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自由回答記述 
 

１．武蔵村山市総合戦略策定に係る結婚・出産・子育てに関する意識調査 

問25 武蔵村山市に住んで感じていることをお書きください。（以前住んでいた所との違い、武蔵村山

市に望むことなど） 

 

■回答数内訳（回答総数291件、項目別回答総数654件） 

項目 回答数 

住みやすい、満足している 8件 

買い物 30件 

交通 165件 

モノレール 50件 

住民・コミュニティ 16件 

医療 17件 

子育て 35件 

教育 32件 

福祉 7件 

公園 33件 

自然環境 26件 

住環境 25件 

道路 50件 

治安 22件 

防災 4件 

生涯学習・文化・スポーツ 36件 

行政 40件 

まちづくり全般 53件 

その他 5件 

総数 654件 

 

※個人情報に関わる部分は、削除・修正しています。 

※複数項目にわたっていただいた御意見は、そのうち一つの項目に分類し、掲載しています。  
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■住みやすい、満足している 

回答 年齢層 性別 居住地 

緑が多く素敵な市だと思っています。都心から帰ってくると落ち着

きます。 

25～29歳 女性 中藤 

人も街ものんびりしているので、あまり変わらないで欲しい。 35～39歳 男性 大南 

今のところ普通に生活ができているのでありません 35～39歳 男性 大南 

 

 

■買い物 

回答 年齢層 性別 居住地 

・公共の交通手段の不便さ・ドラッグストアばかりでスーパーが少

なく不便・他市の様に（日の出町）子育て世帯を対象にもっと支援

があっても良いと思う 

25～29歳 女性 岸 

大手スーパーではなく、小さなスーパーが残堀中原辺りに欲しい。 25～29歳 女性 残堀 

・交通の不便・ショッピングモールとスーパーが少ない 30～34歳 女性 榎 

・交通の不便・ショッピングモールとスーパーが少ない。・産婦人科

が、ほとんどない 

35～39歳 男性 榎 

バス会社なので、もっと本数・コース数を増やしてほしい。イオンモ

ール行きのバスが夜までたくさんあれば、市外に行かず市内で働

きたい。モノレール又は電車の駅がなくて大変。地域密着の良い

お医者さんが少ないような・・・。ご近所さんとの交流が少ないか

と。 

35～39歳 女性 三ツ木 

武蔵村山市に住んで30年近くになりますが、引っ越してきた当初

に比べ商業施設がたくさんできて、便利になったと思います。その

反面、交通の便がなかなか改善しないのが少々不満です。 

40～44歳 女性 残堀 

商店街がなくちょっとした買い物でもスーパーへ行かないとならな

いので大変。電車がなく、使用する為にはバスへ乗らないとならな

い。そしてバスの本数が少ない。 

45～49歳 男性 本町 

近くにスーパーがあって買物がしやすい。公園も近くにあって、緑

も多くて住みやすい。 

45～49歳 男性 緑が丘 

近くにスーパーなども無く駅までの交通の便が悪すぎる。 45～49歳 女性 神明 

大南4丁目周辺にスーパーがあれば・・・ 45～49歳 女性 大南 

 

 

■交通 

回答 年齢層 性別 居住地 

交通が不便。 20～24歳 男性 本町 

駅が欲しい 20～24歳 男性 本町 

交通の便があまり良くないので、バスの本数を増やすなどしてほし

い。スーパーの数を増やしてほしい。 

20～24歳 女性 中藤 

電車・モノレールがない。バスもへった。交通の便がわるい。 20～24歳 女性 本町 

駅を作ってほしい 20～24歳 女性 三ツ木 
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回答 年齢層 性別 居住地 

・不審者が多い。・交通の不便さ。・イオンモールはとても便利。・

川の整備をしてほしい。せっかく川があるのに小さい子が遊べな

い。・不便な事もあるけど住みにくくはないし好きです。でもどこに

行くにもお金と時間がかかってしまうので、そこが一番不満に思い

ます。 

20～24歳 女性 三ツ木 

自然も程よくあり、住民の方もいい方ばかりですので、環境はとて

も良いのですが、交通の便が悪いです。その点さえ改善されれば

何の問題もない良い市になると思います。 

20～24歳 女性 中原 

電車又はモノレールを武蔵村山に延ばしてほしい。通勤に困難、

車で通勤しています。 

20～24歳 女性 残堀 

・市内に駅がなく交通手段としてはバスを利用しているが、本数が

1時間に1本と少なすぎる。・小学校に通っている頃から感じていた

が、歩道の整備が行き届いておらずガードレールもなく、車がすれ

すれで走るような道を通学路として使っていた。「歩道」を作ってほ

しい。・とにかく交通の便をもう少し良くしてほしい。 

20～24歳 女性 伊奈平 

・駅が遠い。・バスのルートが中途半端。 20～24歳 女性 三ツ藤 

交通の便が悪い。電車がないのにバスが充実していない。市のス

ポーツセンターなど市民が手軽に（料金的に）利用できる場所が少

ない。 

20～24歳 女性 大南 

・知名度が低い事。・駅があるとさらに便利だと思う。 20～24歳 女性 緑が丘 

交通の便が良くない事等は、立地の関係上改善が難しい部分もあ

ると思いますが、このままでは若い世代がどんどん市外に出て行

ってしまうと思います。なので若い世代がこれから住んでいく為に

住みやすい市になってほしいです。生涯住み続けたいと思える町

になりますように・・・。 

20～24歳 女性 緑が丘 

交通の不便性。高齢化が進んでいる。 20～24歳 女性 緑が丘 

買い物で不便だと感じることはない。旧ダイヤモンドシティをはじめ

として割と充実していると思う。交通に関しては本当に不便。昨年2

月の大雪の際には外界から文字通りシャットアウトされた。モノレ

ールでも何でも延伸して欲しい。自分が社会人になるまでには改

善するかと思っていたがならないのには失望する。一方で緑が多

いところは良い面だ。小学生のときに畑や田園で農作業体験でき

たのは良かった。これからも続けてほしい。 

20～24歳 不明 残堀 

交通の悪さを改善してほしい。 25～29歳 男性 岸 

駅がない バスが分かりづらい 歩道が狭い 25～29歳 男性 伊奈平 

駅が無い・駅を作れ！！ 25～29歳 男性 学園 

交通が不便。車がないと生活ができない。モノレールを延ばして欲

しい。税金が高い。家の周りは静かで良い。人口密度が高くない

ので良い。病院が少ない。（武蔵村山病院に人が集中するので、

待ち時間が長い） 

25～29歳 男性 学園 

交通の不便さ 25～29歳 女性 本町 
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回答 年齢層 性別 居住地 

