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※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，該当部分を省略している場合があります。
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１ 自由意見の内訳 

○重点プロジェクトや施策に対する意見・要望等の自由意見は，1,925 件（再掲を含む）寄せられており，   

内訳は以下のとおりです。なお，複数項目に該当している項目は，分離又は再掲しています。 

【図表 5 自由意見の内訳】 

  ・５つの重点プロジェクトに関する自由意見（1,012件） 【問 2-2，問 4，問 6-2，問 8，問 10】 

 

  ・今後の 10年間を見据えた調布市のまちづくりの視点に関する自由意見（913 件） 【問 42】 

※「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 快適な生活環境づくり

施策30 平和・国際交流施策の推進

施策31 人権の尊重・男女共同参画社会の…

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
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２ ５つの重点プロジェクトに関する自由意見 

 

（１） 「防災・防犯の面で安全・安心に暮らせるまち」をつくるプロジェクトに関する課題，意見・提案 

 

① 地域の防災・防犯力の向上に関する課題，意見・提案 

＜155件＞ 

【課題】 【意見・提案】 

非常用電源の確保 防災備蓄倉庫等に発動発電機の整備が必要 
震災時等の市民の安全確保 都市基盤整備，情報が流通できる整備，食料・日用品等の備蓄 
大規模地震（発生の予想が高い為） 都，警察，医療の協力態勢の確立と公示 
大規模地震（発生の予想が高い為） 医療水，食糧，医薬品等の確保の支給の末端迄の確立と定期的訓練 

直下型大地震が発生した時の対応 
公共インフラがストップした時の対応策を東北，熊本などを参考にし

てシミュレーションして準備しておくべき。 

水とトイレの確保 
市立小中学校及び市の施設の一部に井戸及び下水道に直流できる簡

易トイレを設置する。 

防災無線の聴きやすさと聴こえるエリアの拡大 
防災無線が聴きにくいエリアがある。又，窓を閉めていると聞こえな

い 
防災無線が聞きとれない アプリを使って，ケイタイで聞けるようにする。 
災害時の情報発信について 情報を知らせるスピーカーの音が何を知らせているのか判りずらい。 
拡声器の声が小さく，お知らせが聞こえない － 

防災のサイレンについて 
広島の原爆の際などサイレンは聞こえるがスピーカーの声がわれて

何言ってるかわからない。 

災害弱者の避難等 
都営住宅は特に高齢化が著しい。地震時にエレベータが使えなけれ

ば，避難出来ない人も多い。地元の中学生に地域への貢献を頼めない

だろうか？ 
災害時の動き方を理解していない 避難場所や備蓄場所を示す資料等の配布 

学校施設・避難所機能の向上 
学校体育館にエアコンの設置を早急に。ざこ寝にならないような避難

所の整備 
重度障害児を抱えた家庭が入所できる避難所が無い － 

学校体育館の冷暖房 
災害時にも必要だし，社会人サークルの活動中も暑さ寒さが辛いの

で。 
避難場所 － 

避難場所について 

地域住所で指定場所は決定せず，生活をしている所から近い場所，あ

るいは高台の友人宅等への避難した場合でも，援助が可能であるとし

たい。→普段から個人の希望場所のききとりが必要。各地域の担当者

（市職の） 

避難所について 
体育館へ避難する場合，冷暖房を早くつけてほしい。水害の場合体育

館は1Fなので2F，3Fなどの高台もつくってほしい。 

避難所の確保 足りているか調べて欲しい 

児童等に関して 緊急時における避難場所の増設 

避難所の冷暖房整備 

市内の体育館には，優先的に冷暖房設備を設置して欲しい。各被災地

避難所の体育館の様子は，最低限の生活維持しかできていなく，二次

的（熱中症，低体温，感染症等）災害の温床になっているように思わ

れる。 

若葉小のような地盤の悪いところが避難所なのは不安。規模も小さ

い。非常食のアレルギー対策なども確立されていない 

企業や都立高，一般のマンションの敷地などでも避難できるよう協力

体制をとるべきでは。食事療法の理解をすすめる。地域住民への周知

も必要なのでは。 
学校施設の耐震，耐火 子供の安全が第一である。住民の避難所の安全 

年々大型化する災害 可能な限り速やかに取り組んで欲しい。避難所の機能向上 

多摩川左岸の氾濫防止。浸水に関する防災計画の策定及び実施 
①河川を管理する国土交通省に上流域の降雨量600ミリ以上に耐える

堤防，流水池の設置を要請する②浸水した場合の防災計画，避難計画

の策定実施 
ゲリラ豪雨が増えている 水害対策の充実 
多摩川のはんらん・地震 ライフラインの強化→又は早期復旧対策。 
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多摩川氾らん時の円滑な行政対応 
近年，川のはんらんによる被害が増えており，それらの被害自治体か

らヒアリングをし，参考にしてはいかがか。例えば，西日本豪雨では，

岡山県総社市の対応の良さがニュースになっていた。 
多摩川氾濫の完全防止 台風，豪雨でも決壊しない堤防作り 

多摩川の氾濫に備えての防災対策 

氾濫する可能性が高くなったとき，どこへ避難したらよいか。できれ

ば車で避難し，水が引くまでの間は車中泊もできるような避難場所が

あるとよい。多摩川のハザードマップで浸水の恐れのある地域の住民

は不安を感じている。 

多摩川に近い地域の水災対策 
多摩川のしゅんせつ，地域の啓発，避難場所の整備（避難指定場所が

住宅から遠い） 

災害時を想定した個人・家庭・地域の準備の啓蒙と，事前情報の普

及・周知徹底 

東日本大震災を経験した際に，何よりも，「有事にどう備えておくか」

が大事だと学んだ。備蓄だけでなく，初動（どのように行動すべきか）

についての情報も普及すべき。 

いつか地震が起きる可能性がある。過去の災害経験から学び活かせ

る事はまだまだあるのでは。 

問1の4，8の具体的な体制づくりと実行計画，状況に応じて対応でき

る運用マニュアル作成 

問1の5について避難が長期化する場合も考慮して設備や備蓄を整え

る 

マンション住民に対する普及啓発 
下水機能が確認されるまでトイレの水を流してはいけない，など知ら

れていないことが多い。 

各個人の防災は各個人の責任で地域・市としての防災は行政の責任

で分担すべき 
行政がすべきことを行政はしっかり考えて実行する。 

大規模地震（発生の予想が高い為） 1指揮の組織と場所の明確の確立と公示 

防災は事後 
防災は被害を最小限に抑えるための対策と災害後の設備や機能の充

実。 

防災と応急手当 市民への「応急手当のやり方」等，講習会 

住宅密集地域の防災対策・空き屋対策 
消防設備の充実（消防車etcが入れない路地は特に）状況把握，再利

用，解体など整備推進 

袋小路の家が多いので，消火活動に支障があると思われる 消火器の設置 

－ 過去の災害や犯罪の実態を市民に伝えることが第一歩だと思います。 
コンビニ前のタバココーナーは危険（火災や子どもへの障害など），

臭いもある。 

路上のタバココーナーは全撤去し，路上喫煙の禁止を徹底する。条例

違反には罰金を請求する 

高齢者独居，認知症世帯の把握が不充分 
火の不始末からの防災促進していくために，課題世帯の把握や見回り

の強化 

高齢者や一人世帯の問題 
火災や孤独死のリスクを考える必要有り。SNSを利用して本人の安否

や行動管理を行う 

防犯について。 防犯カメラの設置が隣町の成城などにくらべて少ないように思う。 

防犯カメラの設置 
個人では対策が難しいところなので，自治体にがんばってほしいで

す。 

－ 飛小付近に防犯カメラの設置 

防犯と犯罪検挙の両立 
捜査には防犯カメラが欠かせないので，プライバシーに配慮しつつ，

防犯カメラの増設と活用を図る 

日中留守宅が多い 防犯カメラ設置補助金 

訳のわからない犯罪が増えている 最近は防犯カメラに依って数多くの事件が解決している 

防犯カメラの設置 予算計上して年々少しずつ 

防犯カメラ 最近防犯カメラによって犯人がつかまる確率がたかい 

個々では難しいので又24時間は継続も大変 
抑止力としての地点地点の防犯カメラ設置。お天道様が見てます

よ！！ 

近年の犯罪に対する対策 防犯カメラの設置を急ぐべき 

－ 防犯カメラの増設 

防犯カメラの増設 町ぐるみで協力が必要 

パトロール巡回，防犯カメラ 回数，パトロールカー等増す。数を増す 

防犯カメラについて 
市の予算にて，ポイントに成る個人住宅への設置依頼と連携要請（映

像，市と警察管理）…追跡の連続性強化（電柱も可） 

防犯カメラの設置（増設） 
世間では「個人情報厳守」等々の声が多いが，防犯の方が重要と考え

ます。 

防犯カメラ設置，パトロール等強化監視機能の強化 

対立的に言われるのがプライバシー保護の問題としてであるが，安

全，安心確保の重要性を全面にし，市民への啓もうを継続的に促すべ

きである 

－ 防犯カメラの設置・朝のパトロール 
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防犯カメラの台数が少ない。 不特定多数の人，特に子供の多く集まる公園にカメラを設置すべき。 

外灯の少ない道への防犯カメラの設置 
暗い道や，人通りの少ない道などに，防犯カメラを設置して，安全を

確保してほしい。 

防犯カメラの設置エリアが限られている 種類が数多く開発されているので，安価で数多く設置したい。 

防犯カメラの設置について 
まだまだ暗い道が多く，防犯カメラだけでなく，明りを付けて，防犯

カメラがある事を，分かりやすくする 

街路灯，公園，遊歩道の灯りが少なく，街全体が暗い 
暗い場所は必ずできるので，防犯カメラなど通報設備などがあると，

意識も高まると思います。 

犯罪の凶悪化，夜間における安全性の欠如 
街灯等，通りが暗い箇所が多いので，明るくする。誘拐を防ぐ観点か

ら，防犯カメラの導入の推進 

防犯カメラの設置に関して 
プライバシーを侵害する可能性はあるが，防犯効果は高いと思う。有

効な効果があると認められた場所のみ設置。 

市からの防災メールを見ると，オレオレ詐欺が多いと思います。そ

れを防ぐ為にも防犯カメラの設置を積極的に行うべきです。 
－ 

子供の安全，防犯 学校周辺道路の通行制限の厳格化・防犯カメラ等による抑止力の強化 

通学路の安全対策 
防犯カメラや見守りによって子供が一人でも安全に歩けるようにし

てほしい 

通学での安全対策 学校を子どもが出たかどうかわかるシステムの導入 
スクールゾーン時間帯の一般車両の不正通行，無灯火自転車の夜間

走行 
警察の取り締まりの強化 

学校内に居るドロボー対策 
子供が小学校の時，女子生徒の体育着がぬすまれた。校内にカメラを

つけるべき。 

防犯パトロール 11時すぎに回ってほしい 

犯罪防止 
お金は掛かりますが交番の人員とパトカー等を増加して夜間パトロ

ールを多くする。 

パトロールの強化 

以前，自宅のベランダに下着を干していたら盗まれて，パトロールを

強化してほしいと願いましたが，難しいようでした。そういう事があ

ったふきんのパトロールだけでも一時的でよいので強化してほしい。

今でもたまにベランダの前に人がこちらをむいて立っている事があ

りこわいです。 

通学路での防犯 大人が見回りをする。午前，午後と分けて考える。 

登下校時の地域へのアナウンス 
登下校するので見守り隊へのアナウンスがあると，人が出ていなくて

も抑止力になると思う。 

地域主体の見守り・パトロールへの支援 
いくら促進したって市民自身が実際に行動しなければ意味がない。

“支援”は目に見えるカタチになっていないとわからない。 

警察の見回りが少ない 
隠れて車の一時停止違反などの取り締まりをしているが，その時間を

巡回等地域を守る活動にまわすべき！市から要請を。 

防犯 老人だけの家庭の防犯に力を入れて守ってほしいです。 

子供を狙った犯罪，お年寄を狙った犯罪 
子供や年寄りに寄りそった（関わりを積極的にもつなど）システム作

り 

人通りの少ない，暗い夜道の安全 警察官の定期的なパトロール，パトカーなどの夜間パトロール 

在住の外国人に対する防犯意識の啓発 
人によって差はあるが，日本語や日本の法律について，詳しくない外

国人に支援を行う 

防犯は事前の対策が重要 防犯はおきないようにする対策が必要。 

詐欺犯罪対策が十分ではない 警察署員がオレオレ詐欺などの犯罪の予想ができていない。 
オレオレ対策 啓発活動の推進 
駅前でのオレオレ詐欺などの注意喚起のチラシが入ったティッシュ

配り・警察による夜間のパトロール強化 
振り込め詐欺が多発している＝身近に起きていることを市民に再確

認させる。警察と連携してより安全な暮らし 

地域主体の見守り，パトロール強化 
リタイアされたお年寄りに自発的に地域コミュニティに参画しても

らい，ボランティアでの子供の通学，帰宅時の要員を多く育成するし

くみづくり。 
－ 日頃から近隣の人にあいさつ等をなるべくしていく 

青色回転灯パトロールカーを毎日廻る。 
時々見るだけなので毎日廻って欲しい。市民に声を出しながら走って

欲しい。 
青色回転灯パトロールカーの巡回について 市の境におけるパトロール強化 
戸建てや共同住宅の対策 市役所，警察，消防署等の連携による個別訪問など 
パトロールの強化 ボランティアなどによる強化策 
登下校時のパトロール 地域のボランティア等募り，実施 
暗い時間帯に下校する子の安全が気になります。 パトロールカー巡回の強化。 
通学時の見守り 実際どのような取組みがなされているのか知りませんが，シニアの
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方々の見守り，あいさつの実施 

実家や近所や友達宅に空巣が入った。 
自転車の警官やミニパトカーや，制服を着た男性の見回りを強化す

る。警官や人の写真を貼る（ドキッとする！） 

近所でも不審者の目撃情報を未だ耳にしたり，空き巣の話も聞きま

す 

とにかく夕暮れから夜間，特に夏や春，秋などの過ごしやすい季節の

人通りの少ない場所の車でのパトロールをもっと増やして欲しいで

す。 
地域との共生する生活をまず持っていく。 向こう三軒両隣りとも助長したい 
隣近所のつきあいが皆無 隣組に代わるネットワーク 
近所の住民どうしの交流を日頃から深めたい 自治会等の活発化，いざという時に助け合えるしくみ作り 

地域自治会の取組み方 
各々の地域により住民との連携が活発な所と消極的な所で差がある

ので，関心を高めたい 
－ 隣近所とのコミュニケーション 

隣近所付き合いが少なくどんな人が住んでいるかわからない 
自治会や地域活動の促進。ゴミ出しや駐車場，回覧板等で自然に交流

できるような人間関係が望ましい。 
共助のために市民間のネットワークが大切 自治会は機能していない。もう少し，小さな単位がよいのでは。 

地域毎の防災防犯活動 
子供から高齢者までが参加しやすいイベントで顔合わせができるの

が理想。 

－ 

地域住民の孤立化を避ける。特に高齢者，様々な面で貧しさを生きざ

るを得ない，弱い立場のある方々が日頃から近所，隣同志の関わりを

促進する。防犯よりも1人ひとりの交わり（関わり）を増すように。

（人とのあり様も，疑いより信頼を築くように。） 
防災，防犯面の自治会における住民の希薄化 自治会の大切さをアピールする 
少子高齢化，人手不足 高齢者の活用を促し，地域活性化 
防災，防犯に対する意識の向上 基本的には地域の人同士がつながることだと思います。 
マンションが急増し，隣家との関係が希薄になってきている 防災訓練の義務化，条例化 
家族 きずなを大切に。 

防げる犯罪は防ぐ 

警察を呼ぶほどでは…と躊躇するようなことでも相談したり，報告し

たりできるところがあって，そこが調査してくれたり，注意喚起や警

察との連携がとれたりしたら良いのに…と思います 

10年経つうちに畑など自然がなくなり，100軒程の住宅が増えまし

た。誰れが住んでいて何をしているのか分かりません。 
市の方で一軒一軒訪問する，など個別の対応などしてほしい。 

災害時正確な情報が伝わる。食料，水の供給場所，街に設置のアナ

ウンス塔の声がききとれない 
町内会よりさらに小さなコミュニティーを設定して，情報伝達の方法

がつくれたら良いと思う。 
ご近所のコミュニケーション不足（同じマンションの住人でもわか

らない，あいさつもしない人がいる） 
お互いの声掛け，挨拶とか？ 

防災・防犯の面での皆さんの協力しせい 皆が安全な町にしようと考えることが1つになるのではないでしょう 

隣近所との交流 
まず挨拶から…。子どもに挨拶をするように教育することからはじめ

るのはどうでしょうか。 
災害発生時の情報収集や避難指示，および発信インフラが不十分！ ICT技術を活用したネットワークづくりを進めることが重要 
地域の安全性の維持 いかに異常を検知するかのシステム作り。 

他人任せの意識改革 
他人の為に役立ち，そこに充実感を持てるような指導者にと個人一人

一人が努力していく 

公的機関の信頼向上・行政主体の取組み強化 
顔の見えない，顔を出さない仕事が増加していると感じている為，是

非，信頼できる方達に関与して欲しいと願います。 

高齢者の一人くらしと防災，防犯。 
もっと地域の人々が高齢者が近くに住んでいて，助けが必要な事を知

る。 
（防災）建造物の点検，（防犯）隣近所のつき合い 集合住宅など，耐震規準に合っているかなど。自治会などの充実 
以前は交番のおまわりさんが町内を回って（戸別）いました。立話

もしました。住民名簿？があるようでした？ 
－ 

防犯意識の啓発，防犯教育の推進 
いくら促進したって市民自身が実際に行動しなければ意味がない。

“支援”は目に見えるカタチになっていないとわからない。 
地域に住んでいる人々の状況がわからないため，住人と不審者の区

別ができない 
住人情報の共有できる仕組作り 

無感心 他人事ではなく，自分自身に必ず起こる事と意識させる教育の推進 

物事に感心を持つ 
無感心になり，他人事と捉えず，少しの変化にも対応できる余裕を持

つ 

人権（意識）について啓発・教育・差別・偏見による犯人視など 
課題に記したことを，防犯の啓発，教育，市報，回覧板で伝えていく。

近くの公園で知的障害のある青年が，不審者のように扱われたことが

ある。他者とつながれなくなることが問題。 
古いマンションでは防犯カメラもない，防犯システムも付いてない 防犯カメラの設置，住宅の耐震化，防災，特に地盤沈下している所も
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市道・公道もあり一般事業車も多く，敷地内の樹木がおられたり，

敷石，コケがなくなったり，不法ゴミを置いていったりしてます 
あります。安全対策，地域連携強化，染地地域は特に安全安心にくら

せる町にしてほしい 
防災，緊急時の市民の避難体制 インターネットを使用したわかり易い情報提供 
防犯，情報の共有 犯罪の発生状況と対策についてわかり易い情報提供 
市報など普段見ない人でもいざという時は頼れる場所を知れる方が

良い 
掲示板などが駅前やバス停など，往来の多い場所にあると良い。消防

署や派出所など。 

防災：情報収集発信体制 

備蓄のように目に見えるものではないので，マニュアル等を作成し，

配布，セミナー開催など，市民の不安を軽くできるようにしておける

といいと思います。故郷が東日本大震災にあいました。色々必要でし

たが，正しく，すみやかな情報は必要です。 
情報公開 不安にならないように。 
公共心教育 社会教育を小，中，高校で充実 

防犯意識の啓発 
自分の身は自分で守るという事がなかなか出来ていないように思え

ます。行政からも市報等で注意喚起をもっと発信して頂きたいと思い

ます。 

不慮の事故，犯罪の発生 
突然の危険から身を守る。怪我の場合には応急手当の方法等を身につ

けられるよう教育する。攻撃は最大の防御ということもある。状況次

第ですが 
意識の向上 駅前やスーパー等の集客の多い場所に市の取組姿勢の掲示 
道徳意識の高揚 教育の充実 

社会のマナー・ルールを教えてほしい特に外国からの居住者 町をきれいにすることにより犯罪は減少する手段の一つと思う。 

外国人への対応 
オリンピック等により増加が見込まれる外国人でも理解出来るよう

な看板，案内板の設置，見回りの強化 

外国人居住者の増加，高齢者のマナー違反 
家を貸さない，日本語（文化）を覚えさせる。現代の常識を覚えても

らう。 
通学路や駅前，商店街でのくわえ煙草での歩行。歩道や多摩川遊歩

道を猛スピードで走行する自転車。夜間の無灯火走行が横行。市民

の安心，安全，健康を脅かすルール違反，規律，マナー違反が常態

化している。 

調布市，行政，地域住民組織，学校関係，関係企業等で，各々の意見

防止策を提言，アイデアを集め調布市に合わせた対策を実施すること

が必要 

自転車の交通ルール 
自転車が車道，歩道と両方使用していますが，歩いている方等との接

触，危険です。歩道も安心して歩けません。注意してもさけられない

事があります。 
自転車の交通違反が野放しで危険 注意ぐらいすべき。 
違法駐輪自転車が多くて歩道が歩きづらい。自転車盗難もある。 レンタサイクルの拡充。公共駐輪場を増やす。 

多摩川の花見客が多摩川住宅に車をとめる とてもキケンなので，駐車禁止として，取り締まりをしてほしい。 
日曜，祝日の街宣車は騒音ひどい。全国的に調布は最低レベル 取り締まり 
駅には交番がほしい － 

調布警察 質の向上 

 

② 災害に強い都市基盤整備に関する課題，意見・提案 

＜56件＞ 

【課題】 【意見・提案】 

地震の時の断水の防止 水道管の耐震化を促進する。 

災害時のトイレ 町会単位で各戸へ非常トイレを3枚ぐらい配布して下さい 

ブロック塀 
点検，対策済とわかるシール等貼ってあると安心できる。周りにブロ

ック塀が結構ある。 

通学路の安全整備，ブロックへいや狭い交差点など安全性のチェッ

クができていない 
危険な場所のチェックを行い，対策と改善をお願いします。 

防災，塀の安全について，役所が注意していただきたい 
近くの一戸建の家の塀が少しずれていて，いつも困ったものだと思っ

ています。 

住宅街の古いブロック塀が暗い道になって防犯上良くない。また，

崩れないか不安。 
自治体から危険な塀につき所有者へ指摘し，改善を呼びかけて欲し

い。 

防災上，問題がある古い壁は危ない。 助成金を出して壁を新しくしてもらう。 

建屋等の耐震化 
公共施設は市の予算で実施されるが，個人住宅については，危険箇所

が多く，改善することが難しいので，市で半額分を出資するなどの方

法を考えてはどうか？ 
防災警報器100％義務づけ － 
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暗い道が多い 街灯をふやしていただきたい 
街灯が少なくまたは暗く不安な道路の改善（調布市多摩川） 街灯を明るくする。警官のパトロール 

古い街灯を新しい物に 
暗い道などは犯罪がおこりやすいと思う。明るすぎるとの意見もある

と思うが，公園や道路を明るくした方が，近所のみんなは安心できる

と思う 
暗い夜道 明るい電灯がもっと欲しい 
現在の車道・歩道の街灯は，全般的に照度不足に感じられる。（市街

地，住宅地とも） 
古い蛍光灯・水銀灯から，LED化の促進を図り，十分な照度の機器設

置が必要。 
夜間の安全性向上 街灯の整備 
街路灯のLED化で照度UPを（特に裏道） 同左 

街灯が少ない場所の存在 一定以上の人の通りがある場所には一定間隔で街灯を設置する 

暗い道が多い。見通しの悪い小さい交差点が多い。 街灯の設置。ミラーの設置 

暗い場所が多い 街灯が切れているところが多い 

夜に暗い道がまだ多くある 街灯を増やす 

防犯 街灯整備 

暗い路地を少なく 街灯を増やす 

住宅街の灯りが薄いところがある 夜でも安全に通れるように強い灯りにする 

保健所通りの街灯が暗くて，夜怖い 街灯を増やすか，明るい照明にしてほしい 

道が暗い所あり 街灯をつける，重点的にパトロール（道が狭いので自転車でも） 

－ 街灯を増やしてみては？？夜が遅くなると暗く怖くて不安。 

－ 街灯がない所への拡充 

夜間の道が暗い 街灯を増やす 

道路が暗い 街灯を増やす 

暗い路に街灯をつける － 

－ 道がくらい，街灯が少ない 

外灯を増やす 小学校，中学校近くの住宅街に外灯が少なく暗い。 

（夕方の）下校時の見守り，外で自転車ではしっていると，暗い道1

人で歩いている子を見かける 

暗い道を明るくする。1人で帰宅しないように声かけ，見守りする人

もほしい 

見通しの悪い道，暗い道 見通しがよくなるように整備する。1人歩きをしても安全な道にする。 

調布駅前の商業施設増加による来客増加における防犯の強化 以前とは全く異なる街になったので早急な見直しをお願いしたい。 

地域に住民が増えてきたので，（今までは平気だった）細い，暗い道

にも対策を講じる必要が出てきたのかと思う 
まずは住宅の変化（新しい建物etc）をよく把握してほしい。そこか

ら変化も見えてくると思われる 

住宅の防犯対策の促進 
いくら促進したって市民自身が実際に行動しなければ意味がない。

“支援”は目に見えるカタチになっていないとわからない。 

地震，台風で電柱が倒れ，生活道路が封鎖された場合，消防車，救

急車が足止めになる。 
電柱の地中化が急がれると思う。 

道路整備 
多摩川小入口交差点の道がとてもせまい。バスも通りあぶない。車が

通れない。災害時不安である。 
道路が狭いこと 車中心となってしまい，余裕がない。消防車が通れないところがある。 

基幹道路の建設 防災上必須，品川道の世田谷方面への延伸（少なくとも実篤公園まで） 

歩道・道幅の確保 － 
居住区に上ノ原小，神代中，晃華学園があり，子供の通行と車輌の

共存 
原山通りの南端の道路整備は遅々として進んでいないので早期の着

工を望む。一方通行は何のため？（上ノ原小入口） 
歩道の狭さ 広くできる様にしてほしい 
狭路の一方通行化（狭い道が多く危険） 狭路については極力一方通行にする 
道を広くする 道を広くする 
歩道が狭い 歩道の拡張 
歩道が狭い 自転車は車道を走って欲しい 
人口増，車増大に追いついていない，歩車分離 道路には歩道を，人の命を防ぐ対策，公共でなければ実現しない 
自転車が危ない（運転する側，歩行者側ともに） 道路の拡張，自転車専用レーンの策定 
交通事故の予防 歩道の整備，道路の拡大 

通学路の安全性 
北町セブンイレブン，アウディーわき道路，畑あたりの道がせまく，

車と小学生がギリギリでいつも危ない。いつ事故になりかねない。し

のみや農園の畑を道路に広くしてほしい，早急に 

通学路の安全対策 
交通量の多い通学路にガードレールが無い事があるので，優先してガ

ードレールを設置してほしい。 

ガードレール，道幅，段差の整備 
普段自転車で走っているとあぶない場所が多い。車ととなりではまき

こまれそうで走れないけど歩道はせますぎる 
ガードレール，道幅，段差の整備 普段自転車で走っていて車道を走らないといけない場などあるが，あ
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ぶない所沢山，工事するのはそこではないと思う時がある！！ 
車が多く，通学路が安全ではない。狭い道を飛ばすドライバーが多

い。 
ガードレールの設置，スピードの出しづらい道路にする 

 

③ その他 

＜25件＞ 

【課題】 【意見・提案】 

市役所及びプロジェクトに関する動きや情報が不足しすぎており，

何をやっているのかまったくわからない。 

もっと積極的に，能動的に，リアルタイムで情報を発信すべき。また，

住民がより容易にタイムリーに情報を入手できるようなシステム作

りをするべき。抽象度が高すぎる。不明瞭なアナウンスは不要。具体

的にわかりやすい情報を下さい。 
人間のモラル － 

－ 点滅するライトを付けようかなと 

プライバシー保護，学校教育 

ある程度は犠牲にしても，地域内の住民の安全を守るため，住民情報

を取得する。（不審者，外国人） 

家庭で話題にする。 

空き家の管理 
明らかに空き家と思われる家に対しての対策が何もなく，危険なまま

放置され，周りの住民は大変に困っているが何すべがないとの行政か

らの回答のみ 
空き家問題 老朽化による倒壊や破損，敷地内の樹木等（ゴミ，放火の危険） 

空家の管理とその対応 
外からの出入りができない様にする。・空家であるかのような佇まい

をなくす→庭の手入れ等。 
空き家の増加 シェアリング事業への貸出 

空き家対策 － 
空家，放置自動車等犯罪につながる様な状態の一掃 市の権限と関係部門で実行なる法整備により一掃 

空き家対策。犯罪者の隠れ場になったり，犯罪への加担になる可能

性の増大 

強制的にでも空き家を無くすように，条例，法などを整備し，無駄な

土地，無駄な開発を無くす。一挙両得な持続的な開発，環境保全へと

つなげてゆく。 

仙川駅のホーム 柵を設置してほしい 
高齢者 ケア付きマンションの建設 
1．住宅の防犯対策の促進 

個人所有と思うのですが生産緑地帯 
良くわかりません。具体的にどういうことですか？整備されずに木が

生い繁っています。ゴミも投げ入れられ，日中から道路が暗いです。 

防災，エスカレーター昇降時の右側の人も停止する 
都心で止まっている人達を体感しすすんでるなと思いました。駅や店

で啓発すると良いです。 

消防車，救急車の出動 

出動が何のためか（火災，ケガ，病気など）を周辺は不安に陥るので，

理由・目的を表示して欲しい。近隣居住者に協力できることを例示し

てくれると行動しやすい。 

真っ暗な公園にある公衆トイレ 
撤去するべき。女性は使えないし，コンビニもあるから公園にトイレ

は不必要。汚いし。 

終バス等の時間が早い 

三鷹市よりの調布市在住ですが，調布行のバスが少なく，また，三鷹

から自宅近くのバス停（野ケ谷）までも，終バスが早く，子供が塾か

ら帰宅する時にバスがなく不安で心配です。 

不審物の発見 住民に対する注意喚起 

調布飛行場，墜落の再発リスク 公共の定期便以外離発着の禁止 
民間企業の活用 公的機関ではムリ（レベル低い） 
特に思い付きません － 

－ 防犯，防災どちらも未然に防げるような対策に力を入れてほしい 

－ 
防災と防犯を分けてほしかったです。全く違う事なので答えづらいで

す。 
－ 各項目につき，すでにかなり実施が進んでいると思います。 
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（２） 「子ども・若者の健やかな成長・自立を支援し，子育てしやすいまち」をつくるプロジェクトに    

関する課題，意見・提案 

 

① 子育て支援に関する課題，意見・提案 

＜99件＞ 

【課題】 【意見・提案】 

子育てがしやすい環境づくり 待機児童，母子家庭，多子家庭への対策，対応 
女性が安心して働ける街をセールスポイントにするには現状不満足 保育園の待機児童ゼロ，学童保育の充実 
保育園，待機児童問題 改善してほしい 
保育園・学童クラブの充実 東京都は少子化ではありません。 
調布市は待機児童減に努力し保育所増設を進めているが，ニーズに

追いついていない 
具体的な目標と実行計画を，取り組みを続けてほしいです。 

待機児童 
保育無償化とか言う前に，入れる所がないわけだから保育園，幼稚園

をもっと増やすことを考えてほしい 
待機児童問題の解消 やるべき事は明確になっている。本気度の問題であると思える。 

保育園などの不足 
母さんの働く支援にもなるので絶対必要だと思います。保育園だけで

はなく児童館や公共施設を開放的にするのはどうでしょうか。 
保育園の増設 女性が子供を預け，安心して働ける町であってほしい。 
待機児童過多 認可，認証保育所の拡充 
保育園の確保 若年の共働きを可能にするため，保育施設の充実が必要。 

保育園の待機児童 
保育園の認可化により認証保育園が減少しているのでは。低所得者の

支援は充実しているが中間層～のサポートがあまりよくない 

保育園の待機児童対策など多様なニーズへの対応 
フリーランスなので，すでに不利が確定していて悲しいです。希望者

に行きわたる支援をお願いします。 
保育園の充実 安易に民間に頼ること無く，行政として，より前向きに取組むべき 

保育園に預けられない家庭の存在 
公立で保育料の高いクラスを設置し，質の高さを求める家庭のニーズ

にあてる。 
保育園に入るために，入りやすい0才で入れることになる。親の体力

（夜中授乳しながら昼間仕事），子のさびしさの問題有。保育士の人

数も必要になる。 

0～5才いつでも復帰したい時に入れるような状態にする。保育園も親

も子もみなwinwin。 

保育園を増す 
市の職員の子どもを優先して入園しているようですが，職員が有給を

取って旅行に行くと子どもも休んで出かけています。休みも取れず働

いている人の子どもがいます。 
保育園，学童クラブの充実 近所の保育園，学童クラブは古い，せまい。早急に建て替えるべき 
幼児教育の拡充（保育園での） こども園のような施設を増やしていただきたい 
保育園の待機児童対策 公立の幼稚園を設置してほしい。保育園の増設も急務。 

保育師の就労継続の安定化 
子育の安定には保育師さんにたよる面が多いです。特に男性の方な

ど，仕事を続けていけるよう，キャリアパスの構築があればと思うこ

とがあります。 

保育，幼児教育の質の向上 
保育士の能力向上，働きやすい環境を整備，施設の点検，指導強化，

サービス提供の多様化など無償化よりやることが多くある！ 
保育園への取り組みは良いが，幼稚園が手うす，市外の幼稚園へ通

う子供も多い 
延長保育や給食など，市が幼稚園へ補助しても良いのでは？ 

調布駅周辺には保育園が多いが幼稚園がない 
徒歩で通園できる幼稚園がないのが非情に残念。災害時の事など考え

ると心配です。 
未就園児のための施設の充実 施設数を増やすか，または施設内のコンテンツを増やす 
児童館が未就学児をつれてあそびにいってよいところなのか，どこ

にも説明がない。 
すこやかのように，ひらかれた広報，情報発信を全ての児童館でする

こと。 

未就園児の遊び場，市の習い事が少ない（全くない） 
調布市の子ども向けのクラブが，小学生以上のものしかないので，未

就園児向けのものをつくってほしい。（プールやたいそうくらぶetc） 
子連れでも入りやすい飲食店が少ない おむつ替え，授乳スポットを増やす。ママパパマップに追加する。 

－ 

ベビーカーのまま入れるorオムツ交換台がある個室トイレがもっと

欲しい（外にあっても意味がない）。首がまだすわらない赤ちゃんを

連れて出かけた際，自分が用を足せるトイレを見つけられず困りまし

た 

妊娠期～産後のサポートについて，市が提供している情報が分かり

づらい。 

母子手帳の交付時や，産後の保健師面談の際に説明する。若い人はSNS

（twitterなど）を活用しているので，SNSでも情報があると分かりや

すい。 
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共働き世帯への支援も重要 
両親が遅くまで仕事だと，子どもだけで家にいることになるので，居

場所が必要 
学童クラブの充実 人数の拡大（施設を新しく建設） 
学童に入れない 学童に入れなければ，親は仕事できないです。 

学童施設の充実 
保育園は全国で増加傾向にあるが，学童施設の充実は今後必ず増加す

るため，小学6年生まで学童施設で，預かってくれると親は喜ぶ。 

学童クラブの体制が充実していない 
学童クラブに給食または仕出し弁当導入・調理施設を付け手作りおや

つ配付・有資格者を複数配置 

春休み，夏休み等の学童での昼食について 
本来親が弁当を作るべきかと思うが，両親の仕事内容によっては朝の

弁当作りが難しいため，希望者は弁当を学童で市販のものを注文でき

るようにしてほしい。 
小学生の放課後について（ワーキングマザー）。行き場がない。夜お

そくまで外であそんでいる。 
自由に出入りできる公共の場を作る 

－ 放課後の学習支援，ボランティア活用 

子どもの虐待防止 強制的に保護出来る制度，ニュース等では手遅れがあまりにも多い 
いじめ，不登校，虐待の対処，対応 学校との連携の強化 

全国的な事例として「子供の虐待，いじめ，不登校」問題 
基本的には各家庭側の主体責任と考えるが，各家庭側の強い言い分に

比較し，公的機関側が介入，意見，指導が弱すぎると感じている→軽

度なうちに介入 
虐待やいじめ等表面に顕れない。 問題を抱えているケースの掘り出しが困難なのではないでしょうか 
問題のある家庭への対応を早くしなければ重大な事件になる事がよ

く聞かれる 
児童相談所等の活動支援を厚く。 

虐待防止と虐待を受けた子どもへの対応について 

虐待防止は各学校にカウンセラーを置く。地域に相談所を設置対応。

特に性虐待後には，心理，医学的（妊娠）な対応（日本ではまだ一箇

所もないのでは？）ができる様に一施設で途切れることをなくするこ

とができればよい。費用は市負担。 
子供の虐待，待機児童の数を知らない 知る機会を増やす 

neglectの親が子どもを大切に考えるような取り組み 
見まもり（おまわりさんや近所の人が見守ることができるようなしく

み） 
こまめに訪問出来て，パトロール，一声かけ運動等，人的人材が少

ない。 
人材の育成確保はむつかしいが，こまめなパトロール訪問ですくわれ

る子供もまたふえてくると思えます 
子育ての悩みについて（特に初産の場合） 気軽に相談できる場をつくる 

ちょっとした相談も受け入れてくれると活用しやすい。 
昔々，市の子育て相談をしたら「個人の受けとり方です」とつきはな

されたように感じた。カウンセリングなど必要な専門職の方もいても

良いのでは？ 
子育て孤立の解消 継続的なサポート 

核家族の為に子育中に孤立してしまう事がある 
困っている事が言える場所と，助けてもらえる相談する場所をつなげ

てもらえる事 

核家族が進み，一人で子育てをしている方が多く，うつになりやす

いので，子育て支援があるとよい。 

それには市でそっせんして，そういう家庭を訪問して，母親がどうい

う事に対してなやんでいるか聞いてあげて，少しでも母親の不安をと

り除いてほしい 
孤立している親や子に助けの手を指しのべる 気軽に相談できる機関の設置 
近所とのキョリと共働き家庭の孤立化 モデルケースの提示，提案，具体的にみえる施策 

子を育てる親が，子育てに負担感をもっていること。 
経済的な負担ばかりでなく，まわりからの支援が受けられない中で子

育てをする親についても負担を少なくする方策を考えたい。（片親家

庭，障害のある子を育てる家庭） 
妊娠から親をひとりにせず，出産，子供の成長とどこの過程でも親も

子供もひとりにしない，責めない 
－ 

夫婦ともに地方出身者だと里帰り出産をせざるを得ない。 出産に対して手厚い支援を。 
安心して子どもを生み育てる 出産するまでにとにかくお金がかかりすぎます 

少子化 
子どもが増えれば増えるほど税金を安くする。教育費はすべて無料と

する。 
少子化に歯どめ 出産費用の援助 

子どもを3人以上産みたくても経済面であきらめてしまう。 
3人以上の経済援助を増やして，産みたい人が産めて出生率もUPでき

る施策 

人口対策 
何より産み易い環境整備。1人目より2人目，さらに3人目と支援の段

階的な手厚さ 
市営住宅の減少 若者夫婦への期間限定の住宅補助（子供が小学校卒業まで） 

－ 子供のいる家庭への住宅費の補助 
支援 一番金銭面が大切だと思う。 
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－ 赤ちゃんポストの設置，育休中の賃金の支援 
子供の医療費 15才まで自己負担なしにしていただきたい。 
子供の医療費，近隣の市区町村より高い 無償化または割引 
医療費負担 中学まで医療負担を23区同様なくしてほしい 

