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問３２ 今後10年間で清瀬市が目指していくべき都市イメージについて、具体的なお考えがあ

りましたらお教えください。（自由記述） 

 

 

 

 

 

 

οまちの魅力づくりの強化に関する意見 

豊かな自然環境、農産品・加工品、医療機関の充実などの地域の強みを明確にし、市民を含めて広

くアピールすることで、清瀬市の魅力を確立する。住みやすいまちを目指す。など、まちの魅力を高

めて清瀬市の良さをアピールするといった意見をいただいています。 
 

回答内容―問32 

1 ふるさと納税で収入があつまるような住み慣れたまちづくりシティセールスやブランド確立。 

2 

まず東京都清瀬市としての確立。未だに清瀬市は埼玉県だと思われている為。ツイッターやフェイスブック等の

活用（静岡県浜松市の「浜松てんき」というツイッターや他都市のブログを参考にして下さい）。地元産の商品やご

当地キャラのＰＲ強化。ニンニンくんなんてキャラ、このアンケートで初めて知りました。ご当地グルメを作ったりす

るのもあり？商店街の活性化。活気がないから店が尐ない。フェスティバルの強化。よさこい祭り的な（青尐年の

居場所、向上心ＵＰ？）。けやき通りを駅からでんきちぐらいまで使っての大きなやつ。とにかく他県他都市の方

からみると清瀬はなんの魅力もない。地元の僕にも清瀬に何も魅力を感じません。ただ育った都市だから住んで

いる形です。認知度を上げる事がまず目指す事ではないですか？ 

3 ①人参以外の特産品。②人参ジャム、ジュース、焼酎以外の商品の充实。 

4 
清瀬市は知名度が低い。東京の中では自然も多く緑豊かで福祉も充实しており、非常に住みやすいと思いま

す。知名度を上げることによって清瀬市が発展（活性化）していけば良いと思います。 

5 東京の「軽五沢」として売り出す。 

6 高級住宅地。 

7 
・医療機関が多い、畑が多いことを活用した都市づくりを行っている。・“くまもん”のように、行政サイドも前例にと

らわれず行政を革新している。 

8 
清瀬市に活気がない。吉祥寺のような「住みたい街」に挙がるような都市にしてほしい。特に清瀬駅周辺はひど

い。一回全部とりこわして、超再開発するぐらいの事をしなくてはイメージがわかない。 

9 自然や医療があるのを強めていけばいいのでは。今はまだ弱い。清瀬のキャラクターはあるのですか？ 

10 

・東京の中で清瀬市の存在を知らない人が多いので、関東で知ってもらうような店とか誘致したりして、もっと多く

の人に知ってもらう。・地元産の物を提供するカフェをつくる。・早朝などヨガをしたりランニングできるように公園

を整備して欲しい。 

11 
清瀬市と言うと、閑静な療養、保養の地というイメージがあります。そんな療養、休養を求める人々を力強く受けと

め、受け入れる事のできる清瀬であればと思っています。 

12 
ブランド（キャラクター）など、無駄なことにお金を使わず、清瀬市民が幸せだと感じられる、ほのぼのとしたイメー

ジ。ＰＲして外部へ発信するのではなく、清瀬市内を充实した都市にしたい。 

13 住みやすい街。 

14 すみたい街Ｎｏ．1！ 

15 

医療に特色を置いた町。例えば、英、豪のようなＧＰ制度に近いもので市内医院が総合病院と提携し、治療にあ

たる。市内等、医院と近隣の総合病院が IT Net Workで繋がり、効率と便利の双方を高める。都と連携した小児

病院跡地と自然と調和した癌センターを設立し、研究センターも併設し、日本中はもちろん海外からの研究者も

招く。大学等の専門機関の医学部または、その研究施設を誘致する。まずは借金を減らす減らす事が第一。そ

の為に何をすれば良いか専門家に相談し、第三者を含めた話し合いをして下さい。 

○本設問には、383件の意見を頂戴いたしました。 
○383 件の意見を内容別に整理し、一覧表に整理したものが以下の表です。なお、ひとつの意見に複数の
内容が含まれる場合には、主要な頄目の中に掲載させていただいております。 

○回答内容は基本的にご回答通りに記載しております。 
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回答内容―問32 

16 

子供が帰ってきたくなるような（毎日でも来年でも何年後でも）、魅力ある地元づくり。尐なくても、駅前にパチンコ

屋はあり得ない。残念である。市が商業の後押し（協力）をしながら、地元の活性化をしていかないと、つまらない

街のままではなかろうか。子どもが清瀬から離れて行く前に、清瀬を自慢できる街に育てていくべきだ。 

17 

せっかく柳瀬川がきれいになり、川遊びやバーベキューをしに来る人が沢山いるのだから、そこをアピールして

収益につなげるのはどうか？単に入場料（使用料）をとるのではなく、ゴミを有料で引き取ったり、有料の駐車場

を整備したり等。たまにマナーの悪い人がいて、ゴミを近くの駐車場や団地のゴミ捨て場に置いていってしまうこ

とがあります。バーベキュー等の人手が見込まれる日には、管理人のパトロールを強化するなどの対策も必要か

もしれないですね。 

18 
清瀬市は他市（都市）から見ても魅力ある決め手がない。県外に出ると、「そこ、どこ？」「東京なの？」と聞かれる

事がある。良い意味での「○の清瀬市」と知名度がほしい。 

19 清瀬は緑と病院の町なので、この伝統を守りながら、清瀬市の発展をめざすこと。（工場を増やさない） 

 

 

ο人口増に向けた総合的な取り組みの充実に関する意見 

人口増という具体的な目標を設定し、そのために各種の取り組みを組み合わせた、効果的な取り組

みの強化を図るべきといった意見をいただきましました。 
 

回答内容―問32 

1 

野菜等の畑での直接販売の機会、場所が多いこと、医療施設が多いことは清瀬の強みだと思う。この既にある強

みを軸に足りない所を補いながら、人口を増やすための施策が今後必要なのではないか。ただし、住環境のク

オリティは維持したまま。 

2 将来の都市像について、3点を特に充实した实施を望む。 

3 市長が今实行しようとしている事を着实に实施できれば充分だと思う。 

4 
東京都なのに自然が豊富で農作物がおいしい。都心までの通学・通勤時間が身近い。医療施設が充实してい

る。生活するには良い空間だと思います。 

 

 

ο都市環境の向上に関する意見 

駅前の整備、歩道の整備、公園の整備など、都市環境の向上に向けたハード面の整備や、喫煙マナ

ーや自転車の乗り方、ゴミ出しマナーなど、ソフト面の意識向上に関する意見をいただきました。 
 

回答内容―問32 

1 

清瀬市松山清瀬高校前道路の区画整理を早急に行って頂きたい。子供や高齢者、自転車の通行も多い。自家

用車あるいは救急車の通行も多いため、安全配慮や医療機関への救急車による業務効率の早急化等のメリット

が多いと思うため。このままでは事故が多発する。 

2 ふれあい通りがもっと活気のある通りになる様、支援が必要。 

3 
畑が使われていない所を、どんな方法でも使っていかなければ、よくない。春一番に畑の土が道路にたまるの

で、市がもっと目を向けて、道路の土の除去を毎年行っていかなければいけないと思う。 

4 

清瀬市民幸せ度の 100％町づくり。コミュニティバスの市内全域を循環させる（主要な公共機関、駅などを周回す

る）。若者に学ぶ場の提供。女性向けにカルチャー施設の充实（お料理教审、お花、お茶、習字等、学べる場の

集約）。男性向けにパソコン、料理など、各種運動施設の活性化など。 

5 自然との調和、子育てがしやすい街、和光樹林公園のような大型公園の充实。 

6 
①線路、ふみきりの廃止。高架にしてほしい。②ホームの休憩所（のぼり側）の設置。③ゴミ袋有料の廃止。④け

やきホームの前の歩道の位置。危ないことが多々あります。 

7 ・大きな公園ができたらうれしい。・花火大会を開催してほしい。・バス通りの狭い歩道を安全にしてほしい。 

8 駅前の都市計画の整備。（文化施設や物販、飲食施設など）（商店街の維持、活性化） 



 

147 

回答内容―問32 

9 バリアフリー。 

10 
安心して自転車に乗れる町にするため、電柱を無くし、電線等は埋設にする事により、景観がよくなり、道幅が広

がる。そして、車道と歩道の間に自転車専用道路を設ける。 

11 ・駅前の整備。・市民優先の病院利用（地元利点）。・市役所の活気向上。・緑の多い広い公園。 

12 駅周辺での買い物のための駐輪スペースの確保。 

13 

①受動喫煙の防止。特に駅にあるペレストリアンデッキ上の喫煙が、いくどか注意もしているが、いっこうに直らな

い。市としても「歩きたばこを禁止ではなく」この場でたちどまって喫煙している人の対策を考えてもらいたい。スト

レートに「この場での喫煙を禁止」とはっきり掲示して、みまわりを立川市同様にしてもらいたい。②喫煙場所の案

内も、あわせて掲示してほしい。 

14 

・静かな住宅地の实現。廃品回収業者、etc．拡声器を使用して騒音をまきちらすものが多すぎる。・無灯火自転

車、自転車でのスマホ、etc．の禁止。無灯火自転車がもともと禁止なのでが、｢被視認性｣だとわかっていないと

思われる。自転車でのスマホなどの使用は、おまわりさんに、がんがん｢止めて｣と注意してもらうしか…。・歩きな

がらの｢たばこ｣は、ずいぶん尐なくなった。・自転車については、警察の協力も得ながら、根気よくやってほし

い。 

15 

改善依頼事項3点記述します（都道15号に関して都の管理なので市は関係ない？）。①無駄な路面掃除（税金

の無駄遣い）。散水車両と清掃車量の感覚が空きすぎて、散水の意味がない（水が乾いている）。雤が降ってい

る日に清掃している（散水車両必要ある？）。決められたスケジュールで義務でやっているだけ。②都道15号線

と小金五街道の交差点、渋滞解消（亓差路）。渋滞がひどい（住民迷惑）。信号のタイミング（時間）が悪い。何の

為のバイパス道路か理解できない。③上記都道開通により、車両の震動で家壁にひびやすき間ができた。 

16 

路駐自転車の改善。歩道の車止めポール（？）の色付け（眼が悪いので道路と同化して見える）あるのかないの

か分からない。障害福祉課への提出書類が駅の近く（出張所など）でも出来るようになると助かります。出張所自

体どこにあるのか知りませんが…。 

17 道路の整備、商業施設の充实。 

18 

都営住宅、市営住宅をたくさん作る。家賃が安い。都心まで遠いので、家賃が安いのはとても魅力的です。子育

ては、お金が大変かかるので、家賃が安いのは、とても魅力的です。給料はＵＰしない。だから家賃を下げる。い

ろいろ考えても人が住まなければ意味がない。 

19 清瀬駅南口に至急エスカレーターを設置して下さい。一つだけの願いです。 

20 

・子どもや高齢者にとって、まだ危険な道路が数多くあり、道路整備10か年計画を作成して整備を進めるべきで

ある。・地下鉄大江戸線の延伸を早期に進め、北東部の発展を目指すべきである。・清瀬市は大企業もなく、人

口も尐ないので、財政が豊かでない。市のイメージが古い病院のまちという感じが強い。病院も建て替えられ、今

では緑の多いきれいなまちとなっている。広く情報発信を行い、イメージアップを図るべきである。企業誘致と人

口増⇒税収。・清瀬市は新鮮でおいしい野菜や果物が豊かである（他市と比較して）。直売所等を設置（開設）し

て、多くの人に食していただき、農業（地場野菜、特産品）の進行に寄与すべきである。・柳瀬川の周辺を四季を

通じて観光実が訪れるよう整備を図るべきである。（桜見物、水遊び、釣り、バーベキュー、紅葉、等々）自転車道

路、ジョギング・散歩コース。 

21 駅周辺の再開発。 

22 

公園やメイン道路に接した箇所はきれいに整備されているが、一歩横に入ったりすると萌芽更新のために切り倒

された木がそのままになっていたり、草ボウボウの状態になって、そこに粗大ゴミが捨てられたりしている。大きな

木はベンチにしたり、キチンと切り揃えたりしてあれば欲しい人がいると思う。キレイで便利な都市と自然がいっ

ぱいであるとの共有ができるよう希望します。 

23 
高速鉄道12号線の早期着工の要請を早急に行い、台田、旭が丘、下宿、周辺の衰退を食い止めるべき手立てを

行って下さい。 

24 
駅周辺、市民センター等、駐車場があまりにも尐なく、駐車場の立体化を考えたらどうですか。せっかく、市民セ

ンター等で講演、音楽会等、聞きたくても車が止められず、中止する事があり残念です。 

25 

幹線道路の歩道幅がせまく（小金五街道他）、ゆったりとした町のイメージがわかない。道路・公園・住宅がバラン

ス良く配置され、色も多色でなく落ち着いたものとする。駅を中心として、広がりのある町づくり。駅前→商業→戸

建→マンション。商業地に駐車場・休憩所がある（年寄り向け）。 
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回答内容―問32 

