
■各種ワークショップ等の取組状況報告
□まちだの未来を語る会：タウンミーティング（地区別意見交換会）

□高校生とのワークショップ

□大学生とのワークショップ

□子育て世帯へのインタビュー

□外国人市民インタビュー

□無作為抽出型市民ワークショップ

開会・挨拶

説明・案内

（15分）

自己紹介

（15分）

意見交換

（30分×2）

意見の

まとめ

・発表

（20分）

■意見交換の開催目的の共有

■町田市を取り巻く社会状況の変化の説明

■意見交換の方法の説明

●所属団体や氏名のほか、アイスブレイクを兼ねて

「子どもの頃の夢」や「町田のイチ押し」について

も語ります。

●町田の将来像といった漠然としたテーマの中、議

論のよりどころとなる家族を設定し、ファシリ

テーター（市職員）が話題振りながら、「町田に

住んでよかった！」、「町田で育って（育てて）

よかった！」と思えるまちがどのようなまちかを

考え、語ります。

➡まず前半の30分で『子ども世代』、後半の30分

で『大人世代』にとって、どのようなまちがい

いかについて語ります。

●出た意見をもとに、キーワードや似通った分類で

グルーピングし、なりたいまちの姿を考え、発表し

ます。

★町田市の現状や社会状況の変化を

見据えたモデル家族の設定

➡参加者は自身の経験等を振返りな

がら、また将来の社会状況の変化

を想像しながら、未来の町田につ

いて考えます。

～タウンミーティング・ワークショップ実施概要～

開会・挨拶

説明・案内

（15分）

自己紹介

（15分）

意見交換

（30分×2）

意見の

まとめ

・発表

（20分）

■意見交換の開催目的の共有

■町田市を取り巻く社会状況の変化の説明

■意見交換の方法の説明

●所属団体や氏名のほか、アイスブレイクを兼ねて

「子どもの頃の夢」や「町田のイチ押し」について

も語ります。

●町田の将来像といった漠然としたテーマの中、議

論のよりどころとなる家族を設定し、ファシリ

テーター（市職員）が話題振りながら、「町田に

住んでよかった！」、「町田で育って（育てて）

よかった！」と思えるまちがどのようなまちかを

考え、語ります。

➡まず前半の30分で『子ども世代』、後半の30分

で『大人世代』にとって、どのようなまちがい

いかについて語ります。

●出た意見をもとに、キーワードや似通った分類で

グルーピングし、なりたいまちの姿を考え、発表し

ます。

＊タウンミーティング・ワークショップの特徴＊

市民意識調査に代表される町田市の現状に対して意見を伺う調査等とは異なり、参加される皆さんが町田市やお住いの地域の良さを認識しながら、

未来志向でポジティブに、そして自由に考え、語っていただくことが特徴で、前向きに未来の（2040年に向けた）まちだがどうなっているのがいいか

語っていただきます。

★町田市の現状や社会状況の変化を

見据えたモデル家族の設定

➡参加者は自身の経験等を振返りな

がら、また将来の社会状況の変化

を想像しながら、未来の町田につ

いて考えます。

資料４



人数
ｸﾞﾙ

ｰﾌﾟ

14人 Ａ

Ｂ

Ｃ

17人 Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

～タウンミーティング（地区別意見交換会）市内10地区～

●多様な世代がマッチングでき

　て関わり合える

　まち全体が大家族

●愛着がもてるまち

●バスの中で知らない人とも

　会話ができるまち

●近所の人に怒られるまち

●良いとこ取りで心地よいまち

●人と人、自然が育む、豊かな

　町田市

住みたい（なりたい）まちの姿

町田第一

地区名

●何でもありでなく、子どもが

　安心して出かけられるまち

●個性的なお店が存在でき、

　子どもも大人も楽しめるまち

●緑の中で人と人がつながる

　まち

■主な参加者

　町内会・自治会、

民生児童委員、青少

年健全育成委員、高

齢者支援センター職

員

鶴川

■主な参加者

　高校生、大学院

生、小中学校長、町

内会・自治会、民生

児童委員、学校ボラ

ンティアコーディ

ネーター、障がい者

支援施設職員、高齢

者支援センター職員

皆さんからの想いや意見（一部）

■子どもに初めての経験をさせることが大事。地域に身近に

仕組みがある。

■大人が楽しいまち、いくつになっても楽しめるまち。

■遊び場があると子供たちが遊べる（中心市街地に！！）

■自然に触れられる環境

■リタイアしたひとたちの活用の仕組み

■技術、知識をもった人の活用継続していく仕組み

■子育て世帯に優しい街

■大家族・一緒に住む

■自然の中で遊べる場所が欲しい

■個性的な街（店がある）存続できる

■なんでもありな街。個性がない。声を掛けられる店があ

る。

■車を停める場所が中心市街地に少ない

■家族とおじいちゃんおばあちゃんが近くに住む街が・・・

■高齢の方同士のシェアハウスがあると良い

■循環バスをもっと出す、定時のバスがあると良い

■町に思い出があれば愛着がわく→戻ってきてくれる

■愛着できるにはお祭や遊び場「思い出」

■道路が狭い　休める場所が無い

■遠くから市内にきても目的地まで時間かかりすぎる

■安全教育をしてあげたい

■町田は広いのでいろいろ行けるように

■家から外出するときに移動しやすい交通がほしい

■残っている人たちがつなげていけるまち

■「とりあえず住んでみよう」と思われる政策をしてほしい

■子どもが遊びに行ける所をつくってほしい〈集まれる場

所〉

■何でもある公園（桜、ボート、池、あそぶところ、駐車

場）

■３０分で都会に出られる鶴川、作っている人と会話しなが

ら地域の食材を食べるのびのびした環境

■子どもたちが自分で考えて遊べる遊び場、空間があるとい

い。

■職業（将来の夢）が体験できる場所があるとよかった

■子どものまわりにキラキラした大人がいると憧れを持ち、

夢につながる

■地域でのつながりが多いと、安心して暮らすことができる

■大人も子どもも夢中になって遊べる場所・環境

■子どもが身体を動かせる場所が欲しい

■コミュニティに参加しやするなる情報発信

■貸し借りのない社会

■災害時に助け合える

■バスが便利に使えるまちに、行き先がわかりにくい

■乗り物を予約できるアプリの開発

■先進的なテクノロジーを使ったまちづくり

■ＡＩを使ったインフラ網

■町田にもっと働く場所を！

■人の心の豊かさ＝下町

■子育てはコミュニケーション

■子どもは泥んこ好き。親は変わってきている（いやがる）

■人と自然が共存できる場所がほしい。

■高齢者は若い世代と関わりたいと思っている人が多い

■地域でお互いに声を掛けあえることができるような環境づ

くり

■地域の人が子供に注意できるくらいの関係性があるといい

■地域活動の担い手の世代交代が重要
1



人数
ｸﾞﾙ

ｰﾌﾟ

18人 Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ａ

B

C

D

E

F

G

地区名 皆さんからの想いや意見（一部）住みたい（なりたい）まちの姿

相原

小山

●人がつながり、自然が豊かで、

　みんなが安心して暮らせるまち

■主な参加者

　町内会・自治会、

高齢者支援センター

職員、スポーツ委

員、賑わい創生プロ

ジェクト、相原ＦＣ

（若者）

●人と人がふれあい、自然が

　豊かな大人になっても戻って

　きたいまち

●３世代で住みやすい働く場や

　コミュニティがあるまち

●たくさんの子どもと元気な

　高齢者がつながるまち

●子どもは楽しい。高齢者は

　安全。住むなら相原。

■人のつながり信頼のあるまち←のために、「責任問題」を

軽くする必要がある

■地域に寺子屋

■子ども会へのアシストを充実させると良い

■子を安心して預けられる場所　“町会”　“会館”　勉強+遊

び

■若い世代に自分の老後を考えてもらう。見守り。

■子ども同士集まりやすいまち

■交通の便をもっと良く　じゃないと出ていく人

■広域医療の考えを（都・県を跨いでしまう）

■若い人が行ったり、働いたりできるお店を

■子どもに気やすく声をかけられる環境

■大人になって戻ってきたいまち

■町田にサテライトの事務所あれば通勤が不要になる！？

■学校で地域のつながりの大切さを教える！

■近くに親と子が住める環境（500ｍ）←空き家を活用して

はどうか

■相原の緑の中を開発→緑の中に研究開発。仕事場、企業を

誘致←そういった企業を支える市の支援が必要

■愛着がわけば一度離れても戻ってくる

■３軒隣まで顔の見える付き合い

■元気な高齢者が活躍できるように

■スキルを生かす場所を

■買い物と医療施設に安心して行けるように

■自然を生かし+αを！！（温泉とか、食事とか）

■公園ごとに特色があってやりたいことができる

■地産地消。地域の資源を活かす。

■地域のつながりが強くて、住民同士で助け合えるまち。

■学力だけではなく、人生を豊かにしてほしい！子どもも忙

しくなってる。

41人

■主な参加者

　町内会・自治会、

民生児童委員、青少

年健全育成委員、子

育て中の方（お子様

連れの父母）

■すぐ近くにある　病院、買い物

■バスがもっと便利になるといい

■高齢者にやさしい交通の便

■便利なものが集約されていると良い

■子どもが育てやすい。住みやすい。

■駅前に大きな公園があったらよい

■企業誘致またはベッドタウン

■行政手続　行政間でできたら

■夢を持つことができるスタートラインとして「誰に会う

か、触れあえるか」

■多世代、多様な人と交流できる場

■有事の際、助け合えるコミュニティが必要

■若い世代の意見がもっと出ればいい

■公共Ｗｉ－Ｆｉ

■子ども達が遊べる緑、探検できるような所なくなった

■企業誘致など働く場を

■小学生が集まれる場所があるといいと思う。

■町田のどこに何の施設があるのかアクセスの方法

などが、パッと一覧できるとよい。

●コンパクトで循環型のまち

●世代も地域もボーダレスなまち

●誰もがやりたいことができる

　人間味のあるまち

