
 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学生アンケート 

将来の東村山のまちづくりアンケート 

調査結果 

 

報告書（速報版） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 9月 

東村山市 
 

 

資料９－８ 



  



目次 

 

I. 調査の概要 ................................................................. 1 

1. 調査の目的 .......................................................................... 1 

2. 調査の設計 .......................................................................... 1 

3. 回収結果 ............................................................................ 1 

4. 設問の構成 .......................................................................... 1 

5. 本報告書の留意事項 .................................................................. 1 

 

II. 調査結果 .................................................................. 2 

1. あなた自身のことについて ............................................................ 2 

2. 将来くらしたいまちのイメージについて ................................................ 3 

3. これからの東村山が目指すまちやひと、くらしのイメージについて ........................ 5 

4. あなたが重点的に行うべきと思う取り組みについて ...................................... 7 

 

III. 資料編 ................................................................... 8 

1. 設問②の自由記述一覧 ................................................................ 8 

2. アンケート調査票 ................................................................... 21 

 



1 

I. 調査の概要 

1. 調査の目的 

東村山市では、平成 30年度より、第 5次総合計画をはじめ、複数の長期計画の策定を進めています。 

本調査は、これから人口減少・少子高齢化が進む時代を見据えた持続可能なまちづくりの観点から、次

代を担う若年層である中学校の生徒の皆さまのご意見等をうかがい、上記の計画を策定するための基礎資

料として活用することを目的としています。 

 

2. 調査の設計 

（1）調査対象：市立中学校 7校の 3年生の生徒全員 

（2）調査時期：2019年 7月 11日（木）～7月 24日（水） 

（3）調査方法：各中学校経由で調査票を配布し、各中学校経由で回収 

 

3. 回収結果 

（1）回 収 数：988票 

回収数の内訳は以下の通りです。 

中学校名 回収数 

東村山第一中学校 100 

東村山第二中学校 171 

東村山第三中学校 128 

東村山第四中学校 140 

東村山第五中学校 188 

東村山第六中学校 133 

東村山第七中学校 128 

計 988 

 

 

4. 設問の構成 

内容 設問 

 1. あなた自身のことについて（お住まいの町名） ① 

 2. 将来くらしたいまちのイメージについて ② 

 3. これからの東村山が目指すまちやひと、くらしのイメージについて ③～⑤ 

 4. あなたが重点的に行うべきと思う取り組みについて ⑥ 

 

5. 本報告書の留意事項 

・回答割合は、小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しているため、百分率の合計が 100.0％にならな

い場合があります。また、複数回答の回答割合は、回答者数に占める割合を表しているため、回答割

合の合計が 100.0％を超える場合があります。 

・各設問にある「n=」は、上記の回答割合算出上の基数を表しています。 

  

第一中学校

10.1%

第二中学校

17.3%

第三中学校

13.0%

第四中学校

14.2%

第五中学校

19.0%

第六中学校

13.5%

第七中学校

13.0%

988n=
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II. 調査結果 

1. あなた自身のことについて 

① あなた自身のことについてお答えください。 

お住まいの町名に○をつけてください。 

･ 回答者の居住地域は、「恩多町」の割合が 14.7％と最も高く、次いで「久米川町」（11.7％）、「秋津町」

（11.3％）となっています。 

 

  

本町

7.1%

久米川町

11.7%

秋津町

11.3%

青葉町

9.5%

恩多町

14.7%

萩山町

5.0%

栄町

6.8%

富士見町

8.7%

美住町

7.1%

廻田町

5.2%

多摩湖町

3.8%

諏訪町

3.1%

野口町

5.7%

その他

0.2%
無回答

0.1%

988 n=
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2. 将来くらしたいまちのイメージについて 

② あなたが 10年後にくらしていたい東村山市をイメージしたとき、どのようなまちだったら良いと思

いますか。次の中から当てはまるものを 3つ選び、番号に○をつけてください。（3つに○） 

また、あなたが考える将来の東村山について大事だと思うキーワード、理想とするまちのイメージを下

の欄に書いてください。 

【10年後にくらしていたい東村山市のイメージ】 

･ 10年後にくらしていたい東村山市のイメージについては、「安心で安全なまち」の割合が 57.0％と最

も高く、次いで「買い物や移動などくらしが便利なまち」（49.6％）、「自然と都市が共存した、ほっと

するまち」（47.2％）となっています。 

 

  

47.2 

21.4 

49.6 

17.9 

12.7 

22.6 

6.8 

12.8 

57.0 

18.3 

13.9 

4.5 

7.2 

1.5 

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

自然と都市が共存した、ほっとするまち

にぎわい・活気あふれるまち

買い物や移動などくらしが便利なまち

笑ってあいさつしあえるまち

いろいろな世代の人が楽しく過ごせるまち

人を大切にする、思いやりのあるまち

いくつになっても元気に過ごせるまち

多様性があり、だれでも住みやすいまち

安心で安全なまち

文化・スポーツ活動などがさかんなまち

仕事やくらしが充実したまち

市民と行政が協力するまち

市民が愛するまち・ほこれるまち

無回答

988 n= ［複数回答］
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【将来の東村山について大事だと思うキーワード、理想とするまちのイメージ】 

将来の東村山について大事だと思うキーワード、理想とするまちのイメージについて、自由記述欄を

設けて伺いました。頂いたご意見を、現在検討している東村山市第 5次総合計画の項目ごとに分けて件

数をカウントしています。なお、一つの自由記述欄に、複数の項目に関連する意見を頂いている場合は、

文章を分割して項目ごとにカウントするか、文章を分割できないものについては、“（再掲）”としてカウ

ントしています。よって、以下に示した回答数（件）は、回答者数（人）とは異なります。 

※ここでは、回答件数のみ表します。自由記述の内容については、p8「Ⅲ. 資料編」の「1. 設問②の

自由記述一覧」をご覧ください。 

 

