
みんなが描いてくれた自動運転の乗りもの、ドローンでの荷物宅配、空飛ぶクルマ。
遠い未来のように感じるこれらの技術も、実現に向けてたくさんの実験が行われてい
るよ。近い将来、まちで見かけることになるかも！近所を移動できる電動カートとか
の小さな乗り物も、地域のみ
んなが協力すればもっともっ
と増えていくよ。そして、いよ
いよ2030年代にはまちだの
真ん中をモノレールが走り、
移動がどんどん楽しくなって
いくよ！

2040年までに色々な技術進化が起きて、働き方や暮らし方はもっと自由でワクワク
するものになるよ！最近になって進んでいるテレワークが近い将来はあたりまえに
なって、遠くの会社まで行かずに家や好きな場所で仕事ができるよ！ゆとりができた
時間で近所のカフェへ行ったり、仲間と一緒に地域がもっと面白くなる活動をしたら
楽しそうだね！地域のルール
もみんなで作れば色々な事が
できるようになるよ！例えば家
の近くの公園でバーベキューが
できるようになったら楽しいね！

800を超えるアイデア！みんなで描いたまちだの未来を紹介します！

広報まちだ2月1日号特集で実施
した「みんなで描くまちだの未来」
にたくさんのご応募をいただきあり
がとうございました。この資料では、
いただいたアイデアや、それらの
実現に向けて考えられている取組
について紹介します。

みんなのアイデアはまちだの未来につながるよ！

どんなアイデアが多かったかな？？

アイデアは大きく5つに分けることができ、内訳は多い順に、働き方、遊び、くらし（家）、
乗り物、自然（公園）となりました。

分類ごとのキーワードを表にまとめたところ、スポーツや自然に囲まれるといった、現
在でも実現可能なものを2040年になってもずっと楽しんでいたいというアイデアが多
くあった一方で、空を飛ぶやドローンのようにこれからの新しい技術を使ってより便利
で楽しいことをしたいというアイデアも多く見られました。

全体を通して、町田市にあるにぎわい・住みやすさ・自然という魅力に合ったたくさん
のアイデアが集まりました！

2040年に向けてこんなことが考えられているんだね！

移動が気軽で楽しくなる

毎日のくらしが充実する

近くのみどりが特別な場所になる

自然に囲まれてのんびり暮らしたい、楽しい公園で思いっきり遊びたい。描いてくれ
た人も多かったまちだの公園やみどりは、これからもみんなにとって大切な場所に
なっていくよ。例えば、公園には日替わりのキッチンカーが来たり、ステージで演奏し
ている人の音楽が聞こえてきたり、みどりの中でマウンテンバイクやキャンプのような
遊びが楽しめたり、みんなの
やりたいことがどんどん実現
できる場所になったらワクワク
するね！これからもみどりを
大切にしていきたいね。

