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◆調査について 

 （１）調査対象：令和３年８月１日現在で市内在住の１８歳から７９歳の男女から 

２，０００名を無作為抽出 

 （２）調査時期：令和３年８月２６日から９月９日 

         ただし、９月１７日到着までの回収分を有効票として集計に加え、分析

を行った。 

 （３）調査方法：郵送配布、郵送回収 

 （４）配 付 数：２，０００票 

 （５）回 収 数：  ６９１票 

 （６）回 収 率：３４．６％ 

 （７）調査結果に関する留意事項 

    ・図表中のｎとは、設問に対する回答者数で、比率算出の基礎を表します。 

    ・図表中の MA とは、回答の合計数を表します。 

    ・本文・表・グラフは、小数点以下第２位を四捨五入して端数処理を行っているた

め、各回答の割合の合計が１００％にならない場合や、内訳の合計値が表示され

ている値の合計と一致しない場合があります。 

    ・複数回答の設問では、各回答の割合の合計が１００％にならない場合がありま 

す。 

    ・設問に係る選択肢の文が長いため、図表中「…」で示されているところがありま

す（全文については、２６ページ以降の「アンケート調査票」をご確認ください）。 
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１ 基本的事項について 

（１）あなたの性別をお答えください。（１つのみ回答） 

（ｎ＝691） 

男性 女性 無回答 

249 432 3 

36.0% 62.5% 0.4% 

 

（２）あなたの年齢を教えてください。（１つのみ回答）  

（ｎ＝691） 

10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 無回答 

9 39 88 117 164 125 144 5 

1.3% 5.6% 12.7% 16.9% 23.7% 18.1% 20.8% 0.7% 

 

（３）あなたの主となる職業をお答えください。（１つのみ回答） 

（ｎ＝691） 

学生 

会社員・

公務員・

教職員 

自営業・

自由業 

専業主婦・

主婦 

アルバイト・

パート 

無職 

（収入が

年金の方

を含む） 

その他 無回答 

17 228 59 123 132 108 16 8 

2.5% 33.0% 8.5% 17.8% 19.1% 15.6% 2.3% 1.2% 

 

（４）あなたのお住まいの町名をお答えください。（１つのみ回答） 

（ｎ＝691） 

本町 久米川

町 

秋津町 青葉町 恩多町 萩山町 栄町 富士見

町 

美住町 

47 79 84 50 66 67 65 43 43 

6.8% 11.4% 12.2% 7.2% 9.6% 9.7% 9.4% 3.1% 6.2% 

廻田町 多摩湖

町 

諏訪町 野口町 無回答 

25 30 24 46 6 

3.6% 4.3% 3.5% 6.7% 0.9% 
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（５）東村山市での居住年数（※通算で）をお答えください。（１つのみ回答） 

                                       （ｎ＝691） 

1 年未満 
1 年以上

5 年未満 

5 年以上

10 年未満 

10 年以上

20 年未満 

20 年以上

30 年未満 
30 年以上 無回答 

29 62 70 137 154 229 10 

4.2% 9.0% 10.1% 19.8% 22.3% 33.1% 1.4% 

 

（６）あなたのご家族（世帯）の構成をお答えください。（１つのみ回答） 

（ｎ＝691） 

単身 

（一人 

暮らし） 

夫婦のみ

（事実婚 

含む） 

親と子 

（中学生以

下の家族

がいる） 

親と子 

（中学生以

下の家族

がいない） 

三世代

（中学生以

下の家族

がいる） 

三世代

（中学生以

下の家族

がいない） 

その他 無回答 

87 184 135 202 12 21 35 15 

12.6% 26.6% 19.5% 29.2% 1.7% 3.0% 5.1% 2.2% 
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２ 買い物行動について 

（１）次のような商品を購入（サービスを利用）する場合、主にどこに、どのような交通手 

段で行かれるのか、お答えください。（それぞれ１つのみ回答） 

 

 
○「１．生鮮食品」「２．その他食品」「３．日用雑貨」「６．クリーニング」などの生活関連 

サービスについては、市内で購入する方が７割弱で、「秋津町」「久米川駅周辺」「本町・久 

米川町周辺」「青葉・恩多周辺」など、食品スーパー等が立地する地域の割合が大きくなっ 

ています。 

○「４．家電・インテリア製品」「５．衣料品」「８．娯楽品」などの趣味、娯楽品については、 

 市外及びその他で購入する方が５割を超えています。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．生鮮食品（野菜・肉・魚）

２．その他食品

３．日用雑貨（洗剤、化粧品等）

４．家電・インテリア製品

５．衣料品

６．クリーニング

７．床屋・美容院等

８．娯楽品（本・スポーツ用品等）

９．外食サービス

買い物場所

秋津駅・新秋津駅周辺（秋津町） 東村山駅周辺（東口・西口） 久米川駅周辺（北口・南口）

八坂駅周辺 萩山駅周辺（萩山町） 本町・久米川町周辺

野口・廻田・多摩湖・諏訪周辺 青葉・恩多周辺 富士見・美住周辺

所沢市 清瀬市 東久留米市

小平市 東大和市 その他

無回答

（ｎ＝691） 

※点線より左側が市内、右側が市外、その他 
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○「１．生鮮食品」「その他食品」は食品スーパー、「３．日用雑貨」はコンビニ・ドラッグス 

トア、「４．家電・インテリア製品」は家電量販店、ホームセンターなど、各々の専門店で 

購入する割合が高くなっています。また、「５．衣料品」や「８．娯楽品」は、ネットショ 

ッピングの割合が他の品目と比較して高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１．生鮮食品（野菜・肉・魚）

２．その他食品

３．日用雑貨（洗剤、化粧品等）

４．家電・インテリア製品

５．衣料品

６．クリーニング

７．床屋・美容院等

８．娯楽品（本・スポーツ用品等）

９．外食サービス

買い物先

個人商店 コンビニ・ドラッグストア 食品スーパー

百貨店・ショッピングセンター 家電量販店・ホームセンター デリバリーサービス

ネットショッピング 無回答

（ｎ＝691）
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○ほとんどの項目について、「徒歩」「自転車」「自動車」の３つで８割を超える割合となって 

います。「５．衣料品」「７．床屋・美容院等」「８娯楽品」は電車が他の品目と比較して割 

合が高くなっており、市外で購入されていることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１．生鮮食品（野菜・肉・魚）

２．その他食品

３．日用雑貨（洗剤、化粧品等）

４．家電・インテリア製品

５．衣料品

６．クリーニング

７．床屋・美容院等

８．娯楽品（本・スポーツ用品等）

９．外食サービス

交通手段

徒歩 自転車 バイク 電車 バス

自家用車 家族等が行く ヘルパー等が行く その他 無回答

（ｎ＝691）
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（２）新型コロナウイルス感染症拡大により、感染症拡大前と比較し、現在の買い物行動の

変化についてお答えください。（それぞれ１つのみ回答） 

 
○市内での飲食について、「少し減った」「とても減った」と回答した方が 57.0%おり、 

飲食業が新型コロナウイルス感染症の影響が大きかったことがわかります。一方で、 

ネットショッピングは「とても増えた」「少し増えた」と回答した方が 48.2%、テイク 

アウトサービスは「とても増えた」「少し増えた」と回答した方が 33.4%と、感染症拡 

大前から大きく増えていることがわかります。 

  

（３）新型コロナウイルス感染症が終息した場合、（２）の「現在の買い物行動の変化」と比

較し、買い物行動の変化の見通しについてお答えください。（それぞれ１つのみ回答） 

 
○市内での飲食について、「とても増える」「少し増える」と回答した方が 40.2%おり、 

コロナ終息後の回復が見込まれます。また、ネットショッピングについては「変わら 

ない」と回答した方が 64.3%と、今後も継続して利用される方が多い一方で、「テイク 

アウトサービス」や「デリバリーサービス」は「利用しない」と回答した方が 26.6%、 

39.1%と、コロナ禍での限定的な利用と考えている方が多いのがわかります。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市内での買い物

市内での飲食

ネットショッピング

テイクアウトサービス

デリバリーサービス

とても増えた 少し増えた

変わらない 少し減った

とても減った コロナ前後ともに利用なし

新たに始めた 無回答（ｎ＝691）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市内での買い物

市内での飲食

ネットショッピング

テイクアウトサービス

デリバリーサービス

とても増える 少し増える 変わらない 少し減る とても減る 利用しない 無回答

（ｎ＝691）
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（４）個人商店の利用頻度についてお答えください。（１つのみ回答） 

