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第４章 自由意見 
 

 

 

 

 

（問）  

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

案がありましたらご自由にお書きください。 

 

課 題 改 善 （解 決） 策 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

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

1,382人中 408人の回答者から 595件の意見が寄せられており，内訳は以下に示したとおりです。なお，複

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

○最も意見が多く寄せられた施策は，「施策 22 地域特性を生かした都市空間の形成」の 109件となっていま

す。 

【図表 自由意見の内訳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※複数の施策にまたがる内容は分離又は再掲の上で集計しているため，図表上の件数の合計（806件）は総意

見数（595件）と異なります。 

※「その他」は市政全般に対する意見，市以外の組織に対する意見，本調査に対する意見等が含まれます。  
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施策01 災害に強いまちづくり

施策02 防犯対策の推進

施策03 消費生活の安定と向上

施策04 子ども・子育て家庭の支援

施策05 学校教育の充実

施策06 青少年の健全育成

施策07 共に支え合う地域福祉の推進

施策08 高齢者福祉の充実

施策09 障害者福祉の充実

施策10 セーフティネットによる生活支援

施策11 雇用・就労の支援

施策12 生涯を通した健康づくり

施策13 生涯学習のまちづくり

施策14 市民スポーツの振興

施策15 地域コミュニティの醸成

施策16 活力ある産業の推進

施策17 魅力ある観光の振興

施策18 都市農業の推進

施策19 芸術・文化の振興

施策20 地域ゆかりの文化の保存と継承

施策21 良好な市街地の形成

施策22 地域特性を生かした都市空間の形成

施策23 良好な住環境づくり

施策24 安全で快適なみちづくり

施策25 総合的な交通環境の整備

施策26 地球環境の保全

施策27 水と緑による快適空間づくり

施策28 ごみの減量と適正処理

施策29 生活環境の保全

施策30 平和・人権施策の推進

施策31 男女共同参画社会の形成

方針1 参加と協働のまちづくりの実践

方針2 効率的な組織体制の整備

方針3 人材の確保・育成

方針4 計画行政の推進

その他

（件）
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２ 課題と改善（解決）策 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 01 災害に強いまちづくり 12 

01-1 防災体制の充実 7 

01-2 災害に強い都市基盤の整備 5 

01-3 消防力の強化 0 

 

＜01-1_防災体制の充実（7件）＞ 

課題  改善（解決）策 

災害対策 シェルターとしての小中学校の機能の充実 
防災（水害・地震）マップを早々と作られ市民の意識を高
められた事は素晴しい。 

実際，直面した場合現状では個人の意識のみで行政が
安心安全な場所確保出来ればと願う 

防災計画について 地震に際しての避難建物が具体的になっているのです
か？ 

迫りくる地震に対する対策できちんと出来ていることを（今
は今いちと思うが） 

避難所のペット対策。ペットを飼っている友人（調布市民
以外）達と不安を話しています。 

災害時の避難所は，世田谷区内が近くにもかかわらず，
坂が多く狭い道を通る遠い調布市指定の避難所に行か
ざるを得ない。 

災害対策は特に隣接自治体との連携をすべき（住民居
住地の利便性を優先すべし）（消火器設置も，世田谷区
に劣る）（防災情報も，世田谷区のスピーカーの方がよく
聞こえる） 

より安心安全な市（02-2に再掲） 適確な施策 
迫りくる地震に対する対策できちんと出来ていることを（今
は今いちと思うが） 

又，簡易トイレを沢山作って欲しいです。 

＜01-2_災害に強い都市基盤の整備（5件）＞ 

課題  改善（解決）策 

防災対策（23-2に再掲） 多摩川や野川での水害対策の見直し 
京王多摩駅近辺は水害に非常に危険です 解決策，ビル・マンション等々に市民がにげ込む事が出来

れば…事前に行政からお願いして頂く努力は必要としま
す。 

野川の治水。担当は調布市ではないとのことですが水辺
に生えた，くわの木が大きくなり水の流れが害される程に
なっている。 

担当の所に市より直接，改善を申し込むべき。 

防火対策（23-2 に再掲） 空き家および古い都民市民住宅の撤去 
市内の電信柱に様々な種類の電線が，これ以上設置出
来ないという程設置され，地震などが起ったらどうなるの
か心配。 

 

＜01-3_消防力の強化（0件）＞ 

― 
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施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 02 防犯対策の推進 22 
02-1 身近な犯罪に対する防犯意識向上と防犯活動の推進 1 

02-2 犯罪抑止対策の推進 21 

 

＜02-1_身近な犯罪に対する防犯意識向上と防犯活動の推進（1件）＞ 

課題  改善（解決）策 

特殊詐欺事件を減らす。 特にお年寄りにより一層の声かけ注意を試みる 

＜02-2_犯罪抑止対策の推進（21件）＞ 

課題  改善（解決）策 

ここ５～6年ほど前から，空き家が増えてきました。誰も住
まなくなった戸建てが多くなっているのです。防犯上も危
険ですし，衛生面でも問題ありです。なかには第３国人が
住んでいるケースもあります。それが悪いとは言えません
が，やはり地域住民間のコミュニティーという意味では，な
かなか融和は難しい。このアンケートの冒頭部分の設問に
も”地域”をテーマにした種々の問題分析を図る設問があ
りますが，こうした現状について行政はどういう取り組みを
しようとしているのでしょうか。不安の種は実はこの辺に一
番あるのではないのでしょうか。（23-2に再掲） 

行政，足を棒にして調査をしてください！ 

平和な街づくり 助け合い 
防犯  
暗い道が多くて安心して歩けない。（24-3に再掲） 外灯をふやして欲しい。 
防犯，ゴミ処理（28-3に再掲） 警官の見廻りを多く，警官は市民の訴えを聞く。 
街灯が切れている箇所がかなり見受けられる。（24-2に
再掲） 

夜間巡回してほしい 

 交番や市役所の出張所をもっと設置してほしい 
 暴走族を取り締まってほしい 
防犯対策 防犯カメラの設置。自治体との話合上で 
植物園のまわりですが，夜は暗い為少し恐い感じがしま
す。空気が良くて霧も出て神秘的でよいのですが反面，
危険も感じます。（24-2に再掲） 

 

照明が少ない。（24-3に再掲） 夜は暗く，いつ事件が起きても不思議がないくらいだ。 
土曜日朝７～８時頃，京王観光前に中国人（ホームレス
っぽい）が５０～６０人いたので，恐怖を感じた。同じ土曜
朝，ホームっぽい人（日本人）がグリーンホール前に集合
しているのを見た 

グリーンホールの工事パネルは死角になるのでスケルトン
にして，交番が見える様にしたらよいのでは？ 

安全安心 防犯対策の強化 

１人で子供を歩かせるのが怖い。（04-1に再掲） 防犯カメラ設置。若い人でのパトロール。（おじいちゃんな
どがパトロールしてても何かあった時助けれない） 

調布駅周辺をもう少し，改善してほしい。夜やっている商
業施設を減らして子供でも安心して歩けるようにしてほし
い。（22-1，23-1に再掲） 

南口にあるあやしい店は，なくなった方がいい。夜，子供
を歩かせたくないので。 

子供が安心安全に暮らせる地域作り（15-1に再掲） 地域住民のネットワーク作り。イベントなどで交流を図り，
顔見知りになれるきっかけを作る。 

高令者が安心安全に暮らせる地域作り（08-1，15-1に
再掲） 

地域住民のネットワーク作り。イベントなどで交流を図り，
顔見知りになれるきっかけを作る。 

障害者が安心安全に暮らせる地域作り（09-1，15-1に
再掲） 

地域住民のネットワーク作り。イベントなどで交流を図り，
顔見知りになれるきっかけを作る。 

いつまでも治安の良い安全な街でありますよう。調布市が
品位のある格調高い街でありますよう。（23-1に再掲） 

 

より安心安全な市（01-1に再掲） 適確な施策 
安心安全住みたい街住みよい街（15-1に再掲） 地域コミュニティエリアの確立(ご近所さんや商店のネット

ワーク) 
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施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

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

03-2 消費者相談の充実 0 

 

＜03-1_消費者啓発事業の充実（0件）＞ 

― 

 

＜03-2_消費者相談の充実（0 件）＞ 

― 

 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 04 子ども・子育て家庭の支援 61 

04-1 子育てが楽しくなるまちづくり 22 

04-2 子育て家庭の支援 13 

04-3 子どもの健やかな成長の支援 3 

04-4 保育サービスの充実 23 

 

＜04-1_子育てが楽しくなるまちづくり（22件）＞ 

課題  改善（解決）策 

子供が安全に遊べる場所（公園など）を多く作る（27-2に
再掲） 

高齢者も居やすい場所にして，監視の目を増やす 

子どもが遊べる施設 建設 
１人で子供を歩かせるのが怖い。（02-2に再掲） 防犯カメラ設置。若い人でのパトロール。（おじいちゃんな

どがパトロールしてても何かあった時助けれない） 
子供が安全に遊べる場所が少ない（27-2に再掲）  
公園でボールを使える所が少ない（27-2に再掲） ボールで遊べる場所を増やしてほしい 
調布駅に子供用品を売っている場所がない（西友に少し
だけ） 

西松屋とか，赤ちゃんほんぽ的な店が１つは作る。 

子どもが遊べる公園をもっと増やしてほしい！！！（27-2
に再掲） 

 

雨の時に小さな子供が遊べる場が少ない 昔のデパートの屋上的なミニのりものなどがあるとうれし
い。 

もっと子供が遊べる施設を増やしてほしい。公園も多くして
ほしい（27-2に再掲） 

 

調布駅前に家族でのんびりできる憩いの場が少ない。子
供とのんびり歩ける道路が少ない。（22-1，24-2，27-2
に再掲） 

子供を放てる公園や緑地がほしい。 

・都市化？ 
・あまり木を切らないで。 
・公園，広場もっとほしい。 
・まえは「花の駅」と言われていた。（22-1，27-2に再掲） 

子育て環境悪（公園がここ２０年ほとんどなくなった） 

駅前に子どもが遊べる施設が少ない（22-1，27-2に再
掲） 

たこ公園のような公園を駅前につくる。ちょっと遊べる，と
いう所を作った方がいい。 

・子育てコミュニティの場が少ない 
・子供の遊び場が少ない 

多くする 

「自然が多い環境で子育てしたい」実際は，身近な遊び
場（公園，児童館ｅｔｃ）に自然はそう多くはない。（27-2に
再掲） 

公共の緑地化は子供たちの遊び場にする。 
・「野原公園」「林の公園」「畑の公園」など。 
・児童館が管理，運営にあたる。 
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遊べる施設があまり多くない 緑をよくし，広々遊べる空間を作るとともに，もっと遊べる
施設をいっぱい作れば，さらに楽しく活気のある町になる。
まあ出来ればで。例）アスレチック，ボーリングセンター，プ
ール 

公園整備（27-2に再掲） 乳幼児，大きい子どもがそれぞれ快適に遊べる場所がほ
しい。安全にボール遊びができる場所を作るなど。現状で
は夕方，乳幼児は公園で遊べません。 

仙川は子育て世代がたいへん増えました。公園，園庭の
充実が必要（27-2に再掲） 

 

子どもの遊び場の充実。魅力的な公園が少ない（27-2に
再掲） 

小さな公園（あまり使われていない）を減らして，駅前に大
きい広園（遊具もある）を作ってほしい。 

子育て，問題（04-2，04-3，04-4に再掲） それらの福祉対策の充実とそのアピール 
都心へのアクセス 
自然（高尾山や多摩川等）もアクセスが良いが，中心街に
子ども向けの施設が少なく，買い物も不便である。
（15-3，16-1に再掲） 

子どもが育てやすい街を提言していくのなら，遊び場や買
い物の場所，更には他世代との交流施設も創ってみる 

昼中，午後，街中には高齢者の姿が多い。計画では今，
生まれる子供達が成人する頃から，人口減少に転ずる。
まず次世代をささえる子供のすこやかな育成を希望する
（方針1-3に再掲） 

愛着を持って，わが街と思えて調布で育てられるよう，街
の活生を願う。街中の多様な活動が，知られていない。
今の大切なモノやコトを，次世代へバトンタッチする努力を
しないと，伝わらない。 

市民が住みたい，誇りのもてる市とは？（08-2に再掲） 子育て，介護，高齢者活用など，どのように活性化させる
か？ 

＜04-2_子育て家庭の支援（13件）＞ 

課題  改善（解決）策 

子どもの医療費 中学生まで無料化 
子育て世帯への支援が低調 子育て施設の整備や助成金等の充実。次代を担い，将

来にわたって調布市を維持・発展させるのは今，そしてこ
れから誕生する子供たちである。彼ら彼女らがより多く誕
生・生育し，さらに故郷に愛着と誇りを持って将来の調布
市の発展の担い手となってもらえるような自治体にならな
ければ，調布という自治体の永続はおぼつかない。 

共働きでも子育てがし易い環境に。学童は全て学校ごと
に近くに。医療ヒ，１８才まで無料に（04-4に再掲） 

共働きでも子育てがし易い環境に。学童は全て学校ごと
に近くに。医療ヒ，１８才まで無料に 

これからの現役世代は家庭生活を営みながら，仕事，育
児，介護を同時にまわしていかなければいけない時代に
なるが現状はその視点での支援がない（08-3に再掲） 

ひとつの家族が家庭，仕事，育児，介護を同時に抱える
という視点でのまちづくり，サービスの提供，各家庭への支
援が必要。保育施設と介護施設が同じ場所にあれば楽。 

子育て中の家庭が暮らしやすい市になってほしい。自分
自身，子供はいないが，今の時代の子育ての大変さはよ
く目にしている 

 

 子育てのしやすさ 
家賃相場が京王線内でも比較的高いため，子供をもつ世
帯では，やや負担が多い。 

共働き世帯のため，公共の保育施設や民間施設利用へ
の補助や，幼稚園の無償化などの拡充。 

子どもの医療無料化拡大 中学卒業まで無料とする 
医療の充実 検診の無料項目の増加，充実。子供インフルエンザの補

助，医療費高校まで無料化 
子育て，問題（04-1，04-3，04-4に再掲） それらの福祉対策の充実とそのアピール 
老人と子供への福祉バランスが，老人に手厚く子供に薄
い。 

もっと未来を担う子供達と子育て世代を大事にしてほし
い。 

小児科が少ない。 何とか誘致する。市全体で協議してもらいたい。 
貧困，問題10-1，10-2に再掲） それらの福祉対策の充実とそのアピール 
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＜04-3_子どもの健やかな成長の支援（3件）＞ 

課題  改善（解決）策 

子育て，問題（04-1，04-2，04-4に再掲） それらの福祉対策の充実とそのアピール 
障害児教育（05-4，09-1に再掲） 就学前，小学校に入ってから中学校へと教育場所がかわ

るたび情報の共有がなされない。一元化にするべき。統
一し，まとめて機関が必要。障害者に対応できる病院が
少なすぎる。 

子供の教育環境の向上（主に発達障害児，障害児）
（05-4，09-1に再掲） 

発達障害児に対する教育については，他の自治体より進
んでいると市は考えているようだが，十分ではない。調布
市より進んでいる自治体の良いところを参考にし，もっと子
供によりそった教育をしてほしい。また，学校毎に，教育者
のレベルが違うので，教育内容を一定レベルまで引き上
げてほしい。行く学校によって，先生によって，当たり外れ
がないようにして下さい。 

＜04-4_保育サービスの充実（23件）＞ 

課題  改善（解決）策 

少子化対策 保育所の充実と独自の支援策（手当，高齢者施設と
の併存等） 

『保活』に代表される保育園マッチングの問題点に
ついて 

3/31生まれだった長女は4月入園が物理的に不可能
であったため，必然的に1歳からの入園を希望するこ
ととなりました。1歳からの入園は定員の問題で難し
く，なんとか入園を確保するために18園の見学をし
たりと心身ともに負担でした。また，認可保育園は
入れず，10数園に希望を出した認証保育園でも連絡
があったのは2園。もっと仕組みで解決する術がある
のではないかと思います。まず，入園希望について。
これは母子手帳を渡す時点でヒアリングすれば早期
にニーズを把握することができ，園や職員の採用・
配置を検討する時間を捻出することができるかと思
います。認可保育園の数が足りてないという問題に
ついては，そもそものマッチングに課題があります。
出生届のタイミングで再度確認，そこから逆算して
の対応が可能なのではないでしょうか。民間企業で
あれば当たり前のマーケティングリサーチが足りて
いません。また，認証保育園に対して，保護者が個
別申請も無駄です。民間の活用になるため，個別に
書類を書くだけでも相当の手間です。ぜひ，早期に
オンラインでの申請を可能として，認可・認証保育
園間で情報連携するよう進めていただきたく思いま
す。 

民間学童の誘致についての提言 現在，居を構える仙川町の学童は民間ではエールキ
ッズ１件しかありません。保護者としてはより良質
な教育の場を提供したく，多少お金を出しても民間
の学童に入れたいと考えますが，その数が次々に増
える保育園に対して数が少ないです。近年，調布市
では大型分譲マンションが次々立っていますが，そ
の住民には共働き世帯も多く，これだけ保育園のニ
ーズがある以上，学童ニーズも同様にあることは疑
いありません。ニーズは，ただ単純に預かってほし
いというだけではなく，その時間の中で出来るだけ
の体験をさせてあげたいと願う親も相当数にいま
す。ぜひフットワークが軽く，サービスもニーズに
併せて細かい調整ができる民間の学童の誘致を積極
的にしていただけないでしょうか。 

待機児童減少 保育園の拡充 
子育て支援 保育園待機児童0 
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子育て支援，体制の不備 臨時的に柔軟な対応。法整備・予算，待っていられ
ないです。全ての方策を使って希望者全てに保育環
境を整備する必要があります。どこまで本気になっ
てやるかです。 

若者向け住居と子育ての環境整備 保育園の整備で待機児童ゼロをファミリー世帯にア
ピール 

商業施設など整っていて，若い子育て家庭が住みた
くなるような物件もそろっているのに，待機児童で
ワースト１０に入っているため，子育て中の共働き
の家族は引越してこれない。逆に保活が上手くいか
ないため，調布市から出ていく人もいる。 

保育施設の充実 

教育の向上。２３区から転居し，保育園の先生の質
の低さ（生徒をよびすてにするなど）公立小学校の
質の低さに驚いた。（05-2に再掲） 

 

仙川町の商店街の活気を取り戻すこと。（16-1に再
掲） 

仙川の保育施設を増やすこと。 

保育園が増えているが，まだ少ない 保育園の新設 
保育園の充実 若い世代に住んでもらう為にも保育園を増やして欲

しい 
保育園 全入 
保育園に入れない 保育園をふやす。もしくはそれに代わる施設をつく

る 
園庭のない保育園が多くなり子供の成長が心配。子
の食亊，体は大丈夫ですか。子を持ちやすく孫のい
ない方は時間いっぱい 

年金をいただいていますが次の世代がしっかり育た
なければ年金も介護もないでしょう。すべて外国の
方におまかせ？夫婦共働きならば男性も女性も５時
退社を基本にして子育てを重点的に手厚く（子供給
食） 

