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＜自由回答意見 概要＞ 

○跡地活用の方向性や期待する施設・機能について 

◇市の内外から多くの人が訪れ、地元で働く人を増やすような場所として 

全般 全般（3） 

１．百貨店やショッピング 

センターなどの商業施設 

商業施設全般（3）／【反対】（13）、商店街の活性化（3）、ショッピ
ングモール（6） 

２．映画館などの娯楽施設 
娯楽施設全般（3）／【反対】（1）、映画館（30）、ラーメン博物館
（1）、温泉ランド（１） 

３．オフィスなどの業務施設 
オフィス全般（3）／【反対】（1）、インキュベーション施設（1）、企業
誘致（1） 

４．会議や見本市などが行える 

コンベンション施設 

コンベンション施設（3）、産業振興関連施設（3）、雇用関連施設
（5）、道の駅（1）、ホテル（1） 

◇まちなか居住を推進するような場所として 

５．マンションなどの住宅施設 住宅（1）／【反対】（6）、 

６．高齢者専用住宅などの 

高齢者向け住宅施設 
高齢者向け住宅(9) 

7．特別養護老人ホームなどの 

高齢者が入所できる福祉施設 
入所施設全般(3 )、老人ホーム(6)、特別養護老人ホーム(1) 

◇市民の日常生活を支えるような場所として 

全般 

全般(4)、福祉施設全般(3)、複合的福祉施設(13)、複合的福祉施
設(子どもと高齢者)（20）、障害者福祉施設（2）、公共施設の集約
（6）、保健所（4）、税務署（3）、消防署（2）、市民サービスの拠点
（1）、市のシンボル（4） 

８．デイサービスセンターなどの 

居宅介護を支援する 

高齢者福祉施設 

高齢者福祉施設全般（15）／【反対】(4)、高齢者の交流の場(5)、
通所施設(3) 

９．保育所や子どもセンターなど 

の子ども関連施設 
子ども関連施設全般(18)、保育所(34)／【反対】(2) 

10．診療所などの医療施設 
医療施設全般(12)、総合病院(7)、高度医療施設(3)、救急医療施
設(1)、小児医療施設(1) 

◇市民の日常生活を支えるような場所として 

11．バスターミナルなどの 

交通施設 

交通施設全般(2)、交通環境の改善(30)、駐車場の設置(30)、駐
輪場の設置(6)、バスターミナルの設置(6)、公共交通(バス)の拡
充(12)、タクシー待機所の設置(1)、一般車待機所の設置(2)、歩行
者環境の改善(27) 

12．スーパーやドラッグストアなど 

の日用品が購入できる商業施設 
※特になし 

◇人や文化を育むような場所として 

13．ホールなどの 

文化・芸術施設 
文化施設全般(23)／【反対】(1)、ホール(32)／【反対】(2)、図書館
(1)、芸術施設(4)、博物館(1)、科学関係施設(1)、プラネタリウム(1)

14．市民活動や生涯学習講座 

などが行える会議施設 

会議施設全般(8)、文化センター(3)、市民活動・生涯学習(9)／【反
対】(2)、NPO の活動拠点(1) 

15．学校や専門学校などの 

教育関連施設 
教育施設全般(8)、大学(1) 

 

＊10 以上の意見が挙げられた

ものを下線で表示。 
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16．フットサルコートやテニス 

コートなどのスポーツ施設 

スポーツ施設全般(10)、市民プール(5)、体育館(5)／【反対】(1)、
サッカー場・フットサル場(8)／【反対】(1)、テニスコート(2)、スポー
ツ施設（その他） (5) 

◇まちなかで人々が憩い、交流できるような場所として 

17．緑ゆたかな公園 
公園全般(23)、子どもが遊べる公園(10)、ドッグラン(2)、緑豊かな
公園・緑地(31)、緑地と地下駐車場(3)、防災公園(6)、市民農園(1)

18．イベントなどが行える広場 イベントなどが行える広場(5) 

 

○複合施設について (9) 

 

○その他の跡地活用の方向性や期待する施設・機能について 

町田市のイメージアップにつながるような品位のある場(1)、町田市の活性化が促進されるような施設(1)、

また来たいと思えるような場所(1)、駅前より地価が安い特性を活かした使い道(1)、多摩都市モノレール延

伸の際の代替地(1)、景観や環境に配慮した場所（2） 

 

○施設利用者の設定について 

多くの市民が利用できる施設(27)、大人を対象とした施設(2)、若い世代を対象とした施設(4)、生活に苦しん

でいる人達を対象とした施設(1) 

 
○市役所周辺地区のイメージやまちづくりについて(5) 

 

○事業手法について 

売却(22)／【反対】(3)、貸付(1)、土地活用による財源確保(6)、建築コストをかけない・箱物を作らない（17）、

周辺を含めた再開発(3) 

 

○建物の形態等について 

現在の建物の再利用(4)、高層ビル(2)／【反対】(3)、その他(1)  

 

○検討の進め方について 
地元意見を取り入れた施設(3)、専門家を交えた委員会での検討(2)、中長期的な視野を持った検討(6)、市

内の公共施設の総合的な検討(4)、費用対効果の検討(3)、その他(3) 

 

○市民アンケート調査について （18) 

 

○その他、市に対する意見 

市政について(9)、市民サーヒスについて(6)、まちづくりについて(16)、公共的施設等について(9) 

 

○市庁舎移転に対する反対意見 （21） 

 
○その他、感想など (18) 
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○跡地活用の方向性や期待する施設・機能について 

◇市の内外から多くの人が訪れ、地元で働く人を増やすような場所として 

全般（3） 小田急線を挟んで商業地域と区別し、全国的に注目されるような核となる施設を計画し、

多くの人が集まるような町田にして頂きたい。 

 何を造るにしても中途半端な面積だと思いますが、町田駅から人の往来の絶えないような

施設を希望します。 

 現在職場が町田市外のため、当該地にはほとんど出向きませんが、今後リタイヤした際

には居住市区域での活動がおもとなるでしょう。市街の方々も訪れたくなるような魅力ある

施設を跡地には望みます。 

１．百貨店やショッピングセンターなどの商業施設 

商業施設全般（3） 町田周辺は道が狭く運転していても危ないイメージなので周辺の環境を良くするための商

業施設の移転先に使ってほしい。 

 駅からも近く便利な場所であり、近隣の住民だけでなく市民、皆が使用できる施設が出来

れば良いと思う。それは市民のための施設（公共的な物（公園やイベントができるスペー

ス等））であったり、商業施設、例えば映画館など、老若男女が楽しめるものであったりす

れば良いと思う。（※） 

 新百合ヶ丘駅周辺のような、文化、芸術施設のある複合的な商業施設にしてほしい。 近

の駅周辺には、映画館なども廃館し町の魅力が失せてきている。若人だけでなく大人も楽

しめる成熟した街づくりを切に望みます。（※） 

―【反対】（13） 商業施設は駅周辺に充分有る。 

 テナントなど商業施設は原町田の規模で十分だと思う。 

 娯楽センターやショッピングセンターはいりません。 

 既に駅の近くには商業施設があるので他の用途として活用してほしい。 

 大型店、ショッピングセンターはいらない。 

 

個人的にはショッピングセンターやショッピングモールなど商業施設、娯楽施設には反対

です。ただ、市役所周辺地区にはスーパーが無いですが、小学校や予備校があるとなる

と騒音の問題や学校が終わった後その場所がたまり場になってしまう。それを考えると反

対を考えます。 

 商業施設は要らない。 

 
特に駅が近いため、車を利用できない人のためになるような施設を作って貰いたい。商業

施設は、ただでさえ狭く混んでいるのにさらに混んでしまうので絶対に NG!。 

 お店等は駅から遠いし、他にもあるのであまり必要性を感じません。 

 
柄の悪い人間が集まりやすいような商業施設（パチンコ、娯楽施設など）はいらない。 

市内外から多くの人間が集まることのリスクをしっかり考慮してもらいたい。 

 
まちがってもショッピングセンター、シネコン、マンションなどの企業だけが利益を得る騒が

しい施設にしないでほしい。今あるだけも多すぎるのだから。 

 
ショッピングセンター、オフィス、住居などは急ぐものでもないし、他の場所でも可能だと思

います。（※） 

 

現在の市役所は町田街道に面しているため、跡地に建った施設のために道路が渋滞す

るようなことは避けてほしい。例えば、大型ショッピングセンターを誘致し、その駐車待ちで

渋滞が起こるようなことは困る。 

商店街の活性化

（3） 

小さな商店街が寂れているので新しくするために使う。戸越銀座の様のにぎわう一角も作

る。 

 

市役所周辺は今、小さい飲食店等もあり、お店も増えてきているので、高い建物やデパー

トよりは道路沿いに雑貨店やお菓子屋さんやカフェなんかを作って、自由ヶ丘や目黒みた

いにすればどうでしょうか。 

 
期間限定の飲食店 町田周辺のおいしい店、B 級グルメグランプリ出店の店、デパートの

物産展のような飲食店版。 

ショッピングモール

（6） 

公園や大型ショッピングモールのような所ができればもっと駅周辺に出かけることが多くな

りそうです。今は古渕へ行くことが多いので 

 町田は小さな子供連れで買い物をしづらいので、ショッピングモールを作ってほしい（授乳

（※）：複数の分野にまたがる意見を 
各分野の箇所に記載。 

＜自由回答意見＞ 
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室などの設備を充実） 

 多くの人が集まる場所を造ってほしい。ショッピングセンター。 

 ベビー、子供服、おもちゃなど（トイザらス、ベビザらス、西松屋、あかちゃん本舗）リーズナ

ブルな子供用品が買えるお店などができたら便利だと思う。（デパートは高いので）町田の

西友さんも子供服やおもちゃを置きはじめましたが、子供服はいまひとつ品数が少なく不

便です。 

 イトーヨーカ堂、イオン、ジャスコ等大型スーパーの進出を願います。 

 町田市駅周辺は商業施設などで大型のアウトレットを呼び込む。 

２．映画館などの娯楽施設 

娯楽施設全般（3） 総合レジャー施設が有ればいいなぁーとつくづく思います。老人のお風呂も近くに有るそう

ですがどこも狭くてがっかりです。少し有料でもゆっくり入れる所が有るといいですよね。

又、駐車場の向かいのヨガ教室は、健康の為に年配の方も着てらっしゃいますのでお金も

高いから、ごく一部の人しか参加できません。ゆっくりお風呂や体操等も出来たりして自分

の地味や生活パターンに合わせた娯楽施設をつくって欲しいです。何でも老人は無料に

なりますがそこは同じ有料でもよいと思います。踏切りの向こう側は色んなお店が有るに

対してこちらの方はサッパリなので活気の有る健康的で身心共にやすらぎ尚且にぎわい

の有る街にしたいです。よろしくお願いします。 

 小型の複合プレーランド。一階､二階を天井の高い誰でも楽しめる複合遊園地とする。例

えば「母と子」「父と子」「祖父母と子」が楽しめる。又、子供同士でも大人同士でもプレーで

きる施設とする。有料でも可、但し低料金として且つ市営が望ましい。浅草花やしきの 4～

5 倍の面積になると思われますので、浅草花やしきの要素に大人も楽しめる健康娯楽を

加えた施設。三階以上は住宅（相互援助）とする。 

 スポーツ施設、若しくは大規模なレクレーション施設。(※) 

―【反対】（1） 周辺に小学校や住宅（戸建て住宅）があることも配慮し、娯楽施設等、不特定多数の人が

頻繁に出入する建物は建てない方が良いと思う。（特に本庁舎用地）。今年子供が小学校

（町田第一）入学ということもあり、小規模な会議室等やそこに来る方々の休憩所（貸し店

舗）がこぢんまりとあり、残りの用地は災害時等に広く活用できる広場（出来ればホコリの

出ない芝）にしてもらえると良い。用地は今後市の持ち物として扱うのでしょうか。それと

も、民間に売却する予定なのでしょうか。それによっては意見の出し方も違ってくると思い

ますが。（※） 

映画館（30） 複合施設映画館 ※近県では駅近くに映画館がないのは（町田）淋しい限りです。 

 多くの人が利用（交通の便が良い）という面からは特定の人が定住するマンションや老人

ホームなどより映画館や芸術などのホールでも良いように思います。 

 現在、市内に映画館がありません。地元に映画館が無いことがとても淋しいと思います。

敷地が広いので映画館を建設してくれたらいいのに、と思ってます。 

 映画村・駅周辺には若者が多く集まっている現状を考え、映画村と小緑地公園などがあ

ればよいと思う。 

 町田市には映画館がほしい。橋本か海老名、新宿、渋谷、銀座に行っている。市民や役

所は何を考えているのか理解に苦しむ。早急に映画館を誘致すべきだ。 

 新百合ヶ丘や南町田、つきみ野等を除いて町田駅の周辺に映画館がないのでつくってほ

しいです。子供の頃まだ駅の近くに映画館があったのでよく見に行っていました。どうして

映画館を作らないのでしょうか？せっかくお年寄りや若者両面の顔を持っている町にデパ

ートや 109 などの施設はあるのに映画館がないのは変です。南町田などにいけばよいか

もしれませんが町田駅近くにあると無いのでは、違うと思います。 

 町田市には１件も映画館がなく不便を感じています。又市営プールもとっても遠いところで

利用できません。このような映画館とかプールのある娯楽施設ができればこの地域ももっ

と活気ができるのではないでしょうか？ 

 町田駅周辺に他市にある複合映画館をどちらかに造っていただきたいと思います。南町

田駅にはあるのに、なぜ町田の中心地に複合映画館がないのか不思議です。このため若

者（自分の子供も含めて）、新百合ヶ丘や蛯名や橋本などの他市に出かけてしまうことが

多いです。 

 町田駅周辺には以前数箇所あった映画館が 1 つも無く、人口の多い都市としてはわざわ
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ざ他市へ電車に出向かなくてはいけないのは不便です。文化的施設（特に映画館）の設

置を望みます。 

 40 万人口の町田市であるのに、駅周辺に映画館がない！ぜひ文化施設である映画館を

作ってください。 

 町田には映画館がないのでぜひ映画館を作ってください。現在、映画を見に行く場合、新

百合ヶ丘や蛯名まで行かなくてはならず非常に不便です。町田に映画館があれば、市民

は皆行くと思います。 

 町田市駅周辺にぜひ映画館を誘致してほしいと思います。 

 映画館がほしいです。 

 跡地利用についてはぜひとも映画館を作ってほしい。 

 町田に映画館がないから作ってほしい！ 

 町田には映画館がないので作ってほしいです。 

 中町第三庁舎跡は町田には映画館がひとつもないので、文化施設として活用しては？ 

 ・娯楽施設が少ない。特に映画館が町田にないので作っていただきたい。 

 映画館は必要と思う。 

 自分が住んでいる地域からはなれすぎているので正直関心がない。 

町田駅近くに本格的な映画館ができればいいとは思うが、市役所等用地は駅から中途半

端に遠く跡地に映画館ができても自分は殆ど行かないと思う。 

 町田には映画館がないので是非作ってほしい。 

 中町第三庁舎用地に関しては、元々オフィスやお店がある場所なので、町田駅周辺にな

い映画館を誘致されたらいいのではないでしょうか。 

 映画館ができたら嬉しい。 

 町田駅周辺に映画館があったらいいと以前から思っておりました。老人も楽しめる映画

館・娯楽施設がほしいと思います。 

 町田に映画館が一つもないので、一つ位はあっても良いのではないでしょうか。 

 以前のように映画劇場あれば？ 

 映画館などの娯楽施設のあるショッピング施設。 

 祖母が孫の私と毎月映画を見に行くのを楽しみにしていました。（テアトルの株を持ってい

るので）厚木が閉鎖してしまい、新宿高島屋もテアトルが（映画）閉鎖してしまい、現在銀

座か新宿しかありません。祖母も 76 歳になり、電車に乗るのがおっくうで、できたら市役所

の跡地に映画館（駐車場付）他娯楽施設になると、また楽しく毎日が過ごせると思います。

町田からなかなか出られないお年寄りも多いと思いますし、あちらこちらに介護施設が多

い町田市。お年寄りに映画を楽しめる場として、新しくしてみてはいかがでしょうか？私の

隣の家も、93 歳と 89 歳の二人暮らし。デイケアが来てますが、「映画みたいなー」と言って

ました。おじいちゃんが車椅子なので、私も連れていってあげられません。今回も「ヤマト」

を家族で横浜のららぽーとまで行きました。それでも祖母が駐車場から映画館まで歩くの

が大変でした。宜しくお願い致します。 

 町田に是非映画館を。 

 映画館。 

ラ ー メ ン 博 物 館

（1） 
ラーメン博物館を建設し、周辺地域から集客。法人税収の増加につなげる。 

温泉ランド（１） 健康ランドみたいな建物を建てて、みんなが健康でありますように、温泉ランドはいかがで

しょうか。 

３．オフィスなどの業務施設 

オフィス全般（3） 本庁舎のほうは、街道に面するので、ビジネス用、または車で送迎する託児、高齢者施設

に適する。(※) 

 分庁舎跡地は、オフィスなど人の集まるような場所にしていくことに賛成です。 

 市役所等用地の跡地はオフィスなどの業務施設、コンベンション施設を期待します。小田

急線町田駅を境に原町田エリアは繁華街、中町エリアはオフィス街として位置づけ、各エ

リアの特徴を活かします。中町エリア（市役所跡地）は働く人が増え、その結果町の活性

化になると思います。(※) 

―【反対】（1） ショッピングセンター、オフィス、住居などは急ぐものでもないし、他の場所でも可能だと思
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います。(※) 

インキュベーション

施設（1） 

低料金で使用できるコミュニティースペース営利目的で使用可の所がない。起業したいが

資金のない夫婦などに安く使えたり、マッチングの場など街の活性化、就労の場など、た

だのスペース作り、公園などより他の視点がほしい。 

企業誘致（1） 道路状況の改善が無いまま商業施設にするより、企業誘致か市民交流に使ってほしい。

(※) 

４．会議や見本市などが行えるコンベンション施設 

コンベンション施

設（3） 
本庁舎跡地は文化関連施設が良い。コンベンションセンター、文化会館。 

 本庁舎はコンベンションホールが良いと思います。 

 

市役所等用地の跡地はオフィスなどの業務施設、コンベンション施設を期待します。小田

急線町田駅を境に原町田エリアは繁華街、中町エリアはオフィス街として位置づけ、各エ

リアの特徴を活かします。中町エリア（市役所跡地）は働く人が増え、その結果町の活性

化になると思います。(※) 

産業振興関連施

設（3） 
町田市の地場活性化出来るもの 産業 食品 文化。 

 
「B 中町第三庁舎用地」は、比較的駅が近くなので、産業振興に関連した見本市やイベン

トが開催されるような施設が望ましい。 

 
緑を守る農業、商・工で作り出す町田の産業をＰＲするための施設を作ってもらいたい。町

田内外にも絶対作ってもらいたい。 

雇用関連施設（5） 家計を支えるために仕事を探し始めて数ヶ月、なかなか家庭との両立を考えると見つから

ない現状に雇用を 優先してほしいと思いましたが、こんな世の中だからこそ、心に潤い

が求められる気がします。子供も大人も競争社会の中で、何かよりどころに出来るものが

あればと考えます。 

 

幅広い年齢層の人たちが平等に利用できる施設を計画してほしいと思います。社会的に

問題になっている若い人たちが働ける雇用を広げられる施設も計画してほしいと思いま

す。（※） 

 

いずれにせよ、今失業している人が働けるような環境を作ってほしい。少しでも雇用の枠

が増えるような施設になってほしい。また、全国的にも福祉の町として、町田は有名なの

で、これから先も福祉的な考えを持ってほしい。（※） 

 地元で働く人を増やしてほしい、ぜひよろしくお願いします。 

 

また、私のような専業主婦でも仕事復帰を希望しておりますが「地元で働く人を増やすよう

な場所」に是非していただき、愛される町田市で一緒に皆様と仕事をしたいです。どうぞよ

ろしくお願いします。 

道の駅（1） 町田特産物 主婦の方の手作り等、道の駅等の充実。 

ホテル（1） 

官民一体での複合ホテルの建設実施。 町田駅周辺には拠点的なホテルがありません。

しかしながら都心から距離も近く市が経営し運営自体を民間に任せるホテルを作ってはど

うでしょうか。低層買については市の施設とテナントを配し上層階をホテルとする。又、駐

車場と駐輪場の確保もしていただきたい所です。箱物だけでなく箱が２倍にも３倍にも活

用されること願います。 
◇まちなか居住を推進するような場所として 

全般（1） 

町田は吉祥寺のような古くて新しい街になる大きな可能性があるはずで、そのためにも若

い人々集う、若い住民が住みやすい（働きやすい、子育て支援）活気ある街づくりに役立

てていただきたいと期待します。（※） 

５．マンションなどの住宅施設 

住宅（1） 住宅にして貸金にしたらどうか。税金を減らすべし。 

―【反対】（6） 

大型マンション等にすると、ただでさえ渋滞しているのにますますひどくなるのでやめてい

ただきたいです。（市営住宅は絶対反対）しかし、それが百貨店やショッピングセンター等

利益のあるものなら仕方がないかなと思います。 

 駅から遠く不便である。マンション反対。 



8  

 
マンション等の住居は町並みが疎外され美感が悪くなるため多くの市民の意見を取り入

れ専門家を交えた委員会を立ち上げることを望む。（※） 

 スーパーやマンション等にして欲しくないです。 

 
ショッピングセンター、オフィス、住居などは急ぐものでもないし、他の場所でも可能だと思

います。(※) 