26 西武池袋線の高架または地下（特に小金五街道）。東京病院周辺の歩道の拡張。 

27 
・道路設計を見直す時に、行き止まりが多すぎる。・側溝の畑地による埋没が多い。メンテを！・樹木の手入れを

継続的に景観を保持して下さい。 

28 自転車マナーの教育（大人も子供も）。特にオバサン。災害ボランティア組織の確立。 

29 安全な遊具のある公園を増やしてほしいです。 

30 
・駅前をもっと充实させ、整備してほしい。・貧乏で汚いイメージを払拭してほしい。・急行（電車）が止まるようにし

てほしい。 

31 
清瀬駅付近はバスが走っているが、大通りからはずれると交通面で不便に思っているので、もっと住宅街の方に

コミュニティバスなどを増やしてほしい。バスの本数を増やしてほしい。 

32 

・都心にほど近いのに落ち着けるのがとても良い。清瀬のいいところ！・便利にこだわりすぎない。（バス・電車は

充分あると思う。）・高い建物をつくらず、広い空をのぞめるように。・歩道をひろくする。・商店街をのこす。・放置

自転車のひどい所は、話題の駐輪技術（地下へ自動のやつ）を使用してみる。・子育て事業に徹底的に力を入

れ、よびこむ、まもる。（例：岡山県美咲町）・これ以上、にぎやかで便利すぎる街にはしてほしくない。田舎を感じ

られるのがいい。・今あるものを見直し、よさをもっとうりこみ、発展させる。・待機児童0を目指す。⇒便利さを多

尐省いてでも福祉に力を入れる。・正しいごみ袋の使用をしてほしい。管理人まかせ、出せばいい、など適当な

方が多い。（学生等が多そう。住居事業者各世帯への徹底すべき。番号をかいて、守られていなければダメなら

戻すくらいの案内が回っても直っていないのが腹立たしい。） 

33 ・歩道の充实。・現在進行しているムダな道路計画はいらない。 

34 

・緑が多いのはいいが、夜は真っ暗で物騒。・バスが通る道（柳瀬川通りなど）がとても狭く、歩道もなく、灯りも尐

なくて怖くて歩けない。・歩道と車道の白線が消えている所が沢山ある。・保育園が尐ない。・子ども広場が狭く、

遊具も尐ない。・診療所が狭く、汚い。 

35 
緑道の整備について、保全は必要と思うが、隣接した住宅では、大量の枯れ葉や虫の発生により、困っている現

状がある。 

36 
狭い歩道のうえに電柱が立っていて余計に歩きづらい。車道自体もさほど広くないので道路整備をして欲しい。

歩道と車道との段差を無くして欲しい。 

37 

・道路沿いのブロック塀の撤去。→すぐできる震災対策・安全な通学路。・ころぽっくる前に押しボタン式信号を。

→子どもを守る。止まらないバス・車が多すぎる。小さい子はなかなか渡れない。止まっても反対車線の車が止ま

らないと逆に危ない。 

38 公園が不足している。安全で、緑があり、遊具がたくさんあり、広い公園ができればいいと思う。 

39 

駅前（南口）の再開発。西友以外の大型商業施設を希望します。食料品はまだしも、衣料品やアクセサリー、バッ

グなどが欲しい時は東久留米のイオンやひばりが丘のパルコに行きます。また、西友にはフードコートもないの

で、利用頻度は尐ないです。南口に西友と競争できる大型のＧＭＳがあったらもう尐し活気のある街、近隣から来

てもらえる清瀬になるのではないでしょうか。また、病院跡地に大企業の誘致を行い、税収を増やしてサラリーマ

ンの税金をもう尐し下げてほしいです。川崎市に住む会社の同僚は、私の半分しか住民税を払わなくて済んで

います。 

40 
①子供達や老人が自分でどこかに行ったり、遊び学ぶための安全な歩道、自転車道の整備。②子供の安全を守

るために、不審者に対する対策は充实させて頂きたいです。 

41 
・管理、整備された花や緑の公園で安心して遊べて休息できること。・ゴミ等落ちていない美しい街。・高齢者が

住みやすい（経済的支援）医療、福祉、コミュニティが充实している。 

42 今の静かな町を保っていってほしい。 

43 
駅前または駅周辺に駐車場無料の大型スーパーかショッピングモールがあると便利。または中庭が公園になっ

ていて市民の憩いの場にもなるスーパーやモールがあると、メディアで取り上げられるのでは？？ 
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回答内容―問32 