調布市の深大寺エリアに保育園が少ない。  
保育園の充実化 園の数を増やす。 
保育園の充実化 保育士の方が長く働きやすい待偶改善。家賃補助の

確約など。 
保育園の仕組み。育児休業中１才年度末になると上
の子が１度退園しなくてはいけない。 

小学校入学前の年長・年中時に退園になるのは子ど
もに影響を与える。３年間育休をとることができる
ことになっているのに，１才で復帰しなくてはいけ
ないので，上の子が年中・年長（４．５才クラス）
に限っては，在園継続できるとした方がいい。 

子育て環境の充実。 
・保育園及び学童の待機児童が減ること 

空き施設や空き教室の利用で施設費を抑え，待機児
童の解消にならないでしょうか。 

子育て，問題（04-1，04-2，04-3に再掲） それらの福祉対策の充実とそのアピール 
共働きでも子育てがし易い環境に。学童は全て学校
ごとに近くに。医療ヒ，１８才まで無料に（04-2に
再掲） 

共働きでも子育てがし易い環境に。学童は全て学校
ごとに近くに。医療ヒ，１８才まで無料に 

子供を通わせたいと思えるような学校（保育園や幼
稚園なども）があれば（親として）その地域に住み
たいと考えるかも知れません。（05-2に再掲） 

ブランド力のある学校。優秀な教師の養成 
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施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 05 学校教育の充実 5 

05-1 豊かな心の育成 0 

05-2 確かな学力の育成 2 

05-3 健やかな体の育成 0 

05-4 個性の伸長と協働の学校づくり 3 

05-5 安全・安心な学校づくりの推進 0 

05-6 学校施設の整備 0 

 

＜05-1_豊かな心の育成（0件）＞ 

― 

＜05-2_確かな学力の育成（2 件）＞ 

課題  改善（解決）策 

子供を通わせたいと思えるような学校（保育園や幼稚園
なども）があれば（親として）その地域に住みたいと考える
かも知れません。（04-4に再掲） 

ブランド力のある学校。優秀な教師の養成 

教育の向上。２３区から転居し，保育園の先生の質の低
さ（生徒をよびすてにするなど）公立小学校の質の低さに
驚いた。（04-4に再掲） 

 

＜05-3_健やかな体の育成（0 件）＞ 

― 

＜05-4_個性の伸長と協働の学校づくり（3件）＞ 

課題  改善（解決）策 

どこの小学校でも行けるようにして欲しい。 全員がそうなると大変なので父母などが卒業生はＯＫな
ど。祖父母が区域内なら仕事などしてなくてもＯＫなど。 

障害児教育（04-3，09-1に再掲） 就学前，小学校に入ってから中学校へと教育場所がかわ
るたび情報の共有がなされない。一元化にするべき。統
一し，まとめて機関が必要。障害者に対応できる病院が
少なすぎる。 

子供の教育環境の向上（主に発達障害児，障害児）
（04-3，09-1に再掲） 

発達障害児に対する教育については，他の自治体より進
んでいると市は考えているようだが，十分ではない。調布
市より進んでいる自治体の良いところを参考にし，もっと子
供によりそった教育をしてほしい。また，学校毎に，教育者
のレベルが違うので，教育内容を一定レベルまで引き上
げてほしい。行く学校によって，先生によって，当たり外れ
がないようにして下さい。 

＜05-5_安全・安心な学校づくりの推進（0件）＞ 

― 

＜05-6_学校施設の整備（0件）＞ 

― 

 

 

 

 

 



第４章 自由意見 

217 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

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

06-2 青少年の居場所づくり 0 

＜06-1_青少年の健全な成長の支援（1件）＞ 

課題  改善（解決）策 

若者が遊ぶところが少ない。（22-1に再掲） 調布駅周辺だけではなく，近隣駅周辺や駅からはなれた
ところにも，作って欲しい。 

＜06-2_青少年の居場所づくり（0件）＞ 

― 

 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 07 共に支え合う地域福祉の

推進 
1 

07-1 地域が一体となった福祉のまちづくりの推進 1 

07-2 参加と協働による地域福祉活動の推進 0 

 

＜07-1_地域が一体となった福祉のまちづくりの推進（1件）＞ 

課題  改善（解決）策 

公共の場所へのアクセスや便所やバス停などの施設が，
清潔で，幼児や高齢者，身体障害者など，すべての人々
に対応していることです。（08-2，09-1，24-2，25-1に
再掲） 

高齢対策として，バス停に，Ｆｌｅｘｉｂｌｅ Ｃｈａｉｒを設置する。
（使用時のみ，Ｃｈａｉｒとなり，通行にじゃまにならない。）バ
ス会社と早急に協議する。 

＜07-2_参加と協働による地域福祉活動の推進（0件）＞ 

― 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 08 高齢者福祉の充実 23 

08-1 在宅生活の支援 5 

08-2 社会参加の促進及び健康づくりの推進 12 

08-3 介護保険事業の円滑な運営 6 

 

＜08-1_在宅生活の支援（5件）＞ 

課題  改善（解決）策 

高齢者が今後増えていくことへの対応（08-2，08-3，方
針1-3に再掲） 

どのようなサービス等があるかくわしくみんながわかりやす
く知れる手段を教えてほしい。 

高齢者，問題（08-2，8-3に再掲） それらの福祉対策の充実とそのアピール 
独身の人が増えているため両親が年取った時，仕事をや
めなくても介護できるような相談所とか安くて安全な施設
を。（08-3に再掲） 

若い人や独身者は市役所の役割や相談場所など知らな
い人が多いと思うのでわかりやすく見やすく興味が持てる
ような何か考えてほしい。改善策にはなりませんでした。 

老人に対するサービスの公告がなくて，良くわからない。
（08-2，08-3，方針1-3に再掲） 

市報に「特集」として，各々のサービスの詳細な説明を掲
載したらどうか？ 

高齢者が安心安全に暮らせる地域作り（02-2，15-1に
再掲） 

地域住民のネットワーク作り。イベントなどで交流を図り，
顔見知りになれるきっかけを作る。 
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＜08-2_社会参加の促進及び健康づくりの推進（12件）＞ 

課題  改善（解決）策 

老人の働き口を増やす（11-1に再掲） 民間会社の労働力不足の仕事を老人パワーを活用する
システムを構築する。 

高齢者が今後増えていくことへの対応（08-1，08-3，方
針1-3に再掲） 

どのようなサービス等があるかくわしくみんながわかりやす
く知れる手段を教えてほしい。 

公共の場所へのアクセスや便所やバス停などの施設が，
清潔で，幼児や高齢者，身体障害者など，すべての人々
に対応していることです。（07-1，09-1，24-2，25-1に
再掲） 

高齢対策として，バス停に，Ｆｌｅｘｉｂｌｅ Ｃｈａｉｒを設置する。
（使用時のみ，Ｃｈａｉｒとなり，通行にじゃまにならない。）バ
ス会社と早急に協議する。 

ベンチが増えたら（11-1に再掲） 清掃のシルバーさんの雇用に繋げられる 
バス路線の拡充。年寄には市内まで出るのが困難（25-1
に再掲） 

市営コミュニティバスの増加，シルバーパスも利用可にす
る 

市民が住みたい，誇りのもてる市とは？ 高齢者活用など，どのように活性化させるか？ 
公共トイレが少ない。高齢者はトイレが近い。（27-2に再
掲） 

公園にトイレを作る。三鷹２３区並みに 

高齢者が気楽に行ける施設や商店，公的機関が市内に
多くないように思う。（23-2に再掲） 

新しく作るには費用が掛かるので，空き家や空きビルなど
を改装したりしてリノベーションをする。それを活用し町に
活力を出していく。 

高齢者，問題（08-1，08-3に再掲） それらの福祉対策の充実とそのアピール 
老人に対するサービスの公告がなくて，良くわからない。
（08-1，08-3，方針1-3に再掲） 

市報に「特集」として，各々のサービスの詳細な説明を掲
載したらどうか？ 

高齢化がしばらくは進む。高齢者の健康維持のための公
的な施設が不足では（12-2に再掲） 

施設の増設がむずかしければ予防のため，健康診断の内
容をもっと充実して欲しい 

市民が住みたい，誇りのもてる市とは？（04-1に再掲） 子育て，介護，高齢者活用など，どのように活性化させる
か？ 

＜08-3_介護保険事業の円滑な運営（6件）＞ 

課題  改善（解決）策 

高齢者，問題（08-1，08-2に再掲） それらの福祉対策の充実とそのアピール 
独身の人が増えているため両親が年取った時，仕事をや
めなくても介護できるような相談所とか安くて安全な施設
を。（08-1に再掲） 

若い人や独身者は市役所の役割や相談場所など知らな
い人が多いと思うのでわかりやすく見やすく興味が持てる
ような何か考えてほしい。改善策にはなりませんでした。 

老人に対するサービスの公告がなくて，良くわからない。
（08-1，08-2，方針1-3に再掲） 

市報に「特集」として，各々のサービスの詳細な説明を掲
載したらどうか？ 

市民が住みたい，誇りのもてる市とは？ 介護など，どのように活性化させるか？ 
高齢者が今後増えていくことへの対応（08-2，08-3，方
針1-3に再掲） 

どのようなサービス等があるかくわしくみんながわかりやす
く知れる手段を教えてほしい。 

これからの現役世代は家庭生活を営みながら，仕事，育
児，介護を同時にまわしていかなければいけない時代に
なるが現状はその視点での支援がない（04-2に再掲） 

ひとつの家族が家庭，仕事，育児，介護を同時に抱える
という視点でのまちづくり，サービスの提供，各家庭への支
援が必要。保育施設と介護施設が同じ場所にあれば楽。 

 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 09 障害者福祉の充実 8 

09-1 生活・相談支援体制の整備 5 

09-2 自立に向けた就労支援・社会参加支援 0 

09-3 障害福祉サービスの充実 2 

09-4 多様な居住の場の確保 1 

 

＜09-1_生活・相談支援体制の整備（5件）＞ 

課題  改善（解決）策 

障害児教育（04-3，05-4に再掲） 就学前，小学校に入ってから中学校へと教育場所がかわ
るたび情報の共有がなされない。一元化にするべき。統
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一し，まとめて機関が必要。障害者に対応できる病院が
少なすぎる。 

障害者の娘に対する対応を悩んでいます。 福祉課に相談していますが，なかなか解決していない。ど
こに相談すべきかわからない。 

子供の教育環境の向上（主に発達障害児，障害児）
（04-3，05-4に再掲） 

発達障害児に対する教育については，他の自治体より進
んでいると市は考えているようだが，十分ではない。調布
市より進んでいる自治体の良いところを参考にし，もっと子
供によりそった教育をしてほしい。また，学校毎に，教育者
のレベルが違うので，教育内容を一定レベルまで引き上
げてほしい。行く学校によって，先生によって，当たり外れ
がないようにして下さい。 

障害者が安心安全に暮らせる地域作り（02-2，15-1に
再掲） 

地域住民のネットワーク作り。イベントなどで交流を図り，
顔見知りになれるきっかけを作る。 

公共の場所へのアクセスや便所やバス停などの施設が，
清潔で，幼児や高齢者，身体障害者など，すべての人々
に対応していることです。（07-1，08-2，24-2，25-1に
再掲） 

高齢対策として，バス停に，Ｆｌｅｘｉｂｌｅ Ｃｈａｉｒを設置する。
（使用時のみ，Ｃｈａｉｒとなり，通行にじゃまにならない。）バ
ス会社と早急に協議する。 

＜09-2_自立に向けた就労支援・社会参加支援（0件）＞ 

― 

 

＜09-3_障害福祉サービスの充実（2件）＞ 

課題  改善（解決）策 

障害者支援施設，グループホームの不足（09-4に再掲） 施設をこれからも増やしてゆく 
身体障害者に対するサービスの公告がなくて，良くわから
ない。（方針1-3に再掲） 

 

＜09-4_多様な居住の場の確保（1件）＞ 

課題  改善（解決）策 

障害者支援施設，グループホームの不足（09-3に再掲） 施設をこれからも増やしてゆく 

 

 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 10 セーフティネットによる 

生活支援 
2 

10-1 生活困窮者の自立支援 1 

10-2 生活保護制度に基づく適正な保護と自立支援 1 

 

 

＜10-1_生活困窮者の自立支援（1件）＞ 

課題  改善（解決）策 

貧困，問題（04-2，10-2に再掲） それらの福祉対策の充実とそのアピール 

＜10-2_生活保護制度に基づく適正な保護と自立支援（1件）＞ 

課題  改善（解決）策 

貧困，問題（04-2，10-1に再掲） それらの福祉対策の充実とそのアピール 
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施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 11 雇用・就労の支援 3 
11-1 雇用・就労に向けた支援 3 

11-2 就労者に対する支援 0 

 

＜11-1_雇用・就労に向けた支援（3件）＞ 

課題  改善（解決）策 

退職後の就職先の斡旋 退職（特に団塊世代）後の能力，才能の受け皿として道
の駅的な場所を考えて欲しい。創作品，食品，野菜等の
販売所。 

老人の働き口を増やす（08-2に再掲） 民間会社の労働力不足の仕事を老人パワーを活用する
システムを構築する。 

ベンチが増えたら（08-2に再掲） 清掃のシルバーさんの雇用に繋げられる 

＜11-2_就労者に対する支援（0件）＞ 

― 

 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 12 生涯を通した健康づくり 8 

12-1 調布市民健康づくりプランと食育推進基本計画の推進 0 

12-2 早期発見・早期治療・重症化予防の充実 8 

12-3 国民健康保険事業等の実施 0 

 

＜12-1_調布市民健康づくりプランと食育推進基本計画の推進（0件）＞ 

― 

 

＜12-2_早期発見・早期治療・重症化予防の充実（8件）＞ 

課題  改善（解決）策 

現状に合わせた迅速な対応。 風疹の予防接種について，抗体検査の助成だけでなく，
予防接種も助成した方が安心して市内に住めると思いま
す。 

又各種健康診断，予防接種等の補助金が他の自治体よ
り少ない。 

法定での徴収であることは理解しているが他の自治体に
比べ，（申し訳ないが）職員の給与水準が高いのでは？
又，市議会議員の各種手当ても高いのでは？ 

大きな病院がない 大学病院等誘地は難しいが，しかし大きな病院が調布に
はない。敷地を確保して，募集したらどうか？ 

市民病院。 皆んなが安心して行ける病院。 
信頼できる大きな病院がない 大学病院，もしくは同等の病院を誘致してほしい 
検診等，期間が短い。 予約が取れない場合も多いので，期限を延ばす。 
世田谷区界に居住しており，かかりつけ医が，世田谷区
内にもかかわらず，税を収めている調布市から，人間ドッ
ク，定期検診，インフルエンザを除く予防接種の援助を受
けられない。 

世田谷区内医療機関受診でも，調布市医療機関と同じ
援助をする。（調布市医師会のためではなく，住民のため
を重視して） 

高齢化がしばらくは進む。高齢者の健康維持のための公
的な施設が不足では（08-2に再掲） 

施設の増設がむずかしければ予防のため，健康診断の内
容をもっと充実して欲しい 

＜12-3_国民健康保険事業等の実施（0件）＞ 

― 
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施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 13 生涯学習のまちづくり 4 

13-1 学びのきっかけづくり 0 

13-2 学べる機会の充実 2 

13-3 団体の学びの活動支援 0 

13-4 まちづくりへの学びの成果の活用 2 

 

＜13-1_学びのきっかけづくり（0件）＞ 

― 

 

＜13-2_学べる機会の充実（2 件）＞ 

課題  改善（解決）策 

図書館の利便性が良くない。 何とか誘致する。市全体で協議してもらいたい。 
国領分院図書館の蔵書が少ない。絶対数が少ないと的
時に選択，他からの図書館からの借り入れも，時間的ロス  

＜13-3_団体の学びの活動支援（0件）＞ 

― 

 

＜13-4_まちづくりへの学びの成果の活用（2件）＞ 

課題  改善（解決）策 

東京オリンピックや映画のまち等のイベントに市民を参加
させる機会をより多く作って欲しい（14-2，17-1に再掲） 

 

大会・都市ボランティア募集以前の日常ボランティア
（14-2に再掲） 

暇と見栄からボランティアを活動している老人と考えてお
られる市長さん何か見返りが有っても良いと思いません 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 14 市民スポーツの振興 14 

14-1 スポーツ環境の整備 6 

14-2 ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 6 

14-3 ＦＣ東京等とのパートナーシップ 2 

 

＜14-1_スポーツ環境の整備（6件）＞ 

課題  改善（解決）策 

気軽に健康対策ができる（27-2に再掲） 公園に簡易ジム器具を設置（現在少なすぎる） 
観光（17-2に再掲） 野球場を造り，プロ野球の試合をできるようにする 
総合体育館は２時間半まで２００円で利用出来てます
が，３０分延長しただけで追加料金１６０円払う様になって
いますが何となくおかしい感じがします 

 

スポーツ施設 野球場の開設（スタンドの設置）高校野球の試合 
体育施設（テニスコート）の利用料が，狛江市より高く（調
布＝２，４００円／２ｈ，狛江＝１，３００円／２ｈ）かつ，週
末の抽選倍率が高すぎる。 

隣接自治体と比較し，調布市行政の欠点を正す。 

スポーツ振興，施設の利用，向上のため 利用料金の値下げ。 
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＜14-2_ライフステージに応じたスポーツ活動の推進（6件）＞ 

課題  改善（解決）策 

スポーツの街 東京オリンピックに（味スタ・武蔵野森スポーツプラザ）調
布市民を最優先してチケットが買えるようにする。 

２０２０年オリンピックに向けての積極的なアピール，アプロ
ーチ  
オリンピック以降の施設の利用方法。 オリンピック後も最大限に活用できる様，早めの対策が必

要だと思う。（具体的な案はない） 
東京オリンピックや映画のまち等のイベントに市民を参加
させる機会をより多く作って欲しい（13-4，17-1に再掲） 

 

大会・都市ボランティア募集以前の日常ボランティア
（13-4に再掲） 

暇と見栄からボランティアを活動している老人と考えてお
られる市長さん何か見返りが有っても良いと思いません 

ワールドカップ２０１９，東京２０２０オリンピック，パラリンピッ
クに対する市民ボランティアの組織的活用 

民間レベルのイベント会社等からもアイデアをつのり，早急
に具体的なヒエラルキーまで策定し，具体的に始動させ
ること 

＜14-3_ＦＣ東京等とのパートナーシップ（2件）＞ 

課題  改善（解決）策 

FC東京が有名になる 短期間ではなく，先を見据えて長期的に強化して真の強
いチームになりたい。 

有名人の出生した事を伝える（17-2，20-1に再掲） ゆかりのある人に来てもらう 

 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 15 地域コミュニティの醸成 9 

15-1 地域コミュニティの活性化に向けた支援 7 

15-2 地域コミュニティ活動の拠点整備 0 

15-3 コミュニティ活動への参加の促進 2 

 

＜15-1_地域コミュニティの活性化に向けた支援（7件）＞ 

課題  改善（解決）策 

自治会や老人会への対応不足。（ボランティア面でも負
担が多い点） 

援助を多くして欲しい。（領収書を必要としても良い） 

町田市等と比較し，公共的なサービス機関が少ない 市で，ＮＰＯの設立の先への予算計上や，ボランティア支
援 

子供が安心安全に暮らせる地域作り（02-2に再掲） 地域住民のネットワーク作り。イベントなどで交流を図り，
顔見知りになれるきっかけを作る。 

高齢者が安心安全に暮らせる地域作り（02-2，08-1に
再掲） 

地域住民のネットワーク作り。イベントなどで交流を図り，
顔見知りになれるきっかけを作る。 

障害者が安心安全に暮らせる地域作り（02-2，09-1に
再掲） 

地域住民のネットワーク作り。イベントなどで交流を図り，
顔見知りになれるきっかけを作る。 

人々（市民）のふれ合いの場 定期的なイベントを地味に行う 

安心安全住みたい街住みよい街（02-2に再掲） 
地域コミュニティエリアの確立(ご近所さんや商店のネット
ワーク) 