義務教育医療費助成，学童 
所得制限に疑問を感じる。公設公営と公設民営を利用したが，質に違

いを感じる。公設民営なら通わせなくても良いと思えた。 

未就学児へのサポートは充実しているが，小学生以降へのサポート

が少ない。 

子供，母親が気軽に相談できる場所作りが必要ではないでしょうか。

（学校や教育相談所は話しにくい。）お金も子供が大きくなるにつれ

て，かかります。税金があがっても0～2歳児の親のみで，サポートが

あり不平等に感じる。 

近隣自治体（23区比）との児童対策の格差 
医療費補助など，分かり易い対策での見劣りがあるため，掲題プロジ

ェクトに対する説得がない。流入候補世帯で実際に調布市の評価は高

くない。 
23区内との格差 同等の公的サポート 
子供のインフルエンザワクチンの助成があるといい － 
健診を充実し，支援体制を充実してほしい 市独自の支援施設，設備の充実を計る。 
双子の家庭への支援 双子の家庭への支援が少ないので増やしたほうがよいと思う 

子育てに関して 
子育て環境の充実・特に生活困難者（母子家庭・父子家庭etc）に対

する支援の充実 

1人親家庭の実態 
今6人に1人が御飯が食べられない家庭が増えているようです。なんと

かなりませんか？ 
保育園へ安易に入れるのではなく，親子のふれあいの重要を幼稚園

までの間，親が育休を自由に取れる社会が重要 
企業，行政の連携により，幼少期，親子が仕事から一時的にはなれ，

子育てに専念できるようにする。 

次世代の生育環境の保障 
親（保護者・家庭）の条件(収入・職業・婚姻関係・国籍など）にかか

わらず，市内で命を授かった子すべてが妊娠～出生～保育～学校の切

れ目ない支援を受けて成人し，社会の一員となれるように 

魅力ある調布市として成長していく基本は，若い世代が安心して子

育てしやすい環境を構築していくことが必要。 

保育施設の充実，学校教育の充実（学業だけでなく，人間教育，育成

に着目する等）について，教育専門家や行政，地域，PTA等の関係者

と調布市が，今後の在り方の方向性，具体的な活動計画等についてプ

ロジェクトを設置して市民に明確に打ち出すことが必要（重要） 
①問4）はすべて重要だが，5，8～13は市行政と教育行政，現場での

取り組み 

②その他は，個々に市だけの対応・取り組みは不可能 

②2，3，7への取り組みは，相談窓口を市として，都内で活動してい

るNPOなど信頼できる相談・支援団体等を紹介し，連携していく。す

ぐに対応することが重要。 

ベビーカーとの共存 
世の中の流れとしてベビーカー優せんのようになっていて，我が物顔

であたりまえのように道の真中を通ったり行ったりしていて歩行者

が不便です。 

運動場 
家の周りに最近子供が増えてとても良い事だと思います。（国の宝）

ですから。でも遊び場が近くにない様な気がします。 

子供がボール遊びを出来る場所がとても少ない・中学生以上の子供

が気軽に使える健全な公共の施設がない 

朝，放課後は他校の子でも登録などしていない子供でもフラッと気軽

に遊べる場にして欲しい。親子や年配の方でも使えるようにしてはど

うか…。管理は学校ではなく，公園課などにして欲しい。市民の遊び

場所として。せめて図書館に自由に気軽に使える自習室くらい欲し

い。 
安全に遊べる所 公園への安全 
公園の整備が不十分（清掃，壊れた遊具の保全） （清掃，壊れた遊具の保全）子供が安全に遊べない 
ボール遊びができる公園が少ない 市営の野球，サッカーのグラウンドを増やして欲しい。 

公園の利用活性化 
もっと地元の公園が皆の集まりに使われるとにぎやかになって楽し

いと思います。 

外遊びを思いきりできる場所がない 
そんなに整備されてない，広い広場があるといい。小さな公園では小

学生にはもの足りない。思いきり体を動かせる場所が欲しい。 
子供（幼児や小学生）の遊び場が少ない 小学校校庭の開放 
校庭を自由に使わせてほしい。ボール遊びができる広場がない － 
子供（幼児や小学生）の遊び場が少ない 線路跡地の活用 

公園が少なく，子供が体を動かす遊びができない 
空家を接収する，土地を市に寄付したら相続税を免除する。公園の遊

具等の設備充実への寄付をつのる。ふるさと納税のように減税する 
公園でキャッチボール，サッカーが禁止されている。 クラブ（学校外，meet upなど）の活用，交流 
外遊び，自然に触れる機会が少ない 広場や公園，自然，緑の環境を確保 
子供があそべる場所の充実 ボールあそびができる場所がほしい 
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遊び場少ない 制約なくボール遊び等できる広場がもっとあるべき。 
仙川地域に子どもが多い割に公園が少ない・工事現場や新築建設場

所でタバコを吸っている 
公園を充実してほしい・住宅街で禁煙地域にしてほしい 

 

② 子ども・若者の健やかな成長と自立支援に関する課題，意見・提案 

＜15件＞ 

【課題】 【意見・提案】 

困難を抱える子供達への支援 子供達が夢を持つような対応が必要と思われる 

子どもの貧困率上昇 
子ども食堂や補習等学習支援により調布市の学力の底上げと非行防

止を図る。 
食事が満足に食べられない子供がいないか考える 子供たちがリラックス出来る場所が必要 
貧困 食費，食事の補助など 
子供達が安心して活動できる場の提供 市が支援するスポーツクラブ，様々の活動クラブ 
小学生は学童があるのに対し，中高生以上の人がたのしく遊べる環

境が整っていないように感じる 
駅の近くで買える，食べるだけでなく遊べる場を設ける（パチンコと

かではなく） 

放課後の遊び交流学習 
格差社会では費用が少なくてすむ放課後の学習交流遊びの場の充実

が大事ではないか 
休日の居場所づくり 駅前など，商業施設が多く，遊べるものが少ない。 
小学校教育でカバーしきれない児童（引きこもり）へのセーフライ

ネット 
図書館や，地域施設での積極的な引受 

不登校の子の受け皿 学校以外の居場所を考える。 
若者が自立するまで，途切れずに支援があれば，不登校，いじめ等

へるのではないか？ 
－ 

非行や犯罪へのまきこまれ 見守りの組織化 
高齢者と若者とのふれあい 共に共存出来る様な町造り 
前問（問4）は子ども相手ばかり 若者への助力提案もあるべき，すべき 
研修センターの充実（各就労の） － 

 

③ 学校教育に関する課題，意見・提案 

＜47件＞ 

【課題】 【意見・提案】 

学校施設の老朽化が急務。 トイレの洋式への工事。体育館の床の張り変えを早くしてほしい。 
施設や通学路の老朽化対策 早急にお願いしたい 

不登校について 
表には出されていないと思うが，かならず登校していない児童がいる

はず 

不登校防止しない 
不登校防止すると，いじめの逃げ場がなくなり追いつめそうなので，

他の対策を講じてほしい。 

学校内でのいじめ防止 
学校，クラス内で毎日皆んなで「私はいじめはしません」と合唱をす

る。一番大事なこと，毎日，1時間目に声を出して行なう事。 

徹底的な「いじめ」対策。現状ではいつになっても「いじめ」がな

くならない→なぜか 

学校，家庭での認識，教育委員会，学校では「大げさにしない」が強

い。それと加害者に対する責任なり追求指導が弱い。被害者でなく加

害者に注視する必要あり 

いじめ相談 
子供同士だけでなく教師とのトラブルもあるので相談できる窓口の

支援 

いじめを自覚しているのにもかかわらず放置している教師がいる 
すぐに反応し，いじめをやめさせる行動をとるよう，教育委員会等上

部組織からの強い指導，直接の対応 

いじめ防止 
いじめの理由に関係なく，いじめは絶対悪，いじめる側は120％悪い

との教育を徹底していく取組が大事。 
いじめ，不登校に関して 先生以外にも，生徒に目を配れるフォローの役割の人材を置く 

いじめ防止 
各学校3名いじめ防止専任先生設置。授業中，休み時間，放課後にと

け込んでもらい，観察係→同時に先生，大人も観察係が見る。 

「いじめ，不登校」をなくす 
現在教職員の負担が大きいようなので，職員を増やすか就労時間を減

らし生徒一人一人に対応出来るようにする。 
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いじめの防止・解決に向けた対応 
いじめ解決には，まずいじめがあればかくさずに認めたうえで解決策

を考えるべき。（○○すれば解決する，とではなく子どもの気持ちが

第一優先であってほしい） 
いじめや障害をもつ子供達へのケア 学校以外の場作り（いじめ）。その子にあったカリキュラム 

学校でのいじめ 
教員，校長，責任がある教委は責任逃れをする。校内で起きることに

責任をもて！ 

親の教育に問題あり，クレーマーなど 
自分と違う人に対する差別視，違うところをその人の個性と教えて受

け止めていくことができればいじめはなくなる 
「子供の健やかな成長」について（いじめ，社会活動，道徳に関し

て） 
PTAに専門の方より，社会道徳の教育をする（貴重な時間で学校の先

生の努力も子供の親がつぶす事が多いと感じます） 

教育が大事 
教育現場等で最初に指導をする方が非常に大事。平等に接し基本を…

…指導してほしい→いじめもなくなる。 
公立小・中学校の質 教員の質の向上 
子どもの健全な成長と自立支援 義務教育の質の向上と充実 
公立小学校の教員の資質に疑問を感じます。 講師の充実，教員の評価の多角化。 
塾がよいが不可欠になっている 学校教育の充実，受験への考え方を変える啓蒙 
教職員のレベル低下 若年教員の採用見送り，社会経験のある外部職員増 

今，質の向上をやらぬと世界の三等国になる 
教師の質向上，クラブ活動から解放させ，本来教師業務に専心させる

こと 

教育としつけが重要と考えます。ダメな事を叱る先生が減っている 
経験の浅い先生に加え，中年層に渡る先生においても，厳しく子供に

接する態度が減ってきている 

小学生の通学を見守る人の資質 
信号が変わりそうな時，早く渡るように急かしていた。本来，信号が

変わりそうな時は無理に渡ろうとせず，次に青になるまで待つよう指

導すべきでは？ 

現場教員の人権意識等の低さ，世間との感覚のズレ 

児童・生徒と最前線で接する教員の子どもの人権に関しての認識が戦

時中レベルのままの人がけっこういる。部活も含め，日大アメフトや

ボクシング等の独裁や独善は，ここ調布市内にも平然として存在して

いる。いずれ悲劇的な死亡者がいつ出てもおかしくないと思う。教員

の人事権が都にあり，問題教員の報告が市の教育委員会にあっても，

なすすべがない現状を改善していただきたい。 
公立学校の先生の「学習障害」の認知度の低さ － 
働かない教員がいる クビにする 

教育質の向上，教育費問題 
公立，私立とでは勉強の質がかなりちがう。同じ調布市に住みながら

教育費援助額がかなりちがう 

金銭的な援助 

幼，保育園の無償化などきまりましたが，それよりも小・中でかかる

学校費用，給食費を全て無償化にしてほしい。どの家庭の子供ものび

のびと教育を受けることができると思います。その後にある社会への

意識もかわってくることだと思います。 

義務教育を9年制で取組む。 
三鷹市のように9年制で取組めば，子ども達のつながりが広くなり，

保護者の意識も変わるのではないでしょうか。 

学校と地域社会と交流が不足していると思う 
高齢化社会を迎え，地域には実社会経験を積んだシニアが多く，その

人達を活用すべきである。 
子供の頃から高齢者との関わりを持つ場を増やす。 学校（小・中）で年に1回訪問し，ボランティアを行う 
地域の住民のふれあい 課外活動の充実 

人との接し方がちゃんとできる人になるべき 

不審者が気になるなかで，知らない人とのコミュニケーションが難し

いところですので，社会科見学や地域の人と接する機会を多く持たせ

てほしい。子ども会を無くすのはおかしいと思う。ある小学校では，

子ども会活動がほとんど無くなっています 
教育指導の方針を市内外部に発表すること。学校内でのいじめに対

して鈍感である（一般的に） 
学校内で事故があった場合，隠蔽している事があるのでは。速やかに

対処してほしい。 

子供が年々増えている 
それを見込して，4クラスにすればよかったものを，119人だからとい

い3クラスにし，毎年クラスがえするはめに。もっと先を見て，臨機

応変にすべきだと思う。決まりが多すぎ。 

子供が年々増えている 
それを見込して4クラスにすればよかったのに，3クラスにしたせい

で，毎年クラス替えに。子供の環境を考えるべき 
教育のさまざまな問題 1クラスの児童の定員数の縮小 

－ 
学校の先生が雑用におわれないように，助手を2人ぐらいつけるとか

して，先生の目が生徒にむき，もっと生徒の話をきけるようにしてほ

しい。 
基礎学力と応用，中学校の健全（放課後等），地域の特性 － 
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子どもたちだけで遊べる（過ごせる）施設の増加 自宅外で集える場所の確保として学校は開放する。 

教育の観点で，中学校での教育について，ワークを3周解かせてくの

演習量で成績評価を行うといった無意味ととれる課題（宿題），不適

切な成績評価基準が見られる。 

適切な宿題設定，成績評価基準の設定が難しいのは承知しているが，

将来を見据えた際に教育は大変重要であるので，少人数学級やICT活

用など，将来を見据えた先進的な取り組みを通し，生徒一人一人にフ

ォーカスできるような仕組みをつくっていくことが重要。 

進化するIT社会（インターネットサイトやSNS，アプリケーションな

ど）との関わり方を学べる環境づくり 

多様化するITの世界の中で，子どもや若者自身が自分を守り，他者を

傷つけない有効な付き合い方（ITとの）を学べる環境をつくってやっ

てほしいと思う。 

スマホの使い方 
私は中学の時に，外部からたくさんの人がきてお話しをしてもらって

学んだ。 

行政のスムーズな対応 
学校からのアンケート等で意見を伝えても取り組み，改善が感じられ

ない。活動しているようであれば，もう少し発信した方がよい。 

 

④ その他 

＜47件＞ 

【課題】 【意見・提案】 

路上での歩きたばこ 指定区域以外の喫煙禁止 

深大寺自然広場が近くにあるが，使いづらいと思う 
アクセス，駐輪場，駐車場の整備。深大寺方面からもアクセスできる

ように。 

第一小学校の下校時の交通安全対策 
小学校と郵便局の間の道に，下校時に送迎の車や，一般の普通車が多

く，子供達が安全に歩けない。スーパーができたら更に不安 
細い道へのダンプや大型車の抑止 右左折時のまきこみ防止のため 

夏場になると不審者が増える 
通学路のパトロール，大人の配置，子供たちがより安心して行き来で

きるように。 

若者が住み続けたいまちづくり 
若者が居なければ街の活性化がなく税収も入らない→色々な施策が

打てない 
若者が住みたいと思えるまちづくり 若い家族が住みやすい環境づくり 
若者が減少している 住みたいと思うソフトの充実，街の活性化，パチンコ屋の規制 
調布はゲームセンターやパチンコ屋が多いと思う － 
イベントなどの参加費用が高いので，あまり参加できない。高齢者

や子ども（小さな）に向けた支援ばかりで，若者（20～30代／大学

生）への支援がない 

地元にある施設を利用して，多くの世代と交流がふかめられるように

してほしい 

夕方のチャイムや見守りの放送のスピーカーが家のすぐ近くにあ

り，音が大きすぎて赤ちゃんが起きてしまう 
放送回数が多過ぎてその度に乳幼児が起きてしまうので，音を小さく

する。回数減らす，もしくは個別に音量調節など対応して欲しいです 

安心して子どもを産み育てられる環境になっているが，社会全体が

特に赤ちゃんに対してけむたがるような雰囲気がある 

そういった様子を見ていると，女性にとっては子育てしずらいのでは

と感じる。人との関わり合いの場を増やしたりすることで社会全体が

思いやりのあるまちに変わっていくのでは。 

地域でのつき合が苦手な家庭が多い・アパートに住んでいる人がわ

からない，交流がない！地域の人から声もかけられた事がない！ 

地域福祉体制を変える昔ながらの家庭訪問を重視し，みんな家庭の事

情がちがうので，しっかり声を聞いて相談し合い，地域全体で取り組

んでほしい 
元気な老人の活用方法 現状のままでは勿体ない。 

子どもに不寛容な高齢者とのトラブル 
子どもとお年寄りがかかわる地域行事を増やす。孤立からくる不寛容

を減らす。 

住民増加 
人が増加すると犯罪なども起きやすくなるため，地域の交流や支援も

必要 
手伝いとか人にやくに立つことが1つでもできること 皆社会の仕組みのなかでいることを忘れずに 

家庭内での問題，親子の問題 
何でも公に問題を求める時代ですが，親から子に対する躾は無視する

場合あり（例）ゲームに熱中するが注意しないとか，さわいでも注意

しないとか。この辺から多くの問題につながると思います。 

個々が問題を抱えこむ。個人では問題に対処困難ですね 
隣近所，地域共同体が，つながり，他の人の問題でなく，自らのもの

として受けとめて，共同体，地域として一人ひとりを見守り育んでい

く方向へと向っていけたらと思います。 

地域，学校等が求める具体的な支援の内容が不明 
求める支援を具体的に公報等でアピールすることで申し出があるの

では？ 

－ 
調布で育った子供達が調布を後々まで愛するように，深大寺，野川，

多摩川でランニングしたり，タコ揚げ大会，遊び場提供，ドッチボー

ル大会，映画会 
若い保護者の方は声をかけずに通りすぎる 何とも云えない状況にある 
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国が行なえないこと，手が行き届かないことがある 

国による経済的支援や優遇措置と同じことを市が重複して行うこと

には反対。それよりも，市民に近い立場で具体的な問題に取りくんで

ほしい。特に教育現場における子供の生活時間の使い方。「勉強しな

い」「放課後にムダな時間をすごしている」のは子供にとって不幸で

あり，将来の未来を左右する。 
支援バス 数社が運営しているが市営バスとして，まとまり有る運営を！ 
交通機関の不足 市のコミュニティバスをつくる 

－ 
高齢者にもっと年金を支払ってほしい。介護施設の料金が高すぎる。

1日しか入ってないのに月単位でお金をとる。 
かけ声だけでなく実行動が大切。 実体にそぐわず機能・規模が低下。 

特別支援が必要な方への対応 
調布市は特に作業所など多くとてもいいと思います。これからも続け

ていって欲しいです。 
－ 歩道際に子どもののりやすい高さの塀はつくらないように 

5G，AI，シェアエコノミーなどの大きな変化が訪れる 困っている人々の自律的なネットワーク化を推進すべき 
明治以後行われてきた画一化 多様性重視。 
知的好奇心 文化，スポーツ，知（考える力）の充実 

－ 外国語力の向上 
責任分担 市と家庭の分担の明確化。市が行う事と家庭で行うべき事 

増加する教育費の抑制 
塾に代わって放課後のプライベートスクール（公立）を創設し，各子

供に合わせた教育を行う 
親の責任を教師に転嫁する，自己主張の強い人が教師を振り回すこ

とが健全な子育てを阻害 
事例報告から“常識”というものの広報 

育児に時間と経済的余裕を 
労働分配率を国際水準に上げる（市の仕事ではないが，社会の常識と

して） 
問4）の項目課題は全て手を打つべきです 優先すべきはありません。全て対応するべきです。 

－ 問4の内容のすべてに関して大切です。 
子育て等に市が深入りする必要 なし 

－ 
子供達の大きな声を耳にすると嬉しくなります。私自身活気が出ま

す。 
とくになし － 
特に思い付きません － 
1～13まで市内でどれだけの人（割率）が対象となっているのか参考

にできなかったので○がつけられませんでした。すみません。 
－ 

市民への周知 
今は関係ない，今後関係するかも知れない人への周知が足りないので

はないかと思う 

－ 
現状がどうなっているのか市民に伝えることからスタートしてほし

い 
－ 子供が居ないのでわかりません。 
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（３） 「高齢者・障害者にやさしいだれもが安心して住み続けられるまち」をつくるプロジェクトに関する

課題，意見・提案 

 

① 高齢者福祉に関する課題，意見・提案 

＜45件＞ 

【課題】 【意見・提案】 

高齢者就労 市内の企業に補助金をつけて高齢者雇用促がす。 

高齢者への支援 
自分から支援を求めることのできない高齢者に対して行政として手

薄だと感じています。 

資産，所得が少ない高齢者が，ひとり暮しなど家族がいない，また

は離れて暮す高齢者をどう見守り，サポートするかが大切な課題。 

国の支援策はまったくあてにならない。したがって，市でなんとかす

るしかない。衣食住がままならないようなことがないように重点サポ

ートすべき。たとえば，「大きな荷物を動かせない」「高い所に手が届

かない」といった，生活の中の不便さを解消できるような住民サービ

スを市民一体となって作ればよい。 
体調の変化 高齢者は常に体が変化する。動作もおそい。暖かく接してほしい。 

高齢者は筋力低下や認知病になる可能性がある。 
毎年，健康診断で運動能力や認知病のチェックをし要チェックの人に

は予防対策や進行対策を行う。 

認知症の増加 
認知症の人を住民たちが見守り，迷子にならないよう声がけする。折

にふれて呼びかける。 
24時間対応の訪問看護ステーション，看護小規模多機能の増設と人

材確保 
自宅で最後まで過ごした方が自宅にいられるような支援 

1人暮らしの高齢者，障害者 訪問看護の充実 
老人ホームが少ない 増やすような支援を進めてほしい 
特養施設への入所待ち 特養施設を増やす。古い施設を建て直す。職員給与の助成 
特養ホームの増設 団塊世代が75才を迎え，要介護者が増加するため，緊急の課題である。 
在宅看護を減らす 特別養護老人ホームを増やしてほしい。 
一人暮らしの方が安心して住める。障害者の方が安心して住める。 空き家等を利用したホーム，グループホーム等の充実 

家族に介護の重圧がかかる 
グループホーム，シェアハウスを作り易くして介護の合理化，高齢者

の孤立を防ぐ 

介護者の不足，在宅介護者への支援 
高齢者がふえる一方だが，もう少し自立を考えるべきなのか？特に在

宅介護者の大変さは問題だと思う 

－ 
介護の人はがんばって仕事をしていると思うが，介護の仕事をしてい

る人の給料をもっとあげて，余裕をもって仕事ができるように，やめ

なくていいようにしてあげてほしい。 
高齢者，障害者のおられる家庭の家族への相談，支援体制の充実 － 

家族介護者への支援 
他の課題でも同じだけど，必要となった時にすぐに使える施策がな

い。個々の需要にこたえられる体制づくりが最終課題 
支援がボランティアに頼っている部分が大きい 多少なりとも支援金，助成金があるとよい。支援家族の負担が大きい。 
ケアラーの支援の充実 何かお茶やおかしをたべられてほっとできる場所がほしい 
介護者への周りの理解も深める必要性 － 

介護，認知症予防 民間との協働による啓発，市民参加型施策 
高齢者の急増 安い受入れ施設の用意。調布在住20年以上の方割引きなど 
高齢，障害は防ぎようのないもの。 明日は我が身・ケアに対する支援 
家にこもりがちな高齢者の交流促進。 ふれあい給食の充実，展開。ボランティアしやすい体制整備の為 

高齢者の交流の場の創造 
近所のコンビニのフリースペースは高齢者の憩いの場となっている

のを見かける。コンビニ業者と連携し，コンビニを交流の場としては

どうか？（ハードインフラの建設不要，コンビニとしても売上増？） 

高齢者のコミュニティ参加支援 
例：健康で体力，知力のまだまだ充実した高齢者の地域参加，貢献促

進，子育て，防犯，防災等 
高齢者に対する介護の支援を促進するのではなく，高齢者であって

も自立ができるような環境がいいと思った。 
交流場（歩く，しゃべる，孤独死対策→認知症対策）など 

生きがい，必要とされている自覚など。 

人は何もしなくなる，必要とされなくなることにより，生きがい，生

きていくことに対しての活力をなくしてしまうものと思われ，社会の

中で必要とされている仕事，役割など与え，生きがい活性をとりもど

す。 
居場所づくり 高齢者の居場所，話し相手がいない。 
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高齢者が社会と交流できるまちづくり 
高齢者が気軽に立ち寄れるカフェやアイスクリームショップの店舗

を増やす。 

健全老人の活用（協力依頼）（交流と生き甲斐の開拓） 
病院，学校，役所でボランティアとして活動してもらう。（単純作業

を専門家や職員がやっているのはお金のムダ） 

高齢者の居場所の確保 
交流だけでなくシルバーパワーのさらなる活用があればと思います。

単発，市外の方(実家の母etc）も参加できるシルバーパワーの活用は

難しいでしょうか。 

ひとりで困っている高齢者の援助 
ミニバスで買物に行かれるある会社などが定期的に車で商品を販売

するなど。 

高齢一人暮らし 
住まい，様々な手続き，サービス利用，など一人暮らしを続けていけ

るよう，情報の提供と，ニーズの掘り起こしが回り回って財政負担を

軽くする 

高齢者の1人暮らしの防犯などのケアの充実化 
地域によっては，管理会社への連絡できるシステムがあると聞いたこ

とあります。対応を考えてほしい。 

いわゆる見守りが必要な高齢者を減らす。健康寿命を伸ばす。 
市バスの高齢者への優遇制度は高齢者の外出を促す良い制度である

と思うので，似た取り組みを広げる。高齢者が就労できるような場を

多く設ける。 
低所得者の高齢者に対する支援 公的支援の向上 

かかわりたくない人が多い。支援体制がわからない人が多い。理解

してくれる人が少ない。 

1人1人の特長，たん所を見きわめ，適材適所に仕事をあたえる仕事場

をもっとふやしてほしい。家賃を安くしてほしい。集合住宅をふやし

てほしい。安くて安心してくらせる住宅をふやしてほしい 

高齢者はすべてにおいて行動が遅くなる傾向があり，それをうとま

しく思う人が多い（自分もまた） 

遅く歩く高齢者やスーパーのレジでもたつく高齢者は多い。障害者に

対しても同様。そうした高齢者に対しても将来は自分もそうなること

を考え，寛容に接することをあたり前とする社会であってほしい。そ

ういう社会をつくりたい。 
－ 高齢者に対し，いつか自分もこうなる…と自覚した意識を常に頭に。 

高齢者などが座るベンチなどが少ないと思います。 商業施設や街角にベンチを設ける→（雨風凌げる場所） 
歩道の所々にベンチが欲しい。細くてもいい。歩行困難な人がちょ

っと休めるもの。仙川駅東側の道は，ベンチが所々にあり，安心し

て歩ける道である。 

甲州街道からのり上げる歩道を使用するが，杖を使う夫は住宅のブロ

ックぎりぎりで歩く。父を車椅子で押した2年間程は，車道にひっぱ

られ危険だった。どうすればよいか… 

歩道にベンチを設置 
現在置いてあるベンチをメンテナンス。2年前から（多摩川住宅入口

3差路のベンチ） 

“やさしい”とはどういうことか？ 
当人が生きる上で張りがあることと思う生きる意義を感じられる対

策，取組が必要 

 

② 地域福祉に関する課題，意見・提案 

＜34件＞ 

【課題】 【意見・提案】 

子ども／高齢者／障害者を分けないで考えた方がよい。 
子どもと高齢者の交流の場を作る。デイケアセンターと保育所，学童

保育の合同施設 

相談出来る方が各地域にいられる人生 
遠くの実父母より又友達とも内解けて話すよりもいつかは安心して

専門の方がほしい 
地域における相談，支援体制の充実と就労，定着支援の地域活動 近隣市間（公的，民間）との連携強化 
高齢者，障害者が自立して(経済的に）生活できるようなまちへ 地域での就労 

見守り，安否確認 
ネットワークの構築，交流サロンに行くのではなく担当者がパトロー

ルしてくれた方が良い 
身近な認知機能を持つ高齢者や障害者が居るのかの情報・発信が少

ない。 
地域ごとにこれらの情報・発信をストックするハブをつくり，市全体

でこれを集約するシステムを構築する 

見守ることが出来る環境を 
見ることは比較的出来るが，守る為には個人ではなかなかです。見て

いる人が通報して，助けてもらえるバックアップ体制を充実するこ

と。 

高齢者，障害者の孤立を防ぐこと。 
隣近所のつながりが一番大切だと思いますが，やはり「おせっかい」

が大切！！大きな範囲でなくごくごく身近なつながりこそが一番大

切！！ 
昔のように向こう三軒両隣と言われたような社会であればよいので

すが，今は人情が希薄なため，隣人との付合いもままなりません 
－ 

－ 
近所付き合いの活性化が第一歩であると思う。そのための方策を考え

てほしい 
孤独死 市が地区ごとに1人暮らしの人のリストをボランティアが訪問 
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孤独死の増加 地域と個人の連携を強化する 
孤独死 1人暮らしの方の家に市の職員が定期的に 

1人暮しの方への安否確認 
簡単でコストの安い方法で安否確認できるしくみがあるとよいと思

います。 
独居老人のケア 地域での見守りetc 
1人暮らしのお年寄りや障害のある方，ご家族 地域で声かけ，一人にさせない。 

1人暮らしの高齢者に対して 
定期的に保健婦さんなど専門的分野の人が訪問して様子をみてほし

い 

孤独死の予防 
商店街との協力。商店街全体にポイントカードのようなものを作り，

1人暮らしの人が2～3日ポイント入力しないと事務局に連絡が入りみ

に行くようなシステム 
－ 1人暮らしの人を回って欲しい 

高齢者の孤独死が増えているので 高齢者限定の地域イベントなどあれば良いのでは？ 
高齢者を地域で活躍できるよう学校と連携していくべき 高齢者を地域で活躍できるよう学校と連携していくべき 
高齢者や障害者の孤立化 学校などで子供達とふれあう機会をつくる 

高齢者の単身者が増えて居ます。 
近隣者が気を付けるしかないですか。民生委員さんは，どんなお仕事

ですか。 

高齢者，障害者等要支援者に対する支援計画の策定，実施 
①要支援者に対する見守り，安否確認対策，②生活支援，③社会福祉

協議会の要支援者の成年後見等の実施 
高齢者，障害者が社会の一員としてあたりまえに生活できる環境作

り 
市からの情報発信の質と量の向上 

交流の場を設ける 
安心したいのは非高齢者，健常者の方だと思うので，高齢者，障害者

を理解できるような場を機会を設けることが一歩だと思います。 

ケアする側の人材の不足 
人材育成システムを充実させて，プラスケアしやすい空間を設けられ

ればベスト。 
助けが必要な方をどうするか。 やる気のある人のボランティア参加を促す。 
基本的人権の尊重として誰れもが高齢者や障害者の立場を理解して

地域として受け入れて支援する組織を支援，バックアップすること

が必要。 

支援団体や地域の取り組みに注目して，行政，調布市としてバックア

ップする。活動を認め，広報等で紹介，市として表彰する等見える化

して市民の意識醸成を図ることが必要。 
交通手段や移動に際しての不自由，どんないい場所であっても，そ

の施設へ行けない 
移動介助人材，オーダーしやすい空気感をつくる 

ハンデを背負う方々を受け入れることのできる市民の増加策（不適

切な表現でしたら申し訳ございません。） 

人と向き合うのは最終的に人しかないと思います。ソフト・ハードの

構築も重要ですが，「市民の心のやさしさ，ゆとり」の醸成が不可欠

だと思います。（その為にも義務教育を充実させるべき） 
健常の方々も自分におきることだと思いますので 参加することで人の気持ちを考えられる 

一人ひとりの尊さを認識している心を育てること 
先ず自分を受け入れ，家族，隣り人を大切に思う心がなければ，高齢

者，障害のある方々（負を担って下さる方々）をその尊厳をみとめ，

共に助け合って生きることは難しい。 

－ 

高齢者，障害者がくらしやすい，生活しやすい社会は（又は会社は）

健常者もくらしやすい社会だと思います。風通しよく，安心出来るコ

ミュニケーションをとれる社会が差別，いじめ，不登校もへらす事に

なると思います。 

 

③ 障害者福祉に関する課題，意見・提案 

＜53件＞ 

【課題】 【意見・提案】 

特に障害者のかたについては，家にひきこもっておられるケースで

は専門家（行政スタッフ）の訪問等のはたらきかけがないと，自分

からは相談に来ないかも。 
社会（や行政）から声をかける支援 

－ バリアフリー，相談支援，地域の方との交流 
発達に遅れ，かたよりがある子どもの専門機関が少ない 相談できる場所を増やす。 

発達に遅れやかたよりがある子どもへの支援 
発達センターの定員をふやす。最近は通いたくても受け入れてもらい

にくい，受入人数をふやす又はセンターを増設するべきである。 

発達障害が疑われる子どもへの対策 
一定年齢ごとに，発達度合を診断する健診などを行い，障害がある場

合の取りもらし防止・支援対策を作る 

－ 
障害者を持つ家族がゆっくりできるひとときを作ってほしい。春休

み，夏休みなどにケアつきのキャンプに行くなど。ボランティア，ケ

アする方に見てもらい，家族はゆっくりできる。 
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府中市，世田谷区と比較して重度障害児が入所可能な療育施設が無

いと感じる。 
－ 

障害や病気をもつ子どもたちへの支援として，普通学級を希望する

本人，保護者への支援 

障害児，医療的ケアが必要な児童も普通学級に通えるように，みんな

と同じに学校行事に参加できるように，親ではなく，介助者(支援）

を確保してほしい。 
障害者の就労の支援 働く場所を確保し，家族と離れる時間を作る事が重要と考えます。 
障害者の就労，就労定着支援 公共施設で安心して働ける場を率先して設けてほしい 

障害者の就労について 
調布市内で活動している福祉作業所などの仕事ぶりを市民により多

く知らせる。 

就労定着の支援のあと 
就労できてもその職場での肩身の狭い思い，理解を全てしてあげられ

る訳でない為，差別的な言葉や一方的に悪者にされがちなので，環境

を良く出来るようにする必要あり！！！！！ 

障害者の家族 
自分の子供を障害者にみとめない親が子供を支援の場につれて行か

ずに，その後，社会で適応出来なくなっている気がします。 

障害者のいる家庭 
土，日，祝等の過ごし方，いつも家族が一緒で，時には，見て頂ける

場が欲しい。 

障害に対する市民の理解，又障害者を持つ親への対応 
家族だけでのケアーはとても大変だと思う。まわりの人々がもっと関

わるべきだ 

－ 
調布市は高齢者に対しての取組は充分に行き届いていると思います

が，障害者に対しての取組は足りていないと思います。 

障害者の就労率向上 
経営者，支援者，就労者（障害者）が，互いに負担を感じない（感じ

にくい）仕組みへの支援 

障害者（発達障害者含む）に対する就労あっせん環境が少ない 
市の助成金という形よりも，受入れを行っても経済が成り立つ，経営

が成功することを説明する，理解させる風土づくりが必要 
障害者の採用の不正 行政が細かくチェックする。 
障害者 皆同じ差別なしの世界 

調布市版障害者差別解消条例の制定（理解が進んでいない） 
小金井市の条例を参考に，市条例を制定すべき。そうすることによっ

て，市民の障がいのある方に対する認識が向上する。 

「合理的な配慮」についての理解が進んでいない 
ＳＤＧｓの「誰1人とり残さない」という考え方をもっととり入れて

はどうか。 
子どもと大人，両方の発達障害への理解がまだまだ発展途上だと感

じます。 
一見，障害者に見えない障害なので，発達障害の理解を進める運動や，

医療機関の増進をはかっていただきたいです 
障害者に対する理解が進んでいるとは言い難い 障害者に対する理解を広げ，社会進出や雇用につなげる 

困っている人は“だれ”なのか本当に支援を必要としている人は。 
障害のある人は自発的に前に出ることは難しく，認知されていない人

も多いことを知る 
差別 発達障害や障害者に対する啓蒙 

様々な障害に対する理解の促進 
しっかりと知識がある人が，しっかりと理解の和を広げていってほし

いです。 
障害者への理解が足りない 支援体制を整える 
当事者になるまで，課題認識しないレベルの社会であることが問題 まずは理解の促進。 
障害者の理解 子供たちに障害とは何かを伝える機会を与える 
高齢者・障害者の苦労を体験する機会 小学生に体験させるのが良いと思います 
この問題に対する知識のある若者は少ない 小，中学校で教えてほしい。 

わからないから怖いし，関わることは難しい 

子供の頃，障害があると思われる子に傘で刺されそうになりました。

障害者＝怖いと思ってしまうので，接し方や，注意すべきところがあ

るのかなど，安心して関わりが持てるよう，理解できるようにしてほ

しい。 

内部障害者（ペースメーカー） 
内部障害者の場合，外見はわからないので，バスなど公共での場所で

困る。 
パラスポーツの普及 パラスポーツ体験会等を多くする 
自由に活動できない 公共の場のバリアフリー化の推進 

歩道に点字ブロックを増やす。歩道や駅にベンチを増やす。 
狭い道が多いので，視覚障害者の方がよく立ち往生しているのを見か

けます。→増やすべき。妊娠中に，駅でベンチが少ないのが辛かった。

改札の前や中にももう少し増やしてほしい。 

段差のない歩道と車道のバリアフリー 
歩行器，車イス等1cmの段差でころびます。段差を無くしていただき

たい。 

道の整備 
徒歩，車椅子で移動の際，不自由がないように整備する。段差減らす，

歩行部分をライン表示。 
バリアフリー，公共でのエレベーター等障害者及び保護者の苦労，

負担大 
町づくりの内にもっとスムースな動きが取れる様，工事改善を望む 
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車イス，杖で歩く人達が歩きやすい歩道の整備 旧甲州街道の歩道が狭い。レンガ様の歩道は車イスが走行しにくい 

調布駅近辺（タクシー，バス乗場，駅構内）のバリアフリー化 
イスなど，足の不自由な人，体力のない人が休憩しやすい環境づくり，

段差がなく車いすが通りやすい歩道づくり。 
横断歩道の位置の見直し，必要な場所の点検 歩道橋があっても登れない方の視点からの必要な箇所の設置。 
 － 調布駅近辺にもっと車イスの人が利用できると，イイと思います。 
道がでこぼこしている ベビーカーや車いすが通りやすい道になるとよい 
町全体がバリアフリーが足りていません。町に障害者が余り歩いて

いません 
そして自転車も歩道を走っていますが，ほんとうは車道ですが車道が

きけんで走れません。是非自転車道路を作ってほしいです。 
まち（特に道路）のバリアフリー化 － 
車イス利用時の道路の悪さ 車イスでのスムースな移動が可能になるよう整備をすすめてほしい 

－ 

車イスや足の不自由な方が普通に暮らせる街だと良いと思います。街

には不便な事が沢山あると思う（エレベーターの設置，段差の解消な

どあっても，使いやすい場所になかったりするので）。1人でも出歩け

る，歩いていて，少し休憩するベンチなどが道のそばにあると良いな

あと感じた事がありました 

安心して外出出来る街作り 
バリアフリー。手すり設置。車イス，歩行器でも通りやすい道作り。

休憩出来る様にベンチの設置。 
車いすの方が道幅のせまさや段差で苦労されているのを見かけま

す。ひやりとする場にも出くわしました。 
－ 

様々な障害に対する理解の促進 
車イスで通れない道がないようにしたい。知的障害者でもわかるシン

プルな街作り 
一度，車イスを押して市内を回って欲しい。段差や電柱，坂…とて

も動きにくい。 
安全でゆとりのある歩道にして欲しい。電柱の位置，手押し信号のボ

タンの位置をもっと安全な場所にして欲しい 

 