 
○1週間に 1度以上は個人商店を利用される方は 25.4%。月に 1度以上利用される方は 

61.9%となります。 

 

（５）（４）で個人商店の利用頻度で、「４.１か月に２～３回程度」から「８．全く利用し 

ない」とお答えした方へ、その理由についてお答えください。（複数回答） 

 
○「１つのお店で買い物が済まない」「品数・種類が少ない」といった利便性に関する回答が 

 多かった一方で、「個人商店を良く知らない」という回答が 30.0%ありました。 

 

 

 

1.2%

5.8%

18.4%

19.7%

16.8%

12.2%

8.8%

14.5%

2.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

ほぼ毎日

１週間に３～４回程度

１週間に１～２回程度

１ヵ月に２～３回程度

１ヵ月に１回程度

２～３ヵ月に１回程度

半年に１回程度

全く利用しない

無回答

（ｎ＝691）

16.5%

3.4%

25.2%

2.2%

6.0%

7.6%

15.3%

45.3%

2.2%

3.0%

7.4%

16.3%

4.4%

30.0%

12.5%

11.3%

11.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

価格が高い

品質・鮮度が悪い

品数・種類が少ない

応対・サービスが悪い

営業時間が短い

ポイントカードなどのサービス特典がない

自宅から遠い

１つのお店で買い物が済まない

歩くことが不自由である

購入したものの運搬が負担である

通勤・通学の経路にない

駐車場がない

駐輪場がない

個人商店をよく知らない

キャッシュレス対決済に対応していない

その他

無回答
（ｎ＝497）

（MA＝1,095）
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（６）現状の個人商店の利用頻度と比較し、今後の利用見通しについてお答えください。 

（１つのみ回答） 

 
○「変わらない」という回答が多くを占めることから、個人商店の利用の有無に関して、 

 コロナの影響は低いことがうかがえます。 

 

（７）個人商店・商店会に期待するサービスについてお答えください。（複数回答） 

 
○「キャッシュレス決済の対応」や「駐車場の整備」「駐輪場の整備」といったサービス 

面の改善に対する期待が大きいことがうかがえます。 

≪参考≫その他の主な意見 

 ・定休日や営業時間を分かりやすく提示してほしい。廃業なのか定休なのかわからない 

ことがある。 

 ・他の地域でも話題になるような、オリジナル商品の販売。 

 ・個人商店が良く分からないので答えようがない。 

 ・PayPay東村山支援キャッシュバックキャンペーンは新しい個人店の発見にもなり非常 

に有益だった。 

 ・高齢化社会では送迎や、キッチンカー移動商店など買い物に行けない方の所に出向い 

  て行く事も必要。 

 

 

1.7%

11.0%

75.3%

3.0%

4.8%

4.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

多く利用する

多少、利用する

変わらない

多少、減少する

減少する

無回答

（ｎ＝691）

36.9%

14.5%

20.3%

15.9%

22.9%

9.8%

5.2%

8.1%

15.2%

6.4%

1.6%

22.6%

6.1%

6.5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

身近な買い物の場

大売出しなどのイベント等の充実

駐車場の整備

駐輪場の整備

キャッシュレス決済の対応

デリバリー・テイクアウトサービスの提供

防犯・見守り

地域住民の交流の場の提供

空き店舗の活用

休憩スペースの設置

送迎サービス

特にない

その他

無回答（ｎ＝691）

（MA＝1,326）
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３ デジタル地域通貨について 

（１）東村山市でデジタル地域通貨を開始した場合、新たな決済手段としての利用意向につ

いて教えてください。（１つのみ回答） 

 
○「利用する」「利用について検討する」と回答した方が 50.1%となり、「利用しない」と 

 回答した方を上回っております。 

 

（２）（１）で「３．利用しない」とお答えした方へ、利用しない理由についてお答えくださ

い。（複数回答） 

 
○「デジタル地域通貨を利用するメリットが理解できないため」「デジタル地域通貨のことが 

よくわからない」など、具体的な内容がわからないために利用しないと回答している方が 

多いことがわかります。 

≪参考≫その他の主な意見 

 ・地域限定だとポイント額も少額で、手間の方が大きい。 

 ・広域共通を検討すべき。 

 ・他のキャッシュレス決済サービスとのポイント移動をできるようにしないと使わないと 

思う。 

 

 

 

 

 

 

 

16.5%

32.6%

29.1%

19.8%

2.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

利用する

利用について検討する

利用しない

分からない

無回答

（ｎ＝691）

35.3%

33.3%

28.4%

22.4%

29.4%

13.9%

20.4%

24.4%

10.9%

3.5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

デジタル地域通貨を利用するメリットが理解で…

他のキャッシュレス決済を利用しているから

現金以外の支払をすることに抵抗があるから

使えるお店が少ないと思うから

個人情報や決済情報の漏えいが不安だから

使っている実感がなく使いすぎてしまいそうだ…

なんとなく不安を感じるから

デジタル地域通貨のことがよくわからないから

その他

無回答（ｎ＝201）

（MA＝446）
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４ その他 

（１）東村山市の産業や経済をより活性化させるために、どういった施策が必要であるか 

お答えください。（複数回答可） 

 
○「魅力的な個店の誘致・開設支援」「空き店舗の活用促進」「新たな企業の誘致」など、 

市内に魅力的な店舗を増やすことに対する施策が必要であるという回答が上位３位と 

なっています。 

≪参考≫その他の主な意見 

 ・DXの強化、オフラインでも先進的・生産的なビジネス 

 ・東村山市民以外の方が羨ましいと思える事 

 ・店舗集中による界隈性の創出、シャレタ街づくり 

 ・JA、食の駅、道の駅のように 1ヶ所で地域の特産品、農作物、食品などが購入できる 

場所があると楽しく買い物ができるかと思います。 

 ・魅力ある産業や個人店がバラバラにあり、まとまっていない感じ。（地域にバラバラし 

ている） 

 

（２）（自由回答）東村山市の産業振興全般にわたり、ご要望等ございましたらご記入くだ 

さい。  

※自由回答は、原則として原文のまま全てを掲載しています 

 