＜15-2_地域コミュニティ活動の拠点整備（0件）＞ 

― 
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＜15-3_コミュニティ活動への参加の促進（2件）＞ 

課題  改善（解決）策 

地域の文化イベントや参加できる祭りを増やすことにより地
域交流を増やす（17-2に再掲） 

調布に市全体が参加できるような“祭り”を開催する。府
中の場合は町ごと，市全体が大国魂神社祭に参加でき
連帯感がある新しい，活気的な『調布祭』を開催する。 

都心へのアクセス 
自然（高尾山や多摩川等）もアクセスが良いが，中心街に
子ども向けの施設が少なく，買い物も不便である。
（04-1，16-1に再掲） 

子どもが育てやすい街を提言していくのなら，遊び場や買
い物の場所，更には他世代との交流施設も創ってみる 

 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 16 活力ある産業の推進 53 

16-1 にぎわいを創出する商店街等の支援 40 

16-2 バイ調布運動（市内消費）の促進 1 

16-3 市内事業所・事業者への支援 0 

16-4 新たな創業への支援 1 

16-5 特性を生かした地場産業の振興 11 

 

＜16-1_にぎわいを創出する商店街等の支援（40件）＞ 

課題  改善（解決）策 

西部の閑散さ 商業施設の建設 
駅周辺の商業施設拡充（22-1に再掲） 京王線地下化による土地の有効利用 
駅周辺の商業施設や飲食店舗をもっと増やすべき  
味の素スタジアムや武蔵野の森スポーツプラザ以外に，
大人数の人が訪れる施設がない 

大規模な商業施設などがあると良い 

中心地以外で生活しやすくする。 お店を増やす 
買い物店が少ない 特徴ある個人店の充実 
買い物 大型ショピングモールの建設 
商店街 活性化させる 
買い物 大型スーパーがなくなったから，かわりになるものが必要 
市外から大勢の人が集まってくる人気のある街づくり 大型ショッピングモールをつくる 
もう少し利便性のある地域づくり（21-1，22-1に再掲） 商業施設の建設等々 
駅周辺の雑多的商店街の整備（22-1に再掲）  
町おこしのための施策 文化・祭り・グルメのイベントを工夫して調布の活性化をは

かる。 
仙川町の商店街の活気を取り戻すこと。 自営業が継続できるようにサポートをする。 
仙川町の商店街の活気を取り戻すこと。（04-1に再掲） 仙川の保育施設を増やすこと。 
個々に商店街（←～通といわれる所）が衰退している。 大型複合商業施設ではなく，自由ヶ丘の様な戸建ての商

店や文化施設，街路樹がある街づくりが必要 
センスの良い町並（21-2に再掲） 国領，府中に比べるとダサい。特に旧甲州街道商店街，

活気なし。 
商店街がもっとにぎやかだったら良いと思う。（天神通り商
店街） 

お祭りやイベントの時に外でも販売をする。イベント事をふ
やす。 

商店街の衰退 古い商店街は代が変わってしまってリサイクルショップとド
ラッグストアと整骨院と調剤薬局ばかりふえています。もっ
と魅力的なお店が入るよう努力していただきたい。 

つつじヶ丘駅商店街がもう少し活気があるといい  
おいしいパン屋さんが少ない。おしゃれなかんじがしない。 おいしいパン屋が多い町は魅力的な町であることが多い。

おしゃれな町のイメージを持ってもらうために素材や製法
にこだわったパン屋を誘致してほしい。 



第４章 自由意見 

224 

 

文化的な水準が低く，行きたいお店が少ない 個性的な本屋でカフェ，雑貨店やこだわりのあるお店が相
互に関係し合ってまとまって，市外から人を呼べるような
活気につながるといいと思う。文化の発信源になるような
お店を誘致する。 

つつじヶ丘のライフあと セイユーを入れる 
１００円ショップがない ｃａｎｄｏを入れる）すぐできる 
商店街の復活（商店街が死んでいる，商店街が泣いてい
る） 

商店街に個人で行う，魚屋，肉屋，八百屋，おかし屋など
のお店を形成させる。スーパーにたよりすぎない！！それ
からチェーン店などのレストランなどを呼ばずに，食堂をた
くさん作ること。 

近くのお店がのきなみ閉店してしまった みりょくのある小さな商店街 
仙川町の商店街の活気を取り戻すこと。（21-1に再掲） 開発のあり方を考える。 
地域の見直し（21-1に再掲） 大型商業店舗の誘致をすすめてほしい。買物難民をなく

して下さい。（特に富士見町エリア） 
不便な地域に，生活に必要な商店をふやして欲しい。
（21-1，22-1に再掲） 

 

商業施設の活性化（22-1に再掲） いつもにぎわいのある街に！！ 
せっかく店を作っても地域の住民をターゲットにしてない。
大通りを利用する運転者中心のサービス。それによって
消費行動の低下（21-1に再掲） 

地域に密着した地元のスーパー的なのがあるとよい。←
大型じゃなくていい。小さくていいから近くで必要なものを
そろえたい。 

商業施設の充実（22-1に再掲） 調布ならではの特徴を持った商店などがあると良い。どこ
にでもあるチェーン店ばかりではつまらない。 

 買い物のしやすさ 
都心へのアクセス 
自然（高尾山や多摩川等）もアクセスが良いが，中心街に
子ども向けの施設が少なく，買い物も不便である。
（04-1，15-3に再掲） 

子どもが育てやすい街を提言していくのなら，遊び場や買
い物の場所，更には他世代との交流施設も創ってみる 

魅力のある街づくり。どういう街にしたいのかのビジョンが見
えてきません。一大商業都市は無理としても，地域商店
活性の方法を考えましょうよ。調布に行けばこれは買い得
みたいな名店街を形成するなんてのはいかがでしょうか。
それとやはり調布は映画の街というイメージが強いです。
京都太秦にあるような映画村ならぬ映画ランドみたいなも
のを作ってみたらどうでしょうか。テーマパークは金がかか
りますかね。金をかけずにこんな物が出来たら面白いんで
すけどね。（17-1に再掲） 

行政，汗をかいてください！ 

そのためだけに訪れたい場所の再創出（17-2に再掲） 商業施設ならば大型SC。他には，例として神代植物園を
改修し（季節毎（春夏秋冬）でメインとなるものを力を入れ
て出す（桜，紅葉など）にその季節に訪れたくなるものを特
徴にする。星をテーマとするなら国立天文台と協力する。
宇宙をテーマならJAXAがあるのでタイアップするなど。 

街の魅力・人と商業施設両方（17-2に再掲） 映画の街以外に，新たな「ｆｅａｔｕｒｅ」を打ち出す。ｅｘ．・
学生の街・女性の街・ファッションの街・音楽の街・グルメ
の街… 

（17-2，22-2に再掲） 各駅近に一度は行ってみたいと思える様な場所・・・催し
などは・・・難かしいですね 

インスタばえするようなカワイイスイーツやさんをやる インスタばえするようなカワイイスイーツやさんをやる 
深大寺そばの町とうたっているのに，駅前にはそばやは無
いし，手軽に１人で入れるうどん屋等もない。 

お店の誘致など少し考えた方が良いと思う。ありきたりな
店しかない様な町に，魅力はないと思います 

＜16-2_バイ調布運動（市内消費）の促進（1件）＞ 

課題  改善（解決）策 

市民ならお得，みたいなカードがあると嬉しいかも  

＜16-3_市内事業所・事業者への支援（0件）＞ 

― 
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＜16-4_新たな創業への支援（1件）＞ 

課題  改善（解決）策 

国分寺崖線上にマンションが建設されたり，景観とのバラ
ンスが必要・通勤で，都市部に出て，調布がベッドタウンと
なっているケースが多いため，通勤時間帯が電車が混雑
している（21-1，21-2に再掲） 

バリアフリーや，自然環境保全も含め，計画的なまちづくり
が必要。・パチンコ店は，ある程度は残してもよいが，市条
などで計画的に数を制限した方が良いように思います。す
ぐには難かしいとは思いますが，調布に働くところがあれば
良いと思います。そのために調布の産業や，若い人たちの
起業支援などが考えられると思います。ついでに調布には
観光資源も多いので，それを損なわないためにも，上記
のような街づくり計画や，諸規制も必要と考えます。 

＜16-5_特性を生かした地場産業の振興（11件）＞ 

課題  改善（解決）策 

大型ショッピングセンターがない 店を誘致すべき 
商業施設がないので，お金を使いたいと思わない（21-1
に再掲） 

土地はあるのでショッピングセンターなど家族連れが来れ
るような所があればいい。 

調布市内に大きなショッピングモールがない。  
伊勢丹や京王百貨店のような老若男女が利用できるデ
パートを作る。 

伊勢丹府中が閉店になるので調布に百貨店があるとい
い。近隣から人がたくさん来るようになる。 

大型商業施設ショッピングセンターなどをつくる。 近辺からこれるような充実したショッピングセンターを作る
ことで子育て世代の人々が集まってくる。この周辺にそう
いった大規模なものがない 

 

提案住勤一体の街について。調布駅前にオープンオフィ
スをつくる。｛・会員制にして，会員はそこでいつでも仕事
ができる・利用料を払えばだれでも使える→やり方は色々
あると思います。｛ＷｉＦｉやランケーブル，電源，レンタルパ
ソコンｅｔｃ，コピー機，プリンターｅｔｃ。オフィス機能をそろ
えたスペース。・起業支援コーナー・商談スペース・資料
室（ビジネス雑誌など）・コミュニティカフェ・就労支援，社
会復帰支援等のコーナー・託児所。を設置。利用者同志
（異業種）が顔見知りになり，新たなビジネスを生み出す
可能性もある。それは，調布発のビジネスと考えるとワクワ
クします。他地域に本社のある会社の多摩地区へのサテ
ライトオフィスの役割を果たしたり，テレワークの支援をした
りも考えられると思います。この提案の裏には「失われた２
０年世代」が「とり残された世代」になっている問題がありま
す。３０代半ば～４０代半ばです。この世代の就労支援，
起業支援こそが，すべてのスタートと考えます。税収に関
る事ですので…。そのためには，健全な働き方で，だれも
が幸せに働ける環境と新たなビジネスの展開が必要だと
考えています。新たなビジネスの種は，地域のコミュニティ
の中から生み出されるのではと思います。 

駅前の調布野菜の売り場がせまく，品数が少ない（18-2
に再掲） 

駅前でなくてもいいので，とこかに集約して，調布の野菜
直売所を作ってほしい。深大寺も中途半ぱ。 

企業誘致 優遇税制（の整備） 
話題になるような施設 注目される業種 
大型商業施設を誘致する。 たのむ 
以前の居住地（川崎市）と比較して魅力が少ない 商業施設等増加，誘地 
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施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 17 魅力ある観光の振興 70 

17-1 「映画のまち調布」の推進 19 

17-2 地域資源を活用したにぎわいの創出 27 

17-3 特色ある観光情報の発信 24 

 

＜17-1_「映画のまち調布」の推進（19件）＞ 

課題  改善（解決）策 

遊ぶところが少ない 市内にも映画を上映する施設はありますが，TOHOシネマ
ズ等，一般人向けの施設があった方が人は来ると思いま
す 

映画のまち 映画のまちといっていますが，市民にとってみれば別にそ
んな気は全くしません。ただ撮影所があるだけで，過去の
栄光です。撮影所見学，解放，映画撮影見学，エキスト
ラとかしてもらって映画のまちと思ってもらうようにはできま
せんか。 

 
映画のまちなので，映画や，ものづくりなどにたずさわって
いる方などの話が聞けるイベントなどあると楽しそう。 

映画のまち調布のＰＲ。歴史を感じづらい 映画を推し出した博物館，施設の充実。公共施設（文化
ホール等）を用いた，調布にゆかりのある映画の上映，特
集など。 

調布市が“映画のまち”という認識はないし，それをうりに
する意味がわからない。キタロウももう古い気がする。 

これに税金を使っているならやめるべき 

映画の街に一考 近代映画上映も良いが，オールドファンが見たい映画も
上映希望 

映画のあるまち調布 演芸会寄席の開設（落語等）各場地域の交流 
「映画の街」の推進。形がよく見えてこない！ 映画まつり（仮装コンテスト）調布駅の出口を「ガメラ」にす

る。スタジオ見学受入れ。 
映画の街と言っているのに調布駅を上ってからトリエＣ館
までが，わかりずらい（22-1に再掲） 

駅の出口からレールのように線を引いて，たどって行け
ば，映画館に着くような工夫が有ると良いと思う。その線
も，ただのカラーラインではなく，映画のフィルムや何かの
キャラクター（鬼太郎やガメラなど）の足跡だと楽しい 

“映画の町”なのに，映画館が出来たのに，映画が好きな
のに。（22-1に再掲） 

上映作品，全て駅前に掲示してほしい。 

市の特徴が弱い。→映画のまちにするなら（未だに府中に
まちがわれる。） 

東京映画祭等，大きなイベントをする。メディアの利用。
観光（映画での）で訪問してもらう様に企画が必要 

映画のまちと呼ばれたがっている割には，魅力にとぼし
い。 

シアタスで上映するプログラムを一搬的な商業ベースで
なく，独自の視点で選んだ，映画好きな人が，うなるよう
なものにする。それにともなうイベントも開いて，映画好き
が集う街にする。 

映画館「シアタス」のラインナップが恋愛モノにへだたって
いて「映画の街」の特性を生かせていない。 

「映画の街」ならではの，マイナーで通な映画も積極的に
上映してほしい。 

地味な印象がある（29-2に再掲） 駅周辺の美化。映画の街と呼ばれる程，シアター系の建
物が無い。つつじヶ丘より先は田舎の様な感じ 

もっと映画のまちをアピールする。 映画に関する施設（博物館，資料館ｅｔｃ） 
魅力のある街づくり。どういう街にしたいのかのビジョンが見
えてきません。一大商業都市は無理としても，地域商店
活性の方法を考えましょうよ。調布に行けばこれは買い得
みたいな名店街を形成するなんてのはいかがでしょうか。
それとやはり調布は映画の街というイメージが強いです。
京都太秦にあるような映画村ならぬ映画ランドみたいなも
のを作ってみたらどうでしょうか。テーマパークは金がかか
りますかね。金をかけずにこんな物が出来たら面白いんで
すけどね。（16-1に再掲） 

行政，汗をかいてください！ 

東京オリンピックや映画のまち等のイベントに市民を参加
させる機会をより多く作って欲しい（13-4，14-2に再掲） 

 

全国，全世界での知名度向上（東京23区でもない，多摩 メディアでの紹介，映画，インタネットテレビでのロケとして
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地区でもどの辺りなのかわからない）（17-3に再掲） 活用，東京都での位置を一言で印象付けるキャッチコピ
ー 

「深大寺」「映画の街」などのＰＲは関心のない層も多いの
で訴求力に欠ける（17-3に再掲） 

多くの層が関心を持ちやすいグルメフェスなども併用して
知名度向上を企図する 

＜17-2_地域資源を活用したにぎわいの創出（27件）＞ 

課題  改善（解決）策 

妖怪の町のイメージがある 鬼太郎推しをやめる 
有名人の出生した事を伝える（14-3，20-1に再掲） ゆかりのある人に来てもらう 
調布花火大会 市の目玉イベントです。夏じゃなくてもいいので開催し続け

るべきです。 
花火大会。調布駅（22-1に再掲） 夏にやるべき。せますぎる 
遠方の知人を呼んだ時，かんこうする場所が少ない  
異文化テーマパーク誘致 例えば東南アジア諸国の食，雑貨，文化・（図） 
調布に訪れてみたいと思われる為には 流行を追いすぎず，懐かしい感じが残る町にしたらと思い

ました。 
私は両親も調布で生まれ私自身も調布で育った人間で
す。調布の歴史をもっと今の子供達に教えてやってもらい
たい。（20-1に再掲） 

本当の調布の良さを知っているお年寄りに早く聞いて資料
や教材を作って今の子供達が次の世代に伝へられると良
いですね！！ 

Ｐ１６の２２の答えを３にしたのはせっかく開催する花火大
会なのに予算の関係とは思いますが，始まる時間が早く
短かすぎて楽しめなくて残念です 

わかりません 

花火大会の音楽とのコラボについて。最近は他の花火大
会でも行っているので差別化を図る。（19-1に再掲） 

音大等があるので，生のオーケストラ，ブラスバンド等で会
場，中継等を盛り上げる。 

駅がキレイになったり，新しいスポットができるのも良いで
すが，きっと調布は歴史ある古きよきものもあるはず。
（20-1に再掲） 

残っているもの（神社など）だけでなく，何か，今は消えて
しまったものをよみ返らせ（注目させる）てみるのも良いの
では。食べ物でも，人物でも，建て物でも 

イベントごと，おまつりをふやす イベントごと，おまつりをふやす 
街の魅力・人と商業施設両方（16-1に再掲） 映画の街以外に，新たな「ｆｅａｔｕｒｅ」を打ち出す。ｅｘ．・

学生の街・女性の街・ファッションの街・音楽の街・グルメ
の街… 

（16-1，22-2に再掲） 各駅近に一度は行ってみたいと思える様な場所・・・催し
などは・・・難かしいですね 

地域の文化イベントや参加できる祭りを増やすことにより地
域交流を増やす（15-3に再掲） 

調布に市全体が参加できるような“祭り”を開催する。府
中の場合は町ごと，市全体が大国魂神社祭に参加でき
連帯感がある新しい，活気的な『調布祭』を開催する。 

桜のライトアップが少ない ライトアップする範囲や期間を増やす。 
深大寺へのアクセス（22-3，25-1に再掲） 現状有料のバスが移動手段だが，深大寺周辺施設を利

用すると無料で利用できるようになるともっと観光客も増
えるかも 

観光（17-2に再掲） 野球場を造り，プロ野球の試合をできるようにする 
味の素スタジアムを活かしきれていない。 サッカーの試合とコンサートがお金を生み出している。サッ

カー専用にして，サッカーを最大限楽しめるようにする。サ
ッカースタジアムでもコンサートは最高のものができる。 

そのためだけに訪れたい場所の再創出（16-1に再掲） 商業施設ならば大型SC。他には，例として神代植物園を
改修し（季節毎（春夏秋冬）でメインとなるものを力を入れ
て出す（桜，紅葉など）にその季節に訪れたくなるものを特
徴にする。星をテーマとするなら国立天文台と協力する。
宇宙をテーマならJAXAがあるのでタイアップするなど。 

「妖怪まつり」 ハロウィンに乗っかる水木さん。 
ゲゲゲの通りをもっと大きく。仙川をもっとアピールする 広報がんばって下さい。ゲゲゲのキャラをもっと増やす。

（天神通り，深大寺に）１日過ごせるように楽しめるくらい 
鬼太郎をもっとアピールした方が良いと思います。 鬼太郎（妖怪）のテーマパークを作る。図書館や本屋にも

っと鬼太郎の本があっても良いと思います。 
TVなどが来た時にアピールできるポイントが少ない。 美味しい食事処（チェーン店でない）とか誘致できたらい

いのでは。 
歴史の割りに施設がわからない（17-3に再掲） インターネットとイベント開催 
中央線のような各駅のブランド力が京王線には無い。高
円寺は古着のマチであったり，中野はオタクのマチであっ
たりなど… 
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世界からの観光客が来る調布市，活性化何となく町が物
足りない（21-1に再掲） 