●昔と今と未来が見えて生活環境

　が整った小山町

●大人も子どもも居場所がある

　まち

●生涯を見守るまち

■まちづくり＝人間づくり

■ゆりかごから墓場まで揃うまち

■地元企業が少ない

■仕事の条件で住まい決める

■学生がアルバイトをする場所少ない

■自然に触れあえると良い

■低学年の子も気軽に通える子どもクラブがほしい

■子どもどうしで交流できる場がほしい

■公園や校庭が自由に使えると良い（ボール、花火）

■子どもが勉強できるスペースがあると良い

■市内で高齢者や若年者が循環できると良い

■地域の住民どうしの顔が見える関係があると良い

■地域の集会所で子どもどうしが触れあえると良い

■大人の居場所があると良い（ラジオ体操とか）

■皆のつながりがあると良い

■バス網がもっと増えると良い

■コンパクトシティになると良い

■シェアできる小型カ―が地域にあると良い

■地域の中で完結できると良い（仕事、買い物）
2



人数
ｸﾞﾙ

ｰﾌﾟ

16人 Ａ

Ｂ

Ｃ

11人 Ａ

Ｂ

13人 Ａ

Ｂ

Ｃ

■主な参加者

町内会・自治会、社

会福祉協議会職員、

高齢者支援センター

職員

■主な参加者

町内会・自治会、民

生児童委員、高齢者

支援センター

高ケ坂

・成瀬

●まちと人がうまく循環して、

　住んでいて"ちょうどいい"まち

地区名 住みたい（なりたい）まちの姿 皆さんからの想いや意見（一部）

■ボール遊びができる公園があると良い。

■調整池など（水がないときに）スペースを開放できれば良

い

■戸建てを若い人に貸して自分はマンションに入る

■仕事など余裕ないとコミュニティとつながれない

■中高生が遊べるところがない

■働く場が近くにないと（交通の便が良くなっても）

■町田のイチ押しは特にないが、そこがいい

■町田ホドホドでちょうど良い

■電柱の地中化、道が広くなる、安全

■産業がないと活力は生まれない

■あいさつできる人間関係があると良い

■皆の「わ」をつよめる、できることからやる

■監視ではなく見守り

■メリットとして強いのはハコ物の充実よりも、皆が受け取

れる制度の方だと思う

■地域のプロ（力を持て余している人材）にボランティア活

動に協力してもらう

■地域に見守ってくれる人がいると安心

■社会全体で女性の活躍を捉えなおすべき

■育児に専念できる社会もいいのでは

■安心して通れる道が少ない

■自然に触れる機会をもっと

■外国では住み替えをライフステージに合せてやっている

■町田に働ける場所があれば

■担い手の世代交代が必要

■若い人が自治会に加入する仕組みづくり

■多世代の人と交流することで学ぶ機会が増える

■職業が体験できる施設があるとよい

■経験を通して学ぶ機会が減ってきている（自然との触れ合

いが少ない）

■親への教育が必要

■親がしつけ等教わる機会、話を聞く場所

■企業誘致して働く場所を増やすと良い

■リノベーションした団地、若い人来るのでは

■団地をリニューアルして若い世代にも魅力がある場所にし

たい

■高層の団地があると住みやすくなるかも

■子どもが（親が）安心して遊ぶことができる場所

■子どもが自由に遊べるよな場所、見守りもありつつ

●メリハリのあるまち

玉川学園

・南大谷

●多くの世代のつながりと

　みどりの中で安心できるまち

●ステキな大人が見守って

　くれるまち

■地域の催し物（お祭りなど）をもっと増やすと良い

■大人も子どもも一緒になるイベントがあると交流が生まれ

て良い

■自然・緑にふれられる場所があると良い

■「医」・食・住が便利だと良い

■交通の利便性があると良い

■子どもが自由気ままにできる環境があると良い

■（駄菓子屋のように）子どもが集まれる場所があるといい

■児童館がたくさんあると良い

■子どもが気軽に勉強できる場所があると良い

■子どもが上級生・下級生どうしの触れ合いがあると良い

■高齢者施設と子ども施設で近くで互いに触れ合えると良い

■地域で子育て世代をサポートできる環境があると良い

■自転車が安全に通行できると良い

■外を楽しむ企画・場所があると良い、制約が多い

■高齢者が外でくつろげる場所があるとよいのでは

■多世代の交流の場が欲しい

■地域のほこりを残したい、子どもたちへ残したい

■（若者は坂の上）高齢者は坂の下に住めるような仕組みづ

くり

■町田市民自身が町田の財産（自然など）を把握できていな

い

■親・大人が子どもの見守りにしっかり向き合うべき

■ひとり暮らしの高齢者同士が支え合うしくみづくり

■地域活動の担い手・参加者にインセンティブを

つけた方がいい

■主な参加者

町内会・自治会、ま

ちづくりの会、環境

ボランティア、青少

年健全育成委員
●町田の良さを活かした、

　人と人とがつながれるまち

●地域の「輪」を強めて皆で

　子育てできるまち

●女性の生活を考えて、自然と

　都会の共存できるまち

木曽
●顔が見える、つながりと

　交流のまち
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人数
ｸﾞﾙ

ｰﾌﾟ

33人 Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

E

17人 Ａ

Ｂ

Ｃ

5人

●多世代が応援するワイルドな

　子育てができるまち

●つながりと選択のある

　「エース」な町田

■主な参加者

町内会・自治会、子

ども会、地区協議

会、ＰＴＡ、青少年

健全育成委員、中学

生

■町田のすごい人をもっと知ってもらう、発信するとよい

■フリーランスに優しい、自営業に優しいまち

■悪いことを悪いと教えられる環境

■子どもの居場所を大事にして、大人がマナーを教えないと

いけない

■子どもを預けられる場所あるといい（働きやすくなる）

■自然の中で子ども達が遊べる環境

■ただＯＮのような場所がもっと欲しい

■バスの路線が複雑で子どもにもわかりにくい

■ハブ状の（交通）拠点があれば便利

■町田が一体となってスポーツを推進する雰囲気（風土）

■スポーツ選手と子どものふれあい交流が生まれる場が欲し

い

■個人経営のお店がもっとあれば良いのに

■子どもが外に出て色んな体験が出来るまち

■テクノロジーが発達したまち

●子どもが活動できる場所が

　多いまち

忠生
●安心できるつながりのある

　帰ってきたくなるまち

●でかけたくなるまち

●遊び場とつながれる場に

　行きやすい町

地区名

■働く場所が近くにあると良い

■テレワークなど働き方の選択肢あるのは良い

■共働きでも働き方の選択ができれば上手くいく

■子供が成長しても働き続けられる

■あまり規制のない遊び場があるといい

■町田の中に「エース」（核となるところ）があると良い

■身近に「スター」になる人がいると良い

■子ども同士の上下のつながりがあると良い

■地域全体が家族になるようなつながり

■家に閉じこもらないような、イベント・つながりづくりが

大切

■子どもが遊べる自然を残したい

住みたい（なりたい）まちの姿 皆さんからの想いや意見（一部）

■車がなくても移動できるようになってほしい

■モノレール早く来たらいい

■公園　子供向けのイベントあったらいい

■子どもの医療費もっと少なく

■スクールバスあったらいい

■小学生の会う（集う）場あまりない

■町内のコミュニケーションが防犯につながる

■スポーツ公園があったら子どもも遊びやすい

■シンボル（名物）ふるさとに誇り、愛着

■場の設定を市にして欲しい（交流のきっかけづくり）

■永く続くイベント（親子でも共通の経験）

■交通網の整備（バスは子ども１人で乗せるのは不安）

■多子世帯への補助

■地域のつながり　お互いを知るきっかけが必要

■地域でもちつきとかあったら参加したい、子どもに参加さ

せたい

●やさしさつながる町づくり

　良い所を発信する町田

■やりたいことがやり続けられる環境（サポート）があると

良い

■コンパクトシティ化していく

■行政や地域の垣根をとったイベントを！

■開業しやすい環境にしてほしい

■自由に遊べる場所が欲しい

■子どもが夢を抱けるようなイベント

■町田オリジナルの町田っ子を育てていく（ワイルドな、自

然な子）

■コミュニケーション能力を向上させるような教育が必要

■語学教育を充実させる

■社会を学べるような場所がほしい

■主な参加者

町内会・自治会、子

ども会、地区協議

会、ＰＴＡ、青少年

健全育成委員、中学

生

町田第二

■ハード以前にソフトを活発にさせる必要がある（あいさつ

とか）

■子どもがあつまつ公園がほしい

■動ける高齢者増えている、活躍していけると良い

■”一歩”が出せる、出そうと思える

■ものづくりの視点を入れた教育

■町田のブランド化必要

■教育の場がインターナショナルだとよりプラス

■高齢者になってから、また新しいことができる、

挑戦できると良い

Ａ
●夢の実現に向けて

　進化し続けるまち

南

●自然があって子供から

　ベテラン世代まで楽しく

　過ごせるまち

4



20人

11人

7人

人数
出た意見をグルーピング

高校生③

■自分のため､■遊ぶ人のため､■小学生（低学年）のため、

■高齢者のため、■若い子育て世帯のため、■自然のため、

■今の40～50代のため、■子どものため、■次の世代の子どもたちのため、

■ペット・動物のため、■障がい者のため、■乳幼児のため、

■通学・通勤で町田に来ている人のため、■観光客のため、

■自分たち世代のため、■外国人のため、■町田市のため

高校生②

現行基本構想・基本計画の構成（つくり）に対する感想・意見

～高校生とのワークショップ　1回目～６回目～

高校生①

地区名
人数

基本構想について

■まちづくりの理念として、３つ

もあるのはおかしい。基本構想は

キャッチフレーズのようなもので

１つだけがいい。

■キャッチフレーズの説明のよう

なもので、３つあるならわかる。

基本計画（基本目標）について

□現在のジャンル分け（分類）はいいと思

う。

□例えば、「賑わいのあるまちをつくる」