 

一等地、駅から歩いて行かれる場所、多くの人々が出入りする有意義な施設建築を望み

ます。明るくすっきりした、素敵な街になることを願っています。 マンションだけは建築しな

いで欲しいです。 

６．高齢者専用住宅などの高齢者向け住宅施設 

高齢者向け住宅

(9) 

年齢が 60 歳ということもあり、高齢者向け住宅、福祉施設、医療施設等の充実のために、

跡地を利用していただきたいと考えております。（※） 

 
高齢者の方が安心して利用できる施設づくりに役立てていただきたいと思います（高齢者

住宅、福祉施設等） 

 高齢者向けの住宅。家賃の安い物を作りましょう。 

 高齢者用住宅施設を望む。年金のみで借家住まいの者は大変である。 

 

高齢者住宅を是非建ててください。持家に住んでいますが、交通の便が悪く、通院も大変

です。持家を担保にして、買い入れ、又は借りられるような制度を作ってください。今は車

に頼っていますが、何時まで乗れるか心配です。バス停には遠い、大きな坂道があって、

病身の年寄りは、不安でいっぱいです。よろしくお願い致します 

 

低所得者が安心して入居できる老健施設や老人優先バリアフリー住宅の建設を急いでや

ってほしい。特に独り老人、老人所帯向けの住宅建設、整備は急務です。なんと言っても

われわれには時間がないのです。 

 
駅に近いが敷地面積が小さいので高層化して、高齢者の方の住宅施設（70 歳以上）にす

る（中町第三庁舎用地） 

 
他市にまけないくらいの超高層ビルにして、高齢者対応の住宅施設、病院介護などすべ

ての機能を持った建物を目指してください。(※) 

 
団地に住む年寄りがまるごと移住できる住宅と、空いた団地に新しく住む若者のための駅

前保育園をお願いします。（※） 
７．特別養護老人ホームなどの高齢者が入所できる福祉施設 

入所施設全般(3 ) 高齢者が入所できる福祉施設・医療施設 

 高齢者が安心して入ることの出来る施設 

 
高齢者が入所できる福祉施設とか、保育園が不足していると聞いていますので、市役所

跡地にはぜひ希望します。 

老人ホーム(6) 老人ホーム。 

 年金で入れるような老人ホーム。 

 低料金で市民が入れるような老人ホーム。 

 低所得者向きの老人ホームを頼みます。 

 
老人ホームが不便なところに多くできているので、駅から近い便利な場所に高齢者福祉

施設が出来ればありがたいと思う。 

 老人介護ホーム等の待機がなくなるように役立ててほしい。 

特別養 護 老人ホ

ーム(1) 

今後の高齢者社会を見据えて、特別養護老人ホーム等の福祉施設に使うのが 良に思

う。 
◇市民の日常生活を支えるような場所として 

全般(4) 

私は、町田第一小学校の近くに住んでおります。市役所には、用事があると近いので便利

ですが、移転してしまうと遠くなってしまうので嫌だなあというのが率直な気持ちですが、市

民ホールの隣になる事、耐震の関係などあり、仕方が無いことなのだと思っています。た

だ、本庁舎用地の跡地についてはぜひとも市民の日常生活を支えるような場所として又

は人や文化を育むような場所として活用していただきたいと切望します。これからもどうぞ

町田市民が安心して町田市に住めるよう、より良い政策をよろしくお願いします。 
 市民の生活を直接サポートするような使い方が望まれます。 
 働く若い世代の家族やこれからの時代を担う人たちが生活しやすい環境、又は、お年寄り
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が安心して老後を暮らせる街づくり。 

 現在、町田市に足りないとされている市民生活に重要且つ便利な施設を造るべきである。

福祉施設全般(3) 福祉施設の整備を願いたい。 

 福祉施設を充実してほしい。 

 福祉や養育施設などに活用していただきたい。 

複合的福祉施設

(13) 

過去、福祉の町といわれていた町田です。障害者、高齢者が利用できる福祉施設、医療

施設、現在のすみれ教室的な施設（現在の状態では満杯です）、総合的な福祉施設を望

みます。 

 乳幼児から高齢者までが利用できる、総合的な施設が出来ることを期待します。横浜市に

あるような、子育て支援、高齢者支援、障害者支援などを行なう施設を設け、福祉を充実

させていただきたいです。 

 デイサービスなどの高齢者用福祉施設と、保育所や学童保育などの子育て支援施設、特

に病児保育ができる施設を併設し、上層階では健診・健康相談、育児相談ができる。（つ

まり医師、看護士が常駐している）中庭がありゆっくり散歩ができたり、子供たちが遊べる

ような小さな遊具がある。それぞれがコミュニケーションをとっている、そんな施設があった

らいいなーと思う。おじいちゃん、おばあちゃんと子供たちが一緒にすごしているスペース

って作れないものなのでしょうか。一緒に折り紙をしたり、ご飯を食べたり。おまけに介護

福祉士の専門学校が隣（上）にあって勉強しながらボランティア（研修）したらもっと理想

的。（夢物語ですが） 

 高齢化が進む状況で、先進的な展開をできるような施設ができればと思う。 

文化とか、医療とかと関係して、情報発信と組み合わせて何らかの交流ができるとか、そ

んな施設ができないものか。 

これから日本の社会が直面する問題に対し、何らかの回答の 1 つであることを実証できる

ようなことを行政として実現してほしいです。 

 以前、町田は福祉の街、という印象がありましたが実際に住んでみて、あまりそのように

は感じられません。便利な場所に高齢者や障害者が一般市民の方々と一緒に過ごしたり

触れ合ったりできるような施設などを作って、もっともっと相互関係を深められるようにして

はどうでしょうか。子供たちも安心して集まれるような場所で、世代や障害を越えてふれあ

えればなお良いのではないでしょうか。 

 本庁舎跡地の周辺環境は、隣に小学校が、近くには調理・デザイン等専門学校や塾、又

町田高校の通学路であり、用地内にはヒマラヤスギやアオギリ、ケヤキ、イチョウ等既に

緑もあります。 

孤独死や無力社会等が言われる世相ですので、上記のような跡地の立地を活用し、若者

の力・エネルギーを利用し、孤立しがちな高齢者、子育て者、介護者等が交流し集まれる

空間となってほしい。行き場の無い人（家に帰りたくない未成年者を含む）が頼れる安心で

きる空間であり、住みやすさ働きやすさを向上させるような利用を望みます。 

託児、保育、学童、デイサービス等の需要は高いと思います。 

 年齢が 60 歳ということもあり、高齢者向け住宅、福祉施設、医療施設等の充実のために、

跡地を利用していただきたいと考えております。（※） 

 引っ越してきたばかりなので、詳しいことはわかりませんが、福祉、子育てなどにやさしい

街、緑の多い街になったらなと思う。 

 高齢者増加に伴う諸問題に対応し、障害者を支援する上で生ずる様々な問題に応える、

弱者の生活の質向上をめざす形で、跡地を利用していただきたいと思っています。どのよ

うな形の施設が 適かわかりませんが、町田市が福祉政策の先端を担っていた過去の

評価に立ち返り、これからの首都圏の福祉の向上をめざしてほしいと思います。 

 高齢者や体の不自由な方、等のために生かせるようなまちづくりをしてください。 

 この社会情勢の中で、高齢者または障害者を抱える者にとっての施設がもっともっとほし

いところです。高齢者、乳幼児を抱えていくための世の中、地域の意識によって、住民が

生活を持続できるような体制を作っていける施設があれば良いと思います。高齢者の問

題、乳幼児保育所等が多い町であるとうれしい限りです。 

 老人ホーム、ディサービスセンター、高齢者住宅、高齢者向けの医療施設、障害者向け教

育施設が 適。 

 本庁舎、第三庁舎とも商業施設としての活用は立地条件などから考えても困難だと思う。
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前に市長が築き上げたすばらしい町田市によみがえらせてほしい。そのためにも「福祉の

町」としての機能を跡地の活用によって復活させて欲しい。 

複合的福祉施設

(子どもと高齢者)

（20） 

中町第三庁舎用地跡地：市民の日常生活を支えるような場所として利用。例）保育所、子

どもセンター、高齢者福祉施設。 

 高齢者が安心して暮らせる施設か、保育所などの子供を安心して預けることのできる施設

を作ってもらいたい。そういう施設が増えれば市民が町田市に対して理解を深めていくと

思う。 

 他に老人の憩いの場や民間の保育所がいいと考えました。これは第三庁舎用地がいいと

思います。駅から近いというのが大きな理由です 

 本庁舎用地：この近辺には、商店街、スーパー等もあり、又、駅にも近く、行動範囲の狭い

老人等の居住には 適と考える。賃貸高級マンション（老人専用）と保育所を併設したよう

な施設が出来れば良いと思う。 

 子供や年老の集まるところが他に比べ 少に思う。児童館や市民がいつでも集まれる場

所の設置を必要 

 お年寄りと小さな子供が一緒に活動できるような施設を作ってほしい。 

 現市役所周辺は、ごみごみしていますので、緑を取り入れ、人々が憩い、又、子供やお年

寄りの施設ができればよいと思います 

 将来の活用として、子供、老人関係施設をと考える。 

 子供やお年寄りが安心して憩えるような又、両者の交流が出来るような施設があったら良

いと思います。 

 子供や老人、救急施設等 

 保育所と高齢者いこいの家用事と元気な老人との交流が出来る公共施設 

 将来の活用として、子供、老人関係施設をと考える。 

 市民の日常生活を支える場所として、高齢者福祉施設、保育所等の子育て支援施設を充

実させてほしい。 

 又は夫婦共働きを支援する意味で、保育所として活用する事も魅力的である。本庁舎用

地は敷地面積が広いので、2 つから 3 つの建物や施設として使う方が有効活用できると思

う。例えば老人ホームと保育所等。 

 介護や子育ての支援施設 

 町田市に限らないが、ダントツで緊急の問題が、高齢者福祉と少子化（保育）であるゆえ、

将来を見据えて、この二点に集中すべきである。 

 子育て中の人たちが、老人が、体の不自由な方が、子供たちが複雑な交通手段を使わな

くても、頻繁に楽にかようことできる場所に、子供センターや老人との交流の場、そして生

涯教育や市民活動が行なえる場があるといいと思います。（※） 

 本庁舎のほうは、街道に面するので、ビジネス用または車で送迎する託児、高齢者施設

に適する。(※) 

 大型店、福祉全般の総合ビルにする。 

 子供や老人、救急施設等。（※） 

障がい者福祉施

設（2） 

いまだに昔のイメージを信じて障害者等も多く住む街だと思う。高齢者も年々増えてくる。

まずは福祉の部分を充実させてほしい。商業施設としての用地は外にあると考えられる

し、人々の流れがそちらに動くとは考えにくい。 

 

この場所でなくてもよいですから、重度身障のついの住みかを作ってほしい。特別養護老

人ホームには無理。小生両股関節が曲がらなくて、バス利用による移動は不可。ひざ関

節の片方は強直です。（ちなみに多くの身障は筋肉の麻痺ですが） 

公共施設の集約

（6） 
町田駅周辺に分散している文化施設を市役所跡地に集約して、小さな資産を精算した方

がよいと思う。 

 中町第三庁舎用地：現在、市役所にほぼ隣接するような税務署、都税事務所、その他公

共施設は、市役所が移転すれは、非常に遠い存在となり、不便な施設となりかねない。こ

こに移設するか、市役所に近い所に移転する際の代替地利用も考えられる。 

 少なくとも保健所と健康福祉会館をここにもってくる。出来れば、税務署、都税事務所も 

 現在、市役所、市民病院、市民ホール等、公共施設が点在しているので、将来は出来れ
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ば公共施設を近くにまとめてほしい。 

 各庁舎等はなるべく分散しない様に出来たらと思います。 

 今後の市役所の活動と市民が集いたいと思える市役所施設（例えば、安くて明るいレスト

ランを併設とか）の建設を期待しています。 

保健所（4） 保健所・職安は１ヶ所にまとめる。 

 保健所など不足して困ります。そのままの建物で活用できたらいいと思います。 

 駅から「町田保健所」まで遠いので、町田保健所がここに設置されたなら利用者の負担も

少なくなると思う。（市民多くの要望ではないかと思っています） 

 本庁舎跡地は市内に分散している各施設を 1 ヶ所に集めると良いと思う。（健康福祉会

館、保健所等） 

税務署（3） 税務署、福祉会館など駐車場も少ないので、統合してくれた方が行きやすい。 

 税務署がポッポビルなので大変です（人も多いし狭いです）本庁舎用地の跡地に作って貰

いたい。 

 

町田税務署、登記所、都税支所など、近くに点在している期間を１ヶ所に集めてほしい、

市役所行務の出張所も入れて、１ヶ所で行政、税関係など、集中機関にしてもらいたい。

駐車場も完備して、池など素敵な庭もあるので、利用（休憩場所）公園のようなミニパーク

も備えてもらえるといいと思います（本庁場所）（※） 

消防署（2） 現在の町田消防署は全面の道路幅が狭く、40 万都市の防災・救急の拠点として心もとな

い場所にある。消防は都の管轄で別かもしれないが、市民の安全を守る役所であること

から、今の市役所の場所に譲ったら如何であろうか。救急車、消防車の出動がより向上

し、命が助かる件数も増加し、市民のためになると考える。 

 消防車町田市もこれから 50 万～60 万人の人口として、人命救助や災害にもっと考えてほ

しいです。 旧市役所の一部を職員の訓練も近くて出来るようにして考えてください。旧市

役所は町田市消防署を作るといいと思います。 

市民サービスの拠

点（1） 

厳しい財政状況の中「良好な住環境の確保」の点から検討を要望いたします。①防災活

動の拠点：災害対策本部が活動する拠点施設として整備②市民サービスの拠点：交通体

系を見直し利便性の向上を図る。（※） 

市のシンボル（4） 町田市のシンボルとして活用したい。 

 町田市のシンボルになるようなシンボルタワーを作ってください。 

 

幅広く、市民からの声を聞くことは、大変良いことです。集約された中で一番多かった意見

が、 善ではなく、少数の意見の中にも貴重なヒントがあるかも知れません。シンボル的

な場所になることを、一市民として願っています。 

 

中町第三庁舎用地については訪れたことがないので周辺の環境・広さ等全く知らない中

で想像だけで○をしました。 地方の都市によくある美術館や文化施設ではなく、町田特

有のもの、例えば小中学生が毎回利用できる大理科実験設備棟等、町田が も力を入

れることに利用できるものが良いと思う。 

８．デイサービスセンターなどの居宅介護を支援する高齢者福祉施設 

高齢者福祉施設

全般（15） 高齢者用福祉施設。 

 駅から少し歩かねばならず、尚且つ道幅が狭い等道路事情は良くありませんが、できれ

ば文化施設の充実や公園を備えた高齢者施設が希望です。(※) 

 老人施設、公認保育所などできると良いと思います。 

 高齢者が安心して楽しく利用できる施設等が増えると、暮らしやすさを感じられると思う。 

 高齢者対策のために活用してほしい。 

 本庁舎については、高齢者向け等の利用施設を希望。 

 老人対策施設。（老人のボケ防止、技能向上対策等に関する施設など） 

 跡地には、福祉施設を造ってほしい。高齢者が済みやすくなるまちづくりを期待します。 

 中町のほうは、駅から近いので、高齢者に適している。本庁舎のほうは、街道に面するの

で、ビジネス用または車で送迎する託児、高齢者施設に適する。 

 本庁舎の跡地は環境としてはあまり適当かと思わないが自分の年齢を考えると高齢者向

けの施設を一部でも転用できないものか？ 

 高齢者の方々のための施設にして欲しいです。 
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 町田市に５年くらい住んでいますが、やはり高齢者がとても多くなってきていると感じてい

ます。高齢者や小さい子供が安心して楽しく生活できる事に役立つような施設をつくって

ほしいと思っております。 

 近くに小学校があるので、高齢者施設ができれば、小学校と高齢者の交流も増え、地域

にとってもプラスではないかと思う。また高齢者等の福祉施設については民間施設ではな

く、特養のような低価格で所得の低い方々が利用できる施設が良いと思う 

 少子化問題でテレビでも子供手当ては結構多く取り上げられているが、高齢者に対しては

特に手当ては充実していない。行き場のない高齢者も多いので、跡地には高齢者に役立

つ居場所を作ってほしい。「高齢者に優しい町、町田！！」にしてほしい。 

 本庁舎跡地は小学校と隣接していること、少子化に伴う統廃合などを視野に入れ、今後

の高齢化社会に対応できるような施設（高齢者支援、医療）を作って欲しい。 

―【反対】(4) これ以上町田に高齢者の施設はいらない。 

 
高齢者福祉施設も必要だとは思いますが、何も家賃の高い駅前に作らなくても良いと思

う。駅前に作る必要がない。 

 高齢者用の施設は中心地でなくてよいと思う。 

 老人施設は郊外へ行く。緑ゆたかな所へ。 

 （老人）高齢者関係、福祉関係は、駅より少し遠くて良いと思う。（車で送り迎えして） 

高齢者の交流の

場(5) 

高齢者が多い為対応するような施設で楽しく過ごせる交流の場所として使っていただきた

いです。 

 
独居生活の高齢者が増えています。まだまだ高齢者の集う施設が少ないと感じていま

す。介護保険制度云々ではなく、誰でも集えて食事等もできたら尚いいですね。 

 

東京郊外として町田市らしい特徴を有する町づくりをして頂きたいと思います。特に中高

年齢層のコミュニケーション不足、残金不足が益々進行していく中で、何らかの交流ネット

ワークがある街になればよいと願っております。 

 シニア世代の健康な方の憩う場所が少ない、運動する場所もない。 

 

独り暮らしのお年寄りが話題となっている今、独りさびしく老いの毎日を過ごしていく方々

が安心して暮らせる日々を送れる受け皿があると良いと思います。町田市はそんな町で

あってほしいと思います。 

通所施設(3) 高齢者福祉施設（デイサービスセンター）通所施設。 

 

立地として駅から徒歩圏内かとおもうので、人々の交流あるいは老人の介護施設等に利

用していただけるといいのではないかと思います。町田市にはある程度の教育施設や会

社のオフィス等がすでに確立されている印象がありますのでそれ以外の施設での活用を

期待しています。ただ、市民の税金を使う以上は、今後のランニングコストも含め、充分な

検討と議論がお願いできればと思います。私は昨年引っ越して来たばかりですが、中心

街は雑然としている印象をもっています。クリーンな町としてのイメージが広がっていくとい

いのではないでしょうか。 

 

町田市は診療設備が整った大きい病院が少ないと思う。特に高齢者向け（65 歳以上）の

交通の便の良い所として市役所跡地が 適と思う。（デイケアセンターも含む）（本庁舎用

地）（※） 

９．保育所や子どもセンターなどの子ども関連施設 

子ども関連施設

全般(18) 
子供が安心して遊べる場所がほしいです。天気も関係なく遊べる場所、子供センターのよ

うな。 
 子供センター、子供関連施設。（保育所） 

 
子育て中の人たちが、老人が、体の不自由な方が、子供たちが複雑な交通手段を使わな

くても、頻繁に楽にかようことできる場所に、子供センターや老人との交流の場、そして生

涯教育や市民活動が行なえる場があるといいと思います。 

 町田をこれから担う青少年に。（本庁舎跡地） また子育てしている人達が集まって交流で

きる場所に。駅から近いので。(中町第三庁舎跡地） 

 

福祉の街と唱っていながら、町田市はとても住みづらい。以前住んでいた川崎の方が充

実していた気がします。市民病院の対応は悪いし、子育てへの体制も成ってない。これで

は良い街なんてできないのでは？跡地はそれこそ子を持つ人たちのために活かしてほし

い。病院、保育所等多々あるのでは？ 
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 小さな子供と一緒でも、行ってみたいと思える便利で安心できる場所になったらうれしいで

