすめてほ
しい。 

電線の地中化により鳥の害を無くす。  
電信柱の地中化にしてほしい。 住環境がよくなります。 
何度も書いてますが，道が狭い場所が多い。自転車，車
の通行時に危険と感じる。 

通学路など重点的に安全な環境を考えて計画して欲し
い。 

比較的狭い道が多く，通学路として利用されている通路
では絶対に子供を巻き込むような事故をおこさせてはなら
ない。 

ガードレールの設置。道路幅の拡大。スクールゾーンの導
入などまだまだやるべき道路は多くあると感じる。特に，ト
ラックの路駐が原因で子供の死亡事故があったらとり返し
がつかない。早めの対策を。 

歩道の幅。 広げる。 
歩道を広くしてほしい。  
道路の狭さの解消。 安心して歩ける歩道にするため，車道と歩道の植樹をや

めて，自転車レーンを作る。 
安心な町と自転車道路を。 車に乗ると自転車が危ないし，自転車と人だと人が危な

いしで，自転車専用があるといい。 
自転車が歩道を走る。 
後ろから歩いている脇をスピードを出して追い抜く。 
ぶつかりそうになり，コワイ。 

自転車専用ラインを車道に。 

歩道，自転車の整備（25-3に再掲） 駐輪場を増やす 
自転車専用道路の充実。 歴史・旧跡・文化財などへの自転車ルートを作る。 
他県より転居してまいりましたが，自転車利用の方がとて
も多く，安心して歩道を歩くことができません。（25-2に再
掲） 

自転車専用道路をもうけるか，自転車利用時のマナー，
安全対策など，子ども大人含め教育を充実して頂きたい
です。 

自転車が車道を使いにくい。 自転車専用道路を作る。 

＜24-3_災害に強い道路空間の整備・維持管理（0件）＞ 

― 
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施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 25 総合的な交通環境の整備 56 

25-1 公共交通ネットワークの形成 24 

25-2 交通安全対策の推進 10 

25-3 自転車関連施策の推進 22 

 

＜25-1_公共交通ネットワークの形成（24件）＞ 

課題  改善（解決）策 

通勤，通学のための交通の充実。 バスを遅くまで走らせてほしい。 
京王線は朝のラッシュ時にノロノロ運転で都心に出るには
時間がかかる。 

京王線の複々線化はスピード感を持って取り組まれること
を待ち望んでいます。 

ベビーカー世代において，京王線から他線への乗換えが
不便すぎる。 

バスがもっと幅広く（範囲）運行していると嬉しい。 

深大寺近辺に調布駅から行くにはバスしか方法がない
が，時間通りに走らないことがない（特に雨の日）。 

調布駅―深大寺―三鷹駅を結ぶモノレールの新設。 

電車路線が京王線しかなく，トラブル時に通勤帰宅難民
が発生しやすい。 

他線への交通手段（バス便）を増やす。ＪＲ中央線・南武
線・小田急線。 

公共の乗り物の増加と路線の本数。 調布駅の最終バスの時間が遅くまであれば行きたいところ
など，ゆっくり調布駅での買い物＆飲食ができる。 

深大寺周辺は訪れる人が多いが，駅から離れていてアク
セスがよくない。シーズンは渋滞もある。 

・バス優先路線。 
・ＬＲＴなど。 

国領駅は駅前にスーパーが２つもあり，徒歩圏内に更に２
つもスーパーがある。住環境もいい。それにもかかわらず
各駅停車の電車しか停まらない。新宿方面で働く人は，
国領駅を避けて調布などに住みがちになる。国領に急行
などが停まれば国領に住みたがる人が増える。国領は調
布と比べてまだまだキャパシティが大きいはず。 

国領に京王に働きかけて，急行を停めればよい（まずは
快速でもいい）。（国領にたくさんスーパーがある今のうち
に）そうすればたくさん人が増えてにぎわう。国領には潜在
的に人が集まる環境は整っている。あとは都心へのアクセ
スの利便性を改善すれば人が集まるはずだと思う。 

京王線の混雑。  
各駅停車のみの駅は不便。 京王線の複々線化。 
素晴らしい公園，自然があるのにバスの本数が少ない。
小型でもいいから本数が必要。 

小型バスで別の路線でもほしい。近くにスーパーがほし
い。 

地理的な条件は変えることができないわけですから，都心
ではないけれど郊外というほど遠方ではないという特性を
生かしていく以外には無いと思います。交通で言うと東西
には車も鉄道も大動脈がありますが，残念ながら南北に
は毛細血管しかないように感じられます。横浜市のように
地下鉄か千葉市・多摩市のようにモノレールか，はたま
た，富山市のように先端を走る路面電車か，調布市だけ
ではなくいくつかの市をまたいで鉄道を敷くべきだと思いま
す。もたもたしていると府中市に取られてしまいますよ。こ
の地域では一本できれば十分でしょうから。 

 

電車交通の改善。  
他の地域と比べると路線バス網が未発達。 ミニバス路線，路線バス等をもっと運行するべき。 
味スタへの交通手段が少ない。 京王線だけでなく，調布・府中から味スタ行きのバスを作

る。 
三鷹通りと武蔵野通りをつなぐ公共機関が貧弱で，特に
深夜は一人歩きしづらい。 

両通りを巡回するバス路線を新設し，十分間隔程度で深
夜も運行させる。 

高齢のため駅に行くのに20分かかる。 道路の幅のこともあるのでしょうが，ミニバスはぜひとも通
してほしい。自家用車がないと辛い。買い物はムリです。
高齢ドライバーの事故もあるので。 