コンクリートジャングルの中間にオアシス又は路地裏・屋
台，グルメ人が集結するのは食 

＜17-3_特色ある観光情報の発信（24件）＞ 

課題  改善（解決）策 

全国，全世界での知名度向上（東京23区でもない，多摩
地区でもどの辺りなのかわからない）（17-1に再掲） 

メディアでの紹介，映画，インタネットテレビでのロケとして
活用，東京都での位置を一言で印象付けるキャッチコピ
ー 

知名度 観光のpr 
実際に訪れた人には，ほぼ全員に「住みやすそう」と思っ
てもらえるが，訪れるまではまったく街のイメージを持って
もらえない（方針1-3に再掲） 

市内の住民向けではなく，市外の人向けの広報を強化す
る。特に近年SNS映えする景観や食べ物・飲み物等には
わざわざ足を運ぶ・長時間並ぶという人も多いため，「次
の土曜日ここのカフェでランチしてそのあとここのお店でパ
ン買って帰ろうか」のようなちょっとしたお出かけイメージ
（人からいいねと思われるようなイメージ）ができるような，
ファッション雑誌の一角にあるコーナーくらいの情報量のウ
ェブマガジン（ウェブページ状の記事，更新時はTwitterや
Facebookでお知らせ）があるとよいかもしれない。 

府中と混同される 府中より都心に近く多摩地域の玄関口であることを強くア
ピールする 

「深大寺」「映画の街」などのＰＲは関心のない層も多いの
で訴求力に欠ける（17-1に再掲） 

多くの層が関心を持ちやすいグルメフェスなども併用して
知名度向上を企図する 

調布市の認知度が低い メディアなどに取り上げてもらう 
歴史の割りに施設がわからない（17-2に再掲） インターネットとイベント開催 
知名度がイマイチ。”「調布」といえば〇〇”の〇〇の部分
がなかなか出てこない。 

味の素スタジアムが調布にあることをもっとアピールすれ
ばいいのでは？オリンピックも近いので。 

市のブランディングが弱い（方針1-3に再掲） 「自然と芸術と子育ての街」等のキャッチコピーとブランデ
ィングに基づく市の発展計画の策定と実行。その際，主要
交通機関である京王電鉄との連携を重視。 

23区ではない，都下のイメージ 講演施設や映画の街等キャンペーンを利用して，ユニー
クな文化の街を発信 

調布市のアピールポイントの強化  
外部から見た時に，特色の見えにくい街である。住むには
良いが，それ以外の魅力が見えない。 

街の特色を出した活動をもっと広報すべき，伝わっていな
いです。 

ＪＲや小田急に比べると京王はマイナーなので 京王電鉄と共にメジャーになる為コラボしてＰＲ活動を行う 
都心から遠いと思っている人が多い。（例）「八王子の方で
しょ。」 

都心（新宿）から電車で何分とか，近さ，便利さをもっとア
ピールしたら良い。（世田谷の隣りとか） 

ＴＶ番組や映画（ドラマ，アニメ等）の舞台となった際のチ
ャンスを活かせたことがないように思う。 

他の自治体を参考にし，市が主導して予算を投じ，ＰＲを
行う。市だけの判断では空回りする恐れがあるので，十分
な予算を使い，民間に委託するのも良いと思う。 

私も含めて，調布市のことをよく知らない。 周知の仕方を考える。 
調布の観光地めぐりのＰＲ 観光ルートの拡充。ルートマップの拡充 
今後国際的イベントが有るのに，外国語の表示や案内が
少ない（21-2に再掲） 

アプリやＱＲコードを使ってスマホなどで市内のルートや，
施設の案内が何ヶ国語かでできるなど若い人向けの案内
の他，高齢者に向けての対策も有ると良いと思う 

歴史もある市なのに，アピールが少ない。もったいない。 外国人にもわかりやすくＳＮＳなどを使っていけばいいと思
う。若い世代は，紙や本を見ません。 

調布を知らない方からは，「何もない」「不便」「いなか」と
いうイメージがあるようだ。 

都心にも近く，また自然も残っている魅力ある街である事
をアピール 

いろいろイベントを行っているので，もっと都内に発信する かわいいアスコットキャラクターを作り，広報活動を盛んに
する。調布出身やゆかりのある有名人に広報活動をして
もらう。 

深大寺，野川，多摩川など良い所がたくさんあるので全国
の人に知ってもらうため 

まちおこしのＰＲをする 

駅前広場（22-1に再掲） 魅力的なイベントをもっと増やしてほしい。回数が少ないと
思う。 

調布の観光地めぐりのＰＲ（25-1に再掲） 駐車場の整備。公共交通機関の拡充 
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施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 18 都市農業の推進 3 

18-1 いきいきとした農業経営 0 

18-2 農のある地域づくり 2 

18-3 農地の保全 1 

 

＜18-1_いきいきとした農業経営（0件）＞ 

― 

 

＜18-2_農のある地域づくり（2件）＞ 

課題  改善（解決）策 

この処，市民農園がなくなりつつあるが，以前市民
農園をうらやましいと思う友人が居ました。折角自
然豊かな市なので農園を増やして欲しい（27-2に再
掲） 

個人が協力していたのだと思うので，市が農園に出
来る処を買い取ってはいかが？ 

駅前の調布野菜の売り場がせまく，品数が少ない
（16-5に再掲） 

駅前でなくてもいいので，とこかに集約して，調布
の野菜直売所を作ってほしい。深大寺も中途半ぱ。 

＜18-3_農地の保全（1件）＞ 

課題  改善（解決）策 

「調布の魅力は緑が多いこと」→緑地がじわじわと減って
きている。（相続で畑が宅地化。庭のある家の減少。）
（27-1に再掲） 

☆畑が宅地化する前に，公共の緑地化（公共の緑地化
は子供たちの遊び場にする）をめざす。 
・柏野小横は好事例・みどりの募金の認知を上げ，活用す
る。 

 

 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 19 芸術・文化の振興 4 
19-1 市民の芸術・文化活動の促進 1 

19-2 芸術・文化施設の整備・運営 3 

 

＜19-1_市民の芸術・文化活動の促進（1件）＞ 

課題  改善（解決）策 

花火大会の音楽とのコラボについて。最近は他の花火大
会でも行っているので差別化を図る。（17-2に再掲） 

音大等があるので，生のオーケストラ，ブラスバンド等で会
場，中継等を盛り上げる。 

＜19-2_芸術・文化施設の整備・運営（3件）＞ 

課題  改善（解決）策 

グリーンホール 足が悪いため階段が多く，観劇等に不便なためいけない 
世界的に有名な音楽家も調布市に住んでいらっしゃいま
す。パイプオルガンを備えた音楽ホールを整備して頂きた
い。 

 

市役所の耐震化工事について。（方針4-1に再掲） 補強工事より，そもそも古いし，使い勝手も悪いので，建
て直しを検討した方が，この先のインフラ費用も安くなるの
では？ 
グリーンホールも古いので一緒にして建て直しを検討下さ
い。 
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施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 20 地域ゆかりの文化の保存

と継承 
3 

20-1 歴史・文化遺産の保存と継承・活用 3 

20-2 
武者小路実篤を核とした地域ゆかりの歴史文化・資

源の保存と継承・活用 
0 

 

＜20-1_歴史・文化遺産の保存と継承・活用（3件）＞ 

課題  改善（解決）策 

有名人の出生した事を伝える（14-3，17-2に再掲） ゆかりのある人に来てもらう 
私は両親も調布で生まれ私自身も調布で育った人間で
す。調布の歴史をもっと今の子供達に教えてやってもらい
たい。（17-2に再掲） 

本当の調布の良さを知っているお年寄りに早く聞いて資料
や教材を作って今の子供達が次の世代に伝へられると良
いですね！！ 

駅がキレイになったり，新しいスポットができるのも良いで
すが，きっと調布は歴史ある古きよきものもあるはず。
（17-2に再掲） 

残っているもの（神社など）だけでなく，何か，今は消えて
しまったものをよみ返らせ（注目させる）てみるのも良いの
では。食べ物でも，人物でも，建て物でも 

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

― 

 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 21 良好な市街地の形成 51 
21-1 適正な土地利用の推進 26 

21-2 景観まちづくりの推進 25 

 

＜21-1_適正な土地利用の推進（26件）＞ 

課題  改善（解決）策 

駐輪場（25-3に再掲） 有効活用されてない市有地の払い下げ 
住宅多すぎ 住宅建てるの制限する 
布田駅周辺がどの年代にとっても住みやすくしてほしい 大きなスーパーがほしい 
住宅街にスーパーがない。 駅から離れた住宅街でのスーパーマーケットの充実 
古い施設 市役所等以外，若い人も取り込める施設が必要。公務員

以外プラスになるよう 
おひとり様が気楽に行ける施設や商店，公的機関が市内
に多くないように思う。（23-2に再掲） 

新しく作るには費用が掛かるので，空き家や空きビルなど
を改装したりしてリノベーションをする。それを活用し町に
活力を出していく。 

 休む，いすがあると散歩がしやすい。 
世界からの観光客が来る調布市，活性化何となく町が物
足りない（17-2に再掲） 

コンクリートジャングルの中間にオアシス又は路地裏・屋
台，グルメ人が集結するのは食 

まちづくりのコンセプトが判らない（22-1に再掲） 均等な街づくりではなく，地域の特色を生かしたまちづく
り。調布（エンターテイメント），布田（歴史？），国領（産
業？JUKI）など 

都心に勤務するサラリーマンの通勤用子育て地区（昼間
住民の偏り）（22-1に再掲） 

調布，仙川駅を中心とした市構造のコンパクトシティ化構
想推進 

仙川町の商店街の活気を取り戻すこと。（16-1に再掲） 開発のあり方を考える。 
地域の見直し（16-1に再掲） 大型商業店舗の誘致をすすめてほしい。買物難民をなく

して下さい。（特に富士見町エリア） 
市全体の住環境を考えると 
買物環境を良くすること。現在，駅付近に集中していると
思う。（22-1に再掲） 

（例えば）調布の（魚，肉，やさい畑）（市場）を他地域から
も訪れたくなる様な更に魅力ある，便利な所にする等（現
在午前で閉まってしまう不便さあり） 

不便な地域に，生活に必要な商店をふやして欲しい。
（16-1，22-1に再掲） 
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どんな町作りを目指しているのかわからない（22-1に再
掲） 

町作りのコンセプトを市民に明確に示して頂きたい 

せっかく店を作っても地域の住民をターゲットにしてない。
大通りを利用する運転者中心のサービス。それによって
消費行動の低下（16-1に再掲） 

地域に密着した地元のスーパー的なのがあるとよい。←
大型じゃなくていい。小さくていいから近くで必要なものを
そろえたい。 

京王閣集辺の生活しやすい環境  
商業施設がないので，お金を使いたいと思わない（16-5
に再掲） 

土地はあるのでショッピングセンターなど家族連れが来れ
るような所があればいい。 

国分寺崖線上にマンションが建設されたり，景観とのバラ
ンスが必要・通勤で，都市部に出て，調布がベッドタウンと
なっているケースが多いため，通勤時間帯が電車が混雑
している（16-4，21-2に再掲） 

・バリアフリーや，自然環境保全も含め，計画的なまちづく
りが必要。・パチンコ店は，ある程度は残してもよいが，市
条などで計画的に数を制限した方が良いように思います。
すぐには難かしいとは思いますが，調布に働くところがあれ
ば良いと思います。そのために調布の産業や，若い人たち
の起業支援などが考えられると思います。ついでに調布に
は観光資源も多いので，それを損なわないためにも，上
記のような街づくり計画や，諸規制も必要と考えます。 

建物の高さ規制を厳しくして下さい。府中市のようになら
ないよう。緑を多く美しい街でありますよう。（27-1に再掲） 

 

もう少し利便性のある地域づくり（16-1，22-1に再掲） 商業施設の建設等々 
駅前ビルとチェーン店，パチンコ店ばかりで品がない街に
見える。 

パチンコ店をもう誘致しない。 

パチンコ店撤去。（25-2に再掲）  
調布駅前広場 パチンコ店は少なくして，安全な広場（老人も子供）にお

願いしたいです。 
駅前，周辺が文化的でない。パチンコやのみやが多すぎ。
（22-2，27-2に再掲） 

緑あり，公園風雨でも人が集える屋根つきの場所がほし
い。 

住宅地としての環境整備 特に子育て世帯と高齢者世帯に魅力あるハードとソフト面
での充実を。 

＜21-2_景観まちづくりの推進（25件）＞ 

課題  改善（解決）策 

調布駅前の景観 調布の自然の豊かさを象徴するような緑陰濃い広場を作
る。酷暑でも快適さを得られ，人が集いたくなるような場
作りをする。 

都市景観 思い切って再開発，ごみごみした印象の無いように。 
街並みづくり キレイな景観や楽しい街づくり 
駅前を離れると外灯が暗い（24-2に再掲） 電灯の増設は費用がかかるため，省エネ且つワット数の

明るい電灯へ替える 
宣伝されていない もう少し景観をよくするように。 
景観や安全の為にも電線の地下化と電柱の撤去をすべ
き。（24-2に再掲） 

隣接した自治体と共に積極的に整備する為に予算を増
やすべき。 

街並・景観をもっと良くする。（24-2に再掲） 電柱の撤去 
看板の規制 地味なものに変えさせる。品格を優先 
景観 清掃。 
調布，無味無臭な感じ，特色がない（24-2に再掲） 電柱うめて下さい，全て。街の美観をととのえるだけで価

値が上がりますよ。 
京王閣集辺の景観  
仙川沿いの緑地をもう少しきれいに  
街灯が少ない。（24-2に再掲） 夜歩行時，暗い箇所が多いので増やす。 
 きれいな街並み 
道路の柵（歩道と車道のさかい）の設置も良いが美しくな
い。情緒豊かな景色も白い柵１つで台なしになってしまう
事もあります。（24-2に再掲） 

もっとデザイナーが考えて美しい物を作ってほしい。ただ
何でも付ければ良いという時代は終ったと思います。 

市内の電信柱に様々な種類の電線が，これ以上設置出
来ないという程設置され，景観をだいなしにしていると思
う。 

 

野川の草がじゃま 定期的にかる 
調布駅周辺はパチンコ屋が多く，景観や，環境が悪い。
（22-1に再掲） 

パチンコ屋をなくす。駅前に作れない条例を作る 
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駅前のパチンコ店が多い。（22-1に再掲） ・バリアフリーや，自然環境保全も含め，計画的なまちづく
りが必要。・パチンコ店は，ある程度は残してもよいが，市
条などで計画的に数を制限した方が良いように思います。
すぐには難かしいとは思いますが，調布に働くところがあれ
ば良いと思います。そのために調布の産業や，若い人たち
の起業支援などが考えられると思います。ついでに調布に
は観光資源も多いので，それを損なわないためにも，上
記のような街づくり計画や，諸規制も必要と考えます。 

国分寺崖線上にマンションが建設されたり，景観とのバラ
ンスが必要・通勤で，都市部に出て，調布がベッドタウンと
なっているケースが多いため，通勤時間帯が電車が混雑
している（16-4，21-1に再掲） 

バリアフリーや，自然環境保全も含め，計画的なまちづくり
が必要。・パチンコ店は，ある程度は残してもよいが，市条
などで計画的に数を制限した方が良いように思います。す
ぐには難かしいとは思いますが，調布に働くところがあれば
良いと思います。そのために調布の産業や，若い人たちの
起業支援などが考えられると思います。ついでに調布には
観光資源も多いので，それを損なわないためにも，上記
のような街づくり計画や，諸規制も必要と考えます。 

調布駅に１～３案内板を（22-1に再掲） 駅週辺に，案内板が２～４ヶ設置したらいいかも 
景観（25-3に再掲） 道路に放置している自転車の駐輪規正。 
センスの良い町並（16-1に再掲） 国領，府中に比べるとダサい。特に旧甲州街道商店街，

活気なし。 
今後国際的イベントが有るのに，外国語の表示や案内が
少ない（17-3に再掲） 

アプリやＱＲコードを使ってスマホなどで市内のルートや，
施設の案内が何ヶ国語かでできるなど若い人向けの案内
の他，高齢者に向けての対策も有ると良いと思う 

バリアフリー，綺麗な建物と安全（23-2に再掲） ガイドや，宣伝。メンテナンス 

 

 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 22 地域特性を生かした都市

空間の形成 
109 

22-1 魅力的な中心市街地の形成 77 

22-2 駅周辺におけるまちづくり 28 

22-3 深大寺地区におけるまちづくり 4 

 

＜22-1_魅力的な中心市街地の形成（77件）＞ 

課題  改善（解決）策 

調布駅前の整備。行ってみたい・住みたいと思う駅前にな
っていない。 

商業施設の利便性。住みたい街ランキング上位の街を参
考に考える。 

駅前広場の改善  
駅前が暗すぎる（24-2に再掲） 駅前に店を増やして明るくしてほしい 
調布駅前の広場 もっと活用できる場所にした方が良い 
まちづくりのコンセプトが判らない（21-1に再掲） 均等な街づくりではなく，地域の特色を生かしたまちづく

り。調布（エンターテイメント），布田（歴史？），国領（産
業？JUKI）など 

都心に勤務するサラリーマンの通勤用子育て地区（昼間
住民の偏り）（21-1に再掲） 

調布，仙川駅を中心とした市構造のコンパクトシティ化構
想推進 

注目されるような施設や建物などをつくる。 子供から大人まで楽しめる施設をつくる。（インスタ映えす
るような…何か） 

若者が遊ぶところが少ない。（06-1に再掲） 調布駅周辺だけではなく，近隣駅周辺や駅からはなれた
ところにも，作って欲しい。 

どの駅前も殺風景。ポイ捨てごみ，不法投棄が多く汚いと
ころが多い。（28-2，29-2に再掲） 

緑化できる所はして頂きたいです。市民の意識を高める。 

車の街，買い物の街 駅前トリエの駐車場やパルコの駐車場をタダにする（調布
市民） 

車の街，買い物の街 競輪場を廃止にしてショッピングモールを建設する（ララポ
ートなどを誘致） 
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駅を出た時に大きい木が少ない。（27-2に再掲） 駅前をコンクリで固めるだけでなくシンボルになるような大
きな木を植える。 

調布駅前の再開発を最後までキッチリやってもらいたい。
もっとみりょくのある店やセンスある外観に。 

府中駅のように，再開発終了後にデパートが閉店してしま
うようにならないように。ニーズをつかんで進めてほしい。 

駅前の開発方法 都心や他の駅前と同じような開発型のようです。もっと緑
の多い落着いたものがよい。 

調布駅周辺はパチンコ屋が多く，景観や，環境が悪い。
（21-2に再掲） 

パチンコ屋をなくす。駅前に作れない条例を作る 

京王線地下化後の跡地に 楽しんで散歩が出来る緑やせせらぎ，喫茶店がある遊歩
道 

公園が少ない（27-2に再掲） 駅近くにも公園を作る 
市全体の住環境を考えると 
買物環境を良くすること。現在，駅付近に集中していると
思う。（21-1に再掲） 

