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国3･2･8号線沿道まちづくりに関する次世代アンケート調査結果について 

 

１．アンケート調査の概要 

（１）実施目的 

本調査は、国 3･2.8号線沿道まちづくりの計画検討において、多様な立場からの視点とともに、

長期的な展望が必要であることから、次世代を担う若者の意見を把握することを目的に実施したも

のである。 

 

（２）調査対象 

市内公立高校生および国3・2・8号線周辺 

の中学校生徒のうち、１，２年生を対象とした。 

 

学校名 人数 

都立国分寺高校 640名 

市立第一中学校 376名 

市立第四中学校 240名 

市立第五中学校 264名 

 

 

 

 

 

（３）質問内容 

問１．あなたのことについてお伺いします。 

問２．国分寺はどのようなまちだと思いますか。 

問３．新しい道路ができる時に、あなたは、どのような歩道を整備してほしいと思いますか。 

３-１．まず、歩道のみどりは、どのようなイメージがよいと思いますか。 

３-２．歩行者と自転車の分離は、どちらのイメージがよいと思いますか。 

問４．新しい道路ができる時に、道路沿いのまちなみが、どうなったら良いと思いますか。 

問５．あなたは、新しく出来る道路の沿道まちづくりに関心がありますか。 

問６．その他、国分寺のまちづくりや道路についてご意見があればご自由にお書きください。 

 

（４）調査方法 

クラス単位ごとに調査票を直接配布・回収するものとした。 

 

（５）実施状況 

○ 実施時期：平成19年11月12日～12月14日 

○ 配布数：約1,520枚 

○ 回収数：1,427枚 

国分寺高校：608枚 

第一中学校：360枚 第四中学校：214枚 第五中学校:245枚  計819枚 

○ 回収率：約94％ 

国分寺高校 

第五中学校 
第一中学校 

第四中学校 

事
業
区
間
（
約
２．５

ｋｍ

） 
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国分寺市のまちとみちに関するアンケートのお願い 
 

国分寺市都市計画課 

 

 

「国分寺市に市内の南北につなぐ新しい道路が今後整備されます！」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

案 内 図 

新しくできる道路の断面はこんな
イメージです。 

ここについて 

お伺いします。 

「車道の両側に 10m 幅の広い
歩道などが整備されます。」 

●国 3･2･8 号線の沿道まちづくりに興味を持った人はこちらをどうぞ！ 

 

○国分寺市役所ＨＰより都市計画課のページをごらんください。 

⇒沿道まちづくりの検討風景・検討内容が分かります。 

http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/ptl_ka/40tos/detail/index.html 

 

○案内窓口（連絡先） 

⇒国分寺市都市計画課までお願いします。 

電 話：042-325-0111（内線 512） 

メール：toshikeikaku@city.kokubunji.tokyo.jp 

国分寺高校 

第五中学校 
第一中学校 

第四中学校 

幅員36m 

事
業
区
間
（
約
２．５

ｋｍ
） 

〈参考：アンケート説明資料・調査票〉 
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１ あなたのことについてお伺いします。それぞれあてはまるものを１つだけ選んで○を

つけて下さい。 

学 年 １年 ・ ２年  

お住まい 国分寺市内 ・ 市外 

 

２ 国分寺はどのようなまちだと思いますか。それぞれ、「はい」か「いいえ」で答えてく

ださい。 

質問項目 はい いいえ 

緑が多いまちだと思う １ ２ 

農地（畑など）が多いまちだと思う １ ２ 

住宅が多く静かなまちだと思う １ ２ 

買物が便利なまちだと思う １ ２ 

交通の便がよいと思う １ ２ 

公園や広場など遊べる場所が多いと思う １ ２ 

市内道路は、安全で快適に歩けると思う（自転車などで走れる） １ ２ 

 

３ 新しい道路ができる時に、あなたは、どのような歩道を整備してほしいと思いますか。 

それぞれ、当てはまるものを１つだけ選んで、番号に○をつけてください。 

あくまで、部分的なイメージとしてご回答下さい。 
 

3-1．まず、歩道のみどりは、どのようなイメージがよいと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2．歩行者と自転車の分離は、どちらのイメージがよいと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裏 面 へ 

国分寺市のまちとみちに関するアンケート 

１．緑が豊かなイメージ ２．１と３の中間のイメージ 

1．色による分離で広々としたイメージ 

３．低い木を中心とした見通

しの良いイメージ 

2．真ん中を植物で分離したイメージ 
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４ 新しい道路ができる時に、道路沿いのまちなみが、どうなったら良いと思いますか。

最も良いと思うイメージを１つだけ選んで、番号に○をつけてください。また、選ん

だ理由もあわせて答えてください。 

あくまで、部分的なイメージとしてご回答下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ あなたは、新しく出来る道路の沿道まちづくりに関心がありますか。当てはまるもの

を１つだけ選んで、番号に○をつけてください。 

 

１．とても関心がある    ２．まあまあ関心がある    ３．あまり関心がない 

４．全く関心がない     ５．分からない 

 

６ その他、国分寺のまちづくりや道路についてご意見があれば自由にお書き下さい。 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました 

●このイメージを選んだ理由は？（回答例：緑が多いから、まちなみが美しいから、まちが静かそうだか

ら、生活が便利そうだから、にぎやかなイメージだからなど） 

１ 2 3 

4 5 6 
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２．中高生アンケート（国分寺高校）調査結果 

 

問１．アンケート回答者の属性 

学 年 (n=608)             お住まい (n=608) 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２．国分寺のまちのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３．新しい道路ができる時の望ましい歩道整備イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1．歩道のみどりのイメージ (n=608) 3-2．歩行者と自転車の分離イメージ (n=608) 

(n=608) 

(n=608) 

(n=608) 

(n=608) 

(n=608) 

(n=608) 

(n=608) 

１年生
49 .5%

(301人)

２年生
48.5%

(295人)

無回答

2.0%
（12人）

市外
  87 .7%

(533人)

無回答
2.3%

(14人)

国分寺市
10.0%
(61人)

３．低い木を中
心とした見通

しの 良い
イメージ

2 4.2%(14 7人)

無回答
2.5% (15 人)

２．１と３の中
間のイメージ
44 .7 %(272 人)

１．緑が豊か
な イメージ

28.6% (1 74人)

2．真ん中 を
植物で分 離し

たイメージ
6 0.2%

     (36 6人)

無回答
6 .1%(37人) 1 ．色による分

離で 広々とし
たイメージ

33.7 %(2 05人)

住宅地として静かなまちのイメージが強い反面、まちとしての利便性や安全性が不足しているイメー

ジを持っている。中学生に比べ、この傾向が顕著に表れている。 

歩道としては、歩行者と自転車を物理的に分断することで安全性を確保し、環境面と防犯面をあわせ

持つ、低・中高木混在の植栽イメージが求められている。 

19.6%
(119人)

48.0%(292人)

30.3%(184人)

28.1%(171人)

82.4%(501人)

70.7%(430人）

64.3%(391人)

79.4%(483人)

50.7%(308人)

68.6%(417人)

71.1%(432人)

16.6%
(101人)

28.6%(174人)

34.5%(210人)

1.0%
(6人)

1.3%

(8人)

1.2%
(7人)

0.8%

(5人)

1.0%
(6人)

0.7%

(4人)

1.2%
(7人)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市内道路は、安全で快適に歩けると 思う（自
転車などで走れる）

公園や広場など遊べる場所が多いと思う

交通の便がよいと思う

買物が便利なまちだ と思う

住宅が多く静かなまちだ と思う

農地（畑など）が多いまちだと思う

緑が多いまちだ と思う

はい いいえ 無回答
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問４．新しい道路ができる時の望ましい沿道イメージ (n=608) 

 

 

 

 

※選んだ理由（自由意見）については、9 ページ参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

問５．沿道まちづくりに対する関心度 (n=608) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問６．自由回答（高校生） 

自由意見については、41 ページ参照。 

 

 

 

イメージ1
23.4 %(142人)

イメージ2
1 1.3%
(69人)

イメージ3
38.0 %(231人)

イメージ4
3.1% (19人)

イメージ5
5.6% (34人)

イメージ6
1 2.2%
(74人)

無回答
6.4%

(3 9人)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

１．とても関心がある
1 2.0% (73人)

２．まあまあ
関心がある

31 .4%(1 91人)

３．あまり関心がない
28.5%(17 3人)

４．全く関心がない,
13 .8%(84人）

５．分からない
10 .2%(62人）

無回答
4.1% (25人)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

問１のまちづくりイメージで不足と感じている、ある程度の利便性（コンビ二の出店など）を確保し

つつ、緑を大切にするイメージが求められている。また、自転車利用の安全性（交通安全）と防犯上

の安全性を確保することもイメージを選択する際の重要なポイントなっている。 

沿道まちづくりに関心があるのは、概ね４割程度となっている。 
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３．中高生アンケート（第一・四・五中学校）調査結果 

 

問１．アンケート回答者の属性 

学 年 (n=819)              お住まい (n=819) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２．国分寺のまちのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３．新しい道路ができる時の望ましい歩道整備イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1．歩道のみどりのイメージ (n=819) 3-2．歩行者と自転車の分離イメージ (n=819) 

(n=819) 

(n=819) 

(n=819) 

(n=819) 

(n=819) 

(n=819) 

(n=819) 

２ 年
22.5%

(183人 )

２年
15.1%(123人)

無回答
0.1%(1人)

１年
14.8%(120人)

無回答
 0.5%(4人)

２年
11.3%
(92人 )

無 回答
0.2%(2人)

１年
14.9%

( 121人)

１年
      21.3%

       (173人 )

第一
中学 校

第四
中学校

第五
中学 校

高校生に比べ、住宅地として静かなまちのイメージ、利便性や安全性が不足しているイメージが少な

くなる反面、農地や緑の多いまちのイメージが強く印象づけられている。 

高校生の傾向と同じく、歩行者と自転車を物理的に分断することで安全性を確保し、環境面と防犯面

をあわせ持つ、低・中高木混在の植栽イメージが求められている。 

無回答
1 .2% (10人)

市外
0.7%(  6人)

国分寺市

98.0%
(803人)

76.8%(629人)

76.2%(624人)

66.1%(541人)

44.7%(366人)

49.6%(406人)

39.6%(324人)

32.0%(262人)

22.7%
(186人)

23.2%

(190人)

32.6%(267人)

54.8%(449人)

49.6%(406人)

59.8%(490人)

67.2%(550人)
0.9%
(7人)

0.6%
(5人)

0.9%
(7人)

0.5%

(4人)

1.3%

(11人)

0.6%

(5人)

0.5%
(4人)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市内道路は、安全で快適に歩けると思う（自転車
などで走れる）

公園や広場な ど遊べる場所が多いと思う

交通の便がよいと思う

買物が便利なまちだと思う

住宅が多く静かなまちだ と思う

農地（畑など）が多いまちだと思う

緑が多いまちだ と思う

はい いいえ 無回答

１．緑が豊

かな
イメージ

2 9.2%(23 9人)

無回答
8.9%(73 人)

３． 低い木を

中心とした 見

通しの良い
イメージ

2 1.1%(17 3人)

２．１と３の
中間の

イメージ

40.8%
(33 4人)

無回答

13.6%(1 11人)
1． 色による分

離で広々
とした

イメージ
2 5.6%(210人)

2．真ん中を植
物で分離した

ｲﾒｰｼﾞ
60.8%(4 98人)
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問４．新しい道路ができる時の望ましい沿道イメージ (n=819) 

 

 

 

 

 

※選んだ理由（自由意見）については、22 ページ参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

問５．沿道まちづくりに対する関心度 (n=819) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問６．自由回答（中学生） 

自由意見については、46 ページ参照。 

高校生と同様、ある程度の利便性（コンビ二の出店など）を確保しつつ、緑を大切にするイメージが

求められている。特に、国分寺の緑（国分寺らしさ）を残したいという意見が多く見られた。また、

自転車利用の安全性（交通安全）と防犯上の安全性を確保することもイメージを選択する際の重要な

ポイントなっている。 

沿道まちづくりに関心があるのは、概ね5割程度である。国分寺に住んでいる中学生の方が高校生に

比べ、沿道まちづくりに対する意識・関心が高い傾向となっている。 

イメージ1

25. 2%(206人)

イメージ2

 13.7%
(112人)

イメージ3

31.9%(26 1人)

イメージ4

 4.3%(35人)

イメージ5

4.3%(35人)

イメージ6

16 .2%(133人)

無回答

4.5 %

( 37人)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.とても
関心がある

13.4%(110人)

2.まあまあ関心
がある

 36.1%(296人)

3.あまり関心
がない

20 .0%(164人)

4.全く関心
がない

 13.6%(111人)

5.分からない

13.9%(114人)

無回答
 2. 9%

(24 人)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1
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４．記述四季回答のまとめ（問４．問６） 

(１)問４：沿道イメージを選択した理由（国分寺高校） 

 

■イメージ１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．緑が多い 

 緑が多いから 
 緑が多くていいから 
 緑が多くて良さそうだから 
 緑が多そう。 
 緑がたくさんあるから 
 緑に囲まれているから 
 緑が多いから。街並みが美しいから 
 緑が多くて、田舎っぽいから 
 緑が多く、いいイメージな市内になりそうだから。少し家もあったり公園もあったりしたらもっと
いい。 

 緑が多く、環境がいいから。便利さよりもまず外見(緑etc）を重視したい。 
 緑が多く、自然が豊かなイメージだから。 
 緑が多いから。空気がきれいな感じがする。 
 緑が多く空気がきれいそうだから 
 緑が多くて歩いていると気持ちがよさそうだから。 
 緑が多くて落ち着くから。 
 緑が多い方が落ち着いていいから 
 緑が多くてきれいだから 
 緑が多くてきれいだと落ち着きそうだから 
 緑が多くて静かそうだから 
 緑が多く、静かそうで良いと思ったから。 
 緑が多くて街の様子も静かで落ち着いているから 
 緑が多くて静かで安全そうだから 
 緑が多くのどかだから 
 緑豊かだと心が和むから 
 緑が多いから。→多くても暗くならない方がいい。２のイメージでもO.K 車道と歩道の区別があ
るから。 