駅までの公共交通の利便性向上。  
市内に生活上で坂道が苦になるところがある。 １回100円などでミニバス（循環バス）を運行する。値段

（料金）が安ければ気軽に乗って移動しようという気にな
る。本数も大切。 



第４章 自由意見 

245 

 

北部地区の格差。学校や図書館，行政機関などの各種
整備が進んでいない。また，市のサービスもあまり縁のな
いものが多い（京王線をあまり使わずＪＲを利用している住
民も多い）。（方針4-1に再掲） 

利便性向上の為にバスなどの整備。また，北部は三鷹市
との関わりが強いため，三鷹の図書館やタクシーなども利
用できるようにしてほしい（三鷹との連携強化）。 

調布駅，つつじヶ丘駅から深大寺へのバス停留所を広く
する。 
新宿から深大寺へのバス直行便。（22-3に再掲） 

深大寺のよさをより多くの内外の方々に知っていただくこと
によって，深大寺蕎麦がよりおいしくなる。 

子育てしやすい環境。（04-1に再掲） ミニバスを充実させて欲しい。せめて，子供は小６まで無
料に。雨の日でも遊べる公園。ログハウスのような遊び
場。 

生産緑化だった地区には保健所なども少なく，若い夫婦
は苦労している。バス交通網ネットワークの充実。（04-1
に再掲） 

郊外地区への子育て施設，金融窓口などの設置。 

公共交通の整備，利便性の高い街作りをしないと若い世
代に魅力のない街となり，安いから住むというイメージにな
る。調布のブランド化を推進したら良いと思います。（14-
2，17-1，21-2，22-1，23-1に再掲） 

スポーツ・映画・街並みの美しさなど。住環境の整備も必
要。子育て世代の住みやすい街。 

＜25-2_交通安全対策の推進（10件）＞ 

課題  改善（解決）策 

自転車の人，歩行者の交通ルール最悪。道路や他人の
家をゴミ捨て場と思っている人の多いことに驚きです。
（29-2に再掲） 

歩行者のみを守る交通ルールは廃止。自転車，歩行者
のルールを守る教育を徹底。ごみ，タバコのポイ捨てを罰
金化するルール決定。 

①マルエツ前で一時停止しない車の取締りをやること。 
②ママチャリ横行（乱暴・勝手），高齢者のフラフラ自転車
横行。 

①信号機をつける。スピード違反の取締を！ 
②時々警察による摘発せよ！ 

仙川と天神山通りの遊歩道のところに信号機をつけてもら
いたい。 

 

歩きタバコ禁止条例（駅周辺）が全く守られていない。
（29-2に再掲） 

警察は車の一時停止の取り締まりを暇な時に取り締まりし
やすい場所で待機するより，歩きタバコや暴走運転（特に
バイク）の方の取締りに力を入れてほしい。 

 駐車をしている車が多いので通りにくい。取り締まりを強化
してほしい。 

自動車運転マナーが悪い。 違法運転の取り締まり強化。 
自転車道の整備，及び歩行者を含めたその利用ルール
の徹底。（24-2に再掲） 

・多摩川自転車道（サイクリングロード）の拡幅。 
・歩行者と自転車の分離。 
・市役所近傍の品川通り，深大寺付近の武蔵境通のよう
に十分な整備がされ，歩行者を含めた安全教育（歩行者
優先は，歩行者独占ではない）を行えば全国の市町村か
らの見学も増えると思います。 

他県より転居してまいりましたが，自転車利用の方がとて
も多く，安心して歩道を歩くことができません。（24-2に再
掲） 

自転車専用道路をもうけるか，自転車利用時のマナー，
安全対策など，子ども大人含め教育を充実して頂きたい
です。 

自転車の違法駐輪をなくす。自転車のマナー向上。 取り締まり強化。意識（自転車の乗っている人）の改善。 
自転車問題。 歩道が狭いため，自転車の逆走が危ない。 

＜25-3_自転車関連施策の推進（22件）＞ 

課題  改善（解決）策 

駐輪場が少ない（新宿や府中にいってしまう）。 増やしてほしい。 
無料な駐輪場。せめて12ｈじゃなくて１日100円。  
自転車を撤去するだけでなく駐輪場を増やしてほしい。  
無料の駐輪場が少ない（調布駅周辺） 造る 
駅前の駐輪場を増やしてほしい。（現状とても少ない）  
歩道，自転車の整備（24-2に再掲） 駐輪場を増やす 
調布駅付近の駐輪場設備。相対的に自転車の数と駐輪
場の数に差がありすぎる。１日中駐輪場に立っているシル
バーセンターの方々は，あまり必要ないかと思う。 

撤去した自転車を集める場で集金したお金で駅周辺の土
地を買い，無料もしくは低料金の駐輪場をつくってほしい。 
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駐輪場 調布駅南に地下駐輪場を早く完成させてください（不要な
樹木は切って良いと思います）。 

自転車置き場について！現在駐輪場は屋根も付いてい
ない平置きになっていますが，料金がちょっと高すぎるよう
に思います。 
※府中市は１日１００円です。 

スーパー等で買物をする場合は何処も駐輪場があります
し，医院等でも完備されています。都心へ出かける時，又
は旅行～早い時間出る時等に使用したいのに９０分の無
料では何にもなりません。せめて１日だけは１００円にして
頂きたいです。１週間以内なら１０００円～１３００円位。 

駅前駐輪場の見直し。 もっとスペースを拡大してほしい。簡単に留められるものに
変更してほしい。 

放置自転車。 徹底した見回り。駅前に駐輪場を増やすこと。 
調布駅は地下になり広くなったので，自転車置き場をもっ
とたくさん作ってきれいに整備をする。無料が大変なら割
安にして１日100円とか。 