昔から思うことは、とても不便。高校、大学、就職、すべての面で

考えさせられ、断念したりしたのは、通えないから。駅さえあれば、

行動範囲も広げられる。私の友達で、武蔵村山に住んでいた人

は、通勤の不便さで、みんな引っ越してしまった。駅がないのに市

内バスが170円というのも高いと思う。他の市では100円で駅もあ

るのに、武蔵村山は駅もないのに170円というのは変だと思う。そ

れと駅がないなら、バス会社と交渉して、夜間運賃をなくしてほし

い。 

25～29歳 女性 三ツ木 

出掛けるとき、交通の便が悪い。最終バスになってしまったり、タク

シーを使ったり、交通費が多くかかっている。（お酒など飲むと）な

ので、電車が通ってほしい。私は武蔵村山市で生まれ育ったの

で、他の市に住んだことはありませんが、交通の便の悪さ以外は

自然もあり、買い物などイオンモールがあり、不便していないので

基本的に満足しています。 

25～29歳 女性 三ツ木 

・交通の不便。・バスの本数が少ない。・市内バスも限られた順路

の為、行きたい場所へ行きづらい。・図書館や児童館が古い狭

い。・未就学児が生きづらい。・スーパーが少ない。・産婦人科が

武蔵村山病院しかなく市外の病院へ行くには交通が不便 

25～29歳 女性 中原 

交通とくに駅が無いのが不便。バスも場所によっては行先がかた

よっているように思います。私は中原に住んでいますが、ここから

だとダイヤモンドシティや立川に行くバスがないので・・・。あと、街

灯が少なくて夜はちょっと怖いです。市内巡回バスがあまり役にた

ってない地域があるような・・・。 

25～29歳 女性 中原 

交通の便が悪い。 25～29歳 女性 三ツ藤 

電車がないのは不便ですね 30～34歳 男性 中央 

電車がなく交通の便が悪い。 30～34歳 男性 三ツ木 

・交通が不便に感じる。バスを利用しているが運賃が高いため、頻

繁に使用できない。・車を所有していないと生活に不便さを感じる

ことが多いと思う。・子供の頃から住んでいるため、とても愛着は

あるが、都内とはいえ知名度はかなり低い。「有名な場所はど

こ？」と聞かれて「イオンモール」としか答えられないのは少し寂し

い気がする。 

30～34歳 男性 榎 

武蔵村山市の現在の住宅は静かで良いですが、やはり交通手段

がバス・徒歩・自転車（車以外）と限られてしまう為、子供が2人い

ると不便なことがよくあります。また、スーパーが近所にあまりなく

薬局等も少ないので、どうしても休日のまとめ買いやネット購入に

頼ってしまいます。実家の羽村市の近辺は徒歩で行ける場所が多

く、公園や児童館も充実しているので、たいへん住みやすいです。

ここは長く住みたい場所なので、公共施設等の充実をぜひお願い

したいと思っています。 

30～34歳 女性 三ツ木 

不便。モノレールでも通ったらもっと動きやすいのに。車がないと

動けないので雑費等かかる。市全体ににぎわいがない。ゴミの分

別などもっとしてエコロジーな市にしてほしい。横田の飛行機とか

飛ぶのが夏、特にうるさい。子供が赤ちゃんの時は腹が立った。 

30～34歳 女性 中原 
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回答 年齢層 性別 居住地 

・駅に出るまでの交通が不便すぎる。・立川駅に行くバスが遠回り

で、もっと時間のかからないルートも作っていただきたい。・信号の

タイミングのせいなのか、特に理由はないのにいつも道が混んで

いる。（江戸街道） 

30～34歳 女性 残堀 

私達大人は車があるので、近くに駅がなくても何とも思いません

が、やはり子供が高校に入った時に交通の利便性は考えざるをえ

ない。早くモノレール実現させて欲しいです。 

30～34歳 女性 三ツ藤 

・モノレールが通ればよいが、中原・残堀地区から立川駅まで遠回

りせずに行けるバスがあるとよい。・残堀川がキレイに整備されれ

ば、子供のあそび場、お花見等活動できる。ただ犬のフンが多い。 

30～34歳 女性 三ツ藤 

交通の不便 30～34歳 女性 大南 

・モノレールを早く開通してほしい ・交通の便が悪すぎる。武蔵砂

川へのバスが朝晩のみは不便 

35～39歳 男性 三ツ木 

とにかく交通が不便。駅もなくバスも最終バスが早い。日産の工場

跡地をもっと活用して欲しい。昭島方面から来た場合、新青梅街

道に出るのに渋滞で時間が掛かりすぎ。狭い道や信号のタイミン

グなど、うまくいっているとは思えない。 

35～39歳 男性 伊奈平 

・愛車がない。・交番が少ない。・ボール遊びができない（公園で

も） 

35～39歳 男性 大南 

駅がない！！年寄りが多い（医療費負担が大きい）市民税が高

い！！ 

35～39歳 女性 中藤 

◦近くの駅までバスで行けないのが不便です。せめてバスで行ける

様にしてほしいです。後、駅が出来れば良いですね。◦商店街の活

性化もしくは増やして欲しいです。 

35～39歳 女性 中藤 

交通の便が不便。近くに駅が無く、バスも遅れることが多い。本数

がもっとほしい。 

35～39歳 女性 三ツ木 

交通の不便。どこにいくにも車で行かないと買い物が出来ない。 35～39歳 女性 三ツ木 

大変住みやすいところだと思います。交通の利便性に欠けるとこ

ろを改善していただきたいです。防犯・防災には今後とも、よりいっ

そう力を入れていただきたいです。 

35～39歳 女性 岸 

以前は立川に住んでいました。交通の便がよく、どこに出かけるの

も楽でした。武蔵村山は駅がなく電車で出かける時にとても不便

だと思います。ただ、普段は車での移動が多いのですが、子供が

高校生になってからは大変になると思います。（電車を使うと思う

ので）一日も早くモノレールが通ってくれることを願っています。 

35～39歳 女性 残堀 

早くモノレールが来てほしいです。一番は駅がほしいです。バスで

昭島駅などに行けますが、時間通りに来たり・ついたりしないの

で、駅まで自分の車で行くので出費が大きくなります。土地が安い

ですが住んでからがお金がかかります。静かで良いですが仕事を

するとなるととっても不便ですので、転出も考えたくなります。あと

駅もなくバスも少ない。お店も少ないのに税金が高いです。昭島と

変わらないと思います。あとお水ももう少し美味しくなったら良いな

と思います。たくさん申し上げてすみません。よろしくお願いしま

す。 

35～39歳 女性 残堀 
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回答 年齢層 性別 居住地 

◦バスの本数が少ないし、バス代が高い。残堀→昭島駅間320円→

以前の住まいは距離に関係なく210円 

35～39歳 女性 残堀 

駅がないので交通の便が悪い。イオンモールが出来て便利になっ

たが、交通量が増えて渋滞が目立つ。バスの便が少ない。もう少

し増やしてほしい。 

35～39歳 女性 三ツ藤 

・交通の不便 ・バスも少ない ・土日の朝5時ぐらいとか ・電車が

ない ・モノレールもない 

35～39歳 女性 三ツ藤 

最寄りの駅がモノレールの上北台駅なので、バスがない（ルート

外）青梅街道の歩道がせまい（無い）中心になって栄えている場所

が無い。 

40～44歳 男性 中藤 

交通の利便性の向上を求める。教育レベルの向上が必要。 40～44歳 男性 神明 

駅がほしい 40～44歳 男性 神明 

駅が無いのでモノレール上北台まで行くのが面倒。車が無いと出

歩けない。 

40～44歳 男性 神明 

こんな調査をしても実際に見てもらえるのか？この意見はどこまで

上がるのか？実際に考えてもらえるのか？等、書いただけで送っ

ただけで見ただけで言われただけで、と終って欲しくないです。一

方通行ではなく、なにかしらの形でアンサーを出していただき公表

していただきたいです。東京都の路線（電車等）を位置づけるの

が、上がったのかもしれませんが、武蔵村山の交通は最悪です。

立川バス等に市の金を使うのであれば、違った方に使った方が良

いと思います。立川バスは税金をおとしません。 

40～44歳 男性 中央 

駅が欲しい。 40～44歳 男性 中央 

◦交通の便が悪い。◦バスの設定料金が高い。◦商業発展に対する

支援がない。◦農業の名産品がない。◦市議が何をやって、どのよう

な成果が出ているかが伝わってこない。 

40～44歳 男性 本町 

電車が通っていないため。都内へのアクセスが、悪く、どこへ行く

にしても車が無いとダメなので、まず、駅を作ってほしいです。 

40～44歳 男性 三ツ木 

・魅力が感じられない。・電車がないので不便。・家族連れには住

みやすいのかも。 

40～44歳 男性 三ツ木 

駅がないのにバスもそんなに走ってないので、結局は車がないと

住みにくい。 

40～44歳 男性 伊奈平 

交通の便が悪い。 40～44歳 男性 伊奈平 

不便。車が無いとどこにも行けない。鉄道の駅が無く不便。バスも

時間の間隔が長く終バスも早い。歩道が狭い。耳鼻科が無く不

便。武蔵村山病院は、ほとんど午前中しかやってないので不便。 

40～44歳 男性 三ツ藤 

通勤が不便なため、モノレールやバスの増便など交通網の整備が

望まれる。またイオンモールに頼らないような商業施設の充実を

望む。（商店街を充実させるような取り組み）今のままではモール

が無くなれば、何の魅力もない市になってしまう。 

40～44歳 男性 三ツ藤 

渋滞する。電車がないなど、交通が不便。 40～44歳 男性 三ツ藤 

交通の便が本当に悪い。モノレールはあきらめた。いつか他の町

に引っ越したい。（バスが充実しているのも団地まわりだけだし、

税金を払うのがアホらしい）自分の住んでいる地域に使われない

状況がつづけば、ふるさと納税で他の町に納税することとする。 

40～44歳 男性 学園 
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回答 年齢層 性別 居住地 

電車の開通と住民税の引き下げ 40～44歳 男性 大南 

駅が近くにない。車がないと不便。 40～44歳 女性 中央 

交通の便が悪すぎる。・立川まで出る手段のバスやモノレールの

交通費が高すぎる。 

40～44歳 女性 中央 

住んでいて普段、日々の生活で不便は感じていないが、武蔵村山

から他市へのアクセス交通の不便があり、子供たちの高校進学や

就職のときに選択肢を狭くさせていると思います。駅がないという

ことは外へでかけていくのに不便な物です。「モノレール」早く開通

してほしいです。 

40～44歳 女性 本町 

交通の利便性が悪いと思う。駅がないのでどこに行くにも駅に行く

までが大変。ただ、駅が出来たとして環境が良く保てるか心配。 

40～44歳 女性 岸 

交通の便が良くなって欲しい。 40～44歳 女性 岸 

交通が不便 40～44歳 女性 岸 

交通の不便性 40～44歳 女性 中原 

・駅がなく不便。・駅までのバスが少なすぎる。・駅の駐輪場が少な

いし、市民でないと割引などがない。・立川行のバスがない。 

40～44歳 女性 中原 

◦駅まで遠いので通勤・通学がとても大変です。 40～44歳 女性 残堀 

☆駅がない。☆歩道がせまい。☆バス（朝と夕方は増やしてほし

い） 

40～44歳 女性 伊奈平 

以前（結婚前）は西東京市（旧田無）に住んでいて、車では30分の

距離で自分は車を運転するのでそれほど困ってはいないけれど、

駅がない事は東京に住んでると思えない不便さ。そのカバーが現

状の路線バスのルート。時刻表ではされてないのでは・・・。子供

が市外の学校へ行きにくい原因もそれではないかと。また、お役

所仕事の改善も求めたい。委託ではあるが総合体育館職員の態

度にも長らく不満が、市民の意見反映を願う。 

40～44歳 女性 三ツ藤 

・駅がない。・バスの運行数に不満。・都市銀行の窓口がない。 40～44歳 女性 三ツ藤 

交通が不便。子供を駅まで送る（雨の時）と駅前が混雑する。こま

ってしまう。 

40～44歳 女性 榎 

電車がなく不便。とにかく電車。バスも100円じゃなく金額が高い。

時間・ルートも不便。図書館が分散しすぎ。 

40～44歳 女性 榎 

・交通の便がわるすぎる。・駅まで行くバスをもう少しお願いしま

す。 

40～44歳 女性 榎 

1.交通機関の充実（モノレールの運行・バス時間の増発運行）2.医

療機関の充実」（すべての手術の対応できる総合病院の確保） 

40～44歳 女性 学園 

◦とにかくバス便を増やして欲しい。交通の便が悪すぎです。◦防災

の市内放送は聞き取りづらく、窓を開けて耳をすましてみても聞こ

えないことが多いので、流している意味が無い気がします。 

40～44歳 女性 学園 
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回答 年齢層 性別 居住地 

生活するだけ（買い物等）なら不自由を感じる事は車があるのであ

りません。（ただ車が無いと不自由に思う事がある）しかし子供が

大きくなり、電車を使って移動する様になり、駅が遠くとても不便に

感じます。（親も電車の機会が増えた）晴れていれば自転車で駅ま

で行きますが、雨の日はバスも少なくあてにならず困ります。本当

に早くモノレール開通を望みます。室内プールがなく市外へいかな

ければならないのも残念。体育館も車なしでは難しい所。全てモノ

レール・・・と思っています。 

40～44歳 女性 学園 

交通の便が悪いなと思います。自転車がないと市内の移動は不

便に感じます。お年寄りにはむらタクがあり、少しは便利になって

きていると思いますが、子供を持ちながら車がない家庭がスーパ