＜自由記述欄に寄せられた項目別の回答件数＞ 

 

 

  

大項目 小項目

みどり・公園・水辺 271

駅・中心市街地 9

道路 15

公共施設 4

産業 77

働き方 0

出産・子育て 27

学校教育 7

生涯学習 0

福祉 13

健康・医療 3

コミュニティ・地域活動 159

文化・スポーツ 26

環境・エコ・ごみ 9

防犯・防災 222

生活環境 22

交通 19

行政運営 行政運営 27 27

まちづくり全般 まちづくり全般 380 380

その他 その他（特になしなど） 53 53

※「その他」には、イラストでの回答9件を含む。

272

合計 1,343

回答数（件）

299

77

34

16

185

都市基盤

産業

子育て・学び

健康・福祉

地域活動

暮らしの環境
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3. これからの東村山が目指すまちやひと、くらしのイメージについて 

③ これからの東村山が目指す【まちづくり（道路や施設の整備・産業・しごとなど）】について、あな

たが良いと考えることを次の中から 3つ選び、番号に○をつけてください。（3つに○） 

･ 道路や施設の整備・産業・しごとなどについて良いと考えることは、「豊かな自然が保たれている」の

割合が 69.6％と最も高く、次いで「駅の周辺などまちの中心部ににぎわいが生まれている」（50.3％）、

「人の生活・活動の基盤となる道路が適切に管理されている」（39.6％）となっています。 

 

 

④ これからの東村山が目指す【まちづくり（人の成長や健康づくりなど）】について、あなたが良いと

考えることを次の中から 3つ選び、番号に○をつけてください。（3つに○） 

･ 人の成長や健康づくりなどについて良いと考えることは、「必要なときに適切な医療が受けられる」の

割合が 56.3％と最も高く、次いで「安心して子育て・出産ができる」（49.9％）、「大人も子どもも学

び、成長し、自分を高めている」（36.5％）となっています。 

 

  

34.1 

69.6 

50.3 

39.6 

35.9 

15.6 

21.2 

28.7 

0.8 

0% 20% 40% 60% 80%

住宅地や農地・緑地、店舗や工場など、地域の状況に応じた

利用がされている

豊かな自然が保たれている

駅の周辺などまちの中心部ににぎわいが生まれている

人の生活・活動の基盤となる道路が適切に管理されている

公共施設が、使う人の数や必要性の変化に合わせて適切に

配置・管理されている

市内で働く人が多く、事業や店舗での売買が盛んに行われ

ている

観光や仕事などで、市外からも多くの人が訪れている

働く場所や働き方の選択肢が多い

無回答

988 n= ［複数回答］

49.9 

35.4 

36.5 

34.7 

27.9 

28.3 

21.4 

56.3 

2.7 

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

安心して子育て・出産ができる

子ども・若者が地域の中で、自立した存在として育っている

大人も子どもも学び、成長し、自分を高めている

だれもが取り残されず、地域社会の中で支え合っている

だれもが自分の健康づくりに気軽に取り組める

障害のある人も地域の中で自立した生活を送ることができる

高齢者が住み慣れた地域でいきいきとくらしている

必要なときに適切な医療が受けられる

無回答

988 n= ［複数回答］
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⑤ これからの東村山が目指す【まちづくり（地域活動や生活環境など）】について、あなたが良いと考

えることを次の中から 3つ選び、番号に○をつけてください。（3つに○） 

･ 地域活動や生活環境などについて良いと考えることは、「災害や犯罪への不安なく安心してくらして

いる」の割合が 64.9％と最も高く、次いで「地球環境にやさしい生活や資源の活用ができている」

（51.6％）、「生活環境の保全や美化が促進されたきれいなまちにくらしている」（43.9％）となってい

ます。 

 

  

28.3 

41.1 

51.6 

43.9 

64.9 

37.2 

23.7 

2.4 

0% 20% 40% 60% 80%

だれもが地域でつながり、コミュニティの中で支え合ってくら

している

文化・伝統に触れられ、スポーツを楽しんでいる

地球環境にやさしい生活や資源の活用ができている

生活環境の保全や美化が促進されたきれいなまちにくらして

いる

災害や犯罪への不安なく安心してくらしている

移動に困らず便利に生活している

多様性を受け入れ、だれもが互いに認め合ってくらしている

無回答

988 n= ［複数回答］
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4. あなたが重点的に行うべきと思う取り組みについて 

⑥ これからの東村山のまちづくりで、あなただったら、どのような取り組みを重点的に行うことが大

切だと思いますか。下の取り組みの中から 1つ選び、番号に○をつけてください。（1つだけ○） 

･ まちづくりで重点的に取り組むべきことについては、「1. 安全で快適な道路や、便利な公共施設など

の整備をする」の割合が 21.2％と最も高く、次いで「3. 将来活躍する子どもを安心して育てられる環

境や、子育てする親を支援するしくみを作る」（18.5％）、「6. 公園や緑地など緑豊かな自然環境を守

る」（15.8％）となっています。（順位から「8. 無回答」は除く） 

･ 「7. その他」の内容は、大型商業施設や娯楽施設の整備、遊べる公園の整備、犯罪の防止などの回答

が見られます。 

 

  

1.

21.2% 2.

6.9%

3.

18.5%

4.

3.1%

5.

12.0%

6.

15.8%

7.

2.3%

8.