安心して通勤，通学，買い物ができるようになれば，住ん
でみたいと思う人も増えると思う。 

住みいいし，都心にも出やすいが，狭い道が多く，車も10
年前より台数が増えているように感じる。 

京王線の駅まで，自転車や車，バスを利用する事が多い
ので，駐輪場や駐車場をもっと整備していかないと・・・。 

無料駐輪場の増加（駅付近）。 サイクリングによる街の観光の仕方が増え，収益が上が
る。 

無料の駐輪場がほしい。特に調布駅。今は若いお母さん
のママチャリが大きく，それなのに一台の駐輪場の幅が狭
い。自転車の買い物が不便。 

 

駅前の駐輪場が少ない。 有料でもいいので，学生や通勤の人が，朝必ず止められ
場所がほしい。調布駅の南側（東口の方）にも立体駐輪
場を作ってください。 

駅前に無料の駐輪場がなくなってきているので，駅まで遠
い人は大変困っている。 

整備費や人件費もかかると思うが，たくさんあればゆとりが
出て，それほど乱雑におかれなくなると思う。 

自転車置き場が大変不便。  
駅周辺の駐輪場。 駐輪場を多くする。 
道をきれいに。（24-2に再掲） 放置自転車の連絡方法は，市は警察へと言う。警察はま

ず，市役所へと言う。どっちが正しいのか？盗難車は警察
ですと警察は言う。提案→「盗難車らしい自転車が・・・」と
警察へ言えばいいと市の方に話し，印刷も直したらと言っ
たら，「それはできません」と言われた。だから放置自転車
が増える。 

調布駅前，西友の無断路上駐車・停車をやめさせてほし
い。不便，迷惑，景観も悪い。 

9：00～22：00警備を常駐させる。 

調布駅前道路や市内の道路に違法駐車が多い。特に同
じところの両側。 

取り締まりの強化などしてほしい。 

 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 26 地球環境の保全 0 
26-1 地球環境保全意識の啓発 0 

26-2 地球環境保全行動の推進 0 

 

＜26-1_地球環境保全意識の啓発（0件）＞ 

― 

＜26-2_地球環境保全行動の推進（0件）＞ 

― 
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施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 27 水と緑による快適空間づく

り 
44 

27-1 水と緑の保全 16 

27-2 水と緑の創出 26 

27-3 深大寺・佐須地域環境資源保全・活用の推進 2 

 

＜27-1_水と緑の保全（16件）＞ 

課題  改善（解決）策 

緑と便利性，コンパクトに。  
緑の多い街づくり。  
自然を残すこと。 市による保護。私有地の場合は相続時，買収・譲渡を検

討。 
緑の多さをなくさない。 花壇や樹木等を整備する。 
昔からの自然がどんどん無くなっていってるので，住みづ
らいと感じる。 

道路の整備のため，豊かな自然を壊さないでほしい。宅
地造成も程々にしてほしい。 

自然保護，多摩川土手整備。  
緑地が減り木密住宅化が年ごとに進んでいる。 郊外の自然ある地域のよさを生かした，余裕あり豊かな

住環境の町を目指す。 
 調布市は緑豊かで美しい町です。これ以上の都市化は望

みません。都心から調布に戻ってきたらホッとします。都
市化は人を幸せにしません。人々の安らぎと幸せを実感
できる街づくりをしていただきたいと望んでいます。 

自然を優先に環境整備  
「懐かしさ」と「未来」の融合。 「緑」の充実とインフラの整備。 
街の開発によって調布の自然が壊されている場所も多く
見られます。１度失ってしまった自然は戻りません！！便
利さだけを追求するのではなく，今の素晴らしい環境を残
していくことも対策として考えていくべきだと思います。 

 

今の自然を残してほしい。  
深大寺，電通大の緑が多いため，市全体の緑の数値は
高いが，街全体に緑・公園・広場が少ないのに驚きまし
た。おまけに駅前広場をバス停にし，木々を切り落とす予
定とか。驚いています。 

 

自然環境の保護。（18-3に再掲） 農地活用。 
街路樹が極端に少なくなり，身近に季節感を感じられなく
なっている。 

樹木の手入れに費用がかかるためと思われる。枝の剪定
は専門家に依頼するしかないが，落ち葉の掃除など日頃
の手入れは市民が協力して取り組む仕組みを作る。 

調布駅前開発。（02-2，21-2，22-2に再掲） 調布は都心に近く，自然の残る緑の多い街で，とても気に
入って住み始めてもう20年近くになりますが，最近は駅前
マンションが増え，高層ビルがどんどん建設。駅前の景観
が変わってしまい，少し残念に思います。便利になるのは
とても嬉しいことですが，自然，広場（空間）を残すのも大
切だと思います。人も増え，防犯対策をしっかりやってほし
いと期待します。 

＜27-2_水と緑の創出（26件）＞ 

課題  改善（解決）策 

駅前など公園を増やして木々を植えてほしい。 広場を作る。木を植える。ベンチを置く。花壇を作る。 
計画的に映画など街の個性を打ち出しつつ，街路樹や緑
地スペースを配備し，文化的宅地の雰囲気を演出する。
（22-1に再掲） 

調布駅をはじめとした市街地のＦｏｒｅｓｔ化。 

商業都市から優しい街づくりに変更してほしい（高層ビル・
ビル風がつよい）。（22-1に再掲） 

緑化。低層ビルにしてほしい。 

緑化促進。（21-2に再掲） 緑を増やす。 
看板や商店のサインなど，統一できる部分は統一する。 
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子どもたちが安全に遊べる町にしてほしい。公園が少なす
ぎる。（04-1に再掲） 

 