ーや病院へ行き易い工夫があると良いと思います。また車があっ

ても駐車スペースがなく、保育園での送り迎えに路駐をやむなくす

る所もあります。駐車スペースを確保してもらえたらと思いました。

上北台より先のモノレールが出来るのを楽しみにしています。早

期実現に頑張って下さい。 

40～44歳 女性 大南 

・近くに駅がなく不便。MMシャトルの本数がすくなすぎる。・モノレ

ール延伸が箱根ヶ崎ってどうなのか・・・。（イオンモール経由なら

利用する人もふえるのでは）・就園前の子が遊べる場が少ない。

（以前住んでいた所はAM中児童館・保育園など週3以上は遊べた

ので）昼食も食べられた。・図書館のおはなし会、土曜AMはどう

か・・・。平日10：30～幼児 15：30～小学生などはどうか。 

40～44歳 女性 大南 

交通が不便 40～44歳 女性 緑が丘 

・鉄道の不便性は最悪であり、今後武蔵村山市を良い市とするの

であれば、最優先に取り組むべきです。 ・インフラが整っていない

所に人は住みません。又、インフラが悪い所は治安も悪いと考え

ます。 

45～49歳 男性 岸 

・電車がなく通勤に不便。・深夜バスがない。 45～49歳 男性 中原 

交通の便が悪すぎる 45～49歳 男性 残堀 

市内に駅を作ってほしい 45～49歳 男性 残堀 

駅までの交通手段が（もう少しバスの本数を増やす）なくて困る。

早くモノレールを通して欲しい。 

45～49歳 女性 中央 

・交通の便が悪すぎる。・他市の市役所の役人に比べ、仕事に対

して低レベル。 

45～49歳 女性 本町 

家を購入して引っ越して来ましたが、前は駅から3分ぐらいの所だ

ったので初めから分かっていましたが、交通が不便です。モノレー

ルも一日も早く実現してほしいです。上北台行きのバスの本数は

多いのに、武蔵砂川行はほとんどなく大変こまります。西武線に乗

るのに高いお金を出してわざわざ玉川上水で乗り換えしないとい

けないのはこまります。 家の近くが遊歩道という事もあり、桜の時

期はとてもきれいですし、緑があるのでとてもよいと思います。 

45～49歳 女性 本町 
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回答 年齢層 性別 居住地 

交通が不便なため、通学（高校よりも先の進路）等不便（自宅から

通える範囲が狭い）就職するにあたっても制限がある（独立せざる

をえない）若い世代が離れてしまう（都下とはいえ、都心への通勤

圏内ではない） 

45～49歳 女性 三ツ木 

近くに駅がないので、とても不便です。西武立川に、毎日、子供を

迎えに行ってます（終電）終電（西武立川）の時間も、早いので、立

川駅まで行くこともあります。バスも遅くまで、走ってないので、とて

も、不便です。車がないと、とても不便なところ。 

45～49歳 女性 岸 

23区より引っ越してきましたが、緑が多くいい環境だと思います。し

かし車がないと何処へも行けず、電車が使用できると立川へ行と

きなど、便利だと思います。都内で電車がない地域があるには驚

きました。 

45～49歳 女性 中原 

駅が遠い（最寄りの駅がない）プールを創ってほしい。 45～49歳 女性 残堀 

とにかく交通が不便、東京都内で市内に電車がないとははずかし

い。地名度が低い→よく東村山と間違えられます。これといった特

産品がない。以前は日産工場で財政に余裕があったように感じ

る。子供が小さい頃は立川に出るまでもひとくろう。子供に（小～

高まで）何らかの他市と違う援助があってもいいのではないか？ 

45～49歳 女性 残堀 

とにかく交通の便が悪すぎる。交通網（電車）の整備をしてほし

い。路線バスは値段が高すぎるので、通勤通学は特に市で負担を

する等、考えてほしい。 

45～49歳 女性 残堀 

交通の便は都内より不便ですが、買い物をしたりするのはだいぶ

便利になってきましたので、車があれば… 

45～49歳 女性 三ツ藤 

・交通の便が悪い。・高齢者に対して決してやさしい市政とは思わ

ない。・団地の建て替え等により、防犯上良いとは言えない。 

45～49歳 女性 学園 

駅が遠い。市内環境バスの本数を増やしてほしい。図書館の本の

充実。室内プール25ｍ以上の設置。 

45～49歳 女性 大南 

・交通の便が悪すぎる。◦道路を整備してもらいたい。 45～49歳 女性 大南 

・子供が高校生になり、電車を使うようになった時、駅が遠い、武

蔵砂川駅の駐輪場（定期）の立川市民と武蔵村山市民との金額の

差。・村山バスの本数の少なさと、100円じゃないし、バスが、かわ

いくない。なんかお年寄りのバスのイメージ。くるりんバスみたいに

かわいくしてほしい。乗りたい気持ちにならない。・モノレールで駅

を使るというがモノレールは、電車賃が高いので、びみょう。・日産

後地（現しんにょえん）、いつまでたっても公園が完成しない。 

45～49歳 女性 大南 

福祉等は良いのかな？何かと言われると答えられないが・・・やは

り、交通面で不便さを感じてます。子供の頃に住んでいた立川と村

山の違いは交通面です。 

45～49歳 女性 大南 

公共交通機関で出先から帰ってくる場合、出先を問わずとにかく

遠く感じる。 

不明 不明 神明 
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■モノレール 

回答 年齢層 性別 居住地 

駅がない。モノレールの延伸を期待します。 20～24歳 男性 学園 

駅がない。駅がほしい！モノレール 20～24歳 女性 三ツ藤 

・駅がなくて住みづらい・モノレールの料金が高い 25～29歳 女性 大南 

中央線を利用する時、バスが時間通りに来ない。時間通りに着か

なくてとても不便なので、モノレールを早く延長して、武蔵村山市内

に駅を作って欲しいと思います。それ以外はとても住みやすいと感

じています。 

30～34歳 女性 本町 

・モノレールはまだですか？ ・駅がほしい ・病院が少ない ・公

園に木が多く遊ぶのに中が見えなくて怖い ・街灯が少なくあぶな

い 

30～34歳 女性 残堀 

モノレールを武蔵村山市に走らせてください。 30～34歳 女性 三ツ藤 

モノレールが早く通ってくれれば、言うことなしです。 35～39歳 女性 本町 

・公共交通機関はすごく不便だか、車やバイクがあれば買い物は

すごく便利で物価が安い。・多摩モノレールの上北台～箱根ヶ崎

間の早期延伸。・市民税軽減の為の大手工場の誘致。 

40～44歳 男性 岸 

交通の便が良くないので早くモノレールを延ばしてほしい もし無

理であればバスの運行ルートの変更をしてほしい（中原方面は、

バス停が少ない様な感じがする） 

40～44歳 男性 中原 

鉄道がないのは不便です 早くモノレールを 40～44歳 男性 三ツ藤 

モノレールの延伸を強く望みます。まず、この一点に集中して頂き

たいと思っています。 

40～44歳 男性 学園 

交通の便がとにかく悪い。モノレールをはやく実現してほしい 40～44歳 男性 大南 

鉄道が通っていない為、現在進めているモノレールの延伸を早期

に実現するべきである。 

40～44歳 男性 大南 

モノレールを早く!! 40～44歳 女性 神明 

モノレールは高いので電車が通って欲しい。不便。 40～44歳 女性 中原 

モノレールが出来る様になるのにあとどれくらいかかるのか。他の

市に行くと、人がたくさん集まる公園やプールがあるが村山にはな

い。野山のプールをもう少し楽しめる工夫が欲しい。 

40～44歳 女性 残堀 

早期モノレールの延長 45～49歳 男性 中藤 

・緑が豊か。・交通機関の発展。・モノレールの早期延伸。 45～49歳 男性 残堀 

モノレールをはやく 45～49歳 男性 伊奈平 

モノレールが早く通ってほしいです。通勤・通学に不便。 45～49歳 女性 三ツ木 

モノレールが早くできると良いと思います。 45～49歳 女性 中原 

立川から引っ越して14年以上たちます。いまだにモノレール延伸

が進まずにいて腹立たしいです。自分達の生活の事以上に、これ

から就職する子供世代が苦労するだろうと思います。モノレールが

出来て多くの会社が移転してきて、市が活性化される事を願って

います。 

45～49歳 女性 残堀 

早くモノレール等の交通機関を誘致してほしい。とにかく、車がな

いと不便。 

45～49歳 女性 残堀 

早くモノレールを通して駅が出来る事を望みます。 45～49歳 女性 三ツ藤 
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■住民・コミュニティ 

回答 年齢層 性別 居住地 

・交通の便が悪い。・バス運賃が高い。・医療機関が少ない。・地

域交流が少ない・市が高齢者や妊婦に対してどうような事業を行

っているのか、周知されておらず、もっと多くの人に知ってもらうべ

き。私自身どのような事業があるか知らないので知りたいと思っ

た。里帰りで友人がこっちに戻ってきた時、知り合いがおらず家に

引きこもっていたことがあったので。育児ネットワークがあればよ

かった。・図書館が小さい。学習スペースが少ないと感じて利用す

る機会が少なかったので、もっと充実した図書館にしてほしい。・

市の防災対策について、分かりやすく書かれたパンフレットがほし

い。 

20～24歳 女性 中原 

・学力が低く、未成年の素行やその保護者のモラルが悪い。と感じ

る。例えば中学生が自転車で暴走していたり、夜中子供を連れて

歩くなど・・・。・今の地域は割合地域関係が良いところにいるが、

やはり私の出身県から比べると、地域の仲（？）が薄く感じる。 

25～29歳 女性 学園 

武蔵村山市に移住してきて早6年…。地域密着型で昔ながらの人

情と近所付き合いができる街なんだと思っていた。しかし昔ながら

や地域ごとに住んでいるのが長い人程、新しく来た私たちに上か

ら目線であったり、ゴミのルールや車のスピードの出し過ぎ…など

など古いから何でも許されているのではないかと思う。注意をすれ

ば近所で何か言われる。だからゴミの捨て方については市役所へ

連絡するが何も役には立たない。むしろその住人たちが何も気づ

かずあたり前な顔をしてマナーやルールを守らない。昭島市や福

生、瑞穂町などではゴミの袋を有料化したり、家の前にゴミを収集

していくシステムを武蔵村山市でも行ってほしい。ゴミも近所付き

合いもすべては一人ひとりが気持ちよく行えるといいなと思いま

す。 

30～34歳 女性 三ツ木 

人間性が一味違う。例えばゴミ出しひとつをとってみてもルールを

守らない。他人を尊重しない。歪んだ自己主張で他人をおとしめ

る。解決策は20人学級を構築し、人間教育も大切にすることだと

思います。そして杖を着いた老人「邪魔だどけ」と言うようなドライ

バーがいなくなることを願います。 

35～39歳 男性 残堀 

規則を守らない人が多い。子供に対する怒鳴り声が多い。 35～39歳 女性 大南 

ここに住むしかないので住んでいるが交通が不便。若者がコミュニ

ケーションを大切にしないなど問題に思うことがある。若者が地域

の活動に積極的に参加できるような街にして欲しい。 

40～44歳 男性 岸 

自分が住んでいた地域はお祭り（伝統芸能）に小さい頃から参加

し、縦のつながりがあり仲が良かったので、武蔵村山に住んでか

らは、あまりそのような参加するような行事がないので、子供の見

守りという部分では少し心配がある。（近くにどうような人が住んで

いるのかわからない） 

40～44歳 女性 伊奈平 

団地内にガラの悪い人が多く、不快な思いをする事がある。 40～44歳 女性 学園 
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回答 年齢層 性別 居住地 

都営団地の民度の低さにあきれる。常識で考えられないようなトラ

ブルも多々あるが、市行政に相談して解決したためしがない。で

は、どこへ相談したら良いのか？都ですか？国ですか？都市計画

がでたらめすぎる。道の通し方・新築の家の建て方。きちんと計画

的に土地を利用しているとは思えない。 

45～49歳 男性 緑が丘 

ご近所付き合いがない。あいさつをしても無視される事が多い。水

道水がまずくて飲めない。商店が少なく物価が高い。歩道がせまく

歩きづらい。市役所や公共施設の立地が悪く利用しにくい。 

45～49歳 女性 伊奈平 

 

 

■医療 

回答 年齢層 性別 居住地 

子どもの集団での検診の時間を短縮してほしい 30～34歳 女性 伊奈平 

・皮フ科、耳鼻咽喉科が少ない。・水曜休診の医院が多い。・交通

機関での移動が不便。・モノレールが出来ても、新青梅上なので、

不便さは変わらないと思う。（市役所周辺の方がバスも多いか

ら。）市役所から昭島駅ぐらいまでモノレールが出来れば助かる。 

35～39歳 男性 残堀 

もう少し病院が欲しい。（内科・耳鼻科・皮膚科）自転車にもやさしく

してほしい。運転手も歩行者も厳しい。村山には駅がないので自

転車という足は大切。あと、生まれてずっと村山に住んでますが、

いまだに「村山」がどんな所かわからない。友人にも説明できな

い。 

35～39歳 女性 学園 

都内の数か所の区では障害者の医療費等が無料？又は数百円

とお聞きしたことがあります。中学3年生までは200円という手当が

あって助かりましたが、その後は薬なども持病で何カ月分か出さ

れると支払う金額がすごくて、大変だという方がいました。 

40～44歳 女性 残堀 

・眼科、耳鼻咽喉科が少ないように思い。・書類等の写しの金額が

高い。（非課税証明書 1通300円・住民票 1通300円） 

45～49歳 女性 緑が丘 

 

 