（例えば）調布の（魚，肉，やさい畑）（市場）を他地域から
も訪れたくなる様な更に魅力ある，便利な所にする等（現
在午前で閉まってしまう不便さあり） 

不便な地域に，生活に必要な商店をふやして欲しい。
（16-1，21-1に再掲） 

 

調布駅前，ビルだらけ，寒々しい。（図あり） 例えば，パリのようにする。（木，赤レンガ，植え木）（図あ
り）若い人が来たがるように。 

駅前のパチンコ屋の多さ その町の顔である駅前にパチンコ屋がいたる所にあるのは
価値を下げると思うので，２０２０年にむけて辞めて欲しい 

どんな町作りを目指しているのかわからない（21-1に再
掲） 

町作りのコンセプトを市民に明確に示して頂きたい 

調布駅に１～３案内板を（21-2に再掲） 駅週辺に，案内板が２～４ヶ設置したらいいかも 
市中心部しか便利ではない（手続き等）（方針2-1に再
掲） 

出張所をもうける 

商業施設の活性化（16-1に再掲） いつもにぎわいのある街に！！ 

休日に楽しめるスポットが少ない。調布もいまいち（トリエ） 二子玉川のようなおしゃれさ，ゆったりさが欲しい 
商業施設の充実（16-1に再掲） 調布ならではの特徴を持った商店などがあると良い。どこ

にでもあるチェーン店ばかりではつまらない。 
 駅前，トイレ必要。 
駅前開発 充実した商業施設 
調布駅前のバスロータリーの設計見直し。駅前が市民の
集う広場という都市は調布駅のみ。これを大切に。近代
化は近代的な施設を作る事でない。バスロータリーに屋
根は必要ない。かえって歩行者の邪魔になるし，風を共
なう雨の時はこれも又屋根が邪魔。無駄な経費は使わな
い事。 

調布駅前はローマの広場の様に文化，芸術の広場に。そ
して植樹をし，駐輪場跡と公園跡に調布市美術館と博物
館を高層でなく，２階建てくらいのビルをたてる。バスロー
タリーはコンパクトに駅前公園で小さな演奏会が出来れば
良い。そしてパチンコ屋とゲームセンターを移動してもらう
事。より文化程度の高い調布市にしてほしい。これからの
日本は文化事業で経営をして行く事が大事。文化，芸術
は人材が育ちます。調布は文化，芸術に予算をとってい
ない 

市内全体としては，落ちついているが，活気が無い 駅の中心に，公共施設を増やし，あかぬけた外観や，人
並みの誘導をすると良いと思う。 

調布駅前広場の活用 これから調布駅前広場がどのようになっていくのか楽しみ
ですが，今のまゝだと北と南がフラットになっただけで，とうり
すぎるだけの空間にしか感じません。ブティックやカフェな
ど老若男女が，ちょっと立ち寄りたくなるお店があると，近
隣からおしゃれな街として受け入れられ，たづくり，グリー
ンホール，映画館へと足をのばしていたゞけるのではない
かと思います。 

集客施設が少ない。 ・調布駅地上部分を公園のようにして，常時くつろげる空
間を設ける。 
・シネコン右側の空いたスペースに，屋台を常時出せる空
間を設ける。 
・その先にある京王線が地下化されている地上の空いた
スペースにラーメン屋台を無料で出せるようにして，ラーメ
ン街を作る。 
・京王相模原線が地下された地上部にオフロード自転車
やスケートボードが自由に行える施設を作る。 
・神代植物公園付近の空いたスペースに大規模なアウト
レットモールを設ける 
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魅力的な施設がない ・京王線上部の空いたスペースに，池袋サンシャインシテ
ィのナンジャタウンのようなかつての街を再現したテーマパ
ーク（鬼太郎タウンでもいいかも）を作成する。（上記のラ
ーメン店もその中に組み込む） 
・西調布一番街のようにさびれた商店街の閉店した店を
安い賃料で新しく商売を始める人に借し出す。 
・西調布の三上とうふ店のおからドーナツ。品川通りのチ
ーズケーキ店等，他の地域の人が注目するものが多い
が，駅からはなれすぎている。京王電鉄と協力して，駅構
内からすぐに行ける地元名産品を並べた，売り場（地方の
道の駅にあたる）設備を作る。 
・駅構内に，調布から見える富士山と題して，調布市内で
撮影された富士山の写真を多数展示する。（神代植物園
で撮影した写真も一緒に並べる） 
・深大寺付近に大型のレストラン，温泉，宿泊設備を設け
る。（団体客で混雑していてゆっくり回れないと地方から来
た知り合いがこぼしていた） 

駅前のパチンコ店が多い。（21-2に再掲） ・バリアフリーや，自然環境保全も含め，計画的なまちづく
りが必要。・パチンコ店は，ある程度は残してもよいが，市
条などで計画的に数を制限した方が良いように思います。
すぐには難かしいとは思いますが，調布に働くところがあれ
ば良いと思います。そのために調布の産業や，若い人たち
の起業支援などが考えられると思います。ついでに調布に
は観光資源も多いので，それを損なわないためにも，上
記のような街づくり計画や，諸規制も必要と考えます。 

調布駅前に家族でのんびりできる憩いの場が少ない。子
供とのんびり歩ける道路が少ない。（04-1，24-2，27-2
に再掲） 

子供を放てる公園や緑地がほしい。 

・都市化？ 
・あまり木を切らないで。 
・公園，広場もっとほしい。 
・まえは「花の駅」と言われていた。（04-1，27-2に再掲） 

子育て環境悪（公園がここ２０年ほとんどなくなった） 

駅前に子どもが遊べる施設が少ない（04-1，27-2に再
掲） 

たこ公園のような公園を駅前につくる。ちょっと遊べる，と
いう所を作った方がいい。 

調布駅前の今後 工事が終了してどのように変わるかは期待している。もう
少し買いやす店を増やしてほしい（若者向け，高級感の店
が多くてはいりにくい） 

駅前広場（17-3に再掲） 魅力的なイベントをもっと増やしてほしい。回数が少ないと
思う。 

調布駅のロータリー，計画道路の整備がおそい（24-1に
再掲） 

他の予算をけずる。 

街全体が統一されていない感じがする。 調布駅周辺の都市の様想や，駅が近代化されるにつれ
モダンになるが，かつての田舎っぽさを残す方が好まし
い。 

調布駅南口の広場について だだっ広いコンクリート敷。これから何か企画があるのでし
ょうか？ところどころにベンチがあるとたすかります。以前
は噴水があり，その回りに座わって，町という雰囲気があり
ました。噴水でなくてよいので，お金をかけないで調布広
場として活用して頂ければ楽しくなれるのではと思います。 

調布駅前広場の未整備。 早く整備してほしい。 
駅前の整備（22-2に再掲） 自家用車を止められない。 
駅周辺の商業施設拡充（16-1に再掲） 京王線地下化による土地の有効利用 
調布駅前 以前の駅前の良さを思い出して！ 
調布駅のロータリーが広過ぎて休む所もなく，日影もなく，
辛いです。自転車が便利だったのですが，今は一杯で使
えないことが多い。→調布に行かなくなった。 

駅前を何とかする 

調布駅が混みすぎなので，どうにかして欲しい。  
調布駅前広場がしょぼい。トリエも全てつながっていないの
が不満。雨の日に濡れる 

地下通路を広げる。伸ばす 
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調布駅周辺をもう少し，改善してほしい。夜やっている商
業施設を減らして子供でも安心して歩けるようにしてほし
い。（02-2，23-1に再掲） 

南口にあるあやしい店は，なくなった方がいい。夜，子供
を歩かせたくないので。 

京王線の踏切。 踏切をなくす。 
踏切対策 地下道の設置・車の一方通行化・Ｍａｘ１０ｋｍの実施 
調布駅前に家族でのんびりできる憩いの場が少ない。子
供とのんびり歩ける道路が少ない。 

子供とゆっくり歩ける歩道で自転車道は別にしてほしい。 

・都市化？ 
・あまり木を切らないで。 
・公園，広場もっとほしい。 
・まえは「花の駅」と言われていた。 

歩道は狭く傾斜していて子供も年配者も大変。ただ道を
広くしても人が歩くことが出きない。車，バイク，スピードを
だすため（ベンチを作る。小さくてもいいから公園を作る。
日よけに木も植える） 

調布駅前の動線が悪い(人・自転車でごちゃごちゃしてい
る) 

 

調布駅（特に北口）の混雑がひど過ぎる。一搬車のマナー
も良くない。自転車のマナーも良くない（25-2に再掲） 

工事が遅過ぎる。警察が取り締まって欲しい。 

駅前ビルとチェーン店，パチンコ店ばかりで品がない街に
見える。（25-3に再掲） 

駐輪場を増やし，放置自転車は毎日撤去する。 

調布駅のロータリーが広過ぎて休む所もなく，日影もなく，
辛いです。自転車が便利だったのですが，今は一杯で使
えないことが多い。→調布に行かなくなった。（25-3に再
掲） 

駐輪場の整備 

緑を大切にすると言いながら調布駅前の木を切ったりす
る。 

反対派の声にも耳を傾ける。 

調布駅前の整備の為，長年，その地域を見つめて育って
きた大木を何本も切り倒し（市民の反対意見を無視して）
カッコ良さだけを優先した。結果，東京のどこにでも有る，
駅前風景になったのがとても残念 

もっと，自然（有るがまま）と新しいものとをうまく調和させる
事の出来る，デザイナーを見つけるべき。 

調布駅前は自然が少なくなり，ただただ騒がしいだけにな
った。 

自然を増やして，落ち着いた駅前に戻して下さい。 

調布駅前広場に緑を多く 緑の多い駅（自然がすてき！！） 
駅前ビルとチェーン店，パチンコ店ばかりで品がない街に
見える。 

駅前の緑をこれ以上切らず，植えて，公園を作る。 

駅前に緑が少ない 公園や芝生等があるといい。人が集り易いし商店街も活
気づく 

駅前のにぎやかさ，とおちついた雰囲気，緑の多用で個性
のある調布のイメージを作る。 

今，どのように改善されるのかわかりませんが，駅前の計
画は慎重に，調布の玄関となるよう緑を多用したおちつき
を要望します。 

調布駅前の公園，木を切ったり，しない。空間が多すぎ
る。計画性がない。 

緑を多くする事 

市内全体としては，落ちついているが，活気が無い 駅の中心に，緑を増やし，あかぬけた外観や，人並みの
誘導をすると良いと思う。 

調布駅前広場がしょぼい。トリエも全てつながっていないの
が不満。雨の日に濡れる 

広場を広くし噴水，緑を多くする。 

情報の発信力のなさ。自らすすんで受信しない住民はそ
のままでいいのですか。目立つ場所にしか力を入れてい
ないようにみえる。八方美人な市。じじい，ばばあ，幼い子
供以外には優しくない。（1-3に再掲） 

団地を改築して人を呼ぶのであれば何か対策すべき。 

もう少し利便性のある地域づくり（16-1，21-1に再掲） 商業施設の建設等々 
駅周辺の雑多的商店街の整備（16-1に再掲）  
映画の街と言っているのに調布駅を上ってからトリエＣ館
までが，わかりずらい（17-1に再掲） 

駅の出口からレールのように線を引いて，たどって行け
ば，映画館に着くような工夫が有ると良いと思う。その線
も，ただのカラーラインではなく，映画のフィルムや何かの
キャラクター（鬼太郎やガメラなど）の足跡だと楽しい 

“映画の町”なのに，映画館が出来たのに，映画が好きな
のに。（17-1に再掲） 

上映作品，全て駅前に掲示してほしい。 

駅前（調布）がごちゃごちゃしている。歩道もせまく，レスト
ランやカフェが少ない。 

 

花火大会。調布駅（17-2に再掲） 夏にやるべき。せますぎる 
駅前の再開発（含む調布駅～布田駅間） 行政の強い指導力 
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＜22-2_駅周辺におけるまちづくり（28件）＞ 

課題  改善（解決）策 

駅前のごちゃごちゃを整理する。 道路や建物を等間隔にして舗装と整理と緑化。 
駅周り意外に商業施設がほとんどない（特に外食産業） 若者が好む飲食店を誘致して欲しい 
地域格差 どの駅もそれぞれ良いと思われる市にするために，柴崎

駅の未発展状況はいかがかと思われる。 
飛田給駅前は，スーパーや薬局，飲食店がバラバラに点
在していて，行き来するのにひと苦労します。特に我が家
のように子連れだと，とても不便に感じます。 

駅前に，ある程度の商業施設が集まった店が欲しい。 

駅周辺に公共施設（方針2-1に再掲） 市役所出張所，郵便局があると良い。 
駅周辺の整備（方針2-2に再掲） 民間の知恵やノウハウの活用 
駅周辺の整備（27-2に再掲） 商業施設を充実させるだけでなく，大きな公園をつくるな

どして，家族で楽しめるようにする。（中野駅や錦糸町駅
前のように） 

駅前や自然公園などのＢｒｕｓｈ ｕｐが足りない→自然豊
かな施設や公園はあるが，ｃａｆｅや店がなく，何度も足を
運ぶ気にならない（27-2に再掲） 

特に自然公園では，景観と合ったｃａｆｅなどを設置すれ
ば，良い集客地になり，市民の満足度もあがる→店は，公
募などで厳選する必要有り 

駅付近の充実。衣食住の用が，ワンストップで済むお店を
つくる 

つつじヶ丘付近は，不便。乗降人数は多いはずなのに，
何故？ 

鉄道施設（駅）周辺 柴崎駅周辺の整備 
駅前，周辺が文化的でない。パチンコやのみやが多すぎ。
（21-1，27-2に再掲） 

緑あり，公園風雨でも人が集える屋根つきの場所がほし
い。 

京王線の柴崎駅やその他の各停駅の周辺も盛り上げて
欲しい。今は調布駅前だけが活気が有る状態です。 

柴崎駅前で言えば南北を分断している踏切を地下通路
なりで行き来しやすくして，道を広くすることで駅前にし行き
やすくなります。 

つゝじヶ丘駅南口開発を望む  
柴崎駅及び駅周辺の整備計画 ・強引さも必要ではないか 

・住民の意見ばかりではなく，先の事を考えて進めていく
必要があるのでは？ 
・踏切も通勤時間帯は人や車でかなりあぶないので，この
辺を理由にしてはどうか？ 

京王多摩川の駅前の整備 京王多摩川の駅前をもっと美しくしてほしい。京王閣のあ
る日など治安が悪いように思える。 

飛田給駅前の商業施設の少なさ 飲食店をふやす（味スタでイベントが無い時も集客できる
工夫） 

柴崎駅前の開発 商業施設などが欲しい。又は公番。 
中心市街地以外の所に，目を向ける。 調布駅や仙川駅のような中心市街だけが調布じゃない。

他の駅も均等に活性化させること。（なんで，つつじヶ丘に
はこんなにも美容院が多いんだ）→まんべんなく活性化し
ていく。 

スーパーが少なすぎる。 安くない，物もよくないオザムが一人勝ちしている地域。ス
ーパーを増やし，競合させるべき。駅前の便利な場所に，
火そう場を作っている場合ではない。 

仙川のように大きな商業施設があればどの駅ももりあがる
と思う 

 

安藤ストリートの家賃が高いせいか，テナントが定着しな
い。安藤ストリートをさかいに東側が発展しない。 

どうしようもない 

まだまだ自然が残っている。環境が静かで良い 柴崎駅前の道路の狭さ交通渋滞の改善を願いします。 
柴崎駅前の踏切 地下道か陸橋を造って欲しい 
調布駅や仙川駅くらいしか駅前が魅力的でない それぞれの駅前をもっと充実させる。個性をもたせる 
駅前の整備（22-1に再掲） 自家用車を止められない。 
（16-1，17-2に再掲） 各駅近に一度は行ってみたいと思える様な場所・・・催し

などは・・・難かしいですね 
市内の京王線駅周辺の整備が不十分。活気がなく，殺
風景な印象が残るところが多い。 

道路整備ばかりでなく，木々の緑を残す。人が集まれる広
場や空間を確保し，イベント，地域カラーのある内容を行
う。 

調布駅前広場の改善。（25-2に再掲）  
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＜22-3_深大寺地区におけるまちづくり（4件）＞ 

課題  改善（解決）策 

深大寺へのアクセス（17-2，25-1に再掲） 現状有料のバスが移動手段だが，深大寺周辺施設を利用
すると無料で利用できるようになるともっと観光客も
増えるかも 

深大寺の未工事のエリア柵がしてある場所（27-2に再
掲） 

早く公園としてきれいに整えてほしい 

深大寺地域等の自然 深大寺城の復元。歴史の学習 
神代植物園を中心とした地域の自然環境の保全，整備を
計る（24-1に再掲） 

周辺道路網の整備・集える場所の確保 

 

 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 23 良好な住環境づくり 21 
23-1 安全・安心な住環境づくり 5 

23-2 良好な居住環境の形成と支援 16 

 

＜23-1_安全・安心な住環境づくり（5件）＞ 

課題  改善（解決）策 

住宅環境地として整える 
 

調布駅周辺をもう少し，改善してほしい。夜やっている商
業施設を減らして子供でも安心して歩けるようにしてほし
い。（02-2，22-1に再掲） 

南口にあるあやしい店は，なくなった方がいい。夜，子供
を歩かせたくないので。 

住みやすさ 住宅地におけるバーベキューの禁止（悪しゅう，夜中の騒
音対策） 

いつまでも治安の良い安全な街でありますよう。調布市が
品位のある格調高い街でありますよう。（02-2に再掲） 

 

建物が古い。せまい。 建て直し，リフォーム。 

＜23-2_良好な居住環境の形成と支援（16件）＞ 

課題  改善（解決）策 

住居費 収入に応じて補助 
家賃相場を下げる 不動産会社と要相談 
東京の家賃の高さ 若い人への支援策が少ない 
マンションの乱立，抑制。 周辺環境条件を厳しく審査すべき…抑制すべき！ 
子どもがいても住みやすい賃貸住宅を増やしてほしい。 住んでいない一戸建て住居を安く賃貸してほしい。 
都営・市営住宅に入りやすくして欲しい。民間の住宅は家
賃が高くて入れない。 

住宅事情がよくなれば転出しないですむ。長く住み続けら
れる 

東京都の土地かもしれませんが，もう少し住宅が欲しいで
す 

 

住宅（市営）を良く知らない。都，市，公団と共通点少な
い。 

民官アパート等で高い家賃で暮す，若い家族が市営住宅
の低家賃に住み子育てする事で子供が良くなる環境作り
が良いと思う 

家賃 安くなるといい 
防火対策（01-2に再掲） 空き家および古い都民市民住宅の撤去 
防災対策（01-2に再掲） 多摩川や野川での水害対策の見直し 
ここ５～6年ほど前から，空き家が増えてきました。誰も住
まなくなった戸建てが多くなっているのです。防犯上も危
険ですし，衛生面でも問題ありです。なかには第３国人が
住んでいるケースもあります。それが悪いとは言えません
が，やはり地域住民間のコミュニティーという意味では，な
かなか融和は難しい。このアンケートの冒頭部分の設問に
も”地域”をテーマにした種々の問題分析を図る設問があ