子どもの遊び場がない。（04-1に再掲） 府中にあるような広域かつ多機能の公園を整備する。 
広々として明るい雰囲気の公園をもっと作ってほしい。
（04-1に再掲） 

小さな子どもの遊具ばかりでなく，鉄棒やアスレチックがあ
れば沢山の子どもたちが遊べる。ベンチとテーブルも増や
すと親も使いやすい。 

子どもたちが遊べる大きな公園（遊具が多くあるような）が
あるといい。（04-1に再掲） 

公園が広いところが多いが，遊具が少ない。どこも同じよう
なものばかり。 

近くに小・中公園はあっても，ボール投げ，キックボールな
どなどは端から禁止の張り紙がベタベタ。父子，母子との
気軽にできる遊びができない。 

昼間の時間帯は自由にできないものかと思う。近隣の苦
情と言ってもその地域全家が不快に思っているとは考えら
れない。調査して何％以上の苦情があれば禁止とかにす
ればいい。  

公園と遊具を減らさない。 公園に遊具を残す。 
子育ての環境整備。（04-1，22-2に再掲） ・駅周辺の整備。 

・駅周辺に公園。 
・近隣から遊びに来てくれるような街づくり。 

自然が豊かな事をアピール。子供が自由に遊べる公園を
紹介。 

 

市役所周辺だけでなく，全体的な公共施設の充実がな
い。 

公園を増やし安全な遊具をおく。 

公園に健康遊具がない。 公園に老人や筋力をつけたい人が使える健康遊具を設
置。 

公園。 とにかく安全なところに少しでも大きい公園。 
公園や歩道沿いで（野川・多摩川）運動がしたい。 ちょっとした遊具を設置してほしい。 
散歩しながら途中の公園で筋力ｕｐできるようなスポーツ
遊具があるといい（外国に行っていいなと思った）。 

・運動不足解消。 
・わざわざスポーツクラブなどに行かなくていい。 

多摩川の河原が整備されていないところがある。（14-1に
再掲） 

もっとスポーツ施設を作って，人を集めるようにできればよ
いのでは。 

地域スポーツの充実。（14-2に再掲） 安全面を考慮しての制限が多いと思う（ボール遊び禁止
など）。フェンスを立てるとか，お互いが楽しく過ごせる環
境づくりを期待します。 

緑や広大な公園はあるが，自然を生かした企画，イベント
もなく，公園は遊具が少ない割りに，スケボー禁止，ボー
ル遊び禁止などとただ広いだけでつまらず，夜は暗く危険
な所になってしまっている。 

柏野小学校の裏の通称カニ山や，神代植物公園，深大
寺，多摩川などを生かした自然と触れ合うイベントを実
施。三鷹市の星と森と絵本の家のような施設を作ってほし
い。楽しみながら教養と文化を身に付け，子供と老人が混
じ合える機会が増えると良い。 

多摩川河川敷の遊びやすさ。 ・水遊びできる場所を作る。 
・無料駐輪・駐車スペースの整備。 

公園が少ない（自由に遊べる，ボールや自転車）。 税対策で，駐車場や農地にする代わりに，役所が土地を
レンタルして原っぱのような遊び場として使用する。 

町中に花があふれ，美しく明るい緑多い街にする。（21-
2，22-2に再掲） 

駅周辺や町に花を植える。 

市街地で子どもの遊び場がない。（22-1に再掲） 芝生の公園，緑道を作る。イメージは池袋南公園。カフェ
と芝生と遊具のある場所を駅近くに。 

環境，街づくり。（22-1に再掲） 緑と公園を増やす。パチンコ店をなくし子供が安心して遊
べる街に。 

道路が狭い。広い公園（子どもが遊べる）。（24-1に再
掲） 

 

＜27-3_深大寺・佐須地域環境資源保全・活用の推進（2件）＞ 

課題  改善（解決）策 

国史跡，深大寺城跡の整備，活用の充実。  
深大寺・佐須地域の自然環境保全の充実について。 刊行物番号2013－278調布市深大寺・佐須地域自然

環境資源保全・活用基本計画の策定通りにすみやかに
履行してほしい。 
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施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 28 ごみの減量と適正処理 7 

28-1 ３Ｒ推進によるごみの減量 7 

28-2 ごみの安定処理 0 

28-3 ごみの適正処理 0 

 

＜28-1_３Ｒ推進によるごみの減量（7件）＞ 

課題  改善（解決）策 

ゴミの分別のわかりにくさ（ゴミアプリは今一つ）。 ゴミカレンダーにもっと詳しくのせる。工夫というかおまけペ
ージとして（小学生でできるかどうかレベルで）。 

ごみ処理。 無料ゴミ袋の提案。 
住民届けの際にゴミ袋を１枚ずつ提供する。 可燃･不燃のゴミ袋各１枚ずつ提供することで，ごみの分

別をしっかりやろうと考えるのではないか。自分はどのくら
いごみを出しているのか，何サイズの袋が【Ｍ】必要なのか
を考えられるようにする。 

生ゴミ袋～分別作業は細かくしておりますが。 Ｓサイズだと容量少ないです。Ｍサイズは縦長に変更して
頂きたいです。 

世田谷区から転入してまずおどろいたのは，ゴミ袋が高い
ことです（特にＬ袋が）。一戸建て，庭のあるおうちでは大
変だと思います。ゴミ削減に力を入れていることはよくわか
りますが，少し負担が大きいのではと思う。 

 