す。 

 学童保育のできる施設もあればよいと思う。 
 小中高生の放課後の居場所になるような健全な場所の設置を要望します。 

 児童がキャッチボールやサッカー遊びなど周囲に気兼ねなくさわげ、かけずり回ることが

出来る遊び場がまるで無く、青少年育成に力を入れてほしい。 
 子供や若い人たちがもっと元気に楽しく過ごせるようにした方が良いと思う。 

 

小学校・中学校が近いことから、次世代の子供たちのための施設（授業で使える）を作っ

てはいかが？特に経済的に困難な子供のための学習支援（公営学習塾、学童以後のア

フタースクール、町田近郊の大学との連携、ボランティアなど）や保育施設など、若い世代

（20～40 代、子供を育てる世代）が町田に住みたくなる仕掛けに利用してほしい。 

 
私は第 1 小学校卒業生のため、第一小学校や市役所の土地についても学びました。その

ため小学校に返すことはできないでしょうか。それに近い、子供のための施設を望みま

す。 

 町田のこれからを担う子供や若者のための施設になればと思います。文化ホールや保育

施設等、充実できればと思います。 
 子供関連施設の充実が市民にとって必要だと思います。 
 町田は子育てするには車の利用が欠かせません。駐車場の充実した子育て支援センター

のようなものができることを期待します 
 夫婦共稼ぎを支える子供関連施設を増やすべきと思う 
 子育てがしやすい町になるようなサービスの施設が出来るといいと思います。 

 住宅は十分にあると思うので、子育て関係の施設として利用してもらえると、これからの町

田に相応しい場所になると思います。 

また、コミュニティーバスの運行を併せて充実すると,利用しやすく人が集まる場となると思

います。 

保育所(34) 駅前大規模保育施設にする。 

 何時でも預けられる保育所（お母さんが自由に働くため）。 

 認可保育園を増やして欲しい。 

 幼児の保育施設。 

 保育園など。 

 保育園をつくってほしい。 

 若い夫婦だと共働きをしなければ生活できない社会です。子育て支援も必要であり、ぜひ

保育園を建ててください。 

 子育てをしながらも安心して職場に復帰できるように保育施設をもっともっと充実させて欲

しい。 

 保育所や児童預かりなどが出来る施設を希望する。 

 個人的には、今一番不足している保育施設が良いと思う。ショッピングセンター、オフィス、

住居などは急ぐものでもないし、他の場所でも可能だと思います。駅前に保育所があるこ

とで、預けたいと思う人も多いと思うし、働く人も増えるのではないでしょうか？ 

 福祉施設、保育所等に利用することを希望します。 

 本庁舎用地はその広さを生かして、保育園などの子供用施設も含めながら、市民の憩え

る複合文化施設として充実させてほしい。 

 保育園を作ってください。待機児童がいなくなるようお願いします。 

 公園や保育施設など、子育てしやすい施設になればよいと思いました。 

 本庁舎のほうは、街道に面するので、ビジネス用または車で送迎する託児、高齢者施設

に適する。 

 小、中学校が隣接している場所であることから、大規模な商業施設やバスターミナル等の

新設には反対。高齢者向けの施設か、教育、学習などに関係する施設が望ましい。 

 託児施設が不足しているので、ぜひ、このための利用をお願いしたい。 

 夜遅くまで子供を預けられる保育所など。 

 町田市に限らないが、ダントツで緊急の問題が、高齢者福祉と少子化（保育）であるゆえ、

将来を見据えて、この二点に集中すべきである。 
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 子供の施設、保育園他は必要と思う。 

 保育所と高齢者いこいの家用事と元気な老人との交流が出来る公共施設。 

 中町第三庁舎は駅にも近く、保育所などが作られればよいと存じます。 

 子供の育成の為の有効なものを（保育所)等作ってください。 

 中町の方は共働きの若い人達のために保育園等の子育て支援のために利用してもらい

たい。 

 中町については、保育所等の施設を希望。 

 老人施設、公認保育所などできると良いと思います。 

 保育所。 

 夫婦共働きを支援する意味で、保育所として活用する事も魅力的である。 

 保育園。 

 期待した政権が全くのアマチュア集団で、日本はどんどん沈下していく。将来を見据え、子

育てに全力をあげるべき。フランスも少子化が鈍化し、とあり少しづつ出産数が増してきて

いる。少子化は国力がどんどん衰える。 

老人の福祉や高齢者対策は後回し、とにかく子供の声の聞こえる町にしてほしい。子供が

二人いたら母親はもう働けない。働けないと困るから子供を作らない。それに対して行政

は全く対策を取らない。地方も国もどうかしている。跡地には絶対に大きい日本一の保育

園を作ってほしい。 

町田市が少子化対策のモデルになれば、 高！ 

 高齢者が入所できる福祉施設とか、保育園が不足していると聞いていますので、市役所

跡地にはぜひ希望します。 

 団地に住む年寄りがまるごと移住できる住宅と、空いた団地に新しく住む若者のための駅

前保育園をお願いします。（※） 

 本庁舎用地はその広さを生かして、保育園などの子供用施設も含めながら、市民の憩え

る複合文化施設として充実させてほしい。（※） 

 ここは駅にも近く、保育所等の利用も考えられる。 

―【反対】(2) 車通りの多い道沿いなので、子供対象の施設には適していないように思います。 

 私は子育て中なので意見がかたよってしまいがちですが、町田は高齢者用より子育て用

が少ない街だと感じております。保育園という限られた方しか使えないものばかり増えて

も・・・・ 

10．診療所などの医療施設 

医療施設全般(12)  周辺には医療機関がないので、病院等を立地したほうがいい。 

 休日や緊急時に対応できるようなしっかりした医療施設を希望します。 

 医療。 

 医療施設の集合体がこの場所にできれば災害時には大いに活躍できると思います。 

 市内には医療施設（大規模な）が少ないので駅から近い跡地に作ってほしい。民間の医

療施設にお願いしてもいいので早急に対応していただきたい。 

 元々、公共の施設なので、ショッピングセンターやマンションなどより、医療や教育、福祉

など駅から便利性も良いので市民が利用できる施設を作って欲しいと思います。（※） 

 医療、福祉などへ(※) 

 南町田の住民なので、町田市役所周辺はあまり行きにくく（買い物もグランベリーモール

の方が近いので）あまり利用しないのが実情です。医療、福祉等で町田ならでは、というも

のがあまり感じられないので、そういった施設を考えていただければ幸いです。 

 本庁舎跡地は小学校と隣接していること、少子化に伴う統廃合などを視野に入れ、今後

の高齢化社会に対応できるような施設（高齢者支援、医療）を作って欲しい。(※) 

 町田市は診療設備が整った大きい病院が少ないと思う。特に高齢者向け（65 歳以上）の

交通の便の良い所として市役所跡地が 適と思う。（デイケアセンターも含む）（本庁舎用

地）（※） 

 他市に負けないくらいの超高層ビルにして、高齢者対応の住宅施設、病院介護などすべ

ての機能を持った建物を目指してください。(※) 

 年齢が 60 歳ということもあり、高齢者向け住宅、福祉施設、医療施設等の充実のために、

跡地を利用していただきたいと考えております。（※） 
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総合病院(7) 現在の市民病院より大きな総合病院を作ってほしい 

 町田市内に大きな病院がなさすぎ。充実した多用なニーズに対応できるような病院を作っ

て欲しい。 

 希望としては大学病院または総合病院をぜひお願いしたい. 

 町田市に不足しているのは総合病院です。市民病院はレベルが低く、奨励的にこのエリア

に住むことの 大のネックです。市役所跡地にはぜひ、大学病院や徳洲会病院といった、

民活の病院誘致が必要です。駅至近距離であることも幸いであり、医師会の反発もあると

思いますが市民が安心して暮らすために今もっとも必要なものです。病院ができなければ

住み続けたい町田市（玉川学園）ですが、転居する必要が生ずるかもしれません。 

 町田市市立総合病院を作ってほしい。ヘリコプター利用の救急医療の充実、人の命を大

切にする町田市の政策を望んでいます。今の市民病院では診療科も足りないし市民の人

数に応じきれていない。 

 現在の市民病院より大きな総合病院を作ってほしい。 

 市民病院が遠すぎてバス停からも遠く、利用しづらいから総合病院がほしい。 

高度医療施設(3) 高度医療施設を充実させた病院が必要だと思います。市民病院のみでは不安だし医療技

術が 近良いとは思えません。大学病院等の誘致を希望します。 

 高度な設備を持った医療施設。 

 高齢者になり、急に体調が悪く救急車で行く処がなかなか定めて貰う事ができないことが

家族共々何度もあった。特に市民病院に日頃通院しているのに、急変して頼んでも簡単

に受け入れて貰えず困った。しばらくして許しが出て家の車で救急口に入るよう指示され

て行った。市の病院のような市民をすぐ診てくれるような施設を増やしてほしい。働いてい

る若い人は土日、市病院が休業日を考えてほしいと思う。 

救急医療施設(1) 子供や老人、救急施設等(※) 

小児医療施設(1) 意見とか余りありませんが、小児医療を充実してほしい、24 時間体制で。 

11．バスターミナルなどの交通施設 

 ※市庁舎周辺地区の交通環境については、まとめて後述。 

12．スーパーやドラッグストアなどの日用品が購入できる商業施設 

 ※特になし 

◇人や文化を育むような場所として 

13．ホールなどの文化・芸術施設 

文化施設全般(23) 文化施設。 

 公共施設で、文化施設が望ましい。 

 出来るだけ「人や文化を育む場所」としての活用を期待したいです。 

 
市役所跡地については、隣が小学校でもあるので商業施設ではなく、創造的な場所（文化

面の充実）を望みます。 

 
市役所周辺付近に文化施設等の設置を望む。森野、中町地区に、そのような施設が何も

ない。 

 文化施設の設営を希望します。町田市に映画館がないのも残念です。 

 
中町は駅にも近く、文化的な設備をそなえた・・・・映画館も町田駅にはないですよね。美

術館も現在の場はとっても不便です。 

 
町田は、映画館もなく、市民ホールも収容人数が少ないし老朽化しているなど、文化都市

には程遠い現況です。ぜひ、文化施設を作ってほしいと思います。 

 
中町跡地も駅に近いし、二度と手に入れることは出来ない土地なので、文化的な活用の

できる多目的施設があると良い。 

 住民の為の文化的整備・高齢化に対応したもの。 

 文化施設の交流の場が望ましいです。 

 小・中学校が近くにあるので、文化施設がいいのではないかと思う。 

 文化的な利用方法を考える。公園も良い。（※） 

 
いろいろな意見があると思いますが、人や文化を育むような場所にしていただきたいと思

います。 

 本庁舎用地は跡地は大きいので、市民向けの文化、コンサート等が行なえる、芸術活動
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が行なえる方向が望ましい。周辺には公園があったほうがいいかも。 

 
本庁舎用地はその広さを生かして、保育園などの子供用施設も含めながら、市民の憩え

る複合文化施設として充実させてほしい。（※） 

 
経済活動にデザインなどの文化芸術を関連させられるような文化学習施設も併設された

い。 

 
町田駅周辺の映画館がことごとく閉館するなど、町田市は文化施設があまり充実していな

い、と感じることが多々あります。 

 
駅から少し歩かねばならず、尚且つ道幅が狭い等道路事情は良くありませんが、できれ

ば文化施設の充実や公園を備えた高齢者施設が希望です。(※) 

 

近の町田市は各方面でよい動きを感じますので期待をしております。これからは都市景

観を考慮したまちづくりと文化の高い町田市を望みます。そこで現在の市庁舎は位置的に

も都市景観のポイントとして重要であり、文化の中心的施設とすることが望ましいと思いま

す。今の庁舎は形も良いので化粧すれば立派なものになります。内容は文化、芸術施設

を中心にシャンソニエや感じの良い低価格で利用できる軽食堂、喫茶室、庭にはカフェテ

リアを併設したものとし、市民が手軽に利用できるものして、新庁舎とデパート群と整理さ

れた商店街を遊歩道で結んでほしいと思います。彫刻のあるまちづくりも主要な場所に置

いていけば、さらに潤いのあるまちになります。 

 緑を残し、中に文化施設、文化的事業ホール（音楽など）が出来るとよい。 

 

将来を見据えた市全体の都市計画に基づく街づくりをお願いしたい。現状を踏まえると、

基本的には、小田急線を挟んで南東部は商用地域として、北西部は芸術・文化地域とし

ての発展が適切と考えます。すなわち、今回の市役所周辺地区については、町田におけ

る芸術・文化の発信基地の中核としての役割を担うべきと考えます。具体的には芸術や

映像文化などの活動拠点、あるいは市民全員が多様なメディアを介して自由に情報交換

ができる場所を中心とする街づくりです。そこで提供されるのは、例えば、各種ライブラリ

ーによる先端の知識や情報、ギャラリーやシアターなどの自由表現のための空間、スタジ

オやワークショップなどの各種活動のための空間などが考えられます。年齢・性別を問わ

ず、市民全員が情報を共有して交流を深め、蓄積・展開できる場として町田の活性化に繋

がることを期待します。（※） 

 

新百合ヶ丘駅周辺のような、文化、芸術施設のある複合的な商業施設にしてほしい。 近

の駅周辺には、映画館なども廃館し町の魅力が失せてきている。若人だけでなく大人も楽

しめる成熟した街づくりを切に望みます。（※） 

―【反対】(1) 文化芸術施設はもういらないと思います。 

ホール(32) 

町田市にはコンサートホールがあるが市民ホールは手狭で音響も割る小さすぎです。もう

少し大きなホールが欲しい。相模大野グリーンホールの様な規模でのコンサートホール文

化施設にぜひしていただく事を希望いたします。人口に対してあまりにも文化面での充実

に欠けている。文化芸術を育むには施設がぜひ必要。ホールができることによって他市か

らの人も呼ぶ事ができて活性化につながる。また、教育の広がり、子供達、青少年への育

成にもつながる。質の高い文化施設への跡地利用をぜひお願いしたいです。 

 
サントリーホールのような芸術施設と、市民の年代に関係なく楽しめる広場など、都心に

行かなくても心豊かな町田になってほしいと思います。 

 

市民ホールはもう少し規模の大きい施設になってくれ。駐車場も併設してもらえるといいと

思います。１５００名位？子供の学校は他市まで行きホールを借用し合唱コンクールをや

っている状況ですので市内でできると便利になると思います。 

 

町田市は福祉と芸術文化の高い街をコンセプトに将来を望み、例えば府中の森芸術劇場

のような立派な劇場を中央に作ってください。ハコ物がすべて悪いわけではありません。

要は今後どう活用するかを考えて計画性を持って市民のレベルアップの一環としてくださ

い。 

 
駅から市民センターが遠いので近いほうにコンサートホールのようなものがあると活気付

いて良い。 

 

駅から近いため、よその地区からも利用しやすいので何か優れた施設を造り、多くの人を

呼び込む。（例）・音響の良いホール・ゼルビアホームグラウンド（球技専用としJI 規格を満

足）・他にはない施設（現時点で具体的には不明） 

 今の市民ホールは狭すぎるので、千人以上収容できるホールを作ってほしいです。 
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もっと人と人が交流でき、様々な文化に親しめる環境があればと思います。例えばコンサ

ートなどは、物にもよりますがチケット代が高いです。文化施設をつくり、市民に低料金で

文化に親しめたらと思います。 

 町田にも「府中の森」、「パルテノン多摩」などのような施設があればよいと思ってます。 

 

田駅周辺はとにかくごちゃこちゃして汚いので、この際跡地を町田のイメージをぐんとあげ

る、施設、コンサートホールや芸術、美術の施設・文化会館やおしゃれな感じのコンベンシ

ョンホールなどを集めた建物が良いと思う。まあ、今の時代コンベンションホールは流行遅

れもはなはだしいが・・・・。 

 

町田市の規模からして市民ホールが小さすぎます。もっと誰にも負けない、大きくおしゃれ

な市民の文化的な供用を満たすような市民ホール、貸しホールなどが入った建物を作って

いただきたい。体育館も入れてほしい。 

 
中町第三庁舎用地は駅から近いので音楽ホール等で芸術的なことができ、利益もあると

いいと思いました。 

 

1.本庁舎跡地には、1200 名が入れる大ホールと 500～600 人が入れる中ホールがほし

い。他に 100 名くらいのピアノ付の部屋が 5～6 室ほしい。又、各イベントが行なえるよう、

多目的な部屋があると良い。 

 

町田には文化施設が少ない。市民ホールも駅から遠く、施設も貧しく、町田市民としてこの

程度の文化施設しかないのは恥ずかしい。第三庁舎跡地はその利便性を生かして、ぜ

ひ、劇場、ホールなどにしてほしい。 

 

町田駅周辺は商業都市として開発されているので「動」。市役所等用地の跡地は「静」とし

て活用できればよいのではないでしょうか。川崎市が音楽をメインに施設を作っているよう

に、町田市も何か文化的に栄えるような街づくりがされれば子供たちにも良い環境が与え

られるのではと思います。 

 市民ホール新設。 

 

音楽の仕事をしていますが、町田には誇れる本格的な音楽ホールが無くて残念です。ボ

ウリング場をリホームした中途半端なものは他の地域の人からもしばしば指摘されます。

体育館や美術館は良いものが存在するのに音楽ホールの室の低さはバランスが取れて

いません。鶴川に良いホールを計画中で嬉しいですが大きなホールも是非とも実現させて

内外のアーティストを呼べる様な文化度の高い都市にして頂きたいです。 

 多目的ホールの建設。 

 
多目的に使えるホール練習スペースがあるとよい（複数）６０～１００人のオーケストラ練習

等。 

 
演劇が好きなので、こじんまりした劇場があったらいいなと夢みています。（市民ホールは

演劇向きでない）若い人も集まると思います。 

 
町田市の規模にしては現在の市民ホールはお粗末なので、文化会館のようなコンサート

のできるホールがほしい。 

 

私は中町に住んでいるので、急激に人の流れが変わり、周辺の住宅に影響がでるような

ことは望みません。ただ、 新の音響施設を持ったホールや、市民が利用できる公園など

はあってもいいのではないかと思っています。（本庁舎用地） 

 

市民ホールほど大きくなく、もう少し利用料のお安い施設を作ってほしい。市民ホールだと

利用料が高いので。市民が気軽に利用できるホール（習い事とかの発表会など）があると

うれしい。 

 

町田市民ホールは小さいので、有名歌手などがコンサートを開けるような大きいホールを

作ってもらいたい。今の市民ホールでも有名歌手のコンサートをやってはいますが、まだ

まだ少ないと思っています。2 千人ぐらい入るホールを希望。 

 

ホールに賛成したのは町田市民ホールの老朽化や 1000 人以上入るホールが無いからで

す。隣の市は 1000 人以上入るホールがありますが、町田市民ホールは 800 人。そう考え

るともう少し大きなホールを作った方がいいと考えました。 

 

都心に近く人口多い町田市としては、芸術文化の面で今の市民ホールは規模も小さく、設

備もお粗末ではないかと思う。これに代わるもっと素敵な立派なホールが町田にできたら

いいなと思う 

 
市民ホール等、人や文化、会議、コンサート等が出来る、充実した施設を作ってもらいた

い。 
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現本庁舎用地に駐車場つきの 1,000 人～1,500 人くらい収容できる本格的な「市民文化公

会堂」（市民ホール）を建設したら如何でしょうか。 

現市民ホールは駐車場もなく、収容人数も少なく、42 万人の市としてのホールは、市民の

プライドが許しません。現市民ホールはそのまま維持した上で新たに本格的なホールとし

ての建設が望ましいと考えます。 

 市民ホールが小さいので、もっと大きいホールを希望します。 

 市民ホールのようなものが駅近くにあると便利だと思います。 

 
町田のこれからを担う子供や若者のための施設になればと思います。文化ホールや保育

施設等、充実できればと思います。 

 

今の市民ホールは収容人員が少ないのでもっと充実した大都会にふさわしいホールを本

庁舎跡に建設していただきたい。現在の市民ホールは老人福祉施設にするのが良いと思

います。 

―【反対】(2) コンサートホールは要らない 

 道幅も狭く、大型自動車が出入するような建物（ホール等）も避けてほしい 

図書館(1) 図書館（文芸のみ）、インターネット中心施設。 

芸術施設(4) ミドリと芸術。光と芸術。アソビと芸術の広場と建物を。 

 教育施設の充実した地区なので、子供向けの教育・文化・芸術施設として活用してほし

い。(※) 