 緑が多くて道が広い 
 緑が多く歩道があるから。 
 静かで緑が多そうだから 
 歩行者が安全に通行できそうで緑が多そう 
 歩道がそれほど混雑しないで緑が多そうだから 
 人が安全に道を通りやすいし、緑が多く、きれいなイメージがある。 
 自然はそのまま残して欲しい。人工的に残した自然はイヤだ。 

(n=66)

24%(16)

8%(5)

9%(6)

14%(9)

21%(14)

53%(35)

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

その他

緑がきれい

安全・安心

まちが落ち着いている

まちが静か

緑が多い

１ 
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 ごちゃごちゃしてなくて、緑が多いから。 
 木がいっぱいあるから 
 国分寺は緑が多いから。 

 

２．まちが静か 

 静かそう 
 静かそう 
 静かそうだから 
 静かだから。 
 静かそうで落ち着いて通れそうだから。 
 静かで落ち着いていそうだから。 
 静かで歩行者が歩きやすそう 
 静かで緑が多そうだから 
 緑が多くて静かそうだから 
 緑が多く、静かそうで良いと思ったから。 
 緑が多くて街の様子も静かで落ち着いているから 
 緑が多くて静かで安全そうだから 
 車があるとうるさくてしょうがないから。 
 車が通っていないから 

 

３．まちが落ち着いている 

 落ち着く。 
 落ち着くと思う 
 落ち着きがありそうだから 
 静かで落ち着いていそうだから。 
 静かそうで落ち着いて通れそうだから。 
 緑が多くて落ち着くから。 
 緑が多い方が落ち着いていいから 
 緑が多くてきれいだと落ち着きそうだから 
 緑が多くて街の様子も静かで落ち着いているから 

 

４．安全・安心 

 危なくなさそう。 
 安全そうだから。 
 人が安全に道を通りやすいし、緑が多く、きれいなイメージがある。 
 歩行者が安全に通行できそうで緑が多そう 
 歩道が広くて安全そうだから 
 緑が多くて静かで安全そうだから 

 

５．緑がきれい 

 緑が多くてきれいだから 
 緑が多くてきれいだと落ち着きそうだから 
 緑が多いから。街並みが美しいから 
 人が安全に道を通りやすいし、緑が多く、きれいなイメージがある。 
 きれい 

 
６．その他 

 共存している感じがするから。 
 緑がありながらもちゃんと近代化しているから 
 歩道があるから。 
 歩道が広そうだから 
 道が広くなるから。 
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 （歩道を広くするべき）うるさいから。 
 自転車で通り易そうだから 
 車がいっぱい通っても排気ガスが臭くならなそうな感じが良かったから。 
 あったかそう 
 たのしそう。 
 なんとなく良いと思います 
 ほかと比較して異質だから。 
 青梅っぽいから。 
 Ｇｒｅｅｎだよ。 
 不審者や露出狂がたくさん出そう。 
 コミュニティー道路のイメージがない以上、理由などない。 
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■イメージ２ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

１．まちが静か 
 静かそうだから。 
 静かな感じがよい 
 静かそうだし、通学にも安心できると思ったから 
 静かそう(交通量が少なそうだから） 
 静かそうだし、建物が高いのはどうかと思う。 
 緑が多く閑静なイメージだから 
 緑が多くて静かそう 
 緑もほどほどに多く、街も静かそうだから 
 民家が多くて静かそうだから。 
 まちが静かそうだから 

 

２．歩道が広い 

 歩道が広い。 
 歩道が広いから。 
 歩道が広そうだから。 
 歩行者のスペースが広いから 
 広い感じがするから 
 広々してるから 
 緑があって、歩道が広そうだから 

 

３．住宅がある 
 住宅があるから。 
 住宅街でいいと思う。 
 住宅地がたくさん並んでそうだから 
 近くに住宅などがあると暗くても怖くないから 
 緑がたくさんあっても建物があるのはいやだから。住宅街がいいと思う。 
 民家が多くて静かそうだから。 

 

４．道路が使いやすい 
 自転車が走りやすそう 
 自転車で通りやすそうだから。 
 歩行者も自転車も走れそうだから 
 車も人も通りやすい。 
 通りやすそう 
 移動しやすそうだから。 

 

５．緑と住宅のバランスがよい 
 緑と住宅のバランスがよくていいと思ったから 

2 
(n=57)

47%(27)

9%(5)

11%(6)

11%(6)

12%(7)

18%(10)

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

その他

緑と住宅のバランスがよい

道路が使いやすい

住宅がある

歩道が広い

まちが静か
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 緑と街のバランス 
 緑もほどほどに多く、街も静かそうだから 
 綺麗な住宅地で、緑もそこそこにありそうだから。 
 自然と生活の場のバランスが保たれているように思えるから。実際はイメージ１と２の中間ぐらい
の方が良いと思う。 

 
６．その他 

①まちが落ち着いている 

 落ち着いた感じだから。 
 落ち着いてそうだから。 
 落ち着いた街並みだから。高い建物がないから 

 

②その他 

 緑が多いから 
 緑が多いから。 
 緑があったほうがいいから。 
 木がいい間隔で植えられているから。 
 木もいくつかあるし、きれいそう 
 のどかそう 
 のどかそうだから。 
 きれい 
 街並みが綺麗に見えるから。 
 都会のようにビルがたくさんあるのは嫌だから。 
 家が密集していないでところどころにある程度が良い 
 静か過ぎずにぎやか過ぎず。 
 シンプルだから 
 ごちゃごちゃしていない。 
 すっきりしているから 
 見た目にすっきりした感じになっているので。 
 見通しがよさそうだから。 
 開放感がある 
 安全そうだから。 
 ほどよく緑もあり、かつ人通りも少なすぎないので、暗い道を帰る場合でも安心できるため。 
 生活が便利そう 
 よさそう 
 直感で 
 なんとなく 
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■イメージ３ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

１．緑とお店のバランスがよい 
 バランス。 
 バランスがいい 
 バランスがとれていて、品がある気がする。 
 バランスが取れていると思うから 
 自分的にはバランスがいいから 
 自然と便利さがあるから 
 自然と建物とのバランスが丁度よさそうだから。 
 緑も建物もあってバランスがよいと思ったから。 
 緑とまちとがうまく融合してそう。 
 緑も街の活性も両立できそうだから 
 街と緑が調和した、きれいなイメージだから 
 緑があって便利そうだから。 
 緑もあって便利そうだから。 
 緑があり、便利そうだから 
 緑が多くて生活が便利そうだから。 
 緑が多く、生活が便利に。 
 緑もあり、生活しやすそう。 
 緑があり、買い物などに便利だから 
 緑もあるし、買い物も便利そう 
 緑も家も店もあるから 
 緑が多く、店が多い 
 緑は必要だが、店もあるとよい 
 緑もあるし、お店があるから 
 緑もあるし、お店もあってちょうどいいと思ったから。 
 緑もあっていろいろな店があって調度いいから。 
 緑もあって、お店もあって、便利で快適だから。 
 緑もあって、適度にお店があって便利そうだから。 
 緑もあって、しかもお店もあって便利そうだから 
 緑もちゃんとあるけど、生活に便利なお店もありそうな感じだから。 
 緑とコンビニがほしいから。 
 緑あり、適度に(コンビニ等）ある 
 緑もあるし、にぎやかそうであるから。 
 緑は多ければいいわけじゃないし、ビルもあればあるほどいいわけじゃないから中間ぐらいのイメ
ージを選んだ。 

 適度に緑があって、生活も便利そうだから 
 適度に緑もあって店なども十分ありそうだから 
 適度な建物も自然もあるから 
 店もあるし緑もあるから 

3 
(n=153)

24%(37)

7%(10)

9%(14)

14%(22)

20%(30)

29%(44)

0% 10% 20% 30%

その他

緑が多い・緑がある

街並みがきれい・おしゃれ

歩道が広い

生活が便利

緑とお店のバランスがよい
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 店も充実していて、緑もある、両立した感じだから。 
 便利で緑がある。 
 便利そう。歩行者のスペースもある。木がある。 
 生活が便利そうで、緑も少しはあるから。 
 まちの店のよさ。緑の量が適している。 
 にぎやかそうだし緑もあるから 
 イメージ３は緑がある程度あって店のようなのもあって便利そうだから 

 

２．生活が便利 
 生活が便利そう 
 生活が便利そうだから。 
 生活が便利そうだから。騒がしすぎなさそうだから。 
 便利そうだから。 
 便利そう。 
 便利そう。 
 便利そうだから。 
 便利になるから。 
 便利で静かそうだから 
 便利かつ落ち着いた感じだから。 
 にぎやかで便利そうだから。 
 お店があって便利そうだから。 
 お店もあれば便利だと思う 
 お店があって便利そうだから。 
 お店がありそう。 
 お店が多そう。 
 店が道沿いにあるのはいいことだと思うから 
 ほどよく店があっていいから。 
 店が多く便利だが、そこまでうるさくなさそうだから。 
 買い物etc…に便利そうだから 
 買い物がしやすそう 
 道を通ったときに買い物ができると便利そうだから。 
 家が少なすぎず、建物が高すぎず、コンビニとかもある感じ。 
 コンビニがあるから。 
 適度に栄えてそうだから。 
 適度に便利そうで、まちは静かそうだから 
 静かそうで、お店もあって便利そうだから。 
 静かで店などもありそうな感じ。 
 歩行者も車も生活が便利そうだから。 
 歩道が広い、もっと便利になってほしい（お店などを増やしてほしい）。 

 
３．歩道が広い 

 広い歩道がある。 
 歩道が広い。 
 歩道が広いから 
 歩道が広い方がよい 
 歩道が広く感じたから 
 歩道が広そうだから 
 歩道が広そうだから。 
 歩く場所が広いから 
 歩道が整備されている。 
 歩道が広く、歩行者、自転車にとって通行しやすそうだから。 
 歩道が広そう。大通り沿いの店 
 歩道が広い、もっと便利になってほしい（お店などを増やしてほしい）。 
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 歩道がゆったりしていて、緑もあるから。 
 歩道がちゃんとあるから。落ち着いた雰囲気だから。 
 緑もあるし、歩道も広そうだから。 
 緑も適度にあって歩道も狭すぎないから。 
 道が広いから 
 道が広そうだから 
 道路が広いほうが良い。 
 明るくて広い 
 人々が安全に歩け、歩道の幅が広いから。 
 適度に植物があり、歩道もそこそこ広く安全に歩けそうだと思ったから。 

 
４．街並みがきれい・おしゃれ 

 街並みがきれいだから 
 街並みがきれいだから。 
 街並みがいい。 
 街並みが美しいから 
 街並みが美しいから。 
 街並みが美しく、生活が便利そうだから 
 おしゃれだから 
 おしゃれっぽい。 
 きれいそうだから 
 整っていそうだから。 
 素敵 
 風情がある 
 外観的にも人々にとってもよさそう 
 大学通りに似ているから。 

 
５．緑が多い・緑がある 

 緑が多いから 
 緑が多いから 
 緑があるから 
 緑があるから 
 緑がある。 
 適度に緑があるから。 
 ある程度緑がある。 
 程よく緑があるから 
 イメージの違いがわかりにくいですが、緑の多いほうがいい。 
 緑もあり、生活にも不便しそうだから。 
 

６．その他 
①安全・安心 

 歩行者に安全そうだから。 
 見通しもよさそうだし、路地も少ないので安全だと思いました。 
 歩行者が歩きやすく、明るく安全に見えたから。 
 夜とか危なく無さそうだから。 
 ほどよく緑があって、夜になっても歩道の近くに店があるから明るそう。 
 危なくなく緑があっていい 

 
②道路が使いやすい 

 通行しやすそうだから 
 通りやすそう。 
 人も自転車も通りやすそうだから 
 歩行者とか自転車乗ってる人に便利で快適な感じがしたから。 
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 歩道が広く、歩行者、自転車にとって通行しやすそうだから。 
 チャリが楽そう 

 

③にぎやか 
 にぎやかで楽しそうだから 
 にぎやかなイメージ 
 にぎやかそうで、おしゃれっぽいから 

 

④その他 
 あまりごちゃごちゃしていないから 
 住宅ばかりでなく大きい建物ばかりでもなく、ちょうどいいから 
 まちが静かすぎず、騒がしすぎでもなさそうだから。 
 にぎやか過ぎたり静か過ぎたりしてなさそう。 
 ほどよい感じだから 
 ちょうどいいから。 
 のどか。 
 閑静な感じだから。 
 静かそう。 
 うるさすぎない感じだから。 
 うるさくなさそう。 
 街が落ち着きかつ明るそうだから 
 いい感じだから 
 いい感じだから。 
 いいと思うから。 
 良さそうだから 
 楽しめそうだから 
 人通りが多くなりそうだから。 
 開けた感じが明るいから 
 道路沿いに民家があると、苦情が多い 
 普通だから。 
 なんとなく。 
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■イメージ４ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

１．生活が便利 
 生活が便利そう 
 生活が便利そうだから。さわがしすぎなさそうだから。 
 生活に便利で高すぎる建物もないから 
 そんなに大きな建物はないけど店がたくさんある。 
 たくさんお店が欲しいから 
 店がたくさんあって楽しそう 

 

２．くらしとにぎわいのバランスがよい 
 イメージ１～６の中で全部平均して取り入れられていると思ったから。 
 木も住宅もまんべんなくありそうだから 
 住宅も店もあって、極端でないから。 
 ほどよい 
 今まで少なかった南北道路ができるわけなので、にぎやかさも多少は必要。ただ、度を過ぎると国
分寺＝住宅街のイメージがくずれるのでイメージ４を選んだ 