ゴミ袋が有料。 ゴミ袋を無料化。 
市民税が高い。税金の使い方。 おむつのふくろは，黄色い袋は要らないのでは？ビニール

袋に「おむつ」と書けば捨てられるので，わざわざおむつ袋
を作らなくても良いと思いますが・・・。タダでもらえるのは
嬉しいですが，税金の無駄遣いでは？燃えるごみなどの
袋も，実家の地ではスーパーのレジ袋が市の指定ゴミ袋
になっているのでそういうものでも良いと思います。市役所
に行ってもただ立っている人が多いのでそんなに人も要ら
ないかと・・・。 

＜28-2_ごみの安定処理（0件）＞ 

― 

＜28-3_ごみの適正処理（0件）＞ 

― 

 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 29 生活環境の保全 25 

29-1 生活環境の維持向上 5 

29-2 美化活動の推進 20 

29-3 下水道事業の推進 0 

 

＜29-1_生活環境の維持向上（5件）＞ 

課題  改善（解決）策 

公衆トイレの改善  
珍走団の迷惑行為。 警察の取り締まり強化。 
深大寺，植物公園，多様性センターの付近の道路脇の
植物の枝が歩・車道に飛び出ていて危ない。 

切ってほしい。 
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布田３丁目に住んで20年。毎年９～12月の間はハエの
大量発生による被害を受けています。被害内容→洗濯
物，洗濯パンチ，洗濯バサミ，布団，竿，ベランダの柵な
どに黒い液体をたくさん付けられる。ベランダに日が当たり
暖かくなると大量発生しハエが乱舞する。液体をつけられ
たものは洗い直しても消えない。 

対策→今までに何人もの方が市役所などに相談をしたが
何の対策もないまま今日に至る。各家庭では洗濯物にビ
ニールを掛けたり，布団にカバーを掛けたりしているがその
場しのぎの対策で何の解決にもなっていない。洗濯物を
干したら，１日に何度もベランダに出てハエをはらうなど計
り知れないストレスを感じている。とにかく一軒一軒の現状
調査，被害状況を調べていただき，来年に向けての対策
をとってもらいたい。これだけ広範囲による被害があるとい
うことは根本的な原因を追究し対処していただかないと解
決には至らないと考える。個人名を明かさず相談しても市
としては何の対策もしてもらえないのか？疑問を感じる。マ
スコミなどの力を借りないとダメなのでしょうか？ご近所付
き合いもあるので個人を追及するようなことは辞めていた
だきたい。ハエから人間に病気は移らないのでしょうか。ど
うか切実なお願いです。お調べください。よろしくお願い致
します。 

今私の近所で，外環工事のための工事が行われていま
す。毎日工事の騒音，振動があり迷惑しています。あと４
～５年はかかるらしいです。 

 

＜29-2_美化活動の推進（20件）＞ 

課題  改善（解決）策 

景観（21-2に再掲） ゴミ等で汚れていないきれいな町並み。 
歩きタバコが多い。 マナーの向上を呼びかける。 
①受動喫煙対策がほとんどされていない。 
②犬の糞放置問題 

①たばこを禁止（罰金） 
②飼主への教育 

路上喫煙をしている人があまりに多い。 路上での喫煙を禁止する。 
禁煙！！歩きタバコが多い。 もっとポスターや看板で呼びかけても・・・。 
歩きタバコの禁止。 条例を地域にもっとアピールして歩きタバコの禁止につと

めてほしい。ポスターや条例違反の取締りなど。 
総合体育館横の道がウンコくさい。  
街がきれいである事が大事。ゴミがあちこち落ちているよう
では，印象がよくないし住みたいとは思われない。 

 

調布市は喫煙者の多い街だと思います。歩行喫煙者の
遭遇することも多いし，家の窓を開けると短時間のうちに
かならずタバコの煙が入ってくるのが気になります。 

せめて，調布駅周辺だけでも歩行喫煙者がいない状況を
作ってほしい。案内看板の増加など。 

調布市は歩きタバコ禁止ですが，吸っている人が居る。 もっと徹底して取り締まってほしい（看板を増やすなど）。 
道をたばこを吸いながら歩いている人がいる。 道での喫煙を全面禁止にして欲しい。 
街の美化問題（一庭園都市にふさわしく）。 市を挙げての美化運動ー企業市民をも巻き込むなかで

の，市民の意識啓発が必要。単発ではなく恒常的な運
動。 

喫煙所。 歩きタバコ多い！！！まじで害悪。 
歩きタバコが多い。  
犬のフンが多い（早朝や夜の散歩の人が特に多い）。
（02-2に再掲） 

監視カメラや罰則条例を作ってほしい。 

多摩川河川敷の不法利用の禁止徹底。  
市役所周辺だけでなく，全体的な公共施設の充実がな
い。 

各駅に清潔なトイレ（バリアフリー化の）授乳室，子どもまた
は高齢者が休める雨の降らないベンチの設置。 

自転車の人，歩行者の交通ルール最悪。道路や他人の
家をゴミ捨て場と思っている人の多いことに驚きです。
（25-2に再掲） 

歩行者のみを守る交通ルールは廃止。自転車，歩行者
のルールを守る教育を徹底。ごみ，タバコのポイ捨てを罰
金化するルール決定。 

歩きタバコ禁止条例（駅周辺）が全く守られていない。
（25-2に再掲） 

警察は車の一時停止の取り締まりを暇な時に取り締まりし
やすい場所で待機するより，歩きタバコや暴走運転（特に
バイク）の方の取締りに力を入れてほしい。 

受動喫煙（飲食店，駅前）。 喫煙所を完全個室化（空港にあるような喫煙所）。 

＜29-3_下水道事業の推進（0件）＞ 

― 
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施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 30 平和・人権施策の推進 1 

30-1 人権尊重の社会づくり 0 

30-2 平和社会の推進 0 

30-3 国際交流と多文化共生の促進 1 

 