 財政が厳しい時代ですので、独立採算できる施設とか、建物とか市民に負担が増えない

ようにお願いします。その上で市民生活が潤うような芸術的な市のイメージアップを打ち出

されるようなことが出来れば、と思います。 

 相模大野グリーンホールや世田谷パブリックシアター等々のあらゆる芸術文化の発信の

場、生物多様性を図るべく、自然公園などの実現を切望します。（※） 

博物館(1) 利用者の少ない町田市の博物館のようにはなってほしくない。市の博物館をこちらの用地

に移転は大賛成。足しげく通うことでしょう。 

科学関係施設(1) 科学関係施設。 

プラネタリウム(1) 
プラネタリウムがなくなったので、子供たちに宇宙のこと、星や月を見て夢や感動を与えら

れると良いと思います。 

14．市民活動や生涯学習講座などが行える会議施設 

会議施設全般(8) 市の中心に会議室をたくさんほしい、時には食事もできる（但し、酒、煙草は禁止）場所に

して話し合いをしたい。そのため跡地の庁舎は一番良い使用と考える。利用料そのほか

は無料～低料金にする。私は水彩を勉強したいが、そのような老後の能力増進の場とし

ての利用が出来ればうれしい。 

 近高齢者の増加に伴いカルチャースクールが多く設立されていますが、教室を借用す

るにも抽選方式で、なかなか思うように任せません。庁舎跡地に公共の建物が出来るよう

要望します。これは認知症対策の一環になると思います。 

 市民センター等仕様数が少なく、いつも抽選もれするので、会議施設を増やしてほしい。 

 立地条件が悪い環境にありますので、多目的スペースが良い。（屋内、屋外、駐車場付き

で） 

 貸しホールをお願いします。現在、町内会館を利用し、体を動かしていますが、狭いので、

のびのびと体を動かしたいと思っています。町田の他の地区へ行くとホールがあるので中

町地区にもあると良いと思っています。実現を願っています。高齢になっても、いつまでも

健康でいられるように、気軽に市民の皆さんが集まる場所がほしいです。スポーツをする

人、手芸をする人、絵を書く人等、にぎやかに利用する人が集まれたら良いと思います。 

 中町は広さ的に市民が気安く利用できる芸術・文化の施設として、また、色々なサークル

が使えるホールも作ってほしい 

 周辺に小学校や住宅（戸建て住宅）があることも配慮し、娯楽施設等、不特定多数の人が

頻繁に出入する建物は建てない方が良いと思う。（特に本庁舎用地）。今年子供が小学校

（町田第一）入学ということもあり、小規模な会議室等やそこに来る方々の休憩所（貸し店

舗）がこじんまりとあり、残りの用地は災害時等に広く活用できる広場（出来ればホコリの

出ない芝）にしてもらえると良い。用地は今後市の持ち物として扱うのでしょうか。それと

も、民間に売却する予定なのでしょうか。それによっては意見の出し方も違ってくると思い
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ますが。（※） 

 図書館と文化ホールと簡単に低料金で利用できる貸しホールや地区センター 

文化センター(3) このごろ色々な施設を利用して、年金の中でお安く楽しみたいと思うのですが、決まった

曜日時間等を希望したいのですがそれも出来ないのが残念です。一年とか二年とかの長

期のものもあるといいと思います。 

文化センター等不景気のためか人数が少なくなり、その分市の施設の利用が多くなってき

ているのを感じます。利用できる施設が増えてほしいです。 

 多くの人が利用出来る文化センターのような場所。 

 広さ的に中途半端では・・・・何して欲しいかといえば市民ホールを大きくした文化センター

的なものが欲しいですね。 

市民活動・生涯学

習(9) 

駅からの徒歩圏内にあるので、イベントや学習（趣味の集まりや○○教室など）が出来る

場所が出来るといいと思います。 

 サークル市民活動の場所 

 日頃行政にはお世話になっています。妻は公民館をよく利用していますが、なかなか部屋

をとれないとこぼしています。今度生涯学習センターと一緒になり、部屋とりは無理だと困

っています。サークルの仲間、ボランティアの仲間の集まる場所がないとのことです。市役

所の跡地に、公民館のような人が集まれる場所も併設してほしいと思います。10～20 人く

らい集まれる部屋がいくつかあるといいのでは 

 使用目的としては公民館的で部屋数を多く、大小それなりの収容人数が利用できる、サー

クル活動等、規模の大きいもの 

 第三庁舎跡地は市民活動や生涯学習のための施設にしたらよいと思います。中町は学

校、塾、教育関連施設が多く、子供、学生達が多く集まる地域なので、環境を悪くしないて

ほしい 

 子育て中の人たちが、老人が、体の不自由な方が、子供たちが複雑な交通手段を使わな

くても、頻繁に楽にかようことできる場所に、子供センターや老人との交流の場、そして生

涯教育や市民活動が行なえる場があるといいと思います。（※） 

 住宅地にはせず公共利用を目的とし、コミュニティ施設として使用すべき 

 体育館、プール、フットサル場などのスポーツ施設＋市民大学セミナーなどできるところに

して欲しい。（※） 

 道路状況の改善が無いまま商業施設にするより、企業誘致か市民交流に使ってほしい。

(※) 

―【反対】(2) コミュニティーセンターのようなものは必要ないように思います。 

 趣味のための文化サークルや生涯学習も今の規模で十分では？ 

NPO の活動拠点

(1) 

高齢化社会に向かい行政も難しいカジ取りになってゆくと思います。業務は繁雑化しても

職員定数はそう増やさない状況になるだろうと予測されます。こうした状況から市の未端

業務の一部を専門性に有する高齢者ボランティアあるいは高齢者を中心とした NPO 法人

等に生きがい作り等の観点から活用体制作りの拠点となればと思います。ｼﾙﾊﾞｰ人材セ

ンターはどちらかというとハード事業中心ですので、差別化として専門知識技能を有する

集団作りとその活用を検討してもいいのではと思います。市内には埋もれたキャリアを持

つ方が沢山いると思います。 

15．学校や専門学校などの教育関連施設 

教育施設全般(8) 元々、公共の施設なので、ショッピングセンターやマンションなどより、医療や教育、福祉

など駅から便利性も良いので市民が利用できる施設を作って欲しいと思います。（※） 

 中学校が近くにあり、子供の教育を考えた跡地利用を検討してほしい。それでなくとも町に

近く誘惑が多く親、教師ともに苦労をしていますから。 

 小学校、中学校がすでにある場所なので、文教地区のような所にしたらいいと思います。 

 小、中学校が隣接している場所であることから、大規模な商業施設やバスターミナル等の

新設には反対。高齢者向けの施設か、教育、学習などに関係する施設が望ましい。 

 小学校・中学校が近いことから、次世代の子供たちのための施設（授業で使える）を作っ

てはいかが？特に経済的に困難な子供のための学習支援（公営学習塾、学童以後のア

フタースクール、町田近郊の大学との連携、ボランティアなど）や保育施設など、若い世代

（20～40 代、子供を育てる世代）が町田に住みたくなる仕掛けに利用してほしい。 
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 中町跡地の活用として、子供の教育の場にしていただきたい。 例えば、今の子供は正し

い日本語ではないと思う。礼儀が悪い。人間としてごく当たり前の教育ができていないと思

います。このことは親にも言えることです。偉い人になれということではなく、正しい日本人

になってほしいと思う、高齢者の思いです。 

 教育施設の充実した地区なので、子供向けの教育・文化・芸術施設として活用してほし

い。(※) 

 老人などの教育施設がほしいです 

大学(1) 公立の大学進出を図る。 

16．フットサルコートやテニスコートなどのスポーツ施設 

スポーツ施設全般

(10) 

保育所、特別養護老人ホーム、高齢者福祉施設、スポーツ施設、ホール等の場所が不足

しています。市民が使える場所を増やしてほしいです。例えば、運動ダンス等できるホー

ルが回転を多く使うのでなかなか取れません。市民の健康維持、また、市民の和にもつな

がります。ホール（運動ダンスができる）を増やしてください。（※） 

 高齢者でも若い人に近いスポーツが出来るような施設が出来たらいいなと思っています。

（同等とまではいいませんが） 

 緑あふれる,市民が集えるスポーツ施設を希望します。駅前の立地で誰もが利用できやす

い利便性を多いに活用し、ゼルビアとの一体感を持った施設等が良いと思います。 

オフィスや医療機関は車の便の良いところのほうが BEST ですし・・・市民のための公共機

関を利用していけるスポーツ施設を希望します。 

 市が経営するスポーツ施設（安価な）等、会社の帰りに寄れる場所があるとありがたいで

す。 

 第三庁舎は駅から少し離れているので、元気な人、若者のためにスポーツ施設はいかが

でしょうか？ 

 スポーツ施設の充実。 

 本庁舎用地と中町第三庁舎用地に共通して言えることは、公園やイベントができる広場に

した場合、若者や浮浪者のたまり場になるという点だ。もし広場等を作りたいというのであ

れば、スポーツ施設のように人により管理されたものでない限り、周辺住民は間違いなく

迷惑することになるだろう 

 三庁舎については、場所柄、公園等にしてしまうと若者のたまり場となってしまう危険が伴

うので、スポーツや文化施設であれば健全な地域発展につながるのではないかと思う。 

 体育館、プール、フットサル場などのスポーツ施設＋市民大学セミナーなどできるところに

して欲しい。（※） 

 スポーツ施設、若しくは大規模なレクレーション施設。(※) 

市民プール(5) 市民プール 

 跡地に関しては、多くの人が利用できる施設をお願いします。市民プールや体育館など。 

 個人的には温水プール施設が 1 ヶ所しかないのでもう少しほしい。 

 市民プール及びスポーツセンター等。 

町田駅から徒歩で歩けるような市役所跡地にできれば 高です。現在の市民プールまで

は、車を出してもらうか、遠くのバス停利用しかなく、とても不便です。 

 プールやスケート（※）。 

体育館(5) 体育館。 

 高度な設備を持った医療施設、卓球、バスケットボール、バレーボール等の設備を常設す

る総合体育館。 

 跡地に関しては、多くの人が利用できる施設をお願いします。市民プールや体育館など。 

 町田市には駅から近くて、使いやすいスポーツ施設が少ないと思います。グラウンド、体

育館等。自動車を所有していない人でも行きやすい立地条件でもあり、今の町田市には

ないものにぜひ利用して欲しいと思います。 

 成瀬の体育館を売却（民間に）。住宅街にあり、マンション施設等の住居を建設。現在の

市役所跡地に市民体育館を新たに建設。小田急、横浜線、バス等様々な交通手段が利

用できるため、格闘技やバレーボール、テニスの国際試合を開催できれば、ある程度の

集客が見込まれると感じる。それにより、市への収入増加が見込まれ、新たなビジネスチ

ャンスが訪れると考えております。（※） 
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―【反対】(1) もう体育館は要らない。 

サッカー場・フット

サル場(8) 
町田市にあるサッカーやフットサルを気軽に見に行かれる環境が必要・・・ 

 サッカー専用スタジアム！ 

 近年町田市はサッカーの街というイメージがあるが、少年サッカー等の施設が乏しいと思

う。まちのイメージづくりのためにもサッカー等の施設が増えると良い。 

 町田市にはスタンドがある野球場がない。サッカー競技場は公共の交通機関がバスしか

ない野津旧にJ2標準さえ満たさないものがあるだけである。プロ野球が開幕できるレベル

の野球場、サッカーJ1 標準の競技場が町田駅から徒歩で行ける地域に欲しい。 

この跡地だけでは足りないのは承知しているが、青年スポーツ向上に設備は不可欠であ

る。維持費がかかってもいいじゃないか。地元から地元で育った人材がプロに行けば、そ

れで良いと思う。その為なら喜んで税金を払う。いずれにしても役所的な中途半端な利用

はしないでほしい。たぶん役人は案を出さないほうが良い。 

 J リーグ入りを目標としているクラブがあったり、フットサルのトップリーグのチームがある

町田として、市役所周辺地区を再開発するなどして、大型の施設（スタジアム）の建設もひ

とつの案として検討してみては。 

 跡地利用では広さの問題がり難しいと思いますが、サッカー用施設など、公的に使用でき

る文化的施設の設置も希望します 

 町田市として応援しているサッカー・フットサルなどの発展につながるスポーツ施設も足り

ません。 

 フットサルやテニスなどは関心の高いスポーツですが、気軽に安く借りることの出来るコー

トが少ないため、跡地を利用して建設すれば市民の利用率は高くなると思います。また生

涯スポーツの場ともなり、多くの市民の健康増進に役立つと考えられます。 

―【反対】(1) サッカー場、フットサル場はやめてほしい 

テニスコート(2) フットサルやテニスなどは関心の高いスポーツですが、気軽に安く借りることの出来るコー

トが少ないため、跡地を利用して建設すれば市民の利用率は高くなると思います。また生

涯スポーツの場ともなり、多くの市民の健康増進に役立つと考えられます。 

 市民が無料で使用できる運動設備（テニスコート、ジムなど）を作ってほしい。 

スポーツ施設（そ

の他） (5) 

市の収入になることに使ってほしい。それで市民税が安くなったらすごくうれしいです。 

私が利用したいと思うのは、癒しの空間です。マッサージ、ヨガ、子供が体を動かして遊べ

る施設（トランポリン等がある室内のもの）etc 

 プールやスケート（※） 

 川崎市の等々力緑地公園のようなスポーツ施設やヘラブナ管理釣り場を作ればよいと思

う。有料（一日1500円くらい）にして運営すれば市の収入にもなるし人を雇えば雇用になる

と思う。 

 町田には釣り場がないのでヘラブナの有料管理釣り場を作り、市の収入にすれば良いと

思います。 

 中町の跡地はフットサル、インラインスケート、壁打ちテニス等運動場が、大変個人的です

が日用大工や家庭菜園等の情報・資材の交流場が良いです。 

◇まちなかで人々が憩い、交流できるような場所として 

17．緑ゆたかな公園 

公園全般(23) 新庁舎には境川沿いを上って行けば１０～１５分自転車でいけるようになりとても便利にな

ると思いますが、旧庁舎は少し遠く感じています。 

新しく何が・・・と思っていてもいく事の不便さを考えるときれいな公園とかの方がエコでも

あるし四季が感じられる場所も良いと思います。 

 市の中心部に緑が少ないので公園もいいと思います。 

 ２０年前に一度行ったが周辺に住宅が多かったので、娯楽施設よりも住宅や公園にする

のが良いのではと思う。 

 一番望んでいることは、緑豊な公園が欲しい。ありましたらどんなにか心が癒されほっとす

ることでしょう。足の不自由な方も、健康な方も、もっと笑顔になって、1 つの大きな幸せな

輪ができるのではないでしょうか。豊かさはことに心の面に対して緑は大切と考えられま

す。 
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 駅近くでお弁当を食べたり、ゆったりとする公園がないのできちんと整備された公園があ

ればいいとおもいます。 ただし旭町中央公園くらいきれいで使いやすくないと現在駅近く

にある近寄りがたい公園と同じになってします。場所が駅近くだけに難しいでしょうか？ 

 多くの人が集まる場所を造ってほしい。公園。 

 緑の少ない町田市思い切って緑の多い公園にしてよいと思う。そしていつなんことがある

ときは住民投票で用途変更をしたらよいと思う。 

 公園などホッとする場所がほしい。 

 文化的な利用方法を考える。公園も良い。（※） 

 本庁舎用地は跡地は大きいので、市民向けの文化、コンサート等が行なえる、芸術活動

が行なえる方向が望ましい。周辺には公園があったほうがいいかも。（※） 

 交通量が多く、混雑した場所という印象である。緑を多くして人が集う公園にしてもらいた

い。 

 箱物は必要ない。 病院市役所…済。ホール・・・今のは少し狭いが特に問題はない。維

持管理費の掛からない施設にするべき。出来れば市の収入源となるものがあれば好まし

い。急いで何かするよりひとまず簡単な公園にでもしておき将来の用途のために空地にし

ておく。 

 公園の充実。 

 公園が望ましいと思う。 

 公園。 

 中町第三庁舎用地跡は周囲に中木を植え、イベントやパレードの終点場所に希望する。 

普段は公園として使用する。 

 建物は建てずに市民の憩いの場にしてほしい。庭園公園（池や鳥、樹木草花 etc) 

 芹が谷公園などはあるものの、駅周辺部は都市化し、緑の街のイメージはほとんどありま

せん。できれば都市内公園のような形で整備されていくことを期待しています。 

 市民の憩いの場として、利用できる公園。イベントのできる広場のような多目的な施設な

ども良いと思います。立地条件、交通の便も良いので、あまり騒がしい場所にするのは反

対です。 

 もう少し市民が集まりやすく、憩い交流の出来るような場所。高齢者がいつ来ても、福祉

や買い物、ゲーム、毎日でも行けるし、ゆっくり出来る公園もいいと思う。 

 市民の憩いの場所にして欲しい。現在の市役所周辺には無いから。 

 市のシンボルとなるような公園（買い物の帰りに一休みできるような場所）→緑のオアシ

ス。発想を大転換。 

 緑豊な公園を造り、中心に富士山、丹沢、高尾山、横浜港。日の出、日の入りが見られる

ような高層な建物を造って、子供から大人まで楽しめる場所にしてほしい。子供が楽しめ

るコーナー、年配者がのんびりお茶を楽しむ、落ち着いたコーナー（ 上階で動く、東西南

北）。消防署があるので無理でしょうか？ 

子どもが遊べる公

園(10) 

緑あふれる大型都市公園として、みんなで遊びに行ける又、子供や孫を連れて行ける遊

べる公園がいい。 

 子供たちが遊べるような自然のある公園にしてほしい。 

 子供たちが街中で思い切り遊べる公園を作って欲しい。NY のセントラルパークを思い起こ

してほしいです。 

 市役所の周りの緑を残してほしい。子供達は都会の中のオアシスのように促えているよう

で、カブト虫、クワガタ虫、セミなど見つけては喜んで帰ってきます。宜しくお願いします。 

 中町は子供を安心して遊ばせることができる公園がなさすぎます。砂場も何が入っている

かわからず、遊ばせたくありません。また子供が少なく、ペットが多いため、公園にペットが

たくさんいますが、ドッグラン（有料）なども一緒に作ってはどうかと思います。我が家には

老人もいますが、老人施設よりも今後の未来のために、子供のために有効に使ってほし

いと思います。（※） 

 子育てのしやすい環境（大きな公園等）親子で楽しめる場の提供をより多く欲しています。

 住宅の多い落ち着いた中町。子供たちが安心して遊べる場所がほしい。 町田市の公園

は他の市などの公園に比べて充実していない気がします。例えば砂場に犬や猫などが入

らないようにするなど「かこい」や「さく」のようなものもない。 
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 本庁舎用地跡地活用として、高齢者と子供が安心して憩える場所にしていただきたいと思

います。緑豊な場所、老人子供が安心して遊べるところに目を配り、助け合っていくことが

大切なことと思います。近くに芹が谷公園がありますが、不便で活用が出来ません。交通

の便も悪い。管理者の方 1 名必要。 子供の遊ぶところには、シーソウ、ブランコ、鉄棒そ

のほかが必要です。 

 公園や保育施設など、子育てしやすい施設になればよいと思いました。 

 駅に行ってよく思うのは、子供をつれてお弁当を食べれるような公園がない。近くにあった

としても浮浪者がたくさんいたりして危なくては入れない。公園のある意味がない。子供が

安心して利用できる場所があったら、嬉しいと思います。 

ドッグラン(2) 近ペットを飼う人が増えているので、ドッグランがあったら嬉しいです。 

 中町は子供を安心して遊ばせることができる公園がなさすぎます。砂場も何が入っている

かわからず、遊ばせたくありません。また子供が少なく、ペットが多いため、公園にペットが

たくさんいますが、ドッグラン（有料）なども一緒に作ってはどうかと思います。我が家には

老人もいますが、老人施設よりも今後の未来のために、子供のために有効に使ってほし

いと思います。（※） 

緑豊かな公園・緑

地(31) 

文化施設なら期待したいという感じですが、広い公園にお花をたくさん咲かせ、冬はイルミ

ネーションを楽しめる公園。あまりごちゃごちゃ建物を作らずにのんびり過ごせる広場にな

ったらいいな、と。 

今皆が疲れているので、ほっと心を癒せるような環境がほしいです。 

莫大な費用を掛けなくていいから、経済効果中心でなく、心が休まる環境を望みます。そ

の上でささやかな文化施設があれば満足です。 

 緑豊で一年を通して花が咲いている公園（関東地区の市で冬にチューリップを咲かせ人を

呼んだ）  日が当たり安心をして市街の人も気軽に訪れることが出来、散策できる場所。

そこにはパン等を売る販売店をお茶を飲めるコーナーがあり、且つ障害を持つ人が働け

る。互いに助け合い、力を出し合える、そのような町にしたいと願っています。 

 これ以上建物を増やすのではなく、憩いの場やちょっと休憩できるようなだれでもりようで

きる解放された公園とか緑や花を見てキレイだなーと人の心に余裕やゆとりができるよう

な場所にしてほしいです。 

 花と緑、豊かな公園。子供から老人、誰でもが行きたくなるような、見晴らしの良い、景色

を眺めながら開放的な気分でゆったりくつろげるカフェがあるような場所 

 本庁舎跡地を地下市営駐車場、上を公園にするのがよいと思います。他の国は花がたく

さん咲いている公園に老人夫婦やカップルがベンチに座ってゆっくり一日のひとときを通し

ている。そのような場所がほしい。(※) 