20.1%

1. 安全で快適な道路や、便利な公共施設などの整備をする

2. 商業や工業、農業などの産業を盛り上げ、まちの魅力を多くの人に発信する

3. 将来活躍する子どもを安心して育てられる環境や、子育てする親を支援するしくみを作る

4. 高齢者がいきいきとくらし、健康で活躍できるしくみや場を作る

5. 大規模な地震や台風などによる豪雨災害から人の命やまちを守る

6. 公園や緑地など緑豊かな自然環境を守る

7. その他

8. 無回答

988 n=
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III. 資料編 

1. 設問②の自由記述一覧 

【将来の東村山について大事だと思うキーワード、理想とするまちのイメージ】 

将来の東村山について大事だと思うキーワード、理想とするまちのイメージについて、自由記述欄を

設けて伺いました。頂いたご意見を、現在検討している東村山市第 5次総合計画の項目ごとに分けて掲

載しています。なお、一つの自由記述欄に、複数の項目に関連する意見を頂いている場合は、文章を分

割して項目ごとに掲載するか、文章を分割できないものについては、“（再掲）”として掲載しています。

よって、回答数（件）は、回答者数（人）とは異なります。 

また、原則として原文のまま全てを掲載しています。 

 

＜自由記述一覧＞ 

 

※意見をまとめたものについては、太字で表記し、( )カッコ内に件数を入れています。（以下同様） 

  

【都市基盤】
〇みどり・公園・水辺（271）
自然、緑、自然豊か、自然が多い等（140）

自然・緑が多くてきれい（2）

自然・緑を守る、残す、大切にする等（33）

自然・緑との共存、調和等（18）

自然豊か　酸素がおいしい

自然が豊かで住民の仲が良い町（再掲）

自然が豊かで、市民どうしがとても仲の良い町。（再掲）

自然が多くて少しいなかっぽい感じが残っていてほしい

自然がたくさんあるまちにしたい（もっといなかっぽく）

自然が豊か→都市と自然が共存しているところが東村山の良い所だと思うので！

自然と都市が共存し、安心、安全なまち（再掲）

自然と都市　愛するまち

自然とうまく共存し、けれどももう少し都市のように発展したまち。（再掲）

八国山のような森（自然）があり、東村山駅のような（都市）の２つがあるイメージ。（再掲）
人口を増やすのは難かしいと思うので、人口が減る前提で考えた方が良いと思う。人口が減ると空地が増えて、そこに
自然と都市をつくっていけばいいと思う。なるべく自然は残してほしい。（再掲）

自然が多く、動植物と共存するまち

自然を保護し、緑とともに共存するまち

人々が快適に過ごせることだけを考えて、建物を増やしていくのではなく、緑も残して、自然と共に過ごせるまち。

自然との共生は最も大切、その上で高齢者を支える新しいしくみがあるとよいと思う。（再掲）

「大事」　自然がある場所、「理想」　自然が少なすぎない活ぱつな場所（再掲）
緑がゆたかで、公園などでは、犬の散歩をする人、スポーツを楽しむ人など、各それぞれが、自由にのびのびとすごし
ている。
東村山の良いところは八国山や北山公園など、自然と触れ合えるところだと思う。もっと自然豊かになるといいと思う。
都心に出やすいというのも東村山の特徴だと思う。都心で働く人が、暮らしやすく、便利なまちになってほしい。（再掲）

八国山などの豊かな自然は残しつつ、暮らす人が便利な町（再掲）

豊かな自然を保ちながら利便性であふれているまち。（再掲）

・便利だが自然に配慮している→きれいな街

自然がいっぱいだけど便利に移動や買い物ができる。（再掲）

くらしを便利に、でも自然を汚さぬように（再掲）
町ににぎわいがなく、買い物も便利ではないため、活気あふれる町づくりや、大型スーパーなどの便利な建物を建設
し、東村山の特色である「自然」を観光事業に活用してほしい。（再掲）

自然もあるけど、スーパーとか買い物なども便利で、みんなやさしくて、あいさつしあえる町（再掲）

自然もあるが、みんなが楽しめるような大きなショッピングセンターもある町。（再掲）

川があったり林があったりけしっして都会って感じじゃないけど私はこの風景が好きなので、残しつつ「Ｉｔ’ｓDEMO」の
ように若者向けのお店も少し増やす。（再掲）
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自然もあり、買い物ができる場所もある（再掲）

自然が多く買い物や移動が便利。（再掲）

活気があふれ、便利になってほしいとも思うけれど、豊かな自然は残すべき。しかし今の状況から見ると、もう少し町に
にぎわいがほしい。（再掲）

今の東村山は都市に比べて、自然が多いことから自然を大切にしつつ、市が発展するといいなと思った。
生まれたときから住んでいるので、いつまでも変わらない自然が豊かで、たくさんの人々がにぎわうような、そんな東村
山市であってほしい（再掲）

にぎやかすぎず、店をもう少し増やしつつ、自然は今と変わらないのが理想のイメージ。（再掲）

自然が残っている町。大きな建物があまりない町

畑など自然を大切にしてボンボン家を建てない！

畑が家になっていくばかりではなく、畑も残して自然と都市が共存したまちになってほしい

自然が失われつつある現代社会にとって東村山のような自然が豊富でありながら住宅地やスーパーなどの生活に必
要なものがしっかりとそろっている町というのは貴重だと思う。都心部の方では、緑がイメージとしてない。都市開発もた
しかに大切ではあると思うが、それより大切な緑というものがある。東村山にはまだある緑。八国山をはじめとする緑は
ウォーキングや散歩、園児たちや我々学生にも利用されている。そんな緑を絶対になくしてはいけない。もしなくなっ
たら、市民たちの憩いの場というのが失われ交流がなくなり、市や町は活気を失うだろう。また生物の生態系もくずれる
だろう。２０２０に向けても、外国人の人へ自然との共存というのを見てほしい。自然の緑がつなぐ人と人の交流で町が
活気にあふれる。そんな町にしてほしい。