■子育て 

回答 年齢層 性別 居住地 

・公園や子どもが集団で遊ぶ場所が少ない。・イオンやコンビニな

ど、買い物には困らないが、子育てがしにくいと思う。・子どもが外

で遊んでいる姿を見ない。・住宅建設も大事だと思うが、子育て環

境や自然をもっと考えてほしいと思う。 

25～29歳 女性 本町 
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回答 年齢層 性別 居住地 

三ツ藤のものです。ずっとこまっています。「火の用心マッチ一本

火事のもと」の団体がおられますが、夜10：00などとてもうるさく「カ

ンカン！」と子供が新生児の頃からまいど起こされて夜泣きにつな

がっています。一度本当に迷惑で、あかんぼうをかかえてお願い

をしました。家の周辺では音を下げるといわれましたが、なにひと

つ変わらず、8月にあらたに出産をひかえていますが、またあの火

の用心に少ししかない睡眠時間をとられると思うと、今からおそろ

しくてなりません。助けて下さい。本当に迷惑です。あそこまで遅い

時間（10時）にやる事ありますか？まわりも迷惑しています。6～7

時などでお願いしたいところ・・・。産前産後市の本にあるとのこと

で、安心して第二子を授かりました。ところが市の方に「そんなこと

は出来ない」（産後）1カ月だけでも1才の上の子を保育園に・・・と

お願いしても、待機児童と一緒にまってくれと言われました。おな

かの子はまってくれません。27年度保育所入所のしおりには母親

が出産の場合、出産予定月を挟む前後2カ月（計5カ月）入所でき

ると書いてあります。市は書いてはあるけど実際は入所できないと

ハッキリ言われました。金をはらって高い所を紹介されました。こう

いう「うそ」を書いて本当に武蔵村山は口だけだと、あきれて力も

ぬけました。近くにすけっと家族がいない、お金に余裕がない人た

ちは、家でなんとかしろ！と言ってる様なもんです。3人4人考えて

いますが、赤ちゃん1人ですら地獄なのに、3人4人この市では育て

る以前の問題。このことについてどうすればいいか、今の悩んでい

ます。8月に下の子が産まれます。すけっといません。夫は身体自

由でこもりは出来ますが、出来ない事もたくさんあり、見てもらうの

も難しいです。産後だけでも保育園に・・・ 

25～29歳 女性 三ツ藤 

◦他市に約2年住んでいた事がありますが、村山は税金が他市にく

らべやすい。◦子育て支援が充実している。支援センターやみんな

のおうちは特に利用させて頂いている。作り上げてくれている方々

もとても良い雰囲気で、手作り感もあり、あたたかい場所で利用し

やすい。相談などもしやすいし顔を覚えてくれていて安心できる。

本当に助けられている。◦自治会がしっかりしていて、イベントも盛

りだくさんで楽しい。結婚して自治会に入りすぐに名前と顔を覚え

て頂き、道ですれ違った時など、いつもニコニコあいさつをしてもら

える。防犯活動なども力が入っている様で、子をもつ家庭として本

当にありがたい。◦モノレールはいらない。高い料金じゃなければい

い。 

25～29歳 女性 学園 

◦高齢者には優しいが、子育て世代にはそう思わない。公園や図

書館が充実していない。◦不便さ。◦医療機関も少ない。 

30～34歳 女性 神明 

府中市と違い子供の医療費が高い。府中市は中学生まで無料で

す。都市ガスを通して欲しい。プロパンは高いです。治安が悪い。

（不審者が多い）公共施設の建物が古い。（児童館等） 

30～34歳 女性 神明 
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回答 年齢層 性別 居住地 

公共の交通機関をもう少し充実してもらいたい。三ツ木に住んでい

るので、武蔵砂川まで行けるバスがあればいいなと思う事が多

い。子供を生んで周りの人たちのやさしさにふれることができたの

はよかった。支援センターや保健相談センターで気軽に子育ての

相談が出来る環境があるのはいいと思う。 

30～34歳 女性 三ツ木 

・児童館の整備が整ってないので、子どもとあそびに行っても楽し

くない・交通の便を良くして欲しい。 

30～34歳 女性 三ツ藤 

東京で最も子育てしやすい市区町村が武蔵村山だと聞いたことが

あります。これからもどんどん他所をリードしてほしいと思います。

（そのように評価されるように） 

30～34歳 女性 大南 

・ここで子育てしたいと思いません。今も昔も学力が全体的に低い

など、環境がよくないように思います。・他市のように大きな中央図

書館を作ってください。子供達に限らず学習環境の不足を感じま

す。教科書の採択を考えるだけでも、ここで子育てするには不安

があります。教育委員会は何を考えているのでしょうか。 

30～34歳 女性 大南 

◦子育てには適した環境。◦公園・グランド・野山が多く外遊びや虫

取りなど存分にできた。◦近所付き合いや子供の学校での保護者

の関係など、のんびりしていてトラブルが少ない。◦歯医者は多い

が内科や耳鼻科が近所に少ない。◦物価は安くイオンもできて便

利。◦教育に力を入れれば活気づく！ 

35～39歳 男性 本町 

子供をとりまく環境は非常に悪いと感じます。特に8小は子供の数

が多すぎて、先生1人の負担は大きい物になっていると思います。

⇒目が行き届かない。また、スポーツに対して、ハンドボールばか

り優遇していると思います。地域の方々が日々がんばって色々な

スポーツを行っているので、分け隔てなくどのスポーツにも挑戦で

きる環境を整えて欲しいと思います。ホームタウン化しているこの

市に必要なのは、〝子供の子育て・環境の充実〟だと思うし、そ

れを売りにしていくべきだと思います。 

35～39歳 男性 伊奈平 

交通の便が良くない。（最寄り駅がない）が、子供を育てるには自

然もあり、とても良いと思います。子供が遊べる公園などもっとたく

さん作ってほしいです。 

35～39歳 女性 中央 

幸いなことにご近所の方にも恵まれ、周囲の方々にとても良くして

いただいています。保育園も近く小学校も近いので、今のところ安

心して子育てしています。 

35～39歳 女性 中央 

・子供が緑の中でのびのび育てられる。・交通の便（モノレールな

ど）をよくしてほしい。・子供の為の施設をふやしてほしい。・子育て

には最高だと私は思っています。（車があれば） 

35～39歳 女性 本町 
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回答 年齢層 性別 居住地 

武蔵村山市が特別という訳ではないのでしょうが、小学校や中学

校などの支援学級の少なさ？を感じています。送り迎えをするの

に遠いので（学区外になったりで）とてもとても大変です。療育病院

があるのに小学校にあがったとたん、とてつもなく不便を感じまし

た。近所にも友だちを作らせてあげたい、でもできるだけ良い環境

をと思うと、見学して思いましたが雷塚小学校だけが支援級に積

極的に感じ、通うのに2人目の子の保育園・幼稚園を遠いので考

えたい。駅のない市だけで福祉は他にはないくらい充実してると

か、子育てに手厚い市だ！！とか、1つとびぬけた物が欲しいと思

うし、やってほしい。いつできるかわからないモノレールの事より

も。ほとんどの若い人たちは他市よりも土地が安いから戸建てを

買うという人が大多数です。子育てするには他市がいいわねって

いう人がほとんどです。そういわれないようにがんばってほしいで

す・・・。 

35～39歳 女性 残堀 

・乳幼児が遊ぶ室内施設がとても少ない。・保健センターの駐車場

が遠くて不便。雨が降った日は子供をかかえて、ベビーカーを押し

てかさを持ち、そして大きな荷物も持っていかなくてはならず、何

度も大変な思いをしました。市役所の職員用駐車場を健診の時、

使わせていただくのはできないでしょうか？ 

35～39歳 女性 残堀 

・伊奈平に住んでいるんですが、小中学校が遠い。立川市の小学

校の方が近いので、そちらへ行けるようになればよいのです

が・・・。・じゃぶじゃぶ池を作ってもらえるとうれしいです。 

35～39歳 女性 伊奈平 

・小学校や中学校が非常に遠い。また、歩道が狭く、車の交通量

も多いので、子供の通学に不安があります。わが家の場合、立川

市の小学校の方が近いので、そちらに通学できるといいなと思い

ます。・今は少しずつ良くなってきているのかもしれませんが、子供

が幼稚園etcへ入園する以前に、遊べる児童館などがなく、いつ

も、立川市の児童館や、子育て施設を利用していました。児童館

に午前中などを中心に子供が自由に遊べたり、指導者ができれば

いて、一緒に遊んでくれたりすると、とてもたすかると思います。・

子供がのびのび遊べる広い公園がない。結局、昭和記念公園に

行くしかなくなる。・お伊勢の森や保健センターで行われる子供の

健診の手ぎわが本当に悪い。早く行っても待ち時間が長いし、何

度も待たされる。医師の都合かもしれないが、健診の行われる時

間が、子供の昼寝の時間になることが多く、大変。 

35～39歳 女性 伊奈平 

小学校、中学校が、もう少しバラバラにあるといいと思った。また、

今年から七小・四中が一貫校になりましたが、小学生から制服を

作ると聞きました。小学生に制服はいらないと思います。少子化を

なくしたいのであるなら、こういうことにお金をかけないほうがいい

と思います。3人・4人とお子さんのいる家は、制服代だけでも、か

なりの金額になります。ぜひ、小学生の間は自由な服装、私服で

のびのびと育ててあげてほしいと思います。そして、ムダなお金

を、子育て中の家庭に要求しないでほしいです。お願い致します。 

35～39歳 女性 伊奈平 
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回答 年齢層 性別 居住地 