44 

・南口地域の夏まつりがとても風紀が乱れている。ゴミは散らかるし、騒音にしか思えない。日頃、見かけない人

相の悪い人達の出入りが多く、今後このような人達のたまり場になるのではないかと不安になる。すでになってい

るし、加速傾向にある。東久留米市役所には「迷惑防止条例」が市で設立されたとのこと。早く清瀬も行ってほし

い。・市役所の建て直しを实行してほしい。地域住民が集ってランチできるようなスペースのあるものにしてほし

い。あんなに古いところでは、働く職員の方が気の毒。図書館、ランチルーム、集会审、ミニホール、売店、清瀬

の野菜コーナー、他。ビルにして市役所をリニューアルしてほしい。活性化すると思います。日頃からご公務に

感謝申し上げます。今後の市の向上に大いに期待しています。 

45 

歩道を整備し、老人子供も安全に通行できるようにしてほしい。できれば、歩道と自転車道を区別してほしい（特

に志木街道やバス通り、小金五街道）。昨年フィンランドに旅行にいったとき、わかれていて、とても歩きやすかっ

たのが印象的でした。外国の方がいらしても住みやすいように、観光しやすいように英語表記をふやしてほしい

（国際交流を推進しているようなので）。 

46 

今とても気になっていることは、電柱にはってある看板です。近所では死亡事故もあり、電柱に東村山警察から

の事故に気をつけるようにとの内容の書いてある物の上に、不動産の看板がはってあったりと、とても迷惑してい

ます。景観も良くないので、もっと厳しくしていただきたいです。 

47 

・小金五街道の混雑緩和のため、新道が建設中ですが、道路ができることで、緑地や児童遊園がなくなったり、

利用しづらくならないようにしてほしい。・利用目的がわからない、誰も利用しないような憩いの場をあえてつくる

必要はない（清瀬の美観という名目で）。・若い家族世代が増えていると思うので、幼児のための施設を充实させ

てほしい。我が子が充实していれば親も安心。 

48 

自然の風景は変わらず、市内なら歩行者も自転車も安心して行き来できる道路が整備されている街づくり。車道

側にしても歩道にしても自転車専用道路（レーン）が市内どこでも…そんな街は他にはないし…。災害時にも利

用できる様に。整然とエコの共生した街づくり。公共施設にはソーラーと風力発電を義務とか。 

49 

清瀬市はとても住みやすく良い所だと思いますが、バス等の利便性に欠けるのが欠点です。下宿地域には関東

でも 1・2位を争うような素晴らしいサッカー場が 3面もあるにもかかわらず、最寄りのバス停から徒歩10分という

アクセスの悪さ。しかも、そのくせ駐車場も足りず、ならば自転車で…と思うと、ちゃんとした駐輪場さえありませ

ん。成人用三面のグラウンドで、大きな大会を開くなどしたら、清瀬市の活性化にもつながると思います。下宿地

域に合宿や大会で使えるような宿泊施設があればスポーツの町としてやっていける可能性もあると思います。ス

ポーツ施設の使用料も、市民以外が使用する時の金額が他と比べて安いので、そこにもっと差をつけ、収入を上

げ、設備を充实させて頂けたらと思います。 

50 

第3次清瀬市長期総合計画をこの調査で初めて知りました。サービス項目を見て、現在1～14を利用したり、意

識をしたことがなかったに等しいと思いました。自分の住んでいる下宿は、清瀬駅から遠距離でバス路線を利用

しなければ通勤等に困難ですから路線バスの増加（ダイヤ本数の増加）をまずして頂きたい。日中は清瀬市外へ

勤務していますし、清瀬市報もたまに読んでいますけど、もう尐し情報を市民に提出をして頂きたい。市役所や

市へ勤務の人達は何事にも迅速にスピードをもって仕事は出来ないかと、企業勤務の自分からみて尐し腹が立

つ。人の為に仕事をしていると自覚を持っていない。産業振興は企業、工場等の誘致もして頂きたい。老人、子

供、障害者が安心して住める市づくりも続けてほしいが、自分のような日中は市外へ勤務、夜は寝に帰宅する健

康者が休日に市内を利用できるような産業振興の充实とケーブルテレビでの情報発信をしてもらいたい。 

51 

（旧）清瀬小児病院がなくなり、跡地の議論もされていますが、地元住民にとっては「遠くの大病院」ではなく「近く

の病院」を望んでいました。「清瀬市」は駅を挟んで、かなり細長い地形になっているので、できれば、バス乗り継

ぎなしで移動できると便利です。いずれにしても、「跡地」利用のこともそうですが、幅広く市民の意見を取り込ん

でほしいです。 

52 

・生活をしてゆく上で、安全な歩道と車道を確保、道の整備。・働く若い世代のために保育所の増設。・年配、高

齢者の方の移動手段の確保（バスなどの本数を増やす、ルートを増やす）。・清瀬には大型の近代的な公園が尐

ない。大型遊具があり、水遊び場（小さい子も遊べる）があり、外で遊べる場所があればいいと思う。グラウンドや

サッカーなど一部の人向けではなく、子供から高齢者までが過ごせるような（小金五公園、森林公園など）、芝や

林もある公園。緑が多い市なのに、このあたりは他に比べるとかなりマイナス。コロボックルも、水遊びするには、

水温が低すぎるし、狭すぎる。砂あらしが発生しやすい。小学生より小さい子は、大きい子がいるとあぶなくて遊

べない。 

53 主要道路の拡張（区画整理）。 
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回答内容―問32 

57 

駅の活性化。エスカレーターをつくる。バスターミナル（南口）をきれいに。長距離バス（空港行、大型ショッピング

モール行など）。駅ビル（他の駅に比べて食事をする所が尐ない）南口にファミレスをつくって下さい。清瀬の駅

でお茶を飲みながら、人と待ち合わせをできたらいいです。 

55 
・歩道の整備。車道は平らだが歩道は平らではない。車いすが危ない。・自転車置き場の充实。・西友の周りは私

有地により自転車駐輪不可とあるが誰のもの？ 

56 
清瀬駅（南口）駐輪場をもっと確保してほしいですし、狭いですし（ＯＫストアのまわり）。それに大きなパチンコ屋

2件もあって、あまり健全なものとは思えません。将来的に駅前がもっとゆったりとした場となることを望みます。 

57 

母を介護していますが、清瀬にはたくさんの病院や介護施設があるので安心できます。さらに、周りには豊かな

緑が広がり、都心から戻ってくるとほっとします。また、学生にとっては、都心のほとんどの大学へ 40～50分あれ

ば通学可能であり、八王子方面にある大学にも同じくらいの時間で行けるため、学校選びが楽です。あまり観光

に力を入れすぎると、大勢の人達が押し寄せ、それに伴う様々な問題も発生します。現在は、多くの情報手段が

あふれていますので、自ら発信せずとも、居心地の良い街を地道につくり続けてゆけば、市民ひとり一人の満足

感が自然と市全体の品質アップにつながり、市のＰＲになると思います。私は毎週、市営コートを利用しています

が、東京都の他地域に比べて、利用料の安さには感謝しています。ただ、コート整備には不満があります。下清

戸の人口芝砂入コートは砂が固まってしまって、人口芝のフサフサ感が全くなく、つぎはぎしているので、ボール

がイレギュラーバウンドします。また、3面のうち 2面は東西を向いているので、特に夕方になると太陽がまぶしく

てボールが見えなくなります。予算不足で仕方ないと思いますが、もう尐し整備されて、レストハウスなど、おしゃ

れになれば利用料を値上げしても良いかと思います。また、シャワールームなどもあれば、近隣地域からも利用

者が増え、地域活性化につながると思います。中央公園にコートなどもクレーなので、雤や霜などで利用できる

日が尐なくなっているようです。母の介護で車椅子を押していると、歩道の狭さと歩道が途切れたり、段差がある

のに困ります。ゆっくりと散歩できる歩道を街中に整備して頂きたいです。市役所や清瀬駅前に飾られたお花

は、いつもきれいで心がなごみます。手入れされている方に感謝します。ただ、コロポックルの花壇の水やりがさ

れていないようで、この猛暑で、ほとんど枯れています。花壇のそばの池（子ども達が夏場遊んでいる）の水を子

ども達やお母さん、お父さんにかけてあげるようにお願い（看板でもいいですし、何かの方法で呼びかけてもい

いと思います）したらどうでしょうか？コロポックルの方も忙しいかと思いますし、ボランティアの方もわざわざ来る

のが大変と思います。もしかすると、近くの亓中の生徒さんの担当かもしれません。思いつくままに書きました

が、よろしくお願いします。 

58 ・子ども達が安全にくらせる町づくり。・歩道があり、安心して通れる道づくり。 

59 

今のゆっくりと静かな清瀬の環境が気に入っているので、その部分は今のままあまり変わらないでほしい（高層ビ

ルがないことなど）。「清瀬」と聞いても具体的なイメージがピンとこない。駅や市役所入口に季節の花で作った

「きよせ」の花壇を作って下さい。石川遼くんの松伏町のような…。 

60 
ケヤキの並木路は清瀬のシンボルです。景観を保つためにも歩道の樹木のせんていをまめにまじめにお願いし

ます。ケムシや樹液の出る前（5月頃）にはじからはじまで確实に行って下さい。周辺の家屋の為にも。 

61 

私は清瀬に住んでから 10年以上、柳瀬川沿いのサイクリングロードを散歩するのが日課となっています。とても

自然豊かで、静かで、この町にずっと住んでいたいと思う瞬間です。精神的に安らぎを覚え、心穏やかになりま

す。往復すると10キロぐらいでしょうか？手軽な運動になり、リフレッシュします。だいぶ工事が進み、快適になっ

ていますが、もう尐し年をとると、この石段を下りるのはちょっと恐いなと思う場所でもあり、都心のベッドタウンとし

て、もっと整備を進めてほしいと思います。一番困るのは、駅まであるバス便が尐ない事です。特に新座駅に向

かうバス便が尐なく困ります。 

62 

私がすんでいる野塩では、子供を遊ばせる所がありませんん。遊べる公園があればいいなと思います。住宅環

境は安全で静かなところが気に入っています。都会とはちがった清瀬らしい、上品なおもむきのある市に育って

ほしい。 

63 とにかく、電線のない町。看板などない町。すっきり上品な町。学生の町（大学増やす）。 

64 
・誰にもやさしい町（街）づくりを。・住んでいる近くで買い物が普通にできるように。・集う場所を住んでいる近くに

（元気に生きてピンピンコロリと家族に迷惑をかけないように）。 

65 清瀬駅南口の駅周辺の整備。 

66 歩道の整備。 
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回答内容―問32 

67 

「駅北口」が薬局や携帯の店等、イメージが悪いので、「空き店舗」「空き地」が出来ても皆が楽しくなるような店が

増えて欲しい。「店舗、住宅、自然が混在している町」。志木街道、ケヤキ通りなどのケヤキの大木を大切に。東

京の中の田舎が好きです。 

68 

安心して遊べる公園施設を充实させる。家族で遊べるプール施設を造ってほしい。子育て、高齢者、障害者支

援は今のままで良いが、小学生、中学生の行く場所がない。住宅ばかりつくらないで、もっと充实した施設がほし

い。 

69 

金山公園のトイレをもっと掃除してほしいです。シルバーさんが来ていますが、とても汚いです。以前は、水でき

れいに流してくれていましたが、今は全然来ていません。まず公園のトイレがきれいで、他も美しくなって行くと

思います。利用者が多い公園があるのだから残念です。常に誰かがいて管理しないといけないと思います。公

園の中は若い人などやりたい放題です。 

70 
清瀬市は災害の尐ない市だと思いますが、これからも、おだやかな日が続くと良いと思います。相続の度に畑が

家に変わるのが残念。コミュニティプラザひまわりの場所に行くのに、下宿、旭ヶ丘方面の人は不便である。 

71 
まず西武線を地下か地上高架にして交通をスムーズにする事だと思います。道路には自転車道を設け、人の安

全に気をつけるようにする。 

72 

私共が暮らしている野塩地区は、東村山、所沢と隣接しているが為、駅周辺開発が困難な様です。施設の活用

も、あまり魅力ある事業もなく、「文化が無いナ～」と感じます。今は体が動けますが、足腰が悪くなったら、「心が

さびしい～」と感じます。その為にも、歩く事を心掛け、緑のある街そして、ベンチをぜひ！ 

73 
・道路が狭すぎてとても危ない。・市役所が駅から遠いので駅の近くにしてほしい。専門店も尐ないが、スーパー

も尐ない。医療費も子供はただなのに老人は介護保険を払っているのに医療費の負担も多いのはおかしい。 

74 

このアンケートではゴミ減量問題についての施策がみあたりませんでした。個別（戸別）収集への見通しを具体

的な数値を示し、検討を始めてほしいと思います。街の景観を損ねているのは、カラスや獣類のゴミ散乱であり、

それを防ぐためのネットが見苦しく、道路わきや塀にかけてあることでは、ないでしょうか。グリーンボックスの行

方も気になります。グリーンボックスを使用しないと決めた時、それに代わるものを考えるべきでした。ゴミ散乱の

ない、美しい街づくりの施策を具体的に進めてほしいです。 

75 

人々が楽しく集う都市であってほしい。老若男女幼にしても食事をする所、軽食する所（広々とした場所、空間、

美しい、緑ある場所）がなさすぎる。これでは人が集まらず、他に行ってしまう。現に私は 20年近く友人に清瀬は

話す場所がないと言われている。また、下宿の市民体育館いろいろスポーツをしているが、他の市や県の人が

来ても恥ずかしく思える。他の市（都市、町、等）を見学して清瀬の市との違いをチェックして、始めて誇らしく思え

ると言えるのでは（今の所、こんなのが清瀬だったらという感がいなめない）。また、市役所も、もっとりっぱな建物

で市民が活用できるように考えて作ってほしい。年をとって始めて、こんなに不便であったのかと思う。しかし、緑

等の美しさ平穏な日々を過ごせるこの清瀬市はかけがえのないものです。 

76 
・駅の上り下りにエスカレーターを設置して欲しい。・西友に対抗できる大型スーパーが欲しい。・けやきホームの

利用について、市民がもっと活用できるよう解放して欲しい。以前の市民会館のように。 

77 
秋津駅西武線と新秋津駅武蔵野線の現在の歩道の上に流れる歩道を設置してほしい、希望を持っています。階

段またはエスカレーターで、できればエスカレーターが良いと思います。 

78 野塩に何もない。 

79 けやき通りの整備。 

80 中央公園をもっと手入れしてほしい。 

81 緑豊かな田園都市で地産地消の出来るようなことと、歩きやすい道路が多くなりますように。 

82 
清瀬駅北口と南口ともに美を感じない。パチンコ屋があり過ぎてイメージが悪い。駅は顔、落ち着いた駅である

べきと思う。 

83 

話は違うかも知れませんが、竹丘2丁目に住んでいます。希望園と自然公園の道をはさんだ住宅ですが、歩道

側の住宅ブロック塀の上にいつもたくさんの花のはちが一杯に並べています。いつも通るのですが、ここは学童

も通る道です。とても危なく思っています。花がきれいなのは良いのですが、とてもこわく思っています。注意は

出来ないのでしょうか。市の方からお願いします。もう一つ玄関の門扉を道側に明けている家がよくありますが、

それもこわいです。2つお願いします。よろしく。 

84 
市内には道路にガードレールが設置されている所が尐ない。道が狭いという理由であろうが、道路計画がある場

合、歩車道を区切るガードレールの設置を希望する。 
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ο多様な連携による地域振興に関する意見 

大学や民間企業、医療機関などの多様な機関との連携、外国人を含めた幅広い人々の連携による地

域活性化を図るといった意見をいただいています。 
 

回答内容―問32 

1 ・国内有数の私大があるので、市の教育発展になるような共同研究をしては。 

2 
「手をつなぐ」商業と農業がつなぐ道の駅は良いと思います。それにＲＶパークもつけて、ＲＶパークはキャンピン

グカーが泊まれる、駐車できるとこ。全国から来てくれるから良いかと思います。 

3 
大学が三つもある。これを理由に更に有名大学（学部でよい）を誘致し、大学＋病院+田園都市を目指す。そのた

めのインフラとして、①大型文化施設、②大江戸線延長、③大型商業施設などを整える。 

 

 

ο若い世代向けの施策の充実に関する意見 

若い世代が住みやすいまちを目指して、働く場所や遊び場の確保、各種の経済的支援の充実を図る

べきといった意見をいただいています。 
 

回答内容―問32 

1 

働く若年層に目を向けた都市にして欲しい。大体の公共施設は時間に余裕のある老齢者に合わせた運営になっ

ており、利用したくても時間のない若者には、ますます利用しづらい印象がある。就業形態の多様化に合わせ、

様々な生活スタイルの要望に合わせて市の業務を行って欲しい。そうしたら「若者にやさしい」都市を目指して欲

しい。 

2 
・不妊治療の助成金。・里帰り出産の助成金。・新婚産への応援金。・小学校入学の祝い金。・家を建てるともらえ

るモノを作る。 

3 

税収が見込めない中、基本的に金のかかる事業は見直してほしい。また、尐しでも税収を上げる為にも、若者の

住みやすい環境づくりに力を入れてほしい。すでに高齢者への施策は充实しているので、現状以上の対策は必

要ないと思います。 

4 
若い人が活き活き暮らせる町。働く場所、清瀬は会社が尐ないと思う。企業誘致などは出来ないのか。この町の

自然を売りに出来ないものか。 

5 

現在、行政がキャッチフレーズと致しております「緑豊かな地方都市清瀬」この考え方は市民であれば誰しも反対

なさる方は多分いらっしゃらないと考えますし、私自身否定するものではありません。唯10年後の清瀬市として

はどうでしょうか？今後予想以上のスピードで尐子高齢化の波が押し寄せてくる事は清瀬市に限らず全国的規

模の課題として浮き彫りになって行く事は論を持ちません。現在チラホラ「財政破綻自治体」のマスコミ報道が聞

こえて参りますが、当市も現状のまま 10年推移するとすれば「市の活性化」どころか（素人考えで恐縮ですが「市

の財政」）、現状維持すら難しくなるのではないでしょうか。しかし、当市には全国的にも珍しい医療機関を多く抱

えているという特色が有ります。勿論これだけではどうにもなりませんが、プラス「育児所・幼稚園」の整備、特に

帰宅時間の遅くなるお母さん達の為に引き取り時間を遅くするとか、とにかく若い人達にとって魅力のある街づく

りを財政的には借金をしても先取りし、他市に先駆けて若者の確保に全力を挙げるのが 10年後につながって行

くような気が致します。里山のある田園風景と整備された住宅街、医療も子育ても安全・安心な街「清瀬」、多くの

課題が残されている事は承知の上で、行政、警察、消防・地域・一体となって努力すれば、或いはと考えるのは

所詮夢なのでしょうか。 

6 
もう尐し若者（10代～20代）が市内で遊べる都市になって欲しい。休日等、市外に出ないと遊べないので。ショッ

ピング施設やファミレス、ファストフード等が充实する町になって欲しい。 
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回答内容―問32 

7 

・子供が安心して遊べる環境をつくってほしい。（動物等も）・若者が清瀬に残っていられるように、職場の充实。

そのためには、駅前を始め、その他の所もショッピングモールなどをつくる。そうすれば、清瀬を訪れる人も増え

るし、清瀬市民も暮らしやすい。そして若者の働く場所も増える。そうすれば、残ってもらえる。しかし、最近家が

どんどん建ち、畑等が尐なくなってきていて清瀬らしさがなくなりつつある。・市役所の対応の改善（お金に困っ

ている人に対しての対応が悪い）。 

8 
今ある良い所は残し、続けていき（医療の充实や農商業の活性化）、その上で若い世代の人が住みたいと思う街

づくり。交通（電車）の便を重視してほしいです。 

9 

子供と老人にやさしい街であってほしい。ダイバーシティの实践。外国の方とも手をたずさえて、ボーダーレスに

知恵を出し合い、住みやすい街。市役所の雰囲気が暗い。もっとてきぱきと元気に対応してほしい。民間企業で

ないからと甘えないで。サービス業としての市役所を希望しています。 

10 

ベッドタウンとして子育てにも充实した都市。医療、福祉の充实。スポーツ、芸術に力を入れ、活動できる場所が

ある都市。農のある自然豊かないやされる都市。祖父母と同居ではなくても、子育て世代帰ってきたくなる都市を

目指すといいのではないでしょうか。それにより、高齢化の祖父母宅にも孫たちが気軽に顔をだせるようになり、

親子3世代のつながりや、子どもが増えることで、地域の活性化につながると思います。 

11 
「若い人たちが住みやすい街 清瀬」。教育は詰め込み式ではなく、考える力を育てる方向にする。保育所、学

童保育に予算を付ける。現状では若い世代に居住を勧められない。 

12 

今までの古いイメージを尐しはなくしてほしい。若い人がずっと住み続けたいと思えるような都市づくり（例えばス

ーパー以外の店、モールやカフェなど多くとり入れてほしい）。いま空いている土地を若者のために活用してほ

しい。 

13 
清瀬は自然がたくさんあって、それはとてもいいので、それを残しつつ、子育て世代がもっと生活しやすくなれ

ばな…と思います。 

14 

今後10年で市民のいっそうの高齢化が避けられないと思います。その中で、税収を確保し、街の活気を維持す

るには若い世代が清瀬に移り住めるように環境を整備してほしいと思います。例えば、医療の充实や、犯罪の尐

なさ、都心に近い割に緑が充实しているところなどは若い世代もシニア世代にも魅力だと思います。そういう情報

をもっと市外の人に紹介していければと思います。あと、清瀬は他に比べて家賃が高いので、それを何とか解消

できればと思います。 

15 
街灯を増やして下さい。暗くてこわいです。ハローワークが西友の中に出来たのは良いですが、時間の延長や

土曜日も利用したいです。中高年の就職支援もよろしくお願いします。 

16 

商業や農業を活力あるもにし、若い人達が仕事や子育てしやすいよう支援し、自然豊かな地域づくりをする。年

齢が高い人達が増えるため、退職後動ける人達は積極的に地域のつながりを深める活動に参加したり、手助け

できる事があれば積極的にする。その時により賃金（尐なくとも）を払うなど意欲につなげる。働けるうちは、動い

てもらう。多世代が集まる場所づくりが必要と思われる。 

17 

現在、住んでいるところでは高齢化が進んでおり、空き家や空き店舗が多くなってきています。子育て世代が移

り住んでみたくなるような都市にしていってほしいです。その為には、交通の便をさらに充实してもらいたい。清

瀬市内全体に。 

18 

若い人達が安心して出産・子育てのできる清瀬にしてほしいです。不妊治療にも出来れば保健がきく様にしてほ

しい。お金がかかりすぎます。年金が減らされている現在、それにともなって税金（固定、住民税等、全て）も減ら

してほしいと思います。 

19 これから長生していく子供達に重点を置いて頂きたい。 

20 

私が清瀬に来ましてからすべて色々と変わってまいりました。今は本当に充实していると思います。この度は振り

込め詐欺まがいの電話が三件ばかりありましたが、無事にすみました。これからは未来ある若い世代に大きく目

をかけて頂きたいです。このままでは、日本の将来を心配せずには居られません。大きな一大改革が必要だと

思っています。宜しくお願いいたします。 
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ο子育て支援施策の充実に関する意見 

保育サービスの充実、病児・病後児保育の拡充、経済的支援、保育料の減免、子どもの遊び場の確

保など、子育て支援施策を重視するべきといった意見をいただいています。 
 

回答内容―問32 

1 子育て支援の充实した未来。 

2 

子育て世代としては、子育てしやすい環境を作っていただけるのが一番嬉しく思います。充实した子育てが出来

ていれば、市の将来を担う子ども達も、自分の生まれ育った街が大好きになると思いますし、立派な大人に成長

していくのではないかなと思います。 

3 

こどもを安心して育てられることのできる都市を目指し、保育、教育、自然など環境を整備してほしい。外にアピ

ールするよりも、市内の課題を解決することによって、こどもから高齢者まで誰もが住みよい町をつくる。そうすれ

ば自ずと人が集まり、良い町になると考える。 

4 安心して住め、子供達を育てるのに便利で支援が充实しており、高齢者にもやさしい町をめざして下さい。 

5 

清瀬市は 23区から老人がたくさん来ますが、子育て世帯は尐なく、市税が高いと思います。市長及び市議には

幼稚園経営をされている方が多いので、小学校などを利用して65歳以上の元気な方と尐数の保育士で、他地域

より待機児童0％を掲げ、さらに元気な老人とシルバー人材を推進していただきたい。柳瀬川のほとりも、シルバ

ーをつかって有料施設のバーベキュー場にした方が良いと思う。清瀬は無料が多すぎる。 

6 

今後10年間で清瀬市が目指していくべき都市イメージについて。①今後の明るい清瀬市にするのは、子どもが

安全で安心して住みやすい街を目指す事が良いと思います。1）出来たら学校給食の無料化。2）保育園の充

实。3）母子家庭に対する生活保護の優遇や市営住宅の優先的入居。4）学校の登下校の見守りについて高齢者

のボランティアを募り下校時等見回りの強化。5）保育園の年長者の遊びに英語を取り入れる。②施設等の見直

し。1）市営施設の利用の有料化。2）民間委託出来る物は民間委託。3）利用率の低い物の廃止（維持費の軽

減）。4）市営住宅の期限を設け再契約とする。③予算配分の見直し。1）私は 70歳ですが負担出来る物は負担し

て若い世代に廻す。2）生活保護費や福祉費等が高すぎると思います。最低賃金とのバランスをとるべきだと思い

ます。但し、子持ち世帯は優遇。 

7 保育園を増やしてほしい。駅前や周辺にあればいいのに、かなり尐ないと思う。 

8 

住んで1年半になります。最初は暗く、恐く、汚い所だと思いました。住めば都というもので、1年経って大夫慣れ

てきました。しかし、治安も悪いとウワサがあり（本当ですが…）、清瀬には住まない方がいいと第三者に言われ

ます。私は来年には仕事の事情で他に引っ越します。そうでなくとも子育てをする為には引っ越さないといけな

いと、将来の事は考えております（学校が優秀な所が尐ないそうで…）。ただ、都心に近く、緑が多い点がとても

よいと思います。子育てにも高齢者にも住むに適した場所になり得る立地状況は十分あり得ると思います。介入

次第で、問31の③のようになるのではないでしょうか…？時間はたくさんかかると思います。簡単な事ではない

ですが、一度住んだのも縁です。また、戻ってきたい町づくりを期待します。頑張って下さい。 

9 
尐子化時代になっているので 1人でも多く子育てできる様な環境がほしい。おむつは特別扱いで有料袋にして

ほしくない。他地域はそうゆう所もありますので！！ 

10 
清瀬に住んで 32年。今の清瀬市がとっても大好きで、人に自信を持って自慢できる場所です。今後も更に元気

な次世代をみんなで育てていけるような市にしていってもらいたい。「地域で子育て」をみんなの心に！ 

11 
子育てがしやすく、他の人とのコミュニケーションがとりやすい温かい町。産業が発達し、人口が多くなり、住民税

が安くなるように期待します。 

12 

子どもたちが球技をできる公園が尐ない。住宅街がどんどん増えていくが、緑地の確保も考えてほしい。6小前

の歩道がせまくて危険。大型車の通行をきちんと取り締まってほしい。都心にも近いが緑も多く、子育てには、と

てもいい立地だと思うので、それを活かした街になるといいと思う。 

13 
もっと子育て支援が充实（特に認可保育園増設）し、治安も良くなり、安心して生活できるようになってほしい。将

来を担う子どもや若者が健全に成長できる環境づくりに努めてほしい。 
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回答内容―問32 