④ その他 

＜33件＞ 

【課題】 【意見・提案】 

現場職員の増員 費用は嵩みますが人員の増加で対応してもらうと安心です。 

個人情報の取扱いについて 
各個人，家庭に於いて，防犯等の戸締り，ガードがきびしくて，火災，

事故，病気の手助けが出来ない 
見守るがわの家族の支援 施設の創設 
介護に金がかかりすぎる。 水ものませてくれない。何もしてくれないのに，金だけとりすぎ。 
相談所が少なく，プライバシーが守れていない プライバシーの守れる相談所をつくる。 

－ 
生活上で困ったことがあった時，取りあえず相談できるような窓口が

あれば助かるのでは？民生委員にはなかなか相談しにくいと思いま

す。 

住民同士，地域共同などの作業について 
参加した方が「参加しない，できない方」を冷たく見る場面を度々見

ます。配慮が必要と考えます。 
防災放送の件，外柱についた外部スピーカー（16：45放送）での連

絡放送は，その周辺の道路，街中では聞く事はできるが，少し離れ

た家の中では全く放送内容が聞こえない。これでは有事の際の連絡

放送は聞こえません。 

各家庭内にスピーカーを取付けてもらい，居住者の人が確実に聞こえ

る様にしないと，放送内容を把握できません。（exp，川崎市では対応

済）防災放送など緊急放送は，特に確実に早く伝わる様に検討が必要

かと思います。 

高齢者と障害者を同一のプロジェクトに含めることに無理がある。 
元気な高齢者の活動の場の提供。高齢化社会は最重点項目だと思料す

る。すべてのプロジェクトに高齢化対策を念頭におくべき。ex，公園

にベンチを多く造るとか，施設に休息する場所を造るとか。 
高齢者と障害者は同じではない。 別々の案件として考える必要があると思います。 

分別（アンケート用紙） 
高齢者と障がい者を分けて考えたかったです。一緒になっているので

自分の考え方を正確に伝えきれなかったです。 
－ 市政の声が具体的に届いてない様に思います。 

－ 挨拶をする。“こんにちは”位の声掛け 

－ 
私の意見よりも障害者の方，そのご家族，支援者の方々の意見を優先

して下さい。現場の人が一番わかっていると思います。 

高齢者にたくさんのお金がかかっている。 
将来性を考え，本当に重要な政策か，優先すべきかをもう一度考えて

ほしい。 

支援は大切であるが対象者の選択が簡単ではない 
わがまま，非常識者，にせ障害者への対策が必要で，見極める力が必

要 
－ 老人に関する充実より子供，若者の育成に投資すべき 

特に思い付きません － 
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社会的弱者といわれる人々に対して 安心して生活できる環境の拡充 
無謀な道路横断，安心して車，バスの運転ができない 日頃から運動をさせて，自分の限界を分からせる 
公園が少ない 運動が少し出来る公園を作るべきである 
スポーツ，文化活動の施設の増強 市中心部に施設を2F建てで良いが，30～50人の入れるシャワー付 
マンションが次々と建設され，住民が増加したにもかかわらず，駅

周辺の道が昔のまま（西調布南口） 
マンション建設を抑制するなど，計画的な街づくりの推進 

狭い道路にバス，車，自転車etc…これらのことを無視して，道路の

真中を歩けたらどんなに楽でしょう。 

狭い道路しかない所に商業施設を作らない。当然道路はひどい状態で

混みます。市の職員，市長は，土日の道路の視察をしてください。平

日ではありませんよ。 

調布市はまだまだ歩道のせまい所が多いのでは？ 
幹線道路などの歩道は広くなっているが，そうでない道路の歩道はと

てもせまく，歩行者がすれちがうのも大変な所がまだまだ多いので何

とかしてほしい 
道がせまい 広くしろ 
歩道を整備してゆったり歩けるようにしてほしい － 

道路，交通の安全性確保 － 
道路の整備 車の優先の為，歩道が狭い 

道 
道路がガタガタだったり，平行でなく斜めになっていたり，デコボコ

していて，手押車の高齢者等に危ない道が少なくない。 
甲州街道の歩道の木の根がもりあがって高齢者は特に歩きづらいと

思われる。 
できる限り平らに舗装して頂く。 

場所，交通手段，人材（人数） － 

車優先の街づくりを改める 
車の通行は上下左右にしても，歩行者の通行は平坦・直線を心がける

べし（西調布駅前を見てみよ！！！） 

 

  



第３章 自由意見 

85 

 

（４） 「にぎわいと交流のある活気に満ちたまち」をつくるプロジェクトに関する課題，意見・提案 

 

① まちの活力を生み出す都市の形成に関する課題，意見・提案 

＜90件＞ 

【課題】 【意見・提案】 

旧京王線の跡地の有効活用 商業施設や公共施設を作る 
国領駅前～調布，旧京王線沿線 緑化や，商店街等の早期整備 

－ 公園，駅前広場等にベンチをより多く整備する 

中心市街地のにぎわいも大事だが，周辺の駅前の活性化も重要 
商業施設が少なすぎて，にぎわいや買物の利便性がなく，駅前周辺が

暗く感じられるので，駅周辺の開発・活性化の推進が必要と思われる。 

中心市街地とそれ以外の所の落差が激しい 
中心を作るべきなのですが，同じ税金払っているのに，中心地以外の

地域が不備というのは残念。 
調布駅前のにぎわいがあまりないし人通りの多さがほんの一部しか

ない 
府中のように駅前開発できるような容積率緩和の条例の制定 

駅前広場のバス停のせまさ 
広場に入る前の旧甲州とパルコの横の道のせまさを考えるべきだと

思う。また樹木をふやして欲しい 
中心市街地の活気，にぎわいの創出の対象に仙川駅周辺を含めて考

えて欲しい。 
仙川駅周辺が各種検討の対象から外されている気がする。仙川駅周辺

には検討すべき課題，スペースがまだまだある。 
中心市街地のみではなく活気のある街作り まち全体をにぎわい，活気にあふれるために置ざりのまちをなくす。 

町づくりは人づくりに尽きる。（ところで，仙川はどんな扱？） 
各テーマに沿った，企画，イベントに対する人材とは別に，全体をコ

ーディネートする人材が必須です。まずは確固としたグランドデザイ

ンを策定することが大切では…。 

旧，京王線路後の利用について（歩道の整備） 
緑化して，住民の健康（フレイル予防）対策。誰でも使用できる健康

器具（鉄棒，平行棒） 

駅前の不便さ 
調布駅は特に車の回り方が不便。自家用車を来させない様なシステム

ではなく，スムーズに移動出来る様なロータリーを作る 

調布駅周辺の開発の遅れ（地下駐輪場を含む） 
なぜ計画が遅れているのか，もっと明確に市民に説明せよ（市報など

で） 
駅前の利便性の向上 府中駅のような駅前開発はどうでしょう。 
調布駅の地下化により再開発が進んでいるが，建物等の連続性がな

く，活気に満ちたまちづくりに貢献していない。 
今一度現状を把握し，計画の見直しが必要であるかどうか検討する 

駅前広場 
調布駅前等はどんどん都会的建物で風変し発展してきていますが，和

の建物が1つでもあったらいいのではないでしょうか？ 
街の魅力の向上 市全体に統一された表示（案内）や雰囲気が必要？ 

調布駅前広場のあたりや商店街がごちゃごちゃしている印象でもっ

たいない。 

仙川等のようにもう少し整っている印象になるとよいと思う・商店街

の駐輪禁止のかこいの所にベンチがあるといいと思う・鬼太郎のモニ

ュメントももう少し周りを工夫してあげてはどうか（よく写真を撮ら

れている方を見かけるので。）・駅地下の活用 
駐輪場不足，自転車専用道路の整備 駅前の駐輪場の確保，整備 
調布駅のエスカレーターの混み方がひどい。災害時の不安 地上に上がる手段が少ないと感じるので，緊急時の対応，階段の増設 
ミニバス（調布～飛田給）が高齢者であふれていて，子育て世帯に

は使いにくい。席も座れない。 
ミニバスの本数増 

道路整備 
あぶない道路を整備してほしい「多摩川小入口」交差点，小学生も通

り，バスも通る。せまいので渋滞もする。車も多く通る。何とかして

ほしい！！ 
積極的なインフラ投資 貧乏な街に感じる 

ガードレールや道路ミラーや減速帯（道路）が不足しており危険。 
ガードレール，道路ミラー，道路減速帯必要箇所の検討追加し安全性

向上。 

調布駅周辺の歩道が狭い所が多い 
特に旧甲州街道の歩道が狭いので，時間はかかると思いますが，少し

ずつ拡張していただきたいです。 
バイクの駐車スペースがほぼ無い（126CC以上） 空いている自動車用に止められる様にする。 
市中心部のインフラ整備 歩道の拡幅と電線の地下化 

自転車の通行マークをつける 
自動車が左側に寄り過ぎて，信号待ちをするので自転車が車道を通れ

ないので歩道を自転車が走る 
駅前の利便性の向上（鉄道とバスの交通結節機能の向上，都市施設

の集積など） 
柴崎駅前の整備をお願いします。（開かずのふみきり） 
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電通大の間の道や，電通大と布田天神の間の道など，人の多さの割

には，狭く，危ない。 

大学がもっとセットバックして，車，自転車，歩行者，ベビーカーな

どがもっと安全に通れる広さの道を早急に作るべきと思います。事故

も起こしました。電柱もめり出していて危なすぎます！ 

自転車駐車場の整備 
調布駅南口に市が計画した地下駐輪場をごく少数の意見により断念

した事に非常に不快に感じます。将来を見据えて頂きたいと思いま

す。 
電車とバスの連携が悪い。道が狭く，自転車が危ない。 自転車用の道路の確保をしてもらいたい。 

歩行者と自転車が同じ歩道を使用していて危ない 
自転車道を整備するべき。その際，車道とも分けて欲しい。接触事故

が怖い（20号線など） 
調布駅北口旧甲州街道の交差点の渋滞，バスが通れない パルコ駐車場，西友前の違法駐車，早急な対応を申し入れてほしい。 
歩道が自転車の駐車等々で安全に歩けない。改善策も5年以上実施な

し。 
何もしないのか？ 

子ども乗せ自転車駐車場が少ない。 
車輪が太い自転車や，子ども乗せの荷台が大きいため，通常の駐輪場

の幅を広げてほしい。 
道路の安全 歩道の確保など 
公共交通環境整備 つつじヶ丘，柴崎駅周辺，京王線踏切の解消 
京王線沿線すべての駅の地下化 不便で危険な踏切を早く無くしてほしいと思っています。 
自転車の歩道通行 片側の歩道を広くし歩行者と自転車の通行をスムーズにする 
道路が狭い，歩道が特に狭い 広くして自転車も通りやすくしてほしい 

自転車置場整備（調布駅前） 
地下駐輪場整備の断念は，なさけない（市担当者）。樹木もたいして

良い木でない。・ダメなら早急に代替案を市民に報告すること。 

歩道が街全体的に狭い所が多い 
にぎわいのある街を目指す為にも，人々が行き通う歩道の広さを整備

する必要があると思います。 
一ヶ所に集中しない様な町づくり，人，自動車が動きにくい 京王線旧線路の早期整備，歩道の拡張 

徒歩，自転車で何でもできる社会基盤の整備。 
環境保全，温暖化対策，地域活性，歩く，自転車の範囲で，スローラ

イフと環境保護，人間性をとりもどすなど良い事ずくめである。 
道路が狭く，歩行者，自転車のスペースがないわりに交通量は多い

道が少なくありません（若葉町2丁目の118号など） 
（すぐには難しいかと思いますが）道幅を拡げて歩車分離を進められ

ればと思います 

京王線の地下化により生じた地上空間（空き地）の有効活用，地盤

沈下対策 

京王線跡地（国領－布田間）の早期遊歩道化，公園化，等緑化を進め

る。跡地が沈下しており降雨後は雨がたまり，夏場はぼうふらが発生

し，不衛生であり，早期の対応を望みます。 

無料自転車駐輪場確保 
放置自転車を回収して，収集場で集めたお金で作ってほしい。人材を

つかいすぎだと思います。 

桜堤通の自転車通行が危険 
広々と美しい名前通りの道にして欲しい（調布南高先の歩道をどうに

かしてほしい） 

自転車駐車場の整備 
調布駅前整備の中で地下駐輪場の整備がなくなったことは，未来社会

を考えても残念です。再整備の検討をぜひ！ 

自転車が①歩行②自動車に比べ③番目になっている 
施策が自動車より優先されていない。自転車帯（グリーン，ブルーの）

を早急にすすめられたし 

－ 
西友前の通りが自転車がいっぱいでバスを乗る人にとってすごくじ

ゃまです。歩道もすごくせまい。 
駐輪場 駅から遠い駐輪場を無料に。狛江市は無料です 

二輪車（バイク等）の駐車場がない。（少ない） 
自転車駐輪場の一部を二輪車用として作る（50CCのみでなく250CC程

度まで） 
駐輪駐車 街並の乱は違法，駐輪駐車が多い所のイメージがある 

－ 区画整理の促進，道路の整備と人が集る様に 

自転車駐輪場の整備 
駐輪場の少なさ，お金を払わないと止められない。タコ公園こわして

まで作ろうとしたモノはどうなるのか市民に教えてほしい。 

仙川エリアの整備 
今後も若い世代の増加が予想されるが，仙川駅のホームには，ホーム

ドアがなく，駅舎の規模が乗降客数に見合っていないため，仙川エリ

アの魅力を発信し続けるためには，整備不十分と言わざるを得ない。 
違法駐車，駐輪が多い 駐車場，駐輪場の確保 
京王線の線路 整備が進んでいない 

ここに入れるべきか？生活道路の整備 
5Mを切る生活道路。歩道のない通学路，予算を決めて毎年少しずつで

も整備を。 

旧甲州街道の活用 
現状は，渋滞がはなはだしい。歩行者とバス専用にして，旧甲州街道

らしい街並みに変えていけないかと思う。 
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自転車駐車の整備と商店街店先エリアの自転車放置 
①短時間利用区(主に買物客向），長時間利用区（主に通勤者）の区分

け，②商店前エリアの自転車管理義務を商品店側に負ってもらう（ボ

ランティアとして） 
人にやさしく安全で快適な道路整備 バリアフリー化をもっと広めるべきだと思います。 
車優先から人優先の道路整備。あぶない自転車運転 歩道の拡張，段差解消，自転車運転ルールの徹底 

仙川は自転車人口多いように感じるが，道せまく危険・バスせまく

ベビーカーで乗れない（調布－仙川－成城学園前）・バス停が車のす

ぐ脇で危ない 

自転車道を作ってほしい。特にバス通り・バス（広い）が通りやすい

道路にし，バスを大型にする。もしくは，ベビーカーごと乗せやすい

バスの運行（1日に数本でもありがたい）・バス乗り場の安全対策（車

がつっこんできたら子どもが危ない） 
自転車駐車場の整備（駅前） 駐車場を増やしてほしい 

自転車駐車場の整備 
TVの情報なのでどこまで正確かわかりませんが，駅前に地下駐輪場を

作るので，木々の採取，根っこがあって作業やめた，税金のムダ使い

の様に感じる。もっと計画性をもって作業してほしい。 

自転車で甲州街道を走行するのは危険すぎる 
甲州街道に自転車用走行目印があるのはおかしい。自転車専用道をつ

くってほしい 
駐輪場の整備・地下道の拡充（調布駅⇔パルコをつなぐ）   

ふみきり，駐輪場 
まつのに10分以上かかるときがある 

もっと安く手軽に利用できた方がよい。「ちょくる」のようなレンタ

サイクルつくったら。 
駅前の駐輪場有料化などもっての他。到底許容できない！ 広場の全面駐輪場化と無料化が街を必ず活気づける。 

自転車走行からの安全確保 
歩道を高速で走る自転車が多く，はねられる危険が多いので，歩・車

分離をしてほしい。 
歩道の改善 歩きたいと思えるような道があった方が人が集まる。 

－ 駐輪場が少ない。 
車の多い道路で歩道が狭い（白線のみ） 子供達や自転車が安心して通れる道路を増やして欲しいです。 
駅前に買い物に行く時，自動車，自転車を止める所がない 駅広場（調布駅南口）の地下に公共駐車場を作る 
駅前の利便性の向上（鉄道とバスの交通結節機能の向上，都市施設

の集積など） 
自転車専用道路を増やしてほしい。武蔵境通り×甲州街道の渋滞緩和

してほしい 

歩道，自転車道の整備 
自動車道に自転車走行サインの表示があるが，せまい道路にも自転車

走行サインがあり，非常に危ない。 

広場，道路整備 
クルマ中心ではなく，ヒトが集い，イベントを楽しめる広場が大事。

人工的な日除けより樹木の緑蔭，ベンチ，水飲み，トイレが欲しい。

新しい道路を作るのではなく，既存の道路の補修改良を望む。 
狭い道路上の電柱に依る通行障害 電気，通信ケーブル等の埋設配線 

市の税収増，利便性ばかり考えないで，自然を大事にしてほしい。 
町全体がざわざわとして落ち着かない。もっと静かに生活出来ないも

のか。公園，広場の充実，大木の伐採などせず，道路を広げる場合も

木を残すようにする。 

公園が少ない 
小さな子から老人まで安心してあそべる公園がない。小さいと遊ぶ内

容も制限されるので広い広場のような多目的にあそべる場所がある

といい（仙川周辺） 

駅前広場の早急な整備 

樹木保存会の意見を市民の声だと思わないで頂きたいです。正直，折

角元々の案を見て，調布に引っ越してきたので，樹木保存会の声で計

画が変更になり，ガッカリです。大多数の人は声をあげないだけです。

たまたま声をあげた人達にふりまわされるのはやめてください 

まちづくりに関して 
にぎわっているのは良いのですが，緑がとても少ないように感じま

す。特に街中 

騒々しい町ではなく，静かで落ちついた町に 
植物園等が広くあるのを生かして，ひたすら，市民がゆっくりと楽し

く安まる町にするように努力して欲しい！！ 
緑化不足 駅前にもっとグリーンを 
調布にみどりがない！！ 調布はコンクリートのハダカのよう，森を作ってもよいくらいだ！！ 

駅前に座って休む場所が少ない。緑も少なく木影や水のうるおいも

ない。 

夏が暑くなっています。木を大切にして木影のある，ゆとりある広場

を作って下さい。元々たくさんの木があったときいています。スロー

ガンばかりではなく，具体策実行を。 

交流の場であった調布駅前の公園を無くしたのは問題だった。 
自然も残せるところは残し，歴史も尊重していかないと，皆で納得で

きるまちづくりは不可能。 

  



第３章 自由意見 

88 

 

② にぎわい・交流のあるまちづくりに関する課題，意見・提案 

＜56件＞ 

【課題】 【意見・提案】 

魅力的資源の活用が不十分 

4と5は不可分。深大寺の丘陵，多摩川，野川などの自然の有効活用，

例えば神奈川二宮町の菜の花畑を多摩川野川の一部に作るとか，蛍の

見ることのできる街にするとか，駅毎に異なった花を植えるとか，神

代植物公園の周辺を整備する。深大寺城もう少し宣伝するなど。→5

へ 

広場空間 
イベント広場の使い方が定まっていないと思います。駅に向う時に動

線が悪い 

道路整備について 
道路の拡幅により歩道が広がった所が増え，便利になりましたが，ま

だ車イスやベビーカーが使えない狭い歩道があります。 

自転車，車の有効活用が不足している 
自転車，車の移動手段は所有することから共有する時代に移るので，

シェアサイクル，シェアカーシステムを早期に検討する 
－ 伝統も大切にしつつ，グローバルに皆が集える町造り 

グリーンホールの老きゅう化・バス停（調布駅）の位置が入り口か

ら遠い。・企業誘致・市民プールの改修・駅前の改修を機に駅入り口

とバス停間のキョリを近くして欲しい 

桐朋学園も市内に有ることだし，駅前に立地し，西東京を代表するコ

ンサートホールにする意義は有りそう。墨田トリフォニーホールのよ

うな例も有る。 

歩いて暮らせるまちづくり 
とにかく歩きづらい（ハード面），歩く楽しみがない（ソフト，ハー

ド面） 
月1回でも駅前でイベント開催 外部からの来客により商店の活性化 
映画の街調布 トリエの映画館，市民割引などがあっても良いと思う。 
布田駅前にスーパーがなく不便 マンションばかりつくらないでスーパーを作って下さい！ 

駅前広場のイベントについて 
フリーマーケットがやたら多いので，他にも映画に関係したイベント

を増やして欲しいです。 

調布駅前以外の商店街の衰退 
調布銀座，天神通りでもシャッターのおりた店が多い。西調布一番街

でも家賃が高すぎる 

身近な商店街などがすたれている 
NYでは土地投機の為，家賃が上がり過ぎて古くからの個人経営の店が

つぶれています。商業を営む店の家賃を減免する。地価の上昇を家賃

に反映させないようにする。 
駅前広場の活用 毎週のように週末はイベントを企画する 
旧甲州街道商店街の現状 活気溢れる商店街に多くの意見聞く 

調布に音楽イベントが少ない。 
イベントスペースを充実してほしい。（グリーン小ホール級の小さな

ホールの利用） 

京王多摩川駅にスーパーが無い 
主婦の店が無くなってスーパーが無くなった。京王線の高架下に京王

ストアなど作ってほしい。小さくてもよい。 

映画の街をもっと盛り上げる。 
もっと他の地域に広める為にPVのようなものを作ってみてもおもし

ろそうですね。私も出たいです。 
マーケットが無いと不便 三流の店でも良いので，駅の北，南両方に必要。 
映画の町をアピール 俳優さんを招いたイベント 
駅前等老人が自由に出歩く事の出来るマンション◎高齢者の自立の

為に 
一階はスーパー，医療，郵便局等，2階以上は居住出来るマンション

を建設 

トリエ（映画，商業施設）が今後も継続していけると思えない 
無理な投資をして人を集めるよりも，ふところ事情に見合った街づく

りがよいと思います。 

ここ数年でかなりにぎわいに満ちた街になったと思います。なので 
PDCAをまわして，このにぎわい，たのしさの保持と活性化に期待して

います。楽しい街にしてくれてありがとうございます。 
住宅街の買い物が不便 住宅街にもっとスーパーなどを多く作ってほしい 

イベントの充実 
“映画のまち調布”ならではのイベントを充実させる。映画の宣伝，

ゲストを呼ぶ 
布田，国領の喫茶店が少ない 高齢者が集いやすい居場所を作って欲しい。 

京王多摩川の駅前は他の駅にくらべてぜんぜんひらけていなくて不

便である。 

①住民がふえてきているのに，駅前に京王ストア（スーパー）を作っ

てほしい。②駅のトイレが和式1つしかない。アンジェなどがあるの

だから，洋式を3つほど作ってほしい。③改さつを2つにしてほしい。

多摩川の方にも住宅がいっぱいあるのに改さつが1つしかない。④エ

スカレータをつけてほしい。私は足が悪いので作ってほしい。 
各地域の特ちょうのPR イベントの充実 
市街再開発地域と，古くからの街並のにぎわいの格差 旧甲州街道沿いなど，古くからある街並，商店等への回遊施策 
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外で食事が出来るような広場があるとよい。仲間，ママ友，そして

子供が遊べる（きけんでない所）があるとよい。 

商業施設があり，その外で，公園があると買物の後子供と母親が一緒

に，そしてお友達の子供とあそべるスペースがある所が出来ればよい

と思う 
「調布どっとこむ：などの情報発信がたりないのでは？ 商工会のイベントも予算がないのか貧弱になってきたと思います。 
大型スーパー設置，質の高いパン屋 イオン系(小さな店でも良いので）スーパーが欲しい 

調布駅周辺開発 
駅南北の車道開通，ムダに何もない広場の有効活用or美観化，魅力的

なテナントを有する商業施設の誘致 

布田駅前の再開発 
閑散とした駅前広場に大手スーパーなどを誘致するなど活気ある街

造りを期待してます。 
市街地の活気向上に限らず，全体的活気向上を目指す。 地域の活動促進 

映画のまち調布のさらなる発展，調布銀座の有り方 
まち全体のハリウッド化，若者が入りたいと思うおしゃれな店が無く

もったいない。 
どの駅で降りても，同じようなお店ばかりで地元企業や，個人飲食

店の元気が無く面白みが無い 
地元企業，個人経営向けの予算を多く取り，助成金を出す。 

土日のイベントの増加 市内でのイベントの情報が少ない 
大きい公園を使用しての屋外イベントを充実させる。 子供や高齢者向けのイベントを地域単位で計画する。 

人が集まるイベントを開催 

「映画のまち」「ゲゲゲの鬼太郎」とアピールポイントが生かせてい

ないと思う。ハロウィンの仮装など（川崎ハロウィンのような）人が

集まるイベントを実施してみてはどうか。「調布」の知名度が低いと

思う。 
集客 吉祥寺のように，さまざまな飲食店が多数あれば，人がもっと集まる。 

他の町からわざわざ遊びに行く様な施設がない 
イオンモールの様な家族が1日楽しめる施設が調布に出来ると他の地

域からの集客が見込めにぎわうと思います。 
目玉となる人気スペース“深大寺”や“映画の街”等をよりアピー

ルして充実させる。 
人気イベント，映画祭等よりアピールして，街の色，人気の街として

定着させる。 

地域の核になる企業の誘致 
有名企業の本社等を誘致しレディタイムの人口増ならびに更なる人

の交流を促す。 
駅前開発の次は人を育てる。 調布を訪れる人達へのホスピタリティーを向上させる。 
カフェを沢山作ってほしい。 国領駅前にもスタバなどのコーヒーショップを！ 

バリアフリーの整備 
市民が安心して外出できるように，だれでもトイレや道路整備をすす

めてほしい 

－ 

「映画のまち」や「ゲゲゲの鬼太郎」などを調布市の魅力として打ち

出してゆくのは，とても良いと感じます。ラグビーワールドカップも

うまく盛り上がると良いなと思います。いい機会として活かしてほし

い 
スポーツ施設が少ない。 市内に作るのが難しければ，地方都市と提携する等の方法もある。 
“にぎわい”は商業活動？ 音楽祭に力を入れてグリーンホール前を“森”にして欲しい 

調布駅広場，公園がなくなって周辺はアスファルト化し，アスファ

ルトの上でフリーマーケットやイベント開催をしてました。とてつ

もなく真夏は暑く見てられないし，通る人はほとんど建物の中で買

物…となります 

駅の広場はシバフ化を，東京都では緑化の推進をしています。ヒート

現象をおさえる効果があるとされています。緑があると自然と人があ

つまるし，ちょっとひと休みする事も出来るし，座りながら大道芸人

を見たり，音楽を奏でる人を見たり，フリーマーケットやイベント，

マツリにと駅周辺で，外でも中もにぎわうと思います 

道路や公園を建設する時，沢山のベンチを設置してほしい 
お年寄りや小さな子供達が休けいしながらお散歩ができる，自然と情

報交換やコミュニケーションが生まれ町に活気がでる。 

電通大やIT企業，AI活用企業等が活用されていない 
スポーツ以外でも例えば電通大の取組みや教授の紹介を通じて，関心

を引く。 
海外との交流 外語大の学生さん等積極的に調布の歴史等知ってもらう。 

地域にあるものを上手に発信する 
例えば，だるまといえば高崎，水木しげるといえば境港ばかりがマス

コミで取り上げられるのはなぜ？？？ 
調布をもっと観光地にして活気づけたい ここでしか食べられないご当地グルメ・季節の花畑 

 

③ その他 

＜68件＞ 

【課題】 【意見・提案】 

長続きすること 
単発的な催事や非日常的な空間作りよりも，自然発生のお膳立て。ア

クセスと使いやすい場所の提供か。 

住民増加 
マンションや施設が増加し，人も増加するとゴミなども増えるので汚

い市にならないように美化にも気を配る必要がある 
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－ 
調布市は，福祉サービスが充実していると思う。障害，高齢でサポー

トを受けている人も参加，出店等出来る場所をふやして，福祉の街を

おし出しても良いと思う 

にぎわいと交流～のマイナス点 
商業関係者は望むだろうが，ごく普通に住んでいる者にとっては静か

な住環境がなくなるおそれを感じる。 
人への思いやり この地域は成城に近いので何かにつけて希薄を感じる。 

若者が集まろうと思えない 
アミューズメントや商業施設が府中や八王子に劣っている。調布にい

ても，府中，八王子がうらやましいと思う。 
他の地区と比べ，カフェが少ない。電通大以北は何も無い。 開業時支援サポート 

－ 市の力では無理。民間にまかせた方が良い 
活気が出ても，治安が悪くなる。 防はん対策が先では？？ 
住宅地がうるさい。（花見，花火） 花火は中止。花見の時警察による駐車禁止の取り締まり 
つつじヶ丘，柴崎の廃れ具合の加速化 鉄道の地下化，商店街の活性化，創価学会つつじヶ丘新築工事の中止 

－ 外国語力の向上 
大型店舗の制限 ママパパ店舗に補助金（高齢者には近くに店舗がないと買物に出ず） 

公営ギャンブルの集約化 
競輪場やパチンコ店が学校や住宅地に点在しているので，一定区域に

集約して，周辺の防犯につなげる 

文化施設の充実 
美術館と公園が1つになった施設があるとよい。郷土博物館と一緒に

してもよい。 

調布市PR活動 
京王線車両内へ内吊り広告，HPで市内スポット紹介など，市民以外の

方にも調布を知ってもらえる工夫。 
市民の参加を勧奨する 市民が参加しやすい，したくなる企画，イベントの開催 

にぎわいはほどほどに 
あまり色々なことをするとお金はかかるし，ゴミも増えるので，今，

住んでいるヒトのことを一番に考えて下さい。 

市民が障害者，高齢者等の多い立場の人々を大切にし，訪問者(外国

の方も）を迎え入れる心を育てる 

人が多く集っても，個人個人が他の方に無関心関わらないのなら，人

の心は和まない。市民が率先して交わりを育んでいければと希望しま

す。 

図書館機能の充実 
中央以外にも，つつじヶ丘，飛田給あたりに大きめの図書館があると

よい（会議室や調理実習室併設で）。駅に返却用ポストも欲しい。 

よく聞くインバウンド対策は本当に必要なのか？ 
外国人が増加しているようであるが，住人となる外国人への教育が必

要ではないだろうか？マナーがなっていない 
昔からの地元住民が多い？ 古民家として売り出す。 
現状あるかはわからないですが，この市は住宅街が多くあるので，

その中で交流のできる場があったらいいと思った。 
交流場をつくる（不安なことを解消できるかもしれない） 

自転車，自動車，バイク・安全性 
スピードの出しすぎが気になる。細い道もスピードを出す車は少なく

ない…見まわり，歩きたばこをしている，自転車にのりながら等…や

めさせるようにしてほしい。子どもにぶつかりそうになる…注意 
活気のなさ 他とは変わった（異なった）イベントを開催 
子供と高齢者のふれあい 核家族他がすすみ，関わる機会減っていると感じる 

だれもが楽しく交流できる 
皆の意見を参考に市民で決めていくようにすることで愛着がわきま

す 
昔から住んでいる方が多く，新しく住民になった人が居づらい － 

－ トリエ3館が地下でつながっていない理由は何ですか？ 
特に思い付きません － 
深大寺より北側の住民は，調布駅他京王線方面には行かない。三鷹

や武蔵境で用事をすませる。南北のつながりがうすく感じる。 
－ 

調布独特のもの，新旧あるものがいまひとつ活用されてないように

思える。 
調布のもつ良さをもっと拡め，自分の住む町をほこりに思えるような

ぐたい的な対策をしていった方がいい。深大寺，映画，織り物など 
経済 経済が良くなる。 

ゆとり，やすらぎ，余裕のもてる場所設定 
イベント，一時的な交流社会でなく，景観を考えた居場所，やすらぎ

のある整備＝人は集る 

調布市だけで活気ある地域をつくりだすことはできない 

近接する，狛江市，三鷹市，世田谷区，府中市，稲城市と多摩東部地

域，京王線沿線地域として全体像を共有する必要がある。地元に密接

な関係を持つ交通企業や，寺社，企業等との協議に参加させることも

必要。 
調布市だからというものがない 調布にしかないオンリーワンの施設の建設 

－ 
昨年PARCO屋上にて開催された8mmフィルム上映会（魔女の宅急便）は，

大変楽しかった。 

反対です。特ににぎわいはトゥーマッチ！！ 
静けさと落ちつきが欲しいのです。調布駅周辺は最悪，なんとかなら

ないかなあ。 
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余計なハコモノ投資や，文化イベントのムダ使いはやめるべき。 

民間が調布へ投資したくなるような市政運営（条例，企画など）は必

要だが，費用対効果が見込めない経済目的の投資は反対。市役所が市

民の活気を作ろうなどという考え方がおこがましいと思う。安心，安

全で，生活に不安がなく，ゆとりがあれば活気など自然に出てくるも

の。一部の税金狙いの業者ばかりもうけさせてはいけない。 

まちの活性化の必要性について再検討 
適切な税収利用をして，費用対効果を熟考し，投資価値の見極めをお

願いします。個人的には，当該プロジェクトの位置づけは低く，別項

目で活用した方が有効と感じています。 
駅前がゴチャゴチャしてる 整理せよ 
買物難民が増えるのでは 個別配達（日用品販売）の利用がしやすくする 

調布駅前をもう少しすっきりして欲しい 
トリエなどの商業施設を全て移動に雨に濡れないようにつないで欲

しい 

－ 

調布市には駅が7駅もあって，人の流れが吉祥寺などとは違うと思い

ます。調布駅前の広場は珍しい広さ。グリンホール（文化都市を目ざ

したい）の存在も他地域の人達に知られています。（有名人のイベン

トにはいっぱいになります。） 

パチンコ店が多過ぎ。経済効果に波及しない。 
若者が多く集る商店街がほしい。立川，吉祥寺地区より物価が高いよ

うに思われる。 

調布駅前にパチンコが軒を連ねている点は景観，また治安の観点か

らも頂けない。 

駅前のパチンコ店については退去していただきたい。商業施設を始

め，活気をもたらすような施設を展開する十分な土地であるので，有

効活用が必須。 

観光も大事ですが，住民が落ちついて暮らせることが最も大事 
駅前のパチンコ屋集積や規制できないのか。不要です。せっかくの駅

前広場が台なし。 
駅周辺パチンコ屋が多すぎます。 なくても困りません。 
京王線に依存しすぎの現状 相互代替となれる交通機関を整備すべきだと思う 
すべての人に優しい，利便性のあるまち バス（市内）の交通機能の向上。市内循環バスがまだ充分ではない。 
ミニバスの増便 調布駅～飛田給駅間のミニバス利用者が増加し，混雑がひどい 
バス路線を新しく 中央線から飛田給の路線を増やす 

自動車の所有は減り，自動運転化が急速に進む 
自動車を中心とした道路整備の考え方をやめ，歩行者，自動車を中心

にすえる。 
中心市街地だけなのか？ 調布市全体をみてほしい。まだ交通，ミニバスなどを見直してほしい 
利便性 行政主導でミニバスでの運航，経路，便の向上，増便 

小田急線（主に成城学園前を想定）とのアクセスの細さ・（関連し

て）ドルトン，マンション等人間町人口急増 

成城学園前とつつじヶ丘をつなぐ小田急バスの増便（南北の交通アク

セス改善により，調布市に住みたいと思う人が増える気がします。現

状京王より小田急の方が利便性高いので） 

公共交通機関の充実 
バスの運行を夜11時以降にもお願いしたい。以前は11時以降あったが

今は22時で終っている。 
国領駅での通勤 国領駅に急行（または“準特急”）がとまるようにしてほしい。 

染地1～2丁目から小田急線へのバス利用を希望 
多摩川ぞいの道路が整備されたので，狛江駅までのバス路線を作って

欲しい。 
駐車場が少ない，公共輸送手段の頻度がない 駐車料金を下げる，バスの増便 
信号機の改善 主要道路の交差点は，すべて，スクランブルに変える事。 

通勤時間帯の駅構内に自家用車の乗り入れ禁止 
特に調布駅など構内に自家用車が多く駐停車しているためバスの乗

り入れが大変。例：7：00～9：00まで駅構内に自家用入構禁止等は…

… 

調布駅前が広がったのは良いが，駅前を自転車に乗ったまま走る人

が多くて危険です。安心して歩けない駅前は課題です。 

駅前は自転車を降りて，おして歩くことをもっと市民に伝えるべきだ

と思います。駅前に駐輪場が増えると自転車利用者も増えるので，徹

底して欲しいです。 
交通（人の流れ）が不便 京王線と中央線を結ぶ線があるとよい。 

バスは足の悪い人には適さないのに理解され難い 

大股開いて乗らなければならないバスは，健康な人でないと危険な乗

り物なのに，高齢者の移動手段としてバスが挙がっている。昔のよう

に店前に自転車，バイクが置けなくなるのは足腰が悪い人にとっては

辛い。 
住みやすく，働きやすい場所づくり 駅前と駅から離れた場所との街づくりの方針について 

三鷹台－仙川ミニバスの運行数の少なさ 
50分に1台しか便が無いことが，公共交通としてあてに出来ないので，

増々利用者が減る。交通弱者にとって駅まで20分以上徒歩は辛い。せ

めて30分に1本と増便すべき。 
バスが調布駅に集中 布田や国領駅からもバスルートを増やしてほしい 
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（５） 「人と自然が共生するうるおいのあるまち」をつくるプロジェクトに関する課題，意見・提案 

 

① 豊かな水と緑の保全・活用に関する課題，意見・提案 

＜95件＞ 

【課題】 【意見・提案】 

緑地の保全 雑木林，河川敷など公園にするのではなく自然のままで残してほしい 

調布駅前の緑化と崖線地区の緑の保全 
調布駅前の木陰がなくなり殺風景になった。崖線地区の開発を規制し

て下さい。 
入間町近辺の緑がどんどん消えてゆく 積極的に緑を保全して欲しい 
自然を大切にする 人が自然に対する意識をみんながもつ 
緑や水辺などの自然環境の保全 緑地を増やしてほしい 
深大寺地区の整備 自然管理の維持，整備 
緑の多い町づくり 樹木を大切にする→地球温暖化対策にもつながる！ 

緑や水辺などの自然環境の保全 
調布市は自然が多い街だとは思うが，まだ少ないと思うので増やして

ほしい。 
公園，緑地が少なく感じる まずは駅前を緑化する。イメージが大事！ 

人と自然 
公園等の緑化も大切ですが，各自の家々でも，花や木を植えたら，楽

しい道になると思います。 

調布駅の緑化 
かっては調布駅には緑が有，駅を出るとホットしたが今は他の町と変

りなく，調布らしい緑有る町として欲しい 
 － 緑多い街にしてほしい 
アスファルトでおおわれ夏暑く冬寒い 土の部分を多くして，樹木で木陰を作ってほしい。落葉も土に戻る。 
自然に関して 温暖化対策を念頭においた緑の保全・拡充 
地球温暖化，気温上昇 なるべく木を伐採せず，日除けの為に枝葉も切らない。 