 相模大野グリーンホールや世田谷パブリックシアター等々のあらゆる芸術文化の発信の

場、生物多様性を図るべく、自然公園などの実現を切望します。（※） 

 町田市は都心郊外のベッドタウンにして発展したが、都市計画の遅れから、町は雑然とし

ている。近隣の相模原市等から比較して市民の憩いの場として公園・緑地が極めて少な

い。そこで次のように提案する。①本庁舎用地跡地の利用：公園とする。例）相模原市淵

野辺駅近くの鹿沼公園等参考に 

 緑豊かな公園に！ 

 緑が多い憩いの公園スペース。 

 中心部の公園が少ないように思うので「緑豊な公園」での利用を期待します。 

 金をあまりかけずに自然に皆がいこいの場をもって心ゆたかな人に育つように考えてほし

いと思います。 

 慢性的な渋滞の続く町田街道沿いに駐車場が必要な施設は要りません。 小田急町田駅

から徒歩圏であることから、アクセスの優位性を活かし「都会の中のオアシス」をコンセプト

とした公園・緑地利用を期待します。 

 1.より自然に近い、森をつくられるとよろしい 2.市民農園にされるとよろしい、区分して 100

円で貸し出す 3.大きな芝生の公園にする禁止事項━駐車場にして、お金を稼ぐなど考え

ない。（※） 

 本庁舎用地の跡地として、自然公園（広場）が望ましいと思う。街中に箱物ばかりが建立

し、一ヶ所位は人々の癒し空間があっても良いと思う。緊急避難場所としても対応可能で

すし、様々な催しのイベント会場としても可能な広場です。跡地が生かされ有効利用され
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ます事を祈っております。 

 自然を取り入れたホッとする場所にしていただきたいです。（どのような設備を設けようと

も） 

 「A 本庁用地」には、何よりその広大さと段差を活用し、街中で失われた緑濃い自然散策

ができる公園としての利用が望まれます 

 緑豊な町田にしてほしいです。自然を増やしてほしいと思います。よろしくお願いします。 

 緑ゆたかな森林公園 駅近くに 1 つぐらいあってもいいんじゃないですか（アメリカ、ニュー

ヨークにあるような） 

 市役所跡地の地区（特に町田街道沿い）は日中は渋滞がひどく、環境にも全く配慮されて

いないと思う。そこに大型商業施設など建設されたら、今以上に悪くなると思う。個人的に

は緑の多い公園など作るとイメージが良くなると思う。 

 地球と人間に優しい町、町田を誇れるような緑溢れた施設を考えてもらいたい 

 出来るだけ GREEN を！！ 

 緑の多いゆったりとした広場も含めて自転車やバイク等は入れない場所にしてほしいで

す。 

 市の中心に緑を増やすことを希望します。 

 箱物ばかり造ると、これから維持その他にお金がかかりすぎることは、目に見えているの

で、私自身としては造る必要はなく、公園ほか自然的な環境として、これからの子供や老

人が憩う場所位でよいと思う。 

 現市役所周辺は、ごみごみしていますので、緑を取り入れ、人々が憩い、又、子供やお年

寄りの施設ができればよいと思います。 

 もっと緑を増やしてほしい。 

 何をつくるにしても、緑の多い環境を整えてほしい。 

 ほとんど周辺地区を利用することがなく、通り過ぎる程度です。今後、この駐車場もあって

広い市役所の跡地は、緑を残して、または増やしていって何かの施設にしていただきたい

ものです。 

 本庁舎用地には必ず緑がある設計にしてください。町田市は基本的な都市計画があるの

でしょうか？街が汚くてごちゃごちゃしていて、道も狭い。引っ越して 20 年になりますが、

益々ごちゃごちゃしているように思われます。 

 現在の市庁舎の跡地について。「緑ゆたか」というのが一番だと思うが、周辺がザワザワ

していて、ビルも色調などそろっておらず、たとえ公園を作ったとしても、ゆっくりとした風情

は望めないように思うので。 

 緑豊な、心の栄養を与えられるような、ゆったりとした空間や、人々の交流が地域を支え

る活動につながるような場所になることを期待します。 

緑地と地下駐車場

(3) 

市役所あたりの道路の狭さに、町田市を司るには少々、さみしい施設と思っています。も

っとしゃれた建物であればそう感じないのでしょうが、暗さを感じています。近辺のゴチャゴ

チャした雰囲気に閉口していますが、跡地に緑の美しいスペースが出来れば一挙にまわ

りも生きてくるのでは。緑の下に地下駐車場の設置を希望します。とにかく狭い町田街

道、どうにかならないでしょうか。（※） 

 市役所移転については借地権がきれ（地主に返還しなければならない）、建物も老朽化し

ているため、市民ホール隣へ移転と認識していました。跡地の利用が出来るのなら、現在

の場所での建替えを検討できなかったのでしょうか？公共施設にありがちな「決めてしま

ったから進むしかない」的強引な印象があります。どうせ後戻りしないのならば、出来ない

のならば、跡地は緑の多い原っぱ（地下駐車場付）にしてください。（※） 

 町田税務署、登記所、都税支所など、近くに点在している期間を１ヶ所に集めてほしい、

市役所行務の出張所も入れて、１ヶ所で行政、税関係など、集中機関にしてもらいたい。

駐車場も完備して、池など素敵な庭もあるので、利用（休憩場所）公園のようなミニパーク

も備えてもらえるといいと思います（本庁場所）（※） 

防災公園(6) 一部跡地を震災時の防火延焼緩衝公園（建築物も含め）として利用できたらと思う。いず

れにしても 100 年後の都市作りを頭に入れて関係者が知恵を絞る事を期待しております。

 市民の憩いの広場、災害時の避難場所とか、老人の医療施設や介護施設が必要ではな

いでしょうか 
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 防災地域としての公園や広場が必要ではないでしょうか。 

 市役所周辺地区は広いので大きな広場にして災害の時に利用できる様に地上に貯水池

とか食品など常時非常時に使える施設にできれば良いと時折考えることがありました。普

段は子供の遊び場、図書館等、老人などの集える部屋があればと、私共にはちょっと遠い

のですが、誰でも寄れる休める場所として・・・。なかなか難しいことなのかと思います。い

ずれにしても期待する心をどうぞはずさないようにお願いいたします。立派なものでなくて

も充実したものを!! 

 厳しい財政状況の中「良好な住環境の確保」の点から検討を要望いたします。①防災活

動の拠点：災害対策本部が活動する拠点施設として整備②市民サービスの拠点：交通体

系を見直し利便性の向上を図る。（※） 

 周辺に小学校や住宅（戸建て住宅）があることも配慮し、娯楽施設等、不特定多数の人が

頻繁に出入する建物は建てない方が良いと思う。（特に本庁舎用地）。今年子供が小学校

（町田第一）入学ということもあり、小規模な会議室等やそこに来る方々の休憩所（貸し店

舗）がこじんまりとあり、残りの用地は災害時等に広く活用できる広場（出来ればホコリの

出ない芝）にしてもらえると良い。用地は今後市の持ち物として扱うのでしょうか。それと

も、民間に売却する予定なのでしょうか。それによっては意見の出し方も違ってくると思い

ますが。（※） 

市民農園(1) 1.より自然に近い、森をつくられるとよろしい 2.市民農園にされるとよろしい、区分して 100

円で貸し出す 3.大きな芝生の公園にする禁止事項━駐車場にして、お金を稼ぐなど考え

ない。（※） 

18．イベントなどが行える広場 

イベントなどが行

える広場(5) 

周辺の道路（歩道含め）環境を改善した上で、フリーマーケットや大道芸、小規模農園など

の野菜、青果市場等も受け入れる公園として再生したらどうかと思います。 

 買い物はデパート、お店はたくさんあると思います。でもゆっくりする場所が無いと思って

おりました。もっと見晴らしがよく、散歩、弁当が広げられる芝生がある公園。町田はお祭

りが多く、いろんなイベントが毎年ありますよね。この場所を使用し、安全で多くの人が見

学できる場所にしたらいかがでしょうか？体育館公園のテニスコートや（スポーツ）施設は

予約でいつもいっぱい、限られた人しか楽しむことが出来ません。だからこそ、誰でも利用

できる、のんびりできる場所、そしてイベント場所に変身したりと期待します。近くに芹が谷

公園（美術館）がありますが駅から遠いし、安全面で少し怖いです。広々とよく見える場所

であってほしいです。田舎からこの町田に来て約 35 年目です。よろしくお願いします。 

 イベントができる広い場所もあるといいと思います。いずれにしても箱物（建物）を立てるに

あたり見た目より維持管理がしやすく建設後の管理費が安価ですむようなものが望ましい

ですね。 

 自然を生かしたイベント等も考えていただき、活気ある街を希望します。 

 駅からも近く便利な場所であり、近隣の住民だけでなく市民、皆が使用できる施設が出来

れば良いと思う。それは市民のための施設（公共的な物（公園やイベントができるスペー

ス等））であったり、商業施設、例えば映画館など、老若男女が楽しめるものであったりす

れば良いと思う。（※） 

 
○複合施設について 

地下 2 階は全面駐車場。地下 1 階は東京駅の地下街のような商業地区。1、2 階は人々が交流できる広場とイ

ベント施設。3、4 階は高齢者福祉施設。屋上は雨でも歩ける公園。夢かな？と思いますが（これは 9,000 ㎡の敷

地を全て使用しないとおもしろくありません）設計者の皆様に期待します。バカな考えをして下さい。 

わかりませんが、２０～３０階建てのどでかい高層マンションを建て、地下は B1B2 駐車場、１F は２０００人規模

の大きい市民ホールで２F～５階は市の医療福祉施設や文化施設などの整った建物にしたら良いと思います。 

ビルディングで年齢差、目的・用途に従った利用施設が望まれます。1,2 階には若者のスポーツ施設、3 階には

医療施設、4,5 階には子供関連施設・文化的イベント施設、6 階上には駐車場（駐車場は地下にも加えられたな

らと思います）屋上には全町田市街が見渡せる展望台（食堂）などです。 

・文化・交流施設＋緑豊な広場＋老人の医療関連施設等の複合利用が望ましい。 

・中心市街地再生のなすコンベで広くアイデア募集したらどうか。 

くれぐれも有効的な活用を検討してください。 
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環境に配慮したクリーンエネルギーを利用した福祉、子育て支援が出来るような複合施設と、緑の多い憩いの

場が併設できるといいのではないかと思う。 

町田のごみごみした印象をいっそうするような、開放感の在るスペースのまわりに、ショッピングセンターや映画

館、病院、高齢者や子供の施設等全ての世代が集まるような複合施設を期待します。今の町田のまちづくり

は、垢抜けないし、歩いていても楽しくない。 

○印のみでは表せないので、下記に延べます。1～3 階に市民ホールがほしい。4～以上は税収のよる企業向

けオフィスでもよいと思う。マンションのみでは町田の将来は”暗い”と思います 

総合施設としてデイサービスがあり、保育施設があり、公民館など会議室、学習室など、利用している団体活動

内容などを老人や幼児にも一緒に楽しんでもらうような施設。 

①今後は日本全体として何十年先を見通していく必要があり、特に町田市は米軍司令部座間キャンプ、横田基

地、横須賀基地、厚木基地等から、又韓国等の現状から地下は両施設も含め、また新市役所、大塚興産の空

地等も考慮して核シェルターの設置と防衛省との共同の施設を設置する必要があると考えています（今からは

じめても十年、二十年はすぐに経ってしまいます） 

②①を含めた商業施設が必要なのではないでしょうか！ 

③①②を基礎として福祉、教育施設設置を希望 

④上設不可能な場合は、売却し、新庁舎に係る経費として活用し、借金をなくしていく努力が必要 

 
○その他の跡地活用の方向性や期待する施設・機能について 

町田市のイメージアップにつながるような人間性溢れる品位のある場になるよう希望しますが、あまり税金をか

けすぎて華美は困ります。頭をひねって素晴らしい案が見つかりますように。 

町田市の活性化が促進されるような施設を。 

また来たい、来て良かったと思えるような場所になると良い。温故知新でどんどん改善し、人や物が行き交う、

風通しのよい場所に。 

駅前より地価が安い特性を生かした使い道。 

図師地区に住む者としては早くモノレールを町田まで開通させて欲しいです。その時の区画整理時に必要となっ

てくる代替地として利用するのも良いかと思います。 

街の中心地であることから景観がよく、環境にも優しいイメージを常に持つ場所であってほしいです。 

環境に配慮して市民の利益に役立つ場所にしてほしい。 

 

○施設利用者の設定について 

多くの市民が利用

できる施設(27) 
皆様が多く使用できる施設をふやしてほしい 

 市民が楽しく利用出来る施設がほしい。使用したくてもなかなか利用出来ない。 

 幅広い年齢層の人たちが平等に利用できる施設を計画してほしいと思います。社会的に

問題になっている若い人たちが働ける雇用を広げられる施設も計画してほしいと思いま

す。（※） 

 市民の一部年齢層にのみ利用可能というのではなく、あらゆる年齢層にいきわたるような

複合施設を望みます。 

 ムダな物はこれ以上いらないので、市民のためになるものを作るなり建てるなりしてほし

いです。 

 近くに住む人だけでなく、町田市民（遠方の人にも）有効な土地利用を考えてほしい。 

 市役所周辺に行くことがほとんどないので、市民の人たちが、集まれるような施設を作っ

ていただきたい。 

 年齢を問わず、人が集まれるところになると良い。 

 人が集まるような所であってほしいですね。 

 一定の個人、団体だけが使用するのではなく多くの市民が利用できるような施設が必要

です。公共機関とショッピングが兼ね備わった施設も一例と思います。 

 大勢の市民が押しかけたくなるような場所にしていただきたい。 

 とにかく有効に利用してください。町田市民がきちんと活用できるようお願いします。 

 一等地、駅から歩いていかれる場所、多くの人々が出入りする有意義な施設建築を望み

ます。明るくすっきりした、素敵な街になることを願っています。 
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 本庁舎の跡地の活用は市民のためになるようなものにしてください。 

 市民の皆様の財産ですので皆様が使用出来るものがよいと思います。 

 町田市民が訪れるような施設にして頂きたい。 

 町田市民が使えて行きたくなるところにしてほしいと思います。 

 市民が気軽に利用できる施設を望みます。 

 市民のためになるものを良く考えて市民が楽しく使用できるようなものを作ってください。 

 福祉施設もいいが、元気な人にも楽しめる場所 

 特定の人だけが利用するのではなく、老若男女問わずに利用できる施設または公共施設

であることを望みます。 

 赤ちゃんから老人まで気軽に利用できる施設にしてほしい。 

 若者から老人までが来る町にして税を増す。 

 今では暗いイメージでなかなか行く事がありませんでした。今後は気軽に活用できるよう

な、いろんな人が集まれるような場所にしてください。 

 福祉の町、町田とうたうなら、障害者ばかりではなく、高齢者や身寄りのない人、乳幼児、

若者などあらゆる人に平等に福祉がいきわたるよう、有効に考えて、都市整備をしてほし

い。必要もない、意味のない箱物だけは作ってほしくない。 

 駅周辺とはあまりかぶらない建物があるといいなと思います。催し物関係のできる、年齢

の幅の広い人たちが集まる建物を希望します。 

 特定の人たちが利用するのではなく、多くの市民が利用できるようにした方がいいと。例え

ば 1 階は公共性のある施設、2 階からは住宅とか。 

大人を対象とした

施設(2) 

町田駅周辺は安っぽいいかがわしい（良くいえば意識の低い若者向きか？）イメージが強

い。 落ち着いた大人の雰囲気のある場所になるよう開発して頂きたい。 

 市街地の活性化。（大人にとって魅力的なまちにしてほしい） 

若い世代を対象と

した施設(4) 
若い世代が活躍できる場所になるといいです。 

 町田は吉祥寺のような古くて新しい街になる大きな可能性があるはずで、そのためにも若

い人々集う、若い住民が住みやすい（働きやすい、子育て支援）活気ある街づくりに役立

てていただきたいと期待します。（※） 

 ベビーカーでも利用しやすいものができると良いと思います。 

 幼児から高校生までの世代（もちろんその保護者も）をターゲットに、バラマキにならない

公益施設を作ってほしい。 

生活に苦しんでい

る人達を対象とし

た施設(1) 

当たり前のことですが、一部の人達の利便につながるような使われ方は望みません。富

裕層ではなく生活に苦しんでいる人達に焦点をあてた施設が望ましい。なぜなら、このよう

な事業を決定するのは富裕層だからです。 

 

○市役所周辺地区のイメージやまちづくりについて 
一番危惧することは治安についてだ。商業スペースとなる場合健全な街づくりをしていただきたい。犯罪や暴力

団などが増えることのないよう十分な対策をとってほしい。駅前の大変便利な立地だから沢山の意見・要望があ

りまとめるのも大変な苦労があると思うが、市民の声を生かし、有効に土地を活用していただけることを期待し

ている。 

他市に行くと文化的建造物や手入れの行き届いたゆったりした空間が駅のそばにあり、うらやましかった。町田

はごちゃごちゃしたイメージしかない。今回を機にイメージアップした町を目指してほしい。 

街中は何か、ゴチャゴチャとしていて、ゆったりとした感じがしない。市役所周辺地区も同様で雑然としたイメー

ジが強い。せっかく空いた空間なので、ゆったりとした気分を与えられるような場所にぜひ活用していただきた

い。 

町田駅周辺は役所があり公共施設等があり便利にいろいろ活動にも参加できるが、地理的にも広すぎて何か

するにも町田駅まで行かなくては参加出来ないものが多い。 

町田駅周辺は近年商業化が急速に進み、治安も悪化している。以前は、よく買い物に行っていたが、近頃はご

みごみして汚く、不健全なムードが強くなり、足が遠のいている。「西の歌舞伎町」などといわれ町田市のイメー

ジダウンともなっている。しかし、長い歴史に支えられた老舗も健在であり、町田ならでの良さもある。 
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○市庁舎周辺地区の交通環境について 

交通施設全般(2) 現在ある、本庁舎用地の跡地活用に、町田駅から市民病院に行くのに遠回りなので、こ

の跡地を利用したら市民病院まで直線で行けるので、何かの交通機関の施設として利用

できないものでしょうか？ご検討いただければと思います。 

 町田市は広いので町田駅周辺に住む人以外の公共交通機関の利便性を高め新しい公

共交通機関の中心地となってほしい 

交通環境の改善

(30) 
それより周辺の道を何とかして欲しい。（せまい、一方通行だらけ、大渋滞） 

 駅からのアクセスがわかりにくく（道幅が狭い、くねくねとしている印象で区画が整理され

ていない）、道路（車による）アクセスも良くないので、公共的なもの（施設）や商業施設を

建てる場合、それらのアクセスをよくすることも考えたほうがいい。 

 ほぼ毎日、子供たちを町田駅まで送迎しています。駅周辺は車が多く、混み合います。

（市役所周辺も）道路の整備や駐車場の設置を望みます。生活しやすい跡地利用をめざ

し、よろしくお願いします。 

 どのような施設については意見はありません、但し、交通渋滞に対して配慮して設計して

ほしい。 

 近頃は、玉川学園または成瀬台にて買い物等、間に合ってしまい、バスまたは電車に乗

って町田まで行くのは何か特別な用事がある時くらいです。 現在は市役所付近のバス渋

滞（ターミナル）から森野の方へ行くのに時間がかかります。 今後そのあたりがスムーズ

になれば、もっと出やすくなると思います。跡地からのバス通りは広々として渋滞がなくな

ればいいと思います。70 代でも出歩いているので、交通渋滞のないようにお願いします。

他の事はあまり期待しておりません。跡地は楽しいことに使ってください。 

 市役所前、町田街道はたまにしか行かない為か、信号等でとまどう事が困ります。解体工

事又は何かの施設建築の際町田街道が渋滞する事のない様お願い致します。（現在三

塚付近工事中でも渋滞が起きているので）又、建物もまだ使用可能と思われますので、そ

のまま町田市民の活性する場に利用される事もご検討下さい。 

 町田街道の渋滞の対策を。 

 多くの人が訪れる場所にした方が良いと思いますが、車の渋滞が予想されるので、それも

含めて活用できる施設が出来たらよいと思う。 

 周辺の道が大分混雑しており、バイクで買い物に行くと、駐車場が中々見つからないの

で、 近違う所に買い物に行くようになりました。道路と駐車場の整備、宜しくお願いしま

す。 

 周辺道路が元来渋滞する場所なので、施設を建設するにあたり、今以上の渋滞が発生し

ないよう、道路も整備して頂きたい。 

 町田駅から徒歩で行く場合の道路は交通状況、極めて悪いので跡地へ行くまでの駅から

の道路状況の改善願いたい。 

 小田急線の町田駅が近いので様々な施設を作るのは良いことだが、渋滞するのは迷惑

だと思います。施設を作るのであれば、地下に収容力の大きい駐車場を作る必要があ

る。また施設に行く入口ルートの設定と出口ルートの設定を考えることと、道路の拡張等

を考えて渋滞の緩和に努めてもらいたい 

 町田街道や駅周辺は常に渋滞・混雑しているため、交通渋滞をさらに引き起こすような施

設は作らないでほしい。道路事情のことをとにかく意識して有効利用してもらいたい 

 どちらも車で行こうとすると駐車場の問題、渋滞など、つい行きにくいイメージがあります。

そういったイメージが解消されるといいのですが。 

 場所はよいと思いますが、道路がまた渋滞するのではと今から心配しています。また、タ

クシーにしても道路を待ち合の場所として使用しているのはとても困ります。（市民ホール

の通りとプールの前等 1 車線をふさいでいられては混雑の元になり、通行するものにはと

ても迷惑なことです）利用するものにとって、非常に困ります。宜しく検討してみてください。

 車通りも多く、道も町田街道以外は狭いのであまり目新しいものは望みません。 

 道路や周辺の状況を思うと、新しい施設ができることで交通渋滞や、人と車の接近による

事故が増えないことを強く希望します。 

 車の渋滞も避けていただきたいです。 
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 町田街道が有る事を踏まえて造ることを決めてほしい。ただでさえ付道は渋滞するので、