については全体のつくりを見ればわかるけ

れど、この部分だけを見れば、つくってど

うなるの？と感じる。

基本計画（基本政策・政策）について

●２つなくてもいい。政策という形で、１つでいい。

●特に「政策」は数が多い。　●もう少し具体的な書き方の方がいい。

●優先順位をつけて分かりやすした方がいい。数は少なくていい。

●これが一番大事ってのが政策の中でもわかった方がいい。

●基本政策と政策の間を取りたい。うまいこと優先順位をつけて数を減らし

ながらも、これをすればこれが叶うというイメージがつくようにまとめるの

がいい。

人数

◆その他、子ども世代にとって、どのようなまちであれば「住んでよかった」、「育ってよかった」と思えるか意見出しを行う。

　➡出た意見等は「高校生③」で意見のグルーピングとともに一部を表記。

高校生と話したこと

誰のために町田の未来をつくってあげたいか 町田ってどんなまちか（良いところ、悪いところなど）（一部）

●良いところ

公園が多い、子どもセンターがある、買い物に困らない、便利（交通、買い

物）、田舎と都会の両方がある、自然が多い、地元愛が強い、流行のものが

多い、若者が市政に参加できる

〇悪いところ

公園の数が多いだけ、治安が悪い、夜うるさい、客引きが多い、映画館がな

い、川沿いが暗くて恐い、ポイ捨てが多い、道路が狭い、坂が多い、映画館

がない、境川が汚い。

グルーピング

勉強場所の多様化／勉強・教育／教養
一貫校があるといい（なるべく受験したく
ない）

英会話教育に力を入れる
留学制度、町田市選抜＝人材をつくる
【再掲】

職業選びで迷わないように学校などで
ワークショップ的なのを多くやるべき

勉強できる場所を増やしてほしい

様々なものごとにふれさせる（習い事、
塾、サークル、旅行など）

休み時間のドッジボール強制本当にや
めてほしい

もっと職場体験がしたい なりたい仕事に就きたい
留学制度、町田市選抜＝人材をつくる
【再掲】

複数のスクールカウンセラー、相性のい
いスクールカウンセラーを探せる

コミュニケーション能力の向上 ＩＴ関係を学びたい 習い事が盛んだと楽しそう

幅広い経験のできる機会 感性が豊かになる町 自然にふれあいやすい環境
様々なものごとにふれさせる（習い事、
塾、サークル、旅行など）【再掲】

将来を決めやすくするために職場体験や
講義など【再掲】

留学制度、町田市選抜＝人材をつくる

相談できる場所 子どもセンターが近所にある
教育センター以外の不登校のケアが欲し
い。相談学級じゃ人が多くて大変

子どもセンターの多い環境
子育てしやすいまち、子どもセンター、相
談できる場

海外に連れていきたい
留学制度、町田市選抜＝人材をつくる
【再掲】

市全体の規模でお見合いパーティー 英語に手軽に触れてみたい【再掲】

英語を話せるようになりたい 異文化交流 英会話教育に力を入れる 国際的な交流

海外（英語）
グローバル社会に適応できる英語力

小さい頃に英語などにふれたい コミュニケーション能力の向上【再掲】 英語に手軽に触れてみたい 英語を話せるようになりたい【再掲】 英会話教育に力を入れる

多様性／異文化交流／色々な人・モノと関わ
る場所／国外とのかかわり／英語・国際

出た意見

学びの道（選択肢）の数／選択できる機会の
数／進路の選択肢強化／選択の強化➡実現
するためのサポート／自分で選択できる機会

5



11人

人数
子ども世代の意見をもとに考えた「なりたい未来の姿（キャッチフレーズ）」と「目指すまちの姿（都市像）」のイメージ

高校生

④

「なりたい未来の姿（キャッチフレーズ）」

なりたい未来の姿（キャッチフレーズ）

グルーピング

保育園や幼稚園に入りたい 親と子どもが一緒に遊べる環境【再掲】 子どもセンターが近所にある【再掲】 子どもセンターの多い環境【再掲】
高校生の受診料が高い。安くして。【再
掲】

保育園、指定こども園が欲しい 過保護にしすぎないで育ててあげたい
様々なものごとにふれさせる（習い事、
塾、サークル、旅行など）【再掲】

家族で遊べる場所、それと時間
子育てしやすいまち、子どもセンター、相
談できる場

子供のコミュニティ
子ども同士のかかわり

小さい子ども同士がふれあえる場
安心して遊べる場所（子どもたちだけで
も）【再掲】

子どもだけで泊まれるような安全な施設
子どもセンターの利用できる年齢を誕生
日ではなく学年などでやってほしい

幼なじみがいる学校に通わせる

かかわりの場所の提供 子どもの創造力を生かせる所がほしい 市全体の規模でお見合いパーティー

安全な遊び場 子どもセンターが近所にある【再掲】
皆でわいわい（うるさくできる）遊べる、室
内（個室）の建物

アスレチック施設が多い環境 学校以外に友だちを作れる場所

親と子どもが一緒に遊べる環境 広いグラウンドがある公園【再掲】
子どもセンターの利用できる年齢を誕生
日ではなく学年などでやってほしい【再
掲】

団体で予約できるお店を沢山 子どもセンターの多い環境【再掲】

自主性の育成
生徒の自分らしさを大切に

過保護にしすぎないで育ててあげたい
【再掲】

頭髪や服装自由（制服廃止）
将来を見据えて計画的な生活をするべ
き

感性・芸術
子どもの創造力を生かせる所がほしい
【再掲】

様々なものごとにふれさせる（習い事、
塾、サークル、旅行など）

防音に強い施設が近くにある
建物に絵を描いてみたい。周り中カラフ
ルだったら楽しそう

自分と地域のかかわり
地域住民の結束

お祭りをもっと盛り上げたい。絶やすべか
らず。【再掲】

ご近所さんが仲良しだとめっちゃ楽しい

運動できる場所
スポーツ施設

スポーツができる場が欲しい
公園など体を動かせる場所を充実させて
ほしい（ボール等の使用許可）

陸上競技場が町田駅周辺にほしい 室内の体育館を増やしたい スポーツ施設を増やしてほしい

バスの運賃が高い 自転車に乗るの怖い（車が） 公共交通機関の学割（特にバス）
公園に街灯がある→明るいので不審者
が現れない【再掲】

通学路に街灯がある→不審者が出にく
い【再掲】

自転車用の道がほしい 歩道を広くしてほしい
公園（大きい）欲しい。遊具がたくさん【再
掲】

公園に街灯がある→明るいので不審者
が現れない【再掲】

通学路に街灯がある→不審者が出にく
い

歩道にガードレールが欲しい 夜道には気をつけよう
将来を見据えて計画的な生活をするべ
き

夜道歩けるようになってほしい 自転車用の道がほしい【再掲】 町中にゴミ箱がほしい 歩道を広くしてほしい【再掲】 駅から離れても暗くないようにしてほしい

公園
公園に街灯がある→明るいので不審者
が現れない

広いグラウンドがある公園 公園（大きい）欲しい。遊具がたくさん
公園など体を動かせる場所を充実させて
ほしい（ボール等の使用許可）【再掲】

でっかい公園が欲しい、自由に遊べる場

自然 自然の中で遊べる
山とかの自然を感じられる場所、企画が
あったらいいな

自然にふれあいやすい環境

仕事を知る場所
将来を決めやすくするために職場体験や
講義など

もっと職場体験がしたい
職業選びで迷わないように学校などで
ワークショップ的なのを多くやるべき

ＩＴ関係を学びたい 高校生もバイトしたい【再掲】

ボランティア ボランティア盛んにしたい

子育て支援
大人と子どものかかわり

出た意見

交通手段の充実／インフラ／バスを便利に
交通

遊ぶ場所の確保／遊ぶ場所／あそびたいと
きにあそべる場所／居場所の提供

生活場所の向上

●学業が多彩なまち ●知りたいことが知れるまち

●子どもの主体性を育めるまち ●きっかけを大切にするまち

●地域の見守りと、やりたいことができる環境／知識に触れられる環境があるまち ●子ども自身が、施設がある事を知れるまち　チャンスをつかみやすい

●いろいろな学べる場所、人との触れ合いの機会があるまち ●芸術・文化のまち

●今の自分も将来の自分も大切にできるまち ●子どもの主体性を育み、将来設計できるまち

●いろいろなことにチャレンジできる機会を選べるまち

「目指すまちの姿（都市像）」
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8人

9人

人数
子ども世代以外の意見

高校生①で検討した「誰のために町田の未来をつくってあげたいか」の対象別

高校生⑤

　　　⑥

①遊ぶ人 ③ペット・動物 ⑦通勤通学で町田に来ている人 ⑨若い子育て世帯

多様な遊び場があるまち ④障がい者
仕事も自分の時間も大事。そのための仕事ができるま
ちであってほしい

子育てしやすいまち

まちの中がお店みたいなまち ⑤観光客 趣味ができる時間が確保できる街 子育てと介護が両立できるまち

スポーツが気軽にできるまち（人も場所も） シェアサイクルで移動できる スポーツが気軽にできるまち 治安がいいまち

年齢を問わず体を動かせる場所が増えてほしい ⑥外国人
通勤しなくていいように仕事場があるまち。
道も混むから通勤時間がないほうがいい。

近所の人となかよくなれるまち（仲良くしたい）

②自然 ごみ箱設置
移動しやすいように、町田駅前のモディと丸井の前を
デッキで埋めて広場にしてほしい。

純粋に子どもを預けられる場所がほしい。（保育施設
でなく、気軽に見てもらえる）

自然があればあるほどいい カフェが静かすぎる。（外国に比べると）
楽しい職場で働きたい。定時帰宅・パワハラなし、社
員もいい会社

⑩今の40～５０代

川とか池とかがあるまち 集いやすい場所
仕事がうまくいかないと、家でもつまらない。それが
わかる会社で働きたい

子どもと一緒に出掛けられるまち

環境に配慮した行動はできる事であれば、できている
まち

⑧高齢者
家に帰ったとき、「ただいま・お帰り」のやり取りが
できるまち

会社の休みが多いまち

環境に配慮した行動が常識になっているまち
高齢者が安心して外出できるまち。行き先がわからな
くなっても、道案内などがしてもらえる。

自由に仕事が選べる環境があるまち。
転職が自由にできるまち。

町田市内で過疎化する地域が出てほしくない

（早めに常識になってほしい） バリアフリーに富んだまち
仕事を選べるために、継続してスキルアップのため学
べる環境があるまち。（学歴で判断されるのではなく
習得した内容で判断してほしい）