みんなが応募してくれたアイデアは次ページ以降で紹介するよ！



空を飛んで旅 空の道を飛んでいる 不思議な電車に乗る キャンピングカーでいろいろなことをする 空で車を運転

ドローンで荷物の持ち運び 新しい乗り物の運転 空中に浮かぶタクシーで移動 子どもがドローンに乗って遊び 思ったことが思い通りになる車でドライブ

空飛ぶ船に乗ってパトロール スーパーカーに乗っている 自動車の運転 多摩都市モノレールに乗って市内の観光 車で地下の道をドライブ

空飛ぶスケボー 車を運転 安全な生活 空飛ぶ車で移動 空飛ぶリュックで旅行

＜乗り物＞ページ 1

みんなのアイデア　＜乗り物＞



電車を運転 空飛ぶ車に乗ること 部屋つきのヘリコプターで移動 翼で空を飛ぶ 空を飛んでいる

バスの窓のガラスでゲーム 電動スクーターでお買い物 町田発のロケットで月旅行 ドライブ 空飛ぶ車で買い物

空を飛んでお出かけ 移動 指で空を飛んでいること 自動で操縦できる気球乗り 天空空港がある

ホバーボードで楽しく遊ぶ 空飛ぶ車の運転 どこかに行く時に面白い空飛ぶ車に乗る 空飛ぶ車に乗って運転 車を運転

＜乗り物＞ページ 2

みんなのアイデア　＜乗り物＞



リニアモーターカーを運転 空飛ぶ車を運転 ドライブ（車がゴンドラやケーブルカーみたいになっている） 空に浮かぶバスで安全に通学 車に乗って空中ドライブ

空飛ぶ車で子どもも運転 空を飛ぶ車の操縦 ホバーボード 空飛ぶ車に乗ってゲームセンターに行く 空を飛んで町探検

空を飛ぶ自動車で町田に来てドライブ ホバーボードおにごっこ ヘリコプターで通勤 空飛ぶ車でお母さんとお父さんに会いに行く 空飛ぶ車に乗る

新しい車を運転 電車のことを楽しく観察 モノレールに乗っている ワープ 水の中に浮かぶ潜水艦

＜乗り物＞ページ 3

みんなのアイデア　＜乗り物＞



空を飛べる車の運転 車を運転　/　傘をさしている 空を飛んで生活 空を機械で飛べたら空を飛ぶこと 電動キックボードで仕事

宇宙エレベーターで旅行 空を飛べて自動運転の車でドライブ 月に旅行に行って勉強 空を飛んで遊んでいる 空飛ぶ車に運転

自動運転の車に乗っている モノレールに乗っている セグウェイに乗ってパトロール 空飛ぶ車に乗って旅 空でランニング

モノレールに乗っている 進化したドローンの運転 どこでも落下 バスを運転 飛行機で空の旅

＜乗り物＞ページ 4

みんなのアイデア　＜乗り物＞



乗れるドローン 空を自由に飛んで移動 車の運転 新型車でドライブ

空中飛行 大型ドローンで空を飛んだり、セグウェイで通行 翼の形の機械で空中散歩 交通が便利な生活

運転 高速キャンピングカーでドライブ ドローンのおかげで荷物を運ぶこと ドローンに乗っている

＜乗り物＞ページ 5

みんなのアイデア　＜乗り物＞



空飛ぶ車 ワープ 水素自動車が増える世界の実現 空飛ぶ車で町田をドライブ

お出かけ 空飛ぶ自転車に乗る 可動式住宅でドライブ 自転車

空飛ぶ車 ドローンに乗って旅 広場で飛行機体験 空飛ぶ車を作っている

＜乗り物＞ページ 6

みんなのアイデア　＜乗り物＞



町田駅の公園で遊んでいる 恩田川で魚とお話し 公園でかくれんぼ シイタケの栽培 未来の公園で遊具

緑がある公園 自然の中で楽しい暮らし 自然が守られた地域づくり 大きな川の前で絵を描いている 自然の中で楽しい暮らし

バーベキュー キャンプ 動物と会話 でかい浮き輪で魚釣り 森で動物たちと仲良くする

鳥につかまって空を飛ぶこと 自然を増やすロボットを使って自然を増やす 緑の中に花畑作り 子どもと公園で遊んでいる 自然とAIを増やすこと

＜自然（公園）＞ページ 1

みんなのアイデア　＜自然（公園）＞



植林 動物や自然を大切にしている 町田市の自然を取り戻そうと努力 町田駅上にアスレチック公園がある 自然の中で動物と触れ合い

公園の中で果物や花を育てる 自然の遊び場を作って未来の遊び 自然がたくさんあって動物たちが住みやすい暮らし 野菜作りと空の旅 自然で生活

緑豊かな生活 雲の上でお昼寝 豊かなまちにするために野菜栽培 花を調べている 仕事（緑の中で子どもが遊ぶ公園を作って欲しい）

鳥の背中に乗って町田を見ている 公園でウォーター滑り台 自然豊かに暮らしている ロボットのペットと遊びながらキャンプ 空中を走る車で野鳥観察

＜自然（公園）＞ページ 2

みんなのアイデア　＜自然（公園）＞



海遊び 自然の中で動物と暮らす 公園のジェットコースター 自然を増やしていること 畑仕事

自然で自分でアスレチックを作ること （無題） 自然にふれ、スポーツ 緑で豊かなこと 自然の中でお散歩

自然の暮らし 緑が豊かな自然な町田で生活 子どもと釣り バーべキュー 自然豊かな暮らし

自然作り 森でキャンプ 自然と触れ合い 昆虫を捕まえて飼う 自然の中でバーベキュー

＜自然（公園）＞ページ 3