 ・市内に大型の道の駅を造り、地産地消の商品を販売する 

・個店のオーナーが高齢で承継者不在の店をよく見ますが、そういう店に対して、産業振

興課や商工会が仲を取り持ち若くて店を持ちたいという人との橋渡しをできるシステム

を作り、市内の個店を閉めないことはできないでしょうか 

・富士見町のサミットが閉店し、近くにスーパーがなくとても不便になりました。特に車

がない方は困っていると思います。 

・東村山のぶどう・梨の販売を数年前に知り、あちこち地方の友人に送ったりしていまし

た。とてもびっくり喜びを受け、長い東村山生活においてあまり知らずにいた私。東村

山色々といいところですね。在東村山５０年以上の幸せを感じている後期高齢者です。

お世話になっています。 

・個人商店を集めたショッピングモールを作る 

21.4%

11.3%

6.0%

6.9%

14.3%

5.5%

2.8%

5.4%

9.0%

9.4%

3.1%

4.9%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

魅力的な個店の誘致・開設支援

新たな企業の誘致

起業・創業の支援

マルシェの充実

空き店舗の活用促進

交流スペースの設置、バリアフリー化等商店街…

デジタル地域通貨の導入

市の特産品が購入できるネットショッピングサ…

市内特産品の情報発信の強化

市内店舗の情報発信の強化

その他

無回答（ｎ＝691）

（MA＝1,730）
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・特になし 

・秋津、新秋津周辺にもっと大きなショッピングセンターができれば、地元で買い物する

と思います。 

・駅（久米川）や駅前、きれいになるだけでも人の流れが変わると思います。（道路なども

整備されるだけで） 

・家の近くに商店のない高齢者の為に、食品や日用品を販売する移動販売車の利用や休日

の公園等を利用したキッチンカーの営業などを検討して下さい。 

・ダイエー（八坂駅のそば）や角上魚類が市外なのは残念です。久米川西友や東村山駅イ

トーヨーカ堂は今のままではもったいないです。あの地の利をもっと活用できると思い

ます。特産の食べ物（うどん・ソース etc）の開発するとともに、これら売り場を活用し

た工夫の積み重ねで活性化を計っていきたいです。東村山大好きです。よろしくお願い

します。 

・正直よくわからないのが利用しにくい一番の理由であり、サービス内容が理解できれば

もっと利用してもよい。また、わが町の利便性を考えた時に近所の商店が減少すること

は、決して利点にならないと考える。 

・子供達の意見（大学３年生と高校１年生）東村山は本屋が少ない。勉強に必要だが、イト     

ーヨーカ堂の中の本屋では足りない。ファッションや雑貨の店は流行があるから東村山

には無理かもしれないが、文化にかかわる物は、東村山にあって欲しい。所沢にはコン

サートホールなどイベントスペースがある。東村山の公民館とは全然違う。 

・大きな複合施設があると便利だと思う。 

・東村山駅東口からの大通りに、もう一軒くらいスーパーがあっても良いと思う。キャッ 

シュレス決済が使用できる店は少し高いし、他より安い店はキャッシュレス決済が出来

なくて不便に思っています。 

・私が若かったら、自分で車の移動販売を経営したいです。田舎でなくても必要と思いま

す。助かります。私自身は、いなげやさんが無料配達してもらえるので、月に１回水や

米・野菜等重いものを行き帰りタクシーで買いに行きます。個人商店も配達サービスが

あると良いのに・・・ 

・一般的なスーパー個人商店が多いのは嬉しいが、雑貨・ホーム用品の店が近くにないの

が、不便です。 

・デジタル化クオリティの高い体験価値の提供にフォーカスしないと活性化しないと思 

います。デジタルやマーケティングを突破口にすべきです。 

・地元でとれた野菜などをもっと食べてみたいと思います。定期的にマルシェなどが開催

されたらずっと魅力的だと思います。 

・東村山はお店が少ない。西口は特に少ない。ヨーカ堂とコープしかない。西口にホーム

センターを作って欲しい。飲食店も少ない。カネマンの後にローソンとかに出来ないか

歩けなくなったら買い物が出来ない。外食したくてもコロナで店が閉まっている。 

・西口にスーパーを誘致して、近くで利用したい 

・大型複合店舗ロピア・シマホ・ルミネ・イオンモール等があったら良いな～。駅前のヨ  

ーカドーでさえ不調？１ヶ所で買い物が終えられる所が欲しいです。久米川駅前商店街

はＰがわかりにくく、一通も多く車では行きにくいので利用を控えがち。本当はもっと
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利用したいと思っています。Ｐは店舗ごとなので久米川駅商店街のＰそこに行けば車が

置ける！そうなればもっと行きたいです。 

・野菜・花の朝市を希望 ＪＡだけでなく富士見町や中央公園近辺で 

・個人商店でも配達してくれると助かる。１つの商店街に１つの宅配サービス部署を作り、

周辺地域住民と関りを深める。町単位がいいのかな？包括ケアシステムみたいだな。人

と人のネットワークはあった方が良いな。 

・市民行動アンケートについて 10年とか、今をどうするか。東村山市に道路、商店もっと

よりよくしてほしい！！ 

・PayPayの還元キャンペーンとても良かったです。またやってほしいです。 

・農産物販販売店所在地情報がほしい特産果物があれば地方に送ってやりたい。契約して

定期的に送る事が出来れば助かります。 

・野菜（路上）は、通り道のため、良く利用させて頂きますが・・・ 個人商店は利用する   

ことが無いです。近くにないのが原因のひとつですが・・・スーパーや市場のように、1   

ヶ所に集まっていると行きやすいです。実家のある千葉に行くと道の駅があり P も有る

ので買い物はそこに寄ります。新鮮で地元の物が有るので・・・。東村山にも有ると特産

品や市内作業所製作品など気軽に購入が出来て有難いです。手土産も買えると良いです

ね。 

・世代交替によりお店をしめてしまうのも多い様に感じます。地域から欲されて売れゆき

も問題ないお店が、店主の高齢化による閉店をしないで継続できる支援、後継者・後継

策（家族以外でも経営する人の募集）をつくりやすい様にしていく支援の検討を早急に

実施した方が良いと考えられます。 

・近場に大型商業施設が全くないので、市外が多いです。食品を買うにしても、東大和や

武蔵村山まで行っています。遠いです。 

・東京から移転して今年で 10年目になります。現在はイトーヨーカ堂で大部分の品はある   

ので不便は感じません。但し、本屋さんがないので、新設して欲しいです。 

・府中街道が渋滞するので踏切を無くしてほしい。月極駐車場を増やしてほしい 

・Payアプリへの対応を進める・ネット店を併設する・他の自治体と連携したポイント制度 

・魅力のある興味のもてるお店ができたら良い。老人は買い物に行っても欲しい物を置い

ているお店が無く時間もお金も自由に使えるのに残念に思っていました 

・スマホ決済できる店を増やしてほしい。現金の店が多くて困る。スマホ決済できる店を

選んでしまう。 

・個人的にはまだまだ昔からの村社会の風潮が強いと感じています。昔からの東村山のイ

メージや固定観念は捨てて 0 から考えていける人達を増やして意見交換する場が必要と

考えます。 

・自然が多い土地でもあるので市民以外から人を呼ぶ事を考えてから掘り川、八国山の野

鳥観察するガイドさんも付けて写真の撮り方も教えてもらう内容お昼はうどんめぐりな

どそのままの自然を楽しんでもらうコースお土産にフルーツなんて、すいません！！ 

・東村山には若者がつどうお店が少ない気がします（西武線が特急止まる国分寺線通って

いるので人は多そうなのに） 

・がんばれー 
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・地域の産業や経済を活性化させる意見でも、市役所で使用する備品等は市内の小売店等

を利用しての購入をされる事を望みます。 

・PayPayの還元率も近隣市に選べて低いような気がしますが、足並みを揃えられると市内

の小売店の売上があがるのではないでしょうか？ 

・市役所で使用する金融機関は、JA等の地元の金融機関を使われるとよいのではないでし

ょうか？ 

・行ってみたいと思えるような魅力的な店舗が無い。 

・東村山市内在住ではありますが、ほぼ小平に近い所に住んでいるため、東村山のお店を

利用していません。私のは参考にならないかと思います。 

・ヨーカ堂があっても他の店舗があって商品のスペースが少なく、あっても、年配の商品

が多く、若い人の商品が少ない。店の駐輪場が有料の自転車止めになっている為、行き

づらいし、使い方がわからない時、聞けない。 

・大型店舗や個人商店の区別なく誰でも利用できる宅配サービスのネットワークとか、高

齢者世帯への配達サービスとかが充実すると消費の活性になるかと思います。 

・青葉商店街は空き店舗が多くて残念！近くに外食できる店があるとうれしい！ 

・魅力のある店舗を作ってほしい。（特に東村山駅前） 

・商業施設を増やしてほしい。 

・東村山市の特異性を出した商店街造り。 

・秋津駅と新秋津駅間の整備をした方がよいと思う。せっかく多くの人が通っているのに、

店に立ち寄る人が少なすぎる。もっと魅力的な商店街にしないともったいない。 

・西武園遊園地がきれいになり、昭和的な感じがとても癒されます。東村山も古民家等を

活用して、古いけれど新しいを目指してたくさんの方が出店できるような商店街を作っ

たらいいと思います。年配の人にはなつかしくて入りやすい。若者達は新鮮で映えるみ

たいな。 

・自宅の近くに美容院ができたので、よかったなと高齢の母親も一緒にいけるのかなと思

って、お店の人に話をきいたところ、ラインでの予約が必要とのことでした。高齢者で

ある母はラインもできませんし、電話での予約なら可能なのですが。そういうこともあ

り、車で移動して用事を足すので、多摩地域で他の市外に行くことが多いです。（駐車場

のある場所をさがすために）近くのスーパーもポイントカードもないようですし、電子

マネーも使用できないので、もっとそのあたりを今の時代の流れを考慮してほしいと思

います。 

・武蔵大和駅周辺にスーパーが欲しい。 

・ダイエー内にあった書店が無くなり、電車で大きな書店に行っていたが、コロナの為、

電車もひかえている為なかなか買いに行けないので大きな書店が久米川駅 or 八坂駅付

近にあるとかなりうれしい。個人商店だと取り寄せに日数がかかってしまう。書店が少

なすぎ！！ 

・富士見町のサミットが閉店して買い物難民になりました。スーパー空白地帯にスーパー

を誘致してほしい。 

・久米川駅北口の武蔵野線駅創設することでエリア価値向上。緑が多くて子育てに適して

いることをより情報発信する。子育て支援金（クーポン）などを創設。そのことで、所得
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高い人＋若い世帯の流入を促す。 