東村山は八国山や多摩湖があるから自然を大切にしていく町

自然を大切に安心できる生活。（再掲）

「自然を大事に」　八国山付近のみならず各町で自然があふれる東村山

空気や水、土地が汚れていない

農村部のような豊かな自然と落ち着くような環境

発展する都市と変わらない自然がある東村山（再掲）

都市部も緑であふれるまち

今から何年たっても、安心してくらせて、自然で周りがいっぱいのゆったりできる町。（再掲）

大自然にかこまれ充実し、活気のあふれる所（再掲）

自然があって、子供から大人までがゆったりとくらせるまち。（再掲）

八国山付近にしか、緑がないので”緑”を増やす。

東村山の主要な道路などに、緑を増やして、東京都、全国がテレビでとり上げるようなまち
今、人が暮らしやすいように自然を破壊しているので、自然を増やし小さい子どもたちがのびのびと成長していける町
が理想（再掲）

自然豊かで協力し合えるまち（再掲）

自然豊かで、公共施設も充実している。（再掲）

緑豊かな明るいまち

緑が豊かで大人も子供ものびのび自由に暮らせるまち。（再掲）

りんごの木がある

コンクリートやアスファルトだけで埋めつくされる町ではなく木や草もしっかりある町が理想

野生の生物

一つ一つの生き物、物を大切に

八国山

人がいる。川に水がある。

川に水が流れる町

公園をつくってほしい、公園がたくさんあって子どもが遊んでいる等（4）

ボールが使える公園をつくる等（3）
コンビニが多すぎる　ショッピングモールなど若い人たちが楽しめるものが必要　映画館とか　ボールの使える公園（再
掲）

公園などが少ないので増やす。特にボールを使って良い公園が少ない。

公園にもっとバスケットゴールが増えている。

公園

公園、自然あふれる

公園や空き地をふやして子供が楽しい町

公園がたくさんあり、遊んだり、スポーツができる。

公園など小さい子から大人まで、遊べる所を増やす。

北山公園のような生き物と身近にふれあうことのできる場をもっと増やしてほしい。

小さな公園をなくす
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〇駅・中心市街地（9）
八国山のような森（自然）があり、東村山駅のような（都市）の２つがあるイメージ。（再掲）

駅前の道を広げること

道路などに不便が無く、駅の周辺などはにぎわっているようなまち（再掲）

駅の周りなどがにぎわっている

駅の周辺や中心部をもっと盛り上げる。

東村山駅がはってんしてる。

駅近くの建物の発展

東村山駅だけでなく西武遊園地駅などにもコンビニをつくる

えきのトイレとかがキレイ

〇道路（15）
お金を使い町をキレイにしたり道路などを整備する（再掲）

道路をきれいにする。

道路を整備する

交通整備（道路のせまいところが多い）

道路が全てガタガタじゃない。

せまかったり、すごくでこぼこしている所が無いか点検し、もしあったら、すぐに設備できるようにしておく。

東村山は事件が少なく住みやすいが、もう少し道路やせつびに力を入れて欲しい

道が整備されている町にしてほしい　・特にマンホールが出ていて、子供がつまづいて転ぶことのないようにしてほしい
（前の話ですが）

桜通りの開通　道路、歩道が整備されて外出しやすい町

道路などに不便が無く、駅の周辺などはにぎわっているようなまち（再掲）

道がひろい。

鉄道高架化　府中街道の道の幅を広げてください！

ふみきりが無くなる

道路をこれいじょうふやさない

道路を作るのにお金をかけるのではなく、学校などにもう少しお金をかけてほしい。正直道路を新しくつなげているが、
前のままでも不便におもわないのでやめてほしい。（再掲）

〇公共施設（4）
しせつもきれいにする。

公共施設の修理

学校や公共施設の快適さ（再掲）

自然豊かで、公共施設も充実している。（再掲）

【産業】
〇産業（77）
ショッピングモール、デパート、大型商業施設がある等（15）

ショッピングモールがある。たくさんのグルメがある。
コンビニが多すぎる　ショッピングモールなど若い人たちが楽しめるものが必要　映画館とか　ボールの使える公園（再
掲）

東村山にイオンモールができたら、お年寄りの方も若い方もいちいち遠くにいかなくて済む。映画館とかがあって。

自然もあるが、みんなが楽しめるような大きなショッピングセンターもある町。（再掲）

映画館・ショッピングモール

映画館がほしい

コンビニが多い、たくさんある（3）

買い物が便利、お店が多い等（17）

買い物を楽しめるまち

移動や買い物が便利にできるまち。（再掲）

自然がいっぱいだけど便利に移動や買い物ができる。（再掲）

自然が多く買い物や移動が便利。（再掲）

自然もあり、買い物ができる場所もある（再掲）

自然もあるけど、スーパーとか買い物なども便利で、みんなやさしくて、あいさつしあえる町（再掲）

買い物や移動が便利で犯罪のない活気と笑顔があふれる町。（再掲）

買い物や移動などくらしが便利なまち（再掲）

町ににぎわいがなく、買い物も便利ではないため、活気あふれる町づくりや、大型スーパーなどの便利な建物を建設
し、東村山の特色である「自然」を観光事業に活用してほしい。（再掲）
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買い物が便利で交通の便が良く若者から高齢者まですみやすいまち　もうすこし若者があつまるような店をふやすべき
（再掲）
川があったり林があったりけしっして都会って感じじゃないけど私はこの風景が好きなので、残しつつ「Ｉｔ‘ｓDEMO」の
ように若者向けのお店も少し増やす。（再掲）
ゲームセンターが欠けているので、つくったほうがにぎわうと思います。東村山にはアーケードゲームがないので、その
ことにフマンをつのらせる方も自分の身のまわりにはいるので、とりあえずアーケードゲームができる場所がほしいで
す。