 

３．街並みがきれい 
 街がきれいにシンプルにまとまっているから 
 ２車線。ごちゃごちゃしてない。 

 

４．その他 

 大きな道路があったほうが人通りが多そうだから。 
 スピード感がある。 
 無駄に木が多くないから 

 

(n=16)

19%(3)

13%(2)

31%(5)

38%(6)

0% 10% 20% 30% 40%

その他

街並みがきれい

くらしとにぎわいのバランスがよい

生活が便利

4 
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■イメージ５ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

１．生活が便利 
 生活が便利そう 
 生活に便利そう 
 生活が便利そうだから。 
 生活が便利そうで緑も少し多いから 
 緑を取り入れつつ、生活するのに便利そうだから。 
 歩道が広く、買い物も便利そう。 
 歩道が広くて便利そうだから。 
 便利だから 

 

２．街並みがきれい 
 街並みが美しいから 
 街並みが美しいから 
 まちが美しいから。 
 見た目もきれいだから 
 国立の大学どおりのように素敵だから 

 
３．歩道が広い 

 歩道が広そうだから。 
 歩道が広く、買い物も便利そう。 
 歩道が広くて便利そうだから。 
 緑もあり、歩道も広いから。 

 

４．その他 
 少しだけ繁華街になるから 
 にぎやかなイメージだから。 
 閑静な感じがするから 
 歩行者と自転車が通る道がちゃんと別れてる。 
 木が歩道にないほうが歩きやすい 
 国分寺市らしいから 
 いい。 
 いいから 
 とくにない 

 

(n=24)

38%(9)

17%(4)

21%(5)

33%(8)

0% 10% 20% 30% 40%

その他

歩道が広い

街並みがきれい

生活が便利

5 
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■イメージ６ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
１．生活が便利 

 生活が便利そうだから。 
 生活に便利そうだから 
 生活が便利そう。いろいろな店をおいてほしい 
 生活が便利そうで、緑もあるから。 
 生活の便利さをかねて森林もほしい。茶色いレンガなどの歩道がいい。 
 便利そう。 
 便利がいいね 
 便利そうだから。 
 いろいろ便利そうだから 
 いろいろな施設があり、便利そうだから 
 何か栄えていて便利そうだから。 
 店が多そうだから。 
 店等がたくさんあった方が良い。 
 店が多そうだから。便利そうだから 
 店がいっぱいあって生活しやすそうだから。 
 お店が多くて、いろいろ買い物ができそうだから 
 買い物とか便利になりそうだから。 
 交通の便、買い物等に困ることはなさそうだから。 

 

２．にぎやか 
 にぎやかそう 
 にぎやかそうだから 
 にぎやかだから 
 にぎやかなイメージだから 
 にぎやかで便利そう。 
 商業的地域としての発展が進んでいそうだから 
 この道路の周辺地域はわりと静かなのでもう少し活発な方がいいと思ったから。 

 
３．道路が広い 

 道が広い 
 道路が広そう 
 道路が広いほうが良い。 
 広いから。 
 広そうだから 
 よりみちができて、道が広そうだから 

 
 

(n=44)

32%(14)

14%(6)

16%(7)

41%(18)

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

その他

道路が広い

にぎやか

生活が便利

6 
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４．その他 
 安心して暮らせそうだから。 
 自転車で走りやすそうだから。 
 見通しがよさそうだから 
 道に迷わなそう 
 ちょうど良いから 
 ほどよく緑もあって、お店もありそうだから。緑がありすぎると夜怖いから。 
 全てを兼ね備えている。 
 都会が良いから。うらやましいから 
 緑が多いから。 
 女子高生が多そうだから。 
 よさそうだから 
 最高です。 
 直感で 
 なんとなく 
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（２）問４：沿道イメージを選択した理由（第一・四・五中学校） 

 

■イメージ１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．緑が多い、自然が多い 

 自然が多いから。 
 自然が多いほうが良いから。 
 自然がいいから。 
 自然を大切にしたいから。 
 自然っすね。 
 自然が多いし、静かそうだから。 
 自然が多くて車のガスも気になりにくくなるから体に良くて静かそう 
 一番自然が多そうだから。 
 緑があるから。 
 緑があるほうがいいから。 
 緑がたくさんあるから。 
 緑がいっぱいあるほうがいいから。 
 緑がしっかりある。緑があふれていそう。 
 緑が豊かだから。 
 緑が豊かそうだから。 
 緑が豊かだから、歩くとき危なくなさそう。 
 緑が多い。 
 緑が多い。 
 緑が多い。 
 緑が多いから。 
 緑が多いから。 
 緑が多いから。 
 緑が多いから。 
 緑が多いから 
 緑が多いから。（そのままでいい） 
 緑が多いから良い。 
 緑が多そうだから。 
 緑が多くいいから。 
 緑が多くていいと思うから。 
 緑が多くて、とてもいいから。 
 緑は多いほうがいいから。 
 緑がとても多いから。 
 緑が多いのが一番いいから。 
 この中で一番緑が多そうだから。 
 緑が多い方が自然がよくなるから。 
 緑が多くてまわりも、豊かそうだから。 

１ 
(n=123)

17%(21)

8%(10)

7%(8)

8%(10)

24%(30)

72%(88)

0% 20% 40% 60% 80%

その他

空気がきれい

まちが落ち着いている

緑がきれい

まちが静か

緑が多い、自然が多い
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 緑が多くてきれいだから。 
 緑が多くてきれいな感じがするから 
 緑が多く綺麗だと思うから。 
 緑が多く美しいから。 
 緑が多く、静かそうだから。 
 緑が多くて静かそうだから。 
 緑が多く静かに見える 
 緑が多そうだし、静かそうだから 
 緑が多く、何か静かさがあって良いと思うから。 
 緑が多くて静かな感じで住みやすそうだから 
 緑が残っていて静かそうだから。 
 静かなイメージで、緑が多そうだから。 
 緑が多く、住みやすそう。 
 緑が多くて落ち着きそうだから。 
 緑が多いし、落ち着けそうだから 
 緑が多く落ち着いた静かな雰囲気だから。 
 緑が多く落ち着けそうだから。 
 緑が多くて落ち着いている街だと思ったから。 
 緑があると、おだやかなイメージができて、とてもおちついた街に思えるから。 
 緑が多いと清々しくなるから。 
 緑が多くて気分がよくなるから。 
 緑が多い方が気持ちがいいから、あと、ビルが多すぎてもあまりいやだから 
 緑が多いから⇒マンション街でないから。 
 緑が多くて、店がないから事故がない。 
 緑が多く環境にやさしいと思うから。 
 緑を増やしたら、地球温暖化を止められそうだから。 
 緑が多い方がいいから。緑が多ければ温暖化も防げると思う（全国などで少しずつ緑を増やせば） 
 緑が多くないと地球温暖化で地球人全滅してしまう。４，５，６なんてもってのほか。 
 緑が多くて、空気が新鮮だから環境によさそうだから。 
 緑が多いと酸素をはいてくれるし道路沿いだとあまり切らなさそうだから。 
 緑が多いから。車の排気ガスをなるべく減らす試みで。 
 緑を大切にしないといけない。 
 地球の将来を考えて緑があったらいいと思った。 
 緑が多くて、人の通る道が広いから 
 緑が多く歩道の所にも木が立っているから。 
 緑がとても多いとリフレッシュされて自分もその道路沿いで歩いてみたい。 
 歩く場所がたくさんあって緑が多いから 
 やっぱり緑が多い方がくらしやすいから。 
 緑が多く、国分寺っぽいから。 
 緑が多くて、自然が多い方が国分寺らしい。 
 国分寺は緑が多いから。 
 国分寺とかはせっかく緑が多いのだから、それを活かして、１のような道がいいと思った。 
 国分寺は緑の多い街だからもっと緑の多い街ということをいろんな人に知ってもらうために木な
どを多く植えるといいから。 

 にぎやかな所よりも緑が多い方がいいと思うから。国分寺は緑が多い方がいいと思う。大きな店な
どは点々と 

 森っぽいところが好きだから。 
 木などがあるほうがいいから。 
 木が多くてきれい 
 木とかいっぱいあったほうがいい。二酸化炭素とかのことを考えたほうがいいと思うから。 
 畑などが多く、見はらしの良い道にしてほしいから。 
 ヨーロッパのように美しく緑があれば良いと思います。 
 こじんまりとしたなるべく自然的な道路がいいから。 
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 この中に理想なものが1つも無い。１がまし。もっと自然のあるところは無いかと思う。 
 

２．まちが静か 

 街が静かそう。 
 街が静かそうだから。 
 街が静かそうだから。 
 街が静かそうだから。 
 街が静かそうだったから。 
 静かそうだから。 
 静かそうだから。 
 静かそうだから。 
 静かそう。 
 静かな感じ 
 静かに見えるから。 
 静かなイメージだから。 
 静かなほうがいい。 
 静かそうな方がいいから。 
 静かで良いところだと思う。 
 静かで広々としているから。 
 静かで空気がよさそうだから。 
 静かなイメージで、緑が多そうだから。 
 緑が多く、静かそうだから。 
 緑が多くて静かそうだから。 
 緑が多く静かに見える 
 緑が残っていて静かそうだから。 
 緑が多そうだし、静かそうだから 
 緑が多くて静かな感じで住みやすそうだから 
 緑が多く、何か静かさがあって良いと思うから。 
 緑が多く落ち着いた静かな雰囲気だから。 
 この中で一番静かな感じで心安らぎそうだから。 
 住宅が少なくて静かだと思う。 
 いつでも静かそうで、空気がきれいそう。 
 自然が多くて車のガスも気になりにくくなるから体に良くて静かそう 

 

３．緑がきれい 

 緑が美しいから 
 緑が多く美しいから。 
 緑が多くてきれいだから。 
 緑が多く綺麗だと思うから。 
 緑が多くてきれいな感じがするから 
 緑が多いときれいに見えるから。 
 木が多くてきれい 
 きれいな感じ。 
 街並みが綺麗で、車が少ないほうが良いから。 
 ヨーロッパのように美しく緑があれば良いと思います。 

 

４．まちが落ち着いている 
 緑が多く落ち着いた静かな雰囲気だから。 
 緑が多くて落ち着いている街だと思ったから。 
 緑が多く落ち着けそうだから。 
 緑が多くて落ち着きそうだから。 
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 緑が多いし、落ち着けそうだから 
 緑があると、おだやかなイメージができて、とてもおちついた街に思えるから。 
 田舎みたいのが落ち着く 
 木があると落ち着く。 

 

５．空気がきれい 
 静かで空気がよさそうだから。 
 いつでも静かそうで、空気がきれいそう。 
 酸素が多いから 
 緑が多くて、空気が新鮮だから環境によさそうだから。 
 緑が多いと酸素をはいてくれるし道路沿いだとあまり切らなさそうだから。 
 緑が多いから。車の排気ガスをなるべく減らす試みで。 
 木とかいっぱいあったほうがいい。二酸化炭素とかのことを考えたほうがいいと思うから。 
 車が少なくて空気が澄んでいる感じだから 
 自然が多くて車のガスも気になりにくくなるから体に良くて静かそう 
 車の通りがあまり少なく、排ガスとかも出ないので歩きやすく、緑にもやさしいと思うから。 

 
６．その他 

 歩道が広いから。 
 歩道が広そうだから。CO2が減りそうだから。 
 歩道がある。 
 道が広い 
 道がよい。 
 あるきやすそう。 
 安全。 
 どこで車がつっこんできたとき木で防げそうだから。 
 人が多くなるのは嫌だから。田舎っぽいほうがいいから。 
 ビルがないから。 
 僕の近所で強盗が入った。ということがあったので、そのことを忘れさせるような街がいいなぁと
思う。 

 生活が便利そうだから。 
 公園がありそうだから。 
 電灯をつけて夜も明るくしてほしい。 
 あまり、木が多すぎると不審者がでそうで怖い。 
 金がかからない。 
 道路をわざわざつくる必要はないと思うが一番安そうだから。 
 国分寺にあっているから。 
 よさそう 
 とくにないけど、なんとなく。 
 なんとなく 
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■イメージ２ 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

１．まちが静か 
 街が静かそうだから。 
 街が静かそうでいいと思います。 
 街が静かそうで、街並みがきれいだから。 
 街が静かで住みやすそう。 
 静かそうだから 
 静かそうきれいだから。 
 静かで落ち着いてる。生活が便利。 
 静かで緑のある住みやすそうなイメージだから。 
 静かで緑の多い街で生活が楽しそうなイメージだから。あまり木ばかりではなく花などをうえたほ
うがいいと思うから。 

 静かなところが多く、緑が多すぎないから住みやすいし、外に出てのんびりできそうだから。 
 緑が多いし、静かそうだから。 
 緑が多いし、静かそうで暮らしやすそうだし、国分寺ぽい。 
 木などあって静かそうだから。 
 国分寺市は静かなイメージがあっていると思う。 
 民家が多くとても静かそうだから。 
 家が少なめで静かに歩けそうだし、大きな木が立っているから。 
 あまりうるさくなさそう。 
 街がおだやかな感じがする 
 雰囲気が穏やかそうだったから。 

 
２．住宅と緑のバランスがよい 

 緑と住宅のバランスがいいから。 
 緑と住宅のバランスがよく、高すぎる建物が… 
 緑と住宅があっているから。 
 緑と住宅がちょうどいい感じだから。 
 緑と建物がちょうどいい。 
 緑があるけど、街ってカンジだから。 
 緑が多めである程度生活の便利なほうがいいと思ったから。 
 家と木が半々になっているから。 
 周りに家があってにぎやかだから。ところどころ木があってよい。 
 木がちょうど良い高さで、家があり、高層ビルが少ないから。 
 静かなところが多く、緑が多すぎないから住みやすいし、外に出てのんびりできそうだから。 
 家もあるが、少しでも多く緑があった方がよい。広い歩道があれば、車との事故も無くなると思う。 