今ある大木は絶対に切らない。10年のうちに何百本の木を切ったか

反省すべきです。 

このプロジェクトは全然生きていません。ゴミゴミとしたうるおいの

ない町になりました。地球温暖化対策には木，土，水が必要です。今

ある農地など大切にしてください。 

自然環境を守る 
このプロジェクトが後まわしにされそうだから，将来の調布の町を守

るためにとても重要と思われる 
年々温暖化が激しいので木を切らないで欲しい。 緑の多い街づくりを望みます。 
アヴェニューなどがあると良い 道路に常緑樹が植えられていると良い。 
地球温暖化対策 年々緑がなくなり，小動物が居なくなるのが悲しい 
自然をこわさない事  － 
自然をこれ以上減らさないで欲しい 空地の利用 
地域の自然資源を大切に残すこと 教育現場で児童，生徒に伝えてほしい。 
うるおい 幼稚園児から中学生までの間，地元の自然と歴史を教育してほしい 
子供の時から自然環境の教育を大事にする  － 
人と自然の共生を市全体でとらえるべきです。（深大寺地区優先は？

です。） 
あらゆる自然に対して，考える必要があると思います。※駅前の樹木

伐採は意味が不明です。（自然と共生しているとは思えません。） 
自然環境対象地域，場所がどうしても片寄ってしまいがち，計画的

に市内全域に広げる市策が必要 
地域の公園率，緑化率，街路樹率等のデータをもとに，低い地域，場

所に対応強化 
散歩できる町並 街路樹の整備，公園の緑化 
跡地 京王電鉄鉄路跡地の緑化 

花いっぱい運動の充実 
近くの公園に花を年中たやさないようにしてもらいたい。希望の家の

方々や障害のある方に一つ一つ公園の整備を（有給で）お願いしたい 
－ 花を植える 

花が少ない 街灯に花をぶら下げる，花だんを増やす 
－ ベンチに花 

公園少ない 広い公園に多数の遊具 
公園の遊具の老朽化 安全で新しいものにすべき 

公園が少ない 
大きいボールあそびもできる公園をつくってほしい。つまらない公園

ばかりで，家の前で遊ぶ子どもが多い。（道路など） 

公園や遊び場の整備 
仲よし広場が次々と無くなっていくのは問題である。緑の減少が激し

い！少しずつ買い取りを進め調布市の緑を減らさないで欲しい！ 
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公園の遊具について 
危険だからといってすぐに遊具を撤去するのはかえって子供の成長

に繋がらないと思う。「どうすれば安全に扱えるか？」身をもって学

ぶもの！ 
公園が少ない  － 

公園の整備 
小さい子供，乳幼児も安心してあそべる様，定期的な清掃，整備をし

てほしい 
緑があって遊具もある広い公園がない － 

公園等の整備及び管理 
確かに木々花々の立派だなと思うことはあるが，安心して遊べる公園

が少ない。 

公園や遊び場の整備 
特に第二小地域に大きな子どもたちが思いっきり遊べる公園がなく，

住宅街の道路で遊び危険なため，是非公園がほしい。他の地域だと，

やはり遊び辛い。 

ボール遊び等ができる広場が少ない。 
緑や自然を守りつつ，思いきり子供がボール遊びができる広場があれ

ばよいなと思います。 

遊具が多い公園がない（駅から遠い） 
小さい公園（ベンチのみ等）はあるが，子供たちが遊べるところがあ

まりない 
公園のボールあそび ボール遊びができる場をふやしてほしい 

公園や遊び場の子供のための安全整備 
遊具の安全性と遊び場の地面のクッションフロア採用（海外の公園は

敷かれています） 

公園の遊び場の整備 
計画的に適所につくらないと活用する人が限定され，だれでも快適に

過ごせる公園ではなくなる 

公園や遊び場の整備 
公園が宅地に変わり，第二小周辺には子供が遊べる公園がほとんどあ

りません。 

公園や遊び場の整備 
駅前の公園や木々がなくなっているが，このプロジェクトに取りくん

でないと思う 

公園の古い遊具など 
ギシギシとか音が沢山するもの古いもの見て欲しい。小さい子も遊べ

るようにしてほしい。大きな子が遊ぶ遊具だけでなく！ 
市民がいこえる場がほしい 公園の整備 
調布駅近くの公園 タコ公園のような遊具のある公園らしい公園があると良い 
近くにあった児童公園がいくつも宅地化されてしまった。 市の定見のなさ，無知が原因 

都市計画との調整 
道路，住むところ，畑，河川区域と区別しているので，条例での例外

等はしないで，それぞれの区域にあった整備をする。 

回遊性のある広場，中心部にやすめる場所の設定をする 
通路と休める場所が隣りあわせにした動線のある円庭と歩道の共存

可能な風景 
調布駅前のたこ公園はなくすべきではなかったと思う。 昔の公園にもどし，自転車おきばもつくってほしい，今は不便である。 

自然エリアと中心地が融合していない。 
旧京王線線路は緑道になると聞いてひっこして来たのに，がっかりで

した。 

駅前広場 
早く，新しい緑の多い広場を作って欲しいです。元々の木は，他のこ

とに使えばいいと思います（子供の遊具にするなど） 
人の多いところに緑が少ない 駅周辺にもっと緑をふやしてほしい 

調布駅南口駅前に木を植えろとうったえる輩，うざい！！ 
人が利用しやすい駅前にする事を優先に考えて欲しい。自転車置場，

駐車場をもっと設置して欲しい 

調布駅前の緑 
大きな樹がなくなりガッカリです。1本1本に長い間の思い出があった

のですが… 
駅前 緑と水（噴水etc）花の町へ 

緑化に関わる事柄 
歩道の低層の植込み設置は幅員を犠牲にしているので不要である（緑

化の効果比で）と思われる。造園農家の保護策でもないであろう。 

－ 
3mの歩道を造っても1mは植え込みを造る安全な歩道とは思えません。

緑を見たければ植物公園へ行けばよいのです。町の植栽は無駄使い。 
緑の減少 自然や古くからある木が伐採される事が多く，残念です。 

－ 調布駅前の緑がなくなり残念です 
旧線路地の活用 公園にしてほしい，遊歩道に 
樹木は育つのに年数が必要。調布駅前の大きく育った樹々を無残に

伐採したのが残念！以前のように，あの広場に緑を返してほしい。

あそこは，実に良い場所だった！ 
 － 

一部の場所のみ大切にしても仕方ないと思う。 
整備はしても，この木々だけは残す，など，住民と話し合って納得の

いく方法を見つけてほしい。難しいですが，だからこそ時間をかけて。 

調布駅前の樹木の伐採は無計画に行われた事が全国的に知られてし

まった。 

緑が失われたせいで今年の夏の調布駅前は猛暑だったのを指し引い

ても酷かった。ゴーヤ等グリーンカーテンも良いが樹木を保全すべき

だった。 
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ちょっとした空地に草がぼうぼうで，うるおいがない。 1年ごとに担当をかえてもちまわりで地域住民が管理する。 
多摩川の環境保全 年数回市民ボランティアによるごみ拾い 
川のゴミ － 

多摩川をもっと魅力ある自然環境として活用できないか。地元農業

等を生々維持し，魅力ある自然の一部として市民にうるおいを与え

ることができないか。 

多摩川の利活用について関係する自治体，国と調整して魅力ある自然

を打ち出す施策が必要。・受動喫煙対策については，喫緊の課題とし

て早期に取り組むことが必要。見える化，マナー向上策，罰則等。・

調布市の自然の一部は農地があること。この維持対策をあらゆる面で

考察して対応策やアイデアを募っての市民参加を促す必要がある。 
多摩川の土手近くの桜が毎年キレイなので，桜の健康を保つメンテ

ナンスをしてほしい。 
定期的に桜や木々の育成状況を確認する。 

防災の美名のもとに多摩川を破壊するのをやめよ。 
護岸ののちは，自然に近い中洲や，広場の草原化など，なるべく元の

状態に戻す努力をすべき 

多摩川河川敷がスポーツをやる若者向けに感じる。 
小さな子も遊べる浅瀬コーナーやもっと住宅街から，河川敷にアクセ

スしやすいポイントを使って欲しい 
多摩川，農地が存在する調布市最大の魅力が失われつつある，活用

されていない 
多摩川を活かした取組，農業への支援，市民農園の確保 

野川美化 子供たちによる野川美化を学校活動に季節ごとに加える 

野川散策路の整備 
野川の管理区分が良く解らない。散策路の草刈り，草花の剪定など，

実施している部分としていない部分が多く，誰に相談して良いかわか

らない。（多摩川のドテの整備も同じなのか？） 
野川沿道の桜の老朽 樹木医による点検，補助，再生，植樹 

野川沿いの見た目の向上 
現状ではあまりきれいで歩きたくなるような景観ではないので，オシ

ャレで魅力的な整備を希望します。例（二子玉川の多摩川のような雰

囲気） 

野川を歩いて見ました。設備され自然に近いと思います。でも残念

な事に水位が少なく水の流れが悪くて臭い 

塞き止をやめて水の流を良くし，関止めている水流して水位を上げ

る。自然の石や小石，岩など敷つめて，間に水草やコケ類をふやし，

水をキレイにしてくれるミジンコや微生物をふやす。水がキレイにな

り，臭くない川にしてほしい 
今ある自然環境が衰退する事がないよう定期的な見回り，保全の必

要性。 
たとえば野川沿いの桜の保全。 

ふれあい 子供が川遊びなどできる環境をつくる。 

生産緑地の減少，農地の減少 
まとまった土地は市で保全していただき，住宅ではなく，公園，緑地，

農地として自然の保護をしていただきたい 
農家などの相続で折角の林がなくなっている。調布市の売りは武蔵

野です 
緑地保全条例などを作って今残っている農地や森林を不動産屋や開

発する連中から守る 
都市農地の保全・活用 － 
家やマンションでどんどん田畑がなくなる もうなくさないで 

生産緑地の宅地化 

農家が30年間所有・維持してきてくれた生産緑地は調布市の重要な景

観となってきたことに敬意をこめて，公有地化を進めるべき。無秩序

な宅地化はインフラの市負担を高め，人口増は保育所，小中学校の不

足（急造による質の低下も）をもたらす。 

都市農地の保全 
2022年問題を迎える生産緑地に関して，特定生産緑地への移向，公有

地化，市民農園の開園等，保全に向けた取り組みを積極的に実施して

いくべきである。 
－ 都市農地の保全は考えるべき 

－ 
相続のたびに畑から宅地に変わるところが多い。農地転用をもう少し

規制できないか。 
生産緑地・農地は調布の大きな財産。一度失ったら取り戻せない。

これらを守るべき。地産地消の促進 
－ 

 

② 良好な景観の創出に関する課題，意見・提案 

＜39件＞ 

【課題】 【意見・提案】 

深大寺や野川の美観を保つ。 清掃，ボランティア増員（学校単位など） 

深大寺地区 
この辺りは素敵です（天文台や野川公園を含め）。景観の維持保全お

願いします。大賛成，調布市はその素質がまだまだあります。東京23

区の隣りとして。→この地区の価値がまちがいなく上がります。 
良好な街並み・景観の形成 景観をヨーロッパのように統一してほしい。 
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景観に関してはかなり魅力的な保全，形成されていると思います！

なので 
ごみ抑制などで守っていきたいです。 

他の市区町村に比べてインバウンド需要が小さい（？） 
外国人が興味を示すコンテンツとして深大寺（寺，そば，水）や多摩

川の魅力を発信する 
看板，照明 品性ある看板，暗い道路の照明 
街の美化 ゴミ拾いキャンペーン等の定期的開催 
緑地のゴミの散乱 ゴミの持ち帰り推進，人の意識の向上 
ゴミ ボランティア，高齢（老年期の方），子供などでの清掃活動 
調布の顔というべき調布駅周辺がきたない ボランティア等による美化推進 
調布の町がきれいにだれもが安心できる。 皆さんがある程度心を持ち，いい案を出していく 
やたらと道にゴミを捨てる者がいる シンガポールの様に罰金制にする。路上喫煙で罰金を取った様に 

－ 
まず1人1人マナーを心がけてほしい。たとえば，空き缶のポイ捨て，

たばこのポイすてなど目に余る物が多いです。 
路上喫煙禁止の徹底 指導員，監視員の巡回etc 
路上喫煙が多い 路上喫煙を減らす対策をすべき。 
タバコ吸い殻のポイ捨て 罰則付条例制定。 
コンビニ前や路上の喫煙コーナーが空気を汚している。ポイ捨てに

もつながる 
全撤去し，路上喫煙者には罰金を科す。徹底することでブロークンウ

インドーも防げる 

心身共にキレイに。 
歩きたばこやゴミのポイ捨て，つば吐き，罰金刑にすべき。やらない

事があたりまえ。 

バス停の灰皿化 

前にも市役所へ電話をした事が有ります。吸殻をすてるのはどんな人

が多いのか私は西原のバス停を利用します。夕方西原のバス停は灰皿

状態です。清掃会社の方が仕事が終り，バス停まで歩きます。その間

歩きタバコです。それがバス停で捨てられます。市役所へ2度電話を

したのですが，注意しておきますというだけ，今だ改善されません？ 
調布駅のロータリーでの喫煙 喫煙の姿も受動喫煙も教育上よくない。バスを待っている間不快です 
歩きタバコ 駅から離れると何人か見受ける。大変不快。 

路上喫煙が目立つ（禁止されている場所），そのままポイ捨て 
路上喫煙の罰則（条例で）。まずそこを徹底しなければ，キレイなま

ちづくりはできないと思います。標識を増やす 
歩きタバコとポイ捨てがとても多いと思う。自転車に乗りながら吸

っている人もいる。 
条例で禁止してほしい。見つかったら罰則を適応してほしい。 

たばこのポイ捨てが目立つ 歩きたばこ禁止，罰則導入，強化 

タバコのポイ捨て対策 
まだまだへらないので，条例つくって，環境整備費を喫煙者からとっ

てはいかがでしょうか？ 
受動喫煙対策強化 路上喫煙の禁止 
たばこ 歩きたばこを禁止してほしいです。 
歩きタバコをしている人が多い 何らかの形で取り締まるなど，受動喫煙対策をしてほしい 

歩きタバコが多い 
ただ「禁止」をはるだけではなく，罰則を明確に定めてほしい。もの

すごく迷惑なので。 
受動喫煙 他市へのPRや人口増の為，喫煙者排除くらいの施策が欲しい。 
受動喫煙対策の促進 これからの子供達が健康的に過ごせるようにしてほしい。 

受動喫煙対策 

窓を開けた時，たばこ臭いと思ったら，駐輪場の裏手に缶の灰皿が取

り付けてあった。バス停付近の水たまりに，たばこの吸いがらが沢山

落ちており，その水たまりのたばこ水を猫ガゴクゴク飲んでいて，シ

ョックな光景だった。 
受動喫煙に関して，歩きタバコをしている人がまだまだ沢山いるの

で減らして欲しい。とても危険です。灰が飛んできてヤケドをしそ

う。 

取り締まりを警察などで強化して，見つけたらもっと明確なペナルテ

ィを課して欲しいです。 

喫煙対策 全面的な禁煙を望む（子供の為） 
市役所の所内も含め，全地域を禁煙 － 
歩きたばこ等路上喫煙，受動喫煙 喫煙エリアの設定とそれ以外の取り締まり強化，屋内非喫煙化 

受動喫煙について 

京王多摩川駅前のたばこ自動販売機の周辺では，大勢の人が喫煙して

いて近くを通るのもはばかられるような時があります。たばこの販売

に文句をつけるわけではありませんが，駅前の公道では何とかしても

らうことはできないものでしょうか。 
歩きたばこをする喫煙者が絶えない。 罰則化や厳罰化していくか，喫煙所を増やすようにする。 
美しい町づくりは勿論ですが喫煙者場所作りも 私は禁煙者ですが，家族にいるので 
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③ その他に関する課題，意見・提案 

＜55件＞ 

【課題】 【意見・提案】 

ごみ対策 再利用，資源化のための工場を造る。ゴミ袋代金を少し値上げする。 
3Ｒ ゴミではなく再資源化は必要 

個人宅別回収の草分け，市として3Ｒの次段階の推進 
プラスチック燃焼処理の拡大が可能か。マイクロプラ発生拡大の因果

関係の有む。これ等の調査研究の推進→回収プラスチックの高付加価

値化への取組と燃焼プラスチック類の分別の区分けの細分化 

リサイクルボックス設置 
いつでも，だれでもすてられるリサイクルボックス（他地方公共団体

に例あり） 
庭木の葉ぱのゴミは無料にして欲しい。無料のゴミ袋を欲しい人に

も下さい。無料になれば自分の透明袋で燃えるゴミの日に出せる。 
緑を多くするには木を植える為に切り枝や葉ぱが多くでる。今は燃え

るゴミ袋で有料である。花や緑を多くしよう。 

住宅地の生垣が，緑が減ってきています。公共の緑と個人宅の緑と

相まっていけたらと思う。 

調布市は自宅のせん定した枝木の無料チップ化をして下さるので助

かりますが，チップ化しないものは有料ごみ袋でとても大変。三鷹は，

それも無料と聞きましたが… 

市役所の職員の方が市役所内の牛乳パック回収ステーションは内側

がアルミ箔付でも回収できる事を知らない。（豆乳飲料，スープの紙

パック等） 

数回，アルミ箔付のを回収に出しに行ったら職員の方に「回収できな

いから，家庭ゴミで出してくれ」と言われた。その度に回収できるこ

とを伝え，確認してもらい，謝罪される。本当にゴミの減量に力を入

れているのか疑問に感じる。 
ごみの再利用，再資源化 ごみを抑制する仕組み 

自然の中にゴミ不法投棄が以外と多く有り 罰則を強化するか，公報を充実させたら良いと思う 

ゴミの軽減 意識改革の徹底 

市内，地域内のペットボトル，タバコの吸いガラ，レジ袋の清掃 
これは地域ごとに定期的に声かけ清掃し，市内全域の自治会で連携し

て行くことがゴミの発生，再利用につながって行くと思う。 
使い捨て，食べのこしなどによるごみの多発 レジ袋規制，フードロス対策など，市が率先してとりくんでほしい。 

－ 
過剰包装のないスーパー（測り売りなど）があったら，利用したいと

思う。まだ使えるケド，不要な物を回収し，必要な人の手に届く仕組

みが，ゴミ回収のように定期的に利用できると良いと思う。 
生ごみを毎回出すよりと思うことが多い － 

学校で資源の重要性について学習する機会を増やす 
日本は世界的にゴミが多いので，食品や物をムダにしない意識を育て

る 

プロジェクトとして項目立てする内容か再考が必要。 
地区の特性を生かしたまちづくりは，当然のことであり，財政を逼迫

させてまで，項目立てする内容ではないのではないでしょうか。それ

ほど売りとなる景観資源も無いと思います。 
水素ガスステーションの充実，設置 Nox→ゼロ→車活用 

電気，ガス，水などのエネルギー消費量が多い 
エネルギー削減のための努力と同時に，再生可能エネルギーを増やす

施策を検討する 

整備を理由にコンクリート化がこまる 
自然な型を大切にしてほしい。家の庭や道沿いの土を大切に木々や草

花をうえることを推進，空き地を野原へ。 
地球温暖化対策は固定価格買取制度の期限切れ後の対策を進めるべ

き 
  

蚊が多い 調布は特別蚊が多い気がする…（気のせいですか？） 
福島原発の放射能の影響に関して，調布市内のきめこまかなモニタ

リング情報がない。皆無である。 
道端，公園，樹木等，作物，流通食品，飲料，放射能がたまりやすい

地表での市独自モニタリングが必要 
ペットのフン害対策を進めてほしい   

－ 
住居の前が公園になっています。朝，夕犬の散歩の方が多く通ります。

そして日中は園児が元気にかけ回っておりますが，衛生面がちょっと

気になります。 
宝（多摩川，深大寺，味スタなど）の持ちぐされ。 － 
特に思い付きません － 
線路跡地の踏切が多く危険一杯 京王線跡地の整備が見えない 
市の施策？緑が減少した（駅前南口広場） オーロラビジョンなどいらない！一過性の支出は× 

－ 
4か5→これらのスポットを巡って行けるよう整備する。地元がきれい

になれば愛着心も向上，更にきれいにする正のスパイラルが動くは

ず。それらを目指す活動もにぎわい交流の一つになる。 
投資 貧乏な街に感じる 
駅前がみすぼらしい，汚い 駐輪場建設が頓挫し残念だ 
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近所に「調布市場」があるが，改善が進むが未だ未だ 
公的施設ならば？駐車場等もっと整備すべき。私的な施設なのだろう

か？深大寺近辺を散歩，ランニングする外来者のいこいの場として整

備してはどうか。無料休けい場，更衣室等。 

－ 
（株）地域環境計画という会社が，この手のコンサルを得意としてい

ます。ぜひご相談ください 
甲州街道の歩道，自転車走行帯の狭さ 車道，歩道の拡幅，自転車専用レーンの設置，歩車分離帯の設置 
府中，立川，八王子より都心に近い立地にありながら，遅れをとっ

ている 
他の多摩地区の真似をするのではなく，調布にある未開拓の資源を活

用し，特色を持たせるプロジェクトをスタートさせる。 
近くに友人がいない 1人住い 
マンションが多くなっている 人が増えすぎていて，住みづらくなって来ました。 
地元住民の方々のよさが，新しく入居した方々へ伝わっていくこ

と。 
地元住民の方々が積極的に若い世代の方に新しい市民にかかわって，

親切に導いて下さる役を担って下さればと希望しています。 
現状は良いと思いますが，年齢構成，予算等維持していければよい

のではと思います。 
－ 

東京都水道事業の民営化（運営管理を含む）の重大な懸念があり，

市として反対の意思表示が必要 

水道は利潤追求事業ではなく，コストをかけてでも行う社会事業。市

は都と国に対し，断固反対の意を表明すべき。コストカットを行う部

分は，文化事業やハコモノ事業などいくらでもある。公務員給与削減

がまず第1に必要。 

水道の水質及び水質調整薬材の大量混入に問題がある。 
水道水中のカルキなどの量がひどく多すぎる。はっきりいって健康不

安。いつからこうなってしまったのか。まずは原因追求を。 

多摩川住宅のたてかえ問題 
ばく大な金を要求してくるたてかえに反対。今の住環境がとてもよ

い。たてかえは住環境を悪化させる。商業目的のたてかえ反対。 

特産物がない 
継続的な保全活動が重要と思います。トリエの屋上で養蜂の取り組み

をしてみてはいかがでしょう。（特産物化）調布の自然がはぐくむは

ちみつ… 
公園と公園の間に道路があり，トイレ使用する車が止まり，タバコ

を吸う，ゴミは捨てる 
一方通行にして下さい。非常に危険である。 

問10に重なりますが 

自然環境は必要ですが調布市はバリアフリーの道路，多くの人が住み

続けたい便利な町（スーパー，病院等），駅前はあまりにも不便です。

市役所も駅から遠く不便です。もっと将来の事を考え，駅前に高層マ

ンションを作り，市役所等使いやすい町作りを考えていただきたく思

います。今の調布駅前はあまりにも不便です。 
物価が高い 深大寺や駅周辺の値段が高い・地産地消できるしくみづくり 
駅前にパチンコやがあるのが信じられません。ここにたとえば卓球

場とかアイススケート場とか建ったら未来の子供達の育成につなが

っていくと思います。 

これは中々むずかしい提案だと思いますが実現出来たら調布のイメ

ージが変わると思います。 

深大寺へ向う坂道 布田駅から深大寺へ歩いてでも行ける緩やかな道路 

多摩川があぶない 

堤防の補強や護岸工事をするより，堤防の中のボリュームを増やす。

もり上がった砂利を取り除く。堤防内には，トラック1台の土や砂利

や人工物を入れてはいけない。大水の時に水が横に広がるから。（イ

ラストあり） 
国分寺岸線遊歩道計画 無理に道を造るべきではない。自然環境保全に反する。 

次世代への環境教育が重要であるが，親世代がすでに環境について

の理解が少ないため，困難になっている。 

環境のエキスパートを市内で登録し，業務のかたわら環境教育を行な

えるように企業と連携する。さらには職業としても安定できるような

システム作りを行なう。 
ビル1つ，マンション1つ，イベント広場1つにみどり，木を… － 

多摩川エリアと深大寺エリアをよりアピールして人気スポットに。 イベント，マスコミ協力のもと，地道に人気をもりあげて行く。 
自転車が危険 歩道，車道＋自転車道の確保をできるだけ推進してほしい 
乱開発のためか，道が狭くて危ない所がある。 狭くて危ない所は汚い所でもあることが多いので，整備を推進すべき 
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３ 今後の 10年間を見据えた調布市のまちづくりの視点に関する自由意見 

 

施策 01 災害に強いまちづくり 

 施策 01-1 防災体制の充実 

＜25件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

防災 避難所での備蓄品の充実・集合住宅での防災設備の設置義務 

防災と防犯（02-1に再掲） － 

安全性(01-2，02-2に再掲) 防犯，防災にすぐれた町づくり 

各市民の防災，防犯への意識を高める（02-1に再掲） 支援体制づくり，地域（自治会など）の連携強化。 

多摩川周辺地域の洪水被害に対する防災計画，避難計画の策定及び

実施 

①避難場所として市の施設のみならず，電気通信大学，味の素スタジ

アム等の施設に避難所機能をもたせ，避難所として指定活用する。②

周辺の町，自治会，大規模マンション，団地等に防災計画の策定実施

を求め。 

弱者への対応 災害時，避難場所まで行かれない人達への具体的な方針 

防災について 

近い将来，必ず大災害が起こると言われている。地域で支え合えるよ

うな環境作りを市が中心となって，行ってほしい。また，避難場所や

防災の啓発など，市民が情報を共有できるようにしてほしい。 

－ 〈震災〉避難所における備蓄の拡充 

防災（01-2に再掲） 地震対策を中心とした具体的なとり組みが必要だと思います。 

災害時の対応 食料・薬・活動場所・期間など 

防災 
民泊などで近所でも外国人が増加している。災害など起こった時，日

本語が話せない人への対応 

防災 自然災害の多い時代，人災による被害の拡大が心配です。 

災害時に，市役所を中心とした混乱のないまち － 

防災 

具体的に他県の被災状況をしっかり見聞して取り組むべき，「前例が

ない」は通用しない。出来ることなら市内外灯をソーラーにしてプラ

グを付けて有事の際にそこから携帯電話の電源くらいは確保できる

ように，整備をする検討をして欲しい。 

防災に強い町 

飲料水を提供する場所が市内に3ヶ所？しかない。関東地区で大地震

などがあった時，家屋の倒壊なども多いと思われ，給水車が来ないこ

とを考えると，徒歩圏内（500m以内半径）に井戸水などの飲料水をく

みにいける場所をつくってほしい。今住んでいるところには全くな

く，2～3km片道歩いていかないと，水がもらえない。 

防災・防犯（01-2，02-2に再掲） 
インフラの強化，特に地震対策（耐震などの予防と発生後のリカバリ

ー） 
地震対策の充実（01-2に再掲） － 

富士山の噴火対策（火山灰） 
今回のテーマには含まれていない様ですが，対策が必要と思います。

（震災より，長期の停電，断水，交通停止が考えられています。） 
防災（01-2に再掲） 〈水害〉多摩川流域，豪雨水害への対策 

防災の設備，準備が充実したまち（01-2に再掲） 

大きな地震は必ずやってくる。どれだけの準備ができるか。防災はい

つ必要になるかわからないので予算は後まわしにされる傾向がある。

計画的にすみやかに。多摩川の洪水たいさくもよろしくお願いしま

す。 

地震に強いまちづくり（01-2に再掲） 
近年地震が全国で着実に増えており，関東もいつ大きな地震が来るか

わからないので，マンション，持ち家やスーパー，駅前の公共施設な

ど，地震対策が早急に求められると思う。 

小中学校の老朽化（05-7に再掲） 

私が通っていた時に比べ，外見や内観はきれいになっているが実際の

骨組みなど変わっているのか，耐震は大丈夫かというのは前から気に

なっています。 

住み続けたいと思うまちづくり（02-1に再掲） 

子どもから高齢者まですべての意見を反映するのは難しくても，「住

み続けたい」と思えるようにするには何を優先すべきか検討していっ

てほしいです。まずは安全，防犯が一番（と私は思いますが），次に

取り組むもの，と一つずつで良いのですすめていってほしいです。 
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新たな居住者たちとの共生（15-1に再掲） 

仙川に引越して，約20年になります。ここ10年程の町の変わりようは

目を見張るものがあり，私が住んでいる地域も次々と住宅が建てられ

ています。そんな中，若い世帯の方達がたくさん住んでこられるのは，

いいことなんですが，知らない方達だらけ（がたいへん多く）なので，

少し不安があります。かと言って平日は働いていますので，地域の方

との新たな交流もできずといったところです。町が変わっていく中で

は，仕方のないことだとは思いますが，災害時など，昔から住んでい

る方達と，新たな住人達と連携が取れるのか―。 

ハコモノ，商業集積のために税金を使わず，ソフト面，安全，安

心，高齢化，災害，防犯に重点を。（02-1，08-1に再掲） 

都会のマネしてハコモノやイベントにカネを使ってもムダに消える

だけ。そんなことより，住民にとって必要なことは，将来まで安心安

全が見通せること。不安がなくなることである。将来への不安をとり

除けるか否か，これ1点で事業の優先順位を決めればよい。ネットと

京王線を使えばできることはやる必要がない。民間の役割。 

 

 施策 01-2 災害に強い都市基盤の整備 

＜12件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

多摩川左岸の洪水防止対策 

調布市ハザードマップによれば，多摩川上，中流域に580ミリ位の降

雨があった場合は，多摩川は氾濫し，周辺地域は広範囲にわたって侵

入されると想定されている。河川を管理する国土交通省に堤防，避難

の設定等記録的豪雨に対する，氾濫防止対策を講ずるよう求めること 

防災・防犯（01-1，02-2に再掲） 
インフラの強化，特に地震対策（耐震などの予防と発生後のリカバリ

ー） 
防災対策 耐震補強，防火施設整備 
地震対策の充実（01-1に再掲） － 
防災（01-1に再掲） 〈水害〉多摩川流域，豪雨水害への対策 
環境 アスファルトでおおわれているが水害等大丈夫か 
多摩川 堤防が決壊しないか心配です。 
景観・災害対策（安全対策）（24-2に再掲） 電柱の地下化推進（都の指針のスピード化） 

防災の設備，準備が充実したまち（01-1に再掲） 

大きな地震は必ずやってくる。どれだけの準備ができるか。防災はい

つ必要になるかわからないので予算は後まわしにされる傾向がある。

計画的にすみやかに。多摩川の洪水たいさくもよろしくお願いしま

す。 

地震に強いまちづくり（01-1に再掲） 
近年地震が全国で着実に増えており，関東もいつ大きな地震が来るか

わからないので，マンション，持ち家やスーパー，駅前の公共施設な

ど，地震対策が早急に求められると思う。 
防災（01-1に再掲） 地震対策を中心とした具体的なとり組みが必要だと思います。 

安全性（01-1，02-2に再掲） 防犯，防災にすぐれた町づくり 

 

 施策 01-3 消防力の強化 

＜0 件＞ 

 

施策 02 防犯対策の推進 

 施策 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  

＜11件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

防災と防犯（01-1に再掲） － 

各市民の防災，防犯への意識を高める（01-1に再掲） 支援体制づくり，地域（自治会など）の連携強化。 

女性をねらった犯罪から守る（02-2に再掲） 
夜間，道を歩いているとサラリーマンやその他男性に声をかけられる

ことが多く，恐怖を感じています。パトロールの強化 

安全・安心なまちづくり（02-2に再掲） 防犯に取り組むこと。 

防犯（02-2に再掲） 安心安全な調布であってほしい 

防犯 明るい街にしてほしい 
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少子高齢化（若者を調布へ）（04-1に再掲） 医療費の免除（高校生くらいまで）や犯罪のない地域。 

－ 犯罪がなく，楽しくすごせる町になって欲しいです。 

防犯・安全（05-6に再掲） 
通学路のガードレール設置，違法駐車，見守りパトロール等，子供を

守る取り組 

住み続けたいと思うまちづくり（01-1に再掲） 

子どもから高齢者まですべての意見を反映するのは難しくても，「住

み続けたい」と思えるようにするには何を優先すべきか検討していっ

てほしいです。まずは安全，防犯が一番（と私は思いますが），次に

取り組むもの，と一つずつで良いのですすめていってほしいです。 

ハコモノ，商業集積のために税金を使わず，ソフト面，安全，安

心，高齢化，災害，防犯に重点を。（01-1，08-1に再掲） 

都会のマネしてハコモノやイベントにカネを使ってもムダに消える

だけ。そんなことより，住民にとって必要なことは，将来まで安心安

全が見通せること。不安がなくなることである。将来への不安をとり

除けるか否か，これ1点で事業の優先順位を決めればよい。ネットと

京王線を使えばできることはやる必要がない。民間の役割。 

 

 施策 02-2 犯罪抑止対策の推進  

＜15件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

女性をねらった犯罪から守る（02-1に再掲） 
夜間，道を歩いているとサラリーマンやその他男性に声をかけられる

ことが多く，恐怖を感じています。パトロールの強化 

治安対策 
調布署が狛江市をも管轄している。広域な上に，現状では足りてない

ので，署を増やして狛江から離し調布に専念してほしい。 

安心，安全な町 交番，警察との連携 

治安の確保 
これからオリンピックがあったり，最近，外国人が増えています。今，

住んでいるヒトのことを一番に考えて治安の確保をお願いします。 

防犯対策強化 
緊急出動車（パトカー，救急車，消防車）の出動ひん度の抑制（正直

うるさい！！）騒音のない静かな街づくり 

安全・安心なまちづくり（02-1に再掲） 防犯に取り組むこと。 

防犯カメラの設置 
近年の犯罪の多くが防犯カメラによって防げたり，解決までの時間が

短くなっている。 

防犯（02-1に再掲） 安心安全な調布であってほしい 

防犯 
防犯カメラの設置を増やす。商店や個人宅にも設置するための補助金

を計上するべき。 

安全性(01-1，01-2に再掲) 防犯，防災にすぐれた町づくり 

防犯対策 外国人による犯罪への対策なども必要。 

外国人流入による治安悪化 街中あらゆるところに監視カメラを設置し，犯罪を未然に防ぐ。 

防犯対策で安全なまち 

調布市は安心していつも暮らしているので，このまま大きな犯罪がな

いまちになってほしい。パトロールや防犯カメラの増設など取り組み

をしてほしい。 

見通しの良い明るい町づくり 
公共のトイレや公園，環境も含めて，誰からも目の届く安全な町づく

りをしてほしい。死角を作らない町づくり。 

防災・防犯（01-1，01-2に再掲） 
インフラの強化，特に地震対策（耐震などの予防と発生後のリカバリ

ー） 

 

施策 03 消費生活の安定と向上 

 施策 03-1 消費者啓発事業の充実 

＜0 件＞ 

 

 施策 03-1 消費者相談の充実 

＜0 件＞ 
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施策 04 子ども・子育て家庭の支援 

 施策 04-1 妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援  

＜44件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

子育てがしやすい街 子供が増えていかないと発展しづらいから。 

子育て支援 
高齢者ばかりでなく，安心して子供を育てられる環境づくりをしてほ

しいです。 

－ 
直近10年間で若年層の転入が増え，子供も増えてきた感じがする。子

育てしやすい環境の整備 

子ども・子育て（06-1に再掲） 
ボールを利用して遊べるスペースの確保，ボール禁止の公園が多いた

め 

子育てと教育，子を持つ親の意識改革（05-5，06-1に再掲） 
親（家庭）と学校・その他勉強会を行う。特にゲームに費やす時間の

短縮方法を検討，異状にゲームに熱中する親・子供が多いと聞く。 

23区との子育て格差をなくす 

特にとなりの世田谷との補助の差（入園金など医療費，予防接種の補

助）が大きすぎる。家を探し，補助を理由に調布をやめた知人を何人

も知っています 

少子高齢化（若者を調布へ）（02-1に再掲） 医療費の免除（高校生くらいまで）や犯罪のない地域。 

子育て環境No1（06-1.14-1，14-2，14-3に再掲） 

豊かな自然，運動施設，公園等の維持・発展をベースとし，野球・サ

ッカーに加えてもう一種類プロ選手が出る位の種目を作る（スポーツ

に盛んな街）・子供の育成の為，プロのコーチを始め地域全体で環境

を整える（親が審判資格を取得する等で底上げ）。地域全体で取組む

ことにより，子供を調布で育てたいという環境作りに努力する。・ス

ポーツ以外でも，例えば電気工学や情報系の教授を育成する狙いで，

理系の実験や宇宙工学（JAXA）や国立天文台等とタイアップして，子

供が考える仕組みを官民で作っていく。 

子育て支援 すこやかのような場所をふやしてほしい 

子ども自身の悩み，親の悩み（05-4に再掲） 
子供，親（保護者）が気軽に相談できる空間（スクールカウンセラー

の充実） 

未来ある町 若い人が安心して結婚できる町・若い人が安心して子育てできる町 

子育てがしやすい街づくり 

行政がハブになり，多少なりとも金銭授受が行われる前提で，子供の

ケアを外注したい人とあき時間を多少なりとも収入につなげたい人

とのマッチングを行なうことで子育てしやすい環境をつくってほし

い 

教育・子育て（05-1，05-2，05-3に再掲） 教育の充実（質の向上），子を生み育てる十分なサポートが必要です。 

子育ての支援，充実 
若い，魅力的な都市づくり，子供，若年層の人口増を意識したまちづ

くりにより，より活気のあるものにしてもらいたい 

少子化対策 子供3人目から大きく助成金を増やす。 

少子化対策 生産性の低下，活気の喪失，将来を考えた場合，最も優先すべき課題 

子育て支援 子を産み育てやすい環境づくり，財政支援をしていただきたい。 

子育て（04-3，06-1に再掲） 次世代を担う児童（子育て）に対する環境の拡充 

出産費用の免除（祝い金） 
市から出産祝い金が欲しい。出産一時金だけでは個人での負担が多

い。 

子どもたちにやさしい街にする（04-3，06-1に再掲） 支える人材の確保並びに施設を充実させる 

安心して子どもを産み育てられる環境づくり － 

子育てに強いまちづくり 暑さや寒さをしのげる，広い大きな室内遊び場の充実 

子育て 
子どもを産み，育てなければ日本の未来はないと思うので，その為に

女性が心にゆとりを持って子育てできる環境づくりが必須である。 

子育て（05-4，06-1，06-2，10-1に再掲） 
貧困家庭への支援，子ども食堂，学習支援を行い，学力の底上げ，非

行防止を図る。 

子育てをしやすいまち 
子育てがしやすい町であれば，人口の減少も防ぐことができる。子供

を生みやすく，育てやすくするため，若い世代の要望をとり入れる 

子どもの声が賑やかに聞こえてくる街(安心して遊べる） 

（06-1に再掲） 

それを望んでいない方々への一定の配慮が必要であるとは思います

が，若い世代のイキイキとしている街は活気があると思います。 

子育て支援 
今後，数年後をピークに子供の数も減ってくると思うので，箱ものだ

けでない支援を考えていただきたいです。 

母子，父子家庭への対応（06-2に再掲） － 

子ども，若い人々が生活しやすい街 

（05-1，05-4，06-1，06-2に再掲） 
教育・いじめ対策，仲間を守る，いつくしむ心の発達・貧困対策，片

親支援 
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子育て支援 

現役子育て世帯や，これから子供を持つ予定の世帯が調布を選んで転

入したくなる様な，他地域よりもより積極的な子育て支援対策，補助

の拡充をお願いします。それが市内の少子化，人口減少対策にもつな

がってくると思います。 

子育て支援 
低所得層へのサポートが充実しているが，中間層～のサポートがあま

りないように感じます。福祉って何でしょうか。 

住民数の増加 

子育て等の支援を充実させる。子どもの居る家庭が納税を納得できる

恩恵を得られれば，20～30代の家庭が入ってくるのでは。人口が減じ

れば税収も減る。 

子育て支援について 

孫が三鷹市野崎にあるKids duo International三鷹に通っています

が，保育料の補助が近隣諸市からは出ているのに調布市からは補助が

ないと多くのお母様方が不満をもっています。国領，調布からスクー

ルバスで通う子も多く，補助については近隣の市と同等にした方が良

いと思います。 

子育てのしやすい街づくり（06-1に再掲） 
子ども一人につき，見舞金を出したり，待機児童を0にするなど，安

心して子どもをつくれるような街づくりを進めて欲しい。 
男子トイレにオムツ換えシート 母親しか換えることができないトイレが多すぎる。 
子供の見守り，サポート － 