家族はなるべく一緒に暮らしたい

教育次第で、常識なるかがかわる。環境に配慮した行
動が当たり前なら実行するはず。

高齢者にとっては、スピードをだす自転車が怖いか
ら、道路を分けてほしい

バスの本数増やせ
同居ができるまち（家賃が２重にかからない・介護の
とき負担にならない）

住宅地にもみどりがあるまち 近くにスーパーがあるまち。 自転車ロードを作れ 大学費用を減らしてほしい

好き勝手に家を建てないで、緑地と宅地のバランスを
とってほしい。

災害に強いまち（地盤がいいとこに家を買いたい） 学歴に縛られない就職 留学させたい

小山田緑地は貴重な資源 介護職に就く人を増やすための工夫 手取り２０万は嫌。大人になってもライブがしたい。 学びにお金がかからないまちになってほしい

もっと自然を活かしたい。
やりたいことが実現できるのは当然必要で、いくつになってもやり
たいことが見るかるまちであってほしい。

自然を使って遊んだりできる 7



～高校生とのワークショップ　今後の予定　～

～大学生とのワークショップ～

人数
ｸﾞﾙ

ｰﾌﾟ

22人 Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

●形あるサービスと

　形ないサービスの充実したまち

　～まちだをもっと好きになる～

●ゆとりをもって夢を追えるまち

●人と人、場所と場所の

　つながりが濃いまち

高校生⑦～（予定）

地区名 住みたい（なりたい）まちの姿 大学生からの想いや意見（一部）

大学生
●町田のほこり３Ａ（あんしん、

　あんぜん、あったかい）

■高齢者と小学生が交流できるようなイベントを設ける。

■季節やイベントに合わせて市を飾る。（ハロウィーンやク

リスマスのイルミネーションなど）

■自然を感じることができるような公園をつくる。（子ども

達への遊び場の提供　・自然を学ばせる幼児教育的要素）

■野球場、競技場などのスポーツ施設を充実させて、子ども

がスポーツに打ち込めるような環境を作る

■高齢者が集まって楽しめるよな場を提供する。（朝のラジ

オ体操など・・・）

■市街地の治安を良くする

■住民の意見やニーズが伝わるようなシステムを構築する。

またそれを踏まえての市からの情報発信をさらに充実させ

る。

■祭りの開催やコンサートの誘致などのイベントを開催し

て、地域でも楽しめるようなものを作る

■スクールバスをつくる

■バスなどの公共交通機関を充実させるとともに、バス停に

日除け・雨除けができるようなシェエルターをつくる。（小

さい子供や高齢者が生活しやすい環境）

■インフメーションセンターを設けるなど、初めて来た人で

もわかりやすい市にする

■子供が安心して出歩けるように、駅周辺の環境整備

■地域・地元で働ける所の紹介を出来るイベントの実施

■育児を地域ぐるみで支えられるコミュニティを作る。

■近所づき合いなどを自分のペースでしたい

■外国人との交流の機会づくり

■企業のサテライトオフィス誘致

■留学（海外経験）の機会をもっと多くの人に

■町田をもっと好きになる教育

■大きな声を出しても迷惑に思われない場所がほしい

■日陰もあり過ごしやすい公園や休憩所をつくる。

■地域内顔見知り

■天気に左右されず遊べる室内の公園がほしい

■自転車のレンタルが気軽にできるように

■車がなくても便利に移動できるように、バスの増便などで

交通の利便性をあげる。（駅へのアクセス向上）

■コミュニティバスの路線を増やす

■住宅団地にエレベーターを設置する

■市内で働ける職場を増やす

■一定人数以上の子供がいる家には特別なサポートを施す。

（第三子がほしい母親の思いを踏まえて）

■父親に、子育てに関することをレクチャーするセミナーを

開催する。（妻との意識のズレの改善やお兄ちゃんとの接し

方を学ぶこともできるような内容）

■移動スーパーで、高齢者の生活をサポーとする

■地域の人々が気軽に交流できる場をつくる→高齢者の方な

ど

■父親同士も交流できるような場をつくる

■内訳：

大学３年生１８人

大学２年生　３人

大学１年生　１人

モデル家族をもとに、なりたい未来

の姿について語る

子ども世代と子ども世代以外の意見をもとに、

「目指すまちの姿（なりたいまちの姿）」を再検討す

「なりたい未来の姿（キャッチフレーズ）」について検討す

る。
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～子育て世帯へのインタビュー　＊鶴川地区協議会主催「３水スマイルラウンジ」内”わくわくひろば”実施分～