★児童館が遊びに行きづらい。（幼児）（東大和の児童館は滑り台

やボールプール・おもちゃがそろっていて夏等よく利用していた）★

小学生の通学路（8小）がせまくて、自転車がきたり雨の日は危

険。★不審者情報が度々あり不安。★駅までが遠い。モノレール

通ってほしい！！ 

35～39歳 女性 伊奈平 

・子供が夏休みなどの長期休み時に、屋内で遊ぶ施設がない。児

童館といっても学童の子が使用していて、使えない。とっても困

る。 ・昭島などに比べて、緑が少ない。街路樹など景観をもっとよ

くしてほしい。各家庭で生垣の補助を出すなど。緑が多いという

が、野山北公園の方が山だから多いが、住宅地はごみごみしてい

る。 ・モノレールが早く来てほしい。車を持っていない人はバスor

歩きor自転車で立川や昭島まで出にくい。 

35～39歳 女性 三ツ藤 

子供を育てる為に引っ越して来ましたが、引っ越してきて良かった

と思っています。前に住んでいた所は、道は狭いし、ごみごみして

いるけどここは、道は広いし、安心して、子供が遊べる。しいて言う

ならば、公園が、もう少し遊具が新しく、多いと良いな…。と思う。

あとは、小学校などの教育の場が古いので（トイレなど）新しくして

欲しい。 

35～39歳 女性 榎 

大南地区は街もきれいでとても住みやすいと思います。バスで立

川まで出やすいのも魅力です。子どもが小学生ですが働くママに

とっては、充分なサポートがあるとはいいがたいです。（学童を断

られた放課後教室がPM5：00で終わってしまう）また、ほどよく田舎

でのびのびした環境は気に入っているものの、学力が低いのはと

ても問題です。学校側はそれを認識できているのか疑問です。（大

南学園になって小学生も制服を買わせようとしていますが、全くも

って意味不明で、保護者の意見を無視したやり方には、学校側に

不信感を持ってしまう）みかん狩りができるのはここに来て一番良

かった点です。一番良くないのは、病児保育がない点です。（潜在

的な要望は大きいと思います） 

35～39歳 女性 大南 

保育料の通知がおそい、他の市は入園前にきている、入園後では

いろいろの検討ができない。 

40～44歳 女性 中央 

以前は他市に居住していました。子育てに関し、他市よりもお母さ

んたちがのんびりしている方が多く、子供たちものびのび育ってい

ると感じます。交通の便がもっと良くなるとより住みやすく感じると

思います。 

40～44歳 女性 残堀 

◦子供はアレルギーを持っていますが、幼稚園・小学校・中学校等

他の市に比べ、村山市は食事の面などアレルギー対応や理解が

とても遅れています。◦病院も大きな病院はとても混んでいて、気軽

ではなく皮膚科などはかなり数が少なすぎる。◦バスはなぜか玉川

上水行きばかりで、砂川駅の方が近いのに行くバスが限られてい

るのは変。◦公園は数個あっても水辺がないため、夏はつまらない

し子供が気軽に行けるプール等も遠すぎて困る。 

40～44歳 女性 榎 
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■教育 

回答 年齢層 性別 居住地 

教育のレベルが低いのかな、と感じます。今年の1月にさくらホー

ルで行われた成人式に参加したのですが、やけに回りが騒がしか

った記憶があります。それは音楽団の演奏中でも来賓の方々がお

話してくださっている時も同じでした。ひさびさに友人と会ってテン

ションが上がるのは良く分かりますし、事実私もそうでした。しかし

その気持ちを迎えるべき時を把握できていない参加者が大半であ

ったように感じました。こういった態度の根本には、小学校や中学

校での初等教育の影響が大きくかかわっていると思います。教育

レベルの向上とともに、モラルや良識のある大人の育成を推進す

るような取組を行っていただきたいです。 

20～24歳 男性 大南 

学力レベルが低すぎる。公教育に通わせてみて、周囲の学力の

低さ・親の認識の低さに驚いた。育ちの悪い家が多い。聞いてい

た以上に親のレベルが低い家が多い。また、街並が汚れている。

街路樹の手入れでさえ、東大和市とは全くちがう。道をはさんで、

こんなに汚れているってどうなんだろうっていつも思う。 

35～39歳 女性 神明 

子供達の学力向上に力を入れて欲しい。意識の改善や放課後の

学習教育等、取り入れて欲しい。現状、武蔵村山市中で学力が高

いとされている子が高校に入り、他市と混ざるとその学校で下の

方の順位になって、子供は大変苦労している。 

40～44歳 女性 残堀 

武蔵村山市の学力水準は他市とくらべると低いと聞いています。

我が子の通う小学校の先生方はとてもがんばってくれているとは

思いますが、そこをどうにかしてほしいと思います。 

40～44歳 女性 大南 

子供の学力が低いと聞きました。もう少し教育に力を入れて欲しい

と思います。大学受験などの時、子供が苦労しないために。 

40～44歳 女性 大南 

子供に対する教育の向上 45～49歳 男性 三ツ藤 

・年配の人の中には、いまだに女子には高等教育は必要ないと思

っている人が多いのが残念。・学校では学級崩壊がおきていても

元気に通っていれば、それで良いと思っている保護者が多い。・保

護者会にジーンズで行く方がいる。⇒などなど。教育環境が悪す

ぎます。図書館の整備もして欲しいです。 

45～49歳 女性 大南 

教育のレベルの低さ 親である世代の知識が足りない。よって子

供に影響が出る。他市の都立高校教師から当市出身であると「能

力が低い」と指摘される。（事実です）こんな屈辱を味わっていて、

良いのでしょうか。だから他市へ移る人が多いのです。 

45～49歳 女性 中藤 

 

 

■福祉 

回答 年齢層 性別 居住地 

年寄りが多くなった。 35～39歳 男性 本町 

福利厚生・税金、全てが高いです。 35～39歳 男性 中原 

年寄りが多い。 40～44歳 女性 学園 

他の市の連帯を考えてほしい。（福祉等）人口が増えているのに

交番が少ない。 

45～49歳 男性 学園 
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■公園 

回答 年齢層 性別 居住地 

①ドックランが少ない。②ファーストフード店が少ない。（マックな

ど）大南。③大きなグラウンド・広場。 

30～34歳 男性 大南 

小さな時から住んでいるので、交通など不便といわれる点も、これ

が普通だと思っています。戸建の住宅がどんどん増えている印象

なので、畑や自然が無くならないといいと思っています。子供を産

んで思ったことは、近所の公園はどこもさびれている感じで、大南

公園や雷塚公園あたりに行かないと、まず人がいません。また遊

具がどこも似ていてつまらないです。私の姉が引っ越していった土

地は、公園の遊具が充実していて、大きな遊具（複合遊具）や水

遊び場がたくさんあります。そんな所を見ると、いいなと思います。 

30～34歳 女性 中藤 

・交通不便（車がないと不便な町）・子供、大人も楽しく安心して遊

べるパーク公園がない。（犬（ドックラン）手ぶらBBQ、自然公園、ス

ケボーパーク、おしゃれなカフェ）・他の市からここの市に行きたい

と魅力のあるスポットがない！！・色んな用途で使える貸出スタジ

オない。（ダンス、習い事）モノレールが来て大きな公園ができると

聞いていたのにうそだった！！ 

30～34歳 女性 三ツ藤 

結婚前住んでいた埼玉では、公園や図書館など、子供を連れてい

くのに良い場所がたくさんあって、規模も大きく助かっていたのに、

村山は家ばかり建って、遊ばせられる広い公園などがあまり無く

困っています。小さな公園などは中学生のたまり場になることも多

いので…。あとは、とにかく駅を作ってほしいです。 

30～34歳 女性 学園 

神明には大南のような大きな公園がなく、小学校の子供達は放課

後遊ぶ場所がない。小さな公園はボール使用が中止・制限が多

く、家の前では苦情もあり難しい。大南公園のような大きな公園が

ほしい。老若男女集い、使用用途もたくさんあるのではないでしょ

うか。 

40～44歳 女性 神明 

・駅まで遠い。・ワクワクするような公園がない。公園設備をもっと

すると良いと思う。 

40～44歳 女性 大南 

大南公園や山王公園など市内の公園は東大和市内の公園と比べ

ると、木が多いので昼間でも暗い気がする。夜間は避けて通りたく

なります。もう少し木を切ってくれたらと思います。 

45～49歳 女性 神明 

・遊具が整った公園が少ない。・子供が楽しく遊べるプールがな

い。・とにかく交通が不便。 

45～49歳 女性 中央 

交番が少ないので、増やしてほしい。買物には困らないが、立川

バスの値段が高いので西武バスも通ると嬉しい。公園等にバスケ

ットゴールがないので、作っていただけると子供の外遊びの幅が

広がると思う。 

45～49歳 女性 大南 
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■自然環境 

回答 年齢層 性別 居住地 

私の住まいは玉川上水駅に近いので、通学にはあまり困りませ

ん。緑が多い所が武蔵村山市のいいところだと思います。 

20～24歳 女性 大南 

虫・ムカデがいっぱーい。 30～34歳 女性 中央 

・虫が多すぎる。畑が多すぎるので仕方ないだろうけど、虫が多す

ぎて窓が開けられない。庭虫だらけで泣きたい。・交通不便すぎ。

車の運転ができないほど老いてきたら、生活できないと思う。 

35～39歳 女性 神明 

・自然に恵まれている。（野山北・里山民家等）・バスが時間通りで

こないと困る。・地域の祭りなどがあって良いと思う。・モノレール

はあきらめた方がいい。 

35～39歳 女性 三ツ木 

緑がきれいで（道）草木がきれいで（遊歩道）人があつまる場所に

なるだろうなぁ。心もきれいになるでしょう！ 

40～44歳 女性 中原 

◦交通の便が不便。◦玉川上水周辺がもう少し開発されるといい。◦

まだ自然が残っており、おちついてる所が好き、最近どんどん宅地

開発されてしまっているが、バランスよく自然も残してほしい。 

40～44歳 女性 大南 

・10年前にひっこしてきた時は、緑も豊かでとてもいい所でした。最

近はどんどん家が建ち、村山の良さが失われていると思います。

未来に残せる自然と村山の村山らしさをもう一度考えてみてはい

かがでしょうか？ 

40～44歳 女性 大南 

 

 

■住環境 

回答 年齢層 性別 居住地 

バイクがうるさい。 25～29歳 男性 本町 

◦交通の利便性の割に家賃相場が割高に感じる。◦公園に芝生や

バスケットゴール等の設備がある所が近くにない。◦少し遅い時間

に買い物ができるスーパーがない。◦子供を保育園に入れる際に1

年待機したが、職場の託児所があったので仕事には就く事は出来

たけど、その環境がなかったら収入が無くなった可能性もあるの

で、待機児童は出来るだけでない様になった方がいいと思う。 

30～34歳 男性 中原 

都営村山団地の家賃を安くしてほしいです。むりと言われたので

すけど親が倒れた時、施設に入所して医療費が高く、子供まで犠

牲にして働いて施設の入院費を払いつづけているので、その点を

もうちょっとみてほしいです。預金がなかったら苦しいです。結婚も

出来ない状態です。助けて下さい。なんとかならないでしょうか。金

がない人は不安です。生活するのも生きていくのも死ねといってい

るのでしょうか。金持ちの人だけが幸せなのでしょうね。ない人の

気持ちもわかってほしいです。 

30～34歳 男性 緑が丘 

・生保が多い。お金に困っている人が多い。・交通の便が悪い。に

も関わらず賃料が高い。・子供の教育環境のレベルが低そう。・精

神疾患があるのか、普通の会社や意思決定が出来ない人が多く

いると感じる。医療体制が整っていない。（これという有名な病院

がない） 

30～34歳 女性 三ツ木 
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回答 年齢層 性別 居住地 

交通の便が悪い。助成金や補助が少ない。住宅が極端に増え、

子供の数が一つの学校に密集しすぎている。20時すぎてもヘリコ

プターや飛行機の音がうるさい。 

30～34歳 女性 中原 

・これからどんどん発展していく希望ある市だと思います。・畑、緑

のあるおかげで夜すずしく過ごせます。・メジロのキャラクターがか

わいいのでもっとアピールしてほしいです。又はデェダラボッチの

ゆるキャラをつくる「ボッチくん」・住宅が増えるのは良いことだと思

いますが、一度家を建ててしまうと（土地の所有者が個々になって

しまう）道路の整備が難しくなると思いますので区画整理をしてか

ら個人に販売する方向になると良いと考えます。・ごみは有料化し

ても良いと思います。アパートなど分別に意識のない集積所を見

かけるとがっかりします。・図書館がきれいで明るくカフェなどもあ

り、CDも借りられるようになると助かります。・粗大ごみの申込を土

曜日も受付していただけると助かります。・アーケード付の商店街

があると楽しいかもしれません。・旧街道沿がさみしい。自転車、

車をとめやすいともっと買い物しやすいかもしれません。 

35～39歳 女性 学園 

緑も多く、のんびりとした所で住みやすいが、モラルが低い人が多

いと思う時がある。（犬のフンの処理、マナーの悪さ…等）。子供達

の学力が低い（学校の責任だけではない。家庭での躾もある）と思

う。主要駅等へのバスの本数が少ない。もしモノレールがあって

も、運賃が高ければ、使う人も少ないと思います。住宅街の細い

道にスピードバンプ等を多く設置して、通行人や子供達の安全を

守って欲しい。歩道をもっと広くして欲しい。（近隣の市では一番歩

道がないと思う）自然も多く、住環境も良いので、このままでは、も

ったいないと思います。 

40～44歳 男性 伊奈平 

・図書館環境、質が悪い。利用しづらい。・子供が遊びやすい公園

つくりをしてほしい。（遊具・防犯）・ゴミ出しのマナーが悪い。集合

で出すのではなく各家庭で出すのはどうか。場所によって違いが

あるのはなぜか？汚いしとても迷惑している。景観を損ねる。・バ

スが使いづらい。武蔵砂川駅、上北台駅、玉川上水駅にスムーズ

に行ってほしい。 

40～44歳 女性 学園 

中古一軒屋に住んでいるが、子供のボール遊び（野球の硬球）に

非常に迷惑しており、ストレスの原因となっている。ボールがシャッ

ターに当たって、すごい音をたてる。親もその場面にいるのに、全

く注意することもなく、ばか親にあきれる。路上でのボール遊びを

禁じるように市で呼びかけてほしい。 

45～49歳 男性 神明 

他の市にくらべて家賃が安くて助かります！モノレールの延伸を

切に願います！ 

45～49歳 男性 三ツ木 

子供が小学生ぐらいまでは、ボールで遊べる公園が近くになかっ

た。車に対して不満を感じていました。歩道もせまく家から出て道

路への入り口は大雨が降ると水がたまり、下水道もいいとおもえ

ません。都市ガスがひかれていない事にびっくりしました。 

45～49歳 女性 伊奈平 
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回答 年齢層 性別 居住地 