飲食店が増えてほしい。

高級すし料理店

お洒落さ、カフェの沢山ある町

昔ながらのお店

ほどよい昭和感（駄菓子屋がある、チェーン店ばかりでないなど）（再掲）

チェーン店をなくさない

まちの中心部にはたくさん店が集まる

青葉商店街を復こう。

商店街の活性化

にぎやかすぎず、店をもう少し増やしつつ、自然は今と変わらないのが理想のイメージ。（再掲）

富士見町３丁目とかにスタバとかマックとかつくってほしい。

黒焼きそば

なにかもっと特産があれば良いのではないかと思う

遊びに行く施設が多い所

アミューズメントパークがある。

みんなが楽しめるしせつがある

他のところに行かなくても大丈夫な町（ショッピングモールｅｔｃ）　逆に人がたくさん来てくれる町

観光スポットを作り、観光客に東村山の魅力を知ってもらう

観光

大きな会社がある町。ブリジストンがある町

仕事が多い

仕事、企業など

就職に困らない

働き

〇働き方（0）
【子育て・学び】
〇出産・子育て（27）
子育て（2）

安心して子育てできるようにする。
”犯罪があまりおこらず、安心して子育てできる”　西武線とも近いし、はたらきながら子育てしている人に提供できる場
所だと思う（再掲）

生活しやすいまち→子育てやちあんがよくて、安心してくらせるまち（再掲）

子育てがしやすい

子育て支援が充実している

子どもを育ててる人のサポート

子育てを応えんする

少子高齢化が進んでいるため、子育てがしやすいと良いと思う

子どもがたくさんいる、いっぱいいる（3）

子どもたちが多くさんいて、にぎやかな町。

子供の多い笑顔あふれるまち

子供たちの将来が考えられている町。

子どものくらしが充実した町

子どもも楽しく過ごせるまち

医療や介護、児童（幼児）の施設が充実している（再掲）

少子化とめる

今、人が暮らしやすいように自然を破壊しているので、自然を増やし小さい子どもたちがのびのびと成長していける町
が理想（再掲）
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子どもがあそべるところを増やす

子どものあそび場増えて楽しい町

子どもが楽しく遊べるような町が良いと思う

子供たちが安全に遊べる場所がもっと増えてほしい

子供が安全に過ごせるまち

小さい子たちでも、あぶなくないように住めるといい。

〇学校教育（7）
教育

学力ＵＰ

安心・安全で、いじめなどによる自殺が無い町。（再掲）

安心して登校できる

市長が学校などの行事に手紙だけではなく積極的に参加する。

学校や公共施設の快適さ（再掲）
道路を作るのにお金をかけるのではなく、学校などにもう少しお金をかけてほしい。正直道路を新しくつなげているが、
前のままでも不便におもわないのでやめてほしい。（再掲）

〇生涯学習（0）
【健康・福祉】
〇福祉（13）
高齢者の方が安心してくらせるまち（2）

自然との共生は最も大切、その上で高齢者を支える新しいしくみがあるとよいと思う。（再掲）

老人ホームなどが増えて、若い世代の負担が少しでも軽くなる町

高齢者福祉の充実

子供・高齢者の保障（生活）

医療や介護、児童（幼児）の施設が充実している（再掲）

医療・介護施設の増加。（再掲）

福しをえん助する

社会福祉

困っている人に支援をする。

私の家には祖父母がいますが、市全体がバリアフリーだと過ごしやすいと思います。

障害者への適切な対応

〇健康・医療（3）
医療・介護施設の増加。（再掲）

医療や介護、児童（幼児）の施設が充実している（再掲）

医療機関

【地域活動】
〇コミュニティ・地域活動（159）
平和、平和なまち等（17）

協力、協力できる等（13）

助け合い、互いに助け合える等（4）

地域の人々が助け合う、色々な行事（地域）に参加する

みんなで助け合うことも大事。

若い人と高齢の人との助けあい

支えあう

互いに支えあう　・守っていく

お互いに人のことを助け合える。

お互いに協調し合って生活する

互いに助け合い、協力する町

協力する、助け合い
皆で協力し合って良い町をつくり、違う県や市から東村山って協力し合える町だよねっと言ってもらえるようなすてきな
町。

みんなが協力し合う　信頼し合える

皆が安心して協力して楽しく過ごせる市（再掲）

自然豊かで協力し合えるまち（再掲）

お年寄や小さい子どもなど、みんなが協力し、支え合って生活していく。

若者を中心として高齢者を支え、どの年代の人もすごしやすい町
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ＡＩもいいけど、だらけてしまうので人が成長しないと思うので、みんなで助け合いながら生活できればいい。