子育て世代の囲い込み（04-3に再掲） 

調布は23区への通勤に便利な立地で，23区内に比べ住環境（家の広さ，

賃料や土地の安さ，自然）が良いことから，子育て世代には良い要素

がたくさんあると思います。保育園の充実，医療の充実など，子育て

世代を支援するような施策で，子育て世代がより多く集まる街づくり

をしてもらいたいと思います。この世代を集めることで，高齢化率も

食いとめることができるのではないでしょうか。 
              － 

（05-4，06-2，07-1，8-2，09-2，10-1に再掲） 
高齢者，障害者，不登校，ひきこもり，病弱，他々，ハンディーのあ

る人が，かつやく出来る社会 
高齢者や子どもの住みやすい街づくり（07-1，08-2に再掲） － 

高齢者の増加と人口減少にどう対応していくのか，考えていく必要

があると思う（08-1，23-2に再掲） 

①高齢になっても住み続けられる町であるためには，どのような対策

が必要か考えて行く②若い人々が住みたいと思える町にするには，ど

うしたらよいか考える③高齢者も若者にも住みたいと思える町にす

るには，どうしたらよいか考える。 

高齢者向けの住宅の整備，介護サービスの充実・子育て世代の税制の

優遇，安価な住宅の提供（子育てをしたいと思えるような環境を作っ

ていく） 

保育施設・老人施設の確保とそれをケアする人々の給料UP 

（08-1に再掲） 

働く婦人が増えて（子供も増えれば）税収入が上がればよいので，保

育士，介護士の給料が高くなれば人材が集まりやすい。調布独自のシ

ステムをつくっても良いのではないでしょうか。 

新たに定住先を探している比較的若めの夫婦（08-1，22-1に再掲） 

調布は新宿へ20分くらいと都心へのアクセスも良く，インターチェン

ジなどもあり，移動の面を考えればとても優秀で，調布駅周辺も開発

が進んでいてとても暮らし易く，また楽しい所となっているので，も

っと対外にアピールをすると共に，定住したくなるような子育て支援

や，40年，50年と安心して暮らしていけるような，サポートが実現で

きるような市になることを切に願います。 

さらに長期的な目線での人口ピラミッドのバランス確保→若者が子

供を育てたいと思う町へ（05-2，22-2に再掲） 

育児，高校生までの教育支援強化（23区に対抗）・調布，仙川のブラ

ンド力向上・つつじヶ丘駅，NTT研修センター周辺の思い切った大規

模開発 
企業，工場が市からでてゆき，マンションが乱立している。企業か

らの納税がへる。（05-7，方針4-2に再掲） 
人口が増加しすぎている。小学校の教室不足，子供支援世代の増加。

税金の収支バランスをどうとっていくのか 
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施策 04-2 子どもの健やかな成長の支援  

＜1 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

発達センターで月に数回通学していた子どものサポートについて。 

（05-4に再掲） 

子どもが小学生になった途端にサポートがなくなった様に感じまし

た。スクールカウンセラーへの電話，教育相談所，気軽には相談出来

ないと思います。小学校内での親の交流はありますが，同じ悩みを持

つ親が学区を越えて交流する機会も必要だと思います。知的に遅れは

ないものの発達障害の疑いのあるお子さんへのサポート（親の心のフ

ォローも）を学校まかせではなくするべきだと思います。学校の先生

に理解してもらえず，悩んでいる親が周りにいます。発達センターに

通いたくて市内に引越してきた方も多い中，小学生になってもサポー

トできる様にならないと，その子に手がかかり，授業の質も落ちてし

まうのではないのでしょうか。 

 

 施策 04-3 保育サービスの充実  

＜17件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

安心して子育てしやすいまちづくり 保育園，学童保育の充実等 
子育てしやすいまちづくり 保育園および学童クラブなどで悩むことのない町にしてほしい。 

若い夫婦が安心して働きやすい町 
保育園等の充実，出来ましたらご自分等が住んでいるマンションの一

室等，高層マンションはけっして美観をそこなう事はなく使用しだい

です 
－ 

（06-1に再掲） 
放課後授業や子ども（小学生）も預けて働ける環境の整備 

保育施設について 

子どもも減ってくることから，現状ある幼稚園と保育園の共存を考え

ていくべき。幼稚園児（市内）を自分の園だけの子じゃなく，ブロッ

クごとに集め延長。3～5才をなるべく幼稚園で。現在の保育園は，0

～2才を重点的にみていくことでこれ以上作らなくてよくなる。 

子育てのしやすい街づくり（04-1に再掲） 
子ども一人につき，見舞金を出したり，待機児童を0にするなど，安

心して子どもをつくれるような街づくりを進めて欲しい。 

子育て 
保育園を増やし，子育てしやすい環境を整えよ。子供がふえれば街は

活気づく。 

保育園だけでなく幼稚園にも手厚い対応を！！ 
毎年のように保育園が多数開園しているが，少子化が進み，定員われ

をおこすことになるのではないか？市内には公立幼稚園がないので，

私立幼稚園にもっと補助を出しても良いのではないでしょうか？ 
市営の保育所の建設 経済的に苦しい方が大勢いらっしゃると思います。 
保育園問題 保育士の確保・サポート 

働きたいと願うママが安心して働きに出れる街（保育園増設） 
女性の活躍は国としても必須！保育園増設は急務。ふるさと納税のCM

が頻繁に流れていますが，私は調布市に頑張ってほしいので今後も調

布市に納税します 
ベットタウンとしての機能改善 共働きでも過ごしやすい環境（駅前保育とか） 

子育て 
保育園が増えてきていますが，やはり就学後の不安もあり，子供園へ

の移行があればと思います。 

子育て世代の囲い込み（04-1に再掲） 

調布は23区への通勤に便利な立地で，23区内に比べ住環境（家の広さ，

賃料や土地の安さ，自然）が良いことから，子育て世代には良い要素

がたくさんあると思います。保育園の充実，医療の充実など，子育て

世代を支援するような施策で，子育て世代がより多く集まる街づくり

をしてもらいたいと思います。この世代を集めることで，高齢化率も

食いとめることができるのではないでしょうか。 

保育所の公平性 

子どもの育ちの場である保育所は施設面でなるべく良い環境である

べき。子どもに接する保育士が生計を維持（家族を扶養して老後に備

える）だけの安定した身分保障と待遇が必要である。保護者の条件（母

親の就労や家族状況の収入など）によって入所を選別するのでなく，

地域の同年令の子どもすべてを公立保育所が受入れ，保護者負担も一

律であることを望む。 
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子育て 

（04-1，06-1に再掲） 
次世代を担う児童（子育て）に対する環境の拡充 

子どもたちにやさしい街にする 

（04-1，06-1に再掲） 
支える人材の確保並びに施設を充実させる 

 

施策 05 学校教育の充実 

 施策 05-1 豊かな心の育成 

＜6 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

教育 
これからの調布市，東京，そして日本を作り上げていくのは子どもた

ちである。小・中学生のうちに多様な人と関わり，良いことも苦しい

ことも経験する場を与えることが大切であると思う。 
教育・子育て（04-1，05-2，05-3に再掲） 教育の充実（質の向上），子を生み育てる十分なサポートが必要です。 

義務教育の充実（05-2，05-3，05-4に再掲） 
私個人として，高校や大学の無償化などが必要ないと考えます。それ

より小・中学校の教育を手厚く充実することが，もっとも大切だと思

います。そこにお金を使ってほしい。 
子ども，若い人々が生活しやすい街 

（04-1，05-4，06-1，06-2に再掲） 
教育・いじめ対策，仲間を守る，いつくしむ心の発達・貧困対策，片

親支援 

高齢者との関わりを増やす（08-2に再掲） 
小，中学校で年に数回（全学年対象）老人ホームなどを訪れボランテ

ィアをする。 
お互いを尊重し合える道徳観や倫理観（31-1に再掲） 幼少期から全人的な教育の土台作り 

 

 施策 05-2 確かな学力の育成 

＜10件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

教育 
調布市内から近隣に優秀な学生が出ていってしまう。調布市内にも近

隣から多数の優秀な学生が目指してくれるようなすばらしい学校を

つくってほしい。 
教育 小学校から高校までの一貫校を作ってはどうでしょうか？ 

小・中・高校の教育方針 
今後，外国人が増える事も考慮して，学校教育で日本の歴史，文化を

教え，これからの日本を統一性の有る国と存続を目指して行きたい

（外国語，外国の歴史，地理を押える） 

教育の充実 

（27-2に再掲） 

公園の整備なども含め，子どもに重点を置いたまちづくり，政策が必

要。市で製作している数学のプリントを中学生のときに解いた覚えが

あるが，そういったものではなく，今後の教育のあり方など長い目で

見た取り組みを行ってほしい。前述しているが，少人数学級の常設や

ICT教育など積極的な投資に期待したい。 

小学校 
地域によって子供の数が差がありすぎる。もう少し平均的になってほ

しい。 

教育・子育て（04-1，05-1，05-3に再掲） 教育の充実（質の向上），子を生み育てる十分なサポートが必要です。 

義務教育の充実（05-1，05-3，05-4に再掲） 
私個人として，高校や大学の無償化などが必要ないと考えます。それ

より小・中学校の教育を手厚く充実することが，もっとも大切だと思

います。そこにお金を使ってほしい。 
小中学，学力向上（05-5に再掲） 基礎学力の確実な修得を徹底するプログラム，教員育成，人材確保 
外国人受入（30-2に再掲） 保育園，小学校，中学校，職場での英語促進 

さらに長期的な目線での人口ピラミッドのバランス確保→若者が子

供を育てたいと思う町へ（04-1，22-2に再掲） 

育児，高校生までの教育支援強化（23区に対抗）・調布，仙川のブラ

ンド力向上・つつじヶ丘駅，NTT研修センター周辺の思い切った大規

模開発 
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 施策 05-3 健やかな体の育成 

＜2 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

教育・子育て（04-1，05-1，05-2に再掲） 教育の充実（質の向上），子を生み育てる十分なサポートが必要です。 

義務教育の充実（05-1，05-2，05-4に再掲） 
私個人として，高校や大学の無償化などが必要ないと考えます。それ

より小・中学校の教育を手厚く充実することが，もっとも大切だと思

います。そこにお金を使ってほしい。 

 

 施策 05-4 個に応じたきめ細かな支援 

＜9 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

発達センターで月に数回通学していた子どものサポートについて。 

（04-2に再掲） 

子どもが小学生になった途端にサポートがなくなった様に感じまし

た。スクールカウンセラーへの電話，教育相談所，気軽には相談出来

ないと思います。小学校内での親の交流はありますが，同じ悩みを持

つ親が学区を越えて交流する機会も必要だと思います。知的に遅れは

ないものの発達障害の疑いのあるお子さんへのサポート（親の心のフ

ォローも）を学校まかせではなくするべきだと思います。学校の先生

に理解してもらえず，悩んでいる親が周りにいます。発達センターに

通いたくて市内に引越してきた方も多い中，小学生になってもサポー

トできる様にならないと，その子に手がかかり，授業の質も落ちてし

まうのではないのでしょうか。 
主に小学校の普通学級で授業を座って受けることができない，もし

くはその結果として授業のさまたげになる生徒が増えている。先生

や学校の負担がかなり大きいように見受けられる。 

現行では親からアクションを起こさないと学校側は動けないようだ

が，市もしくは学校から医療機関の受診などをすすめられるようには

できないか。 
教育支援 調布市独自の市立・公立補助 

義務教育の充実（05-1，05-2，05-3に再掲） 
私個人として，高校や大学の無償化などが必要ないと考えます。それ

より小・中学校の教育を手厚く充実することが，もっとも大切だと思

います。そこにお金を使ってほしい。 

子どもを増やす 

子どもが増えなければどんなに町が美しくても意味がない。子供のた

めに税金を使うべき。小中学校でかかる費用を0円にする。どんな家

庭の子どもも大きな夢を持ち，大切な時を過ごせる。その後大人にな

った時には社会人として自立していけるのではないかと思う。 

子ども自身の悩み，親の悩み（04-1に再掲） 
子供，親（保護者）が気軽に相談できる空間（スクールカウンセラー

の充実） 

子育て（04-1，06-1，06-2，10-1に再掲） 
貧困家庭への支援，子ども食堂，学習支援を行い，学力の底上げ，非

行防止を図る。 

子ども，若い人々が生活しやすい街 

（04-1，05-1，06-1，06-2に再掲） 
教育・いじめ対策，仲間を守る，いつくしむ心の発達・貧困対策，片

親支援 
              － 

（04-1，06-2，07-1，8-2，09-2，10-1に再掲） 
高齢者，障害者，不登校，ひきこもり，病弱，他々，ハンディーのあ

る人が，かつやく出来る社会 

 

 施策 05-5 魅力ある学校づくりの推進 

＜8 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

子どもの数が減って… 
富士見台小はかなり人数が少ないのにむりやり子供会に入らせられ，

地域運動会に出させられる。そういうのもいやだと思う人がいる事を

わかって欲しい。 

児童，保護者にやさしい学校作り 
無駄な荷物の持ち帰り，保護者会終了後の無駄なアンケート（校長宛

のプリント），同じテーマの音読（宿題）を10日間もさせる，工夫の

ないスパルタ形式をやめてほしい 

働き方改革 
先生方も，早く帰宅し，休めるよう，無駄なイベント，仕事はやめる

べきだと思う。 
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教育の充実 

学校の息子の担任が病欠になった後，その後の担任がずっと決まら

ず，副校長が代わりをしていた。その間，学級は，ずっと落ちつかな

い状態が続いた。施設の設備面を整えるよりも，人材（教員）を増や

すようにしてほしい。また，なぜか土曜日に授業をやることが増えた

が，地域のスポーツクラブ活動がやりにくく，子供の疲労も大きい。

週休2日にしたのは，何のためだったのか？増やしたことによる成果

よりも，デメリットの方が大きいように思う。 
小中学，学力向上（05-2に再掲） 基礎学力の確実な修得を徹底するプログラム，教員育成，人材確保 

PTAの負担軽減 
学校行事（個人面談）やPTAなどの役務が共働き世帯に対応している

とはとても思えない。負担軽減の声にもっと耳をかたむけるべき。 

子育てと教育，子を持つ親の意識改革（04-1，06-1に再掲） 
親（家庭）と学校・その他勉強会を行う。特にゲームに費やす時間の

短縮方法を検討，異状にゲームに熱中する親・子供が多いと聞く。 

魅力ある教育環境（13-1，13-2に再掲） 
学業・音楽・芸術・スポーツ様々な分野で高度な教育が受けられる。

引越したいと思う市に。幼児から高齢者まで対象に。 

 

 施策 05-6 安全・安心な学校づくりの推進 

＜2 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

防犯・安全（02-1に再掲） 
通学路のガードレール設置，違法駐車，見守りパトロール等，子供を

守る取り組 

「共に助け合い，安全・安心に暮らすために」を受けて… 

子供が一年生になる前，子供会の人が訪ねてきた。地域の人？がだれ

が一年生になるか名前も住所も知っていた。学校からの提供があった

と聞いたが，「個人情報だだもれ」ですよネ？学校へ個人情報を子供

会に伝えてOKとは一切言っていないし，同意してもない。勝手に伝え

ないで下さい。対応対策が必要です。 

 

 施策 05-7 学校施設整備の推進 

＜3 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

小中学校の老朽化（01-1に再掲） 
私が通っていた時に比べ，外見や内観はきれいになっているが実際の

骨組みなど変わっているのか，耐震は大丈夫かというのは前から気に

なっています。 
企業，工場が市からでてゆき，マンションが乱立している。企業か

らの納税がへる。（04-1，方針4-2に再掲） 
人口が増加しすぎている。小学校の教室不足，子供支援世代の増加。

税金の収支バランスをどうとっていくのか 

－ 
小学校の学区域→多クラスと少クラスの学校がずっとある。なんとか

なるといい。 

 

施策 06 青少年の健全育成 

 施策 06-1 青少年の健全な成長の支援 

＜16件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

球技（サッカー野球）のできる身近な公園はどこ？ 

（14-2，27-2に再掲） 

近所の公園の看板には「サッカー・野球禁止」とあります。後ろめた

く自主練をしている子どもを見かけます。（悪い事をしている訳では

ないのに）どこでサッカー・野球をすればいいんですか？幼稚園児で

もサッカーしたいです！！どこでやれば正解ですか？ 

公園に遊具を。（27-2に再掲） 
子どもの体力，運動能力向上のために色々な遊具のある公園がほし

い。 

子ども・子育て（04-1に再掲） 
ボールを利用して遊べるスペースの確保，ボール禁止の公園が多いた

め 

次世代を担う子供たちを安心して育てるために 
調布市内にも子どもが動物にふれられたり，乗馬ができるところがあ

るといい。 

子どもの健やかな成長 
運動をし，健全な生活をうながす為にも球技のできる広場を街中にも

増やすべきだと思います。 
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子ども，若い人々が生活しやすい街 

（04-1，05-1，05-4，06-2に再掲） 
教育・いじめ対策，仲間を守る，いつくしむ心の発達・貧困対策，片

親支援 

子どもの遊び場 

近所では年々公園が減っていき，外を行く小学生を登下校以外あまり

みかけなくなっています。自宅や学童で室内遊びが多くなっているの

かなと感じます。子供の声の聞こえない町はさみしいものです。調布

駅前も含め，子供達の元気な声が町にひびくような町造りに期待した

いです。結果大人も元気をもらって活気づくように思います。 

健全な遊び場提供，誘導 
子供がクレーム受けずにゴムボール，キャッチボール，たこあげ等の

びのびできる空地の整備。脱TV，スマホゲーム！ 

子どもが笑顔で安心に暮らせるまち 
子どもが伸び伸びと笑顔でいられるような町。子供の笑顔で地域（特

に高齢者）の人を笑顔にできるような地域密着型の町。子供のパワー

で地域が仲良くなれればいいなと。 

子育てと教育，子を持つ親の意識改革（04-1，05-5に再掲） 
親（家庭）と学校・その他勉強会を行う。特にゲームに費やす時間の

短縮方法を検討，異状にゲームに熱中する親・子供が多いと聞く。 

子育て環境No1（04-1.14-1，14-2，14-3に再掲） 

豊かな自然，運動施設，公園等の維持・発展をベースとし，野球・サ

ッカーに加えてもう一種類プロ選手が出る位の種目を作る（スポーツ

に盛んな街）・子供の育成の為，プロのコーチを始め地域全体で環境

を整える（親が審判資格を取得する等で底上げ）。地域全体で取組む

ことにより，子供を調布で育てたいという環境作りに努力する。・ス

ポーツ以外でも，例えば電気工学や情報系の教授を育成する狙いで，

理系の実験や宇宙工学（JAXA）や国立天文台等とタイアップして，子

供が考える仕組みを官民で作っていく。 

子育て（04-1，04-3に再掲） 次世代を担う児童（子育て）に対する環境の拡充 

子どもたちにやさしい街にする（04-1，04-3に再掲） 支える人材の確保並びに施設を充実させる 

子育て（04-1，05-4，06-2，10-1に再掲） 
貧困家庭への支援，子ども食堂，学習支援を行い，学力の底上げ，非

行防止を図る。 

子どもの声が賑やかに聞こえてくる街(安心して遊べる） 

（04-1に再掲） 

それを望んでいない方々への一定の配慮が必要であるとは思います

が，若い世代のイキイキとしている街は活気があると思います。 

－ 

（04-3に再掲） 
放課後授業や子ども（小学生）も預けて働ける環境の整備 

 

 施策 06-2 困難を抱える子ども・若者の支援  

＜6 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

子供の貧困，子供の虐待（10-1に再掲） 

調布市又国の企業が利益の社内留保もよいが，働く人達にも利益を還

元するように，安定した家庭生活が出来るよう配慮するよう努力して

ほしい。下請けいじめ等あってはならない。少しまちづくりと離れて

しまいましたが 

子育て（04-1，05-4，06-1，10-1に再掲） 
貧困家庭への支援，子ども食堂，学習支援を行い，学力の底上げ，非

行防止を図る。 

母子，父子家庭への対応（04-1に再掲） － 

子ども，若い人々が生活しやすい街 

（04-1，05-1，05-4，06-1に再掲） 
教育・いじめ対策，仲間を守る，いつくしむ心の発達・貧困対策，片

親支援 
              － 

（04-1，05-4，07-1，8-2，09-2，10-1に再掲） 
高齢者，障害者，不登校，ひきこもり，病弱，他々，ハンディーのあ

る人が，かつやく出来る社会 
障害者，恵まれない子ども達の支援（07-1，09-2に再掲） 夢を持てるような明るい未来の社会へ 

 

施策 07 共に支え合う地域福祉の推進 

 施策 07-1 地域におけるトータルケアの推進 

＜10件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

              － 

（04-1，05-4，06-2，8-2，09-2，10-1に再掲） 
高齢者，障害者，不登校，ひきこもり，病弱，他々，ハンディーのあ

る人が，かつやく出来る社会 
高齢者や子どもの住みやすい街づくり（04-1，08-2に再掲） － 
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弱者に優しい街づくり 
特別に力を入れて取り組むことにより，調布市がモデルケースとし

て，特に他の市区町村との差別化を図り，またそのノウハウを蓄積で

きる。 
障害者，恵まれない子ども達の支援（06-2，09-2に再掲） 夢を持てるような明るい未来の社会へ 

高齢者，障害者等と要支援者に対する支援の充実，実施 

（08-2，23-2に再掲） 

①要支援者に対する見守り，安否確認等の方策の策定実施②要支援者

に対する成年後見の引受け実施（社会福祉協議会等）③所有生戸（マ

ンションを含む）を担保とする無利子もしくは低利の貸付金による

日々の生活支援 
少子高齢化社会をみすえたまちづくり（共生社会の実現） 

（08-2，09-2に再掲） 
高齢化社会や障がいのある方等，生きづらさを感じる人々が，安心し

て暮らせるまちづくり（ハード，ソフト両面）を進めてほしい。 
子どもとお年寄りが快適な都市 － 

街に老人が多い。（07-2に再掲） 
お年寄りや人に優しい街づくり。心が満たされていれば人に優しくで

きると思う。人はたわいのない話を聴いてくれる人が必要だと思う。 

子ども，高齢者，障害者（07-1に再掲） 

子どもと高齢者が暮らしやすいと，そこに関わる家族も暮らしやす

い。それには，相互理解が必要かも。子育てした事がない方，高齢者

や障害者の家族と暮らした事がない方に，いかに理解してもらえる

か。理解し，協力してくれる（困っていたら）人が沢山いれば，多少，

物理的に不便でも，暮らしやすい街にはなり得るかと思う。 

高齢になっても安心して暮らせる（08-2に再掲） 
バリアフリーの促進，買いものなど生活のサポートの充実，暮しやす

い町をアピールして若者の町離れを防ぐ 

 

 施策 07-2 住民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制づくり 

＜17件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

地域福祉 
ひとり暮らしの高齢者の見守り，社会参加を提示するだけでなく，具

体的な一歩を踏み出せるような施策がほしい。 

人を大切にする人間を中心にすえた町づくり 
人が人として生きられるように。互いの見守り（子供，高齢者，障害

をもつ方々など弱い立場の方々等），隣近所の日頃のかかわりを増し，

声かけ，あいさつをする 
高齢者，障害者 支える人材の確保並びに施設を充実させる 

高齢者と若者のコミュニケーション 
今後益々高齢者が増えていく中，一人暮しの人達も孤独にならないよ

うに，又，認知症の予防にもなる人との会話，つながりはとても大事

な事かと思います。（交流の出来るイベントがあればと） 

子ども，高齢者，障害者（07-1に再掲） 

子どもと高齢者が暮らしやすいと，そこに関わる家族も暮らしやす

い。それには，相互理解が必要かも。子育てした事がない方，高齢者

や障害者の家族と暮らした事がない方に，いかに理解してもらえる

か。理解し，協力してくれる（困っていたら）人が沢山いれば，多少，

物理的に不便でも，暮らしやすい街にはなり得るかと思う。 

高齢者 
高齢者が元気でいる為には，誰かと関わることが大切だと思うので，

コミュニティーや，子どもと触れ合う場が必要だと思う。 

高齢者 
孤立することを防いでほしい。子供達とのふれあいを多くして，年代

を超えたつながりを強化してみたら… 

孤立死 
65才以下の方の孤立死対策が行政に出来ることがあるかわかりませ

んが，単身世帯が増えているので，何らかの対策が必要だと思います。 

高齢者，障害者（08-2，09-2に再掲） 
引きこもりがちになる人達に参加し易い場所とイベントの提案（紙飛

行機，鉄道写真等の同好会） 

学園都市（19-1に再掲） 
体育祭，文化祭に子供からシニア迄の交流ができるような企画（3世

代，4世代の交流）→フランス・パリで子供から大人までのジャズ・

グループがトラックの上で演奏しながら町をパレードしていました。 

街に老人が多い。（07-1に再掲） 
お年寄りや人に優しい街づくり。心が満たされていれば人に優しくで

きると思う。人はたわいのない話を聴いてくれる人が必要だと思う。 

市民の交流（15-2に再掲） 
世代を越えて地域社会で交流できる場を作りたい。ボランティアを気

軽に少しずつできるようにしたい。 

多世代交流（15-1に再掲） 
地域に住んでいる高齢者との接点がなく，ミニバスを占拠しているイ

メージしかない。もっと交流の機会を増やすべき。 
地域のつながりの希薄化（15-1に再掲） 集合住宅の住民を巻き込んだ地域活動 
地域住民のつながり（15-1に再掲） － 
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地域のつながり（15-1に再掲） 世代間のつながりが持てる工夫を 

保育施設・老人施設の確保とそれをケアする人々の給料UP 

（04-1に再掲） 

働く婦人が増えて（子供も増えれば）税収入が上がればよいので，保

育士，介護士の給料が高くなれば人材が集まりやすい。調布独自のシ

ステムをつくっても良いのではないでしょうか。 

 

施策 08高齢者福祉の充実 

 施策 08-1 地域包括ケアのネットワークの構築 

＜19件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

超高齢化社会に向けて 
独居や認知症の高齢者の見守りを強化し，地域の結びつきを強くす

る。 

高齢者の増加と人口減少にどう対応していくのか，考えていく必要

があると思う（04-1，23-2に再掲） 

①高齢になっても住み続けられる町であるためには，どのような対策

が必要か考えて行く②若い人々が住みたいと思える町にするには，ど

うしたらよいか考える③高齢者も若者にも住みたいと思える町にす

るには，どうしたらよいか考える。 

高齢者向けの住宅の整備，介護サービスの充実・子育て世代の税制の

優遇，安価な住宅の提供（子育てをしたいと思えるような環境を作っ

ていく） 
高齢化対策 高齢者が安心して暮らせる街にする。 
高齢者の住みやすい街 調布市には高齢者が多い。独居の方も多いため，家庭訪問をするべき 
高齢者対策 独居老人の見守りetcの対策 

高齢者への日用品，食品供給 
公園スペース整備，またそこを活用した巡回販売のしくみ（民間と協

同で）（大型店に頼り過ぎ） 
高齢化 認知症患者の増加（徘徊等）・孤独死 
高齢者が多く，今後認知症に対する地域活動が必要になると思う。

認知症高齢者向け，もしくはその家族への支えをどうするか。 
認知症外来，内科の案内や認知症に対する地域レベルでの教育する機

会を設ける。対症施設を増やす。 
在宅医療，看護，介護の支援 24時間対応の往診医，訪問看護師の人材確保，ステーションへの助成 
介護など 高齢者の相談などきめ細かい対策 

高齢，要介護者対策（08-3に再掲） 

介護，看護付住宅を増やして欲しい（入りやすい価格で）。高齢者は

増加する一方。新しい施設を作ることもいいが，現在集合住宅に居住

中で，それに対する施策をしている所があったら，そのノウハウを知

る方法を広く周知して欲しい 

高齢者が安全，安心してくらせる町（25-3に再掲） 
高齢者の方による事故（徘徊による交通事故，高齢者運転の誤り）を

減らせるようにする。高齢者の方でも走行しやすい自転車道路（広く

て，たいらな道の補正）の整備。 
高齢者に対する対策（08-1）に再掲） 今後増えていく高齢者へのサービスや介護の支援 

新たに定住先を探している比較的若めの夫婦（04-1，22-1に再掲） 

調布は新宿へ20分くらいと都心へのアクセスも良く，インターチェン

ジなどもあり，移動の面を考えればとても優秀で，調布駅周辺も開発

が進んでいてとても暮らし易く，また楽しい所となっているので，も

っと対外にアピールをすると共に，定住したくなるような子育て支援

や，40年，50年と安心して暮らしていけるような，サポートが実現で

きるような市になることを切に願います。 

ハコモノ，商業集積のために税金を使わず，ソフト面，安全，安

心，高齢化，災害，防犯に重点を。（01-1，02-1に再掲） 

都会のマネしてハコモノやイベントにカネを使ってもムダに消える

だけ。そんなことより，住民にとって必要なことは，将来まで安心安

全が見通せること。不安がなくなることである。将来への不安をとり

除けるか否か，これ1点で事業の優先順位を決めればよい。ネットと

京王線を使えばできることはやる必要がない。民間の役割。 
高齢者が安心して暮らせるまち － 
高齢化の対応 － 
高齢化対策 － 
高齢化 － 
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 施策 08-2 生活支援の展開と介護予防の取組 

＜25件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

高齢者も住みやすいまち 
誰でも高齢になる。人口の多くが高齢化していくことはいたしかたな

い。高齢者でも活躍できる場を多くつくっていく。 

高齢者の対策 
高齢者がそれなりに楽しく充実した活動が出来るような体制がしっ

かり出来ることが求められていると思う。 
高齢化社会 老人や予備軍がいきいき暮せるまちを目指す 

高齢者がすみよい街 
今の高齢者は元気だから，もっと社会参加してもらえるような体制を

市でつくる。 
高齢化に対しての社会参加 － 

高齢者との関わりを増やす（05-1に再掲） 
小，中学校で年に数回（全学年対象）老人ホームなどを訪れボランテ

ィアをする。 
高齢者や子どもの住みやすい街づくり（04-1，07-1に再掲） － 

－ シニアの活用。 

高齢者対策（自立化支援）（11-1に再掲） 
多様な就業機会の創出（社会参加，働く場づくり，若干の報酬でより

健全，健康な街づくりを） 
少子高齢化（11-1に再掲） 安全，安心な暮らし・高齢者の働ける環境 
シニアが働き易い街（11-1に再掲） － 
高齢化社会 シルバー世代の増加に伴う，安全・健康的な生活への支援強化 

健康寿命を伸ばす。（08-2に再掲） 
高齢者を高齢者扱いしすぎるのではなく，若々しく過ごせるようなま

ちづくりに期待したい。会社でなくとも，たづくりや公民館の職員な

ど，高齢者の就労の場を増やすことは大切だと思う。 
               － 

（04-1，05-4，06-2，07-1，09-2，10-1に再掲） 
高齢者，障害者，不登校，ひきこもり，病弱，他々，ハンディーのあ

る人が，かつやく出来る社会 

高齢者，障害者（07-2，09-2に再掲） 
引きこもりがちになる人達に参加し易い場所とイベントの提案（紙飛

行機，鉄道写真等の同好会） 

中高年の健康増進（12-1に再掲） 

総合体育館のスポーツプロブラムをもっと充実させて，高齢者になる

前からスポーツしやすい環境を作ってほしい。具体案，リフレッシュ

スクールにしかないピラティスの通年プログラムを総合体育館で行

ってほしい 
中高年，高齢者の病気予防の健康づくり（08-2に再掲） 空いた施設を利用して，無料で誰もが参加出来る健康体操など。 

高齢者，障害者等と要支援者に対する支援の充実，実施 

（07-1，23-2に再掲） 

①要支援者に対する見守り，安否確認等の方策の策定実施②要支援者

に対する成年後見の引受け実施（社会福祉協議会等）③所有生戸（マ

ンションを含む）を担保とする無利子もしくは低利の貸付金による

日々の生活支援 
少子高齢化社会をみすえたまちづくり（共生社会の実現） 

（07-1，09-2に再掲） 
高齢化社会や障がいのある方等，生きづらさを感じる人々が，安心し

て暮らせるまちづくり（ハード，ソフト両面）を進めてほしい。 

町への自分の参加の仕方について 
深大寺への献花や，自分のマンションの美感，ご希望の方へちょっと

お花を教えたりなどという活動なので，高齢化に向けて（自分が高齢

になった時も考え），どこで活動するかなど。 

高齢になっても安心して暮らせる（07-1に再掲） 
バリアフリーの促進，買いものなど生活のサポートの充実，暮しやす

い町をアピールして若者の町離れを防ぐ 

買い物困難のかたの為のフォロー（09-1に再掲） 
短い距離と感じられても荷物を持って帰っての買い物は大変な為，直

売の車など何か対策の必要な地域別に。 

特に高齢者，人間にやさしい町づくり（10-1に再掲） 
色々考えられるが，貧困をなくす。ある一定の生活費を保障するなど

…。 

公共物の整備，農地と地域のつながりを図る 

（9-2，13-3，18-2，26-1，方針4-3に再掲） 

公共の図書館，会館など整備，高齢者，障がい者の雇用（積極的な）

を行い，生きがいのある市民生活を推進。農地と住民とのつながり，

地産地消で，食文化の向上，自然環境の保全，環境教育との連携によ

り，地に足のついた生活をめざす。 

安全（21-1に再掲） 
やはり安全で住みやすい市，まちづくりを持続してもらいたい。高齢

化の事も考えた安全な町に 

  



第３章 自由意見 

111 

 

 

 施策 08-3 介護保険事業の円滑な運営 

＜8 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

高齢者の住みやすさ（09-2に再掲） 
・受け入れ施設，サービスの質と量の充実（特に障害者） 

・バリアフリー化 
介護施設の充実 － 
特別養護老人ホームの建設 調布市内でなくとも，杉並区のように伊豆半島などでもよい。 

老人ホーム 
これから，ますますお年よりがふえるので，ホームを（入りやすい）

作っていただきたい。 
高齢者に対する対策（08-1）に再掲） 今後増えていく高齢者へのサービスや介護の支援 
介護に手あつく － 

高齢，要介護者対策（08-1に再掲） 

介護，看護付住宅を増やして欲しい（入りやすい価格で）。高齢者は

増加する一方。新しい施設を作ることもいいが，現在集合住宅に居住

中で，それに対する施策をしている所があったら，そのノウハウを知

る方法を広く周知して欲しい 

1人暮らしの高齢者は不安に，住みなれた大好きなこの町で最後まで

くらせる為に。 

年々大型マンションも増え，若い世代の人達が増えるという調布にと

ってもとても喜ばしい一方で，戸建てで暮らす1人暮らしの高齢者が

増えているのも実情かと感じます。高齢者の1人暮らしはとても不安

の日々です。グループホームの様な小規模なタイプの老人施設が，民

間のものではなく（民間の施設は入居費用が高いので），公的なもの

をもっと増やしていただき，待機児童ならぬ待機高齢者を少なくして

いただける様取り組んでいただきたいです。大好きなこの町で最後ま

でいられる様に。 

 

施策 09 障害者福祉の充実 

 施策 09-1 障害者と家族の地域生活支援の充実 

＜1 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

買い物困難のかたの為のフォロー（08-2に再掲） 
短い距離と感じられても荷物を持って帰っての買い物は大変な為，直

売の車など何か対策の必要な地域別に。 

 

 施策 09-2 生涯にわたる支援と住み続けられる地域づくり 

＜8 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

障害者の住みやすさ 
・受け入れ施設，サービスの質と量の充実（特に障害者） 

・バリアフリー化 

高齢者の住みやすさ（08-3に再掲） 
・受け入れ施設，サービスの質と量の充実（特に障害者） 

・バリアフリー化 
              － 

（04-1，05-4，06-2，07-1，08-2，10-1に再掲） 
高齢者，障害者，不登校，ひきこもり，病弱，他々，ハンディーのあ

る人が，かつやく出来る社会 

高齢者，障害者（07-2，08-2に再掲） 
引きこもりがちになる人達に参加し易い場所とイベントの提案（紙飛

行機，鉄道写真等の同好会） 
障害者，恵まれない子ども達の支援（06-2，07-1に再掲） 夢を持てるような明るい未来の社会へ 
少子高齢化社会をみすえたまちづくり（共生社会の実現） 

（07-1，08-2に再掲） 
高齢化社会や障がいのある方等，生きづらさを感じる人々が，安心し

て暮らせるまちづくり（ハード，ソフト両面）を進めてほしい。 

安全，安心な街づくり 
現在も安全，安心の街づくりには対応しておりますが，より一層市民，

外国人，障害者がゆとりを持った生活が出来る様な魅力ある街づくり

をお願いします。 

公共物の整備，農地と地域のつながりを図る 

（8-2，13-3，18-2，26-1，方針4-3に再掲） 

公共の図書館，会館など整備，高齢者，障がい者の雇用（積極的な）

を行い，生きがいのある市民生活を推進。農地と住民とのつながり，

地産地消で，食文化の向上，自然環境の保全，環境教育との連携によ

り，地に足のついた生活をめざす。 
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施策 10 セーフティネットによる生活支援 

 施策 10-1 生活困窮者の自立支援 

＜7 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

格差のない町に 
産業を起こすことではなく，貧困家庭を少なくし，市民が平等に暮せ

る町をめざして欲しい。 

特に高齢者，人間にやさしい町づくり（08-2に再掲） 
色々考えられるが，貧困をなくす。ある一定の生活費を保障するなど

…。 
年金生活者にとって年金以外の収入もほしい。私のように足のわる

い人は仕事が思いどおりにできない。シルバーとかの仕事もできな

い。 
－ 

子育て（04-1，05-4，06-1，06-2に再掲） 
貧困家庭への支援，子ども食堂，学習支援を行い，学力の底上げ，非

行防止を図る。 

学習環境を整える 
塾代を貸付する為の規準を下げ，低率又は無利子でお金を借りられる

と助かります 

子供の貧困，子供の虐待（06-2に再掲） 

調布市又国の企業が利益の社内留保もよいが，働く人達にも利益を還

元するように，安定した家庭生活が出来るよう配慮するよう努力して

ほしい。下請けいじめ等あってはならない。少しまちづくりと離れて

しまいましたが 
              － 

（04-1，05-4，06-2，07-1，08-2，09-2に再掲） 
高齢者，障害者，不登校，ひきこもり，病弱，他々，ハンディーのあ

る人が，かつやく出来る社会 

 