・人口減少期を迎えどの地方公共団体も地域の活性化・生き残りを真剣に模索されている

と思います。コロナの影響でネットショッピングが増えたのですが、あらためて市内を

みわたすと大分市内で生活用品の購入などが完結します。これまで新宿などへ出ていた

のがです。市内での購入を増やしていこうと思います。魅力的な店舗が増えることを期

待します。 

・こちらのアンケート少し分かりにくい所があるので、次回あるなら改善してほしいです。

［２．（１）です］"より身近な所で、例えば地場野菜・果物等購入できる機会を作る。 

（車を使っての移動販売で、市内各所を回るとか。。公民館 etc.）割引券、クーポン券等 

の配布（個人商店等、ふだん使っていない店には入りづらいので） 

・女性の運動、筋トレなど希望します。今、カーブスに通っていて、昼間は 20代なかなか

少ないです。ホットヨガ、水泳（ロンド）、ゴルフ、テニスくらいしか。コロナ禍なので、

どうなのかとは思いますが。若い人、沢山居ると思います。歩いています。駅周辺、かわ

りそうですね。どうなるのかしら？不安もあります。 

・転居したばかりで、まだよくわかりませんが。他から住み始めて、以前と比べると市内

店舗が地味でどこに何のお店が有るか認知しにくいと思います。そのため、秋津からで

すと、所沢駅方面に行くことになります。 

・デジタル地域通貨やネットショッピングサイトを導入・開設するより、まずは交通の便

を良くして下さい！！東村山市に行きたい店が無いので仕方なく国分寺市や所沢市に出

て買物や食事をしています。（スターバックス、成城石井、紀伊国屋、サカガミ（清瀬））、

西武百貨店、マルイ等を利用しています。）秋津駅・新秋津駅間の乗り換えが不便です。

西武線の乗り換え接続が悪くて時間がかかります。電車からバスの接続も悪いので、西

武鉄道、西武バス、JRで協力して時刻表を改善してほしい。道路がいつも渋滞していて

移動に時間がかかる。道路の幅が狭いので自転車移動が怖くてできない。タクシーを利

用したいが駅にいないことが多い。新秋津駅の東都タクシーの運転手が怖い人ばかりで

利用できない。 

・特にありません。 

・年齢で足腰が弱い人が多いと思います。椅子など一息つける様な所があると良いと思い

ます。町中にごみを捨てる人が減る事を願います。 

・PayPayだけ特別扱いで使ってないから見かける度に腹が立つ。特定企業との癒着？と考 

 えてしまう。 

・市のイベントは、末日が多かったり参加しづらいことも。土日にも催し物を希望 

・現在住んでいる地域は個人商店が少なく利用しにくい。他地域の知らない個人商店には

入りにくく、自然とスーパーなどで買い物するようになってしまう。 

・市外の人への訴求やブランディングが足りない。志村けん以外にも通じる魅力を見つけ

て外に発信すべき。市内の内需より外需に力点をおいた方が良いかと、市外を向いた施

策が足りないと思います ex）東村山のアンテナショップを銀座につくるとか、ネットシ

ョップをつくるとか、北山公園にグランピングをつくるとか、多摩湖の土手でプロジェ

クトマッピングするとか.etc 

・核となる企業を誘致してほしい。市の都市計画として商店街の集中化を考えてみてはど
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うか。あまりにもまとまりがなく魅力がゼロである。空き店舗でもよいが有名建築家を

入れた街作りを試みてはどうか 

・東口西口駅前に月 1 位でイベントを開く！！月 1 回楽しみになります。平日でも開くと

東村山に勤務の方にも喜ばれると思います。 

・①生産人口増が急務、企業誘致で働く人を増やし活性化を図る ②15万人の人口を 10年  

で 20万人にするには何をするべきか 20才～50才を 60％以上 

・昨年 30 年ぶりに東村山でくらしはじめましたが 30 年とほとんど変わってない事におど

ろきました。若い人にも魅力ある東村山にしないといけないと思いました。 

・個人商店、チェーン店、大型店にかかわらず高齢者を取り組む施策が必要ではないでし

ょうか。商品、サービス、施設、情報を分かり易く安全安心で楽しく参加できるものに

してほしい。 

・富士見町は農家の野菜直売点がないのであると良いと常日頃から思っています。例えば

コンビニで売ってほしい。商店街に空き店舗が多く寂しい。チェーン店の誘致をお願い

したい。例えばミスタードーナツやベローチェ、プロント、ドトール等を要望します。 

・まちづくりは道路から 

・年令を重ねると共に買い物に不自由を感じます。ヨーカ堂の移動販売たまごクラブなど

家の近くに来ていただけることがとても助かっております。今後もこのような地域での

支援に力を入れていただきたいと思います。 

・個人商店ばかりだと、ついで買いをする機会は減ると思うので少しはチェーン店の誘致

をお願いしたい。そもそも出向く気にもならない。 

・西友、ヨークマート、イトーヨーカドーの大手からビッグ A、業務スーパー、サンドラッ 

グ、ブックオフ、アコレなどに購入先が変わりました。より安くが最大の理由。資本が

大きい所に勝てるでしょうか？大手スーパー、大手チェーン店にない部分での住み分け

がいいと思います。酒屋なら全国の酒を販売、POP やホームページで料理にあうチョイ

ス、歴史などの発しんする、安売りスーパー、大手スーパーにないものを売るべき。紅

茶専門など何々専門を作れば欲しい人は必ず来ます。できればイオンの専門店舗のよう

に場所を提供すれば集客もいいと思います。でないと小売りはなくなります。ひいては

魅力の無い市は老人だらけになり、衰退します。 

・近隣の商圏に比べ魅力がない。よそに買物する方向になるので魅力のあるお店等を誘致

してもらいたい。 

・地場産業、工場等で生産される物品等の販売が定期的に販売できると嬉しい。産業祭で

行うミニ版？野菜等のスタンドマップあれば GOOD。 

・徒歩圏内に個人商店などあると、とても便利です。これからもよろしくお願いします。 

・多摩湖梨、黒やきそば、うどん、正福寺、全生園、八国山、北山公園、多摩湖自転車道そ 

して志村けん銅像強固な売りを出してみたら？アピールポイントはたくさんありますよ。

他にもたまろくと地域で連携を組むとか・・・。 

・萩山駅にたくさんの団地マンションあるのに食べる店がないことにびっくりした。また

バスもなくタクシーを呼ぶのに電話が遠い。 

・スーパーマーケットに地物の野菜が有り行くと必ず利用します。 

東村山市にはオシャレなカフェが多いので、もっと店を増やすか、宣伝をするべきだと
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思います。応援しています。 