◦電車がなく不便。◦畑が多い為、風の強い日等、砂ぼこりがひど

い。◦町が暗い・地味。◦この町に住んで良かった、と思える所がな

い。◦こういうアンケートを取って、何か役に立っているのか実感し

てわからないので、ムダな事をする市だなと思う。 

45～49歳 女性 学園 

 

 

■道路 

回答 年齢層 性別 居住地 

西武立川駅周辺のような、きれいな街並を増やすと良いと思いま

す。駅が遠いので交通道路の開発をしてほしい。（駅を延ばすこと

は難しいので） 

20～24歳 男性 伊奈平 

道路が途中でぬけられない所が多すぎると思います。大きな段差

や突然あるカベやフェンスをなくしてもらえたら、生活しやすいと思

います。残堀川に草がたくさんで水がない。その点の改善もお願

いします。 

25～29歳 女性 三ツ木 

・スーパーが近くにない。・駅までの道に回り道・抜け道がないの

で、渋滞にはまったら、すごく時間がかかってしまう。・住宅地も道

もせせこましくて田舎くさい。 

25～29歳 女性 岸 

・交通の便があまりにも不便です。・道路の整備をしてほしいで

す。・雨が降れば水たまり、ぬかってしまう道が多いです。・信号

機・ミラーの充実をお願いします。・見通しの悪い道路が多いので 

25～29歳 女性 三ツ藤 

・駅がなくとても不便。車がないと厳しい。・公園や広場が少なく、

安心して子供を遊ばせられない。交通量が多く、車がスピードを出

して通る小道が多いため危ない。保育園の前の道など特に危な

い。 

30～34歳 女性 神明 

・道に大きくはみ出した草や木の枝が多くあり、道幅がせまいのに

余計に歩きづらいです。・外灯を増やしてほしいです。・早くモノレ

ールをのばしてほしいです。 

30～34歳 女性 榎 

・道路の安全面が不安。（交通事故が多い）子供がいるので、どう

にかならないかと思う。・スーパー、ドラックストアetc近所に多いの

で助かる。・高齢者の方の自転車のマナーが悪すぎて困る。 

30～34歳 女性 大南 

◦所々歩道が狭い。◦子どもの遊ぶ公園が少ない。（ボール遊びする

場所など）◦落書きが多い気がする。◦住宅街などの街灯が少ない

（暗い気がする）市全体が暗い感じがする。（夜） 

35～39歳 男性 学園 

1.道路がせまいので道路を拡幅する。2.給食後は全員で歯磨き時

間を設けて、歯の大切さを実感させる。3.トイレにはスリッパを置い

て履き替える必要がある。4.買い物や駅へ出るには不便である。 

35～39歳 女性 中原 

サイクリングロード等の自転車の通行出来ない道が途中で、自転

車の通行できる道を通るときに（横ぎる）信号の無いところがある

ことが意味不明。安全な道を通行しているつもりなのだが、車にひ

かれそうになる。又はサイクリングロード等がなんか汚い。草やア

スファルトのヒビわれ、ゴミなど。 

40～44歳 男性 残堀 



 

22 

回答 年齢層 性別 居住地 

車がないとやっぱり不便、なるべく自転車に乗る様にしているのだ

が、歩道はせまいし車道も広くなく、とてもこわいです。将来的に交

通網がしっかりしていないと、年をとってから大変そうで不安を感じ

ます。 

40～44歳 男性 伊奈平 

・やはり電車は欲しい。 ・歩道がせまい。 ⇒車主体の地域なの

で、歩行者よりも車優先の感覚が多く、歩きづらい。 

40～44歳 男性 三ツ藤 

・道路がきたない。穴や雨天の時の水はけが悪い。・子供が思い

っきり遊べる公園がない。・図書館が、暗い、古い。・子供会など地

域活動が古すぎる。・ガードレール内に、電柱があり、ベビーカー、

子供達の通行のさまたげになり、危険な箇所が多い・市役所の対

応悪すぎる。正直、武蔵村山に来て後悔です。お金があれば、す

ぐに越したいです。 

40～44歳 女性 中藤 

道路がでこぼこした所が多い。整備して欲しい。暗い道が多い。 40～44歳 女性 神明 

◦道路が入り組んでいて狭い。（危ない！）◦歩道・自転車道・車道を

分けて欲しい。無理ならバスを増やして欲しい。◦公園の木に殺虫

剤をやって欲しい。（毛虫・蚊が多い） 

40～44歳 女性 三ツ木 

中藤周辺の通学路の整備をお願いしたい。子供達が安全に通学

できるように青梅街道に沿った歩行者用通路幅を広げて欲しい。

電柱が歩道に立っているので、これを地下に埋め込むなど。中学

校や高校に通う場合は、このような道を通行することになります。

ぜひとも改善していただきたい。 

45～49歳 男性 中藤 

・緊急的な対応力がない（冠水等）・道路整備が行届いていない 45～49歳 男性 大南 

少し雨が降っただけで道路が川のようになってしまう。どうにかし

てほしい。モノレールを延長してほしい！！都市ガスが設置されて

いない。 

45～49歳 男性 大南 

車のスピードを抑制させる為、車道に段差をつけるなど何か対策

して欲しい。 

45～49歳 男性 大南 

※歩道が狭い。※学校までが遠い。※銀行がない 45～49歳 女性 伊奈平 

◦歩道の整備をしてほしい。ベビーカーがとおりづらい。◦中学生ま

での医療費を無料化にしてほしい。 

45～49歳 女性 榎 

歩道等の幅が狭く、外出時に困る。（乳母車や車イス・カートを引く

など） 

45～49歳 女性 学園 

市と市のさかいの所の道の整備がされていなくて、雨水がたまっ

てしまう所が多い。 

45～49歳 女性 学園 

 

 

■治安 

回答 年齢層 性別 居住地 

・とにかく電車の便がわるすぎる・LEDの街路灯ありがとうございま

す。夜、安全になりました。 

40～44歳 男性 伊奈平 

本町付近には交番がないため、何かあった時に駆け込めないし、

連絡しても時間がかかる。そばに遊歩道があって、さくらの木がい

っぱいあってとってもいい道路なのに、変質者がよく出るから怖く

て安心して歩けない。だから近くに交番があったほうがいい。 

40～44歳 女性 本町 
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回答 年齢層 性別 居住地 

・通学の通りに人や、けいさつがいない。・見守りの人が、皆が帰

る時間や朝、立っていない。・十小などはいるが、二小にいないの

で不安。 

40～44歳 女性 岸 

病院が少なく不便。治安が悪く、団地のまわりにゴミが多い。以前

歩道をベビーカーをおして歩いていたら、自転車にのった男性に

「どけバカヤロー！！」と怒鳴られびっくりしました。 

40～44歳 女性 学園 

*現在住んでいる地域に交番が少ない。防犯の面からも交番を増

設して欲しい。増設すべきである。*住民税等が高額に感じる。*鉄

道等の公共交通機関の便利さがない。バス等で補完すべきであ

るが、本気度がない。*道路等の舗装がキレイではなく、あちらこち

らに大きな水たまりがあり、雨の日は最悪。もう少し手直しすべ

き。*市長の公約は達成出来ていない。次の市長に期待する。ま

た全く市を良くする気持ちがない。先見性・創造性がない。特色を

持って運営を進めて欲しい。例えば各商店街を活用する活動をし

て欲しい。上記から考えても、この市での永住はデメリットが多いし

かない。（メリットはほぼなし） 

40～44歳 女性 大南 

 

 

■防災 

回答 年齢層 性別 居住地 

・台風や地震などの自然災害には強い町である。・交通の便が乏

しいので、遠方に出かけるには遠いこと。・自然がたくさんあるこ

と。 

25～29歳 男性 学園 

横田基地、立川断層、予防研究所に対する対策を 45～49歳 男性 中央 

とにかく交通の便が悪く、出来ることならば転出したいです。また、

震災時、周りの市町村は停電しなかったのに、毎回武蔵村山は停

電した理由が知りたいです。 

45～49歳 女性 緑が丘 

 

 

■生涯学習・文化・スポーツ 

回答 年齢層 性別 居住地 

まともな中央図書館がないことは信じ難い 不満に思う第1。脳は

ことばと向き合って成長する。豊かな人間への第一歩が「本を読

むこと」町ぐるみで、「ゲームを捨て、本を読む」を推進するべき。

福祉にばかり税金が使われている事が不満の第2。東京都のごみ

溜めのようだ。又、町並がきたない。地主の手離した土地にチマチ

マとした安っぽい建て売り住宅が、無計画に増え、それに付随し、

その程度の人間が移り住んで来る。家は建ってしまえば、数十年

のスパンでそこに存在するから、改善が困難になる。町としてのラ

ンドスケープ案、規制、ビジョンを出すべきだ、又、埼玉の裏山は、

村山のものではない。緑豊かな村山と言うべきではない。 

25～29歳 女性 三ツ藤 
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回答 年齢層 性別 居住地 