思いやり、思いやりの心、思いやりがあるまち等（23）

思いやり　みんな思いやりがあって笑顔があふれる町

みんなが思いやれる

市民同士が思いやりを持っていて事件などが起きず、楽しんで過ごせる（再掲）

思いやり助け合い（2）

人を大切にする思いやりのあるまち（2）

人を大切にするまち（2）

まち全体が一人一人を大切にして、支えあって生活する

安心安全で、お互いに人を大切にする、温かいまち。（再掲）

やさしい、やさしさあふれるまち、みんな全員やさしい等（4）

自然もあるけど、スーパーとか買い物なども便利で、みんなやさしくて、あいさつしあえる町（再掲）

優しい　人々が優しく、助け合える町

優しさ、出会い

みんなが優しく安全でき、住みやすい町。（再掲）

誰に、対しても、皆が優しく、快適に暮らせる町

幼い子にも優しく高齢者にも優しい町

自分に厳しく、人に優しく

笑顔がたえず、やさしい町（再掲）

仲良く、みんな仲良し（4）

仲良く　ねんれい関係なく。

老若男女かんけいなく仲良く

近所の人と仲よくすること。

自然が豊かで住民の仲が良い町（再掲）

自然が豊かで、市民どうしがとても仲の良い町。（再掲）

親切、皆親切（2）

多様性、多様性がある等（6）

多様性　互いを尊重しあえる社会

相互理解

多文化共生社会

グローバル化、多文化社会

年齢や性別に関係なくだれとでも話せるようなほっとした安心感がある町が理想です。（再掲）

多くの若い人々の活気にあふれつつ、高齢者や外国の人などにも楽しく住みやすいようにつくられたまち。（再掲）

海外の人との共存

いろんな人が一緒にくらせるまち

ある様々な人が住みやすいと思える町

平和主義、基本的人権の尊重

全ての人（学生、社会人、老人）が平等な生活を送る町

ひとりひとりの個性をわかり合えるまち。

障がいを持った方やlｇｂｔなど偏見のない町　同性婚を認めた第２の町に！

ＬＧＢＴに優しい

いじめ、差別がない等（5）

あいさつ、あいさつを大切に等（10）

笑ってあいさつしあえるまち

すれ違った知らない人でもあいさつができる

安心であいさつとかできる。

みんなで協力しあって笑顔で大きくあいさつできる町

周囲の人（隣に住んでいる人）などと良好な関係である

地域内のつながり

地域交流

隣町との交流活動。

近所の間でも支え会えるようなまち

人と人のつながりを大切にする。

いろんな人と関わることができる（世代関係なく）

１人１人が主張し合えて安全な町（再掲）
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アットホーム

東村山全体が一つの家族のように支えあい、団結しあえる

積極的なボランテェア活動
みんなどの世界も、みんな明るくて、いじわるは（いっさい×)の人たちになっている。みんなやさしくしてくれる人たち
になっている　いつも元気に仲良くする人たち　明るく（再掲）

行事をこれからも大事にする。

〇文化・スポーツ（26）
スポーツが盛ん（4）

スポーツ

スポーツがさかんになる→多くの人がくる→よい市になる！

スポーツがさかん　子どもからお年よりまで元気。

スポーツをもっとかっきに。
スポーツにとっかした地域　・小さい子、小学生ができるバレーボールクラブチームをふやしてほしい。バレーに力を入
れて広めてください。

もっとスポーツができる場所を増やしてほしい。

サッカー大会の開催を行う（たくさん人がくる）。

サッカー

アクティビティイ、体を動かせる場所

にぎわい（大規模なお祭りなど）

おまつりとかのお年よりの方も進んで参加しているのがステキだと思う。

お祭り

祭などの活動も大じ

色々な活動、お祭り

お祭りなどでたくさんの人（みんなで）でにぎわい交流したいなと思います。

活気にあふれたお祭りなどの行事が多い。

お祭りなどの行事がたくさんある。
東村山の人は楽しむ事すき（自分も）だからなんかイベントを開く。例えば、ハロウィンの日に中央公園で、ハロウィンま
つりを開く（夕方、夜）屋台とかもあって、ステージ（ステージを作る）に歌ってる人踊ってる人とかがいて、あと、めっちゃ
音楽もつける。そういう日も大事だと思う！！作ってほしいです！！人がぜったいくると思います。作ってほしいで
す！！（絶対！！読んでください。）
東村山市は小平市などと比べて、音楽などの文化活動が、あまり発展していないと思うので、そういうのがもっと発展し
たらいいと思う

伝統

文化

文化を守る

【暮らしの環境】
〇環境・エコ・ごみ（9）
ごみがない、少ない、落ちていない（5）

ポイ捨て

川がキレイで、ごみが捨ててあったりしないまち

空堀川はゴミが捨てられていたり、汚れていたり、くさい。そのようなことのないまち。

地球温暖化。

〇防犯・防災（222）
安心、安心して暮らせる等（34）

今から何年たっても、安心してくらせて、自然で周りがいっぱいのゆったりできる町。（再掲）

安心して暮らせることが大切かなと思います。殺人など起きてしまうと、安心して暮らせないです。

１人１人が充実して、安心に暮らせるまち。（再掲）

活気があふれていて、安心して暮らせる街。（再掲）

交通安全や、高齢者、小さい子どもが安心してくらせるまち

いくつになっても、のんびりと、安心できて住める町（再掲）

皆が安心して協力して楽しく過ごせる市（再掲）

自然を大切に安心できる生活。（再掲）

便利であり、安心して暮らせる市（再掲）

安全、安全なまち等（57）

１人１人が主張し合えて安全な町（再掲）

子どもからお年寄りまで安全に過ごせるまち。
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皆んなが安全に暮らせて、便利な町（再掲）

