
■各種ワークショップ等の取組状況報告（経過報告）
□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

～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■各種ワークショップ等の取組状況報告（経過報告）
□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

～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。



人数
ｸﾞﾙ

ｰﾌﾟ

14人 Ａ

Ｂ

Ｃ

17人 Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

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

～タウンミーティング（地区別意見交換会）＊途中経過：市内全10地区中5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

　町内会長、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

内会長、民生児童委

員、学校ボランティ

アコーディネー

ター、障がい者施設

職員、高齢者支援セ

ンター職員



人数
ｸﾞﾙ

ｰﾌﾟ

18人 Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ａ

B

C

D

E

F

G

■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

■企業ゆうち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）

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

　町内会長、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。

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

41人

■主な参加者

　町内会長、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）



人数
ｸﾞﾙ

ｰﾌﾟ

16人 Ａ

Ｂ

Ｃ

20人

11人

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。

■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

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。

高ケ坂

・成瀬

■主な参加者

町内会長、町田市社

会福祉協議会職員、

高齢者支援センター

職員

●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

高校生と話したこと

■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

●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

～高校生とのワークショップ　＊途中経過：全6回中２回～

高校生①

地区名
人数

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）



人数
ｸﾞﾙ

ｰﾌﾟ

22人 Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

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

●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

～大学生とのワークショップ～

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）

～高校生とのワークショップ　今後の予定　～

高校生③～⑥
（予定）

モデル家族をもとに、なりたい未来

の姿について語る

なりたい未来の姿に向けた、目指すまちの

姿について語る

子ども版の「まちだ未来づくりビジョン」

について考える

モデル家族をもとに、なりたい未来

の姿について語る

なりたい未来の姿に向けた、目指すまちの

姿について語る

子ども版の「まちだ未来づくりビジョン」

について考える



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？

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？

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

夫、夫の両親／夫は協力的で、朝手伝って

くれる。

特になし（保育園の申請もすんなりできた）

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。

特になし

Q6 Q7Q5

B

2年／結婚を機に夫の実家

が町田で引っ越してきた
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

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。

夫、夫の実家、自分の実家／特になし 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。

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。

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…。

□■□　インタビューへの回答（回答の表記を一部簡略しています）　＊回答者15名中8名【A～Ｈ】　□■□

Q1 Q2 Q3 Q4

～子育て世帯へのインタビュー　＊途中経過：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～

□■□　インタビューの内容（質問の表記を一部簡略しています）　□■□

Q8 Q9 Q10

対象

A

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。

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



対象

Q1 Q2 Q3 Q4

Q5 Q6 Q7

Q8 Q9 Q10

保育園は割と入りやすい。

住み続けたい／家を購入したため。
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。

E

2年／子どもが生まれ、家

を買うのに併せて転入
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。

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。
近くないが祖父母／特になしD

住み続けたい／駅前に住んでいるので便利 市民センターが健診の場所だが遠い。 特になし

2年／夫の仕事の都合 1人／4か月 近所のスーパー／ 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。

保育園が少ない。入れないかもしれない。 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。

C

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。

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。

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。

夫、実母（登戸）／夫は育児にとても協力

的
特になし

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。

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



対象

Q1 Q2 Q3 Q4

Q5 Q6 Q7

Q8 Q9 Q10

H

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

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。

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／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。

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

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…。

G

1年未満／戸建て購入。決

め手は交通アクセスと価

格。

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。

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。
夫／いざとなると休んでくれる。 保育園を増やしてほしい。自宅周辺にスーパーが少ない。

住み続けたい／子育てには困らない。 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。

F

25年／実家が町田に引っ越

し。結婚も町田、職場も町

田

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
特になし

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。

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。

住み続けたい／環境がいい。

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。