そういったものを誘発しないものを考えて欲しい。 

 交通渋滞が発生しないような施設を希望します。現市役所本庁舎は駐車しにくく必要以外

なら行きたくないから 

 寄り駅からは少し遠いですし、道も狭いので利用しにくい感じがありますし、町田街道も

あのあたりは混みますので周辺整備が必要と思います。 

 本庁あたりは交通がゴタゴタして大変なので市街地再開発を望む。 

 周辺道路の混雑、交通渋滞の改善に役立てる方法はないでしょうか。 現在でさえ道が狭

く、危険なのに、跡地に商業関連や集客施設を建てると、いっそう渋滞が激しくなりかねな

いと考えます。 

 どのような施設を作るとしても、駐車場や周辺の交通渋滞を起こさないようにトータルで環

境整備をして欲しい。近隣の相模原市と比べ、道路は狭く一方通行が多く、お粗末な街で

あると思う。 

 跡地 B 周辺は交通量が多い割に道幅が狭く、なのにバス停があり、一方通行も多く路上

駐車も多く駐車料金も高く本当に大変です。日常利用していますが、事故も心配でとても

困っているのでどうにかしてほしいです。一度、混雑している時間に視察して、改善して欲

しいと思います。 無料で一時駐車（30 分以内とか）できるスペース等、公共利用できるス

ペースにしてもらえたら助かります。ちなみに長津田駅前にはそのようなスペースがありま

す。 

 今の市役所は付近の交通事情は必ずしも良いとはいえません。この跡地をいろいろ利用

する案が出てくると思いますが、すっきりとした道路事情にしてほしいと思います。 

 跡地利用とは直接関係無いかも知れませんが、現市役所前の町田街道の信号問題（南

大谷方面から町田駅へ向かう信号の短さ、歩行者との時差横断など）の改善を強く望み

ます。よく事故がおこらないなあと思うくらい危険です。 

 市役所付近は車で通りにくいというイメージがあります。その改善をよろしく。 

 町田街道に接しているため、何ができても渋滞してしまい、使い勝手が悪いと思う。 

 どのような形で跡地利用されるにせよ、この地区全体として車の出入等にも配慮した活用

が必要だと思われる。 

駐車場の設置(30) 駐車場、駐輪場（自転車、バイク）の充実。 

 どんな施設であれ、安全なわかりやすい駐車場を充分確保して頂ければ、利用しやすい

と思います。 

 駐車場（現在の駐車場の利用度はわかりませんが台数を増やすことで利用度が変わるの

かなあと思いました）。公共施設等。 

 跡地は駐車場にしてほしい。 

 町田市街地に 1～2ｈの予定で済まされるとき、市役所の無料 P はとてもありがたかった。

混みあった P（いちのやや小田急デパートの P など）へ乗り入れずに済んだからだ。公共

地なので、市庁舎跡地は、思い切って立体駐車場にしてほしい。時間が長ければ長いほ

ど料金が跳ね上がるシステムが良い。長時間使う人が安い料金の P を使用するのはどう

かと思う。ex)～1H 200 円、1H～2H 400 円、2H～3H 500 円／1H 

 今までよりも駅に近い場所なので、市役所を利用する時だけでなく週末や休日など安い料

金で駐車場や駐輪場などを利用出来る様にしていただきたい。 

 駐車場などが駅周辺に少ないので、駐車場に向いているように思います。 

 町田市はいろいろな施設が分散していてとても不便です。他の地に見られるように文化、

利用、福祉、行政等の施設がなるべく同じ地域に集まっていて、そこに行けばいろいろな

楽しみ方や利用の仕方が出来るようになっていて、老若男女が自然に集まれる施設がル

問いいと思います。 そして新市役所に望みます。とにかく駐車場を広く作ってほしい。有

料（低料金）でもいいからなるべくたくさんの車が駐車できるようにしてほしい。 

 本庁舎用地の半分は、駐車場、大型バイク駐車場を設けて、緑を取り込んだイベントが出

来る広場が出来ればと今は思います。 

 駐車場として利用してもらいたい。あまりにも駐車場が少ないと思います。 

無駄な公共施設はいらない 

 本庁跡地は駐車場駐輪場等。駅前の混雑緩和に役立てるとよいと思います 
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 町田の活性のため、無料駐車場の設置はどうか。買い物（日常）など、ほとんど古渕に取

られ町中では買わない人をよく聞くし、自分も徒歩でなく自転車利用するが、多くは車利用

で他市に行くことが多い。 

 子どもセンターなど車で行けず、近くに住んでいる方しか利用しずらいので、遠くの方も使

えるように駐車場がある方がいいと思う 

 駐車場、駐輪場を作ってください。それも市民にやさしい低価格。 

 駅から少し距離があり、車で行きことが多いので駐車スペースをしっかりとってほしい。 

 町田駅周辺は、駐車場が不足しているので、駐車場があると便利だと思います。 

 広さ的に中途半端では・・・・何して欲しいかといえば市民ホールを大きくした文化センター

的なものが欲しいですね。駅付近の車利用をふくめての大きな駐車場。有料。道路中の

ゆったりしたアクセスの良い（※） 

 駅付近の車利用をふくめての大きな駐車場。有料。道路中のゆったりしたアクセスの良

い。 

 車で行く場合、駐車場の用意及び便利さを考えてもらいたい。 

 本庁舎跡地を地下市営駐車場、上を公園にするのがよいと思います。他の国は花がたく

さん咲いている公園に老人夫婦やカップルがベンチに座ってゆっくり一日のひとときを通し

ている。そのような場所がほしい。(※) 

 働いている方には保育施設などうれしいのかもしれませんが、とにかく車は置きづらいし、

小さな子供をつれての市役所にはいきたくなかったです。（家の近くには支所があるので、

そちらがよかった） 駐車場もわかりづらい気がします。あの周辺の整備を含めたらいいか

と思います。 

 町田駅周辺の繁華街へ出向いても駐車場が少ないか高額でとても出かける気になれま

せん。 

 不便なところ（駅から少し歩く）にあるので、駐車場などの駐車できる台数をもっと増やし、

市民が皆で活用できる施設などにしてください。市役所の移転については全く知りません

でした。移転先など、もっと皆に知れ渡るように知らせてください。 

 町田への買い物等で来られる方の為に、駐車場の整備場として地下の活用を。現在では

駐車場は少なすぎる。 

 市役所あたりの道路の狭さに、町田市を司るには少々、さみしい施設と思っています。も

っとしゃれた建物であればそう感じないのでしょうが、暗さを感じています。近辺のゴチャゴ

チャした雰囲気に閉口していますが、跡地に緑の美しいスペースが出来れば一挙にまわ

りも生きてくるのでは。緑の下に地下駐車場の設置を希望します。とにかく狭い町田街

道、どうにかならないでしょうか。（※） 

 現在の市の公共施設には駐車場余地が十分ではありません。どんな施設になるにして

も、地下全面駐車場にする等、考慮上の優先課題とされたいと思います。 

 庁舎前面に堀のような物があり橋の様な物があるがあれは不用だとおもう。そこを駐車場

（一般の人の）にすれば外で待っている車もなくなり、急用にも利用できるのではないか？

市の職員のためだけに駐車場を利用するのではなく、市税を払っている人のためにも駐

車場を利用させてもらいたい。 

 駐車場はなるべく広く、安く、毎日利用できるように。 

 福祉施設、保健所施設の場所がわかりづらく又、駐車場が少なくとても不便です。 

 町田市は広域のため、市内には、車を利用したほうが（良い）便利なところもあります。駅

周辺とはいえ駐車場の完備をお願いしたいです。 設計に関しましては、図面上だけでな

く、実際の出入り口の利用しやすさなど、熟考していただきたい。（市民病院の出庫時の料

金支払いが車に乗ったままではとても不便です） 

駐輪場の設置(6) 自転車など収納できるスペースを作って頂きたい。 

 駐輪場が少ないので大きな(２階建て）駐輪スペースを作って頂きたい。 

 原付等のバイクを置ける場所を確保してほしいです。 

 駐輪場など。駅前は道路が混んでいるし、汚い感じがする。 

 町田駅周辺の 1～2 時間程度の自転車駐輪場を防ぐのは、やめて欲しい。ｼﾙﾊﾞｰ派遣の

人の対応が不愉快。 

 分散している自転車、バイクの駐車場の整理、拡充をお願いします。 
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バスターミナルの

設置(6) 

鶴川方面より町田へのバス停が商店街をとおり狭くて時間がかかり不便を感じています。

役所跡地にバスターミナルが出来たら今より便利になると思うのですが。 

 空きスペースを利用して、まちっこバスのターミナルとする事も良いと思う。 

 小田急町田駅前バスの乗降場所が駅前と暗い印象にしているのでバスロータリーを移転

して駅前再開発も合わせて有効利用してもらいたいと思います。 

 本庁舎用地および小田急北口周辺を整備して共通のバスターミナルを作ればポポビル前

のバスと西口バス停をひとつに。 

 線路沿いの狭い道路をバスが通るのは危険だと思う。道路を広げて新しいバスロータリー

を作って安全に且つスムーズに車や人が通行できるようにしてください。 

 町田マスタープランに基づく街づくりが計画されているようですが、町田の玄関口小田急

町田駅、JR 町田駅の整備をしてほしい。特にバスターミナルの使用方法を緩和してタクシ

ー乗り場、一般車両の入こう方法を改善して欲しいと思います。一般道路がタクシー乗り

場と一緒のところにあるのはどの市や区にもあまり無いのではないかと思います。まして

や町田の顔、ターミナルにタクシー、バス、一般車両乗降口がきちんと整備されているの

がのぞましいと思いますので。福祉のまち町田のあるべき姿だとおもうので、早期実現し

てください。 

公共交通(バス)の

拡充(12) 

跡地利用の「何か」を利用するに付けても私の一番のネックは、車利用の場合の道路交

通表示の雑さ、また不便さを感じます。 

利用する市民の文字通りの足となるべく、主な施設を回る「ループ・バス」の安価な提供を

お願いしたいものです。 

 別のことですが、「まちっこバス」が土日にないのは不便です。 

 両用地供にどんな形になるとしても、まず道路の整備や交通（バス）の整備が必要。 

 本庁跡は、駅から遠い。 短距離のシャトルバスが望ましいのでは？ 

 周辺の道路が非常に狭く雑然としていますので、施設等の完成と共にコミュニティバスの

増発その他利用する意欲が湧くような手段を考えてください。 

 現在地は到着はやさしいが、帰宅が不便である。神奈中バスの路線ですが小田急バスの

採用も考えたらどうか？（両方の連絡が必要） 

 現在より便利な交通網の改革を完成。（○○行きのバスは、新ビル、旧ビル経由にする） 

 商業的な娯楽施設は駅からの距離からして原町田地区にかなわない。駅から本庁舎跡ま

で老人でも来られる様、バス路線を増やすことを前提に考えてほしい。現在本庁舎の隣、

向かいなどに空きビルが目立つのもそのせい（鉄道で駅まで来た人が歩くのにおっくうな

遠さ）だと思う。静かな落ちついた区画として活用して頂きたいと思います。 

 寄の駅（JR,小田急共に）から徒歩ではいささか遠い気がします。跡地利用の際にはバ

スの増発を希望します。 

 今住んでいるところが遠いので、利用しないと思う。というよりも、利用できない。シャトル

バスとかを出して、利用できるようになると考えます。※あまりご協力できなくて申し訳あり

ません。町田へ来てまだ 7 年で、町田をよく知りません 

 車に乗らない人のために、公共バスの充実を。 

 市民の足であるバスで訪れやすい町田駅として欲しい。 

タクシー待機所の

設置(1) 

駅前通りにタクシーがいすぎて通行の妨げになっているので跡地をタクシーの待機所にし

て駅前通りにタクシーを停めないようにしてほしいです。 

一般車待機所の

設置(2) 

駅前の送り迎えが車で混雑しているので、車の待機場所みたいなちょっと止めて乗せられ

るスペースがあると便利。 

 小田急町田駅の周辺は駐車も停車もするスペースがなく一般者はどこで送迎の人を乗降

させればよいのでしょう。ターミナルはバス、タクシー専用で一瞬下ろすのも難しいです。

場所を作ってほしいです。 

歩行者環境の改

善(27) 

鉄道、バスに頼るしかないが、老人（老人パスが使用されない年齢)には交通費がかさみ

出掛けられない。又、町田街道の道中もせまく自動車一台が歩道を通ると歩く人はとって

もこわい。道路を広くしてほしい。 

 高齢者が多くなっているので車椅子でも安全に走行できるまちづくりを期待する。（例：段

差解消バスと歩行者の分割など）特に市役所から小田急線にかけて整備が必要です。 

 駅周辺にはゆとりスペースがなく人の往来は激しく落ち着きません。駅に行ったときに落
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ち着けるような場所にしてほしいと思います。 

 町田街道の道幅を拡張してほしい。特に歩道を広く、自転車道専用にして歩道と区別す

る。古い町名を大事にして消滅させない 

 道が狭く、人通りもあるので、できれば通りたくない場所です。歩行者、自転車、自動車が

安心して通れる道路を作ってほしい。 

 市役所へ行くとき、道路が狭いので、バスや車が通るたび、危なっかしい 

 本庁舎は広く緑も多いので今の良さを残しつつ新しい用途に使っていただきたいです。ま

た、あの周辺は来るまで通るには危なく道もせまい上にガラが悪いように思います。人が

今より多く集まる場所になるのであれば、交通の便も相当気をつけないと大渋滞になりそ

うです。税務署から小田急線の線路を渡るななめの道は大型バスも通るので、今でも何と

かして頂きたいです。 

 子供や老人のための施設が市の中心に少ないので充実を望むが、施設そのものも重要

だが、そこへ至る道路が交通量が多く、歩道も狭く歩行者が危険なので、道路の整備も望

みたい。 

 市役所周辺地区へは訪れることは少ないですが、駅周辺での買い物の際、バスで通過し

ます。いつも感じることは、歩行者も自動車も通行が大変だということです。だから特に本

庁舎に関しては大勢の人が集まる場所にすることには、あまり賛成できません。 

 市役所周辺地区は、車と歩行者が混在し、常に接触などの危険ととなり合わせている感じ

だ。跡地だけでなく、周辺の道路整備なども含め、全体としてプランを考えていただきたい

と思う。 

 本庁舎から POP ビルまでの道路が狭くて人通りも多くバスが通るのに危険を感じていま

す。（跡地以外のことですが） 

 ①現在、小田急北口で入り口への街の道路の狭さ。検討。 

②バスの本町田方面、鶴川方面よりの●●について検討を。狭い道路をバスの往来。非

常に危険であり、小田急の踏み切りの開閉が長いときは周辺自動車が多く、人の往来が

危険。 

 道がせまいのではないか？ 

 中心部から離れていて暗い感じの場所。ショッピングや百貨店には不適当。そこへ行くま

での道が狭く交通渋滞は必至。道路を整理して拡張しない渋滞に苦情が殺到するでしょ

う。 

 駅から少し遠く不便！税務署なども遠くて不便！そのように思いました。 

 これまでは、道路が狭く、いつ事故があってもおかしくないのではと思っておりました。 

 本庁舎は駅まで歩道が狭い部分があり、やや遠い感覚があり、バス利用ですと遠回りをし

ているようで町田街道が渋滞するとバスが動かなくなる時があったりし少々不便に感じる

ことがあります。高齢者が多くなり交通弱者が増えると思いますので、老若男女使用でき

るスペースになるよう跡地利用の有意義な機能ある施設ができる事を望みます。 

 駅から数分の場所にも係らず駐車場があるのが、如何なものかと思っていました。街道に

面しているとはいえ、駅とそのこれからの施設までを、徒歩で行きやすいように歩行者優

先の道路も考えてもらいたいです。  

 町田は汚いイメージがあります。清掃や車道、歩道等のあり方を工夫してきれいで皆が安

心して訪れる街にしてください。 

 この地域は一方通行の細い道が多く、割に自動車や歩行者が多く、どちらにとっても利用

しにくく感じています。町田駅からこのエリアに向かって緑道（歩行者専用道路）が作られ

緑あふれる憩いの場（中町第三庁舎跡地）へとつながる又緑道が新しい市役所、ホール

へと繋がっているような駅周辺であったら緑の町田のイメージがもっと充実するのではな

いかと思います。 

 バス路線の道路（プールのある小田急線側）歩道がはっきりしていないので整備してほし

い。 

 どういう方向性に決まるとしても駅より跡地まで歩く道路の整備が必要。現在はバス等の

大型車両も通行するので、大変危険な状況にある。時期を待たずに早期な行政が必要。

道路が整備されていない街は発展しない（歩行する人間の安全の確保）又、施設を作る際

には駐車場の確保（余裕のある）が必要。道路の渋滞が発生しないよう、入口、出口を分

ける等の工夫が必要。 
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 駅から数分の場所にも係らず駐車場があるのが、如何なものかと思っていました。街道に

面しているとはいえ、駅とそのこれからの施設までを、徒歩で行きやすいように歩行者優

先の道路も考えてもらいたいです。 

 道路を、とくに歩道を広く整備して車椅子でいけるようになればいいですが。 

 周辺には道幅が狭く、一方通行も多く特に朝、人の行き来と車で危険な印象である。跡地

とともに周辺道路の整備が出来ればと思う。 

 市役所周辺の道路、特に小田急町田駅に行く路線際の道路が狭い。人の集まる施設を

作るには道路をどうにかしてほしい。 

 全体的に町をきれいにしてほしい。歩行者、自転車用道路を整備してほしい。便利な場所

だとは思うが、ごみごみしていて住みたいとは思えない。 

 

○事業手法について 

売却(22) 

 

定額の出費を伴なう「立派なハコモノ」の建設はさけるべきでしょう。市の財政について

は、まったく理解していませんが、財源に問題があったり、があったりする場合は売却をひ

とつの選択肢ではありませんか。「何が何でも跡地を利用する」というかたくなな考え固執

するのは如何なものかと思います。 

 売却あるのみ。新庁舎を返済資金にあてるのが普通の人の考えです。家の買い替えと同

じ考えなのではないでしょうか？大金持ちでない限り２軒、所有はありえません。血税を無

駄にしないでください。 

 市の財政からして売却して民間で有効利用してもらう 

 町田市は財政困難だと聞いて居ります。跡地大きな所は売却して建設費用の一部にでも

なればと思いますが。 

 少子高齢化社会に対応できる環境整備が必要と考える。但し、それは民間活用に依拠す

べきであり、財政負担を軽減すべく当該不動産は売却、賃貸する前提で事業化を検討す

べきと思慮します。 

 市財政悪化の折、跡地利用には市は 小の投資（支出）とし民間を 大活用してほしい。

用地を一括民間への売却をも考えて欲しい。 小費用で 大活用としてください（本来新

しい庁舎の建設には反対です） 

 跡地に公共の施設を作る必要は必ずしも必要だとは思わない。売却できないのか？ 

 企業を誘致して、税収アップ。 

 町田駅に近い土地なので売却すれば何十億円のもなると思います。もし超高層マンション

やショッピングセンター、コンサートホールにするのであれば土地を売却し民間に利用させ

た方が良いと思います。また、公園などの施設にするにはもったいない好立地なので、公

園には向かないと思います。いわゆるハコモノは町田市にもういらないと思います。もし売

却していいのなら福祉関連施設にして欲しいです。 

 売却という選択肢はないのですか？ 

 何かに利用するにしても民間に受託したほうがいい。第三セクターや特殊法人など市から

関与しつづける方針は認められない。⇒天下り先としては考えないように 

 跡地は売却（一部でも）して、その益金を市民税等の軽減に使う方法を考える 

 本庁舎は売ってマンションを建てることを条件にし、下の階に店。2F,3F 等はオフィスに使

用。 小さな公園を造り、緑地を確保。第三庁舎は、保育園、老人施設を造る。 

 売却し、鶴川駅徒歩圏内に支所や図書館、市民病院のような公共施設（一部の障害児者

の福祉施設のような特定の人しか利用できない施設は望まない）をつくり、地域格差をなく

すための財源に使うべき。 

 なるべく高く売って市の財政にプラスのなるようにする。 

 売却して借金を返すことが一番です。 

 未来を担う子どもたちに有意義な施設、または市民が憩えるよく整備された公園などがあ

るのは理想であるが、現実的には売却益を新庁舎の費用弁済に充て、少しでも市の債務

を少なくすることが市民のためであると思う 

 市民の血税を使って新市役所は建設することであり、財政もさらに悪化すると考える。現

在の市役所跡地の利用は民間にまかせるべきであり、入札等を行なってなるべく高額な

財源として早期に回収し、財政赤字に充当することを希望します 
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 市で管理するような施設よりも、民間が管理する施設にしたほうが税金が無駄にならない