＜30-1_人権尊重の社会づくり（0件）＞ 

― 

＜30-2_平和社会の推進（0件）＞ 

― 

＜30-3_国際交流と多文化共生の促進（1件）＞ 

課題  改善（解決）策 

けっこう外国人の方も住んでいるみたいだが，触れ合う機
会があまりない。 

国際交流イベントをもう少し力を入れて宣伝してみてはい
かがでしょう。市報でも時々見かけますが，記事も小さく，
なんとなく申し込み辛いです。 

 

 

 

＜31-1_男女の人権の尊重と擁護（1件）＞ 

課題  改善（解決）策 

少し主旨とは違うかもしれませんが，このアンケートの「問
45」で選択肢が２つであること。 

性自認は多様です。ちょっとしたことですが，セクシュアル
マイノリティを初め，障害者や外国人などに対して様々な
配慮を積極的に推し進めていくことが街の魅力を高め，人
を呼び寄せることにつながります。 

＜31-2_ワーク・ライフ・バランスの実現（0件）＞ 

― 

＜31-3_男女共同参画社会への推進体制づくり（0件）＞ 

― 

  

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 31 男女共同参画社会の形成 1 

31-1 男女の人権の尊重と擁護 1 

31-2 ワーク・ライフ・バランスの実現 0 

31-3 男女共同参画社会への推進体制づくり 0 
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＜1-1_市民参加プログラムに基づく市民参加の推進（2件）＞ 

課題  改善（解決）策 

意見箱を常時置いておく。 気になる事があり次第書きに行く。 
「調布市基本計画」が市民と共有できていないように思わ
れる。（方針1-3に再掲） 

①計画立案/見直し時に，説明会を開催し，市民との意
見交換を行う。②年度末に，基本計画に対する実施内容
の報告会を開催する。①，②は自治会にアナウンスし，自
治会単位で出席者の選出をお願いする。 

＜1-2_参加と協働の推進のための環境整備（0件）＞ 

― 

＜1-3_市政情報の積極的な提供（9件）＞ 

課題  改善（解決）策 

市の政策がわからない。 パソコンを使えない人の為に，もっと市政報告などのハガ
キや冊子を郵送してほしい。わかりやすく読みやすい文章
がいい。 

子どもが小・中学校を卒業すると全く調布市の取り組み情
報がなくなる。 

 

調布行政の効果が市民に見えていない気がしています。 実際にどのような努力をされているのかを「見える化」でき
るアプローチを研究されてはいかがでしょうか。 

市報を読んでも内容が頭に入ってこない（読みにくい）。 調布アプリ開発。現在ゴミのアプリはあるが，市からのお知
らせや窓口案内などがわかるアプリができると便利。利用
登録で，性別・年齢を入れればピンポイントで必要な情報
が届けられると思う。 

支払った税金がどのように還元されているかがわかる形に
なるといい。 

今，これに力を入れている。というポイントをわかりやすくア
ピールしてほしい。市報などで（私がちゃんと見ていないだ
けかもしれませんが）。 

外環道の計画や影響が不透明。 調布市の立場から市民へ積極的な情報発信をお願いし
たい。 

ホームページなどは年配の方はなかなか見ない人も多い
から，もっと目につくところに掲示すると良いのではない
か・・・。 

市内の公共交通の電車・バス・タクシーなどにもっと市内
の観光名所などを知らせる案内を出す。 

・市報はもう少し字を大きくして高齢者に読みやすくしてほ
しいと思う。 

 

「調布市基本計画」が市民と共有できていないように思わ
れる。（方針1-1に再掲） 

①計画立案/見直し時に，説明会を開催し，市民との意
見交換を行う。②年度末に，基本計画に対する実施内容
の報告会を開催する。①，②は自治会にアナウンスし，自
治会単位で出席者の選出をお願いする。 

 

  

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

方針 1 参加と協働のまちづくりの実

践 
11 

1-1 市民参加プログラムに基づく市民参加の推進 2 

1-2 参加と協働の推進のための環境整備 0 

1-3 市政情報の積極的な提供 9 
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施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

方針 2 効率的な組織体制の整備 8 

2-1 効率的で機能的な組織・システムづくり 7 

2-2 市民サービスの提供主体の見直し 1 

2-3 市民に信頼される市政の推進 0 

2-4 広域的な連携の推進 0 

 

＜2-1_効率的で機能的な組織・システムづくり（7件）＞ 

課題  改善（解決）策 

市行政コストの削減。無駄の見直し。一般市民との対話
が必要。 
各家庭での生活費切り下げ努力と同じ様に，市もやって
ほしい。その実績を組織別に目標・実績に別けて公表す
べし。（方針2-2に再掲） 

無駄が多い（職員人数，下請け等）。 
例：図書館職員，たづくり受付，上下水道徴収所 
コストとメリットを比較。 
細かい所にコスト削減の芽はある。 

職員の異動計画と異動時のマニュアルは義務化している
か。 
課長は部下の仕事を熟知すべし。 
行政コスト１０％削減目標で部課長に予算を組ませるこ
と。 

 

市役所（職安）の見栄え，行政サービス，資質（街を良くし
ようとする心構え，良識とそれへの努力）など。（方針3-3
に再掲） 

お隣の府中，三鷹が90,80点とすれば，調布は59点でし
ょう。とても残念なことです。 

市役所についてですが，やはり縦割りの行政が目につきま
す。もう少し横の連絡を密にしてほしい。また，市役所の
皆さんは毎日大勢の人に同じ説明をするので面倒かもし
れませんが，伺う我々は初めて聞くので，極力丁寧にお
話してくださることを期待します。（方針3-3に再掲） 