 施策 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 11 雇用・就労の支援 

 施策 11-1 雇用・就労に向けた支援 

＜7 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

若者（青年）の就労支援労働者支援 
子どもや高齢者の支援と言えばウケが良いが実際の稼ぎ手世代への

支援の方がもっと大切。通勤がしやすい街にする等，やるべき事はた

くさんあると思う 
若者が働き易い街 － 

高齢者対策（自立化支援）（08-2に再掲） 
多様な就業機会の創出（社会参加，働く場づくり，若干の報酬でより

健全，健康な街づくりを） 
シニアが働き易い街（08-2に再掲） － 
少子高齢化（08-2に再掲） 安全，安心な暮らし・高齢者の働ける環境 

健康寿命を伸ばす。（08-2に再掲） 
高齢者を高齢者扱いしすぎるのではなく，若々しく過ごせるようなま

ちづくりに期待したい。会社でなくとも，たづくりや公民館の職員な

ど，高齢者の就労の場を増やすことは大切だと思う。 

高齢化，生産年齢人口の維持（16-5に再掲） 
企業の誘致。市外へ通勤する人は多いと思うが，調布でやりがいのあ

る仕事につけたらよいと思う。 

 

 施策 11-2 就労者に対する支援 

＜0 件＞ 
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施策 12 生涯を通した健康づくり 

 施策 12-1 からだとこころの健康づくりの推進 

＜8 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

人口増 受動喫煙ゼロの街等，他市にない施策で人口を増やす 
健康 飲食店の全面禁煙。 
住環境 飲食店内禁煙にしてほしい。 

自殺防止 
・京王線での人身事故が多い 

・通勤時間や帰宅時等，人が多く集る時間にはパトロールの強化を行

ってほしい。 

中高年の健康増進（08-2に再掲） 

総合体育館のスポーツプロブラムをもっと充実させて，高齢者になる

前からスポーツしやすい環境を作ってほしい。具体案，リフレッシュ

スクールにしかないピラティスの通年プログラムを総合体育館で行

ってほしい 
中高年，高齢者の病気予防の健康づくり（08-2に再掲） 空いた施設を利用して，無料で誰もが参加出来る健康体操など。 

健康 

夫が脂肪肝と診断され，1つの悩みです。子どもでも高齢者でもない

世代のケアは，意外と少ないと感じます。せめて健康面を考えていた

だければ，と。（栄養相談は，赤ちゃん枠で保健師さんに相談できて

助かりました）市民が使える温水プールが1つしかないようなので，

「もう少し近くにあったら通えるのになぁ」と夫がボヤいていまし

た。運動する機会損失でもったいないな，と。 

スポーツ振興について（14-2に再掲） 

2020年にオリンピック，パラリンピックが開催されます。以後は「健

康で住みやすい社会」が一つのレガシーだと思います。余暇を豊かに

過ごす全ての年代，ジェンダーのためのインフラ構築を主導的に行っ

ていただきたい。働き人間から，自分の顔がみえる人生を送ることが

できる人々を支える行政サービスを推進していただきたい。 

 

 施策 12-2 早期発見・早期治療・重症化予防の充実 

＜4 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

市の健康診断について最優先的にとり組んで欲しいこと 

一滴の血液でほとんどのガンがわかる時代になっているのですから，

体に負担の少ない方法，気軽な気持で受けられる方法の，なるべく早

い導入を願うものです。・75才以上の健康診断に眼の検査を加えてい

ただきたいと思います。 

医療 
ファストドクターのサービスをとり入れてほしい。世田谷，狛江はと

り入れている。近いのに調布は出来ず，もどかしい思いをした。 
病院 今以上に多くできるといいと思います。 
休日診療を同じ所にしてほしい － 

 

 施策 12-3 国民健康保険事業等の実施 

＜1 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

低額な健康保険料の維持 
40代以降では，都内有数の安さを維持するため，高齢者の健康増進策

を更に充実させるべき 
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施策 13 生涯学習のまちづくり 

 施策 13-1 学びのきっかけづくり 

＜5 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

たづくりの研修室などについて（19-1に再掲） 

以前，市民講座がたくさんあったが，今はほとんどなくなってしまっ

た。数回利用してとても良かったのでまた企画して欲しい。現在日常

的には行動はそれほど不自由ではないが，病気でスポーツイベントに

は参加できないので，文化的なイベントを計画して欲しい 

文化，芸術イベント展示（たづくりホール，グリーンホール） 

（19-1に再掲） 

文化会館たづくりでの，大学教授や知識人の講演会をもっとふやして

ほしい。・BCJ（バッハ・コレギウム・ジャパン）等，一流と言える演

奏者，オーケストラの演奏会をもっとふやしてほしい。 

勉強（13-2に再掲） 
学習室を西つつじヶ丘にもつくってほしい。家から歩いていける所に

学習室がないと，行きたくても交通時間や費用について考え，行くの

をためらってしまう。 

学歴以外の教育（13-2，26-1に再掲） 
芸術，自然科学，生物などの教育への取り組み。本物（美術館，水族

館）に出会える機会を増やす。教養（マナー）のない年寄りの心を豊

かにする。勉強しない子供の学習意欲を向上する。 

魅力ある教育環境（05-5，13-2に再掲） 
学業・音楽・芸術・スポーツ様々な分野で高度な教育が受けられる。

引越したいと思う市に。幼児から高齢者まで対象に。 

 

 施策 13-2 学べる機会の充実 

＜6 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

自然の中の図書館 
交流サロンも大切だと思うけれど，個人を大切にした，自然の中で，

ゆっくりすごせる図書館のような（お茶とかも飲みながら）空間を使

ってほしい。 
図書館について よく利用していますが，遠いし，本が段々少なくなっています。 

図書館の充実 

中央館と分館網によるサービス，他自治体や機関との相互貸借など，

現在の良いレベルの充実，さらなる向上を期待する。そのための予算，

とくに人件費（従業者の公務員化）を惜しまないで欲しい。従業者の

身分が（正職員と非正規，下請け派遣など）混在することで利用者の

声が届きにくくサービスが低下する例を見ている。高齢者の居場所と

しての図書館は今後もっと必要になる 

勉強 

（13-1に再掲） 

学習室を西つつじヶ丘にもつくってほしい。家から歩いていける所に

学習室がないと，行きたくても交通時間や費用について考え，行くの

をためらってしまう。 

学歴以外の教育（13-1，26-1に再掲） 
芸術，自然科学，生物などの教育への取り組み。本物（美術館，水族

館）に出会える機会を増やす。教養（マナー）のない年寄りの心を豊

かにする。勉強しない子供の学習意欲を向上する。 

魅力ある教育環境（05-5，13-1に再掲） 
学業・音楽・芸術・スポーツ様々な分野で高度な教育が受けられる。

引越したいと思う市に。幼児から高齢者まで対象に。 

 

 施策 13-3 団体の学びの活動支援 

＜2 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

公共物の整備，農地と地域のつながりを図る 

（8-2，9-2，18-2，26-1，方針4-3に再掲） 

公共の図書館，会館など整備，高齢者，障がい者の雇用（積極的な）

を行い，生きがいのある市民生活を推進。農地と住民とのつながり，

地産地消で，食文化の向上，自然環境の保全，環境教育との連携によ

り，地に足のついた生活をめざす。 
公共施設の充実（19-2，方針4-3に再掲） 文化会館たづくりや市役所の空調設備の更新など（夏は暑いです） 
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施策 13-4 まちづくりへの学びの成果の活用 

＜0 件＞ 

 

施策 14 市民スポーツの振興 

 施策 14-1 スポーツ環境の整備 

＜5 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

文化・スポーツへの注力（19-2，方針4-3に再掲） 
駅前ホール，音楽大の両立という希な立地の活用。グリーンホールの

改修も視野に。スタジアム，屋内競技場の立地を活かし，スポーツに

重点を置いた教育振興 

武道 
調布市の中学校で柔道部が無いので，武道のできる畳みがある施設を

増やして欲しい！ 

－ 

オリンピックに向けて，駅前やスポーツ施設の整備がなされているよ

うだが，市民の生活にとって，スポーツ施設に税金を使われるより，

生活に直結した設備，生活道路の整備など，日常生活に必要とされる

部分にもっと目を向けて欲しい。 

子育て環境No1（04-1.06-1，14-2，14-3に再掲） 

豊かな自然，運動施設，公園等の維持・発展をベースとし，野球・サ

ッカーに加えてもう一種類プロ選手が出る位の種目を作る（スポーツ

に盛んな街）・子供の育成の為，プロのコーチを始め地域全体で環境

を整える（親が審判資格を取得する等で底上げ）。地域全体で取組む

ことにより，子供を調布で育てたいという環境作りに努力する。・ス

ポーツ以外でも，例えば電気工学や情報系の教授を育成する狙いで，

理系の実験や宇宙工学（JAXA）や国立天文台等とタイアップして，子

供が考える仕組みを官民で作っていく。 

スポーツ施設について 住居が市の中心より外れているため，利用しづらい。 

 

 施策 14-2 ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 

＜13件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

スポーツ，映画の街，調布の存在感を（17-1に再掲） 
映画館が出来た事によりもっとアピールを！ラグビー，パラリンピッ

ク，オリンピックの前に調布の良さを市民団結で取り組む為のイベン

ト，老いも若きも熱くなれる 

スポーツ振興について（12-1に再掲） 

2020年にオリンピック，パラリンピックが開催されます。以後は「健

康で住みやすい社会」が一つのレガシーだと思います。余暇を豊かに

過ごす全ての年代，ジェンダーのためのインフラ構築を主導的に行っ

ていただきたい。働き人間から，自分の顔がみえる人生を送ることが

できる人々を支える行政サービスを推進していただきたい。 

市民の健康促進 
甲州街道を使ったハーフマラソン大会（東京オリンピックの折り返し

地点で折り返す） 
2019ラグビーW杯 良く，市民の声に耳をかたむけて…先ずは成功させる！！ 
2020東京オリンピック 良く，市民の声に耳をかたむけて…先ずは成功させる！！ 

スポーツをもっと前面に！ 
味スタを中心としたスポーツイベントを増やしてスポーツの調布市

として発信 

オリンピック（30-2に再掲） 
子供でも参加出来る何かを作ってほしい。外国の方と交流できる場な

ど 
オリンピック（30-2に再掲） とてもいい機会なので外国の方と交流できる場を作ってほしい。 
ラグビーワールドカップを契機にラグビーを活発に。 － 

球技（サッカー野球）のできる身近な公園はどこ？ 

（06-1，27-2に再掲） 

近所の公園の看板には「サッカー・野球禁止」とあります。後ろめた

く自主練をしている子どもを見かけます。（悪い事をしている訳では

ないのに）どこでサッカー・野球をすればいいんですか？幼稚園児で

もサッカーしたいです！！どこでやれば正解ですか？ 
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子育て環境No1（04-1.06-1，14--1，14-3に再掲） 

豊かな自然，運動施設，公園等の維持・発展をベースとし，野球・サ

ッカーに加えてもう一種類プロ選手が出る位の種目を作る（スポーツ

に盛んな街）・子供の育成の為，プロのコーチを始め地域全体で環境

を整える（親が審判資格を取得する等で底上げ）。地域全体で取組む

ことにより，子供を調布で育てたいという環境作りに努力する。・ス

ポーツ以外でも，例えば電気工学や情報系の教授を育成する狙いで，

理系の実験や宇宙工学（JAXA）や国立天文台等とタイアップして，子

供が考える仕組みを官民で作っていく。 

高齢化 
スポーツ振興で寝たきりや孤独死などネガティブな部分を軽減して

いく 

スポーツ施設，観光施設のPR，行政支援（17-2，17-3に再掲） 

味の素スタジアムを中心としたスポーツイベント，大会誘致のアクシ

ョンを増やしたり，深大寺などの観光施設のPR，インバウンドを意識

した整備 

 

 施策 14-3 ＦＣ東京等と連携したスポーツ振興等の推進 

＜2 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

サッカー専用スタジアム建設 
味スタ周辺に専用スタジアムを建設し，引き続きFC東京のホームとし

て発展することがのぞまれる。 

子育て環境No1（04-1.06-1，14-1，14-2に再掲） 

豊かな自然，運動施設，公園等の維持・発展をベースとし，野球・サ

ッカーに加えてもう一種類プロ選手が出る位の種目を作る（スポーツ

に盛んな街）・子供の育成の為，プロのコーチを始め地域全体で環境

を整える（親が審判資格を取得する等で底上げ）。地域全体で取組む

ことにより，子供を調布で育てたいという環境作りに努力する。・ス

ポーツ以外でも，例えば電気工学や情報系の教授を育成する狙いで，

理系の実験や宇宙工学（JAXA）や国立天文台等とタイアップして，子

供が考える仕組みを官民で作っていく。 

 

施策 15 地域コミュニティの醸成 

 施策 15-1 地域コミュニティの活性化に向けた支援 

＜10件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

調布市の良さを地元市民と新しい入居してくる方，若い人々へとつ

なげ，伝えていきますように。 

昔ながらの人と人とのつながり，人情味や地域の和などをずっと保

ち，育んでいくことが大切と思っています。地域の大人から子供へと，

地元住民から新しい市民へ，又市民から訪れる方々（国内外からの）

へと。 

自治会の有無 
これはあっても効果は期待されずに40年にもなる。無感心派が多いの

に 

多世代交流（07-2に再掲） 
地域に住んでいる高齢者との接点がなく，ミニバスを占拠しているイ

メージしかない。もっと交流の機会を増やすべき。 
地域のつながりの希薄化（07-2に再掲） 集合住宅の住民を巻き込んだ地域活動 
地域住民のつながり（07-2に再掲） － 

地域のつながり（17-2に再掲） 世代間のつながりが持てる工夫を 

ネットワーク 
都市機能は，より明確に分化されていく。スプロール化を防ぎ，人の

流れをコントロールする街づくりが必要。一方で，市民の分断を防ぐ

ための日常レベルでのつながり，対話ルートを確保する。 

新たな居住者たちとの共生（01-1に再掲） 

仙川に引越して，約20年になります。ここ10年程の町の変わりようは

目を見張るものがあり，私が住んでいる地域も次々と住宅が建てられ

ています。そんな中，若い世帯の方達がたくさん住んでこられるのは，

いいことなんですが，知らない方達だらけ（がたいへん多く）なので，

少し不安があります。かと言って平日は働いていますので，地域の方

との新たな交流もできずといったところです。町が変わっていく中で

は，仕方のないことだとは思いますが，災害時など，昔から住んでい

る方達と，新たな住人達と連携が取れるのか―。 
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外国人への対処（30-2に再掲） 貧困対策，決して一人にしないで地域のコミュニティに編入する 
外国人との共生（30-2に再掲） ①住居②日本語教育③地域との交流 

 

 施策 15-2 地域コミュニティ活動の場づくり 

＜1 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

市民の交流 

（07-2に再掲） 
世代を越えて地域社会で交流できる場を作りたい。ボランティアを気

軽に少しずつできるようにしたい。 

 

 施策 15-3 地域コミュニティ活動への参加の促進 

＜3 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

強み，魅力の発信 
学生や社会人になってからの転居者が多いので，市の行政への興味が

薄い人が多いはず。地域活動に積極的に参加できるような情報発信が

必要と思う 
利便性 ボランティアの活用。 
外国人への対処（30-2に再掲） 貧困対策，決して一人にしないで地域のコミュニティに編入する 

 

施策 16 活力ある産業の推進 

 施策 16-1 にぎわいを創出する商業活性化の支援 

＜14件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

商業施設の活性化 － 

買い物する場所が圧倒的に足りない。 

中心地もそうだが調布市全体的にスーパーがない。頼むから南地域

（小島町～京王多摩川近辺）にスーパーを誘致して下さい。とても暮

らしにくい。買い物は勤務地の府中で済ませている状態です。それと

商店街がない。天神通とかもっとなんとかできないのか。もうちょっ

と活気のある街づくりを。 

お店の充実 
ホームセンター，人気の洋服屋さん（GU，H＆M，ZARAなど）を出店し

てもらう。（お店は沢山あるが目玉がなく，他市に買いに出ることが

多いので） 

他市からの買い物客を増やす。 
調布，仙川以外にも買い物スポットを増やす。（つつじヶ丘，国領な

ど） 

－ 

（22-2に再掲） 

飛田給駅はふだん味の素スタジアムでイベントや今後オリンピック

があるのに店が少なすぎる。いつも大勢の人が行く場所に困ってい

る。店を増やすべき！！ 
商店街（布田地区）の活性化 － 
トリエが出来たので活気が出て来ました。まだまだ品川通りにいろ

いろな余地があります。おいしいレストランとか，手造りの手芸店

とかあればいいなーと思っています 
－ 

駅前にて人間がすごし易いこと，商店街を守る 足にやさしいこと（老齢化が進むのでぜひ，コンクリート化しないで） 

小規模スーパー増す 
高齢者社会につれ，老人が歩いて行ける（特に食糧品の店）買い物に

行ける店を多くほしい 
若者が多く集まる市 駅周辺に飲食施設や買い物できる所を増やしてほしい。 

商業施設の店舗 
子育て世代が多いわりに，ターゲットが20代くらいの店が多い。子供

向けのお店が少なく感じる。トリエもせっかくできたのに，平日はガ

ラガラ。見直した方がいいかと。 

住んでいて誇りをもてる街づくり 

多摩の自然を大切にすると共に駅前の商業施設の充実など，他の市町

村からも訪れたいと思ってもらえるような街づくりをしていってい

ただきたいです。また街の外観等整備にも力を入れ，調布市に住んで

いることを誇りに思えるような街づくりをしていただきたいです。 



第３章 自由意見 

118 

 

 

京王線とのタイアップ，混雑の緩和 イベントの企画，カフェ等のオープン，調布をフィーチャさせる。 
目立施設の誘致 休日に調布に来たいと思われる他市にない施設の充実。 

 

 施策 16-2 バイ調布運動（市内消費）の促進 

＜2 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

街の「個性」をつくる 

私が住む仙川の商店街では，近年老舗の和菓子店や書店など小規模・

個人経営の店が次々と閉店しています。代わりにチェーン店が増えて

いる印象ですが，逆に街の特色は失われていくように感じています。

西荻窪や松陰神社など，現在小さくても人の集まる街に共通している

のは，個人経営の店の多さとその個性です。どこにでもあるものでは

なく，その街にしかない特色をつくるにはやはり「個」の力が必須で

す。今後10年のまちづくりにおいて調布市には，ユニークな「個」が

集い，街の「個性」をつくるための支援をしていただきたいと思いま

す。 

歴史，地歴を大切にしたまちづくり（16-3に再掲） 
大型チェーン店やフランチャイズなどに片寄りすぎないように。昔か

らの商店や歴史ある飲食店が再開発や後継者難で消えている。 

 

 施策 16-3 市内事業所・事業者への支援 

＜2 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

人材の育成 
高齢化社会で地元で働く若者が少なくなっていると思う。どこも一緒

だと思うが，人手不足をなんとかしてほしい 

歴史，地歴を大切にしたまちづくり（16-2に再掲） 
大型チェーン店やフランチャイズなどに片寄りすぎないように。昔か

らの商店や歴史ある飲食店が再開発や後継者難で消えている。 

 

 施策 16-4 新たな創業への支援 

＜1 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

調布駅前の経済発展（16-5に再掲） 
新宿から15分の立地を活かし，企業誘致（二子玉のように。）・電通大

の人的資産を活かしたIT起業支援 

 

 施策 16-5 特性を生かした地場産業の振興 

＜5 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

企業誘致 
民間企業の大手からベンチャーまで様々な形で誘致，協業すること

で，街づくりの活性化を促す。 

－ 
企業を誘致して働く場をふやし，調布で育った子どもが長くいられる

ようにしてほしい。 
企業の誘致 市の財政増するために税金の優遇措置 

高齢化，生産年齢人口の維持（11-1に再掲） 
企業の誘致。市外へ通勤する人は多いと思うが，調布でやりがいのあ

る仕事につけたらよいと思う。 

調布駅前の経済発展（16-4に再掲） 
新宿から15分の立地を活かし，企業誘致（二子玉のように。）・電通大

の人的資産を活かしたIT起業支援 
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施策 17 魅力ある観光の振興 

 施策 17-1 「映画のまち調布」の推進 

＜7 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

映画のまち もっとアピールしてもいいと思う。 

映画のまち 
映画館と撮影所だけでなく，まち全体，市民全員のハリウッド意識。

ロケ地の誘致。映画料金の割引き，500円とか 

付加価値の創造 
新たな箱物を造っても廃れる例が多発している点を考え，また映画の

街である点を活かし，映画ロケの更なる誘致の推進(アニメの聖地化

が好例）し，インバウンドを狙う。 

名画座 
シアタス調布の惨情は目も当てられない。どうせなら，「映画の街」

を名のる以上，シネマヴェーラやユーロスペースのような名画座，あ

るいは，神保町シネマのような邦画専門館を誘致してはどうか。 
イベント 映画の街をもっとアピールし，調布行進曲etcなど特別色を出す 

スポーツ，映画の街，調布の存在感を（14-2に再掲） 
映画館が出来た事によりもっとアピールを！ラグビー，パラリンピッ

ク，オリンピックの前に調布の良さを市民団結で取り組む為のイベン

ト，老いも若きも熱くなれる 
映画館とゲゲゲのまちであることをもっとPRしてもいいと思う。 

（17-2に再掲） 
シアスタで何年か1度でもいいから過去映画になった鬼太郎映画を上

映する。 

 

 施策 17-2 地域資源を活用したにぎわいの創出 

＜14件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

水木しげる先生とともに生き続ける町 

近年，調布のまち中に，鬼太郎などの姿を見かける機会も増え，嬉し

い限りですが，先日，境港，米子を訪れた町の美しさは忘れられませ

ん。あの町の美しさのように，町全体で調和した妖怪の売り出し方と，

しげる先生の作品の保存に取りくんで欲しいです。 

「調布市と言えばコレ」という特色の欠如 
映画のまち，深大寺，味スタだけでは弱いです。ハード面での強化が

難しいのであれば，特色のある教育，福祉などに取り組んでいただき

たいです。 

銭湯やスパ施設の増設，宿泊施設の増設，外国人観光客の集客 

京王線沿線の住民でも，深大寺を知らない人がいるように，深大寺の

観光地としての知名度はまだまだ低いと感じます。本当は外国人にウ

ケると思う魅力であふれているのにもったいない。駅まわりにもかつ

て沢山あった銭湯などの復活や，民泊などを利用した宿泊施設の充

実，英語での集客などにより，深大寺やその他の自社を売りにして調

布をマーケティングしていってほしいです。 
映画館とゲゲゲのまちであることをもっとPRしてもいいと思う。 

（17-1に再掲） 
シアスタで何年か1度でもいいから過去映画になった鬼太郎映画を上

映する。 

キャラクター 
鬼太郎が調布では有名ですが，若い子にはなじみが薄いかも。新しい

キャラクターも少しずつ育てられたら良いですね。 

楽しさ，誇り 

調布に対して愛着や誇りを持てるとゆう事が発展につながるかと。そ

れには市民が自慢したくなるような独自性，楽しさ，利便性など必要

になるので，まずは，職員さんが楽しんでお仕事なさるのが第一歩か

も知れません。くまもんみたいなキャラクターも良いかも知れません

し，もっと鬼太郎とタッグを組んでも良いと思います。市役所に行っ

た時，職員さんが鬼太郎ベストを着ていたのを見て，とっても楽しか

ったです！ 

明るい地域 
イメージキャラクターの変更，鬼太郎は恐い，暗いと調布のイメージ

を悪くしている。 

スポーツ施設，観光施設のPR，行政支援 

（14-2，17-3に再掲） 

味の素スタジアムを中心としたスポーツイベント，大会誘致のアクシ

ョンを増やしたり，深大寺などの観光施設のPR，インバウンドを意識

した整備 

調布の観光地化 
もっとたくさんの人に調布を知ってもらいたい。グルメ，季節の花畑

など 
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調布の個性・独自性 

調布がどんな街か，まだ周辺住民しかわかっていない。・アイデンテ

ィティを重視して，今後の開発を進めてもらいたい。・水木しげるさ

ん以外の，若年にも訴求する著名人を推すのも効果が高いと思う。誰

か住んでないですかねえ。（文化人，映画関係） 
イベント 調布花火大会の開催を夏にもどしてほしい 
深大寺 東京の中のおもしろエリアとして，打出して行くプランニング 
楽しい街アピール（17-2に再掲） 多摩川河川敷イベント，JAZZコンサート他でイベント化 

イベントのまち（17-3に再掲） 

ラグビーワールドカップの観戦のために，旧知の人が大勢調布市に来

訪予定です。お蔭様で，35年ぶりの恩師と連絡を取れたり，意外な人

と再会できたりと，思わぬつながりがたくさんでき，調布市民である

ことを誇りに思えたし，来訪の折に，市内の名所や店舗を案内する機

会を得られました。オリンピック後も，何かの開催地や観光を打出し

続けて欲しいです。 

 

 施策 17-3 多様な主体と連携した観光事業の促進 

＜8 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

楽しい街アピール（17-2に再掲） 多摩川河川敷イベント，JAZZコンサート他でイベント化 

スポーツ施設，観光施設のPR，行政支援（14-2，17-2に再掲） 

味の素スタジアムを中心としたスポーツイベント，大会誘致のアクシ

ョンを増やしたり，深大寺などの観光施設のPR，インバウンドを意識

した整備 

イベントのまち（17-2に再掲） 

ラグビーワールドカップの観戦のために，旧知の人が大勢調布市に来

訪予定です。お蔭様で，35年ぶりの恩師と連絡を取れたり，意外な人

と再会できたりと，思わぬつながりがたくさんでき，調布市民である

ことを誇りに思えたし，来訪の折に，市内の名所や店舗を案内する機

会を得られました。オリンピック後も，何かの開催地や観光を打出し

続けて欲しいです。 

市外からも遊びに来たいまち（29-2に再掲） 
イベントの企画で多くの人を集める。但し，清潔さは常に維持する。

（駅前にごみが落ちているのは，不快。朝のトリエ周辺がきたない…） 

生活環境について 

駅に近く住居がありますが，月に何回かのイベントがあると，電車の

ホームにたどりつけない。自家用車の出入が不便になる。買い物に時

間が掛るとか，一般人には大変な不利益が生じている事も現実として

あります。その様な犠牲の上に行われている事にも配慮は必要と思い

ます。 

－ 
イベントが多いのは良いが，交通の混雑で土日出勤の人に迷惑がかか

らないようにしてほしい 

外国人への対応（旅行客等） 多言語の対応・就労 

インバウンド対応 
オリンピックを控え，外国人の受入れ対策，インフラ整備，観光の充

実 

 

施策 18 都市農業の推進 

 施策 18-1 いきいきとした農業経営 

＜0 件＞ 

 

 施策 18-2 農のある地域づくり 

＜4 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

農業体験 
せっかく自然がいっぱいあるので，ぶどう狩りや，農業体験ができる

施設を作ってほしいです。 

地産地消 
地元の農家を減らさないで欲しい。マーケットを開催して欲しい。地

価を下げて農地（市営でも）を増やして欲しい。 
地場農業生産地保つ 空いている場所（空地）の野原化，畑化（家庭菜園）など 
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公共物の整備，農地と地域のつながりを図る 

（8-2，09-2，13-3，26-1，方針4-3に再掲） 

公共の図書館，会館など整備，高齢者，障がい者の雇用（積極的な）

を行い，生きがいのある市民生活を推進。農地と住民とのつながり，

地産地消で，食文化の向上，自然環境の保全，環境教育との連携によ

り，地に足のついた生活をめざす。 

 

 施策 18-3 農地の保全・活用 

＜4 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

宅地開発はもうやめてほしい（27-1に再掲） 
緑をテーマにしている市の公約に反しています。畑や林を大事にして

ほしい。今ある農家の土地に土，木を残すよう指導実現してほしい。 

緑地，農地保全（27-1に再掲） 
ここ10年でかなりの農地が住宅に変わってきている。人口が増加して

市としてプラスかもしれないが，緑の多い調布市の魅力は減ってきて

いる。生産緑地の問題含め，行政として，積極的に保全して頂きたい。 

農地の保全（27-1に再掲） 
相続税対策などで農地が駐車場や宅地，マンションなどになってしま

い，緑地が減ったり，火事の延焼が心配になる。 
マンションや一軒家で田畑がもうなくならないように － 

 

 施策 18-4 都市農業振興に向けた推進体制づくり 

＜0 件＞ 

 

施策 19 芸術・文化の振興 

 施策 19-1 市民の芸術・文化活動の促進 

＜10件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

映画の街から広げていく。 

映画，芸能，芸術，スポーツetc…の街と，どんどん盛り上げていき

たい。映像＋ダンスや芸術＋ダンス，スポーツ＋ダンスなど組み合わ

せたイベントなどでもっともっと素敵な街になるように私も協力し

たいです。 

次代を担う子どもたちに，健やかな成長と貧困対策，自立へ 
音楽フェスティバルや桐朋学園もあるので，ベネズエラのエル・シス

テマのような音楽で支援する組織の設立。→継続することによって，

にぎわいと活気のある文化的都市へ。 
－ 音大があるので，もっと音楽のイベントをたくさんやってほしい。 

学園都市（07-2に再掲） 
体育祭，文化祭に子供からシニア迄の交流ができるような企画（3世

代，4世代の交流）→フランス・パリで子供から大人までのジャズ・

グループがトラックの上で演奏しながら町をパレードしていました。 

コンサート 
桐朋学園OB関係者のコンサートを調布市で後援するのはいかがです

か。 

たづくりの研修室などについて（13-1に再掲） 

以前，市民講座がたくさんあったが，今はほとんどなくなってしまっ

た。数回利用してとても良かったのでまた企画して欲しい。現在日常

的には行動はそれほど不自由ではないが，病気でスポーツイベントに

は参加できないので，文化的なイベントを計画して欲しい 

文化，芸術イベント展示（たづくりホール，グリーンホール） 

（13-1に再掲） 

文化会館たづくりでの，大学教授や知識人の講演会をもっとふやして

ほしい。・BCJ（バッハ・コレギウム・ジャパン）等，一流と言える演

奏者，オーケストラの演奏会をもっとふやしてほしい。 

文化会館 
用事がなくても，「何か楽しいイベントがやっているのでは」と思っ

て行けるような場所にしてほしい。トイレが使いにくく，図書館もイ

ンパクトがない。 
安全と文化的町づくり － 
文化と自給（27-1に再掲） 食の自給率の向上，水資源の確保，文化レベルの向上 
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 施策 19-2 芸術・文化施設の整備・運営 

＜3 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

音楽ホール 
音響のよい音楽ホールをつくってほしい。音楽がさかんなのにないの

は残念。スポーツ施設は充実していると思うので。 
公共施設の充実（13-3，方針4-3に再掲） 文化会館たづくりや市役所の空調設備の更新など（夏は暑いです） 

文化・スポーツへの注力（14-1，方針4-3に再掲） 
駅前ホール，音楽大の両立という希な立地の活用。グリーンホールの

改修も視野に。スタジアム，屋内競技場の立地を活かし，スポーツに

重点を置いた教育振興 

 

施策 20 地域ゆかりの文化の保存と継承 

 施策 20-1 史跡・文化財の保存及び活用 

＜3 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

進化するものと変らないものの線引きを明確に 

調布はもともとは祖父母が住んでいた町でした。ですので便利になっ

てほしいという思いと，ずっと変わらないでいてほしい店や景色など

があります。調布に長く住み続けている市民も多いと思うので，むや

みに開発，ではなく，タコさん公園や，駅前ふん水，布田天神のご神

木など，保存にも勤めて欲しいです。 
歴史と未来 温故知新 
伝統を守っていく － 

 

 施策 20-2 地域ゆかりの文化を生かした事業の展開 

＜0 件＞ 

 

施策 21 良好な市街地の形成 

 施策 21-1 適正な土地利用の推進 

＜15件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

市に大型の病院がないので作る 

和光堂の後地に当然病院か，運動施設か，広場，公園が出来たら…と

周りの人々が思っていました。もう遅いのは分かりますが，商業施設

が出来て良かった事など一つもありません。もう少し住民の生活を考

えてください。 

道路が狭い地域に商業施設は作らない。 

仙川駅付近にある島忠が出来てから，土，日の車の混み方を市の職員

は知っていますか？車の運転をひかえ，バス，徒歩にしていますが，

緊張しながら歩いています。それほど危険です。土，日は勤務時間で

はないでしょうが，市長一度見に来て感じてください。 
都市計画見直し － 

地域の交通，住環境の見直し 

徒歩，自転車で買い物などが出来，ゆとりとスローライフを実現する

ため，空き家などの積極的な公共物への取り込み，歩道，自転車道へ

の整備のため，車道の大幅な制限，保有車→シェアカーなどへの移行，

駅を中心に，有機的につながりをもった町の整備，自然のコリドーな

どにより，人と生き物の共生をはかっていく。 

調布駅前 

パチンコ店やカラオケなど，品位に欠ける事業に関連した建物が多

く，調布市の印象を悪くしている。要改善（トリエの登場は評価した

いがまだ不足） 

調布駅周辺の美観化，商業施設の魅力向上 
パチンコ店，古い商業施設やラブホテルなど，子育て世帯から評判の

良くない施設の移転 

社会交流 
カフェ，パン屋の誘致。鶴川街道（深大寺までの導線）をもっとオシ

ャレに。武蔵野の森周辺にショッピングモール。 
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都心に近い立地を活かしマンション建設の促進 都市計画図の見直し，容積率の緩和したうえで人口増 
－ 人が住むには道路が一番必要と思うが，無計画に家が建設されている 

安全（08-2に再掲） 
やはり安全で住みやすい市，まちづくりを持続してもらいたい。高齢

化の事も考えた安全な町に 

4m未満道路に接した家屋の散在(23-1に再掲) 
建築基準法と増改築物申請洩れとの関係と思われるが，この状況が完

全に解消されるにはどの程度の年月が必要と考えておられますか。

（一代では無理で50年をゆうに越すと思われる） 

基準法へのアプローチ 

基準法で許されているのだが4m道路であればどんどん建物が進んで

いる。しかし道路通行者，車運転者共に4mでは満足していないのは明

らかである。将来，一般住宅地の余剰時代がやってくることは明らか

である。建築基準法（改正）へのアプローチ等でどのようなお考えを

持っておられるのでしょうか。以上いづれの事項も都市設計，道路設

計等携わる職員には遠い将来を見通した知見と能力（の育成）に期待

しています。 

道路と宅地化 

目先の人口増にまどわされず，20年後30年後，そして日本全体の人口

減少を見すえて，新しい道路を作る「拡大・成長」より「現状維持・

安定」を選んで欲しい。子や孫に負債と劣化したコンクリートを遺す

ことは極力避けてほしい 
－ 

（22-1，27-2に再掲） 
高層マンションの乱立はさけてほしい。駅前に緑のある公園を復活し

てほしい。からくり時計も。 

農地の維持とマンション建設の抑制 

これまでの10年でどれほどの農地が減って住宅に変わったことか。駅

前も歩きにくく，電車の混雑も激しくなった。調布市の良さを（都心

に近いが自然が豊富）保ち，にぎわいも促すためには，これ以上の人

口増は抑制すべき。 

 

 施策 21-2 景観まちづくりの推進 

＜5 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

駅前の景観向上 

南口ロータリーに面しているのは，ゲームセンター，パチンコ店，安

い居酒屋チェーンでけばけばしい。自由にしておくとこうなるのだろ

うが，何らかの規制をして，調布の顔たるべき落ちついた街なみを実

現するべきと考える。 

歴史，街づくり 

深大寺等，緑の多いまちなのに，駅の再開発はひどすぎる。何の価値

もおもしろ味もない，ただ物体をつくっただけだ。景観→（駅）は大

切だ。そうすればもっと調布を好きになれたのに（歴史ある立て方を

して欲しかった）屋根のある感じ 

パチンコの存在 
即刻退去させてほしい。景観を整えると言いながらパチンコ店に触れ

ないのは，明らかな矛盾であり，利権の存在を疑う。駅前のスペース

をあれだけ占めているのは異常。 
ときめき 

（27-1に再掲） 
歩いているだけでときめくような街並みをつくる（花いっぱい運動の

推進，シーズナルの装飾など） 

オリンピックなどを見据えて，文字や表示の英語化 
外国人がわかりやすいような表記。駅のみならず街中も。国際交流を

盛んにする（運営している方々にやる気が感じられず残念） 

施策 22 地域特性を生かした都市空間の形成 

 施策 22-1 魅力的な中心市街地の形成 

＜51件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

調布駅前のバス停留所について(25-1に再掲) 

京王が地下に入って数年がたつのに調布駅前のバスターミナルが以

前とは変化なく，曜日によっては旧甲州の渋滞にもつながっている。

せっかく広い場所があるのだからもっとスムーズにバスが入れるよ

う，乗り場の整備を急ぐべきである。特に北口では混雑がひどい。 

駅前の整備 
バスの乗り場はともかく，調布駅周辺のアスファルトを整備して欲し

い。殺風景なので。 
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余裕のある豊かな街づくり 
調布駅前が整備されていることは結構ですが，合理性ばかりを追求し

ているようで気になります。緑のある市民の憩いの場にして頂きたい

です。タコ公園がなくなったのは返すがえすも残念です。 

調布広場近くポスト 
ポストが駅前なのにありません。とても不便です。郵便局があったら，

もっと良いと思います。 

広場に（駅前）ベンチ 
ベンチが少なすぎます。消費税があがり，外で食べる若者，みんなの

ためベンチを増やす。ごみ処理も責任もって行う。1番のバス停に関

係ない人が座っています。ベンチが少ないから！ 

調布駅前の活気がない 
再開発を促進する法整備，百店街，調布銀座のイメージ悪い。パチン

コいらない。グリーンホールの活性化（武蔵小金井駅を見習う） 
持続性 大がかりな再開発となっているが 

住みやすい 
利便性，コンパクトな街，ゆうびん局，市役所，広場が一箇所にある

と良い 

調布駅前整備 

トリエが出来たにもかかわらず，駅前がなかなか進まず残念。保存樹

木の会の声ばかり聞かずに，早くやって欲しい。タコ公園も，いつ見

ても土を平らにする作業（？）を延々やっているだけで，こんなに早

く閉鎖する意味があったのか？市民は，見てますよ 
駅前再開発 幅広い年齢層が集まれる施設作り。トリエはすぐに飽きる 
調布駅前 公園口空地の活用 

中心街の整備 
長期間，中心部の整備に時間がかかっているため，早めの整備と明確

なビジョンとスケジュールを示して欲しい。 

都市空間 
京王線跡地の利用計画で散策路でベンチに名札を貼るというが，そこ

を利用する人は限られるため，アーケード街を作る。（調布市に○○

○アーケード横町を作る） 
駅前施設 人口が年々増えているので，駅前が混雑している。 
調布駅前 行政中心の計画（モット，シッカリ）外者の意見にまどわされている 

町づくりの件，土地活用 
調布駅前の囲った広い部分は何が出来るのか，かなり長い間そのまま

になっているが，早く市民に公開してほしい。 

駅前のにぎわい 
布田，国領の広場に植木（樹木）をふやして欲しい。そして，ベンチ

を設置，喫茶店等もあったら楽しい。 
調布駅前のたこ公園を復活してほしい。自転車置場もその横にほし

い 
何年もむだに空地にして，むだな計画だったと思う。 

調布駅前の現況 
居酒屋とパチンコ屋しかないイメージがある。もっと健全なイメージ

を 

調布駅前の現況 
チェーン店ばかり増えるのがかなしい。調布ならではの店を育成して

ほしい 

調布駅周辺開発 
現状に不満。バスとタクシー乗り場を分離し，それぞれ雨にぬれずに

利用できるようにするべき。 

駅（調布）前の整備 
現在，工事中であるが，完成時どういう風になるのかが見えてこない。

問7にも書いたが，旧甲州から駅に入る道がせまく今後もあのままな

のか，広くしなくて良いのか 

駅前：周りの整備 

調布市は駅まわりの使い勝手が悪い。バス停は出来ても，本数が少な

い。自家用車は入りにくい。やさしさが感じられないシステムだと思

う。自転車置場も他の駅に比べて不便だし，置ける台数も少なく，見

栄えも良くない。もっと自転車の置場について考えてほしい。 

人と自然が共生するうるおいのあるまち・にぎわいと交流のある活

気に満ちたまち（27-2に再掲） 

調布駅前広場を調布の特色（自然との共生）が出せるように整備して

いく。他の街と同じような駅前づくりでは，ある程度のにぎわいはつ

くれるかも知れないが，より楽しく回遊性のあるまちづくりには，他

との差別化が必要。駅前のシンボルツリーの復活！駅前公園・広場の

充実！ 

調布南口駅前の環境（涼しい木影がほしい）（27-2に再掲） 

駅前の自然が変わってしまった。樹木が切られてしまい殺風景にな

る。オリンピックが終了したら，又木を植えてほしい（そのために，

とられた処置と思っているので）。子供達が遊べる遊具をおいた公園

をもとにもどして作ってほしい。利便性を考えず公共の乗物を利用

し，大人も子供も過ごせる場所をもどしてほしい。 

公園，トイレについて（25-3，26-2，27-2に再掲） 

調布駅前のタコ公園がなくなった事と木が残念でなりません。駐輪場

の計画はどうなりましたか？市民のいこいの場所，作り直して下さ

い。調布駅前コンクリートで舗装されて夏場は照り返して暑さが増す

のでなんとかして下さい 
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調布駅前広場の樹木，タコさん公園の復活 