と思うのでそちらを希望します。 

保育園が町田市は足りないので、そのような施設が良いと思う。 

 無用な箱物を造ることには絶対に反対。居住を含め建物を造る場合は、用途を限定し、民

間に全て委託し、回収資金は財政の健全化に使用する。 

 費用対効果⇒工用地活用だが利息を生み出せる施設の建設 

 跡地は市が直接利用しないほうがいいと思います。 

―【反対】(3) 全市民の財産。くれぐれも民間企業に売却するなど考えないでほしい。 

 10 年 20 年先の町田市を見据えて、安易に開発業者に売却しては困る。市民の貴重な財

産だから。（丸投げは癒着の温床） 

 市役所跡地を切り売りするのは避けてほしい。高齢者向けの福祉はもちろん大切だが、

市役所跡地である必然性はないと思う。 

貸付(1) 町田市は企業が少ないため、税金が高い。大手企業に貸すのもいいと思う。 

土地活用による財

源確保(6) 
住民の土地なので地代が取れることに使用する。 

 町田市の収入が確保できるような施設が出来たらと思います。厳しい時代だからこそ・・・・

 税収の増加が見込まれない状況ですので、跡地活用の方向性と他のものを組み合わせ

確実な財源を確保していただきたい。 

 一市民として申し上げます。①市の繁栄を支える豊富な財源に尽きます。②跡地の利用

の内容は各々ありますが。③市民それぞれの生活向上を図るため。④跡地が生み出す

収入は順調に推移すること。⑤ 良の方法の思考をお願いします。以上に繋がらぬ方法

は先ず反対します。 

 基本的には移転で不便になります。跡地の付加価値ある利用を望みます。公民館やフォ

ーラムのように市の利用部分と民間が使用する部分で市の財政を十分に検討してほしい

です。くだらない箱物は絶対に作らないでください。一部の団体の要望を鵜呑みにして、再

開発をしないでください。 

 莫大な費用をかけるイメージがあります。（新市役所について）何もかも新しくするのでは

なく、使えるものはそのまま使う。そんな努力をしてほしいです。跡地については市税を掛

けるのではなく、採算が取れる利用方法が必要だと思います。 

建築コストを掛け

ない・箱物を作ら

ない(17) 

跡地利用で無駄な税金の使い方はやめてほしい（箱物等） 

 市民の大事な税金、くれぐれも大切に無駄のない使用をお願い申し上げます。 

 税金をあまりかけずにやってほしい。 

 税金の無駄使いにならないような利用をしてほしい。 

 問 4、問 5 について、税金を使わないようにしてください。 

 決して税金を無駄にしないでほしい。 

 市の財政状態を悪化させるようであれば、移転には反対。跡地利用についても、出費が

多額になるような娯楽施設の建設は反対。 

 なるべく税金を無駄にせず利用できればと思います。 

 町田駅前（デパート等）には行くことがあるが、市役所周辺地区へは用事がなく、行ったこ

とがありません。だからイメージがわきません。 市民の大切な財産。無駄な箱物にならな

いような有効活用を期待しています。 

 市民の大事な税金、くれぐれも大切に無駄のない使用をお願い申し上げます。 

 市民が本当に必要な施設を適切なコストで作ってほしい。建設後は利用率をしっかり把握

し、対費用効果があったのかを分析し続けて、問題があった場合の責任をしっかりとって

ほしい。 

 なるべく資金を投入しない施設で利用できればありがたい。 

 箱物だけは作るな！ 

 単年度数年度の計画、施設を立てるなら箱だけを作ることはしてほしくない。 

 箱物にコストを掛けるような計画にはしないでもらいたい。 

 福祉、高齢者、子供、市民のためと称する箱物施設等は絶対につくらないこと。 
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 市財政の現状将来展望を考えると「長期債務」を伴う箱物は絶対にやらないこと。 

周辺を含めた再開

発(3) 

ただ跡地を利用するだけではなく、周辺一帯の再開発を進めたほうがいいと思う。現在の

ような道路の狭さや住宅の密集しているようでは、町田の活性化は望めない。 

 また、町田周辺の再開発エリア（二子玉川、たまプラーザなど）を参考にするなどして「おし

ゃれ感」が全くないと言われている町田を変える、大きな起爆剤となるような再開発を期待

します。 

 駅からも近いし,便利さを生かせるようなことに利用していただきたいです。 

 
○建物の形態等について 

現在の建物の再

利用(4) 

前のページにも書いたが町田街道が混むので土日しょっちゅう人が集まるような施設は望

ましくないと思う。とりこわしにもお金をかけるのだから、現状の建物を再利用しやすいも

のにするか市にとって有益で市民にとっても助かる施設がいいと思います。 

 ・お金をかけて新しく箱物をつくらないでほしい。 

・市がそのまま土地を所有して欲しい。いざの時に使えるように。 

・今ある建物はそのままにして貸す方法をとる。 

 第三庁舎は建物は残して再利用した方がいいと思います。それ以外を考えると町田市に

住んでいる人や働いている人のために活用してほしい場所にしてほしいと考えます 

 あまりお金を使わずに再利用していただきたい。 

高層ビル(2) 高層ビルを希望します。 

 限られたスペースの有効活用となると、環境に配慮しながらの多目的高層建造物が相応

しいかと思います。 

―【反対】(3) 絶対に高層ビルは反対です。 

 両跡地に対して思うのは、ぽっぽ町田や文化会館等のように器だけ大きいもの、高層の

建物は避けていただきたいです。 

 駅に近い場所なので、そこに建てる施設によって渋滞を引き起こすことは、できるだけ避

けてほしい。便利な場所にあるので、人は集まりやすいので、大勢の人を呼ぶことは可能

でしょうが、建造物は低い建物にしてほしい。周辺地区（跡地含む）は何か窮屈なイメージ

があるので、開けた、やわらかいイメージが似合うデザインを是非。 

その他(1) 敷地が広くもないので、各フロアーを小さく区切らない設計に。 
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○検討の進め方について 
地元意見の取

り 入 れ た 検 討

(3) 

周辺住民の方々の意見を取り入れてください。私は多摩川学園在住のため意見を差し控え

ます。 

 庁舎周辺の住民商店街のみなさんの意見を重んじるべきであると思う。 

 緑豊な公園などにするのが大勢の人々や地球にとっても大切なことだとは思いますが、一番

大事なのは近くに住む人々の意見を 大限重視することと思います。 

専 門 家 を 交 え

た 委 員 会 で の

検討(2) 

・各分野の専門家を呼んで跡地利用について委員会で議論していく。 

・設計事務所 etc にコンペ形式で提案させる。 

・プロジェクトチーム（設計事務所・スーパーゼネコン等）に提案させる。 

 マンション等の住居は町並みが疎外され美感が悪くなるため多くの市民の意見を取り入れ専

門家を交えた委員会を立ち上げることを望む。（※） 

中長期的な視

野を持った検討

(6) 

無理、ムダのない中長期的視野に立った施設等に活用してほしい。 

 ・必ずしもアンケートの結果に縛られる必要はない。 

・高齢者の意見はある程度割り引いて考えるべきである。 

・10 年～20 年先を見た企画を立てるべきである。 

 跡地は市内の貴重な広い土地であるから、細切れに利用しない。将来 10～20 年先を見据え

て、災害時の救急活動を勘案しながら、市民の意見を聴取しながら、時間をかけ纏めてほし

い。 

 これだけの好立地場所は今後なかなかでない物件である。 現況 A,本庁舎周辺は行政に

用事がないと一般の方は訪問しない場所である。町の活性化のためにも、マンションなどで

なく、長期的視野に沿った施設を建設していただきたい。 

 高齢集団に入団したばかりですが、高齢者が意欲的であれば活動も考え方も活き活きとしま

す。意欲的に活動できるシステム作りを町田より発信するコンセプトを。それは活動しやすい

アイテム、道具、ステージに知恵が必要ですが。病人作りを、元気者作りに方向転換する施

策はないものでしょうか。高齢者向けのステージ作りのみを主張しているのではありません。

若い世代が家族の絆の中で生き生きとできる日本の社会への足がかりを。その世代も高齢

化する循環であるが故に。 若い世代が暮らしやすい町田とし、後世の高齢者に進むとき、

お世話になりやすい町田へと。ロングレンジのスパンで是非総合的活動施策のご検討を切

望します。 

 100 年、200 年後も利用できる（耐久性面だけではない）よう、ゆっくりじっくり造っていってほし

いです。採算性を無視した意見ですが、平家風の風の動く・通る建物が良いです。以上、非

常に勝手な意見ですが、少しでも自分の町として税金を支払う者として今跡地に望む姿を述

べさせていただきました。今回のこのような機会を頂戴いたしましたことに感謝申し上げま

す。ありがとうございました。 

市内の公共施

設の総合的な

検討(4) 

本当に跡地を継続して市の所有として使用し続けることが市民の税金を使ってすることとして

意味があるのかどうか充分に検討した上で用途を考えて欲しいと考えます。いわゆる「ハコ

物」のような用途に税金を使うことは好ましくないと考えます。町田市に住む者にとって市の

全区域の施設をトータルで 適化しその中の役割として現在の市役所の用地がどうあるべき

かを考えて欲しいと思います。例えば、市の機能としてバックオフィス的な機能は少々不便な

場所でも良いが窓口は電車の駅の至近くに設けるなど、市民の利便性を考えるとまだまだ先

に手を付けるべきことはたくさんあると思います。 

 早急に箱物を建設するのではなく、移転先に落ち着いて、いろいろなことが進んでいく中で、

市民の意見を取りいれながら、考えていただきたいです。 それまでのつなぎとして、市民グ

ループがいろいろと使えたら（フリーマーケットや学習グループへの開放など）後の活用への

意見もまとめやすいのではないでしょうか。 

 将来を見据えた市全体の都市計画に基づく街づくりをお願いしたい。現状を踏まえると、基本

的には、小田急線を挟んで南東部は商用地域として、北西部は芸術・文化地域としての発展

が適切と考えます。すなわち、今回の市役所周辺地区については、町田における芸術・文化

の発信基地の中核としての役割を担うべきと考えます。具体的には芸術や映像文化などの

活動拠点、あるいは市民全員が多様なメディアを介して自由に情報交換ができる場所を中心
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とする街づくりです。そこで提供されるのは、例えば、各種ライブラリーによる先端の知識や

情報、ギャラリーやシアターなどの自由表現のための空間、スタジオやワークショップなどの

各種活動のための空間などが考えられます。年齢・性別を問わず、市民全員が情報を共有

して交流を深め、蓄積・展開できる場として町田の活性化に繋がることを期待します。（※） 

 小中学校の跡地と違い、駅前なので、町田の拠点となりえる利用が求められていると思いま

す。ただ、新庁舎、鶴川駅前公共施設、野津田競技場と数多くの公共施設建築をされている

町田市が、この跡地でも新たに建築物を整備できる体力があるとは思えません。既存の施設

を利用するとしても、修繕費がかさむでしょう。跡地利用を考えるのと同時に、建築物のファ

シリテーション、再配置の計画も尽力するよう、宜しくお願いします 

費用対効果の

検討(3) 

ないよりあるほうが良いのはどんな施設でも同じ。費用や効果を十分に精査して、市民の利

用率の高い施設機能をいかに低いコストで完成させるかについて議論を尽くしていただきた

い。 

 財政にしっかり視点をおいて活用を検討して頂きたい。 

 施設等は全てメンテが発生するが＜金＞費用を検討すべきと考えます。メンテフリーが本心

です。 

その他(3) 新庁舎開庁後数年を経て総合的に判断されることを望む。 

 近市の政策は市民の意思の尊重しているものとは見えず、行政による、不十分な調査、検

討に基づき決定されている印象が薄い。市の行政が市民の意思に基づくということをもう一

度出直してほしい。市役所の機能の向上や市民生活の改善という目標はあるのだが、 初

に移転ありきという感はぬぐえない 

 市役所建設については大手企業はやめて地元町田市の業者で設計施工をしてほしい。理

由・末永くあり、地元のための庁舎だから。（私は、大手企業にいたが、地元の更新には何の

約にも立たない。あるのは利益の追求だけであった） 

 

○市民アンケート調査について 
このアンケートについて、移転先の大まかな地図を載せてほしかったです。 

跡地に関するアンケートですが知らなかった人もいますので、移転先の地図を参考に入れて置いていただくと良

かったです。 

アンケート項目の設定が意味不明、分かりづらい、工夫が必要。 

現在私が住んでいるところからは遠いので、特にありません。問 1 の中で移転先は森野地区への移転となって

ありますが、この場合は地図くらい欲しかったですね。 

このアンケートは大変わかりづらい！特に問 4 がわかりませんでした。 

アンケートが遅すぎる、形だけのアンケートならしないほうが良い、ムダが多すぎる。 

このアンケート調査を考えてよりよい方向を十分に思い実行できる様にお願いします。 

今回のアンケートですが、跡地活用についての事ですが、今考えるのではなく、移転する前に考えることではな

いですか？ 

問 4 の案は全く的外れ。 

遅くなり申し訳ありません。お許しください。 

市役所跡地に関するアンケートと言われても、88 歳になる老婆なので、わかりかねる所です。町田市役所も年

に 1、2 回伺う位で、うまくアンケートに答えられませんので、申し訳ありません。御容赦の程お願い致します。 

はがきが届いて思い出しました。間に合ってよかった 

高齢者ですので難しい事がわかりません。お役に立てなくてすみません。 

葉書を頂いたが、50 円の税金を負担してまでアンケートの回収率を高める必要はないと思われる。50 円×3000

人＝15 万？かかったかは不明だが、この葉書でどれだけ回収率をアップさせることができたか疑問である。（11

日の締め切りには出すつもりでしたので） 

それよりも、80 円で封書を出すならば、なぜ新しい市役所の場所、移転日の予定等をアピールしなかったの

か？お役所仕事だからそういう感覚がかけている。 

アンケートが分かりづらい。 

高齢者のため、町田へは殆ど用事もなく、出かけることがなく、お答えできません。 

町田市に引っ越して７～８年になります。住んでいる所が鶴川なのでだいたいの用事は支所で済んでしまいま

す。あまり、町田の市役所には行く事がないので適切な答えが出ません。 

住まいが市役所から遠いので興味がない。 
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町田に転居して 2 年半 あまり良くわかりません。 

私は小山町のはずれに住まいがあります。まず、町田市内には年に一度しか行きません。 

いつも鶴川市民センターを利用しており、市役所に行ったこともないので答えようがありません。 

町田に住んで 9 年、車で何回か通ったことがあるだけで、全く解らない地域です。その点、新庁舎はバスの便も

よく、市民ホール等に行く機会に併せていた、立ち寄りたい場所の 1 つになります。シルバーパスを使って（とて

もありがたい）月に5,6 回は利用している私にとって新庁舎の落成はとても楽しみです。アンケート調査の対象者

の 1 名になったことうれしく思いました。市民のために、がんばってくれていることに感謝します。 

住んでいる地域は、町田中心からあまりにも離れているので、恩恵がない。同じ税金払っていても損している。 

あまり市役所周辺に行かないので、よくわかりませんので、答えられなくてすいません。 

町田駅まで電車で 20 分近くかけて行かなければならない、それだったら 10 分で行ける八王子や橋本に行きま

す。 跡地に何ができようと、利用することはあまりないのかなと思います。このアンケートにすごく悩み考えたけ

ど、どうせアンケートをとるならもっと町田駅周辺や、跡地周辺の住民に取るべきだと思います。そのほうが有効

だと思います。 

特に何かをという期待はしていませんが、無駄なことに使われるのは、とは思いますが無駄なこと必要なことは

人それぞれ違うものです。よくお考えになってくださいませ、楽しみにしています。遅くなり申し訳ありませんでし

た。 

せっかくのアンケートですが、本人は高齢でグループホーム居住のため、お答えしかねます。あしからず。 

跡地利用の件は、全く知らなかったのでととても驚いた。市役所には度々行っていたけれど、移転や跡地利用

に関する情報はどこに載ってあっただろうと思った。 

問 4 の設問の答え方が良くわからず、返信するのが遅くなってしまいました。 

その周辺に居住していず施設も通常分室を利用しているので細かいイメージ等を聞かれても分かりません。町

田市への期待や要望はありますが、今回のアンケートにはそのような内容はまったく含まれていませんでした。

質問をする対象とする市民と内容についてもっと検討されたほうが有効な意見をとりあげられるのではないでし

ょうか。 

移転の時期や場所については私の中で全く把握されていませんでした。というのも市役所へは年に数回（1～2）

程度しか足を運ばないせいだと思います。 そこで今回のようなアンケートも有効かと思いますが「問 1」の「森野

地区への移転」の文章に具体的に文章で「市民ホールの隣」とか「住所」も明記すると良かったと思います。（森

野地区と聞いてあそこかなと思い出しました） 

 

○その他、市に対する意見 
市 政 に つ い て

(9) 

高齢者と幼い子供対策も良いが、税金を一番支払っている働き盛り層にやさしい行政を望

む。現在の政策は、市町村から国政に到るまで、偏りすぎている。 

 町田市は税金が高い。施設を作ることよりも減税など市民のためになるようなことに利用でき

ないか？ 

 今や新しい事をする時代ではない。箱物を作ることには反対。維持費、人件費等莫大な費用

がかかる。まして、その益金を市民税等の軽減に使う方法を考える。金のかからない方向で

行く。借金の危機が目の前に迫っている。滅びる前の対策をすること。※とにかく厳しく対処

して未来につなげてほしい。 

 町田市に対してです。住みやすい人にやさしい市になるよう期待しています。 

 市はもっと文化（市民ホールはちょっとお粗末です）や教育にお金を掛けていくべきだと思い

ます。 

 若年性アルツハイマーを患う父の看護で数年前に町田市内で介護施設を探していました。父

は長年鹿児島から上京し町田市に住んでおり家族も町田に住んでおりました。しかし残念な

ことに自宅看護が不可能になってしまった父を受け入れてくれる施設は町田市にありません

でした。家族は悩んだ結果父と鹿児島で一人施設に入居しました。父は今も健全です。もし

できるなら、家族の近くにいて欲しいと願います。現在町田市に住み町田市で仕事をしていま

すが、高齢者の生活をもっと改善できるのではないかと感じています。未就学児を２名育てて

いますが「おじいちゃん」にもっと多く会い身近に感じられる生活をさせたいです。市役所等用

地の跡地に限らず日本全体の高齢化社会を町田市が率先してよい方向へ導いていただける

ことを期待しております。 

 ・今の庁舎は少し古くなりいろんな意味で不便になっているのは理解できますが、新庁舎に

あまりにも費用をかけすぎではないでしょうか？ 

・そんな費用があるのであればもっと他に使ってほしい。例えば私は年金生活をしている者で
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すがもう少し市民税を安くするようなことを考えてください。 