住み続けたい／賃貸。住む場所にこだわりはなし。町

田で物が揃う。都心は子どもがいると住みにくい。

夫、夫の実家、自分の実家／特になし

A

1人／11か月
ききょう保育園　あじさい広場／

設備が整っている・同世代がいる

特になし（保育園の申請もすんなりできた） 特になし

25年／父母の引越し、その

後町田市の方と結婚

市（市内の施設等）が老朽化している。町全体が汚く

なっている。

転居したい／賃貸なので、もう少しきれいな町に引っ

越したい。

Q6　一緒に子育てしてくれる人はいます

か？誰ですか？その方に市ができる支援

は？

Q7　町田市が今後充実させるべき子育て環境やサービスは何だと思います

か？

Q5

Q8

あまりないが、保育園が決まらない点。夫の実家が近

いので預けたり、週3回一時保育を使ったり、夫に見

てもらったりしている。

2年／結婚を機に夫の実家

が町田で引っ越してきた

まあちのようにきれいで設備の整っている施設が鶴川地区にあるといい。

Q5　町田市が他市と比べて劣っている点（子育てし

て困っている点）は何ですか？

Q8　今後も町田市に住み続けたいですか？

□■□　インタビューへの回答（回答の表記を一部簡略しています）　＊回答者15名【A～Ｏ】　□■□

Q9

特にない。満足している。町田は困らな

い。

町田市に住む前は調布市に住んでいた。町田駅にはスロープもエレベーター

もあるので便利。土日は混雑しているので大変だが…。

□■□　インタビューの内容（質問の表記を一部簡略しています）　□■□

Q1　町田市に住むように

なって何年ですか？きっか

けは何ですか？

Q2 Q3 Q4Q1

対象

B

1人／１歳４か月
保育園の開放・町田駅（まあち）・らら

ぽーと／車で出かけられるところ
職員（地域子育て相談センターなど）が皆親切で相談しやすい点

Q4　町田市が他市と比べて優れている点（子育てして助かっている点）は何

ですか？

Q10

夫、夫の両親／夫は協力的で、朝手伝って

くれる。

街中をベビーカーで回れる点

２人目を産むときの支援。ファミリーサポートやヘルパーなどの活用がしや

すいといい。（子育ての大変さで）子どもは２人が限界。

Q6 Q7

Q9　町田市へのご意見等があれば教えてく

ださい。
Q10　その他

Q2　お子様は何人です

か？（それぞれ）何歳で

すか？

Q3　よく出かける場所はどこですか？どの

ような理由からですか？
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Q6 Q7

ごみ袋を無料にしてほしい。わざわざ買い

に行くのが面倒。

イベントで市民ホールに行ったが古い。授乳室もなく、市役所も休みの日で

開いていなかった。

町田駅には赤ちゃんもののお店が少ない。ポプリホー

ルのようなフラットな場所に子どもが遊べる場所があ

ると助かる。また、鶴川はママさんが入れる場所が少

ない。

Q1

2年／子どもが生まれ、家

を買うのに併せて転入

3年／２人（夫婦）の趣味

が弦楽器で、駅近の物件を

探し、不動産屋からの紹

介。

保育園は割と入りやすい。
ごみの分別が有料であること。埼玉や世田谷は無料

だった。

住み続けたい／家を購入したため。

2年／夫の仕事の都合

対象

Q2 Q3

2人／2歳4か月、4か月

近くの保育園／無料開放しているため

買い物は車でコストコや業務スーパーに行

く。

無料託児してくれる点、転入前に世田谷に住んでいたが、世田谷に比べて子

育て環境はいい。

近くないが祖父母／特になしD

C

1人／1歳10か月

ききょう保育園　あじさい広場・ポプリ

ホール・まあち・夫がいると海老名／車が

ないので駅に近い

生涯学習センターの「子育てのツボ」という育児講座が、教えてくれる内容

が濃く、ママ友もできてよかった。まあちがあるのは助かっている。

夫、実母（登戸）／夫は育児にとても協力

的
特になし

赤ちゃんのものを売っているお店を増やし

てほしい。坂がない場所に施設があるとい

い。自分のように車を運転しない人も多い

のでは。

特になし

Q9

Q4

E

市民センターが健診の場所だが遠い。 特になし

1人／4か月 近所のスーパー／子育てしているので近場 育児に関する講座があること。育児相談できるのは助かっている。

夫のみ 赤ちゃんもののお店が少ない。赤ちゃんを連れていけるカフェが少ない。保育園が少ない。入れないかもしれない。

住み続けたい／駅前に住んでいるので便利

Q10

Q5

Q8

しばらくは住み続けたい／鶴川は住みやすい。ママさ

ん達もいい方ばかり。
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特になし

夫／2人の子を見てくれた
子どもが一緒に参加できるコンサートなどがあるといい。ベビーカー専用の

道路があるといい。

保育関係の仕事をしているが、最近の父親

は育児に対する意識が変わってきているこ

とを実感。育児参加している。父親講座が

あるといい。父親支援をしてあげたら、皆

参加すると思う。

最近は市内でも子どもの数が偏り、小学校でも１クラスしかできない学校も

ありバラつきが多いように感じる。１クラスしかないと、ずっと一緒である

意味かわいそう。

夫／土日は子どもと2人で出かけてくれる。

最近はまあちなども利用。

父親講座のようなものがあるといいかも。子どもと一緒に利用できるスペー

スがあるといい。マット敷いているだけでもよく、スペースだけでも。毎日

3水スマイルがあるといい。

ごみ袋が有料なのは街がきれいになるので

いい。無料だと何でもありで街が汚くな

る。

特養だとか、老人ホームの中に出入り自由、時間自由な子育て広場があると

皆が幸せになるのでは…。

3年／結婚して夫の勤め先

が近いため転居。以前は柿

生の賃貸住宅

自宅が金井で坂が多く、気合を入れて登らなければな

らず、出かけにくい。

夫の転勤の可能性あり／住環境が整っている場所であ

ればいい

F

2人/18歳、16歳
近所の公園・野津田公園／駐車場のあると

ころ

Q1

Q5

Q8

H

1人／8か月 児童館・つるっこ ３水スマイルのようなイベントがあるところ。

25年／実家が町田に引っ越

し。結婚も町田、職場も町

田

保育園を増やしてほしい。自宅周辺にスーパーが少ない。

町田駅周辺をきれいにしてほしい。
町田駅前はガラが悪い。鶴川から町田へのバスの本数が少ない。金井は子育

て世帯が少ない。

1年未満／戸建て購入。決

め手は交通アクセスと価

格。

G
自宅から保育園が遠いのでもっと増えたらいい。

町田駅は駐車しにくく、行かない。

住み続けたい／子育てには困らない。

大きい公園は良いが、小さい公園の環境が悪かった

（草が生え、砂場には猫の糞）。市内が広すぎて友人

に会いに行くにもバス少なく、道も狭い。

住み続けたい／環境がいい。

1人／1歳4か月
子育て相談センターの広場

ららぽーと（横浜）／買い物が一度で済む
子どもと行ける広場にような場所があること。マイ保育園は助かっている。

夫／いざとなると休んでくれる。

対象

Q2 Q3 Q4

Q6 Q7

Q9 Q10
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Q1

Q5

Q8

対象

Q2 Q3 Q4

Q6 Q7

Q9 Q10

海老名・平塚／ららぽーとあるから、横

浜・大和／イオンあるから。町田駅前は人

が多くて嫌。ベビーカー押せない。

支援センターが多い。保育園などでのイベントが多い。

保育園・幼稚園の情報収集。ネットで調べても良く分

からず、友だちに聞くしかない。手取り足取り教えて

欲しい。

住み続けたい／子育てしやすい。環境的に整ってい

る。

公園がある。緑が多い。静か。歩道が広い。

夫、実母、夫の母／夫は育児に協力的

簡単に子育ての情報収集ができると良い。育児中は時間がなく、授乳中に片

手で簡単にネットで調べられると良い。赤ちゃん訪問で教えてもらったが、

成長に合せて教えてもらえるような環境が欲しい。

子育ての相談窓口がどこにあるのかわから

ない。どこに電話すればいいかわからな

い。保育園に通わせていないので情報がな

い。子が2人になると出かけられないし、ど

うすればいいのかわからない。誰かに話を

聞いてほしい。

公的なサービスは利用していない。利用の仕方がわからない。

一時保育は予約の予約のような形が面倒。ネットで手続きできればいい。面

接が必要なのはわかるが…。

鶴川市民センターがあって助かっている。

5年／結婚後、夫の実家が

空くのを機に転入。

特になし

4年／戸建て購入（川崎か

ら転入）

休日診療を受けられるところがない。近くにない。厚

木市にはメディカルセンターがある。

住み続けたい／場所的にはいい。好きなので。

I

2人／2歳8か月、1歳1か

月

上の子の幼稚園のプレ保育。夫が居れば多

摩動物公園。自分の実家など／プレ利用す

ることで、その園に入れたいため。

J

1人／10か月

夫、両親、姉、妹／2人目のおむつを無料に

して欲しい。税金高いので還元して欲し

い。

子ども関係のサービスを充実させて欲しい。

鶴川駅のロータリーを残してほしい。雨の

日の送り迎えが大変。鶴川駅前の入口をフ

ラットにして欲しい。公共交通使わせるな

らそれなりの対応して欲しい。自転車停め

るのも有料で、駅に行くまでも大変。
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Q8 Q9

Q5 Q6 Q7

Q1

産後は鶴川の保健センターにお世話になっ

た。連絡をくれたり、すごく良くしても

らった。

特になし

支援センターで相談しやすい。先生との距離が近い。

近くにはいない。親は高齢で育児参加は難

しい。ママ友達には色々教えてもらってい

る。

広場が少ない。ららぽーとのようにお店の中にキッズスペースがもっとあっ

たらいい。まあちのようにキッズスペースやカフェがあるところはいい。車

がなく、アクセスしづらい所が多い。

Q10

住み続けたい／現在賃貸住宅なので、家の住み替えの

タイミングでもしかしたら出ることも。

1.5年／相模原市（橋本）

から実家の近くへ転居（持

ち家）

駅前におむつ替え、遊びのスペースがない。

住み続けたい／持ち家なので。都内へも通える。

対象

L

2人／4歳4か月、1歳11

か月

ききょう保育園　あじさい広場、太陽の広

場、つるっこ、まあち

市で子育て中の人に対するイベントをやってくれ、サービスがある。これま

では知らなかっただけかもしれないが孤独だった。子育てを一緒にしてくれ

ている気がして助かってる。転居してきて本当によかった。

夫／特になし

厚木市のアミューみたいな遊べるスペースがあるといい。有料のサービスも

あり、親も活動できるスペースがある。

お金がかからないで遊べるところがあるといい。

学童保育が6年生まで利用できるといい。

6年／結婚後、夫の実家が

鶴川（埼玉から転入）

一時保育。病院に行く際に数時間預けるが、競争率が

高い。池袋に500円で一日預かってくれる所があり、

羨ましい。

Q2 Q3 Q4

特になし

K

1人／11か月

大蔵保育園（支援センター）／バス停に近

く、先生に相談しやすい、ききょう保育園

あじさい広場／平坦な道、バスで行きやす

い、海老名のららぽーと／子どもにやさし

い場所
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対象

Q1 Q2

転居したい／現在は集合住宅の賃貸。百合丘のように

コンパクトなまちへ（スーパー近く、静かな環境、駅

から近い）

特になし

1.5年／自宅を購入。実家

が青葉区で近くの物件を探

し転入。

保育園が鶴川駅周辺になく困っている。

住み続けたい

20年（トータルで）／実家

の引越しなど、出入りあ

り。

住民税が高い。一方で、子どもができてこういうとこ

ろ（施設）で使われているんだなと思った。

Q9 Q10

Q3 Q4

Q5 Q6 Q7

Q8

O

1人／6か月
市民センター、つるっこのイベント／免許

がないため、バスで行けるところ

以前は世田谷に住んでいた。支援センターなどの職員がフレンドリーで優し

い、サポートもしてくれ、充実している。

夫／夫婦で行ける講座があれば一緒に来て

くれると思う。
３水スマイルのようなイベントがあるといい。

市内の交通環境の改善（バスの利便性の改

善）をして欲しい。免許がない。わかりや

すく、行きやすいバスにして欲しい。

特になし

4年／結婚後、夫の実家近

くに転居（夫が市内で開業

したのもきっかけ）

子どもの学校のことが心配。選べる？家から遠い？知

らないだけかもしれないが、ホームページではわから

なかった。

住み続けたい／市内に職を得ている。

N

1人／7か月

市民センター（和室）、保育園、レミィ町

田の広場／子どもと行きやすい、居心地が

いい

出産前から面談があって、券をもらった。みんなで育てていこうという気持

ちが伝わった。１か月で保健師さんと話せた。イベントカレンダーで毎日ど

こかで何かがあった。

母／子育てが久しぶりなので、今のこと

（育児の仕方等）を学べる講座があるとい

いかも。（例えばミルクの作り方など）

行きやすいお店（ママ友と集まれる）、子どもと一緒でも入りやすい場所。

二子玉川は充実したイメージ。授乳室もあり、おむつも捨てられる、おしり

ふきもある。

今後も子育ての相談ができ、情報が得られ

るといい。

夫、両親（車で15分ほど）／特になし
子育てにお金がかかる。育休中（勤務地は都心）だが、近くで働ける場所が

あるといい。保育園で会った人たちも1時間くらいかけて通勤している。

特になし 特になし

M

1人／7か月

新百合ヶ丘、横浜ららぽーと、たまプラー

ザ、つるっこ／車で子どもを連れていきや

すい。きれいな授乳室あり。町田駅は縦の

移動が多くてベビーカーで行きづらい。

以前は西東京市に住んでいたが、町田では（妊娠中にも）保健師さんへの相

談ができ、前よりよかった。
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～子育て世帯へのインタビュー　＊健康福祉会館「３歳児健診」”実施分～