方法はそちらでお考えください。 

施設，設備のような外面を整えたり，施策を講じることによ
り，市の姿勢をわかる形で示す必要がある。 

例えば，ヨーロッパの地方議員のように，ボランティアで構
成される市議会などは全国のモデルになり，いま最もアピ
ール度の強い策だと思われる。（何の役にも立たない市会
議員への批判は強い） 

市の職員の全体的な向上。（方針3-3再掲） 職員数の見直し。公務員としての適性をきちんと見極め
る。内向きでチャレンジしない人，全体益が考えられない
人，社会に奉仕しようという気持と能力のない職員は辞め
てもらう＆採用しない！！ 

市議会議員。 選挙の時以外は本当に何やっているのか不明。正直必
要なの？と感じる。まぁ地方行政に意見しても人数は減ら
せないんだろうけどね。 

＜2-2_市民サービスの提供主体の見直し（1件）＞ 

課題  改善（解決）策 

市行政コストの削減。無駄の見直し。一般市民との対話
が必要。 
各家庭での生活費切り下げ努力と同じ様に，市もやって
ほしい。その実績を組織別に目標・実績に別けて公表す
べし。（方針2-1に再掲） 

無駄が多い（職員人数，下請け等）。 
例：図書館職員，たづくり受付，上下水道徴収所 
コストとメリットを比較。 
細かい所にコスト削減の芽はある。 

＜2-3_市民に信頼される市政の推進（0件）＞ 

― 

＜2-4_広域的な連携の推進（0件）＞ 

― 
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施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

方針 3 人材の確保・育成 4 

3-1 専門性を有する人材の確保と育成 0 

3-2 人事・給与制度の見直し 1 

3-3 研修の推進 3 

3-4 職員の勤務環境の向上 0 

 

＜3-1_専門性を有する人材の確保と育成（0件）＞ 

― 

＜3-2_人事・給与制度の見直し（1件）＞ 

課題  改善（解決）策 

 適材適所の職員の配置。地域包括支援センターの職員
増。（08-1に再掲） 

＜3-3_研修の推進（3件）＞ 

課題  改善（解決）策 

市役所（職安）の見栄え，行政サービス，資質（街を良くし
ようとする心構え，良識とそれへの努力）など。（方針2-1
に再掲） 

お隣の府中，三鷹が90，80点とすれば，調布は59点でし
ょう。とても残念なことです。 

市役所についてですが，やはり縦割りの行政が目につきま
す。もう少し横の連絡を密にしてほしい。また，市役所の
皆さんは毎日大勢の人に同じ説明をするので面倒かもし
れませんが，伺う我々は初めて聞くので，極力丁寧にお
話してくださることを期待します。（方針2-1に再掲） 

方法はそちらでお考えください。 

市の職員の全体的な向上。（方針2-1に再掲） 職員数の見直し。公務員としての適性をきちんと見極め
る。内向きでチャレンジしない人，全体益が考えられない
人，社会に奉仕しようという気持と能力のない職員は辞め
てもらう＆採用しない！！ 

＜3-4_職員の勤務環境の向上（0件）＞ 

― 
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施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

方針 4 計画行政の推進 9 

4-1 計画の推進 5 

4-2 ＰＤＣＡマネジメントサイクルによる行財政運営 1 

4-3 健全な財政運営 3 

 

＜4-1_計画の推進（5件）＞ 

課題  改善（解決）策 

調布市の10年先，20年先を見た，市民ファーストを基礎
とともに，財政，行政，方針を作成することが必要。 

市民各所からなる委員と専門家集団による，「調布市長
期基盤整備方針」（仮作）を推進する。 

市役所周辺だけでなく，全体的な公共施設の充実がな
い。 

・駅などに出張所を新設し，電車に乗らなくても手続きで
きるところを増やす。 
・児童館を建て替える。 

北部地区の格差。学校や図書館，行政機関などの各種
整備が進んでいない。また，市のサービスもあまり縁のな
いものが多い（京王線をあまり使わずＪＲを利用している住
民も多い）。（25-1に再掲） 

利便性向上の為にバスなどの整備。また，北部は三鷹市
との関わりが強いため，三鷹の図書館やタクシーなども利
用できるようにしてほしい（三鷹との連携強化）。 

調布市中心市街地への行政の集中。 調布市内でも発展してきている仙川・つつじヶ丘付近へも
よりおおく窓口を設置するべき。 

公共施設が古く使いづらい。新しい施設も中途半端なも
のばかり。 

周辺の市に比べ明らかに良くない。 

＜4-2_ＰＤＣＡマネジメントサイクルによる行財政運営（1件）＞ 

課題  改善（解決）策 

・空家，アパート，団地，公共学校など，活用不足。 ・若者（１人家族）の自由なリノベーション補助。 
・枠を外した予算共有，優先付け執行。１つの市では限界
がある，広い視野でＰＤＣＡ。 

＜4-3_健全な財政運営（3件）＞ 

課題  改善（解決）策 

オリンピックの開催。 反対。税金の無駄と政治家の私腹肥やしに他ならない。 
無駄のない税金の使い方を希望します。大切な税金で
す。 

 

税金のムダ使いをナクセ。  
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施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

その他 42  その他 42 

 

＜その他（42件）＞ 

課題  改善（解決）策 

特にありませんが，このようなアンケートをして頂くと意見な
ど市に言える機会になりよいと思います。 

 

市民数が少なかった頃と違いこのところマンションなどで
人数が増えて，学校などとの地域での活動が大変になっ
たと感じる。自治会・ご近所づきあいを大切にする事は良
いが，子ども会などで大人数でムリに運営する必要ないと
思う。 