14 

①子育て世帯が安心して子どもを産み育てることができる清瀬市。安心、安全な地域、助成、学習ボランティア、

自習审の充实等、税収確保のために若い人が暮らしやすいように整備することが大切だと思う。若者の育成、文

教地区を目指す。②健康づくり。いつまでも元気で働けるような健康づくりの施設、講座等の充实。きよせバスな

ど市内、市外の循環バス。③災害に強いまちづくり。 

15 

尐子化だからこそ、子ども達の学力が向上する教育をし、他の市との差別化をすべき。子どものために税金をつ

かうべきだ。医療が充实（清瀬小児病院がなくなったのは残念）しているのだから、子育てしやすい市だったら、

絶対に人口が増える。今の清瀬のイメージは悪すぎる。やんちゃな子どもが多すぎる。埼玉だと思われています

よ、清瀬って。 

16 

どのような世代、性別であっても暮らしやすい都市を目指してほしい。現在、高齢化に伴い、デーサービス等の

施設が多い印象だが、子どもに的をしぼった施設もぜひ増やしてもらいたいと思う。子育て世代の就労に力を入

れてもらいたい。休職中の医療従事者の職場復帰の支援ができると地域医療の充实をはかれるのではないか。

現在、税の負担で家計が苦しい。子育て支援の補助金（手当て等）をいただけても、結局は他の納税があれば、

そのお金を子どもの為に使うことはできない。税金と補助のバランスが悪いように思う。名ばかりの支援では結局

何も変わらない。若い世代が笑って子育てできる環境になってもらいたいと思う。 

17 

駅より南口方面は、子供たちの集まる場所が公園くらいしかありません。「ころぽっくる」のような幅広い年齢の子

供たちが遊べるような施設があるとうれしいです。子供の喫煙をよく見かけます。今後の清瀬を支えてくれるであ

ろう子供たちの規律の見直し、パトロールを強化してもらいたい。 

18 子供が多い都市。 

19 
子育て家庭が安心して子育てできる都市にしてほしい。保育の定員増加。病児、病後児保育の拡充。経済的支

援、保育料の減免、育成料などの支給など。 

20 将来、こどもは尐なくなるでしょうが、中・高校生が遊べる場所が欲しいです。 

21 

・子育て支援（保育園の充实、延長保育、夜間、病児）を充实し、若い子育て世代（共働き）が清瀬に住み、納税

することを目指す。当面、財政出動を伴うが、長期的に見ると若年人口の増加になります。片働きモデルはもう止

め、超高齢化した清瀬に若い世代の定住する街をつくる必要があります。・現代、歩道を自転車が猛スピードで

走るため、常に身の危険を感じます。お年寄りが多いからこそ、自転車道を別につくる必要があり、また自転車の

免許制のようなシステム、教育導入も考える。 

22 

①子どもにやさしい町（子育て支援、教育、環境も含めて）の充实。②高齢者が生き生きと活躍できる町（若者1

人老人3人を支える時代となると言われているが、発想を変えて3人の高齢者が若者を支える為に介護予防と働

く場があるといいのではと考えます）。③都市の中にある農業の充实（高齢者が例えばボランティアで農業を支

える仕組み等々）。天候に左右されない植物工場の設置。満足度の回答はとても難しいと思いましたが、清瀬市

が何をしようとしておられるのかがよく理解できました。再請求のハガキがきて、よく読んで回答しました。 

23 

小・中学生の子供が学校終わったあと、遊ぶ場所（审内）がない。公園は冬や夏はムリ。野塩児童館は部屋がな

いし、ゲームする子はダメ。子供たちが遊びたいもので遊べるコロボックルのような場所を地域にも作ってくれな

いと、子供は友達と会う場所がない。 
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ο自然環境との調和に関する意見 

豊かな自然環境の保護、自然エネルギーの活用、自然と産業の融合、緑地や公園の整備など、自然

環境と調和したまちづくりを目指すべきといった意見をいただいています。 
 

回答内容―問32 

1 

高齢者や医療に対する意識がもともと高い中、近年、子どもや青尐年に対する施策も多く見られていいと思う

が、市民への浸透や安定性にないと思う。また、そういった施策を増やしていく中で、緑との共存をどれだけ計

れるかが今後の課題ではないだろうか。緑と都市産業の一体化を目指してほしい。 

2 
都市化はあまり進めなくてもいいと思います。道路を作ったり宅地開発とか。自然エネルギーになる発電施設が

あったら、新しい挑戦としては良いと思います。難しいですか？ 

3 

人口や面積から従来の産業振興には限りがあると思うので、他市にはない自然の豊富な環境を活かした方が、

まだ良いと考える。医療の充实は結構なのだが、結果医療費の増加が問題となっている。根本的に改善せね

ば。小金五街道の整備。車以外の存在が無視されているようである。歩道、自転車道の整備が急務。 

4 ・自然環境の保全、整備。・空き地、空き家の整備、緑化。・医療機関の拡充。・道路整備。 

5 清瀬は森林が多いことが良いところ。この財産を大切にした都市づくりをして下さい。 

6 

農地、緑を残しつつ、基盤整備が充实されている都市。自転車問題、ゴミ問題が解決できれば、格段に住みや

すいと感じるはず。防犯については、もっと警察に地域循環を要請すべき。一時停止違反をつかまえているぐら

いなら、もっと地域見守りに力を入れるべき。中学校の授業を見学しても良いと思う。 

7 

都内へ通勤圏内であるため、仕事は都内へ出ていき（行くことが可能）、住環境は緑を多く残していく方針にす

れば魅力ある街となると思う（長く住みたい街）。市内の特性を活かした産業としては、農業もそうだが、将来に向

けては病院（医療）が多く、福祉、薬学、看護の大学があることを活かし、この地域でしか出来ない研究や学習の

機会を活用したものを進めていければ、特徴的な街になると思う。 

8 
子供の頃に比べると、緑地が明らかに減っています。可能な限り畑や緑地が次の世代に引き継いでいける様な

都市づくりをお願いします。 

9 
けやき通り沿いの畑はマンションなどにせずに今のまま残し、都心から30分たらずで行ける田舎のイメージを守

ってほしいと思います。 

10 花、緑に囲まれた自然豊かな町づくりで、人々が落ち着く心やすらぐ場所であって欲しい。 

11 すぐに中央公園の手入れ、暗くて、枝がのび放題。 

12 
・豊かな自然と生活の利便性がバランスがとれ、人に優しい市。・老若男女がお互いに交流、助け合える市。・平

和な格差のない心豊かな市。 

13 自然とハイテクの融合（両方ある）。 

14 

公園の整備より川の保全。町の木々を守ってほしい。空き地の大木が倒れていくのをただ見ているだけではつ

らいです。大規模な住宅が増えていくのも困ります。また是非農業を守ってほしい。農業に若い人を取り込む方

法を考えてほしい。一度失った畑や木々は 1～2代ではとり戻すことはできない。清瀬は都市をめざす必要はな

いのです。10年先ではだめで、100～200年後に今ある自然を残してやることが最低限必要なことです。すずめ

や、オナガが急激に減っています。小学校の校舎にすずめが巣づくりできる工夫をしてもらいたいと思います。

カワセミも守ってやりたいと思います。虫が鳴き、鳥が鳴くとぶような自然を守る方向で町をアピールすれば、23

区内から人が入ってくるかもしれないと考えます。開発ばかりではなく、方向性を転換すれば、他の市町と違う点

が人の耳目をひくと思います。そういう方向にリードしていくのが、市として生きていく良い方法だという気がしま

す。 

15 自然豊かな都市にすべきである。 

16 自然豊かな生活環境が一番の基本だと思います。 

17 

・住宅と緑地が仲よくつきあえる街。・田畑がいつの間にか相続等のため宅地へ、未来図が描かれないまま、開

発業者まかせの感がある。・市が先頭に立ち、街づくりを示し、住民に協力してもらう。・小児病院跡地に、市民が

たくさん集まれる総合公園などを作り活動できる所にしてもらいたい。 

18 自然を多く残してほしい。災害対策の強化。 

19 清瀬という名前のごとく、緑と川の自然が豊かな町。 
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20 
東京では貴重な清瀬市の豊かな自然（川、畑、林等）をもっと身近にふれあえる環境をつくり、“東京の半田舎”