・久米川駅のすぐ近くにあった駐車場が無くなり、便利に使用していたファミリーマート

の隣の駐車場も無くなってしまったので、駅に近い、そこそこ広い駐車場が有ると良い

ですね。不便を感じています。ほとんどの買い物は東大和市で、その他はイオンショッ

ピングモール立川のけやきモールでの買い物が多いです。面倒くさい駐車場ではなくス

ート出入りができる駐車場が東大和市は多いです。ほとんど、市内での買い物はしませ

ん。 

・個人の商店での買い物がなかなか出来ず、申し訳ありません。スーパーでほとんどのも

のがそろい、何軒も足を運ばなくて良いのは、やはり助かります。そこでしかかえない、

おいしいもの等があると、少し高くても、特別な時や人に渡す時等に使えてよいのです

が。 

・子連れでも利用しやすい店舗が増えるとありがたいです。 

・萩山町に住んでいると小平や東久留米の方が買い物に行きやすいです。 

・日々の生活（食事、病院など）は全く支障なくできています。プラスαの娯楽やショッピ   

ングを楽しむ（服、雑貨）などできるとうれしいです。子供やお年寄りも多い地域なの

で、全世帯が交流できるスペースが増えると良いと思います。 

・市内特産品の情報発信の強化に力をいれてほしい 

・PayPayの実施は有効であったと思う。限定的でなく、柔軟に対応していただきたい。 

・若いころと違って理解する事に時間が掛り大変です。年寄にもわかりやすい言葉で伝え

てほしいです。 

・デジタル通貨よりは、紙ベースの地域クーポンの方がよい。所沢市は、1万円で購入し、 

12,000円分使えるクーポン券を発売している。この方が、若者からお年寄りまで使えて

便利だと思う。 

・ミールキットみたいな野菜から肉から調味料などセットになった物がネットで購入でき、

近所のコンビニで受け取れたら便利 

・相羽建設のマルシェつむじ市がすきです。”百才”で行われるイベントも若い方たちが（フ   

ァミリー）が好む雰囲気を持っています。小さくても個性的なお店がたくさん出来ると

楽しい町になると思います。 

・久米川駅周辺にベビー用品のお店が無く不便（バースデーがつぶれたため）。駅まわりの

お店がつぶれて空き店舗のままの印象、美容院やケータイショプ等お店がたまっている

ため、新鮮味がない。パン屋ケーキなどの専門店はオシャレなところが増えて人に薦め

たりお土産にしたいと思われるので、今後もそうした専門店が増えてほしい。 

・飲食店が少ない、近くに居る孫達と祝いをするのに、所沢方面まで行くしかない。 

・マルシェやモール（駐車場付き）のスペースを確保し、開発を市で実施して欲しい。駅の   

近くに少しの個人店では買物に行く気がしない。 

・飲食店といっても居酒屋ばかり。この街に来た時は、居酒屋と美容院だらけでおいしい 

店は無いのか！と思ったくらいです。良い店探せばあるのだから、もっと PRした方が良

いし子供とペットに優しくないとよく感じる。 

・コミュニティバスの地域を増やしてほしい。老人がふえているので歩くのがつらい人が

多いと思います。ネットショッピング等ふえていますがアプリをもっていない人が多い
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と思う。もっていない人のことも考えてサービスを充実してほしい。 

・東村山は両サイド久米川・所沢に比べてもインパクトの少ない発展しない町に感じる。 

西口も本当に汚い雰囲気で東口も飲食店から少なくさくら通りも一直線に田舎のイメー

ジが強い。衣料店もなく他の市に行かなくてはならない。 

・駅ビルができたがおしゃれじゃない。ほしいものがない（都内に行くよう）居酒屋が東

村山駅に少ない。駅が魅力的じゃない。 

・粗品にひがっしーグッツほしいです。もっとたくさん答えます・・・？！新型コロナより   

スーパーマーケットサミット閉店がつらいです。なぜだー！！！地主なのー？！！ 

・東村山駅周辺に本屋がありません。ワンズタワー内にあった本屋が無くなってしまった

事が残念です。 

・市内での飲食を利用しないのは子供（小 1）に発達障害があり外食が難しいからです。市   

内に限らず外食は少ないです。 

・東村山市は車が必須な地域と考えるので道路を歩行者・自転車、車利用者も安心して通

れるよう整備してほしい。市内は道がせまく利用しずらいため車で行きやすい市外に行

きがちになる。 

・東村山駅の周りが飲み屋さんばかりになってしまったので、気軽に利用できるドトール 

や喫茶店を増やしてほしい。個人店の洋食屋さんもあるとよいと思う。 

・行きたくなるような大型スーパーマーケットが少ない。（ロピア、立飛のような大きない

なげややヤオコーなど）富士見町やその近隣町でのかいものがとても不便。サミットの

後地に大型のいなげややロピアを誘致してほしい。車を所有しておらず主にベビーカー

で徒歩圏で買いものをするがあまいけやコープは店内の通路幅がせまくベビーカーでと

おりにくく八坂や東村山駅前まで徒歩で行くしかなくとても不便。休日に家族で市外の

大型スーパーに買い出しに行っている。これでは市内を活性化させるのは難しいと思う。

買いものをしたくなるような広くて大型のお店を誘致してほしい。 

・外に出たくない人も多いので配達してくれるところがとてもありがたいです。商店もま

とまっていると良いと思います。豆腐屋さんのように専門店は良いと思います。 

・手みやげかおう！→できれば東村山ならではのものをあげたいけどこれと言ってな

い・・・。洋服買おう→所沢へ行かないと！！という現状です。子供むけのお店も少なく

てバースデー閉店してしまったり・・・住みやすさとしては減少している気もしました。

久米川商店街もうまく活用してほしいです。他所から来た身として久米川は趣味でやっ

ているのだろうなーという店が多い気がするのでうまくやってほしいです。スタバや惣

菜屋などあるとさらに住み心地が良くなりそう。 

・ふるさと納税返礼品に力を入れて下さい。 

・富士見町のほうにはあまり商店がない 

・商店街の祭りで新しい発見をすることも多く、小さくてもイベントを開催するほうが良

いと思います。コロナ禍で都心から引越しする人が増えてきて追風の環境と思う。テレ

ワークのしやすいところとしての魅力アピールは効果的ではないでしょうか。頑張って

ください！ 

・企業が来易いように税金対策恩恵を設けるしかない。世代交代し子供が育てても勤め先

雇用が生みだせないから若い人達は東村山市からでていってしまって衰退しているのが
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現状。商業ではイオンのようなショッピングセンター誘致ができなければ購入のため東

村山市民は外へ出ていってしまう。角上、コーナン田無、イオン久留米同様 

・東村山駅西口のバス通り商店街がさびれていてさみしく思う。子連れで利用できたりテ

イクアウトできるカフェが西口の商店街にできたらいいなと思う。カネマンがなくなっ

てしまい買い物が不便になってしまった。新しくスーパーが入ってくれるといいなと思

う。 

・個人商店さん（諏訪町ではお肉屋さんパン屋さんお豆腐屋さん等）にはスーパーに無い

雰囲気の良さや利便さを感じています。そういうお店が経営を続けてゆけるように購入

を続けてゆきたいと思っています。又、地元の野菜の直売所も魅力があります。これか

ら年を重ねてゆくと買い物に行くのも大変になってくることもあるでしょうから・・・

市内の中を巡回するような何でも買える（野菜、肉、パン食品）を乗せて走るワゴン車

なども良いかと思います。その時に市内産のものをたくさん買えると嬉しいです。又、

マルシェなどもあったら楽しいかと思います。 

・道路の整備を最初に→住宅増→商店増 

・紙でしかアンケートできないことに驚く。ど田舎の市でもないのにアンケート A・Bと封

筒をわけることも郵便代が倍かかる。A・B どっちがどっちのアンケートかわからない。

ほんきで活性化するつもりがあるのか？いつもゆるいようにかんじる。危機感がない。 

・東村山駅西口バス通りはシャッター通り。道路の整備を望みます。東村山駅周辺は飲食 

 、本、衣類など、立ち寄れる魅力的な所がない。もう少し活気が欲しい。（所沢駅に敗北。） 

 何も手に入らないのでネットショッピング中心です。 

・私の住んでいる富士見町に、つい先頃まで「サミット」がありました。しかし 6 月半ば

に閉店してしまいました。団地が多く高齢者が多いなか、ちょっとした買物が出来にく

くなっています。高齢者の生活自立を促すならばマーケットは決して欠かせるものでは

ありません。「買物難民」とか、やがてそうなっていくと思います。充分なる配慮をお願

いします。萩山町（萩山駅）にドラックストア、本屋など、もう少しお店が欲しい。新し

くできるお茶の水の土地は JAの直売店が絶対欲しい。小平のむーちゃん広場はいつも朝

並んでいる。野菜だけで良いから欲しい。 

・自宅は小平市に隣接。東村山市へのアクセスは良くない。 

・産業振興課が何をしているか不明 

・すべての町にスーパーがほしい。 

・インテリア製品、衣料品、娯楽品などを購入するための店を増やして欲しいと思います。 

・コロナの為に家の近くにしか行きません。 

・手土産やプレゼントを買おうと思うと、立川や吉祥寺等に行って買うことがほとんど 

です。東村山にも魅力的なお店が増えてくれたらうれしいです。 

・商工会でドリームスタンプを実施しているが加盟店でも明確な表示をしていない店があ

る。すでに時代遅れの制度とも思うが、市の PayPay決済と連携等をして新しい形式にし

てもらいたい。 

・駅ビル的なのがあると良い、もっと魅力的な飲食店がほしい。低価格のお店も多くあり

がたいが、質の良い商品を購入すつ時が困る。個人の飲食店のいくつか利用したことが

あるが、店内が汚い店がおおく、また行きたいと思わない。昔ながらと言えばそうかも
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しれないが店主のやる気が感じられない店にお金を使いたいとは思えない。そんな店が