村山団地・イオン・日産工場跡地と言った建物や場所の数か所が

思い浮かぶだけで、他には申し訳ないですが浮かばない市です。

他にももっとあったり、市で推進しているものがあるのなら、それを

もっと周知していくべきです。広報はうまく機能していないか、あり

きたりの事しか市全体がやっていないのか、どちらかと言われても

しょうがないのでは？幸いにも公民館・コミュニティハウス等の施

設もあるのですからもっともっと生涯学習を特化して推進していっ

たり、子でも大人（老人）まで、もちろん我々20～50代の市民が積

極的に参加できる様な生涯学習の場を設けてはどうでしょうか？

市民が活き活きした町は活気があります。コミュニケーションのあ

る町はきっと犯罪も減ります。そして真似するだけではなく、それ

以上の仕組みを作ろうという熱意がなければ何も成し得ません。

中期的なスパンで期待をしています。 

30～34歳 男性 大南 

高齢化が進み、若い人達が少ないように感じます。昔から住んで

いる方が多いので、伝統行事が多いように思います。村山かてう

どんや、織物、太鼓など、素晴らしい文化が多いので、小中学校

で、子どもたちに、伝えていただきたいなと思います。 

30～34歳 女性 神明 

自然はそれなりに残っているし、都市化されていない点は良いと

思う。交通の便は市の南以外は非常に不便。文化・教育・環境は

めぼしい施設が無い点が厳しい。教育環境の中心としての中央図

書館がないこと、市外の文化施設（美術館・博物館等）へのアクセ

スが極端に悪い点などを改善すべきと考える。 

35～39歳 男性 大南 

市の人口が7万人もありながら、図書館が小さなものが地域にいく

つかあるだけで驚いた。武蔵村山市は都内でも最下位に近い成

績だが、図書館1つとっても納得できる。もっと教育環境の充実を

図らないと、ますます劣ると思う。子供たちが自分で勉強しようとい

う環境が全く整っていない。 

35～39歳 女性 伊奈平 

自分が小さい頃は空地がたくさん有り子供たちが遊ぶ場所がたく

さんあった。今は公園等小学校は少年野球等の団体でほぼ使用

されていて子供と遊べる場所が少ないと思われます。また、村山

は、若い人達にも住宅が購入しやすい地域なので人口は増加して

行くものだと思います。その為にも、市として公共の図書館の充

実、公園の充実、（皆様がつどう所）、そして狭山丘陵のもと平地

で住み安い点生活しやすい点を生かし自然との融合を最大限に

生かし主軸道路だけでなく狭い道路でも危険な所をなくし武蔵村

山の伝統と文化を最大に生かした町づくりをしてほしいと思いま

す。 

40～44歳 男性 三ツ木 

・文化的な事業、教育向上への政策を充実させて欲しい。図書館

の充実、蔵書が少なすぎる。市役所近隣にでも本館として新たに

建設してもらいたい・モノレールの伸長 交通の利便性の追求。 

40～44歳 女性 三ツ木 

◦スポーツ施設等の充実。・道路（歩道）の幅を広げてほしい。（子

供が歩いたり自転車に乗ったりすると危ない） 

45～49歳 男性 大南 

◦中央図書館やスポーツ施設等の公共施設の充実。◦モノレールの

延伸、◦子供の学力向上。 

45～49歳 女性 本町 
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回答 年齢層 性別 居住地 

・鉄道の駅がないので車がないと不便。・道路が狭く歩道もない道

が多く、歩行者・自転車などは危険な個所が多い。・図書館の蔵書

が少なく施設も古い、スペースもせまい、他市の図書館ではスペ

ースも広く、CDやDVDなどもあった。・その他公園なども薄暗く子

供には危険と思われる場所が多い。他市の公園はもっと明るくキ

レイだった。 

45～49歳 女性 大南 

 

 

■行政 

回答 年齢層 性別 居住地 

・特徴がない。街の景観、道路からの眺め、公園などどれもパッと

しない。イオンモールなど民間の力に頼っているのと、東京のベッ

ドタウンの恩恵に預かっているだけで、市としては何の努力も感じ

られない。住民税を何に使っているか不思議でたまらない。隣の

東大和市は街の景観も一段と綺麗で良いと思う。活性力のある市

にするには、景観、道路、若い世代を呼びこむための補助など、

方向性を明確に打ち出さないと、ただの金喰い虫（市役所、市議

会）でしかならない。 

35～39歳 男性 学園 

公共施設が駅から遠いのでつかいづらい 35～39歳 男性 大南 

市民税が高い。 35～39歳 女性 三ツ藤 

便が悪いわりに税金が高い。 40～44歳 男性 残堀 

以前住んでいた所は、月に1.2回土曜日又は日曜日に市役所がや

っていて便利でした。ここの市役所は平日の夜、7時までやってま

すが、平日の7時だと仕事を早退しないといけないです。病院（小

児科）も準夜診療などありますが、夜中に対応してくれる病院が1

ヶ所でもあると良いです。（安心です）村山病院はいつも断られる。 

40～44歳 女性 大南 

役所がお役所仕事すぎる。治安が悪く、子供の学力が低く、住民

のモラルもない。 

45～49歳 男性 本町 

住基ネットをうまく活用できない。住民票が高い。市役所が昔なが

らのお役所仕事で、職員のレベルが低い。設備も古い。個人情報

の保護について、意識が低い。住人のモラルも低く、子供の学力

も低い。 

45～49歳 女性 本町 

モールの近くに市役所移転 45～49歳 女性 学園 

◦市民の要望や意見にしっかり向き合ってくれていないと思う。すぐ

に動いてくれるという印象がない。◦大雪が降った時、市民は自宅

周辺・職場周辺の雪かきを必死でやったのに、市役所と市民セン

ター前がいつまでも雪かきがされていない事に、とても疑問に思っ

た。たくさん職員がいるのになぜやらないのか・・・？ 

45～49歳 女性 大南 

◦事業・企業誘致により・・・結果、税金が安くなればいいなと思う。・

イオンモールにより多少「あかぬけて」来た感はあるが・・・◦やはり

「駅」は必要かも・・・ 

45～49歳 男性 大南 
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■まちづくり全般 

回答 年齢層 性別 居住地 

公共交通機関が不便だから自転車で移動しやすい市にしてほし

い。自転車専用信号やバス停側の駐輪場の充実。中学に行くの

にも自転車許可して、違反中学生が制服で自転車登校して駐輪

場をかってに使うのを減らしてほしい。道路の段差を解消して電動

車椅子でも移動できるようにして、近隣市の駅までのサイクリング

ロードの整備。高校や会社に行くのに不便だから子供は村山で育

てたくない。かたくりの湯は泊まれないから遠くの友人を呼びにく

い、従兄弟会で案内出来る所がほとんどない。 

20～24歳 男性 中原 

◦モノレールの延伸。市民の悲願！！◦イオンモールはものすごく役

立っている。◦自然が豊かでよい。山里散策がしやすいようにして

ほしい。（特に御岳トンネルの先が怖い）◦トンネルは貴重な資源。

今後も整備して残してほしい。◦うどんをモチーフにしたゆるキャラ

がいるといい。市内在住のマンガ家がいるので、コラボしてみて

は？◦かたくりの湯へのアクセス向上。駐車スペースの拡充。かな

り混んでいます。 

25～29歳 男性 榎 

◦多摩モノレール早期延伸、市に1つでも駅を。◦市内循環バスへの

不満。路線ルートの再考、1時間当たりの本数、価格の再考。◦中

央図書館の設置・図書館の設置の再考・図書館の数が多すぎる・

量より質を数を減らして中身を充実させて下さい。◦日産工場の跡

地、特に真如苑の所に何が建つのか？立川市が入っている所も

ありますが、希望としては緑豊かな宗教色の薄い公園が建ってほ

しいです。 

25～29歳 男性 学園 

・電車等の駅が無いのでとても不便です。モノレール以外にも路線

の誘致ができたら良いと思う。・観光や名物等が無く、実家等への

贈り物など何を送っていいのか困ってしまう。・ふるさと納税のお礼

について、何があるかＨＰからわからない。情報発信した方が良い

のでは。 

25～29歳 女性 大南 

知名度を上げてほしい。（武蔵村山市といえば、これ！というよう

なものを作ってほしい） 

30～34歳 女性 大南 

・モノレールの早期実現・横田基地の民間航空機の離発着の実

現・国立感染症研究所をレベル4で運用し、国家への貢献度UP→

日本に必要・大手企業の誘致 交通網を整備しないかぎり、発展

しない。スピード感がないのが、良くも悪くも武蔵村山。 

35～39歳 男性 三ツ藤 

・鉄道がなく車がないと不便。（バス運賃も立川までが高く感じる）・

病院（皮膚科）が特に少ない。・地方銀行が多く都市銀行がない。

（ATMでも設置して欲しい）・商店街の店でシャッターをおろしてい

る店が多い。（活気がない）・市内で色々な場所に市役所・体育館

などの市の施設がある為移動が大変。（ある程度、市の中でも住

民たちが利用する施設は密集されてた方が良い）・旧日産跡地を

有効利用する。（特に土日祝日）・公園（バーベキューなど出来る）

をつくってもらいたい。・ママパパカードを市在中の人に発行しても

らいたい。（お店などで割引される）（埼玉県に住んでいた時にあり

ました） 

35～39歳 男性 大南 
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回答 年齢層 性別 居住地 

◦モノレールに頼りすぎ。新青梅街道は拡幅されると思いますが、

モノレールが建設されるとは到底思えない。乗客がそれほどいな

い。それなら残堀沿いにもモノレールをつくれば用地買収に全額

かからない。または地方では住民の足として活躍しているライトレ

ールの建設が費用かからず現実的である。市内ぐるりとわまって

玉川上水駅などへ接続してほしい。（市営で）◦市内の通りでたとえ

ば小金井街道の「ラーメン街道」のように、あることに特化した店を

並べて流入人口をふやすのはどうでしょうか？◦日産跡地にファミ

リー層に人気の「キッザニア」を招致してほしい。多摩地区・埼玉南

部から足を運ぶ人が多いと思う。跡地の活用には本当残念な限

り。広大な土地を有効的に市のために使われていない。せっかく

大きなイオンモールがあるのだから、周辺にファミリー・若者が遊

べる施設をつくってほしい。市外へ行ってしまう・・・牧場や熱気球

体験など体験型施設の充実。◦市内にある公園を特色ある公園へ

変えてほしい。運動不足解消・高齢者や小児に特化した公園を作

っても良いと思う。小さな児童遊園が目立ちますが、遊びようがな

いです。 

35～39歳 男性 大南 

概ね良い環境だと思いますが、市外にアピールできる「何か」が無

ければ、将来的に若い人が増えない。その結果、高齢化が進み町

が衰退してします。 

40～44歳 男性 神明 

市内での仕事場（正社員）が少ない。 40～44歳 男性 中央 

・日本の市の中で唯一鉄道が走っていない市『武蔵村山市』をアピ

ールしつつ、鉄道がなくても不便でない市にするにはバスを充実さ

せることを希望します。財源は市民税を500円UPし、確保する。そ

のかわりバスの運賃は、無料とし、住みやすい市を目指す。・他の

自治体と同じことをやってもムダ、独自性を望む。市民参加型の議

全制度を採用し、市議員を大幅削減、市民意を反映した政策は

…。 

40～44歳 男性 中原 

交通など不便なところも多いが、小・中学校の同級生が沢山住ん

でいることをみても、住みやすいのだと思う。公共の交通機関がバ

ス以外ないことは、市外に勤務している人はかなりデメリットでは

あります。イオンモールのおかげでバスの深夜運行は増えました

が、深夜タクシーを利用すると3000円以上かかり、駅近くに住んだ

ことのある人は、武蔵村山には住めないと思う。土地・住宅購入は

価格的にしやすいとは思う。学力低下については教育のありかた

を検討した方が良いと思う。少しでも住みやすい街づくりに期待し

ます。 

40～44歳 女性 本町 



 