安全で便利な町（再掲）

安全で住みやすい市にする

みんなが優しく安全でき、住みやすい町。（再掲）

安全で移動がしやすい（再掲）

安心・安全等（65）

自然と都市が共存し、安心、安全なまち（再掲）

いつ外に出ても大丈分な町　安心安全な町

安心・安全で、いじめなどによる自殺が無い町。（再掲）

安心安全で、お互いに人を大切にする、温かいまち。（再掲）

安全安心で幸せだらけ

いろいろな世代の人が安心、安全に住める町。

市内の人全員が安心・安全にくらせて、笑顔であふれるまち（再掲）

安心で安全で便利なまち（再掲）

安心、安全で全員が便利にくらせる東村山（再掲）

安心・安全で住みやすい

安心・安全でだれでも住みやすい町。（再掲）

犯罪がない、少ない等（14）
”犯罪があまりおこらず、安心して子育てできる”　西武線とも近いし、はたらきながら子育てしている人に提供できる場
所だと思う（再掲）

買い物や移動が便利で犯罪のない活気と笑顔があふれる町。（再掲）

犯罪の数が少なく、みんながルールを守る

市民同士が思いやりを持っていて事件などが起きず、楽しんで過ごせる（再掲）

不審者がいない（3）

治安がよい（2）

生活しやすいまち→子育てやちあんがよくて、安心してくらせるまち（再掲）

事故がない、少ない（6）

外灯がない道を無くす。そして全部ＬＥＤの外灯にする。そしたら夜も少し明るくなると思います。

街灯を増やす。

がいとうが多く夜１人で歩いてもこわくない安心な町

電柱の強化（暗い道に）

電灯をもう少しつけてほしい

警察が交番にいる時間をもっと長くしてほしい。

もっと平和で何も恐れることのない市にしたいと思っています。

災害に強い町

安心して暮らせる　災害時も人の命や町を守れる

〇生活環境（22）
きれいなまち等（9）

お金を使い町をキレイにしたり道路などを整備する（再掲）

キレイで楽しい町（再掲）

東村山がきれいだといえるかどうか。

土地をきれいに利用する

・きれい　・清潔　・使いやすい

清潔（3）

夜も静かで綺麗で安心して暮らせる町

静かな環境。

静かな町

川の草があまりない町。

空き家を減らす！

〇交通（19）
移動が便利、しやすい等（4）

交通の面で移動に困らないまち　キーワードは安全！

安全で移動がしやすい（再掲）

移動や買い物が便利にできるまち。（再掲）

自然がいっぱいだけど便利に移動や買い物ができる。（再掲）
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自然が多く買い物や移動が便利。（再掲）

買い物が便利で交通の便が良く若者から高齢者まですみやすいまち　もうすこし若者があつまるような店をふやすべき
（再掲）

買い物や移動が便利で犯罪のない活気と笑顔があふれる町。（再掲）

買い物や移動などくらしが便利なまち（再掲）

交通手段（家から駅までが近い）

秋津駅に急行をとめる

交通が発達等（2）

交通整備がきちんとされている町

都心へ行きやすい（2）

【行政運営】
行政運営（27）
お金、お金がある、裕福等（10）

財政をよくすること。

赤字にならない

税金、なくしてほしい

税金をあんまりむだ使いせずに有効的に活用する
・市のお金を有効に使用し、市民の為にバランスをとった行政　・市役所のイメージがかたい。外けんだけでも東村山
出してもいいと思う　・空き家のスペース有行活用

持続可能な社会

「今と将来をつなぐ」

市が何のために何をしたのかがわかる。

不安を聴きとる耳と、見守る目の力を高めること。

市民の願いをアンケート化し、毎月応えられる範囲で工夫する。

１つ１つのことにしっかり力を入れて本気で取り組む

思いありで町造りを

市民の声にすぐ対応できるまち

みんなのいけんを聞くまち

確実・真心・丁寧

行政との連けい、協力

市民と行政の対立がない。

【まちづくり全般】
まちづくり全般（380）
誰でも住みやすい、くらしやすい、生活しやすい、快適等（37）

小どもから、お年寄りまで、みんながいごこちが良く快適な町。

快適　都会でもいなかでもないちょうどよい町
東村山は住んでいる人が多いと思うので少子高齢化が進むと思います。なので高齢者にとっても子どもにとっても住み
やすくそして生きやすい環境づくりが大切だと思います。

少子高齢化がすすみ、年配の方が増えていくなかで、だれでもが住みやすいまち

安心・安全でだれでも住みやすい町。（再掲）

おちついていて色々な世代が過みやすい町

くらしやすい。他の地域から人が集まる。

便利、くらしが便利等（44）

どの世代も不便なくくらせる、暮らしに困らない（3）

くらしやすく、便利

くらしを便利に、でも自然を汚さぬように（再掲）

八国山などの豊かな自然は残しつつ、暮らす人が便利な町（再掲）

安心、安全で全員が便利にくらせる東村山（再掲）

安心で安全で便利なまち（再掲）

皆んなが安全に暮らせて、便利な町（再掲）

安全で便利な町（再掲）

便利であり、安心して暮らせる市（再掲）

東村山の良いところは八国山や北山公園など、自然と触れ合えるところだと思う。もっと自然豊かになるといいと思う。
都心に出やすいというのも東村山の特徴だと思う。都心で働く人が、暮らしやすく、便利なまちになってほしい。（再掲）

豊かな自然を保ちながら利便性であふれているまち。（再掲）

全ての人が不便なくくらせ、東村山に来たら安心する町
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利便性・快適性

笑顔、笑顔あふれる、笑う、笑い声等（38)

笑顔　ゆたか

笑顔がたえず、やさしい町（再掲）

市内の人全員が安心・安全にくらせて、笑顔であふれるまち（再掲）

活気、元気等（29）

東村山の未来は、あまり今とか変わらないで、ただ活気あふれる町

誰もが住みやすいと思える活気にあふれた東村山

大自然にかこまれ充実し、活気のあふれる所（再掲）

活気があふれていて、安心して暮らせる街。（再掲）

「大事」　自然がある場所、「理想」　自然が少なすぎない活ぱつな場所（再掲）

充実（4）

元気で皆が明るい、みんな明るくて元気なまち（2）

明るい、明るいまち（11）

にぎやか、にぎわい等（24）

都心なみに、にぎやかなまち
活気があふれ、便利になってほしいとも思うけれど、豊かな自然は残すべき。しかし今の状況から見ると、もう少し町に
にぎわいがほしい。（再掲）
生まれたときから住んでいるので、いつまでも変わらない自然が豊かで、たくさんの人々がにぎわうような、そんな東村
山市であってほしい（再掲）

楽しい、楽しめる、誰でも楽しめる、遊べる等（37）

皆が安心して協力して楽しく過ごせる市（再掲）

キレイで楽しい町（再掲）

あそべるとこが、たくさんあるといいです

近代化（2）

繁栄、栄えたまち（2）

色々なことがさかん

都心、都会、若干都会、発展等（14）

自然とうまく共存し、けれどももう少し都市のように発展したまち。（再掲）

発展する都市と変わらない自然がある東村山（再掲）

都市部のような活気と施設の充実

都市化、色々なたてものがたつ。

ビルがたくさん

再開発

いなかっぽくないほうが良い

ちょうどいい田舎、ほどよい田舎（2）
田舎感を出しつつ交通やスーパーなどの便利さをあわせ持つ町だが、やはり田舎のまち。だから、会社のオフィスを
誘致するための高いビルを建てないでほしい。田舎が良い。