行政，足を棒にして調査をしてください！ 
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りますが，こうした現状について行政はどういう取り組みを
しようとしているのでしょうか。不安の種は実はこの辺に一
番あるのではないのでしょうか。（02-2に再掲） 
高齢者が気楽に行ける施設や商店，公的機関が市内に
多くないように思う。（08-2に再掲） 

新しく作るには費用が掛かるので，空き家や空きビルなど
を改装したりしてリノベーションをする。それを活用し町に
活力を出していく。 

おひとり様が気楽に行ける施設や商店，公的機関が市内
に多くないように思う。（21-1に再掲） 

新しく作るには費用が掛かるので，空き家や空きビルなど
を改装したりしてリノベーションをする。それを活用し町に
活力を出していく。 

バリアフリー，綺麗な建物と安全（21-3に再掲） ガイドや，宣伝。メンテナンス 

 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 24 安全で快適なみちづくり 98 

24-1 円滑に移動できる道路網の整備 37 

24-2 人と環境にやさしい道路空間の整備 53 

24-3 災害に強い道路空間の整備・維持管理 8 

 

＜24-1_円滑に移動できる道路網の整備（37件）＞ 

課題  改善（解決）策 

道路 道路幅の拡張 
道路の整備 道幅拡張 
調布駅付近の道路渋滞。 道路整備 
古い道，細い道が多い 舗装，整備し，景観を美しくする 
道路のガタガタしてる部分を直して欲しい（細かいところま
で） 

 

道路問題（25-1に再掲） 車社会からの脱却 
交通環境（25-1に再掲） 交通量増加に見合った拡幅整備。 
・道路の拡張 
・道の草（ボウボウになっている所の点検改善）（24-3に
再掲） 

 

市内の主要道路の整備計画が進めている状況が分かり
にくい。 

広域整備道路プログラムの中の（１３），（２２）の危険性を
調査し優先度を上げて欲しい。 

三鷹通り（道路）歩道と渋滞。 ・布田から佐須までの整備（拡幅） 
・早期の道路整備着工 

駅周辺（調布駅）の道路事情 基幹道路の拡張 
調布駅北側の道路整備。特に，旧甲州街道は狭いと思
います。 

難しいでしょうが広い道路を望みます。 

休日の旧甲州街道の混雑緩和。 ・駐車場出入口の誘導方法。 
・道路の拡張。 

道路拡大中の工事が遅い。もっと速みやかに 多少強制にやったら 
道路の整備 障害のある方が安心して通る道路を増やしていくこと 
道路整備 早急に 
調布駅付近へのアクセスの不便さ。 道路の整備 
道路行政について （１）道路が狭い。見通しが悪い。（２）道路の拡巾計画が

長期にわたり放置されている場所が多い。 
生活道路の凸凹。 平にして欲しい。 
住宅地に残る車のすれちがいがむずかしい道路をなくす
ようにする 

長期の計画をたて，狭い道路をなくすようにする。調布に
住んで４０年以上ですが車ですれちがいがで来ない道が
そのままです。通行の多いところはゆとりができるとよいで
す。 

日々の甲州街道の布田から中央高速迄の車の渋滞の緩
和 

通過車輌の流入制限をするか，調布駅付近の土，日の
車輌流入規制 

神代植物園を中心とした地域の自然環境の保全，整備
を計る（22-3に再掲） 

周辺道路網の整備・集える場所の確保 

訪れやすい，道路状況  



第４章 自由意見 

239 

 

甲州街道のじゅうたいとせますぎる道路 広げるだけ 
つつじヶ丘駅と柴崎駅の間で歯科がある通りを一方通行
にしてほしい。道中がせまく，車どうしのすれちがいがとても
大変です。 

お願い致します。 

交通量が多いが道路が狭い。もしくは歩道がない（25-1
に再掲） 

バス経路の変更（大通りを通る経路） 

調布駅のロータリー，計画道路の整備がおそい（22-1に
再掲） 

他の予算をけずる。 

道路の整備（歩道の拡張）（24-2に再掲） 行政の強い指導力 
歩道のない道路（24-2に再掲） 地主から借地の方法で歩道を造ることは出来ないのか。 
道がせまい  
広い道路整備（人・車（自転車）分け）（24-2に再掲） （歩道・自転車・車）分け 
人が多い割に公共の場が狭い。（道など）（24-2に再掲） 道路工事 
路地に入ると道が狭い。（24-2に再掲） ないかも。工事は限りがあるし。歩行者が安心して通れる

ような仕組みが必要だと思います。 
道幅がせまく，車，自転車，歩行者が一緒に利用しずらく
感じます。特に自転車は歩道がせまく車道を走行する時
も車道の道幅もせまく車にもじゃまになってしまいます。
（24-2，25-3に再掲） 

自転車も安全に走行できるスペースを確保して欲しいで
す。（旧甲州街道など） 

狭い道が多い。  
道路がせまい。雑木林が多い。 道の拡張，雑木林の整備 
道路整備。道が狭い。 広報がんばって下さい。ゲゲゲのキャラをもっと増やす。

（天神通り，深大寺に）１日過ごせるように楽しめるくらい 

＜24-2_人と環境にやさしい道路空間の整備（53件）＞ 

課題  改善（解決）策 

狭小歩道 電柱の埋設 
歩道が狭く，ベビーカーが通りにくい 歩道を広げる 
歩道の無い道路が多い 車道と歩道の区別（塗装） 
電柱が邪魔で，車椅子やベビーカーが通れない道が多
い。 

電柱の地下化。歩道の拡張。 

高齢者に優しい街づくり 道路整備（歩道の確保・バリアフリー） 
道路の整備（歩道の拡張）（24-1に再掲） 行政の強い指導力 
佐須街道の歩道の不安全。  
飛田給駅前は，スーパーや薬局，飲食店がバラバラに点
在していて，行き来するのにひと苦労します。特に我が家
のように子連れだと，とても不便に感じます。 

そして，駅前の踏切をベビーカーでも安心して通れるくら
いの歩行者通路がほしいです。 

調布駅周辺の商業施設への自転車でのアクセスに不便
がある（25-3に再掲） 

自転車専用レーンの設置 

道路の改善 無電柱で歩道部分を歩き易く。 
車道と歩行する道をわけて安全を確保  
幹線道路以外は道巾が狭く，歩道が整備されていない。
特に子供の通学路が危険である。 

隣接した自治体と共に積極的に整備する為に予算を増
やすべき。 

歩道のない道路（24-1に再掲） 地主から借地の方法で歩道を造ることは出来ないのか。 
桜環状サイクリング道整備（25-3に再掲）  
道路 デコボコ道路。坂道に手すりを 
大通りの横断歩道が少ない。それによる購買力の低下 横断歩道か陸橋をつくる。 
歩行者やベビーカー，車イスのための歩道が狭くて平面
でないところも多く利用者の負担が大きい 

歩道を広くし，ところどころ高齢者がひと休みできるベンチ
がほしい。できれば，街路樹の下とかに。外出したとき，休
む場所がない 

歩道の整備・電柱の地下化（ケーブルが増えすぎている） 自転車を通さない 
人が自由に生き交える市にすることが課題 中心市街地は一方通行にし，人と自転車等のスペースを

確保し，人にやさしい街にする。 
自転車が安全に通れる道路を作ってほしい 東八道路みたいにする 
道路の電柱等の整備。  
広い道路整備（人・車（自転車）分け）（24-1に再掲） （歩道・自転車・車）分け 
歩道がせまい 三鷹のように歩行者，自転車で分けるべき 
生活道路に車両がどんどん入ってくるので歩道がないの
で怖い。 

歩行者部分にガードレールや柵を設けて，車道と分離す
る。自転車専用部分も設ける。狭い道は一方通行にする 
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自転車が車道を走行するのは危険。また歩道も狭く，歩
行者を避けながら通行するのも大変です。 

歩行者レーンと自転車レーンを作れたら安全に通行でき
る。 

人が多い割に公共の場が狭い。（道など）（24-1に再掲） 道路工事 
道路歩道せまい 安全な広い歩道 
道路の舗装具合いが悪い。（24-3に再掲） 水勾配が悪く，クラックだらけ。 
通常の細い通の路面のデコボコについて。（24-3に再掲） 早急に路面工事を行って下さい。老人，子供等がつまず

く恐れあり。 
歩道が狭い。自転車も安心して通れるように。ミニバスの
本数が少ないし不便な場所を細かく，通って欲しい。
（25-1，25-3に再掲） 

歩道に看板，植木，ゴミとかない様にして欲しい。通行調
査，住民の意見を聞いて利用人数の多い道をバスが通っ
てくれると有難いです。 

菊野台交番とクロスガーデンの間が歩行道路がでこぼこ
が多くておつかいの時あぶなくて直してほしい。 

お願い致します。 

路地に入ると道が狭い。（24-1に再掲） ないかも。工事は限りがあるし。歩行者が安心して通れる
ような仕組みが必要だと思います。 

歩道が狭い道が多いのが気になる。狭い上に電柱がある
ところもあり，ベビーカーも通れず，必然的に車道に降りな
ければならない。 

道幅を広くできたり，電柱を移せれば良いが，難しいなら
ば，車道と歩道を分けずに平らにし，ガードレールもない白
線のみの道の方が安全だと思う。 

道幅がせまく，車，自転車，歩行者が一緒に利用しずらく
感じます。特に自転車は歩道がせまく車道を走行する時
も車道の道幅もせまく車にもじゃまになってしまいます。
（24-1，25-3に再掲） 

自転車も安全に走行できるスペースを確保して欲しいで
す。（旧甲州街道など） 

道路，歩道が狭い上に歩行者，自転車が多いため危ない 道路を広くする。自転車用道路を作る。ガードレールをつ
ける 

駅前が暗すぎる（22-1に再掲） 駅前に店を増やして明るくしてほしい 
街灯が切れている箇所がかなり見受けられる。（02-2に
再掲） 

夜間巡回してほしい 

植物園のまわりですが，夜は暗い為少し恐い感じがしま
す。空気が良くて霧も出て神秘的でよいのですが反面，
危険も感じます。（02-2に再掲） 

 

調布駅前に家族でのんびりできる憩いの場が少ない。子
供とのんびり歩ける道路が少ない。（04-1，22-1，27-2
に再掲） 

子供を放てる公園や緑地がほしい。 

公共の場所へのアクセスや便所やバス停などの施設が，
清潔で，幼児や高齢者，身体障害者など，すべての人々
に対応していることです。（07-1，08-2，09-1，25-1に
再掲） 

高齢対策として，バス停に，Ｆｌｅｘｉｂｌｅ Ｃｈａｉｒを設置する。
（使用時のみ，Ｃｈａｉｒとなり，通行にじゃまにならない。）バ
ス会社と早急に協議する。 

公園は多いし，緑はある方だと思うが，そこまで行く自転
車用の道路が未発達（25-3再掲） 

予算をとってもらいたい 

南，北が坂のある箇所で交流が不便。自転車などは特に
不便（25-3に再掲） 

自転車利用専用道路の設置などで・・・。 

駅前が歩道，車道ともにせまい。混雑している。 ・バリアフリーや，自然環境保全も含め，計画的なまちづく
りが必要。・パチンコ店は，ある程度は残してもよいが，市
条などで計画的に数を制限した方が良いように思います。
すぐには難かしいとは思いますが，調布に働くところがあれ
ば良いと思います。そのために調布の産業や，若い人たち
の起業支援などが考えられると思います。ついでに調布に
は観光資源も多いので，それを損なわないためにも，上
記のような街づくり計画や，諸規制も必要と考えます。 

道路標識の無い場所が多々有る。つつじヶ丘駅南にから
品川道の信号青が短か過ぎる 

警察と検討してほしい。足の悪い老人渡り切れず危険で
ある。 

緑が少ない（27-2に再掲） 電線の地中化，街に緑を増やす 
駅前を離れると外灯が暗い（21-2に再掲） 電灯の増設は費用がかかるため，省エネ且つワット数の

明るい電灯へ替える 
景観や安全の為にも電線の地下化と電柱の撤去をすべ
き。（21-2に再掲） 

隣接した自治体と共に積極的に整備する為に予算を増
やすべき。 

街並・景観をもっと良くする。（21-2に再掲） 電柱の撤去 
調布，無味無臭な感じ，特色がない（21-2に再掲） 電柱うめて下さい，全て。街の美観をととのえるだけで価

値が上がりますよ。 
街灯が少ない。（21-2に再掲） 夜歩行時，暗い箇所が多いので増やす。 
道路の柵（歩道と車道のさかい）の設置も良いが美しくな
い。情緒豊かな景色も白い柵１つで台なしになってしまう

もっとデザイナーが考えて美しい物を作ってほしい。ただ
何でも付ければ良いという時代は終ったと思います。 
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事もあります。（21-2に再掲） 
ビッグカメラとシアタス調布の間の道路は信号がなく，とて
も危険だと思う。 

信号機を作る 

＜24-3_災害に強い道路空間の整備・維持管理（8件）＞ 

課題  改善（解決）策 

暗い道が多くて安心して歩けない。（02-2に再掲） 外灯をふやして欲しい。 
・道路の拡張 
・道の草（ボウボウになっている所の点検改善）（24-1に
再掲） 

 

道路の舗装具合いが悪い。（24-2に再掲） 水勾配が悪く，クラックだらけ。 
照明が少ない。（02-2に再掲） 夜は暗く，いつ事件が起きても不思議がないくらいだ。 
通常の細い通の路面のデコボコについて。（24-2に再掲） 早急に路面工事を行って下さい。老人，子供等がつまず

く恐れあり。 
外燈等はＬＥＤに交換。小道路の管理の徹底 個人専用をなくし花などの植えと管理をしっかりと。 
街灯が暗く少ない。 数を増やしたり，ＬＥＤに切替。 

 

 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 25 総合的な交通環境の整備 79 

25-1 公共交通ネットワークの形成 45 

25-2 交通安全対策の推進 9 

25-3 自転車関連施策の推進 25 

 

＜25-1_公共交通ネットワークの形成（45件）＞ 

課題  改善（解決）策 

駅まで遠い バスの本数を増やす 
京王線 新宿から早く立体化すべき 
朝の京王線の混雑緩和 線路の高架を早く進めてほしい 
京王線の利便性向上 京王線の複々線化 
問３０に交通についての件・府中では市のミニバスで交通
の不便な場所循環している様子，一回１００円 

上石原３丁目は西調布駅迄も高令者にはとっても大変の
様子なので品川道から調布迄のバスがあると助かります 

人口密度の増加 契約できるタイプがのぞましい。 
京王電鉄と連携をとり，満員電車やホーム等の改善をし
てほしい。昔に比べ年々ひどくなってきているのを実感し
ている。 

ミニバスの運賃下げる 府中の中バスのように，金額を下げて利用しやすくする。 
バスの便 国領～三鷹，吉祥寺，深大寺。相模原線～京王線 
急行が止まらない 急行停車駅見直し 
京王線（調布～つつじヶ丘）の複線化 混雑率の緩和 
市全体の住環境を考えると 
バスの便を良くすること。 

（例えば）調布の（魚，肉，やさい畑）（市場）を他地域から
も訪れたくなる様な更に魅力ある，便利な所にする等（現
在午前で閉まってしまう不便さあり） 

京王線のダイヤ 列車本数が非常に少なく，新宿迄早く行こうと思うには乗
替ばかり不便。調布駅と大差がある 

調布駅 ホームの幅が狭い，わかりずらいです 
高齢者がふえているので，ミニバスをすみずみまで，ふや
してほしい。 

 

交通 調布京王線は人気が高いが通勤が混んざつすることが課
題になっている 

バス路線の拡充。年寄には市内まで出るのが困難 停留所の増幅 
都心に近くて便利だが，通勤では満員電車であり，小田
急と比べて差がある 

京王と協力して，複々線化など対応が必要→小田急沿
線に人気がある 
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通勤ラッシュ 京王線以外の私鉄，ＪＲ等も通るようにする。 
出勤時の通勤ラッシュ 京王線，朝も特急を出す 
神代出張所を移転（方針4-3に再掲） つつじヶ丘駅より北への交通 
だれでも利用しやすいようにつつじヶ丘の駅前へ 三鷹，吉祥寺行のバス 
駅まで遠いのでバスを充実させてほしい  
バス停を作ってほしい  
公共交通バスの時間が短い 始発終バスの時間の拡大 
調布の観光地めぐりのＰＲ（17-3に再掲） 駐車場の整備。公共交通機関の拡充 
京王線の新宿行きの特急が減り，都心が遠くなってしまっ
たように感じる。 

 

調布に年齢を重ねて健康にずっと住み続ける為には，
又，住んでみたいと思われる為には。 

公共の交通の充実。高齢の方が駅やお店に行くのにおっ
くうにならない様にバスの本数を増やしていけたらいいので
はと思いました。 

電車 夜間（京王線）ライナー，調布駅に停まる 
調布駅北口のバス停乗り場についてお願い 南口の様に，雨よけとベンチがあるとたすかります。急な

雨，夏の強い太陽の光，今年，パルコ側から移動され，最
悪です。バスを待っている人が倒れる人を見かけました…
その方を座わらせる，横にする場がありません。早急にお
願いします。 

・柴崎駅利用が不便になった。 京王線ダイヤの見直し・取り組めるところからできるだけ早
く取組む 

市のコミュニティバス２００円は高い。利用しづらい 府中市等は１００円なのに… 
訪れやすい，交通機関  
交通機関の便利性 主要場所への交通機関の案内などわかりやすいようにす

る。 
交通の便が今一つである 快速や急行停車駅を増やす。（国領駅など） 
中央線から京王線に行く南北の移動の便利さがあるとよ
いと思う。 

バスのルートの改善 

交通 新宿←→調布の時間短縮。利便性の向上 
公共の場所へのアクセスや便所やバス停などの施設が，
清潔で，幼児や高齢者，身体障害者など，すべての人々
に対応していることです。（07-1，08-2，09-1，24-2に
再掲） 

高齢対策として，バス停に，Ｆｌｅｘｉｂｌｅ Ｃｈａｉｒを設置する。
（使用時のみ，Ｃｈａｉｒとなり，通行にじゃまにならない。）バ
ス会社と早急に協議する。 

バス路線の拡充。年寄には市内まで出るのが困難（08-2
に再掲） 

市営コミュニティバスの増加，シルバーパスも利用可にす
る 

公共の場所へのアクセスや便所やバス停などの施設が，
清潔で，幼児や高齢者，身体障害者など，すべての人々
に対応していることです。（29-1に再掲） 

公衆便所が不足している所を再点検し，必要性の高いと
思われる所に設置する。（例：多摩川付近の桜並木沿い
など）（駅前には直ちに設置すべき。） 

深大寺へのアクセス（17-2，22-3に再掲） 現状有料のバスが移動手段だが，深大寺周辺施設を利
用すると無料で利用できるようになるともっと観光客も増
えるかも 

道路問題（24-1に再掲） 車社会からの脱却 
交通環境（24-1に再掲） 交通量増加に見合った拡幅整備。 
交通量が多いが道路が狭い。もしくは歩道がない（24-1
に再掲） 