多すぎる。 

・市内店舗の存在の PRがまず第一、それから必要な企業の誘致開設支援と思いますが。 

・農産物の販売所が多いのでよく利用しています。魅力的なカフェなどが地域の中心にな

っていくのかもと思います。 

・高架下の活用で小規模店などの起業支援を期待しています。現在は、東大和市、立川市

の起業支援の会などに参加しています。市内で雑貨屋などこじんまりとしてお店を持ち

たいと思います。 

・皆様の頑張りに期待します。 

・パブやスナックなどの風俗店をなくしてほしい。明るい健全な商店街をつくってほしい。

デジタル地域通貨は費用効果が見合わないと思う。 

・東村山駅周辺に店が少ない。東村山駅の駅工事終了後、高架下の有効活用に期待！ 

・犬と一緒でも買い物や食事が出来るお店があったら頻繁に利用したい。都心にはペット

OKのお店がたくさんあるのでよく利用しますが、東村山市内にあったら凄く嬉しい。 

・小平に近い為、東村山市民ですが市役所しかわかりません。申し訳ございません。 

・価格が少し高くても品質が良かったり、オリジナリティーや付加価値があれば購入する

と思う。他の量販店でも売っているものであれば、わざわざ個人店にまでは行かないと

思う。 

・デジタル通貨はポイントカードがよい。複雑にしない方がよい。スマホのみはダメ。 

・既存の個人商店には創意工夫のもと、後継者育成を含めて継続できるよう頑張ってほし

い。 

・本屋があるといいな！（ポイント付き） 

・コロナの影響による飲食店は、つぶさないようになんとか補償するなりして欲しいと思

っております。 

・市民の回答をムダにすること、ぜひ今後に活かして欲しいです。 

・居住した時から閉鎖的な町と認識。スーパー・デパートの方が気持ち良くお買い物が出

来るので、これからも変わらない。 

・個人商店では種類が限られているので多店舗が集合している場所（下町の商店街的な）

であれば、買い物がしやすいのではないか。 

・この調査は無作為抽出であたった方にしているのでしょうか？明記していただけた方が

よいと思いました。小さいけれど美味しいお店もあるので、どんどん魅力を配信して応

援していただきたいなと思います。私も消費（利用）して応援します！ 

・久米川は居酒屋と美容室ばかりで、女性向けのカフェやお洒落な店が少ないので行きた

い所がない。親がドリームスタンプを集めているが、加入店舗が少ないので意味がない

と意見している。他の市で起業した方も、久米川は乗降客も多いのに勿体ないと言って

いる。個人商店の酒屋など感じが悪すぎて 2 度と利用しないと思った。（モザイク通り） 

・特にありませんが、住みやすい市だと思っていますので、発展を願っております。 

商店街の空き店舗がうまって、商店街で買い物がすませられるようになったらいいなと

思います。 

・東村山市は一番利便性がよい場所に UR、都営住宅があり、商業施設・産業が少ない点を
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考えていく必要があるのでは。西武新宿線も近代化に遅れている、池袋線と比較すると。

武蔵野線が地下を通っているのに、駅（久米川ボウル近）作るようにしたら、活性化す

るのでは。 

・商店街の活性化。飲食店、ファミリーが活用できるお店。 

・特売やイベント等で販促の推進を求めます。 

・道の駅のような『ふるさと物産館』があれば利用しやすい。市役所やスポセンのような

大型施設で時々やればいいと思う。 

・子供たちの子育てをしっかりサポートすることが、東村山の未来につながると考えます。 

・特になし。 

・外食の選択肢を増やしてほしい。できることなら、ららぽーとやイオンなどが小さめで

いいのでできたらうれしいです。 

・地元を応援した気持ちはありますが、駅の方は遠く、飲食店も女性や子供と入るような

お店が少ないと感じているので、どうしても小平や東大和で用事を済ますことが増えて

しまいます。所沢は駅も大きくショッピングビルや飲食店があり、少しうらやましいで

す。ショッピングビルへ行く駅は乗り換えのついでにいつも国分寺に行っています。 

・なし 

・久米川駅を利用している方が多いと感じますが、せっかくの駅前に空き店舗が増えてい

ることや、魅力的なお店が少ないと思います。個人的には、成城石井などのストアが駅

前にあったらいいなと思います。 

・スーパー等に買い物に入るとき、駐車場がなく、路上に雑に置いてあるので、通路が狭

くなっている。 

・果樹園（農家）等があるので、駅前とかで手軽に購入可能なスポットがあればよいと思

う。 

・個人商店とは違うかもしれませんが、市内の野菜の直売所は、よく利用しています。 

・活気のある所沢（特にプロぺ通り等）を参考にしたらよい。また、大型店の誘致 

・東村山市は大型店やコンビニが少ない 

・東村山市は店やコンビニが少ない 

・IT産業と農業の振興です。そのために、農家以外が参入しやすいシステムを開発するこ

とと、安易な農地の宅地化を禁止することです。 

・スーパーが多い個人商店街（西武新宿線野方駅前等の商店街のようなところがあったら

いい。活気があり買い物も楽しい、食品等は手作りのお総菜屋さんとか、昔ながらの小

さなお店が集まった商店街） 

・所沢や国分寺など、近くに色々あるので、なかなか東村山は難しいと思う。駅をもっと

発展させてほしい。 

・個人経営をしているお店の後継ぎがいなくてなくなるのはとても残念です。技術を継承

して受け継いでくれる人を募集するとかなんらかの支援が欲しい。萩山駅周辺が寂しい

です。萩山に買い物に行けばいいのですが、久米川駅周辺に行くとあれこれ用事も済ま

せられ、買い物もできるのでつい久米川へ。萩山駅あたり何か欲しいです。 

・明石市を知ってますか？子育て世代への手当てが厚ければ自然と人口が増え、市は活性

化されます。どんなにデジタル化しても市外の人は使わないし、（増える人口はお年寄り、
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お年寄りは使えないです）働き盛りの世帯を誘致したほうが、長期的にみて市は税収が