学校での地域活動（自由参加）で交流をすれば充分だと
思う。 

特化した行政の強みがない ２３区にはかなわないという体質が根本的にダメ（実際に
そう言われた）。 

代々木上原から初めて調布駅に来た時，とても大きい木
が小さな駅前を包み，街が落ち着いていた。それでいてパ
ルコがありとても駅前が賑わっているし，広場ではイベント
があり楽しいと思い，調布が気に入りすぐマンションを買
い，調布永住を決めました。 

 

夕方の歌の放送を再考頂きたい。 季節毎に変える等 
本アンケートはボリュームがある割りに紙での回答のみでく
たびれる。 

ネット化・自動化の推進（その他の行政サービス含む）。 

私は最近，腰痛がひどく通院していますが，外出も思うよ
うにできず残念ですができることがありましたら，お手伝い
を考えております。 

 

（調布駅周辺に住めば便利かもしれないが）市の端は何
かと不便である。 

調布駅までの交通費を市が助成する。不便な地域の住
民税など（固定資産税も）減額する。公的施設を増やす。 

 市長，議員が大嫌い。特に市長，民進党。替われば市は
よくなると思います。 

反省◎あまり考えずにチェックをしてきて，振り返るといい
ところも見つかり，例えば仙川など公園，家族，子ども，文
化など若い人には住み良く，現代の街になっていることが
わかった。古い考えで答えたのは申し訳なかったと申し訳
なく思っています。 

◎友人を調布の住民に引っ張ったのは交通の利便性と
文化，教養の事。「シルバーの活躍場所があるよ」などで
した。乱筆申し訳ございません。 

住民税が高い。 税金に見合ったベネフィットが感じられない。 
住民税が高い。 住民税を下げる。 
今のまま〝のんびり"な感じがいいと思うので特にないで
す。 

 

住みよい町づくりは全体的に実施されていると思います。  
アンケートが答えにくかった・・。難しい（Ｐ17など）・・・。 すべての人が答えやすいアンケートの方がよいと思いま

す。 
住民税を下げる。  
公営住宅に何回か申し込んだが当たらず，無職で国民年
金月45000円でどうやってこれから住んでいいかわからな
い人に，こういう問題は送ってこないようにしてください。 

 

地主や古くから住んでいる人たちを重視している土地柄で
ある。年寄りや既得権者を大事にしている。 

公園には遊具もなく，年寄りの犬の散歩場になっている
（犬のフン被害もひどい）。全体的に若い世代が調布に住
んでいるのは，物価や家が「安い」だけのような気がする。 

ＴＯＫＹＯ ＭＸとＴＯＫＹＯ ＦＭのサテライトスタジオが有
楽町のビックカメラにあったが，今はない。 

調布のビックカメラにＴＯＫＹＯ ＭＸとＴＯＫＹＯ ＦＭのサ
テライトスタジオを作る。 
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６月に主人が亡くなり，息子（一人子）たち夫婦にも友人に
も云えないことが多々あり一人で悩んでいたのですが，無
料の相談窓口が市報に出ており申し込みをしたところ，１
回目は弁護士さん，２回目は司法書士さんと２方ともとて
も親切に私の立場で回答してくださり，心よりありがたく感
謝しております。悩んで夜も眠れない日もありましたが，一
人で一応の手続きも終了し，スポーツジムに通ったり，趣
味のリメーク教室へと健康（心身）に気をつけて頑張りたい
と思っています。 

 

ムリしてる。 ムリするな。 
人が住みよい町にするのは華やかな町にするのか？  
今のままで充分かと思います・・・。  
調査対象に選ばれたのは有り難いことですが，小生，市
政に関心が無く回答もできません。あしからず・・・。 

 

自動販売機 撤去 
行政機関のネーミングが長くてわかりにくい。 わかりやすいネーミングを。とりあえずかけつける窓口を。 
調布市役所の入口が道から遠い。 たづくりのカウンターでも市役所内のどこに行けばいいか総

合窓口のように聞くことができるといい（パルコにあったらも
っといいけど）。 

バスに乗車しても，ただ乗りの年寄りばかり。もっと若い者
に優しい市にしてほしい。 

 

ゲゲゲ鬼太郎 公的な書類にイラストを入れるのは辞めてほしい。ふざけ
ていると思われます。恥ずかしいです。 

その他）調査書の内容が多すぎて一度にできませんでし
た。集中力も散漫になりました。 

 

郵便ポストが不足。本当に必要なところになく，高齢者は
歩行が大変。 

もっと増やす。場所を変える。または車を止めるスペース
がほしい。 

リベラル化。 毅然とした態度でいること。 
役人の天下りをヤメヨ。  
 市営の葬儀場，火葬場の設置。 
 大学をもっと誘致する。 
銀行がない。ＡＴＭなど記帳ができない。  
調布飛行場が完全に空気。 所沢市を見習うべき。 
住みたい街ランキング上位に食い込む。 恵比寿，吉祥寺がなぜ１位２位なのか分析して真似をす

る。 
深大寺と味スタしかパッとしたものがない。 秋葉原みたいなオタク街をつくってみて差別化。 
調布飛行場について。民家の上をかなり低く飛んでいるた
め騒音がする。実際に民家に墜落しているため，また墜
落したらと思うと怖い。 

本当に飛行場は必要なのか，飛行場をなくすことも含め
て考え直すべき。 

〝市の空気を重くしないこと"そのためには，法の下の自
由を堅持しなければならない。 

ある特定の主義主張（特に政治的な）から，市政は中立
を守ること。 

この調査票をもっと多くの市民に書いてもらい，街造りの改
善の意識を高めてもらうとよいのでは。 
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【参考】 調査票 
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