 

３．緑が多い 
 緑が多いから。 
 緑が多いし、静かそうだから。 

2 
(n=84)

23%(19)

14%(12)

13%(11)

13%(11)

12%(10)

39%(33)

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

その他

まち並みがきれい

道路･歩道が広い

緑が多い

住宅と緑のバランスがよい

まちが静か
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 緑が多いし、静かそうで暮らしやすそうだし、国分寺ぽい。 
 緑が多めである程度生活の便利なほうがいいと思ったから。 
 緑も多くて人通りがありそうだから。 
 緑が多く車どおりも少ないし、人の通る道もしっかりあるから。 
 緑が多く交通の便がよさそうだから。 
 緑も多いし、あまり高いビルもないから 
 緑が多すぎず少なすぎないから。 
 葉が多い。 
 せっかく自然があるのだから残したい。 

 

４．道路･歩道が広い 
 道路が広いから。 
 道路が広そうだから。 
 歩道が広い。 
 歩行者の道が広く歩きやすそうだから。 
 イメージ２は歩道のスペースが広いから。 
 緑もまぁまぁあるし、歩道も車道も広いから。 
 広々としているけど、緑があるから。 
 道路が広々していて夜でも歩きやすい。 
 全体的に広々としていて、清潔な街のようだから。 
 ビルなどがあまりまわりにないし、道路も広いから、自転車で走れる。 
 広そう 

 

５．街並みがきれい 

 綺麗に見える 
 街並みが美しい。 
 街並みがきれいだから。あと、緑が多すぎでも少なすぎでもなくてちょうど良いから。 
 なんとなく街並みが綺麗だから。 
 街が静かそうで、街並みがきれいだから。 
 すっきりしてていいとおもう。 
 すっきりしているイメージがあってさわやかな感じもするから。 
 一番すっきりしているから。並木がきれいになると思うから。見晴らしもよい。 
 シンプルで緑をつかっていて、きれいなイメージだから。 
 周りの景色が良さそうだから。 

 
６．その他 

①生活が便利 

 便利だから 
 便利そうだから 
 静かで落ち着いている。生活が便利。 
 緑があり生活に便利そうだから。 
 緑が多く交通の便がよさそうだから。 
 高い建物や木がたくさんなく、交通も便利そうだから。 
 建物が少ないから見通しがよく、さらに交通の便もよく歩行者も安心だから。 

 
②その他 

 緑も少なくなく、人々が集まりそうだから。 
 緑をもう少し増やして、広いデパートをつくったら便利でいいと思う。 
 緑も多いし、あまり高いビルもないから 
 田舎すぎでもなく都会すぎでもないから。 
 イメージ６だとにぎやかすぎるが、イメージ１だと静かすぎるので、その間だけれど、あまりにぎ
やかではない方がいいと思ったから。 

 高い物がないから 
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 高い建物や木がたくさんなく、交通も便利そうだから。 
 土地を広々と使っていて開放感がある。高い建物がなく静かそうだから。 
 こんなテレビみたいな所が本当にあるならいいけど、ムリだと思う。木の間隔とかはいい。 
 木ばかりあっても暗いし、逆に一本もないと空気がわるくなりそうだから。 
 木が多すぎるとハチやチャドクが増えそうだから。 
 木があって気持ち良さそうだから 
 木なども少し立っているから。 
 多少は大きい木があったほうがいいから 
 住んでいて気持ちよさそう。 
 安全そうだから。 
 子供をねらった事件が起こらなくて安全そうだから。 
 不審者が居たとき、すぐに建物にかけこめるから。 
 歩道と木がしっかりあり、家や路地につながっているから。 
 人が歩ける道を作ってほしいから。 
 見通しがいいから。 
 鬼ごっこがしやすそうだから 
 豊かそうに見える。 
 にぎやか 
 ちょうどいい 
 なんとなく 
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■イメージ３ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
１．生活が便利 

 生活が便利そうだから。 
 生活が便利そうだから。 
 生活に便利そうだから。 
 生活が便利そう。 
 生活が便利そうだからです。 
 生活が便利だと思うから。 
 生活が便利になりそう。 
 生活がなんとなく便利そうだから。 
 生活が便利で夜も車や人が多くて安心してあるけそうだから 
 買い物に便利そうだから。 
 買い物が便利になるから。 
 買い物などが便利そうだから。 
 買物のときに便利だから。 
 買物便利。 
 買物しやすそう。 
 買い物が楽そうだから。 
 買い物をするのが楽そうだから。 
 買い物をしに行くのにわざわざ遠くまで行かなくてもよさそうだから。 
 便利そうだから 
 便利そうだし、あんまりごちゃごちゃしていないから。 
 ちょっと便利そうだから。 
 お店があるから。 
 お店がいっぱいできたらいいから 
 お店があると便利だから。 
 お店がたくさんあって便利そう。 
 お店がたくさんあって楽しそうだから。 
 お店が、たくさんありそうだから。あと、都心ってイメージだから。 
 店があるから。 
 店があるほうがいい。 
 店が多いと便利だから。 
 店が多い方がいいから。 
 店があって、便利そうだけど、そんなにごちゃごちゃしてなくて良さそうだから。 
 色々な店があって便利そうだから。 
 近くにお店が沢山あり便利そうだから。 
 コンビニがあって便利。 
 コンビニがあって便利そうだから 
 コンビニがあると便利 

(n=201)

28%(56)

33%(67)

10%(20)

7%(14)

7%(14)

6%(12)

23%(46)

0% 10% 20% 30% 40%

その他

にぎやか

道路・歩道が広い

街並みがきれい・おしゃれ

安全・安心

緑とお店のバランスがよい

生活が便利3 
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 コンビニがあるから。 
 コンビニとかあったほうが良いから。 
 コンビニなどのお店があって便利そうだし、にぎやかなイメージで安心して歩けそう。 
 近くにコンビニがあるから 
 やっぱり近くにスーパーやコンビニなどがあるほうが何かと便利だと思う。 
 ビルとかはやだけど、コンビニとかはあってほしいから。 
 デパートなどもあり、歩道が広いから。 
 にぎやかで便利そうだから。 
 にぎやかで、キレイで、お店がたくさんある道路。 
 そこまでうるさすぎず、買い物が便利だから。 
 適度に静かで適度に買い物できそうだから 
 ほどよく静かで、でもお店とかあるみたいな。 
 通りもそこそこあるし、買い物に便利そうだから。 
 道路沿いにお店があるから、お店がすぐ見つかるし、便利。 
 道路沿いなので用事のついでに寄れていい。 
 道が広くて、生活に役立つところがありそうだから。 
 歩ける道があるし、店やビルなどがあるから。 
 歩道があって便利。木も少しある。 
 移動しやすそう。 

 

２．緑とお店のバランスがよい 

 バランスが良いから。 
 木とお店がちょうど良いバランスで、静かでおちついたいい街そうだから。 
 お店が多くて、自然とのバランス（？）が丁度よさそうだから 
 緑と建物の量のバランスがちょうどいいから。 
 緑がややあり、店などもあり、どちらもバランスがとれているから。 
 緑があるから。家などもたくさんあるから。 
 緑もあって店もある。 
 緑もあって店もあるから。 
 緑があり、店があるから。 
 緑もあって、お店などもあるから。 
 緑が多く、店も多い街が良いから。 
 緑もあるし、店などがほどほどにありそうだから。 
 緑もあるし、お店があると便利そうだから。 
 緑と店など両方あって住みやすそうだから。 
 緑も街並みもあるから。 
 緑があって住宅もお店もあるから。 
 緑もあるし、家やお店もありそうだから。 
 緑もとても多くて、建物もしっかりあって便利。 
 緑が多くても、買い物に便利みたいな。 
 緑も多くありつつ、お買い物できるとこが増えるといい。 
 緑があって、色々買うのに便利っぽい。 
 緑もあり、便利そうだから。 
 緑があるけどにぎやかそうだから。 
 緑も多いし、にぎやかそうだから。 
 緑もコンビニもあるから 
 緑が多く、見通しがよく、コンビニがあるから。 
 緑もあり、交通の便などもある程度よさそうだから。 
 緑が少ないわけでもなく、少し近代的だから。 
 緑も多すぎなくて良い。静かなイメージも良いが、にぎやかなイメージが少しはあった方がよいと
思う。近くにお店があれば便利そうだから。 

 木もあるし店もあるから。 
 木が多くてきとうな買い物に適しているから。 
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 木がところどころにはえていて涼しそうだし、すぐ近くにコンビニがあったりするのはうれしいか
ら。 

 木も植えられているし、高い建物があまりないから。店もあるので買い物に便利だと思うから。 
 木と建物が半々ぐらいだから。 
 樹木と建物がほどほどでいいと思う。 
 街路樹があり、コンビニやスーパーもある便利そうだから 
 植物があり、住宅街にお店があって便利そうだから。 
 生活が便利そうで、みどりもあるから。 
 生活が便利そうで緑があるから。 
 生活が便利そうで、緑も少しあるから。 
 生活が便利そうだし、緑も多い。 
 生活が便利そうだし緑もあるから。 
 生活が便利そうで、緑が豊かだと思うから。 
 通行や生活に便利そうだし、緑もあって良いから。 
 便利で緑があるから。 
 お店もあって緑もあるといいと思う。 
 お店が多くて、自然とのバランス（？）が丁度よさそうだから 
 店などがあって便利そうだが少し緑があったほうがよいから。 
 店や公園が多い方がいいから 
 店などがあまり多いというわけでもなく、静かそう。緑も多すぎではなくちょうどよさそう。 
 ちょっとした店があってでもちゃんと緑があったほうがいいと思う。 
 いくつかのお店があって、さらに緑もあり、そして静かな感じがするから。 
 建物が多く、木が多いから。 
 建物と緑が同じくらいの量あるのが良い。 
 都会的なのと緑豊かの中間がよいから。 
 都会と田舎、どちらにも偏りがなく、住民として住みよいまちみたいな感じがするから。 
 現代のよさと、程よい緑がとても好みだから。 
 ちょっとにぎやかな感じがする。自然もそれなりにある。 
 住宅より店を多く出して、緑もまぁ豊かだから。 
 買い物もできるし、自然もあるから。 
 コンビニが近くにあって生活が便利そうだし、緑が多くて美しい街そうだったから。 
 洋服屋さんとかもあったら良いと思うけど、緑もたくさんあるほうが良いから。 
 ほどよい緑で大きなビルもなく、買い物できるところのようなものがあるから。 
 色々な家とか、木などがあった方が空気もいいし目にもやさしいから。 
 街が静かそうで、生活が便利そうで、木も少しあるから。 
 人の歩くスペースがあり、緑もあり、活気のある街並みだから。 
 このくらいがいい。 

 
３．安全・安心 

 安全に歩けそうだから。 
 安全に歩けるから。 
 歩道が広くて、安全に歩けそうだから。 
 道路が「二車線」で安全。 
 人が安心して歩行できるようだから。 
 人がいるから。 
 人が多くて明るくなりそうだから。 
 人などがたくさん通っていて怖くなさそうだから。 
 にぎやかで、人通りが多い方が安全だから。 
 にぎやかで明るいイメージだと怖くないから。 
 なんとなくこういう所なら安心していれる。 
 変な人が出てこなさそうだから。 
 生活が便利で夜も車や人が多くて安心して歩けそうだから 
 普段普通に歩いていてなんかあったらすぐに逃げ込めるし、人目があって、安心するから。 
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 コンビニなどのお店があって便利そうだし、にぎやかなイメージで安心して歩けそう。 
 周りに、高い建物が少なくて、見晴らしがいいほうが、何かあったときに安全的だから。 
 緑もあるから環境にも良いし、人通りが多いから夜は明るい。そうすれば子どもの夜の一人歩きで
も安全。 

 緑が多い方がいいけど見通しが悪いと事故になったりしてしまうから（国分寺らしい感じがいい） 
 緑はあったほうがいいが、あまり多すぎると防犯などにかかわると思う。 
 緑はあるが、見通しの良さそうな場所で安全そうだから。 

 

４．街並みがきれい・おしゃれ 
 街並みがいい。 
 街並みがいいから。 
 街並みが美しいから。 
 街並みがきれいになると思ったから。 
 綺麗 
 きれいなのがいいから 
 美しいイメージがあったから。 
 おしゃれな感じがするから。…なんとなくです。 
 上から見た街並みがきれいそうだから。国立みたいな街並みだから。 
 大きな木を中心として、美しくみえるから。お店もあって良い。 
 おばあちゃんの家の近くにこのような道があってとても綺麗だと思ったから。 
 コンビニが近くにあって生活が便利そうだし、緑が多くて美しい街そうだったから。 
 にぎやかで、キレイで、お店がたくさんある道路。 
 大きなビルもあって、けっこうきれいそうだから。 

 

５．道路・歩道が広い 
 道が広い。 
 道が広くて、生活に役立つところがありそうだから。 
 道が広そうで、点々と植物が植えてあるから 
 道路が広くて自然もある 
 歩道が広そう。 
 歩道が広いと思ったから。 
 歩道が広いほうがいいから。 
 歩道が広くて、安全に歩けそうだから。 
 歩道が広くて歩きやすそうなのと緑が多そう。 
 歩道が広いから。道路沿いの家が建っていないので、家の人は車の音（ガス）でいやな気分になら
ない。 

 歩行者が余裕をもって歩ける。 
 緑が多くて歩道も歩き良さそうだから。 
 木が多いほうが良いし、歩道が広い方が良いから。 
 デパートなどもあり、歩道が広いから。 

 

６．にぎやか 

 にぎやかそう。 
 にぎやかなイメージ 
 街がにぎやかそうだから。 
 少しにぎやかだといいから。 
 適当ににぎやかそう。 
 にぎやかで便利そうだから。 
 にぎやかで、キレイで、お店がたくさんある道路。 
 にぎやかで、人通りが多い方が安全だから。 
 にぎやかで明るいイメージだと怖くないから。 
 緑があるけどにぎやかそうだから。 
 緑も多いし、にぎやかそうだから。 
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 ある程度活気がある街。 
 