のイメージをベースにして、市民間のふれあいが自然に芽生える市にしてほしい。 

21 
農地から宅地への転用によって市内景観や機能などが変わった地域を見かけますが、自然環境豊かな清瀬を

守るためにも、一段としっかりとした行政権限、指導を期待します。 

22 

・柳瀬川沿いの整備、拡充。けやき通りの花見月の所もけやきを植える。・問29の⑤、銀行等のＡＴＭによる納付

方法で、高齢者が間違えない様に、また悪用されないように納付書（カードの様な納付書）をＡＴＭに入れて、

後はその納付金を入れれば完了できれば良いと思う。機械をいじらなくても済むように。・密集した住宅（宅地造

成）を許可しない。防災・防火等の観点から。 

23 出来るだけ自然を残し、老人、子供、若者が一緒に楽しく過ごせる街。これ以上高齢化しないよう希望します。 

24 
雤水有効利用のための「貯水タンク」設置に対する補助金制度を是非实施していただきたい。先進の墨田区を

参考にして、省エネ（水道、電気）促進の一助にとしたい。 

25 

花や緑に囲まれた自然豊かな公園都市それと他市にない、誰もが安心できる医療、福祉が充实した都市。国際

化に相応した多文化を取り入れた都市づくり。誰でも安心で、自然豊かな都市。しかも平和で安全な都市づくり、

等々の理想に向かって頑張って下さい。※小生が清瀬市を選んで住んでおりますのは、医療や自然が豊かな

所で選びました。あとは市の財政化健全化です。 

26 
ますます尐子高齢化に向かっていく中で、現在より豊かな時はまずないと思われますので、お互いに我慢をし

て、この自然豊かな清瀬を後世に残していく政策を進めて下さい。 

27 
都心のような建物（ビル）ばかりではなく、自然と調和した明るい雰囲気の町。ヒートアイランド現象が起こらなく

て、散歩していて気持ちの良い道並み。 

28 

清瀬駅前（北口、南口）どちらにもパチンコ店があり、駅におりた時に人はその市のイメージがギャンブルになっ

てしまう。文化都市とはいいがたい。清瀬市のイメージが駅前できまってしまう感じがする。駅って顔ですよね

…。駅前なら、自然豊かな公園都市をイメージしてほしいです。 

29 

私は今の緑豊かな畑が沢山ある清瀬市が好きです。その為、この自然を残してほしいです。清瀬の緑、畑、川

を残しつつも、高齢者、障害者、子どもが、もっと住みやすいまちにしていきたいと清瀬市の住民の一人として考

えています。皆が安心して、やすらぎを求め、憩いの場として集える地域づくりをしていきたいです。 

30 

自然を守りながらも人が住みやすい町。駅まわりがきれいに整備され、キケンの尐ない町。マナーの悪い自転

車が多いので、駐輪場や道路に力を入れて欲しいです。老人が多い社会なので、一人でも多くの人がさみしい

思いをしないような市になって欲しいです。志木街道にケヤキ通りの並木が大好きなので、これからも自然が豊

かで都会過ぎない清瀬でいて下さい。 

31 人と自然に優しく、地域のつながりの強い、あたたかい街になってほしいです。 

32 

農業の減尐とともに居住域が拡充しているように見受けられます。かつて清瀬は至る所に畑が広がり森林があり

自然豊かな所でした。このような自然環境のある町は都内でも珍しいと思いますし、それこそが清瀬という町の

特徴だと思います。私が子どもの頃に比べると、だいぶ畑も減り緑も減り残念でなりません。清瀬の子ども達はき

ゅうくつな思いをしていないかなと気になってしまいます。商業の充实、生活環境の充实など考えてもらいたい

点は多々ありますが、何よりも自然と共存した町づくりを念頭において頂きたいと思います。 

33 ・豊かな自然。・災害に強い都市。・地元農業の支援。・空き地の整備、有効利用。・子育て支援、環境の充实。 

34 

豊かな自然や芸術的な活動、文化的な活動等をアピールし、子育ての終わった高所得者層にとって魅力的な

町にする。子育て世代向けには、保育施設や子育て支援を充实させ、二世代、三世代でも住みやすい町にす

る。清瀬の野菜については、にんじんのブランド化を図っているようだが、認知度は清瀬以外では低いと思う。も

っと清瀬を全面に出した施策を考えるべきではないか。 

35 

3.11以降、放射能に対してとても不安です。小さい子どもを育てる母親として、個人レベルではやはり限界があ

るので、自治体レベルで対応を希望します。例、給食に使われる食材など国レベルよりもっと厳しくできないの

でしょうか。将来の子ども達のことを考える最重要な問題と思います。汚染が心配な中国からの食材は一切使わ

ないなど。 
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36 

数年前に板橋から移りました。自然が豊かな町だなと思いました。これはずっと残してほしいです。ただし、必ず

人の手が入り、整備していくことが大事だと思います。予算もあることですし、むずかしいでしょうが、ボランティア

での参加ももっと広げてもいいのではないでしょうか。私はよく、柳瀬川を散歩していますが、雑草等を刈る様な

ことなら私でも参加できそうです。川に集まる散歩する人や、犬をつれている人、ジョギングをする人、みんなが

きもち良くいられる場所を、いつまでも大切にしてほしいです。 

37 

自然が残っている良さを活かし、清瀬らしく地域を整備すると良いと思う。繁華街や大規模商業施設はあれば便

利だが、それが無くても市内がキレイなら良いと思います。近隣では三鷹市のようなイメージ。私は南口に住ん

でいますが、北口方面にほとんど行った事がなかったため、あまり清瀬に良いイメージをもっていませんでし

た。市役所のある北口方面は、けやき通りにオブジェがあったり、金山緑地等がありキレイですが、それに比べ

ると南口は、せまい小金五街道、駅前のゴミゴミした感じ、キャバクラが多く、呼び込みの人が居たり、市の施設

や公園が無い。せっかく商店街（ふれあいどーり）があるのだから、玄関口の駅から商店街周辺を美化すると、

尐し雰囲気も良くなると思います。たとえば、松山の出張所を商店街の中にうつし、地元野菜の販売、地元野菜

（にんじんばかりにこだわらないでほしい。）を使ったスイーツ、スムージーなどを売るカフェなど併設し、役所に

用事のない人も利用しやすいところがあると良いと思います。私自身、めったに役所は利用しませんし、ホーム

ページもほとんど見た事がありませんでした。なので、市の都市計画も知らずに生活していました。アンケートに

解答しながら、無関心で申し訳なく思いました。市外で働く人は、多くがこのような現状だと思います。なので、駅

から帰宅途中に立ち寄れるところに、ちょっとのぞいてみたくなるようなステキなスペースがあり、そこが何度も利

用したくなるような場所であれば、人も集まると思うので、そういう場所に、市の行事のお知らせや、都市づくりの

アピールを行うと、もう尐し皆が感心を持つようになると思います。あこがれは、休日の夕方に散歩したくなるよう

な街並みです。 

38 

・各家庭や会社でゴミを燃やしたりする事により、空気が汚染されています。住環境を整えるなら、早急に対処す

べきだと思います。实際に窓を開けられない。洗濯物を外に干せない等の声がよく聞かれています。市内での

買い物が不便です。駐車場の有料化や狭さ、商品の鮮度や品揃え等、市外の方が充实している為、みな市外

へ出てしまいます。これでは市の活性化は許せないのでは…。 

39 
緑や花に囲まれた自然豊かな町づくりを希望します。また、誰もが安心して暮らせる都市。子供やお年寄りの交

流のある場所も必要だと思う。 

140 水と光と緑と 

41 

「けやきロード（ギャラリー）」、「（都内生産量Ｎｏ．1の）にんじん⇒にんじん焼酎」、「ひまわりフェスティバル」、こ

の三つが市の代表と思ったいるので、目指すべき立ち位置のキーワードは『自然』であろう。小児病院跡地の緑

地保全と中央公園再生への整備活動が今後10年の市のイメージを向上できるか否かのカギを握っているように

思う。 

42 緑の多い豊かな自然環境の住宅都市。 

43 豊かな自然を活かした街づくり。年寄りや子どもにとって安全で暮らしやすい街。 

44 

清瀬市に住んでから 7年になります。他の地域に働きに出ていますので、地元のことはあまり知らずに暮らして

いますが、休日の楽しみは地元の野菜販売と金山公園や保存林の散策です。この二つで清瀬市に住んで良か

ったと思っています。 

45 緑の豊かな今の清瀬市が今後も続くように願っております。 

46 

・自然と緑あふれた住み良い街を目ざすのであれば、「公園」「公園まわりの歩道」をもっと整備してほしい。特に

「中央公園」は公園とは名ばかり（あじさい、桜は良いが）。ゲートボール場は他へ移転してほしい（テニスコート

も）。単に放置してあるだけで、公園とは言えない。・「きよバス」緑陰コースは不要ではないでしょうか。路線バス

（西武の久米川行き・東京病院経由）が多数あるため。志木街道を通る一般路線バスまたはきよバスを増やして

志木街道や野塩団地を廻る増設希望。 

47 
まだ 1年半の居住者ですのでよくわかりませんが、特に公園が尐ないと感じています。今後、孫ができて遊びに

来ることを考えると、手近に全く公園がありません。手近で家族が楽しめる場所を作って欲しいと思います。 
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48 

近年、松山、竹丘地区に高層マンション、戸建住宅が増え、それに伴い子ども達が大幅に増えました。その子ど

も達が10年後、20年後もこの清瀬に住み続けたいと思ってもらえる様に花や緑いっぱいの公園、何よりも子ども

達が安全かつ安心して遊べる公園、大型遊具には時として危険がつきもの。大人が目を離すことのできない遊

具は敬遠されます。四季折々の花が咲き、休日には家族連れでお弁当を持って遊びに来る、老若男女の憩い

の場としての公園、花あり木陰ありベンチあり、喫煙ルームあり（日比谷公園や新宿御苑の様な）。松山、梅園、

竹丘地区に他市にも自慢できる公園がある清瀬。 

49 

緑が多い所と思い、30数年前に越してきましたが、年々道路が整備されるにつれ、あんなに大事にしていた、さ

くらの木、けやきの大木がどんどんなくなって、コンクリートで塗り固められていきます。東京のはずれではありま

すが、大都会のオアシス的都市であればいいと思います。おざなりではない人々がくつろげる緑の街であって

欲しいと思います。 

50 
・小児病院のあとを買って公園にしてほしい。・花を植えて人が集まるようにしてほしい。・新しく庁舎建てかえを

して、清瀬市が破綻しないか心配しています。 

51 

・太陽光発電…市役所など公共建物には太陽光発電の設備を設置し、10年後に備える。清瀬市は幸いにも高

い建物が尐ない。ガレージや小屋に設置する。市が太陽光設備をもとめて購入し（まとめ買いで仕入れ値を安く

し）、市民にたくさん設備を設置させる。市をあげて太陽光発電にとり組む。また、道路にも発電設備を設置し、

清瀬市が発電事業者となり、市民に電気を尐し安めに提供する。市民からの税金のみの収入ではなく、自ら第3

セクターで収入を得る新しい市はできないもの？ 

52 バランスのとれた活気のある町のイメージ。緑が多く、教育にも熱心に取り組む姿。 

53 自然豊かな環境が充实している。 

54 

清瀬市は都心に出るにも便利ですし、自然もあり、とても住みやすい所だと思います。高い建物とか、深夜営業

など、あまり都会的にはならないでほしいと思います。自然豊かな皆が安心して暮らしていける、そんな清瀬市

であります様にと願っております。 

55 
・緑豊かな街（樹木が伐採されていくのが寂しいです）。・乳幼児から高齢者、健常者も障がい者も、すべての人

が安心して暮らせる街にもっともっとなりますように願っています。 

56 清瀬は自然が豊かなまちなので、今後もそれを強みにしていけば十分だと思います。 

57 

・緑が多く、きれいな川を持つ都市。・ゴミのない街。・子ども達が誰にでも自然に「こんにちは！」と笑顔で挨拶

が出来る様な、学校教育と家庭教育のしつけの連携。（大人も自然にそうなるでしょう）・けやき通り沿いの発展

（今は余り活かされていないと思う）。畑地の店化や施設等、点々とではなくアーケードでつなぐ程に！発展が

駅周辺だけに片寄っている。清瀬のけやき通り→魅力ある店づくりの為の補助、協力を。店先（エントランス）は

緑で埋めること、等々。足を伸ばしてでも行きたくなるような店づくりを。（花屋、フレンチ、イタリアン、居酒屋、カ

フェ、100円ショップ、コンビニ、etc） 

58 

・森林・緑がたくさんある清瀬。・野菜の収穫後すぐ食べることができる清瀬。・安全・安心、バリアフリーの住宅環

境整備の清瀬。・人と人のつながりを重視した成人教育、思いやりのあるコミュニティデザインの清瀬。・住民の

多くが高揚し参加できるようになるイベント（農業生産・地域の祭り、市民祭り）。・年をとっても清瀬を離れなくて

すむ頭金0円の介護ホーム。※市の既存制度の見直し。例えば、公職者の中に多数の若者を参入採用する（長

期公職者等の表彰などを廃止）。 

59 緑豊かな田園都市。住人でいる事が誇れるような開放的、またスマートな市を目ざしてほしい。 

60 緑地をなるべく保存し、安全、安心な住環境を市民に提出することが、期待と歓迎に通じる。 

61 多文化を取り入れた緑豊かな落ち着いた学園都市になってほしいと思っておりますが、夢かしら～。 

62 

「清瀬」という市名の持つイメージにふさわしい緑の多い環境が大好きで、25年以上住んでいます。ところが、せ

っかくの武蔵野林が突然伐採され、鳥の鳴き声、虫の声が年々聞かれなくなってきました。カッコー、コジュケ

イ、キジ、etcの鳴き声がまた聞かれるような街づくりをお願いします。 
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63 

①花や緑に囲まれた自然豊かな農ある風景…何といっても空気が美味しい。②新鮮な野菜を食し、コミュニティ

バス、都のタダパスで日常の買い物、おにぎり持ってミニ旅行…。③誰もが安心できる医療、福祉。防災、防犯

の充实。これからも維持できますように。若い人達も私達年寄りも住みよい街だと思っております。④都営住宅の

シルバーピアみたいな、プチ自立支援型老人ホーム（なるべくお家賃は安く）。⑤老人ホームと保育園の合体し

た施設。どこか企業が来てくれないかな？そんな相談窓口（ＮＰＯ）はないかな？そして他県からもこれればい

いのにな…。これは年寄りのひとりごと…です。 

 

 

ο産業・商業の振興に関する意見 

企業、商業施設の誘致、地元産業・商業の活性化などにより、地域の発展を目指すとともに、働く

場や買い物の場などの充実を図り、暮らしやすいまちづくりを進めるといった意見をいただいていま

す。 
 

回答内容―問32 

1 

清瀬市は自然豊かで医療、福祉が充实したすてきな都市だと感じています。ただ一つ欲を言えば、商業施設が

あまり充实していないように感じています。衣料品、食料品などは車で他市へ行き、買い物をすることが多く、正

直清瀬市ではあまり買い物をしない傾向があります。駅前にはパチンコなどの娯楽施設が目立ち、あまり景観

がよいとは言えず、魅力的な商業施設がない印象です。大型のショッピングモールとまでは言えませんが、もっ

と若い世代が立ち寄りたいと思う商業施設を増やしてもらえたらいいのではないかと思っています。高齢者世代

を支える若い人たちを呼び込める町づくりが必要ではないでしょうか。 

2 企業を誘致して、活性化の充实。 

3 
他の住人が来る町、大きな施設などお金を産む町、巨大なホームセンターなど築くべき。福祉ばかりに力を入

れても市として成り立たないと思います。 

4 商業施設の誘致、生活の利便性向上。とにかく駅周辺以外は不便である。 

5 

・地元の産業活力を維持しつつ、都心通勤者にとってのベッドタウンとしても魅力的なバランスのとれた街。・派

手さは尐なくても、治安のよい、自然豊かな、落ち着いて住みやすい街。そんな都市であり続けて欲しいと思っ

ています。 

6 
外部民間投資が積極的に清瀬市に向かう様な街づくりをして欲しい。緑や自然に囲まれ、のんびりしている街を

目指すと、今迄と何も変わりません。21世紀にふさわしい特色ある街にしないといけません。 

7 

ベッドタウンとして周辺地域への交通の利便性を確保しつつ、休日には充实した生活のできる自然や商業施設

を両立した都市。特に自然に関してはカワセミ等を目的に他地域から出掛けて来る人が多いので、うまく活かせ

れば良いのではないでしょうか・。また、埼玉県方面を含めた南北の交通手段の充实も期待されるところです。 

8 
企業の誘致をし、市民税、各種税の軽減を計ることも必要ではないだろうか？農業の後継者も減尐しているの

に、キヨセ人参及び他の野菜でも、清瀬市の発展には心細く思います。 

9 
産業と特徴の無い地域であり市と思われる。大型店を入れず、小売店やら専門店を増やす努力で清瀬の内で

営んで行けることを望む。（今後、買い物難民が増、大型店は地域産業を減らしている） 

10 
商業の発展づくりの必要性。清瀬市の人口増加の必要性に対し、市が何を行い、可能性を高めていって貰いた

い。 

11 

駅から離れた地域では、買い物（日常生活するうえで）など充实した機能が必要です（スーパー、ディスカウント

ショップ）。また、老人、幼い子供の家庭は10年もまてず必要です。交通網もバスの本数や自転車道路など整っ

てほしい。バスは長い区間より、循環バスが必要です。清瀬市は図書館の市民サービスがとても良く、読みたい

本が（希望したいものを）95％ぐらいＯＫなのが、私達が清瀬に住んで良かったと思うことです。図書のこれから

の充实と、館内でゆっくり市民がくつろげる場所が、高齢者にとってはありがたいことですから感謝しています。

文化的な自然豊かな都市になれるようお願いしたいです。 

12 
前問の答えの 3番目に記しましたが、企業誘致（本社を清瀬市に置く）で税収をあげて市をうるおす様にしてい

く事が出来ればいいが…。 

13 税収入の増加のためにも企業進出がなされ、繁栄しますように。 
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回答内容―問32 