（27-2に再掲） 

親，私，子と3世代とも調布住まいです。駅前は樹木が多く交番も個

性的で好きでした。タコさん公園もよく遊び喜ばせ，思い出いっぱい

の公園でした。TVでも取り上げていました。同感でした。私たちの調

布駅を戻してください！！ 
－ 

（21-1，27-2に再掲） 
高層マンションの乱立はさけてほしい。駅前に緑のある公園を復活し

てほしい。からくり時計も。 
調布の南口はこれから発展していければよいと思う － 

駅前の利便性 
調布駅前の工事が始まる時，周辺地下通路でつながってればいいのに

と思いました。 
京王線地下化跡地の活用 跡地の活用をどうするのか，情報がない（公園化？） 

国領～調布駅，京王線トンネル上の美化 
自転車，歩行者の通行区別をし，休憩所（屋根のある）をいくつか作

り，老人も集まれるような場所 

中心市街地の魅力度を上げること 
周辺自治体の中心市街地に負けないような魅力をもっと出せると市

の将来もより良くなるかと思います。 

駅周辺整備，みどりの確保（22-2に再掲） 
終の住処として選ばれるようなまちづくり（様々なライフスタイル，

世代への適応性） 
駅前の商業施設の活性化，経済の活発化 － 

駅前（調布）の広場空間 

人，自転車，車，バス，あらゆる観点からして不都合です。利用しに

くく，緑がないなど，自然大事などと言いながら木が植えられていな

い，切ってしまったことなど最悪です。どうぞ駅前計画など，良い例，

成功している例をご覧になり，真似てください。広いだけの広場，使

いにくい上，見苦しいです。改められる所，良い方向にもっていって

ください。是非，御願いいたします。（ご苦労はあると思いますが） 

－ 

調布の駅がきれいになり，何よりフミ切りが無くなり，それと駅の階

段とエスカレータ，エレベーターが充実しているので，足の痛い時に

は，とても嬉しいです。後，バスの乗る所がある程度，坂になってい

ると乗りにくいです。（勝手を言いました。） 

調布駅等拠点となる駅周辺の活性化 
都心に近く自然豊かであるが，いくつかの拠点となる駅周辺は，やは

り東京の一つの顔となるような街になって欲しい。住んで良かった

“調布”を目指して下さい。 

公共性の拡大 
利権者のわがままで残るものは，一見してアンバランスさが目立つも

の。公共性を第一に特に駅前の開発を進めてもらいたい。 

駅の地下化 
西調布まで地下化して，地上の有効活用化を促進する。地価の線路跡

をテナントを設置して有効活用する。 

資産価値の向上する街づくり 

例えば仙川地区のような魅力ある街づくりを目ざす。歩道整備などの

ゆとりある街づくり。ともかくゆっくり散歩の出来ない街で具体的に

は自転車対策。（例）京王線の地下化に伴う，跡地の遊歩道整備の早

期実現 
まちづくり 京王線線路跡地が，「お金を得るため」だけの利用になっていて残念 

まちづくり 
駅前に若者が集まるしくみがあれば楽しい。バンジージャンプとかあ

ったら，人が出てくる。 
－ 

（22-2に再掲） 
もう少し駅周辺が活気があると良い。過ごしやすさはとても気に入っ

ているが，少し外でゆっくり出来る場所がない。 
駅前の活気（22-2に再掲） おいしいお店等がふえると人が来るのでは。 

にぎわいと活気あるまち作りについて 

京王線跡地のとなりの道を布田から国領に向かって歩いてくると，国

領目前で旧甲州街道に出なければならなくなっていますが，とてもが

っかりします。せっかくの遊歩道候補地，多くの人が便利に行き交う

道になるよう，国領駅前まで通れるようにして欲しいものです。 
－ 市街地の整備 

調布駅前の利用 ゲームセンター，パチンコ店がふえすぎている 

駅前の再開発について 

南口に集合住宅が密集していて，本当にパッとしない町，三流感が抜

けてない。駅前の再開発もっと抜本的にして欲しい。本当に何も無い

町。 

新たに定住先を探している比較的若めの夫婦（04-1，08-1に再掲） 

調布は新宿へ20分くらいと都心へのアクセスも良く，インターチェン

ジなどもあり，移動の面を考えればとても優秀で，調布駅周辺も開発

が進んでいてとても暮らし易く，また楽しい所となっているので，も

っと対外にアピールをすると共に，定住したくなるような子育て支援

や，40年，50年と安心して暮らしていけるような，サポートが実現で

きるような市になることを切に願います。 
観光都市に向けた街づくり 電線の地中化・京王線跡地の早期遊歩道化，公園化 
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 施策 22-2 駅周辺におけるまちづくり 

＜24件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

駅周辺の発展 
栄えている駅とそうでない駅の差が大きい。商店街が廃れているなら

それに代わる施設等を入れるべき 
調布駅をはじめ各駅周辺が雑多 道も狭く，複雑。車でも自転車でも通りにくい 

駅前周辺の利便性の向上と日常の買い物の便利さ 

京王多摩川駅付近には，スーパーマーケットが有りません（コンビニ

とお弁当屋と昔ながらの八百屋さんだけです）。マンションだらけの

処なので利用者は多いと思います。調布市計画の一環として，考慮頂

けましたら有難いです。 

交通対策 

高架化が完了した小田急に比べ，京王線の取組は大変遅れている。い

つ実現するか定かでないが，仙川までは踏切解消の計画が公表された

が，つつじヶ丘，柴崎は計画する白紙状態にある。調布市長は，都，

京王電鉄へ強力に要請し，解消計画を出させるべきである。 

踏み切りの廃止 
柴崎⇔仙川間は踏み切りが多く，また，待ち時間も長い。踏み切りの

廃止が駅前のにぎわいや道路の走りやすさになる。 

つつじヶ丘駅南口の再開発 
商店や大規模店舗が少なく，買物等に不便。コンビニや日常生活に必

要な品物を購入できる店舗の誘致を。 

安心，安全な駅の利用 
最寄り駅が柴崎駅ですが，子どもを連れて使うには本当に危険で困っ

ています。周辺の商店街…ぜひ理解頂き何とかしていくとよいなと願

ってます。 

柴崎駅の開かずのふみ切の問題解消 
駅から遠いところに階段を作られても不便で暗い為，治安にも良くな

い。暑い日，寒い日の待ち時間は高齢者には辛い。 
柴崎駅の再開発 柴崎駅の踏切廃止，駅前の商店を再開発，発展を希望 

京王線 
京王線は騒音，振動の面で高架ではなく，地下化にしてほしいと思い

ます。（特に仙川～つつじヶ丘間） 
飛田給駅前 イベント開催時の混雑解消（住民への配慮），南口空地の活用 

－ 

（16-1に再掲） 

飛田給駅はふだん味の素スタジアムでイベントや今後オリンピック

があるのに店が少なすぎる。いつも大勢の人が行く場所に困ってい

る。店を増やすべき！！ 

京王多摩川駅前を良くしてほしい 
①改さつを2つにしてほしい。（りんじ口をいつもあけてほしい）②ト

イレを洋式3つにしてほしい。③エスカレーターをつけてほしい。（階

段が長すぎる）④駅前に京王ストアか，ヨーカドーをつくってほしい。 

京王多摩川駅周辺 
花火大会，京王閣でのイベント（のみの市），アンジェのBBQなど人が

集まる機会があるのに，周辺に他に寄って帰りたくなるような場所が

ない 

地域の活性化 

京王閣の再開発，広い敷地を活かす，子供から老人までを対象とした

施設をめざす（競輪も存続させながら）「あそび」をテーマにしたテ

ーマパークにする。競輪エリア，ゲームセンターエリア（例：ナムコ

ワンダーランド），屋台街エリアをつくる。移動遊園地をよぶ。ポケ

モンGOの聖地にする。 

駅前のイメージ 
いつも利用しない駅4ヶ所降りて見ました。駅舎や駅前の印象がとて

も大切だと思いました。その町の顔なんですね。これからどう変って

いくのか見てみたいと思いました。 

駅周辺整備，みどりの確保（22-1に再掲） 
終の住処として選ばれるようなまちづくり（様々なライフスタイル，

世代への適応性） 

個性のあるまち 

どこの町にもあるチェーン店舗だけの町は，そこそこ便利ではあるけ

れど，都心や郊外のショッピングモール程の魅力はない。お祭りの屋

台のような，ちょっと他にはない面白いお店が集っている様な街並み

の方が，人を呼べると思います。例えば，柴崎駅周辺の小さくても面

白い店舗。実際に現在も，遠方から大勢，長期に渡っての来訪者があ

ります。（人気が出すぎ，地元民が使えない時も多くちょっと淋しい

ですが…）この路線を市が応援していくのが良いような気がします。

武蔵野市場も，現在は中途半端。いい素材を生かしきれてなくて残念。 
利便性 駅周辺に飲食店をふやす。 

－ 

(22-1に再掲） 
もう少し駅周辺が活気があると良い。過ごしやすさはとても気に入っ

ているが，少し外でゆっくり出来る場所がない。 
駅前の活気（22-1に再掲） おいしいお店等がふえると人が来るのでは。 
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にぎわい 

子供と共に週末行動する世代としましては，市が運営している大きな

土地の活用に悩んでいることがあれば，大きなショッピングモールな

どを作って頂けると，他の地域からの人の流れも出きますし，わざわ

ざ週末に都心の方へ出掛けるよりもそちらを選択すると思うので，に

ぎわう場所の提供することが出来ると思います。 

さらに長期的な目線での人口ピラミッドのバランス確保→若者が子

供を育てたいと思う町へ（04-1，05-2に再掲） 

育児，高校生までの教育支援強化（23区に対抗）・調布，仙川のブラ

ンド力向上・つつじヶ丘駅，NTT研修センター周辺の思い切った大規

模開発 

 

 施策 22-3 深大寺地区におけるまちづくり 

＜1 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

深大寺の維持 
このままの状態でずっと残してほしい。ただ道が歩きにくい（ほそう

してほしい）のと，暗くなった時，1人で歩くのはこわすぎたため，

防犯面強化もして頂けたら 

施策 23 良好な住環境づくり 

 施策 23-1 安全・安心な住環境づくり 

＜5 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

4m未満道路に接した家屋の散在（21-1に再掲） 
建築基準法と増改築物申請洩れとの関係と思われるが，この状況が完

全に解消されるにはどの程度の年月が必要と考えておられますか。

（一代では無理で50年をゆうに越すと思われる） 
安心，安全 － 

各テーマ共通 
その場限りの対応ではなく，10年先をみすえたほんとうに役に立つ対

策を望む。 

多くの人が住みやすい調布市 
前にも書きましたが1階はスーパー，病院，公共施設等の高層マンシ

ョン（ケア付） 
安心安全の街 老朽化した施設や建物の改築もしくは撤去 

 

 施策 23-2 良好な居住環境の形成と支援 

＜5 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

住宅 
都営住宅のような（市営でも良い）格安で，住み易い住空間を貧民に

与えてほしい。 
高齢者の住まい 家賃が高い，援助を希望 
市営住宅 2人入れる募集ありませんがどうなっているのですか 

高齢者，障害者等と要支援者に対する支援の充実，実施 

（07-1，08-2に再掲） 

①要支援者に対する見守り，安否確認等の方策の策定実施②要支援者

に対する成年後見の引受け実施（社会福祉協議会等）③所有生戸（マ

ンションを含む）を担保とする無利子もしくは低利の貸付金による

日々の生活支援 

高齢者の増加と人口減少にどう対応していくのか，考えていく必要

があると思う（04-1，08-1に再掲） 

①高齢になっても住み続けられる町であるためには，どのような対策

が必要か考えて行く②若い人々が住みたいと思える町にするには，ど

うしたらよいか考える③高齢者も若者にも住みたいと思える町にす

るには，どうしたらよいか考える。 

高齢者向けの住宅の整備，介護サービスの充実・子育て世代の税制の

優遇，安価な住宅の提供（子育てをしたいと思えるような環境を作っ

ていく） 
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 施策 23-3 空き家対策の推進 

＜4 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

安心・安全 
☆空家対策，住んでいるのかも知れないですが，屋外の荒れている家

がみられます。使用していない場合は，とり壊し費用など，少し助成

できたらと思います。 
老朽化 増えていく空家等・建物全般 

住環境 
空き屋があるのに，木を倒し，新しく家を建てる必要があるのか？木

は暑さから私達を守ってくれるのに。 
土地の有効活用 空き家，老朽化建築物等についての計画的対応の検討 

 

施策 24 安全で快適なみちづくり 

 施策 24-1 円滑に移動できる道路網の整備 

＜29件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

つつじヶ丘のガードについて 
つつじヶ丘駅東側にある京王とのガードについて，前後は広い道が出

来ているのにガード自体いつまでたっても幅を広げる気配がない。歩

行者と車の接触などもあり一日も早い拡幅に努めて頂きたい。 

インフラ（道路） 

南口，三菱BKとケンタッキーの間の歩道狭すぎます。一方通行ですの

で，歩道広げて下さい。下布田保育園前から天神通りまでの道が車も

バイクも自転車も多いのに歩道が狭すぎです。一方通行にして歩道広

げて下さい。小さい子供連れて歩くのがとても大変です。増してや通

回路です。 

甲州街道の拡幅 
国道は自転車が車道を走るのはキケンだと思います。夜の全身の黒い

服の人がとてもみえずらい（車の運転手として思うこと） 

道路整備 

P4，P7にも書いたが，「多摩川小入口」交差点の道がせまく，バスも

通り，車が立ち往生して進まない時もある。ぬけ道でよく多くの車が

通るのであぶない。京王多摩川駅から鶴川へつづく道を今はT路にな

っているが，つないでほしい！！（都市計画道路？？）近辺に安全と

防災，スムーズな道が一つもないので早急にお願いします。 

街の環境 
調布駅北側の歩道が狭く，自転車も多いので子連れだと歩きづらいで

す（特にSEIYU辺り）。広々とした道路にして欲しいです。 
道路が狭い 防災のためにも道路拡幅の促進 
住みやすい町づくり 仙川周囲（南側）の渋滞対策 
西調布の南側道幅拡張 北側は便利になりました。南側は「キケン」な道路で通りたくない 

飛田給駅の踏切の拡張 
数年から道が広がったが，踏切が狭く困る。なぜ広くならないのか？

かなり「キケン」だと思う 

武蔵野地区の南北をつなぐ道路の整備 

南北をつなぐ道は貧弱。新武蔵境通り程の道はいらないが，広巾の片

道一車線の道路の拡充を望む。吉祥寺とつつじヶ丘又は布田の間に直

通バスを望む。居住区から吉祥寺へは6km足らずだが，バスを乗換え

ねばならない。原山通りを全通させ新規路線を設けるか，小田急バス，

京王バスが協調し，住民の利便が図れるよう行政からの提案ができな

いものか。上の原小入口交差点の改善（一方通行解除），佐須街道東

端と甲州街道菊野台へのバイパスも望む 

道路，松原通 
狛江はきれいに整備されているが調布に入ったとたんに整備が遅れ

混雑する 
道 道の整備 
安全，安心 道路を広く，歩道も広くしてほしい。 

調布駅前（北口）の旧甲州街道交差点の渋滞 
OKストアも来年オープンするとのことで，ますます混雑すると思え

る。早急に対策をお願いしたい。 

道路の拡張 
道路が狭いのに自転車が走る為には危険。自動車の運転する場合も自

転車が走っていると危ない 
道路の整備 4m以下や，行き止まりの道を整備してほしい 
道路の整備 通路を広くするなど整備して対策して欲しいです。 
道路 狭すぎる道幅を広げて移動しやすくする，災害時に困らないように。 
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道の整備 
危ない所，狭い所，坂，沢山ある。工事も多く，トラクター多くてあ

ぶない 
子どもが安心して暮せる町（29-2に再掲） 歩道を広くし，歩きタバコを厳しく取り締まってほしい。 
災害対策のために東つつじヶ丘～若葉町へ幹線道路の延伸を是非お

願いしたい。 
地震がおきた時は，市長の責任が問われる（20年前から言いつづけて

いる） 

道路拡張にともなう巨木の伐採の中止 
道が拡がるのは必要ですが，そこにある巨木は切らないでください。

たくさんの人の思い出がつまっていますし，増々暑くなっていく夏に

は絶対絶対必要な巨木です。木の恩恵は計りしれません。 

土地区画整理，宅地開発利用時の道路用地 
生活道路整備を補助・促進・街並の整備。狭い道路はその面する宅地

開発時に幅員5Mまでは提供する。 
街の整備 計画道路の整備，将来的な移動の要請・通告 
財政 都市計画道路（達磨寺）の中止，いくら費用がかかるのですか？ 

オリンピックへ向けて（24-2に再掲） 

オリンピック競技が味の素スタジアム周辺で行なわれる予定ですが，

交通機関の充実，整備等，周辺環境の整備が必要ではないでしょうか。

渋滞等道路への対策。 

国領駅のマルエツと銀行側にわたる横断歩道がなくなり困っていま

す。 

むりにわたる人を何人もみています。ぐるりとまわらなければならな

くなり，私達もとても困っています。横断歩道をつけて下さい。（元

の所に） 
自転車 桜堤通のちょうふ南高辺りの整備，危険 

まちづくり 
歩行や自転車走行が不便であるし，危険。「歩いて暮らせるまちづく

り」に程遠い 

 

 施策 24-2 人と環境にやさしい道路空間の整備 

＜37件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

都市計画 狭い道，曲った道の電柱の問題解消，歩道の確保 

環境整備 
道路（歩道）の拡大をしてほしい・自転車専用マークのついている所

にトラックやダンプなどが止まって運転手が休憩をしていて困る（鶴

川街道） 
環境整備 電柱の地下化！！ 

オリンピックへ向けて（24-1に再掲） 

オリンピック競技が味の素スタジアム周辺で行なわれる予定ですが，

交通機関の充実，整備等，周辺環境の整備が必要ではないでしょうか。

渋滞等道路への対策。 

－ 
布田駅から玉川に向かっている道路，歩道がせまく，ベビーカーはと

おれなく，段差がありステッキついては歩きにくい。街灯を多くして

ほしい（えび山付近） 

市中心部の都市計画について 
人口の増加と共に中心部のインフラ整備が遅れている。早急に電線の

地下化を進めてほしい。 

電柱を無くそう 
道路が狭いので歩行は大変危険な場所が多い。小学生には危ない通学

路も多い 

旧甲州街道の整備 
国領から調布まで自転車で利用するのですが，電柱が多く走りにく

い。 

老朽化する上下水道等のインフラ整備 
上下水道に限らず，道路の無電柱化等早急に対策するべきではないで

しょうか… 
安心，安全な町 電柱の撤去（電線の地下化） 
安心，安全な町 歩道の整備 

甲州街道の歩道悪い 
雨の水たまり，国領辺り最悪，大至急なんとかして。長くつで都心通

勤は最低です。 
道路について けやきの根がでこぼこしていて歩きにくい，つまずく。 
歩道 歩きにくい狭い歩道が多いので，広げるべき。 
歩道 歩きやすいなめらかな歩道を。 
自立で外出できる町 道路，歩道等のバリアフリー化 

歩道の広さ 
ガードレールのある歩道内に電柱等があると，自転車の車幅より狭い

所があり，通れない。その様な所は車道も狭く，車道も通りづらい 

安全な街造り(25-2，25-3に再掲) 
交通事故を減らし，子供の安全を守る為にも歩道の広さを確保して欲

しい。狭い上に自転車も多く接触が怖い。 
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にぎわいと交流のある活気に満ちたまちづくり 
歩道と自転車の走行路が一緒になっている道路が，道幅が狭く，路肩

が斜めになったりでこぼこしている所が危険に感じる。できるだけ，

歩行者と区別して通れるようにして欲しい。 

道の整備 
危ない所，狭い所，坂，沢山ある。工事も多く，トラクター多く，あ

ぶない 
布田南通り，三鷹通り 歩道の拡張，右折レーン設置 

道路規制（25-2に再掲） 
横断歩道無く，良く人が渡る所に横断歩道が無い。30m以上離れてい

て活用しない等改善・止まれのラインが手前過ぎる。ミラー鏡を増や

し，死角を無くすよう徹底のお願い。 

道路 
歩道，自転車通路，市内の何か所か，とてもせまくて，恐い所がある

ので，整備してもらいたい。（甲州街道など） 

暮らしやすさ 
先ほど述べた内容になるが，住宅街の灯りの薄さと道路の問題（自転

車，車幅など）を改善することでよりよい市になるのではないかと思

います。 
道路整備 歩道が狭く歩きにくい道路が多い。 

道のバリアフリー 
高齢者の方をコンビニでよくお見かけするようになった。植え込みに

座り込んでいる方も，よく見かける。道が整備されたり，ベンチが増

えれば，リハビリになるのではないかと思ったことがある。 

安全の向上（道路の整備）etc 
歩行者の安全を確保した道路環境の整備・一方通行の設定etc狭小な

道路の法整備 

安全なまちづくり 
野川沿いの遊歩道は自転車も通行可能となっているが，高速で走行し

て極めて危険です。乗入れを禁止すべきではないでしょうか。子供や

高齢者が安心して歩けません。 

歩道の整備 
今，子供がいるので，ベビーカーを押して歩いていると，少し狭くて，

危ない事がある。もう少し広いといいなと感じる事が多い。 

歩道等，道路整備 
普通に日常生活の中で，歩道が無い，あるいはせまかったり，雑草が

生え放だいだと感じる。自然も大切だが，歩いていて快適な道路を目

指してほしい。 
乳母車で歩道を歩くと，電柱がじゃま 狭い歩道に電柱の設置はやめて欲しい。電線は地中にうめて欲しい 

住み易い街作り 
電柱を全廃して，電線は全て埋設して，車，自転車，人が通行しやす

い武蔵境通りの様な道を増やしていただきたい。 
－ 駅付近の歩道を広くして欲しい。段差をなくす。街灯を増やす。 

安全な道路づくり 
老人，ベビーカー，自転車，歩行者，車いすがそれぞれ安全に通れる

道づくり。・標示を作ってほしい。 
12月31日飛田給2丁目の品川道整備について 必要性が感じられない 

整備，環境について 
ムダな公園などを作るぐらいなら，歩道や自転車道を作ったり整備す

る方に使ってほしい。 
景観・災害対策（安全対策）（01-2に再掲） 電柱の地下化推進（都の指針のスピード化） 

 

 施策 24-3 道路施設等の総合的な管理の推進 

＜8 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

甲州街道，旧甲州街道の美化 歩道の修繕 

道路整備 
都道，市道の道路舗装，整備が余りよくない。隣りの市，町等比較し

てしまう。 

道（歩行スペース） 
甲州街道の道は時に木の根っこで道ガガタガタしていて，歩くこと

も，ベビーカー，自転車等，全てにおいて危なく（子どももころぶ）

大変，なおしてほしい！！ 

住み易いまちづくり 
調布市の道路は地下管の工事で埋め直しをした後デコボコができて，

雨天に車に泥をはねられて，衣服が濡れて困ることがある。計画的に

道路を整備してほしい。 

樹木の管理←緑豊かなまちづくり 
交差点，歩道などに住宅の樹木が被さって，歩行に障害が発生したり，

自動車の接近が見えなくなることがある。管理者（持主）に剪定をき

ちんとするよう指導していただきたい。 
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住環境 
バリアフリー，点字ブロックなどの整備は進んでいるが，その後の点

検がおろそかになり，俗にいう“作りっぱなし”になっている。ブロ

ックのはがれ等，点字ブロックに枝がかかっているなど。 

美観 
道のゴミや古い傷だらけのガードレールの補修，無意味なカーブミラ

ーの撤去。 

東急前の歩道，雨が降ると水たまりができ，歩きにくい。 
お金をかけて，タイルなど工事をしてきれいにしたが，水たまりがで

きるかなど，考えて工事したのか？水たまりができないよう改善して

欲しい 

 

施策 25 総合的な交通環境の整備 

 施策 25-1 公共交通ネットワークの形成 

＜33件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

中心市街地・活気・にぎわいの創出 
遠い所に住む市民も行けるようにコミュニティーバス（武蔵野市のよ

うなムーバス）が，各所に配備され，低料金で利用できたら，人が集

まりやすいのでは。歩行に自信がない人も街中へ行けるようになる 

調布駅前のバス停留所について（22-1に再掲） 

京王が地下に入って数年がたつのに調布駅前のバスターミナルが以

前とは変化なく，曜日によっては旧甲州の渋滞にもつながっている。

せっかく広い場所があるのだからもっとスムーズにバスが入れるよ

う，乗り場の整備を急ぐべきである。特に北口では混雑がひどい。 

交通機関の充実 
路線バスが小田急バス1社なので京王バス，関東バスなど他社の参入

を可能にしてもらいたい。本数が少なすぎる。 
交通の利便性 バスとか増やしてほしいです。 

公共交通機関の充実 
京王線の代替手段が皆無状態で困っている。長期計画になるかと思う

が対策をスタートするべき 

老人用の巡回バス（市内） 
75歳以上はバスは無料にして欲しい。車も自転車も乗れない年令とな

る為，バスのコースも多くして欲しい 

ロータリーのバス 
吉野屋の前にバスが停車しますが渋滞してしまうので停留所を考え

て設置してほしい 

電車の混雑 
新宿～調布への間が混みすぎる。何とかできないと，調布へ行くのも

おっくうになってくる。 

鉄道・バス会社との提携 
調布市の広い地域は京王電鉄の各駅（小田急バスの停留所）で横のつ

ながりを保っているので，調布市＋京王電鉄と小田急バスとの提携が

重要と考える。 
ベットタウンとしての機能改善 京王電鉄と協調した都心への速達性UP・バスの利便性向上 
仙川駅ホーム 柵が必要。 
調布駅，ホームの混雑 時間帯による出入口（地上）への増設 
味スタ，スポーツプラザへの交通手段 中央線からのバス路線を増やした方が良い（飛田給へ） 
南北の交通機関 － 
さらに長期的な目線での人口ピラミッドのバランス確保→若者が子

供を育てたいと思う町へ 
交通利便性向上（バス増便，京王と小田急の連携向上） 

西東京地域の交通の利便性の向上 
吉祥寺⇔調布⇔登戸をつなぐ電車，モノレールをつくる。名称：ゆり

かもめではなく，メジロやカワセミなど 

公共機関の充実 
調布駅からのバス利用，23：00以降も以前の様にバスを運行してもら

いたい。 

交通，市内の公共交通手段の強化 
調布市内，北部や南部には市バス（高齢者が利用しやすい）が走って

いるが，南部には全然走っていない。車や自転車に乗れない高齢者が

外出しにくい環境になっている。 

バス 
（京王多摩川）－（狛江）が不便。桜堤通り便をそのまま狛江駅まで

伸ばして欲しい。 

南北の交通強化 
トラムやバスネットワークの充実による調布エリアと，みたか，吉祥

寺エリアのネットワーク利便性向上→それによる，経済効果，土地価

値の向上，バス専用道路なども検討 

アクセス 
バスの行き先は多いが，時間がかかりすぎる。二子玉川まで行くのも，

吉祥寺までいくのも，1本で行けるが遠まわりしすぎる。もう少し短

縮できないのか 

タクシーの増車 
バスがあまり利便性がよくないので，ターミナル駅（調布，つつじヶ

丘，仙川）でのタクシー増車を望む 
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駅構内への自家車の規制 
平日，朝ラッシュ時，特に7時～9時は駅構内に自家用車の規制を，バ

スの入庫が大変です。 

市営のコミュニティーバスの設置 
例えば府中市の“チュウバス”又は，渋谷区の“ハチ公バス”など，

料金は均一で100円のみで市内のルートを利用出来るバスの設置を検

討して頂きたい。 

鉄道 

京王線の朝夕のラッシュは私鉄でもスゴい方だと思います。通勤人

口，これ以上増やせないのでは。従って高層ビルを増やして住民が増

えると，どうなるでしょうか。調布が賑わって，財政も豊かになるこ

とを願っているのですが。 

くらしやすさ 
映画館，大型電気店，等が出来，良かったと思います。次は市内の交

通の便を良くし，利用者を増やして店舗の発展を計ったら。 

バス利用の促進（車，自転車が減り，事故減る） 
バスのつながりを良くする。例えば成城学園前－吉祥寺間（仙川エキ

入口で10分程歩く）を連結させる等，バスの切れ目がなくなると，多

くの人がバスを休日の交通手段にすると思いました。 
マイカー減少 バス路線を多くし時間も増す（マイカーを少なくする） 
交通 京王線が止まると身動きできない。他線の乗り入れ。バスの充実 
利便性 バス便を増やす。 

乳幼児，高齢者，障害者，その家族が安心して住める町 
歩道のバリアフリー化，交通機関の充実により，出かけやすい環境を

作ってほしい。街道沿いにも広い商業施設を誘致してほしい 

バスの本数 

私の祖母はもう80近いのでよくミニバスを利用しております。しか

し，30分に1本のペースなので，それが不満だと言っていました。こ

の意見が通るのかは分かりませんが，1時間に3本になれば，より利用

しやすくなるのではないでしょうか。ちなみに飛田給駅南口⇔調布駅

南口間です。 
利便性 交通機関と連けいした利便性の向上，住みやすい町づくり 

 

 施策 25-2 交通安全対策の推進 

＜17件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

歩道での自転車走行（25-3に再掲） 
同じく東急ストア前の歩道で自転車に乗って走行している人がいる

が交通違反では？歩道は自転車を押すか車道を走る様指導してほし

い 

歩き（自転車）スマホを禁止 
たばこと同じ様に全国に先がけて歩きスマホを禁止する。条例で罰金

をとっても良いくらい，迷惑している。今だに自転車スマホや自動車

スマホしている人がかなりいる。 
住環境 京王線の踏み切り内立ち入りが多く，人身事故も少なくない。 
基本的にはマナーの良い人が多いけど，自転車マナーはひどいので

対策した方がいい。放置，違法駐輪，人ごみでの運転マナー，走行

禁止区域での走行など。 
学校教育の中での指導や，街中での指導員の配置。巡回教化。 

安全な街造り（24-2，25-3に再掲） 
交通事故を減らし，子供の安全を守る為にも歩道の広さを確保して欲

しい。狭い上に自転車も多く接触が怖い。 
歩行者の安全 安心して歩ける町並にして欲しい。自転車のマナーの充実など。 

自転車のマナー 
特に老人が危ない。自分が自転車に乗ることがせい一杯で，一時停止

もせず，ヨタヨタと歩行器替りに（歩くのがつらいので）自転車に乗

っている人が多い。 

安心・安全 

転居して1年過ぎていないので，全体像はつかめないのですが，気に

なった点があります。☆歩道の自転車通行，歩道が広く整備されてい

るので，歩道に自転車が入るのも仕方ないですが，スピードなどの規

制がほしい。少し歩く事が怖いです。 
車と人を分ける 横断歩道は基本スクランブルに徹底する 

自転車へのマナー徹底 
①スマホしながら，禁止と取締り強化②人と同じ歩道では，徐行運転

取締り強化 

市長や市がきちんと問題を認識し，取り組むこと 
調布駅南口は自転車は降りなければならないはずだが，誰も守ってい

ない。また，交番があり，警察官がいるのに注意しない。今後の10年

間を見据える前に目の前にある問題を認識し，取り組むべき。 

安全・安心なまちづくり 
調布市の市道は狭いところが多く，歩道を自転車が無灯で高速走行す

ることが目立つ。自転車は車道を走るようにしてほしい。 
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交通マナー 
車がスピードを出しすぎてる。細い道が多いためなんとかしてほし

い。 

道路規制（24-2に再掲） 
横断歩道無く，良く人が渡る所に横断歩道が無い。30m以上離れてい

て活用しない等改善・止まれのラインが手前過ぎる。ミラー鏡を増や

し，死角を無くすよう徹底のお願い。 

安全 
子どもが安心して住める街が良いので，冬の夕方など暗くなる時は特

に明るくする。危なくないよう見まわりする。信号等 

交通安全への取り組みの強化 

歩道と自動車を区切る為のガードレールの設置数が少しだけ，特に国

領駅付近から甲州街道までの道路足りないような気持ちになりまし

た。線が引かれているため，大抵見分けはつくのですが，真ん中に電

柱が立っていたりと，自転車通行者と混ぜてはいけない気がしまし

た。 

横断歩道をわたる時の信号の時間が短すぎる 
老人や車イスを押してわたる時，時間が足りず困っている人や実際に

困りました（車イスを押していて） 

 

 施策 25-3 自転車利用の促進 

＜28件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

自動車，自転車規制強化 － 
－ 自転車道路，駐輪場の整備 

自転車駐車スペースの確保 
多摩川3丁目～7丁目付近から，調布駅前に買い物に行く際の自転車駐

輪スペースが少なすぎて不便。東急前など，自転車の撤去を行ってい

るなら，代替となる充分なスペースの無料駐輪所を確保して欲しい。 

自転車置場の充実 
年寄りなので自転車の置場を忘れてしまい探す事がおおくなった。駅

から遠い。駐輪場の数が少ない。 

公園，トイレについて（22-1，26-2，27-2に再掲） 

調布駅前のタコ公園がなくなった事と木が残念でなりません。駐輪場

の計画はどうなりましたか？市民のいこいの場所，作り直して下さ

い。調布駅前コンクリートで舗装されて夏場は照り返して暑さが増す

のでなんとかして下さい 

シェアサイクル 
府中市と比べ交通じゅうたいかいひの為シェアサイクルを増やすべ

き。 

つつじヶ丘駅駐輪場 
駅に買い物へ行っても駐輪場がいっぱいでとめられず，結局別のお店

に行くことが多いので，以前より駐輪場増えたと思いますが，同じ思

いする人（さがす）が多いので増やして欲しい。 

自転車置場の設置 
2時間まで無料，以降1時間毎に高く有料，商店街に設置。割と自転車

利用の買物客が多いように聞いている。※コイン自転車パーキング？ 

歩道への駐輪 
東急ストア前の歩道に止まっている自転車が多く，歩きづらく危険な

ので指導してほしい 

自転車走行時のルール。 
道路に自転車走行マークがあるが，途中で無くなっていたり，車が停

車してあったり確保されていなく，危険。 

歩道での自転車走行 

(25-2に再掲) 

同じく東急ストア前の歩道で自転車に乗って走行している人がいる

が交通違反では？歩道は自転車を押すか車道を走る様指導してほし

い 

道路，交通について 
歩行者道路が狭く，自転車がスピードを上げて走る為，事故がおきや

すい。歩行者道路を自転車道路と分ける必要あり。ベビーカーとぶつ

かることを心配する。自転車事故多し。 
自転車利用環境 自転車，バイク置場 
自転車 駐輪場の確保 
住みやすい街づくり 自転車の通行をしやすくする為の道路整備 

安全な街造り（24-2，25-2に再掲） 
交通事故を減らし，子供の安全を守る為にも歩道の広さを確保して欲

しい。狭い上に自転車も多く接触が怖い。 
活性化 以前のように無料自転車置き場を設置してほしい。 

政策，市長の考え方に疑問有 
調布駅前自転車置場設置について，今後の一切の取り組み中止に向け

検討が必要。更なる説明を求める 

つつじヶ丘自転車置場 
30分で100円取られるが，色々用事をすると30分では足りない。少な

くとも1時間にして欲しい。成城学園も利用するがそこは2時間まで無

料になっている。飲食をするのも考えてしまう。 
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自転車道 
品川道路の自動車道の両側に早く，グリーン（orブルー）の自転車道

を設けてほしい 

自転車と歩行者が安心して通れる道路整備 
幅が狭く通りづらい上に，道路に自転車通行の印をつけられても車と

の接触で危険が伴う状況。道路の段差も多く走りづらい，歩くにもつ

まづきやすい。 

－ 

私は日常車の運転をしますが，自転車のマナーの悪さには困っていま

す。歩道との分離で，車道に自転車レーンがありますが，私が住んで

いる近所では車道は車ではなく，自転車優先，車を右側から抜かして

いくのが日常化されております。道路の幅を広げる様お願いしたいで

す。 

自転車走行レーン 
三鷹通りには自転車走行マークが道路にあるが，バスも多い為，道路

を走行するのは危険を感じる。境通りのような自転車専用レーンがほ

しい。 

自転車専用レーンの設置 
調布駅周辺はスピードを出している自転車も多いので専用レーンを

作って欲しい。 

駐輪場 
自転車を1日300円以上払って，とめる所や月極めで契約しないととめ

られないのは困る。自転車で仕事に行くのもバスで行くのも金額的に

変わらない。1日100円など手頃な金額にして欲しい。 

自転車 
道に自転車の絵を記すだけでなく，きちんとスペースをとってほし

い！！歩行者と自転車の事故は減る！！ 

駐輪場無料化 
河岸丘の街で，これだけ自転車の利用者がいるのに，無料スペースを

なくて有料化など，ファシズムである。 

高齢者が安全，安心してくらせる町 

（08-1に再掲） 

高齢者の方による事故（徘徊による交通事故，高齢者運転の誤り）を

減らせるようにする。高齢者の方でも走行しやすい自転車道路（広く

て，たいらな道の補正）の整備。 

 

施策 26 地球環境の保全 

施策 26-1 地球環境保全意識の啓発 

＜3 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

地球温暖化（28-1に再掲） 
なるべくアスファルトを減らし，自然を取り入れ，車より自転車，徒

歩でのキャンペーン，ゴミ問題，レジ袋削減，リサイクル促進 

公共物の整備，農地と地域のつながりを図る 

（8-2，09-2，13-3，18-2，方針4-3に再掲） 

公共の図書館，会館など整備，高齢者，障がい者の雇用（積極的な）

を行い，生きがいのある市民生活を推進。農地と住民とのつながり，

地産地消で，食文化の向上，自然環境の保全，環境教育との連携によ

り，地に足のついた生活をめざす。 

学歴以外の教育（13-1，13-2に再掲） 
芸術，自然科学，生物などの教育への取り組み。本物（美術館，水族

館）に出会える機会を増やす。教養（マナー）のない年寄りの心を豊

かにする。勉強しない子供の学習意欲を向上する。 

 