７．その他 

①緑が多い 

 緑が多いから。 
 緑も多くする。 
 緑が多いように。 
 緑もあるしよさそう。 
 緑があり穏やかそうだから。 
 緑が多くて歩道も歩き良さそうだから。 
 木がいっぱいあるから。 
 木はなるべくあった方がいい。 
 木等があって環境にいいと思ったから 
 木が多いほうが良いし、歩道が広い方が良いから。 
 見通しがよく樹木を多く植えることができそうだから。 

 

②その他 

 かっこいい、見た感じがいい。 
 近代の日本らしい。 
 落ち着くイメージだから。 
 豊かだから。 
 街が静かそうだから。 
 街が静かそうだから。 
 街が静かそうだったから 
 街が静かに見えるから 
 街が静かそうで、生活が便利そうで、木も少しあるから。 
 木の量がちょうど良く静かそうだから 
 道路沿いに店があるけど静かそうでいい。 
 ゆっくり生活できそう。ふんいきが良い。 
 車が多いわけでもなく住みやすそう。 
 散歩にもいい 
 自転車などで通りやすそうだから。 
 道路と歩道がちゃんと区別されているから歩きやすい。 
 車道と歩道の区切りが良い。緑がある 
 歩道があって便利。木も少しある。 
 緑がまぁまぁあったから。 
 緑がところどころにあって見通しも良い。 
 緑は大きな木に何本かあたりにしたほうがいい。 
 ３のイメージにもうちょい緑を増やせば、自分の理想です。 
 普通だから。 
 普通な感じが良いと思ったから。 
 身近にいつでも行けそうだから。 
 よくありそうだから。 
 良いから。 
 よさそうだから。 
 なんかいい。 
 なんとなく 
 マリオ 
 気分 
 適当。 
 川とか作ってほしい。釣りがしたい。 
 公園を増やそうぜ！！ 
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■イメージ４ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
１．緑と建物のバランスがよい 

 緑、建物のバランスがちょうどいいから。 
 緑が多く、にぎやかだから。 
 緑がやや多くて買い物もべんりそう 
 緑もあるし、お店が多そうだから。 
 緑もあり、マンションや一軒家があるから。 
 緑が多すぎると虫が多いけど、ビルばかりで人がいっぱいは嫌だ。 
 木もそれなりにあって、それなりにお店もある方がいい。なるべくにぎやかな感じの街で便利に（生
活を）してほしい。 

 にぎやかそうで、お店や緑が両方にあるから。家ばかりあっても、おもしろくない。歩いて楽しい
道がよい。 

 

２．生活が便利 
 生活が便利。 
 生活が便利そうだから 
 生活が便利そうだし、それに楽なのに静かそうだから。 
 あまり圧迫感がないのと、生活に便利そうだら。夜でも道が明るそう。 
 道路が狭くて、生活も便利そうだから。 
 適度に緑があって、道が広くとれていて、買い物が便利そうだから。 
 店が多いから便利。 
 

３．安全・安心 

 道路と歩道が分かれていて安全。 
 部活帰りが安全そう。 
 子供をねらった事件が起こらなくて安全そうだから。 

 
４．街並みがきれい 

 街並みがきれいで坂がないから。 
 街並みがよくて、緑も少々ある感じがとてもよいと思うから。 
 道路が２車線あって広く見える。綺麗に見える。 

 
５．道路が使いやすい 

 車が走りやすい。 
 車も人も通りやすそうだから。 
 木が少しずつあっていいと思ったから。道路が広く使いやすそうだから。 

 

 
 

(n=32)

25%(8)

9%(3)

9%(3)

9%(3)

22%(7)

25%(8)

0% 10% 20% 30%

その他

道路が使いやすい

街並みがきれい

安全・安心

生活が便利

緑と建物のバランスがよい4 
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６．その他 
 お店もあって、家もあっていいと思う。 
 街がおおいから。 
 マンションやビルが多く、いっぱい人がいるし通るから。 
 あんまりお店があってもうるさい。ビルがあってもうざい。普通がいい。 
 木が多すぎなくて、土砂がないといい。 
 よいから 
 よさそうだから。 
 アレッポいから。 

 



 36

■イメージ５ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
１．生活が便利 

 生活が便利そうだから。 
 生活が便利だから。 
 コンビニなどがあるから。 
 ビルは高すぎないが、生活が便利になりそうだから。 
 イメージ５は便利そうだし、イメージ６ほどうるさくなさそうだし、排気ガスが充満してなさそう。 

 

２．緑と建物のバランスがよい 
 バランスが良い 
 緑と商店の多い街がいい 
 便利そうだし、緑の量もちょうど良いから。 
 建物がいっぱいあるのに木などがあって良いから。 
 ビルがあるけれどもお店も少し、緑もあるんでこんな感じが欲しい。 
 ある程度緑や静けさを残しつつも、便利そうできれいだったりすると思ったから。 

 

３．街並みがきれい 
 街並みが美しいから。 
 街並みがきれいで、通るのも楽しそうだから。 
 すっきりしているから。 
 かっこいい。 

 
４．道路が使いやすい 

 車も通れる。歩きやすい道もあり。 
 歩道が広くて歩きやすいから。デザインが好きだから。 
 緑が多い。道路が広くて車も通りやすい。駐車場がもう少しあれば道に車を止める数も減る。人の
歩く所も広くてすれ違うのが楽。 

 

５．その他 

 見通しがよくにぎやかそうだから。 
 にぎやかがよい。ゲーセンがほしい。 
 街がなんとなく静かそうだから。 
 緑が多いから。 
 歩道がBIGな方がいいから。 
 歩道と車道が一体化しているから。（自然な感じ。） 
 大きな建物がたくさんある場所に住んでるから。 
 全体的にいい感じだったから。 
 そろっているから 
 好きだから。 

(n=31)

45%(14)

10%(3)

13%(4)

19%(6)

16%(5)

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

その他

道路が使いやすい

街並みがきれい

緑と建物のバランスがよい

生活が便利5 
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 ふつう 
 良さそうから 
 とくに理由はない 
 なんとなく 
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■イメージ６ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
１．生活が便利 

 生活が便利そう 
 生活が便利そうだから。 
 生活が便利そうだから。 
 生活に便利そうだから 
 生活するのに便利そうだから。 
 生活しやすそう。 
 生活に苦労しなさそう。 
 生活に役立ちそうなイメージがあるから 
 生活、買い物が便利そう。 
 生活が便利で、緑が少ないから。 
 生活に便利そうだし、開放的なイメージがあるから。 
 生活に便利だし、明るいから夜に１人で歩いた時に安全でこわくないから。 
 便利そう。 
 便利そうだから。 
 便利で人が多そうだから。 
 いろいろ便利そうだから。 
 にぎやかで便利そうだから。 
 にぎやかで便利そうなイメージ。 
 買い物が便利 
 買い物に便利そう 
 買い物が便利そうだから。 
 買い物に便利な所が良いから。 
 買い物をするのが楽そうだから。 
 買い物がしやすそうだから。 
 買い物ができそうだから 
 買い物ができる所が多そうだから 
 買い物ができる場所があまりないので多めにあるものを・・・。それとにぎやかな街になってほし
いので・・・。 

 いっぱい買い物ができそうだから。楽しそうだから。 
 店が多いから。 
 店が多くて便利そう 
 店が多くて便利そうだから 
 店が多いから、生活に便利。 
 お店が沢山あって便利だし、にぎやかだから。 
 たくさんお店があって、買い物が便利になる。 
 デパートとか多いから。 
 デパートとかたくさんあるとたくさん遊べるから 

(n=106)

23%(24)

4%(4)

7%(7)

14%(15)

17%(18)

45%(48)

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

その他

安全・安心

緑とお店のバランスがよい

道路が広い

にぎやか

生活が便利6 
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 周りにデパートとかがあったら便利だから。 
 スポーツショップや、デパート、スーパーなどいっぱいありそう。 
 ＣＤショップや本屋などが多くできたら良いなと思ったから。 
 アニメイトやゲーマーズがありそうだから。 
 ゲーセンがありそうだから 
 イメージ６みたいなところはデパートが多そうで、便利だと思うから、にぎやかそう。人がよく通
りそう。 

 ビルなどがいっぱいあった方が出かける時など便利なイメージがある。 
 商店街が多そうだから 
 立ちよれる所が多そうだから。 
 国分寺は緑は多いけど、そうゆう色々便利なものがほしいから。 
 全てにおいて中途半端なため整備してほしい。買い物しやすい所をつくる。 
 交通の便が良い 

 
２．にぎやか 

 にぎやか。 
 にぎやかでいい。 
 にぎやかそうな感じがしたから。 
 にぎやかなイメージ。 
 にぎやかなイメージだから。 
 にぎやかで便利そうなイメージ。 
 にぎやかで便利そうだから。 
 にぎやかそうだし、色々便利だから。 
 にぎやかで買い物などのいろいろなことに使えそうだから 
 にぎやかで、ビルとかがいっぱいあるから。 
 にぎやかで広々としたイメージだから。 
 にぎやかで店が多そうだから 
 イメージ６みたいなところはデパートが多そうで、便利だと思うから、にぎやかそう。人がよく通
りそう。 

 国分寺はにぎやかさがあまりないので、たくさん建物ができるとにぎやかになる 
 ショッピングとかができるようなにぎやかな所があると楽しいそうだから。 
 建物が多いから。 
 道路が広くてにぎやかな街並みだから。 
 道も広く少しにぎやかなイメージがあるから。 

 
３．道路が広い 

 道が広いから。 
 道が広そうだから。 
 道が広くていい感じ。 
 道が広くて安全そうだから。 
 道路が広いから。 
 道路が大きそうだから 
 道路がでかいから。 
 道路が広くてにぎやかな街並みだから。 
 道も広く少しにぎやかなイメージがあるから。 
 広いから。 
 広々としている。 
 広々としてそうだから 
 広そうに見えるから。 
 広々としていて、にぎやかなイメージだから。 
 高い建物とかあるのに…道路が広いから。横にも人が歩くスペースがあるから。 
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４．緑とお店のバランスがよい 
 生活が便利そうだし、緑も少しあるから。 
 建物ばかりでなく、緑もあるから。 
 お店がたくさんあるし、緑が沢山はえているから。 
 街がきれいに見えて森もあっていいから。 
 緑が多い方がいいけれど、色々な面で便利そうだから。静かそうだし…。 
 緑が多くあり、ショッピングモールなどある道路。 
 コンビニがあったりすると、何かあったときにすぐいけるからいいと思う。ありすぎはだめだけど
緑があるのはいいと思う。 

 

５．安心・安全 
 道が広くて安全そうだから。 
 ビルとか建物があるほうが安全だと思うから。 
 生活に便利だし、明るいから夜に１人で歩いた時に安全でこわくないから。 
 車が走る両方に少し高めのたて物をたてて、にぎやかな（光がたくさんついている）（不審者が出
ない）道がいいから。 

 
６．その他 

 楽しそうだから。 
 なんか楽しそう。笑 
 夜のとき楽しそう。 
 あまり緑はないけれど、街みたいなイメージが好きだから。イメージチェンジをしたカンジの国分
寺市が良い。 

 国分寺はビルが少ないと思うから（特に西国分寺） 
 小金井市にそっくりで、小金井市のように綺麗な街にしたいから。 
 静かそうだから。 
 住宅街は静かなほうがいいから。 
 都会的だから。 
 何かかっこいい。 
 雰囲気がいいから。 
 街並みが美しいから。 
 すっきりしていてよいと思うから。 
 道路を丁寧に整備してほしい 
 道路が直線でスピードも出しやすい。 
 自転車が通れそうだから。 
 見通しがよい。 
 見通しがよさそうだから。 
 駐車場がある。路上駐車する車が少し減りそうだから。 
 緑が少ないから。 
 緑がそこそこあるから。 
 なんとなく。 
 どうでもいい。 
 発想力は、あるけどイメージうかびません。つーか新しい道路づくりに、反対です。そういうこと 
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（３）問６：まちづくりや道路に関する自由意見（国分寺高校） 
 

１．交通安全について 
①道路がせまい 

 道が狭い。 
 道が狭い。 
 道がとっても狭い。 
 道が狭いので危ない 
 道が狭くて危ないと思う 
 道が狭いから、自転車が危ない。 
 道が狭い。車多すぎ 
 道が狭いうえに車が多いから怖い 
 道が狭いので広くして欲しい。 
 道が狭いところが多すぎる。広くして欲しい。 
 道が狭いと思うので、直せたら直してほしいです。 
 道を広くして欲しい 
 道をとにかく広くしてほしい。 
 道路狭すぎ。 
 道路が狭いところがある 
 道路が狭くて危ない 
 道路が狭すぎて危ない。 
 道路が狭くて危ないからもう少し広くして欲しい。 
 道路が狭く自転車と歩行者がすれ違う時危ない 
 道路が狭くて車とぶつかりそうで怖いのでもっと広くして欲しい 
 道路できるだけちゃんとして欲しいです。 
 道路をもっと広くして欲しい 
 道幅を広くしてほしい。 
 道幅を広くしてほしい。 
 もっと道幅を広くしてください。 
 広い道路は必ずほしい。 
 広い道をもっと増やしてほしい。 
 広い安全な道がいい。 
 道路(特に通学路）広くして欲しい 
 とにかく道路を広くして欲しい 
 とりあえず広い道路を作ってほしい 
 狭い。 
 狭くて危ない道が多すぎる。 
 全体的に道が狭いです 
 細い路地が多い 
 細いせまい道が多い。危ないので道をもっと広げてほしい 
 住宅街の道路をできれば何とかして欲しい 
 住宅街の道が車１台通れるぐらいで自転車に乗ってるとき狭くて危ないと思う。 
 通学の時、車、人、自転車の事故が多いので、道を広くして欲しい。 
 市内の道をもっと広くしてほしい。車道と歩道を分けてほしい。 
 道路、歩道が広く分かれている感じがいいです。 
 歩行者と自転車が車と近くて危ないところがあるからできればなおしてほしい。 
 道が狭くて危ない。スクールゾーンを７：００～にしてほしい 
 道が狭い。国分寺高校近くの道車の通り危ない。 
 国分寺高校の周りの道せまい。 
 国分寺高校周辺の道路は狭すぎて本当に危ないと思います。 
 国分寺高校のすぐ横の道が狭すぎて車と接触しそうになるので広くして欲しい。 
 国分寺高校付近の道路はもっと広い方がいい。 
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 五日市街道をもっと広くしてほしい。国分寺高校周辺の道を広くしてほしい。 
 道が狭くて危ないから広くして欲しい(１中の前の道) 