1

22年／生まれも育ちも町田 1人／3歳

座間のイオンモール、横浜のららぽーと、

麻溝公園／大きい遊具が沢山ある。車で行

ける。

プレ保育が利用できるところ。

預ける場所がない。一時保育が使えない。 祖父母／特になし 特になし

住み続けたい／生まれ育った土地だから。慣れている

土地だから。

オムツの補助券があるといい。オムツ代が

大変。
町田市は便利で好き。

2

３年／海老名から転入。路

線上、小田急線も横浜線も

よく利用。森野でアパート

住まい

1人／3歳
電車で横浜駅／近くで行き慣れているか

ら。
町田に転入して子が生まれ、他をよく知らないからわからない。

雨の日などで遊ぶ施設が少ない。デパートの中の遊び

場のように親が見ていて遊べる場があるといい。大き

な公園が欲しい。

夫（祖父母は遠方）／特になし（育児に協

力的）

子供向けのイベント（夏休みのイベントやハロウィンのイベントなど季節に

応じたもの）が町田駅であるといい。

12月に転居／戸建てを町田でも検討したが価格が高

く、淵野辺に転居予定。

ペットボトルを捨てる時に網をかけている

が、ナメクジが多くいて毎回憂鬱。何とか

してほしい。

特になし。

Q8　今後も町田市に住み続けたいですか？
Q9　町田市へのご意見等があれば教えてく

ださい。
Q10　その他

□■□　インタビューへの回答（回答の表記を一部簡略しています）　＊回答者29名【1～29】　□■□

対象

Q1 Q2 Q3 Q4

Q5 Q6 Q7

Q8 Q9 Q10

□■□　インタビューの内容（質問の表記を一部簡略しています）　□■□

Q3　よく出かける場所はどこですか？どの

ような理由からですか？

Q4　町田市が他市と比べて優れている点（子育てして助かっている点）は何

ですか？

Q5　町田市が他市と比べて劣っている点（子育てし

て困っている点）は何ですか？

Q6　一緒に子育てしてくれる人はいます

か？誰ですか？その方に市ができる支援

は？

Q7　町田市が今後充実させるべき子育て環境やサービスは何だと思います

か？

Q1　町田市に住むように

なって何年ですか？きっか

けは何ですか？

Q2　お子様は何人です

か？（それぞれ）何歳で

すか？

15



対象

Q1 Q2 Q3 Q4

Q5 Q6 Q7

Q8 Q9 Q10

町田駅周辺は階段が多く遠回りする必要がある場所が多い。

住み続けたい／家を購入し子どもがここで成長してい

るから。

ごみ袋を無料にして欲しい／小学校で下校

した時には保護者に一斉メールしてもらえ

るようにしてほしい。

特になし

3

５年／持ち家（マンショ

ン）、横浜市青葉台→森野

→南町田

1人／3歳
大和のイオンモール、町田駅周辺／買い物

が一回で済むから。

子に発達の遅れが少しあったが、療育は丁寧ですごく助かった。少し言葉も

出るようになって、他市ではここまでのものがないと思う。

町田駅周辺／ベビーカーでの移動が大変。ちょっとし

たところもエスカレーターで遠回りすることもあり。

住みにくいと思って南町田へ転居。

夫、祖父母（青葉台）／協力的（特にな

し）
特になし

住み続けたい／南町田でマンションを購入。まちびら

きがもうすぐですごく楽しみ。

南町田の地下道で、自転車が結構なスピー

ドで走っているので危ない。
特になし

4

5年／持ち家（マンショ

ン）、両親が住んでいた

が、両親は引越しそこに住

む

1人／3歳

子どもセンター（まあち、きそっち）、シ

バヒロ、相模原公園、青葉台公園、リス園

／公園は子が動物と触れ合えるから。

生涯学習センターの育児講座は育児付きで仲間作りにもなり、他市にはなか

なかないと思う。／まあちはきれいだし雨の日も助かる。

街中に子ども連れで行ける施設が少ない。食事の時に

走り回ってもいいようなお店がない。
夫は夜遅くワンオペ状態／特になし

一時保育は登録したがいつも一杯。夜預かってもらいたいときもあるが、な

かなかない。

住み続けたい／幼稚園も決まったから。
プラゴミの分別をしてもらいたい。ごみの

量が多くなり大変。
町田は何でも揃うから便利。

5

5年／家を購入。実家が世

田谷で府中から転入。
2人／3歳、6歳（姉）

町田駅／電車での移動は大変で、町田なら

何でも揃うから。
特になし

府中の方が子育てしやすかった。街並みもきれいで、

道も広い。歩道も広くベビーカーでの移動も楽。
夫は協力的でない／特になし

16



Q10

8

8年／結婚がきっかけ 1人／3歳
ばあん／子どもと遊べる。公園が近くにな

い。
児童館が充実している。

特になし 夫、祖母（全般的に協力）／特になし 特になし

住み続けたい／持ち家なので。

対象

Q1 Q2 Q3 Q4

Q5 Q6 Q7

Q8 Q9

ばあんは使っている。プログラムも利用しているが、良い。

中学校の給食が遅れている。
夫（全般的に一緒に子育てしている）／特

になし
特になし

子どもが難病（日本には500人）、保育幼稚

園課に相談しているがサポートしてもらえ

るとありがたい。

特になし

6

10年／実家 3人／７歳、３歳、０歳
近くの公園／子どもが行きたい場所だか

ら。
１人目は子育て広場を利用。保育園には希望通り入れた。

小学校の体制が古い（PTAが大変。平日の行事が多

い。電話連絡がダメ）。中学校の自校給食。

夫、実家の母も面倒を見てくれる／特にな

し

休日にイベント（PTA活動）をして欲しい。健診の時間も午前も含めて実施

してほしい。上の子が帰ってきてしまう。

住み続けたい／子育てしやすい。どこに行くにも行き

やすい（立地がいい）。
特になし 特になし

7

11年／家を建てた。 3人／10歳、8歳、3歳
公園、野球グラウンド／子どもが野球チー

ムに入っているため。

住み続けたい／持ち家なので。 給食を早く充実させてほしい。 特になし

17



対象

Q1 Q2 Q3 Q4

Q5 Q6 Q7

Q8 Q9 Q10

10

6年／家を購入 1人／3歳 南町田／犬を飼っており、連れていける。 色々アクセスしやすい（都心にも行ける）

駅前の治安が良くない（町田駅の裏側）
夫、実家の母（全般、何でもやってくれ

る）
特になし

住み続けたい
バス便をもっと便利に本数を増やしたり、

ルートを増やしたりして欲しい。
災害（境川の氾濫）が心配。この前も避難した。

11

0.5年／家を購入
4人／13歳、11歳、3

歳、1歳
近くの公園／広い公園だから。 静かなところ。

坂道ばかりで大変。道が狭い。 夫／特になし 仕事をしなくても保育園に入れるようにして欲しい（週2～3回でも）

住み続けたい／家を購入したから。 特になし 特になし

9

3年／結婚がきっかけ 1人／3歳
近くの公園（忠生、小山田緑地）／緑が

あってのんびりできる。
幼稚園が入りやすい。

発達センターに空きが少ない。必要な時にすぐにサー

ビスを受けられるようにして欲しい。

あまりいない。いざというときは小金井の

実家に協力してもらう。／特になし
保育園や幼稚園の送迎サービスの充実

住み続けたい／自然が多い。 町田駅周辺にベンチを増やしてほしい。 特になし

18



対象

Q1 Q2 Q3 Q4

Q5 Q6 Q7

Q8 Q9 Q10

三和／安いから。 子どもが育てやすい。道が広い。

介護認定に時間がかかりすぎ。 夫、実家の母／お金の支給 町田駅前のバリアフリー化。階段は困る。

住み続けたい／子育てしやすい。車があれば大丈夫。
タクシーなどの補助券（高齢者はあるの

に）、ベビーカー用の駐車場
特になし

13

4年／実家近くに転居。 2人／3歳、0歳（4か月） 子どもセンター／近くにあるから。 緑豊か。買い物に便利。治安が良い。

ショッピングモールなどが近くにないので、あるとい

い。
夫、実家の母／特になし プレミアム商品券などの金銭的な支援があるといい。

14

7年／家を購入

7人／18歳、14歳、13

歳、12歳、11歳、8歳、

3歳

こどもの国／年齢問わず遊べるから。 住みやすい。公園が使いやすい。緑もある。

自転車盗難など子どものいたずらが多い。
上の子どもたち／気軽に相談できる場所、

親身になって聞いてくれる所
公園の砂場が汚く、遊べない。遊べるようにして欲しい。

住み続けたい／子どもがのびのび過ごせるから。緑や

公園、街も近い。両方あるから。

街灯やミラーが少ない。市役所に子どもが

遊べるスペースがもっとあると良い。
特になし

住み続けたい／住みやすいから。 渋滞の解消。歩道の整備。 特になし

12

2年／家を購入 3人／5歳、3歳、0歳

19



Q10

16

7年／夫の実家（横浜市瀬

谷区）近くに住むため。
2人／6歳、3歳

近くの公園、ららぽーと、オープンしたら

グランベリーパーク
特になし

町田駅付近はサービスが充実しているが、駅から離れ

ると足りない。病院や病児保育も欲しい。今は中央林

間か町田の中心部にしかない。

特になし 特になし

住み続けたい／上の子が小学校に上がるタイミングな

ので、引っ越しは考えていない。
行政としてのSNS等の発信力 特になし

17

1年／夫の職場へのアクセ

スが一番の決め手で相模原

市から転入

2人／5歳、3歳 芹ヶ谷公園／家から近く、駐車場もある。 幼稚園から認定こども園に変わったが、入園料等の補助があって金銭面では助かった。

特になし 特になし 特になし

住み続けたい／家を購入したため。 特になし 特になし

15

4年／職場との距離。車通

勤したく、ある程度離れて

いる必要があった。

3人／9歳、３歳、1歳 近くの公園 特になし

子ども向けのイベント情報について、母子手帳を渡す

時に情報の取り方などもっと教えてくれると良い。
いない／特になし 特になし

住み続けたい

保育無償化の制度が複雑で、市役所に聞き

に行ったが週２日だと対象外なので、仕事

を増やすように言われるだけ。

特になし

対象

Q1 Q2 Q3 Q4

Q5 Q6 Q7

Q8 Q9

20



対象

Q1 Q2 Q3 Q4

Q5 Q6 Q7

Q8 Q9 Q10

18

6年／結婚を機に転入 2人／5歳、3歳
原町田青空ひろば／自宅から近く、よく利

用している。
特になし

特になし 特になし 特になし

住み続けたい

ターミナルプラザの子ども広場（ちびヒ

ロ）のおもちゃが手入れされていない。片

づける職員の対応も悪い。

特になし

祖父母／特になし 駅前に子ども連れで遊べるフリースペースがあるといい。

半年後に転居が決まっている。実家の近くに家を購

入。

町田駅前をもっと良くしてほしい。市役所

によく行くが、キッズスペースはマットだ

け。しかも後ろ向き。

特になし。

19

23年／生まれも育ちも町田 2人／3歳、0歳 町田中央公園／自宅から近いから。 特になし

ごみ袋の有料は痛い。 ２世帯住宅なので家族／特になし 特になし

何とも言えない。 特になし 特になし

20

6年／結婚を機に転入。お

互いの実家の中間。
1人／3歳

ショッピングモール、ニトリモール、大和

市の児童館／子連れで行きやすいから。

子ども向けのイベントが多い。

母親学級や赤ちゃん講座で友達ができた。

町田駅周辺は子連れで行きにくい。ベビーカー行きに

くい。子ども向けのお店が少なく、駅近くに西松屋の

ような店があるといい。

21



対象

Q1 Q2 Q3 Q4

Q5 Q6 Q7

Q8 Q9 Q10

22

12～13年／結婚を機に転

入

7人／11歳、10歳、9

歳、8歳、5歳、3歳、1

歳

特になし 特になし

公園が少ない。車が停められない。 祖父母と同居、義父母近居／特になし

オムツのごみ袋はあるがオムツ代の補助があるといい。３人目からオムツを

もらえる市があるらしい。キッズスペースのあるスーパーのような子どもに

やさしいスーパーがあるといい。子どもの下校時、お巡りさんに立っていて

もらいたい。

住み続けたい／近くに家族が住んでいるから。
子ども手当の充実。高齢者よりも子どもに

もっと経費をかけてほしい。
特になし

21

1.5年／相模原市から転

入。住み替え。
2人／3歳、0歳 十日市場／市民の森がある。行きやすい。 図書館が充実している。

特になし 特になし
母親が美容院や歯科には行きにくい。予約なしで子どもを預けられるような

場所があるといい。

住み続けたい／自然もあり、利便性もあるから。
マイ保育園の意図がよくわからない。もっ

とよく説明してほしい。
特になし

23

30年／市内転居。年長の時

に転入。

4人／10歳、8歳、3歳、

0歳
町田駅周辺／慣れているから行きやすい。 他市よりも保育園に入りやすい。

１人目の時、子どもを室内で遊ばせられる所がないと

思った。10年前の1人目の時よりもエレベーターは増

えた。

特になし 保育園の送迎、ファミサポ頼みづらい。

住み続けたい／家族が近いから。 特になし 特になし

22



夫、お互いの両親／特になし 特になし

住み続けたい／環境が良いため。 特になし。
町田駅周辺にエレベーターが増えたら助かる。

とても住みやすくて、本当に来てよかった。

対象

Q1 Q2 Q3 Q4

Q5 Q6 Q7

Q8 Q9 Q10

24

2年／家を探し住み始めた

（南町田在住）。
1人／3歳

子どもセンター（ばあん、まあち）／子ど

もを遊ばせられるため。二子玉川／実家あ

り。その他、町田駅周辺

子どもが近所に多くて良い。ベビーカー押しやすい。バリアフリーで歩きや

すい。

保育園のことを職員が良く教えてくれた。子育て相談した時もすぐに相談に

乗ってくれる。

26

7年／夫の転勤を機に転入 1人／3歳
公園、子どもセンター（まあち、つるっ

こ）／子どもを遊ばせられるため
特になし

子どもの施設は充実しているが、母子が一人で行くと

常連さんが固まり、割り入りにくい。八王子市では係

の人が声かけしてグループを作ってくれ、初めての人

でも利用しやすい状況を作ってくれるらしい。

夫、お互いの両親／特になし 特になし

住み続けたい／仕事の都合。環境が良い。保育園にも

入りやすかったため。

鶴川方面から町田駅へのバスの本数が少な

いので増やしてほしい。

保育園に入れる要件が前よりも良くなったのでとてもいい。育休から仕事復

帰するときにスムーズに保育園に入れた。

25

9年／結婚を機に転入 2人／8歳、3歳 忠生のアメリア／自宅近所で便利なため。
都会と田舎が同居しているところ。

小学校の「まちとも」が便利でとてもいい。

公園を充実させて欲しい。多摩市の方が充実してい

た。
夫／特になし

一時保育が上の子の頃よりも使いづらくなったので、使いやすくしてほし

い。

住み続けたい／環境が良い。 特になし 特になし

特になし

23



対象

Q1 Q2 Q3 Q4

Q5 Q6 Q7

Q8 Q9 Q10

27

1年／夫の仕事

29

1年／夫の仕事（南町田在

住）
2人／5歳、3歳 たまプラーザ、二子玉川／地元なので。 他人に優しい。気にかけてくれる。都会に行くと冷たいので。

古い施設が多くて、公共施設のトイレに便座クリー

ナーがない。衛生面で気になる。元々いた横浜市青葉

区は衛生面がよかった。

2人／5歳、3歳
町田駅周辺、芹ヶ谷公園／子どもを遊ばせ

やすいから。

豊洲に住んでいたが、町田の方が子育てしやすい。

保育園の一時保育は助かっている。

特になし

夫、実家の母／特になし
Q5の衛生面。

道が狭い。

転居する。夫の仕事の都合でたまプラーザに戻る。

ごみ袋が有料でしかも高い。横浜市は分別

もちゃんとしているが無料。税金も町田市

の方が少し高い。

特になし。

夫／特になし 特になし。

住み続けたい／環境が良い。子育てしやすい。生活し

やすい。
特になし 特になし

28

9年／結婚を機に転入
4人／8歳、5歳、3歳、0

歳

原町田中央通り、町田ターミナル、芹ヶ谷

公園／子ども連れで行きやすい。芹ヶ谷公

園は水遊びができる。

障がい者の方や子どもに町田や優しい。発達障害の診断書もすぐに出してく

れて助かる。

ごみ袋が高い。ただ、そのお金を福祉で使っていただ

いているなら高くはない。
夫、義理の両親／特になし 特になし

住み続けたい／環境が良い。学校も選べるし、育児相

談もしやすい。人が優しい。（バスに乗る時や道を歩

いている時に気にかけてくれ、声かけもしてくれる。

特になし 特になし

24



□■□　インタビューへの回答（回答の表記を一部簡略しています）　＊回答者17名中8名【A～Ｈ】　□■□

対象

Q1 Q2 Q3 Q4

Q5 Q6

Q7 Q8

～外国人市民インタビュー　～　国際交流センター

□■□　インタビューの内容（質問の表記を一部簡略しています）　□■□

Q1　出身の国を教えてく

ださい。

Q2　日本に住むようになってから、何年に

なりますか?　/　また、町田市に住んでいま

すか?