施策 26-2 地球環境保全行動の推進 

＜7 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

自然 
温暖化対策，夏の暑さに対する対策（道路に水をまく，放水車が出る

とか） 
自然 気候変動などへの適応策として，市で取り組む必要がある。 

気候変動による温暖化対策 
昨夏の猛暑はとても厳しいものでしたので，対策をお願いします。駅

前広場などに大きな木を多く植え，日影を歩けるようにしたり，ミス

トの出る所を多く設置したりなど。 

温暖化対策 
駅前や観光地，夏場の為に直射日光を避ける庇やミストで気温を下げ

る設備を充実させてほしい。スポーツイベントも熱中症と冬の寒さ対

策を 
暑さ対策 － 
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公園に日よけ 
暑さ対策として，日よけ，スプリンクラー，ふんすいなど，水遊びが

できるといい。 

公園，トイレについて（22-1，25-3，27-2に再掲） 

調布駅前のタコ公園がなくなった事と木が残念でなりません。駐輪場

の計画はどうなりましたか？市民のいこいの場所，作り直して下さ

い。調布駅前コンクリートで舗装されて夏場は照り返して暑さが増す

のでなんとかして下さい 

 

施策 27 水と緑による快適空間づくり 

 施策 27-1 水と緑の保全 

＜42件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

自然（環境） 
自然が減少してしまうと調布の良さが半減してしまうと思うので，こ

れ以上減少させないでいてほしい。 

自然を大切にし，又世界，地域規模の視野で事をすすめていけるよ

うに。（28-1に再掲） 

調布市は自然環境にも恵まれ，“住みたい市”と思われることをうか

がいました。昔ながらの人と自然とのつながり，目に見える形で残し，

つないでいけたらと思います。市の取組，職員の方々の尽力もありが

たく感じ取っています。ゴミ対策も，地球，物，自然，人を大切にす

ることにつながっていると評価申し上げています。 

人と自然の共生 
樹木や草花がたくさん町にあふれていれば自然と人間は心やさしく

なり，笑顔になる！地球温暖化対策にもつながるのではないか！ 
温暖化 地球温暖化を念頭にした，緑地減少対策の強化 
緑の維持 － 
自然が豊かなので是非それを保全，生かしてほしい － 

自然保護 
布田六丁目にある下布田遺跡は手を入れず，このまま雑木林として残

し，案内板の整備程度にとどめるべき。 
自然の確保 多摩川，野川，深大寺，味スタ周り 
緑花 － 
緑化 芝生公園50m～100m□スクエアは欲しい。及び樹木公園 
調布市の自然を守る うるおいのある優しい街づくりをめざす。 
自然豊かな環境 － 
水の保全 調布のきれいな水を守ってほしい 
文化と自給（19-1に再掲） 食の自給率の向上，水資源の確保，文化レベルの向上 
豊かな自然と持続的な対策 緑を減らさない様にして欲しい。持続性のある緑（公園等）を！ 
豊かな緑と野川景観（27-2に再掲） もっとふやして，しかも維持して下さい。 

公園の充実 
大木を切って欲しい。10年間このままだと廻りの人間は年をとる。枯

葉ばかりに毎日がおわれる。住みにくくなる。 
緑を保存してほしい 若葉の森をなくさないでほしい。 

自然環境保全，環境教育 

自然環境を守ることにより，生活環境を良好にする事につながる。そ

のためには，次世代の環境教育をもとに，今の大人に対しても，再教

育として環境教育をほどこし，自分の利益だけのためではなく，全体

の利益，自然という，全てのものをとりまく環境を良くする。取り戻

すことにより，結果的に自分の利益へとつながっていくということを

自覚できるようにする。 

自然環境の保護 
近隣に家が建ち緑がどんどんなくなっている。開発をするにしても緑

を保護して欲しい 
環境 緑を減らさず市整備をして欲しい 
自然と町の共存 心がやすらぐ町づくり 
環境自然の大切さ 生活の中で，できる小さなことからの積み重ねを啓発 
自然 ここ数年，建売一戸が増え，植木がなくなり，緑が減ってきている 
柴崎駅前の桜 全部切られた。保全をすべきだった。 

－ 自然環境をこわさない，ゆっくりしたまちづくりをお願いします。 
緑陰，水，自然，空気 従来から育ってきた木々を整備と称して伐採せず活かす都市計画 

自然の維持 
商業優先となり，ゆっくりできない感じの街になるのは避けたい。一

見ムダなスペースや緑地は大切。 

自然 
東京でもより多くの自然あふれる公園をもつ調布市には引きつづき

それを維持してほしい。 
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自然環境の保全 

都心に近づくほど緑が少なくなっていくので，緑が比較的多い調布は

貴重であり，街のバリューでもあると思います。開発で整理が必要に

なることがどうしてもあると理解はしますが，可能な限り保全・共生

の方向で考えていただきたいです。 

－ 
新道のけやきが切られたら，緑課のみなさん，新しいけやきを植える

べきです。 
－ 野川の桜も同じく，切ったら，植えて下さい。地道な事が大切です 

自然の保全，緑化 － 
緑化計画（27-2に再掲） 今ある現状の緑を減らさず，緑をもっと増やせる案を出してほしい 

ときめき（21-2に再掲） 
歩いているだけでときめくような街並みをつくる（花いっぱい運動の

推進，シーズナルの装飾など） 

環境美化 
地域，企業と連携して市内のバス停に花壇の設置等少し歩けば花の有

る町に。 

調布市ならではの自然環境の維持（深大寺等） 

「再開発」だけではなく，自然環境維持のとりくみが，市の発展につ

ながると思う。「ペット（動物）との共生のまち」など，取り組まれ

てはどうか？現代は，様々なライフスタイルとなり，子供のいない家

庭も多い。動物との共生は，素晴らしいまち作りの一つにもなると思

う。 

緑，自然，農地の保全 
樹木や農地を保全して下さい。農地がどんどん宅地に変わり，アパー

トが建っているのは良くない。何とかならないか。 

宅地開発はもうやめてほしい（18-3に再掲） 
緑をテーマにしている市の公約に反しています。畑や林を大事にして

ほしい。今ある農家の土地に土，木を残すよう指導実現してほしい。 

緑地，農地保全（18-3に再掲） 
ここ10年でかなりの農地が住宅に変わってきている。人口が増加して

市としてプラスかもしれないが，緑の多い調布市の魅力は減ってきて

いる。生産緑地の問題含め，行政として，積極的に保全して頂きたい。 

農地の保全（18-3に再掲） 
相続税対策などで農地が駐車場や宅地，マンションなどになってしま

い，緑地が減ったり，火事の延焼が心配になる。 

自然景観の保護 

10年前，多摩川はオオタカ，ハヤブサ，ハイタカ，ノスリが四六時中

現れる魅力的なスポットだったが，今は見る影もなし。冬のカモも同

様1／10くらいに減ってしまった。全ては予算消化のための工事のせ

いである。 

 

 施策 27-2水と緑の創出 

＜30件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

快適な居住環境を目ざしたまちづくり 緑豊かな環境を作る（駅前広場はアスファルト化している。） 

人と自然が共生するうるおいのあるまち・にぎわいと交流のある活

気に満ちたまち 

（22-1に再掲） 

調布駅前広場を調布の特色（自然との共生）が出せるように整備して

いく。他の街と同じような駅前づくりでは，ある程度のにぎわいはつ

くれるかも知れないが，より楽しく回遊性のあるまちづくりには，他

との差別化が必要。駅前のシンボルツリーの復活！駅前公園・広場の

充実！ 

調布南口駅前の環境（涼しい木影がほしい） 

（22-1に再掲） 

駅前の自然が変わってしまった。樹木が切られてしまい殺風景にな

る。オリンピックが終了したら，又木を植えてほしい（そのために，

とられた処置と思っているので）。子供達が遊べる遊具をおいた公園

をもとにもどして作ってほしい。利便性を考えず公共の乗物を利用

し，大人も子供も過ごせる場所をもどしてほしい。 

公園，トイレについて 

（22-1，25-3，26-2に再掲） 

調布駅前のタコ公園がなくなった事と木が残念でなりません。駐輪場

の計画はどうなりましたか？市民のいこいの場所，作り直して下さ

い。調布駅前コンクリートで舗装されて夏場は照り返して暑さが増す

のでなんとかして下さい 

調布駅前広場の樹木，タコさん公園の復活 

（22-1に再掲） 

親，私，子と3世代とも調布住まいです。駅前は樹木が多く交番も個

性的で好きでした。タコさん公園もよく遊び喜ばせ，思い出いっぱい

の公園でした。TVでも取り上げていました。同感でした。私たちの調

布駅を戻してください！！ 
－ 

（21-1，22-1に再掲） 
高層マンションの乱立はさけてほしい。駅前に緑のある公園を復活し

てほしい。からくり時計も。 
子どもの広場 もっと自然の下で子どもたちが遊べる場所が必要 
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公園 府中のような，行きたくなる公園がほしい。 
公園 うっそうとした，見通しの悪い公園 

公園に遊具を。（06-1に再掲） 
子どもの体力，運動能力向上のために色々な遊具のある公園がほし

い。 

球技（サッカー野球）のできる身近な公園はどこ？ 

（06-1，14-2に再掲） 

近所の公園の看板には「サッカー・野球禁止」とあります。後ろめた

く自主練をしている子どもを見かけます。（悪い事をしている訳では

ないのに）どこでサッカー・野球をすればいいんですか？幼稚園児で

もサッカーしたいです！！どこでやれば正解ですか？ 

教育の充実（05-2に再掲） 

公園の整備なども含め，子どもに重点を置いたまちづくり，政策が必

要。市で製作している数学のプリントを中学生のときに解いた覚えが

あるが，そういったものではなく，今後の教育のあり方など長い目で

見た取り組みを行ってほしい。前述しているが，少人数学級の常設や

ICT教育など積極的な投資に期待したい。 
良好な町にする 駅前に緑が少ない。木，花や水のある安全で良好な町にしてほしい 
公園充実 親水公園を増設 
緑化計画（27-1に再掲） 今ある現状の緑を減らさず，緑をもっと増やせる案を出してほしい 
豊かな緑と野川景観 

（27-1に再掲） 
もっとふやして，しかも維持して下さい。 

緑を多く。 自然をもっと増やしてほしい。 

多摩川の活用 
調布市には多摩川という，近年アユも増加している素晴らしい河川が

存在する 
多摩川を活用 ダムの上流でカヌーなどの遊び場づくり 

－ セセラギの散歩道の水路に水が無い。名前通り水を流してほしい。 

貴重な水辺の利用 

杉並に住む知人の話，10代の頃，京王多摩川のプールにきて遊んだと

のこと。景色のよい多摩川河敷で子供達を遊ばせたい。健全な青少年

育成の場として多摩川を利用。危険防止の監視人をおいて。電通大，

桐朋学園，白百合大学の存在 

野川で野山 
野川で山菜が取れる川にしてほしい。キレイな川になったらいいと思

います。ホタルがまう野川 

野川の水質について 

塞き止めをやめて自然の岩や石，小石，ジャリ石，ミジンコや他のい

きもの，微生物が住みやすくする石などを敷つめて，水の流れを良く

する事で，自然に水草やコケ類などが定着し，臭いにおいもなくなる

と思います 
緑化 － 
自然，公園等を大切にして，むしろもっと増やしていくこと。 － 

身近に憩いの場を 
子供がのびやかに遊ぶ事ができ，高齢者が散歩できる公園，広場がほ

しい。暗い公園，空地を見直し緑のある開放的で安全な場に。 

都心に近い緑の多い街づくり 
駅前をもっと緑豊かにし，自然も多いが利便性もよいという調布のよ

さをアピールしてほしい。 
緑化対策 道路にもっとグリーンを 

植物の市づくり 
たとえば，各町通りの木々に名称をつけるetc。その集約所としての

植物園の位置づけ。都立であることは知っている。利用させてもらえ

ればよい。 
緑と公園 農地を公園に転用するための施策，そのために税金を使うべき 

 

 施策 27-3 深大寺・佐須地域環境資源保全・活用の推進 

＜3 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

自然豊かな憧れの街調布 
深大寺，神代自然植物公園，多摩川の美しい朝，夕の空の広い風景，

花火だけではない毎日が気持良く住める街としてアピールしたい 

佐須神社の東側の用水路の整備 
この辺りは以前は今にも増して自然豊なのんびりしていました。あの

用水路で夏は子どもがざりがに釣りをしています。周りは個人所有の

畑ですが，土を活かした川（用水路）をと願っています。 
環境 深大寺周辺の緑は，今後残しておいて欲しい。 
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施策 28ごみの減量と適正処理 

 施策 28-1 ３R推進によるごみの減量 

＜6 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

自然を大切にし，又世界，地域規模の視野で事をすすめていけるよ

うに。（27-1に再掲） 

調布市は自然環境にも恵まれ，“住みたい市”と思われることをうか

がいました。昔ながらの人と自然とのつながり，目に見える形で残し，

つないでいけたらと思います。市の取組，職員の方々の尽力もありが

たく感じ取っています。ゴミ対策も，地球，物，自然，人を大切にす

ることにつながっていると評価申し上げています。 

地球温暖化（26-1に再掲） 
なるべくアスファルトを減らし，自然を取り入れ，車より自転車，徒

歩でのキャンペーン，ゴミ問題，レジ袋削減，リサイクル促進 

ごみ処理対策，特に再生資源ごみの対策 
武蔵野地区～八王子にかけ市町村と話し合い，大きな処理，再生工場

を建設する。ごみ袋代の他ごみ消化税を徴収する。（但し出来る丈安

い税） 
環境対策先進性 ゴミ，リサイクル活動，タバコゼロ自治体 

ゴミ 
リサイクルをすすめて，日本でも先進的な地球になってほしい。ゴミ

が道にあふれる地域は，犯罪も増加するかと思うので。 
ゴミ袋無料化 23区は無料です。 

 

 施策 28-2 ごみの安定・適正処理 

＜3 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

粗大ゴミ 
粗大ゴミが出しにくい要改善。大型家具等のひきとり（自分たちでは

運べないものを自宅まで引き取りなど） 

リサイクルセンターの活用（講座，イベントetc） 

練馬区立リサイクルセンターでは，講座，イベントを開き，たとえば

「1/8古布リメイクショルダーバック作り」とか，ボタンを使ったり，

「ネクタイで可愛いポシェット作り」「新聞エコバック作り」「古布を

使ったさきおり体験」などなど楽しく物作りをしていくというのがあ

るので，参考にして調布でも「リサイクルセンター」を作ってほしい。

ただ捨てるのではなくアイディアで活用してほしい 

ゴミの分別化について 

①72才になろうとしています。ゴミの分別化が非常に負担になって来

ました。調布市以外に住んでいる人に聞きますと，汚れたプラは燃え

るゴミに出しているとか。現在，私は洗剤で洗い，プラに出していま

す。汚れたプラは燃えるゴミに出して良いのでしたらとても気持が楽

になります。高齢者にもやさしいゴミ分別方法をご提示下さい。 

②粗大ゴミの扱いについて，受付センターに粗大ゴミ収集の依頼をし

ました。しかし，サイズ等から，又，庭まで収集いただくことから，

市役所の担当課の許可がいるとも言われました。担当課にTELしまし

たが要領を得ず，電話を2～3回まわされました。結果，市役所の判断

は得られず。未だに庭先に放置されています。市で受付られない粗大

ゴミがありましたらはっきり言って下さい。業者に依頼してほしい

と！！受付センターの方は非常に事務的でした。私達は頑張って協力

しています。担当者の教育を徹底して下さい。心のある対応を希望し

ます。担当者は底辺の私達の立場になって考えていただきたいです。

机上の論理は不要です。 

 

施策 29 快適な生活環境づくり 

施策 29-1 生活環境の維持向上 

＜3 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

蚊が異様に多い 
市をあげて蚊の駆除をした所もあると聞く。温暖化で良くない病もば

いかいされるので，ぜひ駆除に力を入れて欲しい 
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市のアスベストの危険性に対するアピールがもっと欲しいこと。 

今，家屋を解体する時期にあるものはアスベストを含むものが多い

（現在作られているものは大丈夫ですが，西洋瓦などは解体の時は注

意が必要）ので，行政の危険アピールを市民に行き渡らせて欲しいし，

又，業者に対してのチェックも力を入れて欲しいと強く思います。 

反原発 
3.11以来，放射能問題など，関心がうすれていますが，長期的に正し

く，健康についても意識を高めていきたい。 

 

施策 29-2 美化活動の推進 

＜13件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

たばこ 
飲食店での喫煙禁止よりも，歩きたばこ，ポイ捨てのほうが問題だと

思いますが。 
歩きタバコの禁止 歩きタバコをとにかくやめさせてほしいです。 

ゴミ箱設置 
2020年のオリンピックに向けて外国人観光客も増えていくと思うの

で駅周辺にごみ箱を設置する 

タバコ 

自宅が駅に通じる道路沿いにあるので，歩きタバコのけむりが自宅の

中に入ってきます。タバコの吸いがらもたくさん落ちています。駅な

どにきつ煙スペースがあるなら，路上タバコなどは禁止にしてほしい

です。見廻りもお願いしたい位迷惑です。 

たばこのポイ捨てについて 

たばこは受動喫煙の問題もありますが，ポイ捨てについても大きな問

題です。街の美化のみならず，乾燥した落葉の中に捨てられた吸いが

らを見ると，とても危険だと感じています。 

歩きタバコ 
帰り道で吸っている人が多い（特に夜間）。見回り，注意のパトロー

ルは難しいと思うが，ポスター等で気付いてもらえるようにして欲し

い。 

歩きタバコの廃止 
調布市の歩きタバコの多さにびっくりです。他の区では歩きタバコは

あまりなかった。マナー向上，罰則強化。 
子どもが安心して暮せる町（24-1に再掲） 歩道を広くし，歩きタバコを厳しく取り締まってほしい。 

－ 歩きたばこの取締り強化 

道路の清掃 

今でも道につばを吐いたり，タバコを捨てる人が多いです。あと自分

の店の前に嘔吐があっても清掃しない飲食店があります。指導をお願

いします。あと，つつじヶ丘駅前の飲食店は公共の道路にイスやテー

ブルが出ていて歩きづらいです。 
清潔感 犬，猫のふん対策，ペットとの共存，猫は屋外での綱なしはよくない 

環境 
仕事や学校からつかれて帰ってきた自分が住むまちは，きれいであっ

てほしい。「この町で暮らすこと自体が，人々の癒し」と思う人が多

い町は最強であると思う。 

市外からも遊びに来たいまち（17-3に再掲） 
イベントの企画で多くの人を集める。但し，清潔さは常に維持する。

（駅前にごみが落ちているのは，不快。朝のトリエ周辺がきたない…） 

 

施策 29-3 持続的な下水道事業の推進 

＜5 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

住みやすい町づくり 
（下水道のにおいがひどかったり森が近隣にあるせいか）家周辺でゴ

キブリが大量発生している 
下水 側溝からの匂いがきつい 

－ 

（29-3，方針4-3に再掲） 
水道管の交換，老朽化した建物の保全 

－ マンホール等カラー化して美しい町並に！ 

農地の宅地化の急増と集中豪雨の頻発 

質問です。左記理由により下水道処理能力のオーバフローが心配され

ています。調布市の下水処理方式は汚物水処理管と雨水処理管は繋が

っていると理解でよろしいでしょうか。もし同導管として溢水したら

衛生上どのような事態になるのでしょうか。…インフラ対策はどのよ

うに考えておられるのでしょうか。 
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施策 30 平和・国際交流施策の推進 

施策 30-1 平和社会の推進 

＜0 件＞ 

 

施策 30-2 国際交流と多文化共生の促進 

＜14件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

強いて言えば②の「若者・子ども」の視点，テーマとしては外国人

との共生 

日本人にとっては多文化，ダイバーシティな視点を養うために，身近

に外国人とふれあう機会が多くなってほしいし，英語教育の充実をは

かってほしい。例えば交換留学制度やホームスティの充実，外国人に

とっては，私たち日本人が親しみやすく身近な存在に感じてもらえる

ようにしてほしい 
外国人の増加（住民） モラルの問題 
外国人増加に伴う対策 居住，仕事の面で 

外国人住民との共存共栄によってさらに調布市を住みやすい街へ育

てること 

公民館など小さな枠で外国料理教室，語学教室，文化交流事業etcふ

れ合いの場を作ってほしいです。高齢者だらけの街なかを外国から来

た若者，成人の方々を交えて活性化してほしい。 

海外からの労働者への対応 
海外からの居住者が安心して暮らしていける体制づくりに目を向け

ることで地域全体が住みやすい街へと変わっていけると考えていま

す。 
外国人労働者の対応 － 
危険なのでまだいらない，外国人受入の制限 土地を売らない，アパートを貸さない 

外国人居住者への指導 
日本における社会でのルール，マナーなど社会組織の指導を…。街が

よごれると，犯罪が起きる…。 
外国人の増加 日本のルール教育と防犯対策。 

オリンピック（14-2に再掲） 
子供でも参加出来る何かを作ってほしい。外国の方と交流できる場な

ど 
オリンピック（14-2に再掲） とてもいい機会なので外国の方と交流できる場を作ってほしい。 
外国人への対処（15-1に再掲） 貧困対策，決して一人にしないで地域のコミュニティに編入する 
外国人との共生（15-1に再掲） ①住居②日本語教育③地域との交流 
外国人受入（05-2に再掲） 保育園，小学校，中学校，職場での英語促進 

 

施策 31 人権の尊重・男女共同参画社会の形成 

施策 31-1 人権尊重の社会づくり 

＜6 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

人権の視点 

さまざまな考え方，思想，信条を自由ですが，人を傷つけ，排除する，

差別につながる考え方や行動を，一人ひとりが日常生活の中で知らず

知らずのうちにしていないか？「人権とは」という啓発・教育ではな

く，日々の生活の中に根ざす人としてのありようを育んでいくことが

大切です。次世代を担う子どもたちが，いろんな人間が支え合いなが

らいっしょに生きていくことを体感するためにも，障害等があっても

すべての子どもたちが地域の保育所，学校，学童に通うことが重要で

す。設備のバリアフリー化，介助者の確保でクリアできます。 

皆が共存出来る町 
一人一人の人権が守られ楽しく，明るい，町，風通し（市政とは）の

良い町であって欲しいです。色々なニュースを発信して欲しい。 
多様性 障害者，外国人，高齢者，貧困者等を受け容れるように，意識改革。 
お互いを尊重し合える道徳観や倫理観（05-2に再掲） 幼少期から全人的な教育の土台作り 

社会的弱者が住みやすい街作り，やさしい町 
歩道や施設のバリアフリー等，ハード面の整備，市民意識の向上。弱

者が住みやすい街＝普通の市民にとっても住みやすい 
自由と平等 自由と平等が守られていない所が有ります。 
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 施策 31-2 男女共同参画社会の実現 

＜1 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

女性の働き方，生きやすさ 

（調布市に限らず，日本全体でいえることなので意見として書かせて

いただきます）男性に比べて，女性は体のつくりも脳のつくりも当然

違い，弱い存在であると思うので，男女平等といわれる社会だが，も

う少し女性が働きやすく，生きやすい社会になるとよい。 

 

行革プラン 方針 1 参加と協働のまちづくりの実践 

 1-1 参加と協働のまちづくりの実践 

＜7 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

当事者の視点に立つ 

どのテーマにおいても，まず当事者へのヒアリング，声を聞くこと。

声なき声の存在をほりおこしていくこと。とり残される人がいないよ

うに。 

市民参画型の町づくり 
一方向の情報発信でなく，市民を巻きこみ，市民も主体的に参画しな

がら町づくりを考え支援していくことが必要だと思う。 

市民が主役のまちづくり 
といいますが，30数年も住んで思うのは，古い体質というか，ごく一

部の古い住民の意のまま市政が動いている感がある。 

住民（市民）主体の街づくり 

調布市の今後の方向性，基本理念については多くの市民の意見を取り

入れ，合意形成したものでなくてはならないと思う。多くの情報をオ

ープンにする。その内容を掘り下げていくことが大事だと思う。今回

のアンケートも有効。意見聴取した内容をオープンにして多くの市民

の合意を得ることが必要と思う。単なる広報ではなく，市民参加を意

識した多角的なやり方を考えていくことが必要。 

「10年後にどうなっていたいのか」を明確に市民に示す 

私は引っ越してきて1年経っていないのですが，調布市がどのような

課題を抱えていて，それは他の市区町村と同じようなものなのか調布

特有のものなのかよく分かりません。これらに最もくわしいのは市で

働いている方々だと思うので，今後調布市がどのように進んでいこう

としているのか，市民により一層見える化していただいた上で，具体

的にどのようにしていったらいいのかを市民と市政で議論できたら

いいなと思います。 

－ 

調布市民は調布市が大好きだと思うので，市民の気持ちを大切に取り

組んでもらえたらと思います。調布駅南口の広場の件は残念に思いま

した。市民の意見をもっとよく聞いていれば防げたのでは？と思うの

で，今後頑張ってもらいたいです。今回アンケートが届き，市民の意

見を聞いてくれる機会がある事はとても良かったと思います。知らな

い事には答えられないので，項目が選べると良いと思います。 

－ 
市民参加するためには，アンケートetcで進めてゆく方向は良いと思

います。正しい情報の伝達をお願い，希望します。 

 

 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 

＜3 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

－ 情報発信，市役所の改革 

－ 
取りくんでいることの現在の状況を公報だけでなく，例えば駅前広場

などにも貼り出してほしい（細かい字でなく，見安い工夫をして） 

－ 
自分に直接関係の無い施策（子供のいない人に子供施策とか）でも関

心の持てるようなお知らせの仕方を考えてほしい 
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行革プラン 方針 2 効率的な組織体制の整備 

 2-1 効率的で機能的な組織・システムづくり 

＜1 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

テクノロジー 
「所有」から「利用」へと財・サービスの消費形態が変化する。同時

に多くの行政サービスコストを激的に削減できるので，適正な配分の

長期計画を検討すべき。 

 

 2-2 市民サービス提供主体の見直し 

＜0 件＞ 

 

 2-3 市民に信頼される市政の推進 

＜0 件＞ 

 

行革プラン 方針 3 人材の確保・育成 

 3-1 人材の確保・育成と意欲の向上 

＜2 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

人材育成への投資 

人，市民が行政の資産であることを明確に打ち出し，分かりやすい施

策と評価指標で公正に達成公表を行うべきと思います。・人の意識を

動かす，施策を望みます。 

－ 
この前市役所に行ったら職員に舌打ちされたのだが，場所をきいただ

けでそれってどうなんですか。年配で年金課かそのあたりにいた人。

調布に来てから良い職員に会ったことがないです。 

 

 3-2誰もが活躍できる職場環境づくり 

＜0 件＞ 

 

行革プラン 方針 4 計画行政の推進 

 4-1 ＰＤＣＡマネジメントサイクルによる行財政運営 

＜5 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

意見 

現計画は難しくて，曖昧で理解することが出来ませんでした。やはり，

行政文書としては，市民ファーストな簡易な記述は出来ないものでし

ょうか。また，気持ち良いフレーズばかりで，実現性について吟味さ

れているのか，懐疑的になってしまいます。出来た事，出来なかった

事を正確に公表するとともに，ムダのない予算執行に努めてくださ

い。 

100年，200年後も安心，安全に暮らせる街づくり 

今後の人口減少，高齢化社会を迎え，調布市が存続して行くために，

何をしなければならないかの課題を明確にすることが重要です。その

ためには調布市の各種データを蓄積して分析するシステムを構築す

る必要があると思います。 

行財政改革 

人口が減少して今後市政運営をどうするのか？ただし合併など簡単

なことではない，財政の裏付けのない市政運営などありえない。なの

に今回の駅前駐輪場のことなど無駄が目につく。議会を含めチェック

機能が働いていないのは何故？検証してほしい 
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市税を大切にするとりくみ 
五輪等にかこつけたようなムダなスポーツイベント等をなくす。はっ

きりいってムダだと思います。 
－ ムダな金を使うな 

 

 4-2 健全な財政運営 

＜5 件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

市債の減少 
目あたらしいものにとびつくのでなくなるべくあるものを使ってい

ただきたい 

財政バランス 
ハコものや福祉に必要以上に予算を投じることがないように，今の健

全さを維持して下さい。 

財政 
5つの重点プロジェクトにおいても維持管理の視点を盛込んでいない

と破綻しますよ！財政面の視点が全くなく，それで経営できるとは思

えません。 
企業，工場が市からでてゆき，マンションが乱立している。企業か

らの納税がへる。（04-1，05-7に再掲） 
人口が増加しすぎている。小学校の教室不足，子供支援世代の増加。

税金の収支バランスをどうとっていくのか 
公共ギャンブル場等の運営での税収増 多摩川競艇などの運営母体となり税収を増やす。 

 

 4-3 公共施設等マネジメントの推進 

＜14件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

公共施設 高齢者利用，サークル活動のできる施設の増強 
公共施設の充実 施設の整備，施設の改修，改築 

老朽化対策 
古くなった公共施設で，必要性が「？」のものは思いきって廃止する

など，身の丈にあった市政運営を。 

インフラ等について 
互いの部署で話し合った上で工事等をすれば，無駄が少なくてすむよ

うに感じます。（年度末になると特に思われます） 

市民の意見をとりいれる公共場所の設置 
市民が自由に集まり語り合える自然を生かした公共場所ができると

いい（整備される） 
市民が使える公共施設（スポーツをしたり）の充実 － 
インフラ投資 － 
利便性 公共トイレを増やす。 
公共施設の授乳，オムツ替えスペースとエレベーター等バリアフリ

ー化 
市内公共施設に授乳，オムツ替えスペース，エレベーターが無く困る

事が多いので，公共施設には完備してほしい。 
－ 

（29-3に再掲） 
水道管の交換，老朽化した建物の保全 

公共物の整備，農地と地域のつながりを図る 

（8-2，09-2，13-3，18-2，26-1に再掲） 

公共の図書館，会館など整備，高齢者，障がい者の雇用（積極的な）

を行い，生きがいのある市民生活を推進。農地と住民とのつながり，

地産地消で，食文化の向上，自然環境の保全，環境教育との連携によ

り，地に足のついた生活をめざす。 
公共施設の充実（13-3，19-2に再掲） 文化会館たづくりや市役所の空調設備の更新など（夏は暑いです） 

文化・スポーツへの注力（14-1，19-2に再掲） 
駅前ホール，音楽大の両立という希な立地の活用。グリーンホールの

改修も視野に。スタジアム，屋内競技場の立地を活かし，スポーツに

重点を置いた教育振興 

行政施設 
つつじヶ丘に引越してきて，約20年になるが，当時より神代出張所を

駅南口に移転する計画がある旨聞いているが，今だに実現せず，計画

自体もはっきりしない。 
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その他 

＜52件＞ 

【視点・テーマ】 【意見・提案】 

意見収集 
今回のアンケートは非常に嬉しく思う。今後も続けて欲しい。他の市

（府中や三鷹）と比較する必要はなく，独自の視点で計画して欲しい。 

考え方 
重点的に取組むか否かは必要に応じて対応すれば良い事であり，アン

ケートを行うべきでは無い。 
持続可能なまちづくり SDGsの目標を通じた各施策の精査，他自治体との意見交換 

市民への説明責任 

調布市基本計画の全体概要説明（Ｐ1～2）がひどく分かりにくい。も

う少し一文を少なくし，端的にしてほしい。8つの基本目標→5つの重

点プロジェクト→2つのアクション→31の施策→3つの柱→4つの方

針。何が論点でどうしたいのか，見えにくい 

基本計画を分かりやすくする 

P1～P2の計画の全体概要がぱっと見て理解できないと感じました。特

にP2は「5つの重点プロジェクトと2つのアクション」と「分野別計画」

のつながりが見えず，読み解くのが難しいと思います。文字を少なく

して，図表が大きくなると嬉しいです。 

基本計画そのものが抽象度が高すぎて具体性に乏しい。 

はっきりいって，当該アンケートの冒頭のページを読んで，一体何が

したいのかさっぱりわからなかった。仕事がマスターベーションと同

じで，自己満足に終っている印象。文章も読みずらい。長すぎる。作

文がヘタ。一文一内容で，要点を明確にしなきゃだれも読まないし，

読んでもわからない。事実，声を出して読んでも意味不明だった。何

かのコピペですか？自分の頭で考えて文章を作れば，こんな資料には

ならないはず。で，何がしたいんですか？ハコモノ作りですか？スポ

ーツ文化への税金たれ流しですか？それじゃ東京オリンピックと同

じですよ。もうけるのは竹田ですか？森ですか？小池ですか？土建屋

ですか？森ビルですか？IOCですか？という感じと同じ点としか，こ

の計画からは伝わってきませんでした。 

全視点・テーマ 

文言が長く，何を言っているのか理解し辛い。もっと簡潔にまとめら

れるのでは？当たり前の事を長々と綴っているように感じます。本気

で市民に伝えるのであれば簡潔，具体的な表現をしてください。P2上

段のマトリックス。縦，横の項目は全んと同じ，何の為のマトリック

スですか？ 

国・都の行政，政治の動きに対して，地方自治の観点からきちんと

意見を発信すること。 

強者，お友達，ゼニアリ公務員たちのカネもうけのためにそれらを優

遇し，また不正に搾取するための一部への優遇が目にあまる。究極の

税金のムダ使いが，長い間続いており，このままでは市民はみな貧乏

になり，奴隷化することは目に見えている。国土強靭化，国際化，環

境保護…その他，言葉を並べれば大切なことは多いが，市はもっと市

民の身近なところで優先順位を決めてやるべきことをやるべき。国・

都に反対するときはすべき。 

「市」行政としての役割，ミッション(定義） 
国，都との関係からとらえた「市」行政のミッションや役割分担，及

び国，都との連携体制を明確にすべきと考えます（P1～2計画素案は，

この点がよく分かりません） 
4年計画完了に思う。 ほんとうに役に立った計画は何ですか？知りたい。 

市議として地域に少しは役立ってほしい（民生委員） 
選挙が近くなると名刺に行動の内容など入ってポストに入っている。

自分が歩いて少しは地域の為にと願ってます。 

－ 
市長選挙に関して，現市長があまりにもやる気がない上に，活動もし

ていないし，そもそも車の窓もあけないとかふざけていて何様なのか

と思った。 

－ 
こういう意見をもっている調布市民がいる事ちゃんとわかってほし

い。 

－ 
安心，安全，やさしい等目指していますが，その為には，市民のモラ

ルが重要だと思いますが，その具体的な方向性が良く分からないで

す。 
－ いろいろありますが一言で云えないので？ 

その他 市役所の進入口が狭い（自動車使用時） 
情報化社会への対応 PC，スマホの講座開催。 
全地域に平等に取組を反映させる － 

－ 調布市のはずれなので，サービスは悪いと思う。 
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郵便ポスト 調布駅北口にあったポストが無くなって不便です。 

調布のキャラクターがいると良い 
調布のマークが良かった。ゆるキャラを募集して，イベントや市報で

活躍してもらうと調布の発展に良いと思う。 

若者がミリョクを感じる町づくり 
団地に住んでることもあり，周囲が老人だらけ，若者があつまる町に

してほしい，していきたい。 

「良いところだね」と言ってもらえる調布 

きれいな街並み，豊かな自然，特色のある施策や先進的な施策などで，

存在感のある市になれば良いなと思います。人に「良いところに住ん

でるね」「住んでみたい」と思ってもらえる場所になれば，今住んで

いる人もより愛着を持てると思います。 
学生が沢山居る 4年間の通りすがりでなく，彼らに愛着をもってもらいたい。 
仙川と調布にできている垣根を取り払いたい － 
人間主体 － 
調布市役所からのお知らせ スピーカから流れてくる声が聞き取りにくい！ 
暑さ対策 － 

－ 
トリエ京王調布とかシアタス調布に関して，市でとりあげるべきでは

ない。完全に民間企業であるのに，市税に影響させるのは不適当だ。

市側のセンスをうたがう。 

－ 
東京オリンピックの先を見通した方がよい。あさはかなまちづくりは

やめよう 

人口 
少しでも早い時期にあらゆる対策に力を入れるべき，当然その後は教

育対策が必要だと思います。 

高齢化，核家族化 市民霊園が有るといつも考えます 

弱者の視点に立ったまちづくり 

若葉町図書館は急な下り坂を通らなければ行けないので，足の悪い祖

母が利用できずにいる。他にもそういう方がいると思う。両親が地域

猫のボランティア活動をしているが，近所の無理解が原因で，両親に

も家にも猫にも嫌がらせ行為を受けている。 
高齢者の目にあまるマナーの悪さ！ 交通機関や商店などで高齢者に対しもっと注意や罰則を！ 

隣人との交流 
大工などの廃材を雨が降ってくると自宅の庭でドラム缶などで燃や

され市に相談しましたが結果は改良されない。 

通勤，通学の質の向上 
京王ライナーの廃止，混雑かんわ，2階立て車両をつくる。（朝の時間

帯の電車の混雑は本当にひどいです。7時～の新宿方面の電車に乗っ

てみていただければわかります） 

都心へのアクセス 
京王線，つつじヶ丘駅の待ちあわせ時間が長い。もう少し便利になっ

てほしい 

通学，通勤 
つつじヶ丘での各駅停車の時間まちが長い。調布市の駅（各駅停車駅）

の副々線化も進めるべきだと思います 

仙川駅の安全性 

周辺のふみ切りなど千歳烏山などもそうですが，特に仙川駅ホームは

急行などの通過時危険を非常に感じます。工事中と伺っていますが，

完成を強く願っています。仙川駅ホーム以外は，住みやすく便利で満

足しています。 

利便性のある街 
調布駅前の整備・調布駅構内（地下）の整備→地下の拡張京王線の問

題かもしれませんが，乗降客数に比べ，駅自体が小さいのでは？ホー

ムに人が多くて危険を感じます。 

京王線の混雑及び朝のノロノロ運転→複々線化推進？ 
市にお願いすることではないが，朝の京王線の混雑がヒドい。改善し

てもらうともっと快適に生活できる。 

仙川駅 
周辺住民の質の低下による親しみやすさが失われつつあるので，住民

の質向上へ向け取組みが必要 

調布飛行場の活用 
市内に飛行場のある街は珍しいのでもっと活用して頂きたい。・利用

の促進・見学イベントの企画・大島，神津島等との交流 

調布飛行場場外離着陸場 
東京都の運営で有るが，陸軍の基地として作られた当時の歴史的背景

等や地形，気候との関係を調布をヒモといてほしい。 
調布飛行場の心配 事故の再発が不安。島への定期便のみに限られないか。 
飛行場の有効利用 滑走路延長，路線拡大 
調布駅を単なる通過駅でなく下車駅にする 駅付近に温泉を掘るとか。 

単身世帯を排除しない 

子持ち世帯が大事なのでしょうが，街を構成する世帯の形は多様で

す。年をとっているか，障害があるか，ではなく，単身で自分で自分

の面倒を見て生きる事が困難ではない街でもあると良いです。家を借

りるにしろ，入院するにしろ，資産はあっても保証人がいないと何も

できないのを，民間まかせではなく行政でもなんとかして下さい。 
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地域創生 

調布市の特色や強みを積極的にキャッチーでフレキシブルなアイデ

アを出し，魅力を伝えるようリスクを恐れずにチャレンジする姿勢が

大切だと思う。年寄りから若者まで，住みやすい街づくりを目指し官

民一体に取組める施策を期待しています。 

確定申告の作成時の相談 
毎年文化会館たづくりで，税務署員の相談を受けられるのは便利。親

切です。 

植物園 今始まっているがまだ進みぐあいが悪い。植物の名称ほか解説etc 
－ 個人ではなく行政でなければ出来ない事を望む 
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