14 大きなショッピングセンターを造ってほしいです。 

15 

農業や病院のイメージが強いので、商業施設や企業を増やし、もう尐し活気のある明るい街になれば良いと思

います。小児病院はやはり必要だと思います。私も小さい頃は大変お世話になりました。周りのママさん達も必

要だと言っている方が多いです。 

16 イオンやコストコなどの商業施設を増やして欲しいです。 

17 

清瀬市に住まわせてもらい3年たちました。とても住みやすいです。子どもや子育て支援が充实していて、他県

の友人に話すと交流することなどほとんどないし、そんな場もつくってもらえないと言っていました。声もかけて

いただき、こちらに友人がいなかったので、すごくありがたかったです。ただ、働きに出たくても、なかなか出ら

れないので、そこをもっとなんとかしてほしいです。子どもも小さくて、大事な時期とはわかっていますが、けっこ

う大変です。あと、駅前にスーパーがあるので、大きなスーパーはいらないと思いますが、新道のあたりに小さ

なスーパーとか食料品を買えるドラッグストアーなどがあると小さな子どもがいる人は便利だと思います。駅は駐

車場代がかかるし、かといって自転車で行くのも大変なので、中清瀬でどちらかといえば駅にも近いし贅沢かと

は思いますが助かります。いろいろ言いたいことはたくさんありますが（文句ではないです）、今後ともよろしくお

願いします。 

18 

居住としての清瀬は緑も多く、子供が遊べる場所や病院が多いので、暮らしやすい。しかし、高齢化のせいか、

駅前に西友が出来たせいか、商店街の活気が減った気がする。今後は、若者が個人商店を立ち上げる環境に

なれば、若者を誘致でき、清瀬が盛り上がるのではないか？しかし、昔からある緑や畑は守っていきたい。ＴＰ

Ｐなど騒がれているが、私は清瀬産の野菜を食べ続けたい。使われていない畑が、どこぞの大企業に奪われ

ぬよう、清瀬市で守ってほしい。若者に農業を教えるとかして。また、今後さらに外国人が増えると思う。清瀬を

アピールしたいなら、パンフレット類は英語が必要。市役所の方も英語は必須、となると教育面も向上しなけれ

ばならない。私は現在30代で、中学は市外に行った。2中が荒れているからという理由ですが、未だに荒れて

いるというのを耳にする。今後10年で何とかなればいいが…。 

19 

地域活性の為、住民増を目指し、企業を誘致することで、雇用も増す。広すぎる畑は夜間はとても危険に感じま

す。地主と交渉し、計画的に畑の売畑を進めることで、居住の確保、整った街並みができ、緑の残るきれいな景

観が生まれると思います。それに合わせ、インフラを整備することで、フィルムコミッションが現实的になると思い

ます。あと、学童は小学6年生まで希望延長することができるようになれば、安心して仕事にでかけられ、経済

的な余裕も生まれ、購買意欲も高まります。 

20 スーパーが尐ない（旭が丘周辺）。 

21 
・大型スーパーの設立を希望します。・駅にエスカレーターを設置して欲しいです。・けやきホールの利用状況

の改善を希望します。（市民が利用しやすくして欲しい） 

22 
小さい子供を連れている人が増えているので、今後は駅前開発（駅ビルや店など）と、地産直売所の充实や緑

地の保全等の 2つの柱の充实に力を入れて欲しい。 

23 
となりの東久留米に負けている。みどりを残しつつ、大きい商業施設が欲しい。清瀬に住んでいるが、買い物は

東久留米や他へ行ってしまうのが現状です。 

24 

①税収を増やす方策をさぐって欲しい。予算がなければ、どんな良いアイデアも实現できないと思います。企

業の誘致などを考えて欲しい。『病院の町』清瀬というイメージに企業誘致が反するという発想は時代遅れだと

思います。②図書館について一言。近隣の類似施設と比較すると見劣りする。特に「書架区域」と「読書閲覧、研

究区域」の分離が全く不充分です。小平市の充实っぷりには目を瞠るものがあります。ついで乍ら、小平は公民

館は日曜日も利用可能で、土・日を使っての行事も盛んです。公共施設の開館時間や利用可能日なども慣例

にとらわれずに検討して頂けたらと思います。 

25 
近くに食品、雑貨、衣類、靴屋などがない為、不便な為、近隣の市まで足を運ぶので、体調が悪いときはとても

不便なので、買い物できる施設があると便利です。 

26 ・もっと企業誘致をすすめて、もっと税収を増やすことを考えて欲しいです。 

27 家ばかり建ててないで大型スーパーなど建てて欲しいです。南口の方に 

28 
秋津駅周辺の商店の衰退、高齢化による跡継ぎ問題等、再開発を望みます。以前、再開発に関し、設計シュミ

レーション等に 1000万円位、税金を投入している様ですが…。 

29 けやき通りは 30年以上変化がなく、店もなく畑だけ。活性化する商業地域になれば人も増えると思います。 
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回答内容―問32 

30 

北口駅のすぐ近くに、田・畑がありますが、商店街に土地活用してほしい。駅前の一等地に畑があるのはおかし

い。歩道を広くとって、他の街からぶらぶら遊びに来られるような、お茶する店、気軽に食事できるおいしい店

等、小物、雑貨店など、自由が丘の街のようなタウンに北口がなれば、清瀬の名前のとおりのような、ケヤキロー

ドになれたならと思います。 

 

 

ο公共サービス、行政機能の充実に関する意見 

市役所をはじめとした公共施設の充実、市職員の質の向上、効率化などによる行政サービスの向上

を図るなどの意見をいただいています。 
 

回答内容―問32 

1 市役所の建てかえ（バリアフリー、耐震対応）。 

2 

財務の健全化（企業経営と同様に实施すること）。その意味では市庁舎の再建案は費用、規模内容の再検討す

べきである。現状案の費用が大。また、何故現状でより広い建屋なのかの必要性説明（本当に必要なのか）が全

く不明である。 

3 もっと満足させてください。市役所はもっと近代的にしてほしいです。 

4 市民税が高いと思うので、もう尐し内訳を見直して、10年後に住みやすい環境を整えてほしい。 

5 
清瀬市民体育館（下宿）にエアコンを設置して下さい。先日、剣道大会で熱射病者が救急車で運ばれました。事

故が起きてからでは遅いです。至急、対策を。 

6 大きな大会ができる体育館の充实。屋内スポーツができる場所の充实。 

7 公務員がきちんと働く事で変わっていくのではないか。 

8 市役所の建て替え、大企業誘致、スポーツ全般の競技場の建設。 

9 
第3次施設の項目があまりにも多岐に分散し、イメージも結果も实感ができない。ぜひとも、ターゲットをしぼって

結果を明示できるものと提示策定して欲しい。市長のリーダーシップを示して下さい。 

10 
重い相続税等により、農地がどんどん減尐していく。その事により、虫食いの開発が進んでいる。もう尐し、計画

的な方向が持てないものか？ 

11 

・24施策（施策10の一部を除く）については、これまで一切関与したことがなく、評価不能。・機関委任事務の羅

列のみで、評価の基準、参考となる数値などの説明、パンフレットの添付がなく、实施するアンケートはナンセン

ス。・他の市町村に比し、特色のある施策、固有事務の重点化を図り、これを広報し、これについて市民の意向を

調べる方が市政の向上につながると思われる。 

12 
健全財政の確立、自然豊かな田園都市、人口微増、平均年齢若返り、子育てが楽しい都市。高齢者より子育て

世代への支援充实。 

13 職員のモラルアップの研修、教育の充实を定期的に行い、コンプライアンスの向上に努めてほしい。 

14 

・清瀬市職員の態度を改めるべき。・出張所の人数を減らす（いつもヒマそう）、土日も交代で出る。・一般のサー

ビス業を見習うべき。土日休みで用をすませたくてもできず、市民が仕事を休んで役所に行かなければいけな

いのは、どういうことでしょうか？？？市民にやさしい清瀬市を目指して欲しい。 

15 

市政に関心が尐ない私に、このチャンスをいただいたことに感謝しますが、一言述べさせていただきます。1.こ

の回答をするには「長期計画文」の全文または主文がないと、評価、解答はできないと思います。2.質問文と評

価は、ほぼ事務局で作成された文で、結果が誘導されています。評価するには計画に対し、進捗度等が必要な

のと、回答者の意見が提言できない（最後にはありますが、個別にも必要）。 

16 

既存の住宅街では高齢化や高齢単身世帯の増加が進み、町会、自治会活動が困難となる地域が増えてくる。一

方、新興住宅の開発も無秩序に進められている。また今後、企業等の進出も望みは薄い。このような状況から、

今後の清瀬市は厳しい財政状況をふまえ、問31のような都市を目指すべきと考える。そのためには、公助の重

点をしぼり、市政を運営することが重要と考える。この实現には、市政のリーダーシップの発揮と行政の発想と行

動力の活性化が期待される。他市の施策を参考とするだけではない、発想、構想豊かな清瀬市政の展開を期待

する。 
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回答内容―問32 

17 

①清瀬市は規模が小さすぎる。他市と合併して大きくする。②行政規模に対し、人数が多すぎ、特に支所の实態

を把握していますか？③行政はサービス業、意識改革必要。④清瀬市は農業地帯ではない。⑤旧住民と新住

民の調和が必要。 

18 

清瀬市が目指していくべき都市イメージとは、内容が違うかも知れませんが、以前、星野市長の時代に市長への

伝言で申し上げたのですが、市内の野球場の使用料について、シルバー料金をつくってはどうかと提言したの

ですが、議会の反対多数で实現しませんでしたが、ぜひ实現してほしいです。市内の野球場は平日は殆ど使わ

れていません。これでいいのでしょうか。値段（使用料）を安くすれば今より使われると思います。 

19 

①市職員の給料は安くても、やめさせない。②民間でも出来る業務は民間企業にゆだねる。経費節約。③いじ

めをなくすため、いじめを早く発見する方法を学ぶ。出来れば親が早く気付いてもらうため、子供の変化を読む

方法をＰＴＡ等で話す。「日本一いじめのない市」にしましょう。いじめを発見したら、学校、教育委員会、ＰＴＡ等

でしっかり調査の上、確实に防止しましょう。④交通事故のない清瀬、交通違反のない清瀬、標識等の充实。 

20 

行政、職員など市当局に係るアンケートで、市職員研修の項目を設けて欲しかった。市の発展は市民の協力なく

して考えられず、市職員の市民への対応が行政運営にもプラスになると思う。市民は市の宝であり、市民の意識

向上（市を愛する気持ち）は資産である。「キマリ」ですとの回答に問題。できるだけ市民が満足できる対応が市

への協力意欲を高め、結果として市の発展につながるものと考える。 

21 
年金生活者にとって、清瀬市の住民税、国保、後期高齢者等の負担額が高いと思います。収入の尐ない者への

思いやりのある市政を希望します。 

22 
1.市役所の改築（避難所）。2.犯罪防止の上から南口（駅）に交番を設置。3.南口広場の拡張。4.市内の拡声機、

声が重なり聞きとりにくいので改良すべき。5.教育の充实、特に教員の研修を。 

23 
清瀬市の入口や窓口である市役所自体が老朽化しているように思えるので。ひとつのシンボルとして立て直すと

良いとも思っています。財政的な問題があるかも知れませんが…。 

24 

今の清瀬市からは目指す都市イメージが思いつかない。根本的な細かい所から、まず変化していくべきではな

いかと思う。口の軽い市の職員や近所で悪い評判の人が市役所の職員でいると相談もしにくいし、行きづらくな

る。大きな都市イメージより、細かい所から良くして行くべきだと思う。 

25 乳幼児から高齢者まで、全ての市民が安心して生活できる施設を整えて欲しい。 

26 
地域のゴミ集積所の場所確保は市民にまかせず、市で土地と場所を確保して、だれでも使いやすいようにして

ほしい。 

27 道々にある彫刻は不必要だと思っているが…。無駄金を使ってほしくない。 

28 
やはり高齢化に向けて、収入の低い世帯も豊かな暮らしが出来る様な弱者に優しい都市、自然やみどりや畑も

大事にしたいと思う。 

29 
福祉施設がある中で働く人（そこで）が安心して働くことができる、利用者ばかり保護せず、その人の家族や職員

なども保護してほしい。 

30 

・公務員数と給料の削減。・税金が高くて住みにくいので、年貢のとりたての削減をした方がよい。・ほんとうの正

しい情報を発信する自治体になって欲しい。放射能の測定など、しっかり行って、ほんとうの意味での安全な町

づくりをしてもらいたい。・誠实に真实を追究し、それを発信して欲しい。 

31 

平日、仕事でいない為、市で行っている事に参加していないのが現实。土・日も参加する事はほんとうにありま

せん。何が変化したのかもわかりません。今後、高齢者も多くなってくる中で、行政が積極的に個別に声をかけ

ていくべきと思います。困っている人は自分から言い出せない事が多いと思います（子育て中の人も）。行政から

の積極的な働きかけを希望します。 

32 清瀬市にも、西東京市のキラットのような施設がほしい。 

33 

答えとは違いますが、生活保護問題にしっかり目を配って下さい。本当に支援が必要な人なのか？ウソを言って

いる人も周囲にたくさん見ます。清瀬以外に住む人（職員）を保護申請の担当にせたり警察ＯＢの活用など推進

すべきです。 

34 

都市イメージについてではありませんが、市職員の方の対応が以前に比べて良くなってきたと感じております。

私がある会社で経理担当をしていた頃、経理部職員として市民税担当の方に連絡を差し上げた時の電話対応と

一人の主婦として市民税課担当の方に電話した際の対応の相違に驚いたことがあります。同じ日、同一の担当

の方でした。主婦の方がこの様な対応を受けているのかと思うと心が痛みました。現在は職員の方一丸となって

頑張っておられる事と信じています。 
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回答内容―問32 

35 

・選挙戦が近くなると議員さん達のマナーについて、西友の方に行く階段下辺りで盛んにマイクに美声を出し、

その姿にガッカリです。階段付近に上下の矢印利用者の足元に注意してほしいですね。ビラ配りに夢中、演説

に夢中で、通りづらいです。なんとかして～。・けやきホールのイベントについて、大勢の人達が参加できる様

に、また防災、防犯に力を入れて、他の町にない住む町No.1の清瀬！！議員さんや、お巡りさんまでが笑顔で

語れる交通機関も便利に…。謙虚な姿勢が失われていては…。目指す都市イメージは…？蟠りのない心が大

切。住んでみたい町、清瀬！！No.1…。議員さんたちの大きな力を宜しくお願い致します。 

36 
・明るく健康的なイメージが大切。健康づくり施設（駅近くにプールや運動ができてリハビリ場）。・きよバスの運行

バス本数を多くしてほしい。 

37 
市役所、公共施設等が遠い。もっと便利な所を希望。犬、ガキ、自動車の音、公共施設≪マンホールのフタ≫が

発する音を小さくして欲しい。 

38 
清瀬市の顔である市役所の建て替えをしたらいいと思います。市民のための機能豊かな、そして災害時に市民

を助けられる市役所を。 

39 
生活保護を受けている人が多すぎるので、審査をもっときびしくして欲しい。清瀬は甘いからといって、他の市か

ら移ってくるのを聞いたことがある。 

40 未来を見据えた展望を押しつけではなく市民目線で考えて下さっている事に喜びと感謝を申し上げます。 

41 

税金が高い。他市から引っ越して来て、保育料が￥8000もＵＰした。団地に住んでいる人や、自己破産の人、ご

まかして団地に住んでいたりするので、そういう人を見極めてほしい。ただでさえ清瀬は団地が多く、貧乏。トイ

ザらスやニトリなど、大手の店もなく、道も狭い。病院も多摩北どまり。市役所、地域センターの職員とか、減らす

のはどうか。たいてい伺うとおしゃべりしてて暇そうですが。誰かの悪口を言っていた。でも対応は良いです。金

太郎市長がんばれ！応援しています。 

42 

こんな事がありました。始めて出来たふらっとサロンに出かけました。友達も大勢いました。お金を払おうと財布

に手を入れたときにお金を集めていた人に、あなたが来るんだったらお父さんが来ればよかったのにと言われ

てしまいました。それなら 2人で来てくれれば良かったのにと言ってくれれば良かったのではないでしょうか。2

度と行きません。清掃が大好きで、昨年7月の末に柳瀬川のごみ拾いに行きました。清掃が終わって麦茶をごち

そうになって、友達もいろいろ話をして振り返ったら、これから何かが始まりそうだったので、友達に「わたし帰る

ね」と言い終わったら、脇を通った人が「そうしてもらったらありがたいけど」と通り過ぎて行きました。ご苦労さま、

ありがとうの一言いってもらいたかった。上の人はもう尐し気をつかったほうがよいのではないでしょうか。一般的

に、この様な事が多いですね。 

 