 

②歩道がせまい 
 歩道が狭い。 
 歩道が狭い。狭すぎる。 
 歩道が狭いと思う 
 歩道が狭すぎ。 
 歩道が狭くて危ないと思う 
 歩道が狭く、すれ違うのが怖い。 
 歩道が狭く、歩きにくい。広々としたスペースがない 
 歩道が細すぎるので通学があぶない 
 歩行スペースの狭い道路が多いと思う。 
 道路(歩道)を自転車が通りにくい 
 歩道があっても、細い道だと自転車や自動車と接触しそうで怖い 
 歩道が狭すぎる。歩道と車道の区別がはっきりしていない。 
 歩道が狭く、バスを待っている人がたくさんいる時、自転車で通るのが大変です。そこをなんとか
してほしい。 

 歩道が狭すぎる。もっと広くして欲しい 
 歩道を広くしてほしい 
 歩道を広くしてください。 
 歩道を広くしてもらいたい。 
 歩道を広くした方がよい 
 歩道が広くしてほしい。 
 歩道を広くしろ。危ない。 
 歩道が広くて人がいないのがいい。 
 歩道を広くとってほしい。歩く人にとって生活しやすい道路がほしい。 
 歩道も広く道路も広くしてほしい。 
 歩道大きく 
 歩道は３人が横に並んで歩けるように。 
 歩道の整備をしてほしい。（道幅） 
 歩道の整備されていない道路をなくして欲しい 
 歩道の真ん中に電信柱があるのがすごく通りにくいので、広くしてください。 
 もっと歩道を広くしてほしい。 
 広い歩道が増えて欲しい 
 広めの歩道。 
 道路が狭いところが多すぎるので歩道を広げて欲しい 
 道路を整備して歩行者が安全に歩ける道にして欲しい 
 道路を作るなら、緑が多くてゆったりとした歩道をつけてください。 
 狭い歩道をなくしてほしい 
 狭い歩道が多く道路の幅も狭いので、広くしてほしい。 
 狭い道が多いので予算もきついと思うが歩道を拡大してほしい。 
 車どおりの多い道は歩道を広くしてほしいです。 
 国分寺市の道路はすごく狭くて、自転車一台通るのもやっとですごい困ります。すれ違うたびに女
子高生はみんなににらまれて、迷惑です。車道に出ないとすれ違えないこともあって今度は車にも
怒られます。歩道を広くしてください。 

 国分寺市は狭い道路の割には大きな車がたくさん通っていく所だと思います。もう少し歩行者、自
転車が通りやすい道路を作って欲しいです。通学の事故も減りそうですし。 

 国立駅から国分寺高校への道が狭すぎて、危険なので、歩道を広くして欲しいです。特に駐輪場付
近の歩道は狭すぎて危なすぎます。 

 駐輪場付近の歩道を広くしてほしい 
 国立駅周辺の歩道が狭すぎて、自転車同士ですれ違う時にとても危険なので、何か対策をして欲し
いです。 
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 国分寺の道路は歩道が狭すぎて危ないです。むしろ、歩道をなくして白線で仕切ったほうが安全だ
と思います。 

 

③見通しが悪い 
 見通しがきいた道路がほしい 
 見通しが良い歩道が増えて欲しい 
 道幅が狭くて塀などで見通しが悪くて危ない。(事故とか起きそうでいや） 
 道路や歩道まで飛び出している木の枝などはとても邪魔だし危ないと思います。その気を所有して
いる人にいって切ってもらうことはできないのですか？またそういった気のせいで見にくいカー
ブミラーもあると思います。 

 カーブミラーをもっと設置してほしい。 
 

④自転車への配慮 

 自転車も安全に走れるようにしてほしいです。 
 自転車が通りやすい（歩行者が安全な）道にしてほしい。 
 自転車が通りやすくして欲しい。曲がり角で車が来ることがよくわかるようにしてほしい。 
 自転車のトラブルを少なくするために、もっと道路を広くして欲しい。（そして全部ブンジ生のせ
いにしないでほしい） 

 とにかく文句を言われないように、自転車の通れる道路を広くしてほしい。 
 道幅が狭い場所が国分寺には多いのでもっと自転車と車がゆとりを持って走行できるよう整備し
てほしい。 

 自転車と歩行者がお互い気持ちよく使えるような道路を作って欲しい。 
 自転車と歩行者が十分歩ける道の幅 
 自転車と歩行者の通る道をわけると事故の危険が減ると思います。 
 自転車と歩道をわけてほしい。 
 通学中の事故がないように歩行者と自転車を分けてもらいたいと思います。 
 車道と歩道と輪道がしっかり区別されて安全なまちづくりをしてもらいたい。 
 道路を広くできないなら車だけ通る道と、自転車と歩行者用の道を作るといいと思います。 
 車道は自転車が安全に左側を走れる広さ。 

 
⑤その他 

 学校の近くの道はスクールゾーンとかにしてほしい。 
 国分寺高校周辺の道にスクールゾーンを設けていただきたい。 
 国分寺の周り、危ないです。 
 道路がでこぼこで雨の日は車に水をはねられて困る。 
 道路はでこぼこしないで平らにしてほしい 
 安全にしてほしい。一方通行が危なくて通りづらい。 
 道が危険すぎる。 
 車のスピードの出しすぎを防ぐため、車道に高速道路にあるような段差をつけてほしい。 
 小学生が横一列に並んで歩いているのが怖い 
 自動車専用車線を造るべき 

 

２．緑（環境）について 
①緑をふやす・残す 

 緑が少ない。 
 緑を 
 緑を増やして欲しい。 
 緑が多い感じがよい 
 緑や自然は今以上に豊かになればとてもよい！！！ 
 もっと木を増やして欲しいと思う。 
 Ｇｒｅｅｎだよ。 
 木がたくさん植えてあれば温暖化を少しでも防げるし、騒音防止にもなり、一石二鳥であると思う 
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②自然を残す 
 これからも自然を大切に、開発は程ほどにお願いします。 
 自然が多くして欲しい 

 
３．くらしの利便性について 

①生活利便施設の整備 
 店がない。 
 お店がなさすぎ 
 学生のニーズにあった店などが欲しい。 
 商業を活発に行える環境をつくってほしい。 
 コンビニをもう少し増やして欲しい 
 スポーツショップ、映画館も。 
 服屋とかいっぱいあると嬉しい！ 

 
②公園・あそびの場の確保 

 広い公園ほしい。 
 公園など遊べるところを増やして欲しい 

 

４．街や道路のイメージについて 
①街のイメージ 

 落ち着いた街並みを大切にした方がいいと思います。 
 ビルばっかりとか、空気が悪くなりそうなのは嫌です。 
 去年まで国分寺に住んでいたので、ぜひ安全で快適なまちをつくってほしい。 
 国分寺市をみんなで住みやすい街にしましょう！ 

 
②道路イメージ 

 日光林道みたいな感じがいい。 
 

５．坂道をなくしてほしい 

 坂が多い。 
 坂がなくなって欲しい。 
 坂道はいらない。 
 急な坂道を減らして欲しい。 
 急な斜面をなくしてほしい。 
 もっと緩やかな坂道 

 

６．その他 

①道路の横断・利便性について 
 横断歩道が少ないため、とても危険な道が多いので、歩くのが怖い。 
 踏み切りと信号との対応ができていない 

 

②防犯について 

 畑の多い道は暗くて危険なので、街灯をつけて欲しい。 
 

③道路の必要性 
 国分寺市内を南北につなぐ新しい道路により敷地が減り、今の環境を強制的に変えられてしまう。
近隣の人たちのことを考えるともっといい手がない限り賛成できない。市政はもっと柔軟に対応で

きるようにしないと市民は離れます。補償ではすまない問題があると思います。 
 小平市の上水元町ですが、本当にこんな道路がつくれるのですか？小平中央公園などを真っ二つに
する気がするのですが。既存の府中街道を整備している（西国あたり）のに勿体ない気も…。 
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 私の家はこの道路で半分が削られてしまうので、あまり賛成はできません。道路ができても、静か
で住みやすいまちのままにしてほしいです。 

 道路をつくらないでほしい。 
 家つぶす気か？ 

 

④税金の使い方 

 税金の無駄遣いをやめてほしい。 
 正しいお金の使い方をお願いします 
 つまらないところに金使うな。みえはるな。 
 お金がないなりに、無駄遣いせず、どうせ造るならいい道をお願いします。 

 

⑤その他 
 バスが少ない。 
 バスの本数を増やしてほしい。 
 玉川上水の橋もっと多くして。（小平） 
 玉川上水を渡る道を増やしてほしい。 
 家ありすぎ。 
 つまんない街だなと思っている 
 国立駅北口がつまらない 
 うちの学校の近くに駅が欲しい。国立駅や恋ヶ窪から遠い。 
 国分寺高校は国分寺のはずれにあるからだめだ。 
 空気が汚い。国分寺高校をもっと駅近くに。近隣住人がうるさい。 
 国分寺高生にもマナーの悪い人がいますが、市民の方の中にも危険な運転をされる方は多いと思い
ます。（今朝も、自分はブレーキをかけようともせず、「危ない！」といいながら突っ込んでくる

人がいました。前にもその人に会い、私は転んで打撲となってしまいましたが、謝罪もなくそのま

まいってしまいました。） 
 西国分寺駅周辺ばかり、開発が進み、北部は不便。特に、北東と北西のところ。林や畑が潰され住
宅が多くなって嫌だ。地域によって、景色に差がありすぎる。 

 立川駅にまっすぐ続く道がほしい。 
 本当に空き地が勿体ない。 
 北口のオリンピック復活。 
 道が汚く暗い店などが多々あると思う 
 老人にも優しくして 
 これから変わるのが楽しみ 
 がんばって下さい 
 よろしくお願いします。 
 実際どうでもいい 
 わからない 
 市内に住んでなくて、その地域も使わないので意見を出しにくい。 
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（４）問６：まちづくりや道路に関する自由意見（第一・四・五中学校） 
 

１．交通安全について 
①道路がせまい 

 道せまっ。 
 道が狭い。 
 道狭くないですか？車、人、自転車がわぁってなるよ。 
 道が狭い。草などがぼうぼう生えて道をふさいでいる。 
 道が狭いのでもっと広くしてほしい。 
 道が狭かったりのところが結構あるので、もう少し広くしてくれた方がいい。 
 道を広くしてほしい。 
 道を広くしてほしいところがある。 
 道をもうちょっと広くしてほしい。自転車どうしで向きあうのは大変。 
 道をもっと広く、商店街を増やしてほしい 
 道路も広く！ 
 道路全体が狭いからもっと広くして欲しいと思うのだが 
 道路が狭い所がけっこうあって危険なことが多いので、出来れば広げてほしい。 
 道路を広くしてほしい。デパート的なものをつくってほしい。 
 狭い 
 かなり狭いところがある。 
 狭い道や危険な道があるので改善して欲しい。 
 狭い道を広くしてほしい。理由は、事故が多くなると思う。 
 狭い道だと車と歩行者、自転車がいっしょになって事故が起こりやすいので広くした方がいいと思
う。 

 狭い道で、一方通行じゃないのに両方から車が来ているとき、歩行者が危ないという道をなくして
ほしい。 

 狭い道路があるのでもう少し広くしてほしい。 
 狭い道路には、歩く所と自転車の通る所と通れるくらい広くしてほしい。 
 狭い道路は広くした方がいいと思うが、増やすのは・・・？ 
 少し道路が狭いのでもう少し広くしてほしいです。（すごく広いのは、やめてほしい。） 
 もっと道路を広くしてほしい。 
 もっと道路を広くすればいいと思う。 
 もっと道を広くしてください。人が多くて道が歩けません。 
 もうちょっと道を大きくして、車や歩行者が危険がなく通れる道を作ってほしい。 
 車の行き来で、車同士のぶつかりあいがあり、また歩行者も車とぶつかりそうなので、狭い道をも
うちょっと広くしてほしい。 

 ときどきかなり狭い道があって歩いたり、自転車で通るときに危ないときがあるので、広い道路に
してほしい。 

 ところどころみちがでこぼこしていたり、道が極端に細かいところがあったりして不便。 
 マンションばっかりで道路が狭い。 
 車の道も広いといい。 
 国分寺の狭い道路が多い。 
 国分寺駅の坂の道路が狭くて危ない。その坂は人通りが多いからもっと危ない。 
 恋ヶ窪には細かくてガタガタの道が多い。 
 国分寺高校の近くのみちがあまりにもせますぎる。戸倉に住んでいる私だからまだ安全だけど、そ
っちにすんでいる人はかわいそう。 

 国分寺高校東通りの裏道問題を考えてほしい。 
 府中街道が狭いと思う。 
 府中街道の道が狭く走りにくい。 
 小平南高校付近の道が狭い。 
 道を広くする工事をやってほしい。(36号線の踏み切り) 
 自分の家の前の道路を広くしてほしい。 
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②歩道がせまい 