Q3　町田市を住みやすいまちだと思います

か。また、それはなぜですか？
Q4　町田市に住んでいて、困っていることはなんですか。

Q5　生活するうえでほしい情報をどのように手に入れますか?
Q6　近くに住む日本人とどの程度付き合い（交流）がありますか。近くに住む日本人との

　　付き合い（交流）は希望しますか。　／　また、自治会に加入したいと思いますか。

Q7　様々な国と地域の外国人市民にとって住みやすくなるためには、町田市は

　　どのような点を直したらいいですか。
Q8　その他

2

中国 １８年　/　町田市在住 医療機関の受診時に、日本語が通じないから困る 特になし

特にない。聞ける人があまりいない。
中国では近所の人でカラオケや麻雀をしていた。今はないから寂しい

／　入っていない。

特にない 市役所の人は親切。やさしい。

1

中国 ３年　/　町田市外在住 物価が高いのが不便だけど、他の点は良い 特になし

特にない。
少ししたい。自分の子どもの関係で近所の人と話がしたい。

／　入っていない。誘われてもない。

特になし 特になし
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3

中国 10年　/　町田市在住 道路が狭いのが困る。

子どもの登下校が心配。変質者などがでるため。

PTAが心配。会員に情報を展開することまで日本語が上手で

はない。迷惑をかけてしまいそう。学校の手伝いはできる。

特にない。 特になし　／　入っていない

特になし 特になし

対象

Q1 Q2 Q3 Q4

Q5 Q6

Q7 Q8

5

フィリピン 20年　/　町田市在住
以前住んでいた世田谷より、物価が安く治安

がいいから住みやすい。
英語をあまりしゃべってくれない。

特になし
それぞれの生活があるから深入りはしたくない

／　入っている。

特になし  外国人が働きやすい環境をつくってほしい。日本人と一緒に働きたい

4

中国 ２年半　/　町田市在住 住みやすい。住宅は安いし便利。 犬を近所の公園に連れていけないこと。ドックランがほしい。

特になし 特になし　／　入っていない

特になし 特になし
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6

中国 ２年　/　町田市在住
交通機関の利用は難しいが、自転車があるの

で不自由はしない

バスに乗るのも時間がかかり、道が混んでいるため到着時間

も遅くなる。

インターネット

近所の人とは仲良くしたい。人と人が近くに住んでるから当たり前だと思う。

助け合いは楽しい。

／　PTAは日本語ができないと難しい。役員をすると迷惑をかけてしまう。

子どもの受診が言語の違いから大変なので外国人が受診しやすくすること。

喫茶店は静かだから友達との会話ができない。一方で、公園が少なく、座って友達と話すベンチも

ない。また、街中にもないためおしゃべりする場所が必要。

国際交流センターがたくさんあるといい。

対象

Q1 Q2 Q3 Q4

Q5 Q6

Q7 Q8

8

ボリビア １２年　/　町田市在住 住みやすい

日本語の会話はある程度できるが、漢字が読めない、地図、

病院、商品などに英語併記をしてほしい。

採れたての野菜を買える場所がない。母国ではマルシェが週

２回決まった曜日に開かれていた。

インターネット

交流を希望しているが近所付き合いはない。子ども向けの芋ほりやいちご狩りなどのイベン

トには参加している。

　／　自治会や町内会などの組織がないのではないか。

買い物や学校、仕事、地図の関係、英語併記のガイドブックが必要。

シバヒロのイベントが騒がしい。ちゃんとしたイベントスペース作るか芹が

谷公園でしてほしい。

映画館、気軽に行ける温泉など欲しい。モノレールに期待している。

7

ベトナム ６か月　/　町田市在住
小田急線とJR線が両方走っているから便利。

買い物利便性も高い。
保育園に入れるのが大変だった。入るのが難しい

インターネット 希望しない　／　入っていない

子育ての相談ができるといい。子育て中の外国人同士が知り合えるきっかけになる。 案内表示など、日本語と英語の両方があるといい。
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9

中国 ３年　/　町田市外在住
日本が好きなので住みやすい。環境がいい。

買い物や移動が便利
特になし

孫

インターネット

交流したい。自分からは話しかけられないけどみんなフレンドりーにしてくれる。　／

入っていない。誘われてもない。

特になし 特になし

対象

Q1 Q2 Q3 Q4

Q5 Q6

Q7 Q8

11

韓国 ７年　／　町田市在住 買い物などが便利。都心に行くのは大変 特になし

特になし 特になし　／　入っている

特になし 特になし

10

中国 １５年　／　町田市在住
言葉が通じないのが困る。特に医療機関受診

時が困る。買い物は困らない。
特になし

市役所 話はしたい　／　面白くないからやらない。

特になし 特になし
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12

中国 ２０年　／　町田市在住 子育てしているが、特に不自由を感じない。 特になし

夫 特になし　／　入っている

特になし 特になし

対象

Q1 Q2 Q3 Q4

Q5 Q6

Q7 Q8

14

中国 ２年８か月　／　町田市在住 町田は住みやすい。静かで暮らしやすい。 道が狭い。近所にスーパーがないのが不便ではある。

インターネット 挨拶くらいはしたい　／　自治会は難しい

医療機関を一人で受診するのが大変なため、医療にかかりやすいまちがいい 病院が外国語対応をしてくれるといい。

13

韓国 ５年　／　市外在住 住みやすい 特になし

特になし 近所の人とは話したいが男性は怖い　／　入っている

特になし 特になし
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15

タイ ５年　／　町田市在住 大きいスーパーがあって良い（安い） 近所にお店が少ない

夫

インターネット
特になし　／　入っていない

特になし 英語が喋れる人がいない。翻訳アプリを使っている。

対象

Q1 Q2 Q3 Q4

Q5 Q6

Q7 Q8

17

中国 １年　／市外在住
住みやすい。友達が多いから。町田への転居

を考えているくらい。

日本語がわからない。

一時停止の信号を守らない車がいる。

電子マネーが使用できる店が少ない

インターネット 交流していない。外国人が参加できるイベントが少ない。　／　入っていない

国際交流センターがこれからも続いていると良い。 特になし

16

中国 １１年　／　町田市在樹
住みやすい。交通・買い物が便利。緑が豊

富。学校が多い。近くに小学校がある

電車は人身事故があると止まってしまうので、移動に困る。

ごみの出し方などは慣れた。

町内会の回覧板。
交流している。町内会にも加入していて、子ども向けのイベントに参加している。

／　入っている

特になし 特になし
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～無作為抽出型市民ワークショップ　全6回中5回～

27人

25人

まちづくりの方向性
●子どもが育ちたいと思
うようなまち
●子どもがここで育って
よかったと思うまち
●子どもを産み育てたい
と思えるまち

市民WS

①

プログラム概要

市民WS

②

グループワーク概要：都市像①の検討（Ａ～Ｅの５グループ別に検討）

ステップ１ ステップ２ ステップ３

①ワークショップの目的の共

有
②自己紹介

③グランドルー

ル
④情報提供

⑤2040年の町田の未来の

姿を描く

子ども

親

地域

祖父母

学校

保育所

子どもを基軸としながら、子ど

もを支えるステークホルダー

について検討

子ども＋ステークホルダー２つについて、

「まちづくりの方向性のようなまち」ではど

「子どもが●●ために、○○が、△△なま

ち」の構文を作成
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ま

24人

26人

まちづくりの方向性
●豊かな暮らしができる
まち
●ちょうどいい楽しいま
ち
●自分のライフにワクワ
クできるまち

まちづくりの方向性
●まちがなんとなく家族
のようなまち
●人と人が手を取り合い
地域をつくるまち
●多様性を認め合える
まち

市民WS

③

グループワーク概要：都市像③の検討（Ａ～Ｅの５グループ別に検討）

ステップ１ ステップ２ ステップ３

市民WS

④

グループワーク概要：都市像②の検討（Ａ～Ｅの５グループ別に検討）

ステップ１ ステップ２ ステップ３

まちづくりの方向性

●豊かな暮らしができるまち ●ちょうどいい楽しいまち

●自分のライフにワクワクできるまち

働き方暮らし方
●●●で〇〇〇な

「まちづくりの方向性」のような

まちでは、わたしの暮らしや働

①で検討したものについて、「公益度」や

「ワクワク度」を上げながら、『わたしたち』
「わたしが●●●まち」の構文を作成

都市像①や都市像②を実現

するために、地域がどうなっ

ていればいいのか検討

都市像①、都市像②ごとに『「2040年のま

ちだ」では、●●で○○』の構文を個人で

作成

『「2040年のまちだ」では、●●で○○』の

構文を作成

都市像①を実現するために、地域が
どうなっていればいいのか。

都市像②を実現するために、地域が
どうなっていればいいのか。

（範囲／主体）

どんなことが起きている／どんなつながりがある

（範囲／主体）

どんなことが起きている／どんなつながりがある

（範囲／主体）

どんなことが起きている／どんなつながりがある
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各回各グループ（Ａ～Ｅグループ）の都市像①～都市像③のまとめ