みんなのアイデア　＜自然（公園）＞



自然と協働生活 キャンプ with near リバー きのこの家であたたね 昆虫の研究 自然を守って環境破壊を防ぐ取組み

自然で暮らすこと 公園で遊ぶ 仕事（自然豊かな公園を作って欲しい） 魚の観察 池で釣り

自然環境にやさしいことや絵を描く 公園で遊ぶ 移民星探し 自然を増やすこと 自然環境を守る仕事

動物とお話し 自然や動物と触れ合い

＜自然（公園）＞ページ 4

みんなのアイデア　＜自然（公園）＞



自然で暮らすこと 生活 仕事・車に乗る・寝ること 食事 小田原で過ごす

生活 環境汚染 平和で子育て 頭が良くなる勉強やナゾトレ ハンモックに乗りながら映画を見る

駅付近ぐらし こたつ・プールで授業 緑が豊かな町田でゆっくり生活 町田に住んでいる のんびり生活

みんな平和に暮らす マイクを使って便利な生活 勉強（学校） 緑豊かなところで生活 寝る事

＜くらし（家）＞ページ 1

みんなのアイデア　＜くらし（家）＞



生活 便利な生活 一人暮らし 仕事と家族の時間を大切にして生活 がんばれるようにする

音楽が流れる町田 家で歌う 友達と暮らす 子育て 人間とロボットが協力しながら生活

ドローンがゴミ分別 平和な生活 緑の中に家づくり 空飛ぶ家に住むこと マスクを外して生活

緑がたくさんある暮らし 黄昏ている みんなで暮らせる町田 普段マスクをせずに生活 生活

＜くらし（家）＞ページ 2

みんなのアイデア　＜くらし（家）＞



空飛ぶ家の暮らし 子どもとお嫁さんと幸せな暮らし 生活 月で生活 学校が変化

子育て ご飯を残さない生活 食事 ヘアアレンジ みんなでのんびり

自由なまち 色々な人が住める町 みどりの中のツリーハウスに住んで充実 空で生活 結婚・・・？

空色模様の建物で暮らす 仕事や趣味を楽しむ事・人助け 大きい家に住んでいる 生活 浮いて生活

＜くらし（家）＞ページ 3

みんなのアイデア　＜くらし（家）＞



豊かな生活 生活 家族を幸せにする 料理作り 自然と生活

助け合い （無題） ジェンダーのない生活 学校や家を合体 生活

動物とおしゃべり 自由な生活 チワワを飼っている 月で生活 家でアスレチック

金持ち お家で洋服選び 空中で生活 団地でフリーマーケット 町田でみんな笑顔で暮らしている

＜くらし（家）＞ページ 4

みんなのアイデア　＜くらし（家）＞



高いタワーを作ってもらって、いろんなところを見下おろす 空に浮かぶ家に乗ってドライブ 沈没 散歩 みんなで楽しく暮らす

生活 コロナが消えて楽しく一人暮らし 環境問題が解決 話 人が入れるタイムカプセル（治療用）に入っている

住宅街で生活 空飛ぶ家で動物と話 くらし 大きな家で安全に暮らす バランスの良い生活

夢のくらし 空の雲でぐっすり昼寝 みんなが生活を送れるように工夫 みんなと協力 今と変わらない生活

＜くらし（家）＞ページ 5

みんなのアイデア　＜くらし（家）＞



地上の世界と天空の世界を作る ロボットが勉強 自然であふれた生活 動物とおしゃべり お料理

みどりが多い町で暮らす 家でゲーマー 八王子に負けないように町田は発展 空飛ぶ家で暮らし・ゲーム 絶滅危惧種を飼っている生活

生活 ペットと楽しく生活 ペットを飼っている ゴミ拾い 標識作り（動く）

動物とお話し 猫と生活 子育て 動くぬいぐるみと生活 戸建てが多い住宅地で子育て、お仕事

＜くらし（家）＞ページ 6

みんなのアイデア　＜くらし（家）＞



歩いている（歩道がエスカレーター式） ペットと暮らす モノレールが通る町で生活 生活

新しい団地で生活 快適に過ごしている AIとの暮らし 変わらない生活

自然の中で暮らし ロボットと生活 億万長者生活 ロボットが料理

ロボットとおしゃべり 動物と遊び・お話 自分の家でゆったり 平和で幸せに子育て

＜くらし（家）＞ページ 7

みんなのアイデア　＜くらし（家）＞



自然災害が来ないくらし 普通の暮らし 子育て

テーブルがベッド 仕事と遊び 生活 障がいのある人のお手伝い

自然の中で暮らしている ロボットが作った料理を食べる でかいドーナツを食べること 空中で生活

少し近代化した町で生活 空飛ぶ家で勉強 月で生活 神奈川県と思われない開発

＜くらし（家）＞ページ 8

みんなのアイデア　＜くらし（家）＞

遊べるし自然もある助け合う暮らしやすい犯罪もない町田



便利に生活 ケーキやお菓子を作っている 自然な暮らし 楽な生活

障がい者のサポート 生活 魔法生活 二人目の赤ちゃんを妊娠

生活 平和でゆるやかな暮らし 機械を作り電動化 ロボットで犬のお世話

生活 遊んで楽しい暮らし 家族と幸せに暮らす （無題）

＜くらし（家）＞ページ 9

みんなのアイデア　＜くらし（家）＞
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