 歩道が狭い。 
 歩道が狭い。 
 歩道が狭いところがある。 
 歩道が狭い。車にぶつかりそうで怖い 
 歩道が狭いところが多いので、もっと広くしてほしい。 
 歩道や道が全体的に狭いので広くしてほしい。 
 歩道（自転車も含む）が狭くてこわいので、広いといいと思う。 
 歩道を広げてほしい。 
 歩道を広げてほしい 
 歩道を広くしてほしい 
 歩道を広くしてほしい。 
 歩道を広くしてほしい。 
 歩道を広くしてほしい。 
 歩道を広くしてほしい。 
 歩道を広くしてほしい。 
 歩道を少し広くしてほしい。 
 歩道を広くしたほうがいい。 
 歩道を広くしてください。 
 歩道を広くする。 
 歩道を広くする。 
 歩道を広く 
 歩道も広く！ 
 歩道をなるべく広い方がいい。 
 歩道の幅も少し考えてください。 
 歩道を３倍くらいの広さにしてほしい 
 歩道が広い道路がほしい。ランニングができるような。 
 歩道を広く、ベンチもあるとうれしい。 
 歩道の幅を広くしたら安全だと思う。 
 歩道を安全に通れるように広くしてほしい。 
 歩行者用道路が狭い。 
 歩行者が歩きやすかったらいいと思う。 
 歩行者の道路に、緑がふえて、広くなればいいと思います。 
 道路が狭い（歩道）。 
 道路の歩道が狭い 
 道路を広くしてほしい。もっと。（歩道） 
 道路を歩行者が安全に歩けたり自転車が走れるように整備してほしい。 
 できるだけ歩道を広くしてほしい。 
 できるだけ歩道を広くして下さい。 
 もっと歩道を広くしてほしい。 
 もっと広い道（歩道）を増やしてほしい。 
 広い歩道があるといいと思います。 
 広い歩道とせまい歩道で、すごい差がある。 
 歩く道を広くしてほしい 
 人の道も広いといい。 
 狭い歩道はなるべく広くしてもらいたい。転んだときのことも考えてほしい。 
 ときどき歩道が狭いところがあって危ないと思う。急いでいる時に道が狭いとちょっと困る。人が
邪魔なときチャリンチャリンを鳴らしにくい。 

 車道が広くて、歩道がせまい所があって、歩いている人があぶない自分自身こわくて通れないので
どうにかしてほしい。 

 大きな道路ではちゃんと歩道を作ってほしい。 
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 新たな道路を作る前に、今ある道路を、例えば歩道を広くするとか。そういうのを改善したほうが
いいと思う。 

 踏み切りのところで歩道のないところがあって危ないので歩道をつけてほしい。 
 もう少し歩道を広げてほしい。（特に国道ではない道路） 
 もう少し歩道を広くしてほしい（五日市街道） 
 道路の歩道を広くしてほしい。（例：奈良橋通り） 
 歩道を広く（府中通りとか連雀通りとか） 
 国分寺街道の歩道も広げてほしい。 
 西武多摩湖線沿いの道路で国分寺駅に近い所が、歩道が狭く車がよく通って危ないので歩道をもう
少し広くしてほしい。 

 府中街道の歩行者の方の道が狭い。自転車だと通りにくい。 
 

③見通しが悪い 

 カーブミラーが見にくい。 
 カーブミラーの角度がおかしいのがあるのでそういう安全面が気になります。 
 ミラーを増やして下さい。 
 広く自転車用にミラーがほしい 
 曲がり角のところに必ずミラーをつけてほしい 
 曲がり角が少し怖い。 
 危ない住宅路などを見通しがいいようにしてほしい。 

 

④自転車への配慮 
 自転車専用道路ができるといい 
 自動車専用の道路がほしい。 
 自転車用の道路をつくってほしい。 
 自転車道を増やしてほしい。 
 自転車の通れる道を国分寺市全てにつくってほしい。 
 自転車と歩行者用の道を分けてほしい。 
 自転車と歩道の道をわけてほしい。 
 自転車の道と歩く人の道を別々にしてほしい。 
 自転車と歩く人の分ける所をもっとわかりやすくしてほしい。 
 歩行者と自転車をちゃんと分けてほしい 
 歩行者と自転車だけ通れる道（車道のない）がもっとほしいです。 
 歩道専用自転車専用道路をつくってほしい。 
 自転車が通る道が無いとどこを通って良いかよくわかりません。歩道がすごく狭いところが多いの
で、すれ違いにくくもっと広くしてほしいです。 

 自転車ゆうせん 
 自転車が並んではしれる広さの道がいい。 
 チャリの通るところをもっと広くしてほしい。 
 コンクリート（くろがねの）をでこぼこじゃなくて、もっと自転車や、人が通りやすいようにして
ください。 

 道路がでこぼこしすぎて、自転車で通りにくい。 
 人の歩く道をちゃんと自動車もらくらく通れるとこがあるといいと思いますよ。狭すぎるとこやだ
から…。 

 
⑤その他 

 危険な道が多いので、直してほしい。 
 今ある道をもっと安全にしてほしい。 
 ちゃんと安全な道でさえいればどんなのでもいい 
 ぼこぼこしている道は嫌だ。 
 道がでこぼこしている。 
 もっと道を平らにしてください。 
 歩道の段差をなくしてほしい 
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 ガードレールを付けて。 
 歩く道にガードレールを置いたほうがいいと思う。 
 できればあまり道路を増やさないでほしいが、作ったとしても、そこの道路に車が集中しないよう
に工夫してほしい。 

 一日中車がいっぱい通らないほうがいい。事故は嫌 
 道路は広くなくて良いが歩道と車道の境をはっきりしてほしい。 
 道路標識は夜は見えないので、見えるようにしてほしい。 
 ポールをなくしてほしい。 
 道の真ん中の線から車が出ていることがあるので、規則をきびしくしたほうがいいと思います。←
危ないので。 

 国分寺駅の北口が危ないと思う。道路なのに歩行者天国になっていて、道もせまいし、少しがらが
悪い。 

 

２．くらしの利便性について 
①生活利便施設の整備 

 お店も少なくて使いづらい。 
 お店が少ないので、いっぱいつくってほしい。 
 お店を増やしてほしい。 
 お店（デパートや遊ぶ所）などを増やしてほしい。コンビニなどを増やす。イトーヨーカドーなど
を作る。 

 お店を増やしてほしい。映画館がほしい。丸井みたいなデパートがほしい。 
 買い物をするとき近くに店がなくて不便です。 
 買い物できるトコロが全然なくて不便。畑が多すぎ・・・笑 
 買い物する店などを色々増やしてほしい。 
 買い物とか便利にしてほしい。 
 デパートが少ない 
 デパートをつくってほしい。 
 デパートをつくってほしい。 
 デパートをつくってほしい。 
 デパートみたいのがもうひとつくらいほしいです。 
 デパート的なものをつくってほしい。 
 もっとデパートを多く 
 でっかいデパートをつくってもらいたい。 
 もう少しデパートなどがほしい。 
 コンビニを増やしてほしい。 
 コンビニをもっと増やしてほしい。 
 コンビニなどを多くしてほしい 
 コンビニなど買い物できる所がほしいです 
 コンビニを東恋ヶ窪の近くにつくってほしい。 
 イオンの近くにコンビニを。 
 手軽にいけるスーパー、コンビニを増やしてほしい 
 スーパー、デパートが少ない。 
 もっとスーパーなどをいっぱい作ってほしい。 
 私の家の周りだけかもしれませんが、スーパーがあまりないのがちょっと不便です。 
 ショッピングモールをおいてほしい。 
 モールをつくってほしい。文具店がほしい。 
 商店街を増やしてほしい 
 大きな、ショッピングモールを、国分寺駅周辺だけでなく、恋ヶ窪周辺にもつくってほしい。いち
いち、電車に乗るのが、とても不便なので・・・ 

 本屋をつくってほしい。 
 本屋を増やして。 
 本屋さんやCDショップなどのお店をたくさんつくってほしいです。 
 本屋を多くしてもらいたい。ほしいものをもっとたくさん色々な場所で売ってほしい。 
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 主に本屋やゲームやゲーセンなど多くつくってほしい。 
 もう少し本屋がほしい。 
 ゲーセンをふやしてほしい 
 ゲームセンターがあって欲しい。 
 ゲーセンやCDショップをつくってほしい。 
 CDショップをつくってほしい 
 アニメイトがない。もう少し買い物ができる大きなショッピングセンターがほしい。 
 ３２８号線の近くに大きい商業施設がほしい。アニメイトやゲーマーズを３２８号線沿いに建てて
ほしい。 

 服屋があってほしい。 
 服屋とかアクセサリーを売っている店を増やせ。 
 雑貨屋とかを増やしてほしい。 
 道路沿いに雑貨屋がほしい。近くに映画館がほしい。 
 映画館を作ってほしい。 
 音楽店をつくってほしい 
 楽器屋どっかにほしい～ 
 国分寺市内に電気店などを増やしてほしい。 
 スポーツショップをつくってほしい。 
 ペットショップと動物病院がつくってほしい。ゲーセンも 
 いろんな店を置いてほしい。 
 みんなが、楽しめるお店がほしいです。（大きい！） 
 もっと便利にしてほしい。 
 もっとお店や子供があそぶ場所を作ってほしい（ゆうえんちとか） 
 もっと遊ぶとときに、わざわざ立川とか行かなくてすむように、映画館や、ゲームセンターなどが
あってほしい。道路沿いにレジャー施設を多く設けてほしい 

 もっと遊べる場所（テーマパークみたいな）や店がほしいです。 
 泉町にも図書館がほしい。 
 家の近くに図書館など大きなお店がない。 
 マンションを誘致しすぎている。文化施設をつくれ。 
 もっと、国分寺市の学校の近くに公民館などをふやしてほしい 

 

②公園・あそびの場の確保 
 公園が少ない。 
 公園を増やしてください。 
 公園を増やしてほしい。 
 公園をつくってもらいたい。 
 公園などを明るくしてほしい 
 公園を多くしてほしい。子どもが遊べる、利用できる施設が少ない。 
 公園を増やしてほしい。公園などがあまりなく、道路で遊ばなくてはならないから。 
 広場や公園を多くつくり、安心できるところをつくってほしい 
 道路を増やすより、みんなが楽しめる公園を増やしてほしい。 
 遊び場がほしい。 
 遊ぶ場所をくれ。 
 遊ぶところをもっとつくってほしい。 
 遊ぶ場所などを増やしてほしい 
 子どもの遊ぶ場所が少ない。 
 友達と遊びやすい環境にしてほしい。 
 中学生くらいが遊ぶ所が少ない。 
 もっと子供が遊べるような場所を作ってほしい。 
 もう少し子どもが遊べる場所を増やしてほしい。 
 サッカーができるグラウンドをつくってほしい。 
 サッカーなどのできるグランドがほしい。 
 サッカーのできるところをつくってほしい。 
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 芝のサッカー場をつくってほしい。 
 芝のサッカー場をつくってほしい。 
 施設の良いサッカーグランドがほしい。 
 もっとサッカーや野球が自由にできるグラウンドを造ってほしい。 
 野球やサッカーのできる公園を増やしてほしい 
 国分寺市内にもっとサッカーができる遊び場を増やしてほしい。 
 ボールをけっても大丈夫で明るく広いグラウンドをたくさん作ってほしい。国分寺にはそういう場
所があまりない。 

 広いグラウンドがほしい。 
 国分寺にグランドを作ってほしい。 
 市民大会などをできるグラウンドをつくってほしい。 
 道路をつくるのであれば大きいグランド（遊び場）などをつくるとよいと思う。 
 運動場をもっと増やしてほしい。 
 もう少し広めでスポーツの可能な公園（土、又は人工芝）がほしい。 
 近くに公園などを増やしてほしい。土地を広く利用した野球場がほしい。 
 小さくてもよいので公園に野球場（フェンスあり）があれば、小人が外でおもいっきり遊べると思
うから。 

 道路沿いか、国分寺市内に昭和記念公園くらいの大きさの公園(草野球ができる）をつくってほし
い。 

 もう少し広いねずみ公園を増やしてほしい。 
 大きい公園がほしい。（キャッチボールとかバットがふれるぐらい） 
 もっと、国分寺市の学校の近くに公園←（大きな）をふやしてほしい 
 国分寺は、もっと広い公園があると、いいよ。テーマパーク・遊園地なども近くにあると良い。 
 公園の設備を充実させてほしい。(スポーツ系のもの) 
 公園をもっと充実させろ。バスケットコートなどを増やせ。 
 スポーツ施設の数が少ない。また、サービス料金が悪い。 
 緑と公園などをつくってほしい。 
 もうちょっと公園を建ててほしい（１個か２個）（緑も多くしたい） 
 もう少し緑の多い公園を増やしてほしい。 
 緑が多いのはいいのですが、整備されていない樹林地が多いので、整備して緑豊かな公園にしてほ
しい。多目的グランドを作ってほしい。スポンサーが入れば、お金が入るのでスポンサーを入れて

ほしい。 
 空き地がほしい。 

 

３．緑（環境）について 
①緑をふやす・残す 

 緑を増やしてほしい。 
 緑を増やしてほしい 
 緑を増やして下さい 
 緑を増やしたい。 
 緑を増やしたほうがいい 
 緑を多くしてください。 
 緑が多ければ良いなと思います。 
 緑をさらに多く。 
 緑がさらに多くなったらよいと思います。 
 緑をもっと多くしてほしい 
 緑がもう少し多くても良い。 
 緑を整備してほしい。 
 緑があっても、一定の場所だから制限されていない緑がほしい。 
 もっと緑を増やしてほしい 
 もっと緑を増やしてほしい。 
 もっと緑を増やした方がよいと思う。 
 もっと緑を増やしてくれると嬉しいです。 
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 もっと緑を多くしてほしい。 
 もうちょっと緑を増やしてほしい。 
 もう少し緑を増やしてほしい。 
 もう少し緑を増やしたほうがいいと思う。 
 緑は消さないで欲しい。 
 緑は消さないでほしいです。 
 緑はできるだけそのままって感じで。 
 緑を大切にしてくれればそれでいいです。 
 緑をあまり減らさないように。緑を工事などでなくしたらそれと同じ量、またそれ以上の緑を植え
てほしい。 