増えます。今、二人の未就学児を育てていますが、東村山は公園も狭く、草ぼうぼう、子

育ての支援は厚いとは言えず、できることなら引っ越したいです。こうやって若い世代

が減り続けると思います。地域通貨などいらないので、すぐにでも子育て世代へのサポ

ートするべきです。地域の個人店をどうしたいにせよ、人口を増やすことが第一です。

小手先のことではなく長期的に考えてください。宜しくお願い致します。今後に期待し

てます。 

・大きな公園がない（ボールを使えるような公園やグランド）ので子供を育てにくい。仕

事で共働きする家庭が増えているので、駅周辺にもっとお店を増やしてほしい。市の特

産品は駅周辺で販売していれば買うと思います。秋津－東村山につながる道ができたの

で、あの道にもっとお店を増やしてほしい。 

・学生時代は、東村山市内に娯楽施設が少ないこともあり、市外に出て遊ぶことがほとん

どでした。私自身、市内で遊べる施設があれば便利だろうと感じていたので、東村山市

にも親子で楽しく遊べるアミューズメントパークができればと思います。 

・道路の幅が狭い道の拡幅・整備。自転車専用レーンの整備。車椅子、視覚障害者が移動し     

やすい道の整備。 

・商店街は、駐車場・駐輪場がほとんどなく、近所の人しか利用できないと思われる。な 

ので、立地的に西口は栄えないと思う。 

・コロナ禍で色々とご苦労が多いかと思いますが、東村山市が暮らしやすい街であり続 

けるために頑張って下さい。 

・東村山市民は東村山駅周辺だけでなく、マップ⑨の周辺にもアパートやマンションにい

ます。それなのに、スーパーが 1つ無くなり大変不便しています。 

・産業・経済を活性化する為には、まず、子育て世代に向けた環境整備が必要だと考えま

す。暮らしやすい街を目指すことで、そも人達は自然と地域で買い物をしていくことで

活性されていくと思います。住みづらい、移動しづらい、子育てしづらい、それでは、い

つまでも人は来ないと思います。お店が良くても人がいなければ、大きな活性化には繋

がらないと思います。 

・喫茶店等（スタバ）があればいい。おしゃれな店がないので、所沢や小平に行っている。 

・今はコロナの影響で仕方ないですが、ジョナサン、バーミヤン等々、ほとんど自分でメ

ニューを打ち込み年寄りには難しく、行くのが嫌になりました。注文方法を分かりやす

くしていただければ嬉しいです。 

・富士見町は、サミットがなくなり不便でお年寄りは、買物が大変だと思います。マルシ

ェも駅前でなく、住宅地や中央公園で定期にしてほしいです。富士見町は、ドラッグス

トア 2 店なので、わりと東大和や小平へ行ってしまいます。マンションや公団もあるの

で、買物が便利になると良いです。空室があるので、何かイベントでも交流する場がほ

しいですね。よろしくお願いします。 

・富士見町 3丁目ですが、近くのスーパーが今年 6月に撤退後、空き店舗になっています。

近辺の高齢者がバスで移動しないと買物に外出は大変です。活用促進を是非働きかけて

いただきたいとお願い致します。 

・計画道路、早期実現。 
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・新秋津から志木街道への道（127号線？）いつも車同士がスレスレですれ違っています。

一通にすべきかと思います。 

・このアンケート調査の回答項目からも、事情に合わせたものに改善を望みます。東村山

市の農業物販売所をまわって特徴を知り、会話も楽しんでいますが、項目に入っていな

い。同じく地場製品や産物に重きをおいているのに、みらいコープや生活クラブでの扱

いが少ないなど。買いたいのに買えない。人にすすめたいのに、すすめられない。 

・秋津、新秋津間にもっとちゃんとした大型スーパーが欲しい。秋津、新秋津間にちゃん

とした歩道が欲しい。雨の時は傘をさして歩くとぶつかってしまう。又、秋津、新秋津

間に地下通路を。秋津→新秋津に向かって走ってくる人にふっ飛ばされそうになる。 

・家の近所に食品の店舗が無いので、高齢化に向けて「移動販売」のようなサービスがあ

ると安心です。（今は自転車に乗れるので、将来のことです。） 

・大規模商業施設やチェーン店での活性化は無意味。他地域との差別化がなく、他の交通

便の良い地域に流れてしまう。魅力的な個店や街並みを整えるなどして欲しい。 

・ムーンショット計画、スーパーシティ構想を取り入れた地域は、衰退するでしょう。 

・マルシェの充実・・・市内近郊で採れた農産物（新鮮でおいしい！！）、加工品、パン屋、

地元の人が作った雑貨などが販売され、憩いの場となり、コミュニケーションの場、情

報を発信する場として、もっと各地域にできたらいいと思います。 

・東村山市の歴史や自然を知り、体験できる機会を増やす。下宅部遺跡（重文）、八国山緑

地など。人流は所沢に沢山流れていると思いますが、東村山は歴史と自然で勝負。マル

シェに歴史や自然を体験できるコーナーなどがあれば活気が出ると思います。 

・デジタル化が進む中、自然のありがたさを実感できる場があれば、皆、元気になれるの

ではないでしょうか。以上 

・マーケットに見合ったお店の誘致をした方が良いと思う。・市内の生産物の販売を、東村

山駅周辺でどんどんやって欲しい。・東村山駅周辺に、もっともっと気軽に入れる飲食店

を作って欲しい。（久米川駅の方が、にぎやかで、イートインのお店も気軽に入れる所が

多くて、うらやましいと常々思っています。）・改札から直結で入れる喫茶店が復活して

ほしい。（昔、東村山駅もあったので）・高架工事のあと、お店入らないのかなぁ～とか、

JR 中央線の「nonoa ノノア」のような感じが理想です。少しでも参考になればよいと思

っていろいろ書きました。それだけ、東村山駅周辺に期待しています。よろしくお願い

します。 

・産業祭（？）はとても楽しかった思い出があります。コロナが収束したら、また是非開催  

してほしいです。 

 ・電子決済の積極的活用、支援。古民家の整備、活用。 

・大型のショッピングセンターのようなもの、複数店舗の入った施設などがあればいい。

小さな子供たちの遊べる施設が入っているともっといい！青葉商店会など空きが多くも

ったいない。駐車場を増やしてもっと活用できればいいと思う。 

・世田谷から東村山市に引っ越してきて、余り経っていませんが、食料品が全般的に高い

です。人口密度のせいなのかなと思いますが、世田谷では卵が 100 円だったり野菜も安

かったのが毎日でしたが、ここは近所のドラッグストアはめちゃくちゃ高いです。 

・萩山１丁目は、地域的に小平市を利用することが多いので、週替わりの店舗の活用を希
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望します。以前は産業祭等で緑茶、麺類、菓子、つけもの等を購入した機会がありまし

た。 

・東村山市には何もない。大型のショッピングセンターを誘致すれば、市内外から集客で

き、消費行動が活発になる。とにかく魅力的なテナントを集めないと、市内では何もす

ることができない。 

・引っ越して１年弱ですが、東村山市好きなので個人店など面白い店が増えると嬉しいで

す。 

・東村山駅前にコーヒーショップも本屋もないのはとても不便だしはずかしい。（個人店で

もよいが、比較的安価で気軽にくつろげる店を出してほしい）。ドトールやベローチェの

誘致を。駅前に本屋を！！ 

・マルシェのように、そこに行けば地域の特産品やおいしいものが手に入る場が欲しい 

・小型バスの進行。富士見町１丁目から久米川駅や八坂駅まで。よろしく！！ 

・秋津町商店街の再開発。所沢や久米川のように持続的継続的に集客できる統一感のある

ものにする支援をしてほしい。青葉町商店街をコミュニティ等有効利用する。 

・何か買い物というと所沢まで行ってしまうが久米川の個人商店（街）は、魅力にあふれ

ていると思うので、もっと発展してほしいです。久米川駅前の伊勢屋さんが閉店してし

まったりと、シャッター商店街になってしまうのではないかと寂しく不安です。楽しく、

面白い商店街になってほしいです。 

・志村けんさんの記念館だったら、行ってみたいです。 

・富士見町サミットがなくなり、大変困っている。文具、生鮮食品、日用品揃ったところが    

近所にない。さらに、サミット跡地は歩道が消えてしまい、非常に危険！！車にクラク

ションを鳴らされた。歩道作ってください。 
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市民消費行動等アンケート調査 
 

東村山市では、商工業の基本的指針となる「東村山市商工業振興基本方針」の策定作業を進め

ております。本アンケートは、東村山市民の消費行動の現状や今後の見通しなどを把握し、今後

１０年間の商工業施策等の方向性について定める「東村山市商工業振興基本方針」に反映するた

めに実施するものです。多くの回答へのご協力をお願いいたします 

●質問において基準日、期間の指定がない場合は、令和３年（2021年）1月 1日時点の状況に 

ついてご回答ください。 

●設問が選択式のものは該当番号に〇を、それ以外はご記入をお願いいたします。 

●調査票の回答情報は、全て統計的に処理し、他の目的に使用するものではありません。 

なお、ご不明な点がございましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 1. 基本的事項について 

（１）あなたの性別をお答えください。（１つのみ回答） 

   １．男性    ２．女性    ３．無回答 

 

（２）あなたの年齢をお答えください。（１つのみ回答） 

１．１０代    ２．２０代    ３．３０代     ４．４０代     

５．５０代    ６．６０代    ７．７０代        

 

（３）あなたの主となる職業をお答えください。（１つのみ回答） 

１．学生  ２．会社員・公務員・教職員  ３．自営業・自由業  ４．専業主婦・主夫  

５．アルバイト・パート  ６．無職（収入が年金の方も含む） 

７．その他（            ） 

 

（４）あなたのお住いの町名をお答えください。（１つのみ回答） 

   １．本町    ２．久米川町   ３．秋津町    ４．青葉町    ５．恩多町 

   ６．萩山町   ７．栄町     ８．富士見町   ９．美住町   １０．廻田町 

   １１．多摩湖町   １２．諏訪町   １３．野口町 

東村山市役所 産業振興課 商工振興係 

電話：042-393-5111 内線：2915・2916 

 