 

ο高齢者、障害者支援施策の充実に関する意見 

支援が必要な人に対する見守りの強化、高齢者等に配慮した都市環境の整備など、高齢者や障害者

にやさしいまちづくりを目指すべきといった意見をいただいています。 
 

回答内容―問32 

1 
高齢者が多い清瀬市で、お年寄り（体の不自由な）が選挙で投票に行きやすい環境をつくれば、幅広い年代の

意見が反映され、よい町づくりにつながるのではないかと思われます。 

2 
若い人が住みやすい都市であると同時に、高齢者や障がい者など社会的に弱い立場にある方々が安心して住

める都市であってほしいです。 

3 安心、安全、子ども、お年寄りにやさしい町づくりと、地域の交流や国際交流も盛んにする町づくり。 

4 老人が多くなっているため、一人暮らしのところを定期的にまわるようなシステムがほしい。 

5 
高齢者の方が住みやすく、それに伴い若い子も買い物や映画目当てに遊びに来たり、また住みたいと思う市に

してほしい。会社や学校から帰ってきて、ほっと安心できるような緑豊かな町にしてほしい。 

6 
清瀬は高齢者、障がい者の多い町だと思います。これからは、その方達が住みやすいようにしてほしい。税金

は、あまり使ってほしくありません。 
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回答内容―問32 

7 

老人が増えて人口のバランスが悪くなると想像します。依って老人が安心して住める町づくりが必要です。町ぐる

みで、または隣近所の人が子育ても含めて、地域の人を見守ることができると良いですね。昔ながらの長屋も良

いコミュニティの一つと思います。プライバシー重視で無関心な世の中になってしまいました。しかしネット上で

は情報は早い。ネット上では人と人とのぬくもりはなかなか感じる事ができません。なので、直接的に人と人と触

れあえる町がこれからは必要と思います。 

8 

高齢者や障がい者（心身も含む）、日本人ではない方々が暮らしやすいように、住民の意識（偏見などを持たな

いように）、アピールまたは講演会などを实施して変革を希望する。子どもが悪いことへと進んでしまうのは、居

場所やすることがないせいだと思います。子ども達が悪い方へ進まないよう、場所の提供や学校での倫理教育

（薬物常用者の末路の映像など）が必要だと思います。犯罪の低年齢化は道徳教育の不足も原因です。罰則を

強化するより、教育が大事です。授業にボランティア活動を取り入れるなども有用性があると思います。必修科目

にすべき。 

9 

清瀬市は都心に近い割に土地が広く空いている印象があります。高齢化社会に向けて 23区内の特別養護老人

ホームの土地が足りないニュースを見聞きし、清瀬に立てさせてあげればいいのに、と思っていました。ご家族

が通うのに便利だし、雇用も生まれるし、それに伴いもっと駅前においしいレストランやお店が増えたらうれしい

です。道路整備については、駅周辺の小金五街道の歩道が狭くて、とても危険だと思います。地震が起きてまわ

りの建物が崩れ、小金五街道が使えなくなったらどうするのだろうと、いつも心配しています。清瀬市は緑や畑が

多くて「老人と子供に優しい緑の街」でいかがでしょうか…。 

10 
問11の問は回答しづらく、どう選んだら良いかわからなく、むずかしかった。・高齢者が元気で長生き健康寿命

が東京一長い市。・共稼ぎしながら子育てしやすい市。・市民参加の農業の市。 

11 
益々高齢化が進んでいくなかで、高齢者を市全体及び自治体単位で高齢者をサポートしていく体制、対応の充

实をすすめて欲しい。 

12 夫婦二人暮らしなので孤独死が一番こわいので対策をお願いします。もしありましたら教えて下さい。 

13 

将来、一人住まいになった時（現在70代）に何とか自分の事が出来る状態の時でも話し相手ヘルパーさんとか、

病気になった時に安心して療養できる（子供はいて心配してくれても、それぞれ生活、仕事がある）施設の充实

がほしいです。 

14 

これから老人が多くなりますので、老人施設の内容を充实され、誰もが入りやすく、そこに手芸、習字、踊り、体操

などいろいろな事を皆で習い合って、楽しい会話が出来る、一人淋しくならない様な場所がほしいと思います。

私は東久留米市が近いので、そちらの老人会に入っておりましたが、いろいろな趣味が沢山あり、上に立った方

が上手に皆を助けてくださいました。市報を見ますと清瀬も習いたい物も沢山ありますが、1つ 1つの月謝があり

年金ではチョット無理な気がします。 

15 
老人施設の充实、安心できる医療、豊かな自然環境と共に地場産品の農作物が安心して食べられるよう、他市

には見られない清瀬独特な安心して住める市。老人と子育てを二本立てにした施設等。 

 

 

ο情報発信の強化、充実に関する意見 

市の取り組み等の情報の市民に対する情報発信の強化、市外に向けた市の魅力の発信など、市内外

に向けた情報発信の強化、充実を望む意見をいただいています。 
 

回答内容―問32 

1 イベントやお祭り、いつやっているのか分からないと母が言っていました。 

2 

必要以上にハデなことをする必要はない思います。最低限の情報は清瀬市のＨＰで検索しやすい様にしてい

ただければと思います（清瀬駅前のお祭りのために交通規制をすることなど）。あれらのお祭りは、清瀬市主催

ではないようですが、現实的に大々的に交通規制をするので、市のＨＰには明らかにわかるよう（日時、場所）、

きちんと載せるべきです。知りたくても外に出て、かんばんを探すくらいしか情報を知る手段がありません。ま

た、清瀬は今でも雤が降ると冠水する場所がたくさんあるので、何かしらの改善を進めていただきたいと思いま

す。よろしくお願い致します。 
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回答内容―問32 

3 

専業主婦と働く社会人とでは置かれる環境に差異があり、よって当然理解度、求める事項に差異が生じる。それ

ぞれの視点を分け担当を分け、両視点からの目線で物事を決定しないと良い街とは云えない。まずは、その情

報発信に問題あり。 

4 ・読みやすく、解りやすい（一目でわかる）市報にしてほしい。・民間委託できる業務は民間に委ねる。 

 

 

ο健康づくり、生きがいづくりの充実に関する意見 

スポーツや文化、芸術活動、健康づくりなど、市民の参加する多様な活動に対して、活動場所や講

座、教室の確保、充実、各種のプログラムの提供などを図ってほしいという意見をいただいています。 
 

回答内容―問32 

1 

スポーツ施設をもっと利用しやすくし（料金や宠伝）、スポーツ交流を盛んにする。子供だけでなく、大人も運動

をしやすい環境（ニーズに合わせて）をつくり、健康増進、地域交流の活性。子供と大人のつながりの機会を強

めるだけでなく、若い世代が誇りをもって清瀬市に住みたいと思えるような。 

2 
スポーツセンター健康に力を入れて駅の近くに例えば、けやきホームの様に駅前にスポーツのジムを作るとか、

今のままだと不便で使用が出来ません。 

3 

年寄りが増えています。家に閉じこもりがちな人を買い物通りに寄れる場所に健康センターにある様な健康づく

りの出来る施設が出来るとうれしいのですが…。または公園に簡単な器具を置いていただければ（例えば、ぶら

下がりが出来る鉄棒など）。 

 

 

ο総合的な「農」の振興に関する意見 

農業の振興、農業に対する支援の充実、農産加工品の開発、販売促進など、「農」を中心とした多

様な活動を活発に行い、農業を中心とした地域振興を図るべきといった意見をいただいています。 
 

回答内容―問32 

1 ・農業と都市機能の融合。・小児、産科医療の充实（都立小児病院以上の高度医療）。 

2 

新しい“何か”を付け加えることよりも、“今”住んでいる人達が安心して住み続けられるような方針で動いてほし

い。対外的なＰＲ等に重きをおかず、農業に携わる方々や商店街を運営・経営されている方々の支援（後継者育

成等、相続税減免）が充实していれば、都心までのアクセスが良い、この清瀬に住む（住みたい）人間は増える

はず。 

3 人口を増加していくためには、農業重視を見直すべき。 

4 

・“きよせの農業”を支援して、ブランド化した方がよいと思う。→实家に野菜を提供することがあり、とてもおいし

いと評判なので。→最近、農地が宅地化され、農業がなくなってしまうのではと思えて仕方がない。民間企業の

参入を考えることはできないのか。→一般企業を定年で退職した人の第二の人生のスタートをする場として提供

するなど。・小児病院跡地をぜひ防災公園として活用してほしい。→医療機関との連携により、災害時の一次受

入場所として活用できる体制をつくる。⇒農業と防災につよい都市“きよせ”を目指してほしい。 

5 後継者が尐なくなっている｢農｣を見捨てず、活用していくことを期待しております。 

6 

現在、各農家は自宅近くに自分の農産品を即売するお店を持って出来たての野菜を売っています。ふところ具

合は判りませんが、楽しんでおられる様です。そこで、市の中央部に広い駐車場、休憩所、洗面所を設置した野

菜市場をつくり、週に何回とか、朝市とか、農家の人の希望する方法で市を開いたらおもしろいと思う。清瀬のブ

ランド品をさがしても無い、生の野菜で充分です。市の中に 2ヶ所位あって、他市から車で来てくれればＯＫ。 

7 
今ある良い所を活かしつつ、新たにチャレンジが必要。現状維持のままは厳しい。農業に関しては、もっと力を

入れて良いのではないか。医療・福祉は、高齢化が増加するので、今からもっと頑張るべきだ。 



 

167 

回答内容―問32 

8 

・けやき通りをいつもきれいに清掃して下さりありがとうございます。新道路開通で景観が変わるのは、とてもさみ

しく思います。これ異常、緑を減らさないでほしいです。農業支援に力を入れて、農家だけでは限界があるの

で、市民で農のある風景を守っていくべきです。・子どもが安心して遊び、学べる町であってほしいです。 

9 
農業が盛んであることは、とても素晴らしい強みだと思います。農業に従事する人が増えていくようなアピールを

していくこと。清瀬らしさが出ると思います。 

10 
都会的な都市は、他の市にお任せして、清瀬市は田園都市を目指して東京都内で“おいしい野菜が食べられる

市”でがんばってほしい。 

11 
「にんじん」が都内生産一番と聞いているが、清瀬産にんじんは、あまりにまずくてがっかりしている。仕方なく他

市、他県の産直を利用している。「にんじん」も甘いだけでおいしくない。土がよくないのでしょうか？ 

12 

最近特に農地が住宅になって、清瀬のイメージが変わってきている様に思います。ポストには「家を売るなら…」

の広告がよく入っています。人口が増えるのは喜ばしい事だと思いますが、地元の野菜を自慢しながら生活して

行きたいです。 

13 

清瀬市に住み始めて 4年半になりますが、一番よかったと思うのは、新鮮な野菜や果物が手に入ることです。そ

のあたりをアピールして、清瀬に住んでもらうような取り組みができればいいと思います。幸い始発電車もあり働

く人にとっても通勤しやすい環境です。安心、安全、新鮮な都市型農業を一つの柱にしたら家族世帯も魅力的

な町になるのでは？あとは、病院がとても多いのですが、そのメリットを打ち出せたら人がもっと住むようになる

かも知れません。 

14 

豊かな農産物を利用した商品を企画し、外に向け清瀬市をアピールしていく。色々な世代でもうける人参ドレッ

シング、人参パウンドケーキ、人参ジュースなど。収入が多く見込める商品を展開する。それが農業と産業を活

性化すると思います。それと、若い世代を増やせば人口が増え、市が活性化すると思うので、公的補助を増や

すと、もっともっと若い世代の人口が増えるのではないでしょうか。他の所から引っ越してきたので、清瀬の良い

所はわかると思っています。 

15 空き地の利用（田畑）、ほこりばかり出る田畑では迷惑です。 

16 

農ある風景が気に入っていますが、残念ながら、畑がどんどんと姿を消し、宅地化しています。それも計画的で

なく、雑然としています。相続の問題が持ち上がる前に、残すべき畑や緑地を決め、市として借地したり、買い上

げるなどで、確保することが出来ないものでしょうか。遊休農地がとても多いことも気になっています。 

17 

農家が多いので野菜や、それらの物が路上でいつでも売っていて、買いやすい所がたくさんあってほしい。清

瀬の良い所は、花や緑に囲まれて木が多いのが良いので、木はそのまま残してほしい。老人と子供が一緒に住

みやすい住宅がもっとあっても良いと思います。台代団地、旭が丘団地より便利で広い団地の様な所。 

18 

清瀬はおいしい新鮮野菜が、いつでも食べられます。農を大切にしながら、生活環境が充实したベッドタウンを

目ざした方が良いと思います。また病院の町！！ともいわれ、誰もが安心できる医療、福祉の充实した都市であ

って欲しいと願っています。 

19 

現在、畑が宅地化され、また折角種をまいても収穫されない作物を目の当たりにして、なんとか農業を強くしてい

かなければならないと思います。有機農業にしたり、大変でも特徴のあることをすれば、生き残れるのではない

でしょうか。安い野菜ではなく、美味しい野菜を育てることが必要なのではないでしょうか。確かに、採りたて枝

豆、トウモロコシは美味しいですね。でもその他の野菜は正直いまひとつと私には思われます。 

20 農地を残して、誰でも住みやすい清瀬市。 

21 農地・緑地帯を維持し、郊外としての魅力で人々が心豊かな暮らしが出来ることをお願いします。 

22 農業、田園、花と緑に囲まれた地域に。近代化した農業を取り入れた清瀬市を目指してほしい。 
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ο福祉、医療環境の充実に関する意見 