 道路をつくるのはいいが、緑が減るのはいやだ！ 
 道路がふえてもみどりはへらさないでほしい。 
 道路を作るとき環境を壊さないでほしい。（木を切らないで！） 
 全体的にもっと緑を多くしてほしい 
 木を植えてください。 
 木があるほうがいい。 
 やっぱり、ぼくは、緑がもうすこしあってほしいと思います。 
 とにかく緑を多くしてほしい。新宿とか都心のほうみたいにしたら、国分寺から出ていく。 
 今の緑を失わないようにした方がいい。 
 あまり緑を減らさないでほしい。車が多く通っていると危ないし空気が汚れるからいやだ。 
 さいきん、住宅が増え、国分寺の自慢の緑がへってきてしまっているので、緑をへらさないでほし
いです。（おみせだったらＯＫ） 

 国分寺市はとても緑が多くていいと思います。 
 国分寺は緑豊かな街だからこれを壊さないようにしてほしい。 

 
②農地を残す 

 畑がもう少し多くても良い。 
 畑をなくさないでほしい。 
 畑がなくなっているのがよくないと思う。新しい家はつくらなくていいと思う。 
 最近、畑や公園が自分の住む場所から消えてマンションが多くたてられている。だから、緑が少な
くなり遊べる場所が少なくなって嫌な気分。 

 最近、畑が住宅に変わってきて、なんかダルイかんじがする街になってきた感じがする。 
 畑とかがあるのはいいけど、道路きたなくて、迷惑（夏は、毛虫がちらかっていて、歩道にお茶の
木がじゃま）しっかり手入れをするように農家に言ってほしい。 

 
③自然を残す 

 自然を残してほしい。 
 自然を生かしてほしい。 
 自然も多いほうがいい 
 自然をもっと多くしてほしい（何もない所に木を植えるなど） 
 自然を返せ。 
 もう少し自然を取り入れてほしい。 
 あまり自然を壊さないで、道路をつくってほしい。 
 このまま土地開発をしたら自然が無くなり、緑の多い国分寺がなくなると思う。森で昆虫を採るの
も子どもの夏の楽しみだ。絶対土地開発をしないでほしい。 

 

４．街や道路のイメージについて 

①街のイメージ 
 緑が多い街がいい。 
 緑が多くて、すずしそうな街。 
 緑の多い街なので、この緑を活かした街をつくってほしい。 
 緑を多くしてほしいが家も少しあるといい。 
 もう少し緑豊かなまちがいいと思います。 
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 できれば緑（秋にオレンジ）が多くて静かな街がいい。 
 もっと自然を増やして、環境の良い街にしたい 
 大きな高層ビルはない方がいい。 
 あまり大きなビルなどは建てないでほしい。 
 あまり高い建物を建てないでほしい。国分寺の風景を壊さないでほしい。 
 あまり高い建物は建てないでほしいです。個人的ですが、あまり現代っぽい街並みはよくないと思
うので…。 

 マンションばかりたてないでほしい。 
 無駄に弁当屋や車屋をふやさないでほしい。 
 静かな街がいい。 
 うるさくない街がいい。 
 にぎやかにならないでほしい。 
 都会過ぎず、田舎がいい。 
 都市開発とかしなくて良いと思う。このままでいい。このままの国分寺の方好き。 
 そのままが良いです。 
 変えなくていいと思う。 
 都会にして下さい。 
 都会にしてほしい。 
 もっと都会的にしてほしい。 
 もっとビルを建ててほしい。 
 夜になっても明るいようなまち 
 とても、真っ暗なところにここら辺はとても静かなのでもっと安心してにぎやかなイメージな街が
いいな。 

 並木町らへんにも、国分寺くらいの繁華街にしてほしいと思う。（国分寺駅） 
 自然が多いところとお店が多いところをわけてほしい。 
 道路とかが増えて交通が便利になるのは、いいことだと思うけど、その分、環境の問題も考えて、
環境にやさしいまちづくりをしたほうがいいと思います。 

 住みやすい街にしてほしい。 
 23世紀をイメージした街づくりをしてほしい。 
 ガムのはきすても多いし、清潔できれいな街にしてほしい。 

 

②道路イメージ 
 緑を増やしながら道路を作ってほしい 
 緑が多い道路にしてほしい。 
 緑もたくさんあるきれいな道路にしてほしい。 
 緑が道路の周りにたくさんあるといい。 
 緑の多い道路で、あまり道路を変えないでもらいたいです。 
 緑などをへらさず逆にふやして地球にも生き物にもやさしい道路をつくってください。 
 できるだけ緑の多い道路にしてほしいです。 
 道路ができるのもいいが、木もたくさん植えてほしい。 
 自然な感じの道路にしてほしい。 
 なるべく自然が多い道路がいい。 
 きれいにしてほしい。 
 きれいな道路にしてほしい。 
 全体的に綺麗にしてほしい 
 綺麗な道で歩いていると楽しそうな道路にしてもらえると嬉しいです。 
 道をヤマダ電機あたりのようにきれいにしてほしい。 
 もっと歩行者に優しい道路にしてほしい。 
 高齢者が多くなってきたので、できれば便利で使いやすいようにしてほしいと思う。 
 人が歩いていて車との接触が無いような便利な道が良い。 
 広場や新しい公園やバスを通して、コンビニや車通りがいいと思う。 
 国立の大学通りみたいのがいい。 
 国立の大学通りのようにしてほしい。 
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 桜の木をたてる。 
 並木はイチョウ並木でお願いします。 

 

５．防犯について 
 街灯が少ない。 
 街灯が少ない。 
 街灯が少ない。 
 街灯が少ない。 
 街灯が少ない。 
 街灯が少ないので増やしてほしい。 
 街灯の少ない暗い道に街灯をつけてほしい。 
 街灯をもっと増やしてほしい。 
 街灯をもっとつけてほしい。 
 街灯をいっぱいつけてほしい。 
 街灯をつけてほしい。明るくしてほしい。 
 街灯がまったくなくて怖い道などがある。街灯を増やしてほしい。 
 街灯があるのについてなかったりする。 
 電灯を増やしてほしい 
 全然街灯がない道路があるので街灯が多い方 
 夜暗いので、電灯を増やしてほしい。 
 夜道が怖いから、もっと明るくしてほしい。 
 夜暗い道は怖いから明るい道にしてほしい。 
 暗いところがある。 
 暗いので明るくしてほしい。 
 周りが暗すぎる（よく見えない）。 
 すごく暗い道があって危ないと思います。 
 ところどころ、暗いところがあり、帰りがおそくなった時、こわいです。 
 明かりがほしいです。 
 明るい道にしてほしい。 
 もう少し明るく。 
 もう少し、道を明るくしてほしい。（夜） 
 もうちょっと明かり（街灯）をつけてほしい。 
 道を明るくしてほしい。 
 緑が多いのは良いけど、夜帰るときなど真っ暗だから、もう少し明かりを増やしてほしい。 
 あぶなくて暗い道があるので電気を増やしてもらいたいです。部活でおそくなると暗いので恐いで
す。 

 恋ヶ窪の道は暗くて危ない 
 五中付近は、畑が多く暗くてこわい。 
 かまくら街道が暗くてとても怖いです。もう少し電灯がほしいです。 
 ソーラーパネル等をたくさんつけてほしい。（環境にいいやつ） 
 通学路での人通りのあまりない道をパトロールしてもらいたい。(6時以降)治安を高めてほしい。 
 なにかあったときのために子ども110番の家を10件に1件つけてほしい。 

 
６．その他 

①道路の横断・利便性について 
 横断歩道を増やしてほしい。 
 横断歩道を全てボタン式にしてほしい。 
 もう少し横断歩道をふやしてほしい。 
 信号を増やす。 
 信号を増やしてほしい。 
 信号をつけてほしい所がある。 
 信号が青だからわたろうとすると、カーブの車が次々と出てくることがあるから、もうちょっと信
号を工夫してほしいです。 
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 信号の待ち時間を短くしてほしい。(街の民芸前）わたれなかったら、「あぁーあ」と思う。 
 府中街道が混んでいる。信号が少なくて、三和木材？の方に渡るのにはイトーヨーカドーの方の信
号から行くことになってとても遠回りになる。 

 通学路に信号がついてないからつけてほしい。 
 

②道路の必要性 
 道路はつくらなくていいと思う 
 道路をつくるのは反対です 
 道路はつくらない方がいい。道路はいらない。 
 道路を新しくつくらなくていい。つくらないほうがいい。 
 道路はつくらなくてよいと思う。道の幅１０ｍは広すぎると思う。 
 道路をつくると空気もわるくなるし、駅に行くのも遠回りになってしまうので、やめてほしい。 
 道路を作ると緑も破壊されるから。 
 道路大反対！家の庭を返せ！ 
 道路は要らないと思う。今でも十分便利。 
 道路を増やさないでください。車が危険です。 
 道路を広げるなと思う。うるさくなる。 
 道路ばかりあると、あぶない気がする。きちっと交通ルールを守る人だけいるならばいいけどそう
ではないから、あまり増やさない方がいいと思う。 

 別に工事しなくてもよいと思う。 
 別に工事する必要はないと思う。 
 新しい道路はいらないと思う。 
 そんなに道路をつくらなくても良いと思う。 
 もう道路はいらないし、もうこれ以上自然を壊さないでほしい。 
 もうこれ以上道路や建物を増やさないでください。 
 あまり大きい道路をつくらずにいまのままがよいと思う。 
 あまり道路をつくると環境に良くないのでやめた方がいいと思う←温暖化を進行させてしまうの
で。私は、じゃり道が好きなのでしてほしい。 

 あまりうるさいのはいやだ。車が多いのは嫌だ。つくったらだめ。 
 大きな道路ができると空気がきたなくなるので、今後新しい道路は作らないでほしい。 
 木を切って道路を作るのには反対です 
 せっかく緑がたくさんあるのに道路などを作って破壊みたいなことをして地球温暖化などが進み、
地球を破壊していくからあまりつくらないほうがいいと思う。 

 自然の多い国分寺なので、あまり道をつくると、森林などがなくなってしまうので、道路を増やす
（広げる）というのには、私は関心はありません。 

 便利になるのは良いけれど、道がややこしくなるので、あまりしないでほしい。 
 なんで道路をつくるんでしょうか。 
 そんなものをつくるより、国分寺の中学を助けろ。 

 

③税金の使い方 
 あまり税金を使わないで。 
 あんまりお金使わない方がいいとおもいます。 
 国分寺は色々と税金を使いすぎでいけない。無駄に税金を使ってはいけない。 
 ちょっと無駄使いが多いと思う 
 税金の無駄はやめてほしい。 
 無駄に道路工事をしないでほしい。 
 無駄なものは作らないで欲しい。 
 いらない工事ではなく、もっと必要なことにお金を使ってほしいです 
 他のことにもお金をかけてほしい。 
 そんな金があるならもっと街をにぎやかに、買物ができるようにしてほしい。 
 道路をつくるお金があるなら学校をきれいにしたり、緑をふやす活動をしてほしい。道路に特に不
便を感じない。 

 道路をつくるために税金を上げないでほしい。 
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④その他 

 国分寺駅周辺、道路がきたない。道路がゴチャゴチャしている。 
 国分寺駅周辺をもう少しきせいしたほうがいいと思う。 
 国分寺駅はデパートなどが周辺にあるので、西国分寺駅や恋ヶ窪駅周辺を再開発してほしい 
 国分寺に行く坂がきつい。 
 国分寺五重塔を再建してほしい。 
 国分寺再建。 
 坂をなくしてほしい。 
 坂が多くてお年寄りが大変そうなので坂を少なくしてほしい。 
 ぶんバスを西元町の方にも走らせてほしい。 
 多摩蘭坂付近をぶんバスを通してほしい。 
 工事をするときに音をうるさくしないで。 
 工事中のところは通れなくて迷惑。 
 工事中→静かにまったく生活に支障のないように 
 道路作るときあまりうるさくならないようにしてほしい。 
 ４車線ぐらい車道をつくったほうがいい。高速は無料に！ 
 起点から終点までもう少し短くてもいいと思う。（新しくできる道路） 
 道路をつくりたいなら、つくればいいんじゃないんですか。 
 便利で国分寺にあった道を作って下さい。 
 なるべく家や店をつぶさないでほしい。 
 普通に生活するうえで、不便じゃなければなんでもいい。 
 道路ができた暁には国分寺にオリンピックを。 
 道路のアスファルトを新しくしてほしい。 
 車がとおっては、いけない道路 
 鬼ごっこしやすいように十字路を多くしてほしい。 
 新しい道路をつくるのであれば、リオンのところをどうにかしてほしい。 
 ケヤキ公園付近の道路を改善してほしいです。 
 うちのうらに道をつくってほしい。 
 まぎらわしい道が多い。 
 「○ｍ先、○○があります。」という看板がほしい。（駅や大きな店など） 
 新しい街を作るのはいいと思います。 
 明るい楽しい国分寺にして。 
 お金持ちの国分寺にしてください。 
 土地の値段はやや高めに。 
 通学路に、犬の糞などが落ちていて汚い。もっと清潔にしてほしい。（安心して外で歩けない） 
 道路の、鳥のふんを取ってほしい。 
 家の近くの地主の人が道路に畑のドロをこぼしてとてもいやだ。 
 鉄道の便をよくする。 
 電柱ではなくて、地下に電線を引いてほしい。 
 図書館の本をもっと多くしてほしい 
 北町公園を早く作ってほしいです。 
 川をつくってください。 
 一中への支援をお願いします 
 温暖化防止活動、積極的に参加？ 
 がんばってください 
 ともかく平和。 