令和３年９月９日（木）までに同封の返信用封筒でご返送下さい。 
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（５）東村山市での居住年数（※通算で）をお答えください。（１つのみ回答） 

   １．１年未満      ２．１年以上５年未満      ３．５年以上１０年未満 

   ４．１０年以上２０年未満    ５．２０年以上３０年未満    ６．３０年以上 

 

（６）あなたのご家族（世帯）の構成をお答えください。（１つのみ回答） 

   １．単身（一人暮らし）         ２．夫婦のみ（事実婚含む） 

   ３．親と子（中学生以下の家族がいる）  ４．親と子（中学生以下の家族がいない） 

   ５．三世代（中学生以下の家族がいる）  ６．三世代（中学生以下の家族がいない） 

   ７．その他（                                ） 

 2. 買い物行動について 

（１）次のような商品を購入（サービスを利用）する場合、主にどこに、どのような交通手段で行かれ 

るのか、お答えください。 

設 問 

（A） 

買い物場所 

（B） 

買い物先 

（C） 

交通手段等 

次ページの 

買い物場所

のマップより 

数字を選択

ください。 

① 個人商店 

② コンビニ・ドラッグストア 

③ 食品スーパー 

④ 百貨店・ショッピングセンタ― 

⑤ 家電量販店・ホームセンター 

⑥ デリバリーサービス 

⑦ ネットショッピング 

① 徒歩 

② 自転車 

③ バイク 

④ 電車 

⑤ バス 

⑥ 自家用車 

⑦ 家族等が行く 

⑧ ヘルパー等が行く 

⑨ その他 

【記入例】 
生鮮食品を購入するとき、〈秋津町〉
の〈食品スーパー〉で〈自転車〉を利
用し、買い物をしている方 

① ③ ② 

１．生鮮食品（野菜・肉・魚）    

２．その他食品    

３．日用雑貨（洗剤、化粧品等）    

４．家電・インテリア製品    

５．衣料品    

６．クリーニング    

７．床屋・美容院等    

８．娯楽品（本・スポーツ用品等）    

９．外食サービス    

選 
択 

肢 
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【買い物場所のマップ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩所沢市 

⑪清瀬市 

⑫東久留米市 

⑬小平市 

⑭東大和市 

①秋津・新秋津駅周辺（秋津町） ②東村山駅周辺（東口・西口） ③久米川駅周辺（北口・南口） 

④八坂駅周辺 ⑤萩山駅周辺（萩山町） ⑥本町・久米川町周辺 

⑦野口・廻田・多摩湖・諏訪周辺 ⑧青葉・恩多周辺 ⑨富士見・美住周辺 

⑩所沢市 ⑪清瀬市 ⑫東久留米市 

⑬小平市 ⑭東大和市 ⑮その他 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
⑦ ⑧ 

⑨ 



29 

 

（２）新型コロナウイルス感染症拡大により、感染症拡大前と比較し、現在の買い物行動の変化について

お答えください。（１つのみ回答） 

 
とても 

増えた 

少し 

増えた 

変わ 

らない 

少し 

減った 

とても 

減った 

コロナ前
後ともに
利用なし 

新たに 

始めた 

①市内での買い物 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

②市内での飲食 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

③ネットショッピング １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

④テイクアウトサービス(※) １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

⑤デリバリーサービス(※) １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

※テイクアウトサービスとは、飲食店等で提供しているメニューを「お持ち帰り」できるサービスです。 

デリバリーサービスとは、飲食店等で提供しているメニューを宅配するサービスです。 

 

（３）新型コロナウイルス感染症が収束した場合、（２）の「現在の買い物行動の変化」と比較し、買い物

行動の変化の見通しについてお答えください。（１つのみ回答） 

 ※例１ 設問（２）で「とても増えた」を選択した方 ： 感染症の収束後も、現状が継続する場合⇒「変わらない（「３」）」を選択。 

   例２ 設問（２）で「とても減った」を選択した方 ： 感染症の収束後は、現状から「とても増える」場合⇒「とても増える（「１」）」を選択。 

 
とても 
増える 

少し 
増える 

変わ 
らない 

少し 
減る 

とても 
減る 

利用 
しない 

①市内での買い物 １ ２ ３ ４ 5 6 

②市内での飲食 １ ２ ３ ４ 5 6 

③ネットショッピング １ ２ ３ ４ 5 6 

④テイクアウトサービス １ ２ ３ ４ 5 6 

⑤デリバリーサービス １ ２ ３ ４ 5 6 

 

（４）個人商店の利用頻度についてお答えください。（１つのみ回答）  

１．ほぼ毎日        ２．１週間に 3～４回程度 ３．１週間に１～２回程度 

４．１カ月に２～３回程度  ５．１カ月に１回程度  ６．２～３ヵ月に１回程度 

７．半年に１回程度     ８．全く利用しない 
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（５）（４）で個人商店の利用頻度で、「４．１カ月に２～３回程度」から「８．全く利用しない」とお答

えした人へ、その理由についてお答えください。（複数回答可） 

１．価格が高い ２．品質・鮮度が悪い ３．品数・種類が少ない 

４．応対・サービスが悪い ５．営業時間が短い 

６．ポイントカードなどのサービス特典がない ７．自宅から遠い 

８．１つのお店で買い物がすまない ９．歩くことが不自由である 

１０．購入したものの運搬が負担である １１．通勤・通学の経路にない 

１２．駐車場がない １３．駐輪場がない １４．個人商店をよく知らない 

１５．キャッシュレス決済に対応していない 

１６．その他（                            ） 

 

（６）現状の個人商店の利用頻度と比較し、今後の利用見通しについてお答えください。（１つのみ回答） 

   １．多く利用する     ２．多少、利用する     ３．変わらない 

   ４．多少、減少する    ５．減少する 

 

（７）個人商店・商店会に期待するサービスについてお答えください。（複数回答可） 

   １．身近な買い物の場   ２．大売出しなどのイベント等の充実 

   ３．駐車場の整備     ４．駐輪場の整備      ５．キャッシュレス決済の対応   

６．デリバリー・テイクアウトサービスの提供      ７．防犯・見守り 

８．地域住民の交流の場の提供             ９．空き店舗の活用    

１０．休憩スペース設置   １１．送迎サービス   １２．特にない 

１３．その他（                            ） 

 

 

 3. デジタル地域通貨（※）について 

※デジタル地域通貨とは、市内での買い物やサービスの利用時に、スマートフォンやクレジットカード等での決済及び、

ボランティア活動等をすることでポイントが付与され、市内の店舗で買い物等に使えるお得な通貨です。 

（１）東村山市でデジタル地域通貨を開始した場合、新たな決済手段としての利用意向について教えて

ください。（１つのみ回答） 

１．利用する        ２．利用について検討する    

３．利用しない       ４．分からない 
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（２）（１）で「３．利用しない」とお答えした方へ、利用しない理由についてお答えください。 

（複数回答可） 

   １．デジタル地域通貨を利用するメリットが理解できないため  

   ２．他のキャッシュレス決済を利用しているから  

３．現金以外の支払をすることに抵抗があるから   

４．使えるお店が少ないと思うから   

５．個人情報や決済情報の漏えいが不安だから   

６．使っている実感がなく使いすぎてしまいそうだから   

７．なんとなく不安を感じるから 

８．デジタル地域通貨のことがよくわからないから 

９．その他（                            ） 

 

 4. その他 

（１）東村山市の産業や経済をより活性化させるために、どういった施策が必要であるかお答

えください。（複数回答可） 

   １．魅力的な個店の誘致・開設支援      ２．新たな企業の誘致 

３．起業・創業の支援    ４．マルシェの充実    ５．空き店舗の活用促進 

６．交流スペースの設置、バリアフリー化等商店街の環境整備 

７．デジタル地域通貨の導入   

８．市の特産品が購入できるネットショッピングサイトの開設 

９．市内特産品の情報発信の強化  １０．市内店舗の情報発信の強化   

１１．その他（                             ） 

 

（２）（自由回答）東村山市の産業振興全般にわたり、ご要望等ございましたらご記入ください。 

 

 

ご協力ありがとうございました。 

 