豊か、豊かなまち（3）

穏やか、平穏（4）

幸せ、みんなが幸せになれるまち（3）

みんなが幸せに、毎日笑顔で暮らせる町。

誇れる、愛されるまち等（6）

あたたかい雰囲気、あたたかいまち（3）

温（人の心が）

安心安全で、お互いに人を大切にする、温かいまち。（再掲）

ほっとする、ほっとできる、落ちつくまち（3）

年齢や性別に関係なくだれとでも話せるようなほっとした安心感がある町が理想です。（再掲）

活気があふれるよりも落ち着いて暮らせる町にしたい

美しい、美しい町なみ（2）

まちの中が整備されていてきれい

キレイな設備が充実している　電線が埋まっている

買い物や移動が便利で犯罪のない活気と笑顔があふれる町。（再掲）
『時に進み、時に止どまる。未来の子たちにつなげるために。』　時に進み…誰かをたすけたい、何かを便利にするこ
とであり未来につなげること。時に止どまる…今ある伝統や自然を未来へと守りぬき、つなげること。
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みんなどの世界も、みんな明るくて、いじわるは（いっさい×)の人たちになっている。みんなやさしくしてくれる人たち
になっている　いつも元気に仲良くする人たち　明るく（再掲）

良い環境

いい町

みんなが元気に楽しく暮らせる町

元気　活気　やる気　３つの～気を大事にしよう

元気、支え合う、楽しい　みんなが支え合って、良い町づくりをしている。毎日を楽しく元気に過ごしている。

多くの若い人々の活気にあふれつつ、高齢者や外国の人などにも楽しく住みやすいようにつくられたまち。（再掲）

にぎやかすぎず、店をもう少し増やしつつ、自然は今と変わらないのが理想のイメージ。（再掲）

みんながみんなのことを嫌いにならない　みんなが町のことを嫌いにならない

・誰でも暮らして楽しい、良い気持ちになれるような所

広い心　誰もが足をふみいれやすいまち

緑が豊かで大人も子供ものびのび自由に暮らせるまち。（再掲）

人口を増やすのは難かしいと思うので、人口が減る前定で考えた方が良いと思う。人口が減ると空地が増えて、そこに
自然と都市をつくっていけばいいと思う。なるべく自然は残してほしい。（再掲）

今から何年たっても、安心してくらせて、自然で周りがいっぱいのゆったりできる町。（再掲）

自然があって、子供から大人までがゆったりとくらせるまち。（再掲）

東村山にすみたいと思う気持ち

皆が住みたいと思える町にすることが大事

いくつになっても、のんびりと、安心できて住める町（再掲）

行くと安心できる町

のんびりできる町

・どの世代も気軽に生活すること。

なつかしみのある町であってほしい。便利だけが良い町とはかぎらない。

大人になったときになつかしく思えるようなまち

里帰りのときになつかしいと思える町

ほどよい昭和感（駄菓子屋がある、チェーン店ばかりでないなど）（再掲）

昔ながらの町なみ

・今も昔も変わらない町

ありふれた住居のある街。

仕事、税金、生活　大人も子供も安心して生活できる町

パッと栄える場所がなくても、八国山や黒焼きそばのように市民がほこれるものを守る

若い人が増えるといいです。

若者がかつやくできる町

ヤンキー気取りの人たちを無くす。（うるさいしめいわくだから）

がらが悪い人がいない町　夜になって川ぞいの道でカップル（高校生）がいちゃついてない町

ケンカがない町　・未成年がタバコやおさけをのまない

人混みあまりない

人が多すぎず、少なすぎず

立川に負けないまち

子供や若い世代がひっこしてきたくなる様なまちをつくる。

明るい未来
東村山には"コレだ"っていうものがないので、市民がほこれていないので、大手きぎょうと協力して、市のシンボルを作
れば良いと思う。

輝きのある町。

有名なまち

キーワード「人気」

所沢のような都市部と山のある町

1人1人が東村山にすんでいて安心しながら楽しく過ごせる町にすることが大切だと思います

市民同士が思いやりを持っていて事件などが起きず、楽しんで過ごせる（再掲）

”同じ人”だということを忘れずに、何が必要かをきちんとかんがえる！

熊本や石川など、地方の都市のような街

秋津町だけかもしれないけど、畑を家にしていって、家ばっかりふえているから、そのへんのところをしっかりと考えた方
がいいと思う。

立ちのきの減少



19 

 

  

１人１人が充実して、安心に暮らせるまち。（再掲）

少子高齢化

子どもから高齢者がいきいきとくらす

都市開発とかは、ある程度できていれば良いと思う。今の東村山はまあまあ交通の便が良いと思うから。

市に悪いことが起きても見てみぬふりをしない市民がたくさんいる町

【その他】
その他（特になしなど）（53）　　　　　　　　　　　　　　※イラストでの回答9件を含む。
なし、わからない（6）

とくにない　とても平和だし安全

私は今のままの東村山が大好き。

このままの東村山市がいい。

このままの東村山でいいと思う。変に街並を変えたりしたら困る。

今となにもかわらない町

現状維持

共存（2）

共存共栄

協力共存

共存、がんばろう

がんばって～

大仏

愛

国民主権、命

名前を改名したほうがいい

有

広くなっている

だれもが

1人1人の心がけ

６５才以上をへらす

やばい

大切

最高（2）

村

彩

進化

成長

ＡＩの発展

科学

水道からオレンジジュースができる

志村けん（2）

ひがっしー（2）

東京都ひがっしー化

町ににぎわいがなく買い物も便利。町ににぎわいがなく買い物も便利ではないため、安全です。
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＜イラストでの回答（全 9件）＞ 
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2. アンケート調査票 

 

  



22 

 

 

 

  



23 

 

 

 

  



24 

 

 