市民WS

②～④

ステップ１ ステップ２ ステップ３

市民ワークショップ
２回目
　都市像①の検討
３回目
　都市像②の検討
４回目
　都市像③の検討

「2040年のまちだ」では、

で

かけはしになるようなイベントを作れるまち
Ａ

企業と行政と生活者

かけはしになるようなイベントを作れるまち

「2040年のまちだ」では、

で

Ｂ
学区域で多世代が

豊かなコミュニティを形成し、

家族を超えたつながりを実現するまち

「2040年のまちだ」では、

で

Ｄ
今ある学校や公園など

まち(地域)の中心や住んでいる範囲

高校生など子どもを主体として地域の人たちと

一緒にスポーツ・文化祭ができている

「2040年のまちだ」では、

で

Ｅ
子どもから大人まで多世代が

顔の見える範囲で

無理のない心地よい距離感の

支え合いを選択できる

「2040年のまちだ」では、

で

Ｃ
マチ全体

はじめてのおつかい／おてつだいができる町

33

都市像① 都市像② 都市像③

子どもが ために、

が、 まち

自然の中で、のびのび、ありのまま成長する

たくさんいて色々な
寄り添い方をしている

寄り添う人A

子どもが ために、

が、 まち

笑顔で暮らし続けられる

多様性豊かなつながりをつくる行政E

子どもが ために、

が、 まち

のびのびと健やかに育って
いい思い出をつくるようになる

じっくりふれあう時間と
場所がもてる家族B

子どもが ために、

が、 まち

友だちをたくさんつくることができるまち

子どもたちと表に出て一緒に遊べる
祖父母

C
地域

元気で地域社会に参加する

明るく開放的な場所を提供できる
地域の中でたくさんのレクリエーションが楽しめる

子ども同士が交流できる場や機会を提供できる

子どもが ために、

が、 まち

安心・安全に過ごすことができるまち

安心・安全に過ごすためのルールを教える

祖父母

地域

地域の子どもたちに声掛けし・見守る

つながる

笑顔で挨拶し合う

地域全体で子どもたちを見守る

人々が元気な

人と人の顔が見える

子どもが ために、

が、 まち

多くの人と触れあい、のびのびと安心して育つ

子どもの立場になって環境を整えられる

地域D 地域と子どもがつながっている

職場
地域で助け合いながら子どもを育てる

仕事と子育てを両立しやすい制度・環境がある

子育てに対して理解があり協力的である



27人

市民ワークショップ概要：「都市像（なりたいまちの姿）①～③」の選出、「２０４０なりたい未来」を個人で検討

市民WS

⑤

■市民ＷＳ②～④までの各回、Ａ～Ｅ各グループの検討内容や作成さいた構文をもとに、

事務局で都市像（なりたいまちの姿）①～③の候補を３つ作成。作成経過を説明し、参加者（27名）が投票。
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「なりたいまちの姿」



市民ワークショップ概要：「都市像（なりたいまちの姿）①～③」の選出、「２０４０なりたい未来」を個人で検討

■参加者各々が考える「２０４０なりたい未来」

35■ まちだ！ Machida？ 町田？！ ■ 田園の気立て感じる街ある町田

■ まちづくりは、ひとづくり、こころづくり 未来を育むまち、町田

■ 出会いが私の夢に、大きく育つカントリーシティ ■ 介護、福祉×テクノロジーで一番の町

■ わたしが誇れる東京カントリーシティ ■つながりがたのしいまちだ

■ みんなが主役になれるまちだ！ ■ 緑化で誰もが住んでみたいと思う文化都市

■ 自然と調和したやさしい暮らしができるまち ■ 思い思いの生活ができるまちだ

■ 認め合う、みんなの生き方、まちまちだ ■ ちょうどいいまち、心地良いまち

■ 子どもは夢を 若者は情熱を 人生謳歌出来る町 ■ 人生まるごと楽しめるまち

Eグループの「イチ押し」

■ 子供が誇れる支え合いのマチ ■ 子どもが大人になった時に自慢したくなる街

■ みんなが幸せに暮らせる相互扶助のまち

■ つながりが家族を越える、多様性と笑顔にあふれたまち

「２０４０なりたい未来」

Aグループの「イチ押し」

Bグループの「イチ押し」

Cグループの「イチ押し」

Dグループの「イチ押し」

■ 集まれ つながれ 育むまちだ ■ 未来が「はっきり」見えるまち

■ 家族をこえたつながりがつくるみんなにやさしいまち

■ スポーツ、文化、芸術全世代参加型「遊好都市」町田

■ 子供達が健やかに育ち次世代へつなぐ事ができる町田



36

行政経営に関する意見について

（１）市政モニターアンケート調査

（２）学生ワークショップ
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（１）市政モニターアンケート調査について

市政モニターアンケート調査実施概要 主な設問（表記を一部簡略しています）

実施目的
•

対象者
•

実施時期
•町田市の行

政経営に関
する市民
ニーズ等を
把握し、新
たな経営基
本方針を作
成するため
の基礎資料
を得ること
を目的とす
る

2019年度町
田市市政モ
ニターに登
録している
市内在住の
満20歳以上
の方
200名

138名

2019年7月

市民に対する情報提供について
市民や地域の人々との連携・協働について
市民等の意見の取り入れについて
行政経営を取り巻く環境変化のうち関心の高いものについて
今後、町田市の行政運営において持つべき視点について
町田市の公民連携の取り組みの認知度について
民間事業者の持つノウハウや資金を活用した行政運営について
今後の「市民サービスの水準と費用負担のあり方」について
新たな経営基本方針の検討への参画について

回答者

•
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（１）市政モニターアンケート調査について
＜市政モニター（N=138）の主な意見＞

市民に対して十分情報提供できていると思うか？
町田市は、市民や地域の人々と連携、協働ができ
ていると思うか？

町田市は、市民等の意見を積極的に取り入
れているか？

市民に対する情報提供については、「そう思う」
「まあまあそう思う」が６２％、「あまりそう思
わない」「思わない」が２７％であった

そう思う、まあ

まあそう思う,

(77人, 56%）

あまりそう思わ

ない、思わない,

（39人, 28％）

分からない、未回答

（22人,16％ ）

市民や地域の人々との連携・協働については、
「そう思う」「まあまあそう思う」が５６％、
「あまりそう思わない」「思わない」が２８％で
あった

そう思う、ま

あまあそう思

う,

(86人, 62%）あまりそう思

わない、思わ

ない,

（37人, 27%）

分からない、未回答

（15人,11％ ）

そう思う、まあ

まあそう思う,

(65人, 48%）

あまりそう思わ

ない、思わない,

（39人, 29%）

分からない、未回答

（31人,23％ ）

市民等の意見を積極的に取り入れているかについ
ては、「そう思う」「まあまあそう思う」が４
８％、「あまりそう思わない」「思わない」が２
９％であった
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町田市の将来人口の変化を受けて、今後、考えられる環境変化は？

町田市の財政が厳しくなること、職員確保が困難になること、新
たな行政課題が起こるなどの環境変化が考えられると回答してい
る

行
政
課
題
の
高
度
化

公
共
施
設
の
維
持
管
理

新
た
な
行
政
課
題

職
員
確
保
が
難
し
く
な
る

こ
と

町
田
市
の
財
政
が
厳
し
く

な
る
こ
と

今後、町田市の行政運営において持つべき視点として、あなたが重要だと
思うことは？

今後の行政経営において持つべき視点は、民間の持つ資金やノウハウ
の活用や市民や地域との連携によるとコスト削減などと回答している

公
共
施
設
の
複
合
化

・
多
機
能
化

市
職
員
の
能
力
向
上

独
自
性
、
先
進
性
の

高
い
事
業
展
開

必
要
な
事
業
を
重
点

的
に
取
り
組
む

最
新
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

の
活
用

市
民
や
地
域
と
の
連
携

に
よ
る
コ
ス
ト
削
減

民
間
の
持
つ
資
金
や

ノ
ウ
ハ
ウ
の
活
用

（複数回答） （複数回答）75

65
58 55

37 37

29
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80
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79
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80

100

120

（１）市政モニターアンケート調査について
＜市政モニター（N=138）の主な意見＞
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（２）学生ワークショップについて

学生ワークショップ実施概要

実施目的 対象者① 実施時期
町田市の行政
経営に興味を
もってくれた
学生に対し、
行政経営のあ
り方などを伺
い、新たな経
営基本方針を
作成するため
の基礎資料を
得ることを目
的とする

2019年8月に
町田市役所の
インターン
シップに参加
した大学生

12名

対象者①
9月25日（水）

17時
～19時30分

対象者②
9月27日（金）

16時30分
～19時

対象者②
2019年度第1回
町田市行政経
営監理委員会
に参加した
学生

21名

実施手法

１グループ４
～6名程度に分
かれて、経営
改革室職員と
の意見交換・
グループワー
クを実施

主な内容

・行政経営監理委員会に関する意見交換
・インターン前後の意識の変化について
・理想の組織像、人材像について
・今後の行政経営の方向性について

※学生に馴染みの少ない行政経営分野のワークショップを行うにあたり、実際に町田市で働いたインターン生や第1回町田市行政経営監理委員会で「2040年を見据えた
今後の行政経営」の議論を傍聴した学生から希望者を募り、ワークショップを実施した。
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（２）学生ワークショップについて
＜主な意見と解決すべき課題＞

＜公務員・市役所のイメージ＞
・安定してそう、固いイメージ、年功序列
・税金をもらっているのに、定時で退社し
ている

・書類仕分けや窓口だけやっている
・窓口が多く、理不尽なことも言われる

＜インターンを経験した感想＞
・市役所の業務内容の多様さに驚いた
・定時で帰れると思っていたけど違った
・できないことはできない、でもこうなら
できるなど、親身になってちゃんと話を
聞いていた

テーマ１
公務員・市役所のイメージとギャップ

＜多様な働き方ができる職場＞
・子育てしながらもしっかり働ける職場
・仕事とプライベートのメリハリがつけら
れる職場

＜チャレンジできる職場＞
・前例踏襲ではなく、変化を受け入れ、よ
り良いものを作ろうとする職場

・風通しがよく、意見を言いやすい雰囲気
があるとよい

・実力主義、フラットな関係の職場がよい

テーマ2
働きやすい職場、理想の職場

＜行政経営への興味＞
・市の予算など、広報に掲載されているが、
読む気がしない。

・行政情報に対してあまり興味を持たない

＜行政経営への提案＞
・行政は財政状況等を市民に伝える義務が
あるのではないか

・年1回ではなく、SNSなどを活用し、数回
発信していくべき

・そもそも興味がないのだから、情報発信の
あり方を工夫しないと発信する意味がない

・住んでいる人が愛着や誇りを持てるまちづ
くりが必要

テーマ３
今後の行政経営のあり方

＜町田市への提案＞
・行政に対する信用度を高めていくと
良いと思います

・市役所のイメージを改善し、職員の
頑張りを伝えていくと良いと思います

＜町田市への提案＞
・多様性を認め合い、柔軟な働き方が
できる職場環境だと魅力を感じます

・各職員が持つ個性、スキル、経験等が
十分に発揮される組織づくりをすると
良いと思います

・主体性を持って、新たな課題に即応
できる組織だと良いと思います

＜町田市への提案＞
・行政経営状況に関する情報発信は、
伝え方や発信内容を工夫すると良いと
思います

・人や企業などを惹きつけるよう、町田
市の魅力を高めると良いと思います