医療機関が多く立地する特性を活かした医療・福祉のまちとしての他地域との差別化、市民が安心

できるような福祉・医療の充実といった意見をいただいています。 
 

回答内容―問32 

1 福祉・医療等が充实していて、他地域から移り住みたくなるまちづくり。 

2 

医療、福祉が充实した都市。これは、これまで清瀬市が歩み、守ろうとしてきたことです。緑多いこの都市に多く

の人が集い、街に活力を与えるには医療や農業だけでは、できません。若い世代の中には住む街での就業を

求めるものも尐なくありません。地域の活性を自らの手で担うことができたなら、必然と福祉の充实は守られ、地

域の商業、農業とも共存を計れるはずです。 

3 医療、福祉、教育、環境、防災、防犯のバランスがとれた住みやすい都市。 

4 小児病院の復活、市民運動会の復活。 

5 
・高齢化社会のモデル地区となるような、医療、福祉の充实した都市⇒モデル施設をつくりＰＲすると良い。・安

全清潔で緑に満ちた、あらゆる世代を満足させる都市。 

6 

病院、学校施設が多く充实している市の特性を活かし、病気になる前後の施設を充实し、他市からも人が集まる

様にする。病気になる前は予防のための体力増強その他の為の総合ジムセンター施設を開設し、病気の後はリ

ハビリがうまくできる様な総合リハビリセンターでリハビリその他ができる様にする。施設利用に健康保険が使用

でき、使用料の個人負担をリーズナブルなものにする。 

7 
医療のより充实。他の地域の人々にも信頼され利用しやすいシステムにする。生活する人にやさしい都市。例え

ば、バス停にベンチを置くなど。 

8 医療の充实。理想は千葉の亀田総合病院のような病院をつくる。 

9 
医療機関が古いものが多いので、最新設備等を売りにした医療機関が増えると良いなと思う。それが「誰もが安

心できる医療、福祉が充实した都市」につながるかと…。 

10 

今現在も老人が多いイメージですので、10年間で更にそのイメージは増幅するものと思われます。实態として

はそうであったとしても、「老人のまち＝清瀬」のようなイメージにならないような、明るく楽しいイメージづくりが大

切な気がします。具体案がある訳ではありませんが、市議選の際に清瀬の高齢者割合の高さを強くうたっている

のを聞き、ここは高齢者のまちなんだ…と意識した記憶があります。「誰もが安心でいる医療・福祉が充实した都

市」という表現でしたら好感が持てますね。 

11 
旭が丘に住んでいますが、キャッチフレーズの“みどりの清瀬”は今でもそうだと思いますが、病院が元町に集

中しているので、それはどうにかならないものでしょうか？ 

12 

・医療について、「清瀬は病院はたくさんあるのに、いい病院が無いよね」とよく耳にします。「いい病院」は主観

により、それぞれだと思われますが、技術の向上、サービスの向上を目指して欲しい。・様々な申請について、

もっと簡略化して欲しい。就学援助など、23区では前年度の申請の資料があるので変更事項が無ければサイン

のみで申請ができるそうです。毎年毎年同じ事を書かなくても市で把握している事は簡略して欲しい。職員もパ

ソコンも沢山あるんだから。 

13 

清瀬に住んで 4年、病院が多く、大学（学校）が多く、環境が良いと思っていましたが、病院はどこに行ったら良

いのか？（大きい病院は時間がかかり）わからず、かかりつけを決めにくいです。志木街道の銅像があり、環境

はいいのですが、市の施設が利用したいところは車でいかなくてはならない。そして利用するのにお金がかか

りすぎ、市民にとって利用しやすい状況をつくってほしいと思います。 

14 

清瀬は昔から病院が多いということもあり、清瀬以外に住む方々から、うらやましいと言われたことが何度がありま

した。人生で最も大切なことは？ときかれた時、“命、健康”と答える方が多いのではないでしょうか。まずは、そ

の命、健康を守る為の医療や福祉の充实が一番必須なことだと思います。そして、この人生の大切なことの優先

順位が、街づくりで力を入れるべきことの優先順位とつながっているのではないでしょうか（医療、福祉、住居、

教育、等々…）。そこで、いま不足していること、削減すべきことが決められていくと思います。もっとも…人生の

優先順位に個人差もかなりあると思いますが…。 
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回答内容―問32 

15 

“貧しい市”という名の払拭のための策。収入とともに無駄な支出を見極める努力。例えば、整骨院の保険請求額

は異常に多くはないですか？肩こりや単なる慰安のために通っている人がかなり多いはずである。見聞きした

例では、スポーツクラブの後にグループで整骨院に行って「きもち良いマッサージ」を安くしてもらって喜んでい

るとか…。違法と知らずに通っている人も多いかも知れない。「市報」などで、整骨院での適用疾患名を認知させ

る工夫や、整骨院に対しても何らかの指導が欲しい（指導しても効果がない現状でしょうが…）。保険扱いになら

ない疾病の周知を市報などで行う。・健康都市（医療施設が多くあるということで）、高齢者に対する医療サービス

の充实。針灸マッサージ利用補助券の支給。慢性疾病で保険の効かない針灸治療をしている高齢者も多くいま

す。西東京市などでは、65歳以上の人に月2枚支給しています。・緑と自然の都市イメージについて。現在のア

ンバランスな部分（けやき通りの彫刻の統一性のなさ。）。けやきホールの現代的だか未来的だか、やがて巨大

な燃えないゴミ化しそうな建物。上層部の極く尐人数で決定されたものだと思う。市民の多くの意をくんでいって

欲しい。市役所新築案もあるようだが、シンプルで「清貧の市」清瀬に見合う建築を希望します。 

16 誰もが安心できる医療、福祉が充实した都市になりましたら幸せになれるのではないでしょうか。 

 

 

ο教育環境の充実に関する意見 

学校の施設・設備の改善、教職員の質の向上、学校と保護者の良好な関係の構築など、教育環境の

充実に関する意見をいただきました。 
 

回答内容―問32 

1 

教育について、私が考える事に該当する内容が見当たりませんでした。学校の先生に威厳を持たせ、悪いもの

は悪いと注意できる環境づくりが重要だと思います。そのために、学校側に権限をもたせ、親に文句を言わせな

いような仕組みが必要ではと思います。モンスターペアレンツ対策。 

2 
・学校環境に対して、現在子どもが二中に在学しておりますが、学校内の設備（水道、トイレ、ろうか、etc．）があ

まり良い環境ではないと思われます。尐し学校内の設備環境を整えてほしいと思っています。 

3 

学校の環境整備の充实がとても重要と思う。過去だが、自身の子供が小・中学校時代、経費節約とのことで暑い

とき、寒いとき、扇風機のみ、あるいは暖房（ヒーターなど）を必要と思われるのに使用制限され、教師は涼しい、

あるいは暖かい職員审で過ごしていたことに疑問を感じていた。また、清瀬は病院が多いためか、何か他の町と

異なった独特の不思議なイメージがある（悲しく、寂しい）。もう尐し明るい気分になれる工夫が必要。自然が多い

のはよいが、それを生かしつつ、全世代に受け入れられる町づくり強化をしてもらいたい。長く住みたいとは思

わない。税金についても、事情があり遅れて払ったが、当たり前のように延滞金を払うことを言われ疑問に感じ

た。1000円、2000円と思うかもしれないが、大切なお金の方もいると思います。また、ゴミの分別も複雑すぎて片

づけたいがどうしてよいかわからない。病院も多くあるが、救急受け入れをしていないところが多く、機能に欠け

ると思う。自転車などの駐輪場の確保にも力を入れてもらいたい。やむを得ず短時間禁止区域に置いたところ、

撤去されてしまった…。地下駐輪場に子供が置きに行ったところ、上のラックに上手にできず困っていたが、係

員は見ているだけで手伝ってくれず、子供もお願いしづらく、あきらめ再び禁止区域に置き再び撤去されてしま

った。悪循環。シルバーの方達含めた対応についての育成も必要と思う。まとめ～活気のある明るい雰囲気の

長く住みたくなるような町づくりが必要と感じている。 

4 

学校の校庭の芝生化は反対です。何でも、都会的に考えず、昔の｢土の上で｣を希望します。スポーツをする子

供にとって｢土｣が一番です。そんな所に、費用をかけないで下さい。“子育てのしやすい街”では、ありませんよ

ね…。芝生に 1年も校庭を使用できない子供達が気の毒です。 
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ο人のつながりを大切にすることに関する意見 

地域の中での人との交流や、子どもから高齢者までの多世代の交流、市の内外の人的交流などの活

性化により、地域の活性化や住みやすい環境を整備するべきといった意見をいただいています。 
 

回答内容―問32 

1 このまま変化なく、閉鎖的なのだと思う。地縁、血縁がないと住みやすくないと思った。 

2 
自己中心的な人格の人間が特に多い街だと思ったので、思いやりや優しさのある人間づくりが出来る街にして

ほしい。 

3 

清瀬市が何かを企画するにしても、規模が小さくアピールすることが弱い気がしています。可能なら、他市（例え

ば東久留米市）と合併することにより何かを行う規模を大きくしていくほうが、市として活気がもっと出てくるような

気がします。 

4 

現在、市内にはたくさんの家が建ち（引っ越し）、多くの方が市民になっています。ですが、中々交流が持ててい

るとは言えません。地元の人が積極的に話しかけ、交流を持たせて頂き、親交を深めて行ける清瀬市にしたい

です。 

5 市政と市民、市民と市民が互いに共通した生活向上意識が实感して暮らせる都市。 

6 

自然豊かな住環境や医療、福祉、農のイメージは、かなり浸透してきていると思います。それにプラスして、文書

を通じて情報活動の活発化を図っていただくとともに、“市民との会話、市民同志の交流、コミュニケーションの多

い”地域社会を目指していただきたい。特に青尐年や老人間の声かけ運動、スマイルを小中学校から、自己を表

現する機会を多くして、明るい会話の多い住環境になるとよいと思っています。 

7 まつり、イベント等、市民の交流の場を多くして欲しい。 

8 

新しい住宅が年々増え、農地が年々減っている清瀬。小さな町で大きな事を望むには無理があります。行政と

個人が一体となって今ある人、今ある物を大切にし、人を大切にする清瀬であって欲しい。孤立化する社会から

昔ながらの“ふれあい”のある町であって欲しい。 

9 

学校（保育園など）～老人ホームを同じ場所に作っていく。両親が遅くまで働いている人は、老人ホームの年寄り

が面倒を見るとか…。もちろん無料で。子供が親が帰ってくるまで、おじいちゃん、おばあちゃんと暮らし、安

心。おじいちゃん、おばあちゃんは子供たちと時間を共有できて、いい刺激になると思う。 

10 

自治会もない集合住宅に住んでいますので、近隣のつきあいもなく、挨拶程度です。退職後も夫と 2人暮らしな

ので、あまり地域に密着した生活はありません。地域外で趣味を楽しいんでいます。今後の事は、その都度考え

たいと思います。 
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ο安全・安心な生活環境の整備に関する意見 

災害への備え、治安対策、風紀の向上など、子どもや高齢者が安心して暮らせる生活環境の整備を

望む意見をいただいています。 
 

回答内容―問32 

1 安心して住んでいける防犯都市。児童の夜間外出禁止の指導。 

2 

駅前のパチンコ店が清瀬のイメージをかなり悪くしています。実の呼び込みも青尐年に良くない。節電しなけれ

ばならないのに、パチンコ店だけは異常に明るい。清瀬の為にもなくして欲しい。最近、外国人が増えているよう

な感じがします。真面目な外国人は良いが、生活保護をもらい、働かず、パチンコや犯罪などを犯す外国人に

対しては厳しくしてもらいたい。私たちの払った大切な税金で、パチンコや反日活動をしている外国人は許せな

い。本当に困っている日本人を助ける為に、生活保護の不正受給をしっかり取り締まって欲しい。朝鮮学校や関

係機関への補助金はやめて欲しい。国際交流は反日国の中国、朝鮮あ拉致国家の北朝鮮などは除く親日国、

例えば台湾、タイ、フィリピン等との交流をお願いしたい。反日国の息のかかった市議会議員に注意してもらい

たい。清瀬市が反日外国勢力に乗っ取られないようがんばって欲しい。生活保護受給者のパチンコ禁止を清瀬

市でも实施して欲しい。プロ市民による反原発デモ、駅前のビラ配り等、やめさせる事はできないのか？事实と

異なる内容のビラを配ったりと、せっかく駅前をきれいにしているのに台無しだと思う。ハト対策もして欲しい。自

転車の暴走がひどい。危ない場面をよく見かけます。いつも駅前のおそうじ等のボランティアの皆さんには感謝

しています。 

3 清瀬市からパチンコ屋を無くす。未成年者が利用している。 

4 安心、安全。 

5 災害に強い町。 

6 
反核、反原発を貫く。軍隊の保有、戦争の遂行に道を開く。改害に反対の方針を貫く。平和都市、食料自給にと

りくむ緑豊かで誰もが「住みたい町一番」といってくれる町づくり。 

7 安全で健全で安心して暮らせる清瀬市。 

8 市民が交通ルールを守り、高齢者が安心して生活できる都市づくりを望む。 

9 
まずは生活の場として治安の良い安全な市にして欲しい。また、医療、福祉、子育て支援を充实させ、子どもと

高齢者が安心して過ごせる場が良い。 

10 
外国人が増えて、治安が悪くなったような気がします。文化の違いから、資源ゴミを持ち帰ったりする人がいるの

は気分が悪いです。在日外国人に対して、もっと教育してほしいと思います。 

11 

公共施設の耐震化は早急にお願いします。防犯防災に強い市であってほしいと思います。「ちかん多発」の看

板の多さには驚きました。街灯を増やす、パトロールを増やすなど「夜は怖い」というイメージをなくしてほしいで

す。有害図書がコンビニで子どもの目につく位置にあるのはどこでも同じですが、清瀬は子どもの目につきにく

い位置に設置を義務づけることができたら、どんなに素晴らしいでしょう。清瀬は一躍有名になるでしょう。もし、

そんな風になったら、私は清瀬を誇りに思います。農業を守りながらも子育て世代が暮らしやすい市であってほ

しい。税金が安くなくても防犯・防災に強い市なら住み続けたいです。 

12 安心、安全で住みやすい街づくり。 
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οその他の意見 

 
回答内容―問32 

1 空き家にハチの巣ができて、ハチが大量にいて困っています。対応お願い致します。 

2 特にないが、現状の問題や今に目を向けて解決していく方が将来につながると思います。 

3 アンケート項目が多すぎ！ 

4 
近所に大きな畑があり、年中ほとんど野菜を育てないで捨てている。農地か宅地かわからないが、税務対策に見

える。厳しい調査すべき。 

5 
私は渋谷金太郎のファンなので、市長が進める事は、よっぽど暴走しない限り支援していく考えです。これからも

応援しております。 

6 
清瀬市に移住して 1年と数ヶ月。恥ずかしながら未だに清瀬市の様々な取り組みを分かっておりません。この様

なアンケートが届きましたが、お役にたたなくて申し訳なく思っております。 

7 市民が主役の清瀬市を望みます。 

8 
パートで毎日が過ぎていて、市のどこそこに何があって、何をやっているのか、よく理解していないので、定年が

来たらと考えています。今は何も言えません。申し訳ありません。 

9 お元気な声の市長。お身体に気をつけながら、清瀬の町を発展させて下さい。 

 

 