バス経路の変更（大通りを通る経路） 

調布駅のロータリーが広過ぎて休む所もなく，日影もなく，
辛いです。自転車が便利だったのですが，今は一杯で使
えないことが多い。→調布に行かなくなった。 

人の動きを考えて計画する（バスを降りて駅までの） 

歩道が狭い。自転車も安心して通れるように。ミニバスの
本数が少ないし不便な場所を細かく，通って欲しい。
（24-2，25-3に再掲） 

歩道に看板，植木，ゴミとかない様にして欲しい。通行調
査，住民の意見を聞いて利用人数の多い道をバスが通っ
てくれると有難いです。 

＜25-2_交通安全対策の推進（9件）＞ 

課題  改善（解決）策 

自転車の無謀運転（高速度，２人乗り，歩道乗り入れ他） 自転車の無謀運転（高速度，２人乗り，歩道乗り入れ他） 
スマホ，使用しながらの道歩き スマホ，使用しながらの道歩き→取り締り。罰則，罰金制

度の導入を，又は強化を願います。 
※チェック機能（例）シルバー世代の採用にて要所，要所
でチェック 
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自転車の走行環境の整備 道路の整備は基より，交通ルールの整備と教育もお願い
します。子供に自転車も車も同じルールがあることを教え
て下さい。昔は交通教室で教わりましたが，今は教えてい
ません。昔あった自転車でも右折左折時にあいずすること
が必要と思います。手をはなすと危ないとゆうなら合図で
きるものの装備の義務化など考えてほしいです。それによ
り，自転車も交通機関の一部であることが認識できると思
います。子供の頃からの教育は大切と思います！ 

調布駅前広場の改善。地下駐輪場の見直し。公共トイレ
の設置。パチンコ店撤去。（21-1，22-2，25-3，29-1に
再掲） 

 

調布駅（特に北口）の混雑がひど過ぎる。一搬車のマナー
も良くない。自転車のマナーも良くない（22-1に再掲） 

工事が遅過ぎる。警察が取り締まって欲しい。 

警察の方が制服を着ているにも関わらず，歩道を自転車
で走っている。安全性への信頼を損ねることになるのでは
ないか。 

 

自転車が多く，マナーが悪い危険運転している人が多い。 警察による見回り強化してほしい。 
通勤時間帯の三鷹通りの自転車のマナー向上。小学生
にぶつかりそうになるヒヤリが毎日おきている。 

警察官や，市職員による定期的なパトロール 

調布だけの問題では無いと思うが，危険な走行の自転車
（逆走）（スマホなど）や，交又点の中に駐停車する車をよ
く見かける。誰もが安全にくらせる街を望む。 

国家レベルの対策が必要と思うが，自転車の交通安全指
導を強化するとか，やたらに駐停車しにくい街並み，道路
環境などがあれば少しは良くなるかもしれない。 

信号が必要なのに，信号がない道路がある。（例）神代中
学校周辺など 

信号の設置。 

＜25-3_自転車関連施策の推進（25件）＞ 

課題  改善（解決）策 

無料駐輪場が本当に少ない。公共交通を使って調布に
行く位なら都会へ出て買い物した方が良い 

駐輪場を増やせば，もっと気軽に駅前へ行けて買い物す
る人が増えると思う。 

駐輪場の数が少ない 数を増やす・時間決めではなく，１日や月ごとの 
調布駅周辺の商業施設への自転車でのアクセスに不便
がある 

駐輪場の拡充 

北口はスーパー，デパートの前の自転車は有料になり整
理されていますが，南口は銀行，スーパーの前は禁止に
なっていても置いてあり，大迷惑しております。 

南口の歩道は普通に歩けるように。自転車を置かないよ
うに厳しくして下さい。 

景観（21-2に再掲） 道路に放置している自転車の駐輪規正。 
駅前の放置自転車 重点的に撤去するべき。 
調布駅周辺の駐輪環境 駐輪場の新設 
駅前ビルとチェーン店，パチンコ店ばかりで品がない街に
見える。（22-1に再掲） 

駐輪場を増やし，放置自転車は毎日撤去する。 

調布駅付近へのアクセスの不便さ。 駐輪・駐車施設の整備 
歩道なのに自転車が多い  
何でもお金のかかる時代になり，住みにくい時代になって
きたと思います。自転車置場にしても。調布市は，人にも
財布にも優しい市であってほしいです。 

無料の自転車置場があってほしい。 

路上駐輪・自転車道路 駐輪場をふやす・専用にする。歩行者とわけてほしい 
調布駅のロータリーが広過ぎて休む所もなく，日影もなく，
辛いです。自転車が便利だったのですが，今は一杯で使
えないことが多い。→調布に行かなくなった。（22-1に再
掲） 

駐輪場の整備 

駅前の自転車駐輪場が少ない 駅前に自転車置き場を増やす 
公園は多いし，緑はある方だと思うが，そこまで行く自転
車用の道路が未発達（24-2再建） 

予算をとってもらいたい 

南，北が坂のある箇所で交流が不便。自転車などは特に
不便（24-2に再掲） 

自転車利用専用道路の設置などで・・・。 

調布駅周辺の商業施設への自転車でのアクセスに不便
がある（24-2に再掲） 

自転車専用レーンの設置 

桜環状サイクリング道整備（24-2に再掲）  
自転車が歩道を猛スピードで走ったり，ぶつかりそうにな
る。 

自転車は車道へサイクリング用の道を確歩 
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調布市に引越してきた頃，子供が自転車を止めていた場
所から自転車がなくなっていたので盗まれたと思っていま
したが，後で撤去されたことを知り，ショックでした。 

いきなり撤去するのではなく，貼紙などでここは撤去する
場所だということを知らせてほしかったです。 

道幅がせまく，車，自転車，歩行者が一緒に利用しずらく
感じます。特に自転車は歩道がせまく車道を走行する時
も車道の道幅もせまく車にもじゃまになってしまいます。
（24-1，24-2に再掲） 

自転車も安全に走行できるスペースを確保して欲しいで
す。（旧甲州街道など） 

駐輪場（21-1に再掲） 有効活用されてない市有地の払い下げ 
地下駐輪場の見直し。（25-2に再掲）  
自転車を乗るのが大変。車道で自転車は危険 策はなし，いまさら自転車道を広げるのは，むずかしいの

ではないか？理想は武蔵境通は歩道・自転車が大変良
いと思います。その他はいい道なし 

歩道が狭い。自転車も安心して通れるように。ミニバスの
本数が少ないし不便な場所を細かく，通って欲しい。
（24-2，25-1に再掲） 

歩道に看板，植木，ゴミとかない様にして欲しい。通行調
査，住民の意見を聞いて利用人数の多い道をバスが通っ
てくれると有難いです。 

 

 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 26 地球環境の保全 1 
26-1 地球環境保全意識の啓発 0 

26-2 地球環境保全行動の推進 1 

 

＜26-1_地球環境保全意識の啓発（0件）＞ 

― 

 

＜26-2_地球環境保全行動の推進（1件）＞ 

課題  改善（解決）策 

水生植物園の池の中に外来生物がいる。（例）ミシシッピ
アカミミガメ（ミドリガメ） 

定期的に駆除。 

 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 27 水と緑による快適空間 

づくり 
49 

27-1 水と緑の保全 11 

27-2 水と緑の創出 38 

27-3 深大寺・佐須地域環境資源保全・活用の推進 0 

 

＜27-1_水と緑の保全（11件）＞ 

課題  改善（解決）策 

最近緑地だった場所に家が建つようになり街に緑が少し
ずつ減っているように感じる。 

緑地を残す対策をもっと検討してほしい 

近くの公園がいつも草が伸びほうだいの状態，ヒザ以上ま
で伸びている。 

全く管理できていない。以前に市役所へ電話したら，その
課長は業者に任せっきりとの回答→ありえない回答。市の
職員自身が実施する気持が全くない。 

出来るだけ自然環境を残しながらの都市としての発展。  
緑の保全 緑の利用（水の出る遊び場と緑の融合，薪を利用した施

設，木の涼しさを感じる道をつくる。 
神代植物園を中心とした地域の自然環境の保全，整備
を計る 

緑の創出，保全を計る 
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今のままでも素敵な街だと思います。 今ある自然，緑を残してほしいです。 
建物の高さ規制を厳しくして下さい。府中市のようになら
ないよう。緑を多く美しい街でありますよう。（21-1に再掲） 

 

まち中にある樹木を大切にしてほしい。自然と共存する町
にしてほしい。コンクリートに囲まれた環境は住みにくいと思
います。 

 

自然と都市機能の両方が優れていると魅力がある。 ちかごろ商業施設など賑わいが増したが，緑や自然の魅
力を充分に生かすようにした方がいい。 

「調布の魅力は緑が多いこと」→緑地がじわじわと減って
きている。（相続で畑が宅地化。庭のある家の減少。）
（18-3に再掲） 

☆畑が宅地化する前に，公共の緑地化（公共の緑地化
は子供たちの遊び場にする）をめざす。 
・柏野小横は好事例・みどりの募金の認知を上げ，活用す
る。 

凶暴性カラス，大量のハト，野良ネコ。小学校とその近く
の森（みんなの森）でヘビやハチの群れ，ハクビシン。何十
年放置してるんですか。（27-1に再掲） 

エサやり注意，声かけ，保護等。駆除。いくら自然が大事
といえど限度がある。放するくらいなら失くていい。もとい放
置＝自然を大切にしているではない。あそこは夜の時間
帯危険。 

＜27-2_水と緑の創出（38件）＞ 

課題  改善（解決）策 

緑が少ない（24-2に再掲） 電線の地中化，街に緑を増やす 
多摩川河川敷と堤防 植樹をして緑豊かに。木陰で休息できるように 
もっと自然を豊かにすること。 新たな建物をどんどん作らず，もっと自然を増やすこと。 
都心に近くて，豊かな自然があるのが魅力。 豊かな自然をひろげる。必要以上の建築物を作らない。 
野川等の桜並木や甲州街道のケヤキの老化。 植樹（切りっぱなしにしないこと） 
 公園はできるだけ土や植物を多く。 
この処，市民農園がなくなりつつあるが，以前市民農園を
うらやましいと思う友人が居ました。折角自然豊かな市な
ので農園を増やして欲しい（18-2に再掲） 

個人が協力していたのだと思うので，市が農園に出来る
処を買い取ってはいかが？ 

都市化 緑化 
緑を多くする為，戸建住宅に植木を提供する 植木，市等で無料配布する 
子供が安全に遊べる場所（公園など）を多く作る（04-1に
再掲） 

高齢者も居やすい場所にして，監視の目を増やす 

公園が少ない 公園の充実 
線路が地下になってゲゲゲの公園が出来ると聞いてます
がいつになるのでしょうか？ 

 

子供が安全に遊べる場所が少ない（04-1に再掲）  
公園でボールを使える所が少ない（04-1に再掲） ボールで遊べる場所を増やしてほしい 
子どもが遊べる公園をもっと増やしてほしい！！！（04-1
に再掲） 

 

もっと子供が遊べる施設を増やしてほしい。公園も多くして
ほしい（04-1に再掲） 

 

調布駅前に家族でのんびりできる憩いの場が少ない。子
供とのんびり歩ける道路が少ない。（04-1，22-1，24-2
に再掲） 

子供を放てる公園や緑地がほしい。 

・都市化？ 
・あまり木を切らないで。 
・公園，広場もっとほしい。 
・まえは「花の駅」と言われていた。（04-1，22-1に再掲） 

子育て環境悪（公園がここ２０年ほとんどなくなった） 

駅前に子どもが遊べる施設が少ない（04-1，22-1に再
掲） 

たこ公園のような公園を駅前につくる。ちょっと遊べる，と
いう所を作った方がいい。 

「自然が多い環境で子育てしたい」実際は，身近な遊び
場（公園，児童館ｅｔｃ）に自然はそう多くはない。（04-1に
再掲） 

公共の緑地化は子供たちの遊び場にする。 
・「野原公園」「林の公園」「畑の公園」など。 
・児童館が管理，運営にあたる。 

公園整備（04-1に再掲） 乳幼児，大きい子どもがそれぞれ快適に遊べる場所がほ
しい。安全にボール遊びができる場所を作るなど。現状で
は夕方，乳幼児は公園で遊べません。 

仙川は子育て世代がたいへん増えました。公園，園庭の
充実が必要（04-1に再掲） 

 

子どもの遊び場の充実。魅力的な公園が少ない（04-01
に再掲） 

小さな公園（あまり使われていない）を減らして，駅前に大
きい広園（遊具もある）を作ってほしい。 
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高齢化になるので，市内外の遊びに来る方が，途中，休
憩できるベンチが増えるといい 

公園はあるが，ベンチが少ない 

公共トイレが少ない。高齢者はトイレが近い。（08-2に再
掲） 

公園にトイレを作る。三鷹２３区並みに 

駅を出た時に大きい木が少ない。（22-1に再掲） 駅前をコンクリで固めるだけでなくシンボルになるような大
きな木を植える。 

水遊びできる場所がプールしかない〈夏は出かける所がな
く困りました〉 

増やしてほしい。野川の水を使ったりして 

公園が少ない（22-1に再掲） 駅近くにも公園を作る 
駅周辺の整備（22-2に再掲） 商業施設を充実させるだけでなく，大きな公園をつくるな

どして，家族で楽しめるようにする。（中野駅や錦糸町駅
前のように） 

駅前や自然公園などのＢｒｕｓｈ ｕｐが足りない→自然豊
かな施設や公園はあるが，ｃａｆｅや店がなく，何度も足を
運ぶ気にならない（22-2に再掲） 

特に自然公園では，景観と合ったｃａｆｅなどを設置すれ
ば，良い集客地になり，市民の満足度もあがる→店は，公
募などで厳選する必要有り 

深大寺の未工事のエリア柵がしてある場所（22-3に再掲） 早く公園としてきれいに整えてほしい 
調布，無味無臭な感じ，特色がない 公園の整備，緑をふやして下さい。とにかく街の美観です

よー 
気軽に健康対策ができる（14-1に再掲） 公園に簡易ジム器具を設置（現在少なすぎる） 
駅前，周辺が文化的でない。パチンコやのみやが多すぎ。
（21-1，22-2に再掲） 

緑あり，公園風雨でも人が集える屋根つきの場所がほし
い。 

市より委託された公園清掃業者は公園全体をきれいにす
るというより決められた場所しかしていない様に思われる 

何の為にするかを業者は考えて欲しい 

駅前開発 自然のある公園 
調布駅前から緑や公園がなくなってしまった。人は商業
施設があるだけでは訪れない。憩いの場としての要素が
必要（調布に深大寺や植物園がある事と同じ）。 

調布駅前プランを見直して，緑をふやし公園を作る。「緑
と文化の街・調布」であってほしい。 

駅前に緑が少い。 オアシスのような公園をつくってほしい 

＜27-3_深大寺・佐須地域環境資源保全・活用の推進（0件）＞ 

― 

 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 28 ごみの減量と適正処理 7 

28-1 ３Ｒ推進によるごみの減量 4 

28-2 ごみの安定処理 2 

28-3 ごみの適正処理 1 

 

＜28-1_３Ｒ推進によるごみの減量（4件）＞ 

課題  改善（解決）策 

祖大ゴミ収集の方法 日中，家に居ない者にも出しやすい仕組を希望。 
何でもお金のかかる時代になり，住みにくい時代になって
きたと思います。ゴミを捨てるにしても。調布市は，人にも
財布にも優しい市であってほしいです。 

粗大ゴミ処分の費用，有料ゴミ袋の値段を下げるか無料
にしてほしい。 

指定のゴミ袋が高い。昔は指定ゴミ袋ではなかった。ペッ
トボトル隔週でなく毎週回収してほしい。 

ゴミ袋の自由化（昔のように）。ペットボトルは毎週月曜出
せる。 

ゴミ袋について→草ゴミが有料袋で出しにくい。 無料にして下さい。 

＜28-2_ごみの安定処理（2件）＞ 

課題  改善（解決）策 

どの駅前も殺風景。ポイ捨てごみ，不法投棄が多く汚いと
ころが多い。（22-1，29-2に再掲） 

緑化できる所はして頂きたいです。市民の意識を高める。 

ごみを捨てる普段の作業が本当に面倒。 ごみの焼却施設の施設強化。 
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＜28-3_ごみの適正処理（1件）＞ 

課題  改善（解決）策 

防犯，ゴミ処理（02-2に再掲） 警官の見廻りを多く，警官は市民の訴えを聞く。 

 

 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 29 生活環境の保全 18 

29-1 生活環境の維持向上 5 

29-2 美化活動の推進 12 

29-3 下水道事業の推進 1 

 

＜29-1_生活環境の維持向上（5件）＞ 

課題  改善（解決）策 

凶暴性カラス，大量のハト，野良ネコ。小学校とその近く
の森（みんなの森）でヘビやハチの群れ，ハクビシン。何十
年放置してるんですか。（27-1に再掲） 

エサやり注意，声かけ，保護等。駆除。いくら自然が大事
といえど限度がある。放するくらいなら失くていい。もとい放
置＝自然を大切にしているではない。あそこは夜の時間
帯危険。 

２０号線街路樹に鳥が集まりうるさいのとフンが臭い。 鳥が来ない様にスル。 
鳥が多く，フン等がキタない，感染症が怖い。  
公共トイレの設置。（25-2に再掲）  
公共の場所へのアクセスや便所やバス停などの施設が，
清潔で，幼児や高令者，身体障害者など，すべての人々
に対応していることです。（25-1に再掲） 

公衆便所が不足している所を再点検し，必要性の高いと
思われる所に設置する。（例：多摩川付近の桜並木沿い
など）（駅前には直ちに設置すべき。） 

＜29-2_美化活動の推進（12件）＞ 

課題  改善（解決）策 

駅周辺の歩きたばこの多さ 歩きたばこに対してペナルティを課す。市内の駅には必ず
パーティションで区切った喫煙スペースを作って遠くから
でもそこが喫煙所であることを認識しやすくする。地域住
民と連携して吸い殻を道に残さないようにする（ボランティ
ア袋とあわせて清掃用品もお渡しし実施状況を実際に道
路を見て確認する）。 

歩きタバコ 歩きタバコ禁止 
たばこ，ポイ捨て，すいながらの歩き たばこ，ポイ捨て，すいながらの歩き→取り締り。罰則，罰

金制度の導入を，又は強化を願います。※チェック機能
（例）シルバー世代の採用にて要所，要所でチェック 

歩きたばこがひどい とりしまる（民間？けいさつ？） 
先程も書きましたが犬のふん 飼い主に注意 
週末，道が汚ない，吐しゃ物など 夜まで開いている飲食店がそうじすべき。 
路上タバコ 灰皿等通路側に置かない様に（コンビニ等） 
調布駅中央口と東口の間の駐輪場周近で朝タバコを吸
っている人が毎日２～３人はいる。中には歩きタバコをして
いる人もいる。 

防止よびかけをしてほしい。 

歩きタバコが多い。 歩きタバコ禁止。喫煙所の設置 
地味な印象がある（17-1に再掲） 駅周辺の美化。映画の街と呼ばれる程，シアター系の建

物が無い。つつじヶ丘より先は田舎の様な感じ 
どの駅前も殺風景。ポイ捨てごみ，不法投棄が多く汚いと
ころが多い。（22-1，28-2に再掲） 

緑化できる所はして頂きたいです。市民の意識を高める。 

公道ｅｔｃ公共の清掃 市民が自主的にできる様に仕組を役所がサポート 
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＜29-3_下水道事業の推進（1 件）＞ 

課題  改善（解決）策 

下水処理。 雨が降ると，臭い場所があるので対応要。 

 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 30 平和・人権施策の推進 2 

30-1 人権尊重の社会づくり 1 

30-2 平和社会の推進 0 

30-3 国際交流と多文化共生の促進 1 

 