・今回の事とは関係ないことですが、時間があるときに野津田公園に散歩に行くと常時思い

ますが、あんな立派な公園を作りながら有意義に使われていなく、管理に相当な税金が使わ

れているように思い、なんとかした方が良いではないでしょうか？ 

 公務員議員等減らし、給料・報酬も減額して税金等も下げてほしい。 

 町田市職員は他県から比べても、町田に産業が特にないにもかかわらず、恵まれた待遇で

いられるのだから、市民のために誠心誠意、跡地利用を考え、市民が喜ぶ事業にしていただ

けることを願います。 

市 民 サ ー ビ ス

について(6) 
市民サービス。 

 木曽地区に住んで居ります。高齢なので余り混雑しない忠生支所を利用しています。なんで

も手続き出来ますので大変有りがたいです。 

 跡地利用のことではありませんが、季刊（まちびと）を多くの場所においてほしいと思います。

 市の施設を循環するバスについて尋ねたが、市役所の職員が知らなかった。改善を。 

 市役所が町田駅近くでとても便利でした。ここ何年かで、地域のセンターでも書類手続きなど

（土日）できるようになりましたが、是非窓口をもっと開けていただきたいと思います。 

 町田へ引っ越してきて 4 年、近くの鶴川支所にしか行ったことがありません。町田駅にはショ

ッピングのため年に数回行きますが、市役所へは行ったことがありません。なので、跡地活

用についても良くわかりません。身近な公共地の整備は望みます。図書館の増設、市役所の

営業時間の延長、コンビニなど身近な店での公文書発行など、跡地の近隣住民、店舗の方

の意見を取り入れて「利用される役に立つ」ものが出来るといいと思います。 

まちづくりにつ

いて(16) 

町田市はコンパクトな街で日常生活その他に関しては時々遠くに出かけることもなく「便利」と

感じていますが、いろんな所にいろんなものが点在していて「町の美しさ」という点に関して

は、少し不満もあります。その為、しのぎの街づくりではなく、長期的な視点での整備を望み

ます。「町田ゼルビア」のサポーターをしています。 

 町田市の長所のひとつでもあった里山等の自然が、ここ数年のうちにとみに破壊され、マン

ション等にとってかわるなど、潤いの無い地域に変化していく様を見るにつけ、残念でなりま

せん。このままではなんともつかみどころのない、魅力の無い町になり果て、内外から人の集

まる町とはほど遠い状況になってしまうのではないかと懸念しております。 

 町田駅周辺ばかりの開発にウンザリしています。今年町田市小山町（多摩境）に引っ越して

きました。町田市政は町田駅周辺の事しか考えていないような気がします。多摩境周辺も無

駄な市の土地が余っていて有効に使えていない。都市間等の施設等市民の文化を育んでい

ける施設がほしいです。尾根線道の整備は大変素晴らしいと思っています。春の桜祭りも楽

しかったです。多摩境周辺の街は子供が多いのでぜひ図書館の新設を求めます。町田駅周

辺ばかりの開発には市民は納得できません。よろしくお願いいたします。市民の小田急線延

伸反対も意味が分からない。市全体の発展を考えてないでしょうか？ 

 ３０年以上町田に住んでいますが、ずいぶんと人が増え人口増加よりも住みやすさに重点を

置くべき時が近いのではないかと感じています。これまでも、そしてこれからも大好きな街で

あって欲しいと思います。 

 いずれにせよ、今失業している人が働けるような環境を作ってほしい。少しでも雇用の枠が

増えるような施設になってほしい。また、全国的にも福祉の町として、町田は有名なので、こ

れから先も福祉的な考えを持ってほしい。（※） 

 跡地利用に限らず社会的弱者の後援、子育て視点等に力強い対策をお願いしたい。 

 市民の声が反映されることを願います。町田市がますます福祉のまちとして発展していくこと

を望んでいます。 

 個人的には 寄り駅は鶴川駅なので、鶴川駅にデパート（ルミネとかミロード）を作ってほしい

です。 

 各施設がバラバラで関連性が悪く"ムダ"が多く（利用する方で）動線のとれた施設ができれ

ば良い。町田市は細長い立地条件であり中心地には目がいっているが遠く離れた郡地には

あまり気配がされていない。中心地だけではない遠い地区も同等に発展され市民全体のレ

ベルアップにつなげれば、という市にしていただきたいです。 

 ・道を広げるな。作るな。古い道を分断するな。 

・小野路をいじるな 
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・大型店、ショッピングセンターはいらない 

・高い建物も× 

・都市計画マスタープランの○○ゾーンという考え方はおかしい（バラバラで結構） 

・町田に J リーグチームはいらない 

・小川を埋めるな、戦車道路をもとにもどせ。昔の町田をかえせ。出来れば現状維持。 

 市の土地なので、私が言える事はないですが、市民病院に行くにしても町田駅に出て乗り換

えです。町田中心からもっと便利な交通を考えてください。中心街がボランティアと言う考えは

少し違うと思うし、かたよらなく収入が入るような立派な市になって、そこからきちんとボランテ

ィアの出来る市が良いと思う。 

 税金を使うならば、町田の中心地ばかりではなく、相原のような町田市の端っこなど、発展が

遅れている地域の都市整備に活用してほしい。隅々の市民が心地よい暮らしが出来るように

してほしい。 

 ・何より治安の良い町にしてほしい。 

・もっと図書館を増やしてほしい。（南町田周辺） 

・保育園、幼稚園に入りやすく、利用しやすい料金にしてほしい。 

・南町田に早く交番を。 

 映画館など娯楽施設がなく、他地域に出かけなければなりません。蛯名市、相模大野、橋本

など、どんどん変わり魅力的な町になっています。町田市も市民が安心して楽しめる町にして

ほしいと思います。 飲食店が多く、若者向けの店が多いと思います。原町田など夜はゲー

ムセンターなど若者の集まる場となっていて、昔の雰囲気とはずいぶん変わっています。安

心できる町とはいえないと思います。 

 今建設中の土地に、老人ホーム、保育園が出来たら、いくつ出来たか？市役所なんか、長く

いるのでないです。用が済んだら帰ります。町田に住んで40年、各学校に老人ホーム用に学

校が建設されているのに、まだ 1 つも老人ホームが出来てない。デイサービスはあるようで

す。近くには小学校に保育園があります。孫が行っています。町田はなんで一校も作れない

のか？地元に出来れば地元で働くことができます。本当におかしいと住人、友だちと話してい

ます。市会議員とか、都会議員は何をしているのか。特に市会議員はいらないとう話にもな

る。子供、老人のことなんとかしてください。箱物があるのだから、中身だけ作るのは簡単で

は？市所さんが高い老人ホームを作っているという話が飛んでいますけど？ 

 町田市は町全体の構造、構想を考えてデザインされていない。企画不足。私は小山町に住

んでいますが、カインズホーム、コストコ、老人ホーム、墓、大型店が乱立して道路の渋滞が

異常です。交通量と道中を考えず、学校も建て、住民は通勤に困っている。是非将来展望を

もって街づくりをお願いします。 

公共的施設等

について(9) 
子供用施設等はもっと小学校、中学校を開放すべきとおもいます。 

 高齢者になればなるほど、近いところで用事をすませるため、跡地利用といわれてもピンとき

ませんが、昨年、わくわくプラザに週 1 で 5 週、背骨のゆがみを治しましょうという体操に通い

ましたが、大変良かったのでそういうことをもう少し広い場所でやれたらと思います。でも本当

は、木曽山崎センターのように近いところでもそういう教室が開いてもらえるよう、そちらの方

へ予算を廻してほしい。背骨のゆがみ教室もこつこつ教室もいつもすぐ予約が満員になるの

だから、今ある施設をフルに活用し、回数を増やす方向に出来ないのでしょうか。予防＝保

健使用減につながる訳ですから。ちょっと用地利用からはずれましたが。 

 市立博物館は現在の処、立地条件が良くないように見えます。何らかの対策が無いものかと

思います。坂道は坂道としてまた立派な建物はそのままにして。裏山に上ると遠くの山々の

景色は格別です。 

 福祉の街と昔は言われたようですが、現状はお年寄りの施設が少なすぎませんか？ 

 他県から引っ越してきたが、本庁の他に分庁舎が多すぎてややこしく、どう違うのか良くわか

らない。役所に行く際も本庁なのか分庁舎なのか、いちいち良くわからず紛らわしさを感じ

る。 

 橋本駅を中心とした街は（相模原市）街は雑貨店やスーパー等も出来、活性を感じますが、

一歩境川を越す町田市はスーパーMr.Max があるが公共施設（市民センター）での活用状況

があまり市民に伝わっていないと思う。 

 引っ越してきてまだ 3 年未満という事と、相原町なので市役所が遠く、子供の予防接種や健
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診時以外には行く事がないため、今回のアンケート内容では分からない事が殆どでした。分

かる中で思う事は、健康福祉会館や図書館など、建物も古く（違っていたらすみません）子供

を連れていると不便に感じる所も多いので、（トイレなど）そのような施設を新しくして頂けたら

とても嬉しいと思いました。これからずっと住み続ける町なので、私ももっと町田市について知

り、好きになりたいと思います。 

 市役所跡地利用の話ではありませんが、町田ゼルビアのために野津田のスタジアムを 2 万

人ぐらい入るようにしてもらいたい。スタジアムが小さいという理由で J リーグの審査に落ちる

のは嫌です。なんとかお願いします。 

 成瀬の体育館を売却（民間に）。住宅街にあり、マンション施設等の住居を建設。現在の市役

所跡地に市民体育館を新たに建設。小田急、横浜線、バス等様々な交通手段が利用できる

ため、格闘技やバレーボール、テニスの国際試合を開催できれば、ある程度の集客が見込

まれると感じる。それにより、市への収入増加が見込まれ、新たなビジネスチャンスが訪れる

と考えております。（※） 

 

○市庁舎移転に対する反対意見 
現在の市役所は小田急線の町田駅から近いので便利だと思うので私は市役所の移転は反対です。事務所内

の机の配置等上手にすれば狭いことはないと思うので。ただ庁舎前面に堀のような物があり橋の様な物がある

があれは不用だとおもう。そこを駐車場（一般の人の）にすれば外で待っている車もなくなり、急用にも利用でき

るのではないか？市の職員のためだけに駐車場を利用するのではなく、市税を払っている人のためにも駐車場

を利用させてもらいたい。税金は上手に無駄使いをしないように使ってほしい。市の職員のサンダルは余り感じ

よくない。だから市役所跡地など考えられない。それより道路渋滞を改善してください。（※） 

年をとっているのでこの表名情報はほとんど分かりません（目が不自由）。市役所移転の件は自然の無駄にな

っているのではと大変心配しています。現状プラス何かで、キープすることはできなかったでしょうか。 

日本の経済が縮小していく中で、新市庁舎を建てる気が知れない。小さな政府、小さな自治体、金をかけない地

方自治が理想で、アンケートをとって用地の使い道をきめるなど、自治能力欠如、無能としか思えない。 インタ

ーネットがここまで発達しているのに、新市庁舎を建てて機能を全て集める必要あるのか？？ 

無駄な金は使わず、意味あることに税金を使うべきだ。もともと市役所移転は大きな無駄使いで大反対！だ

が・・・・ 

市の財政難の中、新しい市役所の建設が本当に必要だったのか疑問です。また、新市役所には全ての役所が

入所できるようにして下さい。（保健所等） 

十分使用できる旧市役所（本庁舎）。まだきれいな中町庁舎。なぜ税金を使って新庁舎を作る必要があるのか、

税金の無駄使い！そんなにハコ物を立派にする必要があるのか。 

何かと移転するのに賛同して欲しいと市側は望むところでしょうがそれだけの余裕が財的に町田市にあるのな

らばもっとやるべきことが他にあるように思えます。町田全体が細長い土地柄ゆえ、全てにおいて十分に満足を

望むほうが困難でしょう。そのうえでお尋ねならナンセンスです。 

移転せずに今のままでいい。 

どうして跡地に対するアンケートを取るのですか？私はもっと先に市役所をどうして何億円も税金を使って新庁

舎を建てるのですか。市民には何の利益にもなりません。大変怒っています。誰が新庁舎を建てることを決めた

のですか。その時どうして、今のように市民に意見を問わなかったのですか。市民に内緒にして、こんなことをし

て！あなたたちの責任はあなたが死んでも負わねばなりません。自分たちのオフィスがきれいならいいのです

か。今から建てるのを止めることはできないのですか。怒り爆発！！ 

そもそも移転する意味がないと思う。多額な税金を使いすぎ。跡地にはあまり期待しない。 

新しく市役所の建物を移転し、建築し、税金の無駄遣いです。これ以上、市民の生活を苦しめないでほしい。公

務員は仕事にクビも失業もなく、ボーナスも多く、収入も高い。どうか税金を少なくし、ムダにしないでほしい。 

まずは、10 年間町田市民として生活していながら、今回の移転決定までの過程を明確に知ることが出来なかっ

たことに疑問を感じます。市長や市議は市民無視の行政をしていることを押して知れます。おそらく通り一遍に

「広報」で、とかいうのでしょうが、完全に時代遅れですよね、どのようにして市民の直の声を行政に反映させる

ことが出来るようになるかをまずは第一に議論された方が賢明かと思われます。（無理でしょうが） 

「跡地利用」について、むしろいまさらですか？といった気持ちです。プロセスもプライオリティも考えを持たない

人たちの行なっている行政にこちらも今さら意見するつもりもなく、特別期待もしていません。願わくは無用の産

物だけは 低でも避けてください。 

「生活に逼迫している市民の血税」であることを重々念頭においてまずは紙の無駄遣いから再検討してくださ

い。 
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移転する事自体反対。無駄を省く！今のままで良い。税金の無駄。 

個人的には本庁ならびに中町第三庁舎の建替もしくは移転は不要と考えています。 

こんなアンケートより、なぜあんな市民ホール横に市役所を移転するかわからない。ますます駅に出る交通混

雑をどうするのか？まったく納得できない通勤通学等、どうするつもりか。跡地の利用法も考えられない行政が

次の町田のビジョンをアンケートすることも・・・箱物行政かと悲しくなる。お役人と言われる方に収益の有る施設

をつくれると思えず！借金を増やすばかりと心配になる！目減りする年金やお年寄の生活苦、国民年金の方が

かわいそうになる。いずれ私達も同じ道と悲しくなる私の厚生年金も６５才から・・・市の職員の高給にも腹が立

つ！ボーナスなどない人も多いのに高遇がうらやましい！血税をむさぼるダニの様に太っている気がする。名

古屋市の河村市長をみならってほしい。半分になっても市役所に働きにきたい人が何１０万人いると思います

か？よく考えてください。全員の高給を広報してほしいものです。名札に表記したらそれ以上の仕事を求めてい

ただきます。 

高齢化の町田のお年寄りの行く所がない。団地をつくり年寄りをあつめその先どうするビジョンがあったのかと、

目の当たりにして悲しい。 

箱物を作ることは絶対に止めてください。市役所跡地に市行政関連施設を高い金（市民の税金）を使うなら、新

庁舎移転は不要だ。金井スポーツ広場のように、公園など作らず、多目的広場にしておいて、全面芝生（半面で

もよい）サッカーでも野球でも、バザー、広域避難場所等市民・団体に管理させ遊休地にでもしておいて、3 年位

経過後にじっくりと考えてほしい。 

①無駄な投資は避けること②現施設の有効利用を 優先すること 

移転が本当に必要なことであるのかどうかが疑問に感じました。アンケートを受け取るまで移転を知りませんで

した。普段、市役所周辺地区を訪れることがないので、アンケートにも回答しにくいです。市役所周辺地区よりも

相原地区の整備を進めてほしいです。 

移転そのものが必要なのか疑問です。新しい市役所建設は進んでいるようですが、全部でいくらかかるのか。

市民の税金を使って建設を行なうには、説明が足りないと感じます。私は鶴川地区在住ですが、駅前に公共施

設ができると聞いています。市役所に足を運ぶことよりも、地元の市民センターや新しくできる公共施設で全て

ができるように充実をしてもらいたいです。市役所の跡地活用にあたっては、市民のための活用方法を検討して

いただき、税金の無駄使いはしないようにしてください。 

市役所を新たにする必要がありますか。市の財政を高齢者や子供たちのためにふりわけてほしいと思います。

一生懸命生きて、わずかの年金をもらっているのにさらに、増やされてはかないません。 

市役所移転については借地権がきれ（地主に返還しなければならない）、建物も老朽化しているため、市民ホー

ル隣へ移転と認識していました。跡地の利用が出来るのなら、現在の場所での建替えを検討できなかったので

しょうか？公共施設にありがちな「決めてしまったから進むしかない」的強引な印象があります。どうせ後戻りし

ないのならば、出来ないのならば、跡地は緑の多い原っぱ（地下駐車場付）にしてください。（※） 

 

○その他、感想など 
10 年後の未来はどんな風に変わり成るのか楽しみにしましょう。全知識を合同し、よりよい目的感のある利用法

を考えてください。お願いします。楽しみにしています 

何だかんだ言ってもやっぱり私は町田市が大好きです。I Love Machida 

町田 50 年住み、すばらしい発展です。住み良い町ですが、 近多様化され、ちょっと複雑を感じます。私には愛

着の町。今後供宜しくお願い致します。 

市民のために良き活用がなされるようお願いします。 

いままで以上の町田市の発展を期待しております。一市民より。 

今私は週 2 回ほど、女性だけのグループで、手作りの作品を作り、それがとても楽しくて、一人でも多くの人が参

加して生き生きとした老後を過ごしております事に、感謝致しております。皆が元気でいられることは、町の発展

につながることと思い、少しでも長く続くことを祈ります 

私の自宅からはバスの便が悪いので車で行きますが、駐車場が少なく、これから高齢になると足が遠くなると思

います。町田に来て、36 年ですが、家族は教育、医療で特別困ることはありませんでした。母も 90 歳で週一回

のデイサービスに通っています。個々に事情があると思いますので、多くの意見で有意義に活用してください。 

年に数回程度しか訪れないので関心が薄く印象に残るようなことはなかった。 

建設にあたりゼネコンに建設依頼するのは分かりますができるだけ地元の業者を下積みに使うことが望まし

い。※施設利用とは関係ありませんが地元建設業の方々は受注減で苦労していると思います。 

市役所本庁舎にはほとんど行く必要がない。現在の市役所利用にて充分間に合っています。 

年齢を重ねると長時間の歩行は疲れ易くなりチョット休むベンチ等が少なく感じます。町田市だけのことだけで

はなく、日本は全体に街にイスがないと思っています。 
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相原に住んでいるため、どこに移転しても不便です。相原に人が住んでいることも少しは考えてください。市役所

に行くために車だと 30 分以上かかるし電車で行けばお金がかかる。とても”不便”です 

新しい場所に移転すること、知りませんでした。森野地区に行くのに不便でなければいいですが、駅から遠くな

るのですよね？移動手段が普段電車か徒歩なので（ベビーカーがあり、バスはのりにくい。（たたまないと乗れ

ない為。小さな子供が複数いると敬遠してしまいます。）少し心配しています。 

町田地区より相原なので、八王子駅に買い物等近いので行ってしまう。または、橋本で用が足りる！町田駅ま

では遠い！ 

第一に市役所等は駅近くにあるべきと考えます。若い市民は別として、役所に用のある方は、車を所持していな

い高齢の方などは、バスなど疲れを考え、足が遠のいてしまっては意味がありません。跡地よりまず利便性をお

考え願います。さて、跡地利用についてですが、正直興味ありません。本当に困っている人や、より多くの市民

の生活のためになることを期待いたします。 

小田急町田駅等・山崎団地入り口バス亭等、暗いところが多い。 

町田市は近隣の横浜市などに比べてとてもイメージが悪い。犯罪が多いというイメージがあり、暮らしやすさも

感じられません 

市役所に用事があるとき以外市役所周辺に出かけることはあまりありませんでした。車が多く道もせまく、雑然

としている雰囲気があるからだと思います。 

跡地だけを何かに変えて利用するとしても、あの地域全体のゴチャゴチャ感は変わらないと思う。町田を東京の

西部として考えるのならもうちょっと広い地域での見直しが必要だと思うので、部分的にとらえると費用の無駄

遣いのように思う。 

とにかく有効活用していただければ、お任せします。 

今、市民が困っていることにもっともっともっと耳や目をしっかり向けて、無駄な施設ではなく有効利用してもらい

たいと思います。 

現在も駅周辺での「ピンクチラシ」的ビラ配布は目に余るものがある。これらに係る業種に利用されるような建築

物はつくらない事。 

町田駅周辺は近年商業化が急速に進み、治安も悪化している。以前は、よく買い物に行っていたが、近頃はご

みごみして汚く、不健全なムードが強くなり、足が遠のいている。「西の歌舞伎町」などといわれ町田市のイメー

ジダウンともなっている。しかし、長い歴史に支えられた老舗も健在であり、町田ならでの良さもある。 

地方から引っ越してきて、市役所は一度利用したのみなのでよくわかりません。 

駅が近くて便利です。 

駐車場の車の出し入れが今は機械なので、私は前のやり方の方が良かった。 

防犯対策も必要であり海老名駅周辺が開発と共に犯罪が増加する場所となっていることは他山の石としたい。 

旧庁舎（現）に行くには本町田循環バスが便利である。循環バス路一方通行ではなく交互通交にしてもらうよう、

神中バスと話合ってもらいたい。 

 
 