＜30-1_人権尊重の社会づくり（1件）＞ 

課題  改善（解決）策 

人権への配慮 同性パートナーシップ条例を成立させよ 

＜30-2_平和社会の推進（0件）＞ 

― 

 

＜30-3_国際交流と多文化共生の促進（1件）＞ 

課題  改善（解決）策 

日本語以外への対応 英語など表記等の考慮をお願いします。 

 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

施策 31 男女共同参画社会の形成 1 

31-1 男女の人権の尊重と擁護 0 

31-2 ワーク・ライフ・バランスの実現 0 

31-3 男女共同参画社会への推進体制づくり 1 

 

＜31-1_男女の人権の尊重と擁護（0件）＞ 

― 

＜31-2_ワーク・ライフ・バランスの実現（0件）＞ 

― 

＜31-3_男女共同参画社会への推進体制づくり（1件）＞ 

課題  改善（解決）策 

次期基本計画策定方針に係わる具体的施策をどう持ち
出してゆくか？ 

基本理念，基本目標等は策定させているので具体的施策
については民間登用及び女性層の意見を入れた具体的
施策を期待しています 
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施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

方針 1 参加と協働のまちづくりの 

実践 
10 

1-1 市民参加プログラムに基づく市民参加の推進 0 

1-2 参加と協働の推進のための環境整備 1 

1-3 市政情報の積極的な提供 9 

 

＜1-1_市民参加プログラムに基づく市民参加の推進（0件）＞ 

― 

 

＜1-2_参加と協働の推進のための環境整備（1件）＞ 

課題  改善（解決）策 

計画的な都市計画，施設設置について地域住民の意見を
聴く事が大切。大事な話し合いをする時には，広く広報
する必要性を感じる 

多層なライフスタイル（子育中，高齢者，外国人，障害
者）多様な考えを集める現在の施設では発信力が弱く，
対象に対して，情報が伝わっていない。 

＜1-3_市政情報の積極的な提供（9件）＞ 

課題  改善（解決）策 

高齢者が今後増えていくことへの対応（08-1，08-2，
08-3に再掲） 

どのようなサービス等があるかくわしくみんながわかりやす
く知れる手段を教えてほしい。 

情報の発信力のなさ。自らすすんで受信しない住民はそ
のままでいいのですか。目立つ場所にしか力を入れてい
ないようにみえる。八方美人な市。じじい，ばばあ，幼い子
供以外には優しくない。（21-1に再掲） 

団地を改築して人を呼ぶのであれば何か対策すべき。小
池に訴えてくれ。 

ＨＰがとにかく見づらい。調べづらい。必要があっても見づ
らく，見たいとも思わない。面白みも全くない。色も単調。 

ＨＰの製作を民間企業に任せてみては？今回のこの意識
調査，封筒（送信）に何も書いてない。中身何か，せめて
書くべきでは？ 

老人に対するサービスの公告がなくて，良くわからない。
（08-1，08-2，08-3に再掲） 

市報に「特集」として，各々のサービスの詳細な説明を掲
載したらどうか？ 

身体障害者に対するサービスの公告がなくて，良くわから
ない。（09-3に再掲） 

 

実際に訪れた人には，ほぼ全員に「住みやすそう」と思っ
てもらえるが，訪れるまではまったく街のイメージを持って
もらえない（17-3に再掲） 

市内の住民向けではなく，市外の人向けの広報を強化す
る。特に近年SNS映えする景観や食べ物・飲み物等には
わざわざ足を運ぶ・長時間並ぶという人も多いため，「次
の土曜日ここのカフェでランチしてそのあとここのお店でパ
ン買って帰ろうか」のようなちょっとしたお出かけイメージ
（人からいいねと思われるようなイメージ）ができるような，
ファッション雑誌の一角にあるコーナーくらいの情報量のウ
ェブマガジン（ウェブページ状の記事，更新時はTwitterや
Facebookでお知らせ）があるとよいかもしれない。 

市のブランディングが弱い（17-3に再掲） 「自然と芸術と子育ての街」等のキャッチコピーとブランデ
ィングに基づく市の発展計画の策定と実行。その際，主要
交通機関である京王電鉄との連携を重視。 

昼中，午後，街中には高齢者の姿が多い。計画では今，
生まれる子供達が成人する頃から，人口減少に転ずる。
まず次世代をささえる子供のすこやかな育成を希望する
（04-1に再掲） 

愛着を持って，わが街と思えて調布で育てられるよう，街
の活生を願う。街中の多様な活動が，知られていない。
今の大切なモノやコトを，次世代へバトンタッチする努力を
しないと，伝わらない。 

公共施設の告知をもっとみんながよく利用できるようにし
て欲しい 
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施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

方針 2 効率的な組織体制の整備 7 

2-1 効率的で機能的な組織・システムづくり 5 

2-2 市民サービスの提供主体の見直し 2 

2-3 市民に信頼される市政の推進 0 

2-4 広域的な連携の推進 0 

 

＜2-1_効率的で機能的な組織・システムづくり（5件）＞ 

課題  改善（解決）策 

市中心部しか便利ではない（手続き等）（22-1に再掲） 出張所をもうける 
駅周辺に公共施設（22-2に再掲） 市役所出張所，郵便局があると良い。 
市役所の土日開所（平日，土仕事のため会社を休まない
と市役所に行けない） 

平日に休みをもうける。 

２３区に比べると，役所の専門的機関がうまく機能してい
ない。無料相談など，相談関係は，窓口はあるが，たらい
回しにされることも未だにある。（役所の中で「担当が○階
の○課です」と何度か） 

相談系の専門機関の充実。 

調布の市役所は立派で職員の方も親切なのですが，能
率が悪くてビックリします。 

コンビニとかで住民票等取れるようにして下さい。 

＜2-2_市民サービスの提供主体の見直し（2件）＞ 

課題  改善（解決）策 

駅周辺の整備（22-2に再掲） 民間の知恵やノウハウの活用 
効率や費用削減が前面にですぎていて，委託がすすみ
すぎて，市が現場から遠くなって施策が現実に合っていな
い 

委託したとしても，市職員が現場に出向，あるいは実務研
修に赴くことで実情把握，少しでもできるのでは 

＜2-3_市民に信頼される市政の推進（0件）＞ 

― 

 

＜2-4_広域的な連携の推進（0件）＞ 

― 
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施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

方針 3 人材の確保・育成 1 

3-1 専門性を有する人材の確保と育成 0 

3-2 人事・給与制度の見直し 0 

3-3 研修の推進 1 

3-4 職員の勤務環境の向上 0 

 

＜3-1_専門性を有する人材の確保と育成（0件）＞ 

― 

 

＜3-2_人事・給与制度の見直し（0件）＞ 

― 

＜3-3_研修の推進（1件）＞ 

課題  改善（解決）策 

市職員を民間企業に研修へ行かせて，意識改革をこころ

みては？？ 

 

＜3-4_職員の勤務環境の向上（0件）＞ 

― 

 

施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

方針 4 計画行政の推進 5 

4-1 計画の推進 3 

4-2 ＰＤＣＡマネジメントサイクルによる行財政運営 0 

4-3 健全な財政運営 2 

 

＜4-1_計画の推進（3件）＞ 

課題  改善（解決）策 

特徴がないのに無理しすぎではハコモノにたよりすぎ  
公共施設。 公共施設を増やすと維持費が永遠にかかるので増やさな

い方が良い。 
市役所の耐震化工事について。（19-2に再掲） 補強工事より，そもそも古いし，使い勝手も悪いので，建

て直しを検討した方が，この先のインフラ費用も安くなるの
では？ 
グリーンホールも古いので一緒にして建て直しを検討下さ
い。 

＜4-2_ＰＤＣＡマネジメントサイクルによる行財政運営（0件）＞ 

― 

＜4-3_健全な財政運営（2件）＞ 

課題  改善（解決）策 

特徴がないのに無理しすぎではハコモノにたよりすぎ  
公共施設。 公共施設を増やすと維持費が永遠にかかるので増やさな

い方が良い。 
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施策 
件数 
(件) 

基本的取組 
件数 
(件) 

その他 42  その他 42 

 

＜その他（42件）＞ 

課題  改善（解決）策 

税の軽減 地域の見まもりで軽自動車パトロールの廃止 
市民税の軽減 所有施設の縮小等 
税金が高い。福祉にもう少し力を入れる。  
住民税等，税金が高い。 法定での徴収であることは理解しているが他の自治体に

比べ，（申し訳ないが）職員の給与水準が高いのでは？
又，市議会議員の各種手当ても高いのでは？５，大学病
院等誘地は難しいが，しかし大きな病院が調布にはない。
敷地を確保して，募集したらどうか？ 

住民税，有料ごみ袋など掛る税が他地域に比べて高額
で根拠も希薄 

納得のいく形で明示するか，ムダの削減（具体的施策の
提示） 

基本構想の基本理念は，「個性の尊重「共生・・」・・等は
市民の視点からすると抽象的で，事業を推進していこうと
する強い意思や意欲が感じ取れません。 

次期，基本計画では人口減，高齢化が進む中，「安全で
快適で利便性の高い街を効率的にスピード感を持って創
造する」方策を具体的に示してほしいと思います。（防災，
防犯，インフラ整備，景観，福祉，教育，子育て，働き
方，交通，情報等々）「計画」して，「実施」して，「評価」す
るどの部分も遅い，遅すぎます。調布市の重要な施設「調
布駅前」「神代植物公園周辺」「武蔵野の森公園周辺」の
整備等々どれも市にとっては重要な基幹施設で，重要な
事業です。都の関連事業とはいえ，市は放置しているとし
か見えません。市の財産を減損させています。事業が遅
れるなら適宜，遅れている理由や経過を随時知らせ，住
民や関係機構に協力を仰ぐべきです。今回，アンケートの
結果については公表されるそうですが，統計結果だけで
なく，各意見についても公表し，可能ならば市としての考
え，どのような姿勢で臨むのか。公表してほしいと思いま
す。 

地域住民の思いや，心が通じず，通り一辺の市政運営と
なっている。 

係長以上の職員は市内在住を基本とし，地域活動を共
にすることで，心が通じる。又災害時の初動態勢の不安
がなくなる 

市の職員が，市内在住の人が少ないと聞いております。 いろんな事情があるのでしょうが，実際に生活してみると，
見えてくるもの，感じるものがあるのではないでしょうか。 

老人，子供の福祉以外に若く働いてる人達のことも大切
に。 

 

このアンケートで住みやすくなるのでしょうか？  
３．１－１項は，毎年電話による「受診しない」アンケート調
査で，その都度要求しているが，回答がない。 

苦情，要望に対する回答を，市報に掲載する。（本調査
結果と回答についても同じ） 

質問数が多すぎます。数を減らした方が回答率が上がる
と思います。次回ご検討下さい。 

 

問４０（調布のまちの愛着や誇り）今後の対応（夢や希望） 例示，具体的に 
２年前だと思いますがほとんど同じ調査でしたが記入して
郵送しました。ほんとうに無作為抽出なのか疑ってしまい
ます。 

前回の調査の回答者一覧と照合して同じ人が当った場
合は他の人を回答者として選んでほしいと思います。アン
ケート用紙が分厚いので返信用封筒はもっと大きくする必
要があると思います。このアンケート調査は前回より量も多
く，まじめに回答していくと負担になると思います。回答せ
ず，捨ててしまう人も多いと思います。回答者には商品券
を渡すなどの工夫をしないと回答率は低いと思います。 

今回の調査，市民３０００人を無作為に…とありますが，そ
の３０００人の中に２人も同一家族（といっても住民票が別
のため？）が入っていた次第。何とも複雑な思いでした。 

 

調布市市民調査（これ）を無作為に選らんだとしても１年
未満の者に送っていいのでしょうか？ 

質問に“１年で”というコメントをつけない 

人が多すぎる 転入抑制など（増加の仕方がおかしい） 
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人が多い ほどほどに過疎化させる 
私の住む飛田給は「味の素スタジアム」や「武蔵野の森ス
ポーツプラザ」でのイベント時は駅周辺が非常に混雑し，
治安も悪くなる気がします。そのような地域近辺の住民
に，なにか還元してもらえるような配慮が欲しいです。 

人気イベントの近隣住民への招待席の枠を作ったり，週
末の混雑，騒音への迷惑料として調布市市内のお店で
利用できるクーポンの配布など実施すると，納得できるか
と思います。 

現状でも市内に住みたいという方は多いのではありません
か？“土地をお売り下さい”という広告はよく入ってくるし，
あまり引越したいという方には出会わないし，住人がずっと
住んでいたい街になれば，自ずと人を呼ぶのでは…？ 

 

気軽に来れるような施設を作る。  
（訪れてみたいと思われる）→話題のシセツがあって，１日
又は半日そこであそべる（動物園とか水族かんとか）と，
訪れてみたいと思う。 

 

ファストファッションのお店が少なく若い人が訪れにくい ＧＵ，Ｈ＆Ｍ，等がないと多くの声をきくので検討してほし
い。 

駅前図書館（駅近く）本屋（大型） 武蔵境のような（公共）施設 
吉祥寺のようなブランド力が無い。 若者や，お洒落な人が調布に訪れたくなるような施設。 
若者が集まりやすい大学等の誘致 農地の転用 
大型商業施設 別な建物にするか，解体！ 
宿泊施設が少ない 知名度の高いホテルの誘致 
調布駅近くに国政選挙の投票場の確保 市民意識が変わると思います 
小学生の子供たちが道路で遊び迷惑行為，騒音が気に
なる。親も他人に迷惑をかけていることを認識していな
い。 

小学校から親へ指導したり，連絡などのアナウンスをす
る。教員が地域を回って巡視活動を定期的に行い，子供
に注意する。 

昔は寺のカネが鳴ると時間がわかる。最近はウルサイと思
う人がいるんですかね。 

寺の鐘の音が聞こえない所に越してくれば良いのに。嫌な
ら調布に来るなといいたい 

飛行場の経済活動が止まっていないか？ 飛行場まつり再開。オリンピックの遊覧飛行。 
調布空港を最大限に活用していない。 次世代型交通，ドローンなどを調布空港周辺に誘致し，

調布空港に投資と物が集まるようにするべき。 
オスプレーの飛行が危険 オスプレーの横田等への配備を止める（いつ，どこで落ち

るの判らないので） 
原発の放射能被害（福島の２号機は現在も放射能もれが
続いている） 

東海第２原発を廃炉にする（事故が起きたら，首都圏は
壊滅，住めなくなる） 

仙川駅のトイレが汚ない。 駅開発。 
野川はすばらしいのですが，夏になると雑草が茂りうっそう
としてしまう。 

夏にも草刈りを行なって欲しい。 

急にお墓が増え出した やめた方がよいと思う。 
現状で大丈夫です！！  
あと公演会の登壇者の人選は慎重にお願いします。極端
な思想の方はかんべんして欲しい。こんな人を呼ぶのかと
ポスターを見てどん引きしました。 
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高齢化，ＩＴ化が進み，目に見えない悪質な犯罪が増えて
いる。高齢者の犯罪，家の中で起こる犯罪（周りに勤めに
出ていく人がめっきり減り，家の中で１日過ごす人が増え
た）はこれからももっともっと増えていくと思う。 

去年からは，睡眠妨害がひどく，毎夜ＩＣレコーダーをセット
し，玄関を針金やビニールひもで縛り，つっぱり棒でトイレ
のドアが開かないようにセットしたりして寝ているが，うっかり
セットしないで寝た日はもう必ず，入られた形跡があり，ＩＣ
レコーダーをセットしないと必ず１時間で起こされている。
ほぼ毎夜２３時，２４時すぎになると風呂場でガタガタ音が
始まる。これからのセキュリティは天井裏から考える必要
がある。前回も今回も隣人ストーカーに悩まされたが常
に，「何故？何の為に？」という疑問があったが，オウム信
者が，自分の頭が働かないように睡眠不足にされていた
と知り，宗教？もしくはカルト集団と考えると今まで起きて
いる全ての事に合点がいく。地域に１人しかいなくても全
国に目を向ければ，私のような人間が大勢いたという事も
今年になって知った。隣人は前回住んでいた人間も今回
の隣人も，いつも自営業者として家にばかりいて，人が訪
ねてくる事もなく，国から（？）助成金をもらっているだろ
う。私の方は夜中，４時間台寝られればいい方で，１時間
２時間で起きている時もしょっ中なので，まともに仕事がで
きる体ではない。税金も年金も払えなくなり生活保護にも
なれば１００万２００万どころの損失ではない。健康な人間
が使いものにならなくなるまで追い込まれる恐ろしく卑劣な
犯罪があるという事を，一刻も早く，知らせなければと思っ
ている。聞いても信じ難いと思うが天井裏から身体の一部
（主に目）を徹底的に冷やされる。血液は巡っているから
身体全体を冷やし，循環が悪くなる事であらゆる病気に直
結する。 

あまりの冷えで１時間以上，腕が凍っている様な状態にな
った事もあるし，夜中は，天井にＩＣレコーダーをセットして
いるが自分のいびきに合わせペンでたたく様な音が延々と
聞こえている。 
このタイプの犯罪に対処できるようなシステムを確立して
ほしい 
・盗聴盗撮は，電力会社で安価で希望者にその都度点
検できるようにしたらどうか。 
・建物によっては玄関ドア横入口（ガスメーター）から天井
裏に侵入できる。建物出入口，玄関ドアをうつした通路が
うつる場所に防犯カメラを貸主に設置させる義務を作ると
いいと思う。 
・家の中のブレーカーを落としても天井裏に配線配管があ
るんで家の中だけの防犯カメラはあまり意味がない。天井
裏のセキュリティーも必要だと思う。天井裏から電気を使
われているという事もありうる。 

・天井裏から何か（テクノロジー犯罪）をしているとしたら睡
眠時等，何時にどんな電力が使われてるか（例えば冷蔵
庫しか電力が使われてなければそれ以外で，使用されて
いるという事が）わかれば防犯に役立つと思う。 
これは余談ですが通りから奧にある私が住んでいるアパー
トへの一本道は人の出入りが上から見えるので，隣のマン
ションの３階あたりに犯罪者の仲間がいるのではと思って
いる。うちの隣の空室とうちの天井裏もずっとトイレも食べ
物も口にしないのも考えづらいと思うと，上階の部屋から
床に穴を開け出入りしているのではと思っている。だいぶ
前，引っ越した住人の床に穴が開いていて隣の床にも穴
が開いていると大家から聞いた事があり，うちの床も越して
きた時はなかったのにいつのまにか床に大きなひびが入っ
ている。と考えると思ったよりもあちこちのアパートやマンシ
ョンがこのような状況になっているのではと思う。隣のガス
メーターの扉を開けてみた時，ドロドロに汚れたズック靴と
ヘルメットが２つ，他に汚い物に混じってつっこんであった
のが目に焼きついている。玄関側の隣の建物も会社のよ
うな大きい建物だが電気が消えている事の方が多い。うち
についたとたんとなりの会社？の電気がつき，１分もせずト
イレに入ると，となりの電気が消えている。という事がしょっ
中あるので，２年程前，スマホのカスタマーセンターで「す
ぐ隣でものすごく強い電波がでているから一度調べてもら
った方がいい」と言われた事を思い出した。過敏，思い違
いももちろんあるがそれを差し引いてもここはおかしい。 
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