28 

回答 年齢層 性別 居住地 

以前は他市に住んでました。子供の頃から「武蔵村山市」には住

みたくないと思っていたので、結婚と同時に同居をする事になり、

武蔵村山市民になる事にショックでした。〈理由〉①駅が無い。住ん

でから本当に不便。住んでから分かった事。駅がないのに伊奈平

地区のバス便などの交通環境が劣悪。通勤・通学世代にとても冷

たい市だと感じる。朝の通勤・通学時間の伊奈平地区のバス便が

少なく自転車便りな為か、道が自転車で溢れ、マナーの悪い自転

車が多く危ない。中国みたいで気分が下がります。②飲食店が少

なく、あっても興味が持てるところが少なく、結果立川市や昭島市

などへ行く事になるのですが、その際伊奈平地区の交通の便の悪

さの為、時間がかかる事に不満を感じています。住宅が増えてい

る伊奈平地区なのに、なぜ伊奈平地区の交通の便がこんなに劣

悪なんでしょうか？朝・晩くらい若い働く世代の為になんとかして

欲しい。高齢者や子育て世代に優しいのは良い事ですが、納税者

にとっては不満だらけの「市」としか感じておりません。行政サービ

スもしかり。図書館が早く閉まりすぎ。5時迄では働く者は行くチャ

ンスがない。体育館・市役所など伊奈平地区から公共交通手段を

使っていけないとは、市政は市民に「車」をもつ事を前提にしてい

るのでしょうか？同じ武蔵村山市でも便利な地区があるので、不

公平感が強いです。 

45～49歳 女性 伊奈平 

やはり交通の便が悪いこと。その割にバス、電車、（モノレール）な

どの普及が遅れている。若い世代はそれでも自転車、車などの利

用でうまくしのげるが、子どもや年をとってからの生活に不安が残

ります。またプールや体育館など、スポーツ施設なども他市に比

べ、あまり充実していない。子育て支援やイベントなどももっと活発

に行われるとすみやすい街になると思います。 

45～49歳 女性 三ツ藤 

 

 

■その他 

回答 年齢層 性別 居住地 

田舎に住んでいたので、武蔵村山は便利に感じるが、とある都市

に住んでいる友人からしてみれば、何もない田舎に見えるそうだ。

実際イオンモールがあるということだけで、その他に挙げるものが

ないような印象である。 

20～24歳 男性 大南 

田舎でいたいのか都会になりたいのか中途半端。 35～39歳 男性 中藤 

以前とあまり変わりない。 45～49歳 男性 大南 

田舎くさい。ジジババばっかり。ダサイ。 45～49歳 女性 大南 
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問26 全国的に少子化や人口減少が懸念されていますが、思うところがあればお書きください。 

 

■回答数内訳（回答総数189件、項目別回答総数251件） 

項目 回答数 

保育園・幼稚園等の充実 26件 

費用面の問題 87件 

仕事との両立 26件 

制度・子育て環境・社会の支援 57件 

不妊治療への補助 11件 

将来への不安 22件 

結婚支援 8件 

その他 14件 

総数 251件 

 

※個人情報に関わる部分は、削除・修正しています。 

※複数項目にわたっていただいた御意見は、そのうち一つの項目に分類し、掲載しています。  
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■保育園・幼稚園等の充実 

回答 年齢層 性別 居住地 

保育園が足りていないということなので、保育園が増えれば子ども

を今より産みやすくなるのかと思います。 

20～24歳 女性 大南 

子供が育てにくい環境にあると思う。（保育園、幼稚園の減少） 25～29歳 女性 三ツ木 

少子化が懸念されている割に、子供を気軽に預ける環境が整って

いないように思う。 

30～34歳 女性 大南 

・保育園探しに使う労力がもったいない ・子育てに苦労しか思い

浮かばない！どうにかなるだろうという気持ちすら持てない！ 

35～39歳 男性 三ツ木 

◦保育所が少ない。また時短保育・標準保育にした目的がわからな

い。待機児童が多すぎて働きたくても働けない。◦子供に対する助

成金があまりなく、低収入の人・高収入の人との差がありすぎて、

子供をつくるにも無理。◦地方では出産1人につき10万以上出る所

もあるのに、村山にはない。将来不安。◦一時保育所も少なく料金

が高い。月契約にして通常保育と同じ料金にしてほしい。◦子供認

定園を作ってほしい。◦幼稚園の延長保育も高い気がする。 

35～39歳 女性 三ツ木 

子供を預ける場所が必ずあるという保証があると、出産に踏み切

る大きな決断につながると思います。武蔵村山市は「スポーツ都

市宣言」をされましたが、子供たちが野球やサッカーをする場所が

次々となくなってきていますが、どう思いますか？伸び伸びと外で

遊ばせたいですが、場所がなくて帰ってきます。小学生の運動能

力の低下はゲームのせいだけではありません。場所がないんで

す。 

35～39歳 女性 残堀 

子供をつくりたいけど、体外受精費とか費用が高いので、少子化と

いわれるけど、なかには出来ない人もいます。保育園・幼稚園・託

児所も少ない。TVとかでも取り上げてますけど、ニュースとかで保

育園・幼稚園・託児所の子供を見てくれている先生方が子どもを

殺したりするのを見てると、怖くて安心して預けられない。 

35～39歳 女性 三ツ藤 

子供を育てる側が少数派になれば、それに対して優しい眼差しを

向ける人も減り、日本は悪いスパイラルにおちいって来ているので

はと思います。子どもは社会の宝であると皆が思い、子育てをす

る親に理解を示し助けようとする風潮が、今の社会には足りない

のではないでしょうか。子どもが小さい時は何度も寂しい気持ちに

なりました。電車で「ベビーカーがじゃま」などとの議論は一度でも

赤ちゃんを連れて肩身の狭い思いをした人なら考えられないこと

です。政府は数千円程度のお金をバラまけば出生率が上がると

思っているのがとても不思議です。孤独育児による虐待を防ぐた

めにも、希望すれば子供を預けられリフレッシュや仕事ができるよ

うに保育園や小学校の預け先を整備して頂きたいです。 

35～39歳 女性 大南 

小学校に入ると学童が6時までですが、7時までにして欲しい。学

童が学校内に移動すれば子供がのびのび楽しくいられるけど、三

小はせまいので子供が行きたがらず、ウチの子供2人とも1年生で

学童をやめてしまった。シルバーの方の放課後教室もないのであ

れば行かせたかった。塾の費用が高い。所得額をもう少し引き上

げて欲しい。 

40～44歳 女性 神明 

1.公的保育園の充実を図る。2.待機児童のゼロを目指す。 40～44歳 女性 学園 
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回答 年齢層 性別 居住地 

保育園に入れないのでやむを得ない。所沢市のように育児休暇を

取ったら、上の子は退園というのは正しいと思う。武蔵村山は自営

業の不正入園者に甘すぎで、通報しても逆にかばうような傾向で

ある。パートをしていて入れない人が身近にいるが疑問である。自

営業の入れた者が「雨が降ったらあずけない」とか、毎日買い物や

犬の散歩をしているのを見かけ、矛盾を感じる。市は待機児童対

策なんて本気で考えていない。 

45～49歳 男性 本町 

・保育施設の増加と働く人の確保。・賃金の引き上げによる教育意

欲の向上 

45～49歳 男性 残堀 

女性が社会（会社）で働くようになり、子供をみる所が社会全体に

不足している。（以前は結婚退職で子供は母親が面倒をみる）（保

育園が少ない、相談等の施設の不足）このままだと女性は子供を

産みたくても産めない状況。少子化していくと日本全体がつぶれて

しまいます。（税金と収入がなく、年金等もなくなってしまう） 

45～49歳 男性 学園 

保育園に入れないのだからどうしようもない。一方で自営業の不

正入園者が野放しになっている。所沢のようにちゃんと対策をとっ

ている市もあるのに、待機児童がいるのに働いていない者の子を

入れて、何度も通報しても逆に不正をかばい、味方するようなこと

を言われ、大変不快です。下の子を入園申込みもせずに自分で育

て、ゆったりのんびりと家事をして「書類上はちゃんと働いでいるこ

とになってるから、市役所には何も言われないはず」という証拠も

つきつけたのに、目の前でゆったり遊ばれている姿を毎日見るの

はものすごくストレスです。 

45～49歳 女性 本町 

保育園の待機があるから子供を生むのも減っているのだと思う。 45～49歳 女性 残堀 

 

 

■費用面の問題 

回答 年齢層 性別 居住地 

義務を作る。三人子供にはお祝い金とか。 20～24歳 男性 学園 

子供がほしいけど、お金などの問題や保育園の問題があり、作れ

ないという人が多いと思うので、そこを支援できれば少しは少子化

も軽減できるのでないでしょうか。 

20～24歳 女性 三ツ藤 

理想はお年寄りにも経済的に弱い若者にも、充実した国や市から

の補助金・助成金が配られることですが、正直、今の国の政策や

景気などを鑑みると何とも言えないです。仮に武蔵村山市が少子

化を防ぐために何か意見をと言われたら、出産費用の助成金・小

児科の診療費用軽減・保育園の充実・低所得世帯への援助だど

が充実しているといいんじゃないかと思います。 

25～29歳 男性 学園 

金銭面と、自分の事で精一杯の人が多いから。だから不安で子供

も産めないのではないか。 

25～29歳 女性 三ツ木 

非正規雇用の増大・ブラック企業の暗躍等、所得の低下が進み、

生活困窮な風土が増えて結婚できる状態とは思えない。ましてや

出産などはムリです。社会基盤をしっかり作り健康で文化的な生

活ができる国家にしなければ日本は無くなる。 

30～34歳 男性 学園 
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回答 年齢層 性別 居住地 

お金に対しての不安があって子供どころか、自分たちが生活する

ので必死だと思います。余裕がない様にみえます。金がないとよ

わいです。何事に対してもダメですよね。金がないと幸せにはなれ

ないと思います。ある程度お金がないと結婚できる状態ではないと

思います。社会がもっと考えるべきです。平和になるのもみな平等

的に幸せになってほしいですね。子供をつくる余裕もなくなります

よ。国がもうちょっと考えてもらわないと税金ばかりとっても、みん

なが幸せになりません。 

30～34歳 男性 緑が丘 

産める環境や経済的な事が許されるのあれば、産みたい人はたく

さんいるのではないでしょうか。友だちももう１人欲しいけど・・・。と

いう方はいっぱいいます。 

30～34歳 女性 中藤 

・保育料が高いと少子化につながる。・手当はあるが足りない。と

いうか、教育費が高い。・どこかの地域のように2人目以降は、10

万など手当を増やせば産んでくれる家庭も増える。 

30～34歳 女性 神明 

子供を育てるのに色々とお金がかかります。義務教育の間だけで

も、国が色々と支援してくれていたら、子供を産んでからでも、お金

で悩むことはないと思います。※給食費・教材費・中学校の征服、

学校でそろえる服（体育着・ジャージなど） 

30～34歳 女性 中央 

少子化と言っている割には、法的な整備がまだまだだと思う。児童

手当の使い方など、もう少し考えてほしいと思う。たとえば、小・中

学の給食費を無料にするとか・・・埼玉県の北本市でやっている、

おむつ無料とかの制度があると助かる。子育てがまだまだ大変な

環境が多いと思うので、世界のまねを出来る事はしていっていいと

思う。 

30～34歳 女性 三ツ木 

１人目の妊娠～出産・育児を通して感じたことは、とにかくお金が

かかることです。若い世代で住む場所等生活にかかる。お金を月

のお給料でやりくりするのは厳しく、結局共働きでなんとかしようと

思うと、出産年齢が遅くなることにもつながっていきます。また、同

居家庭が少なく地方から出てきて産後、孤独なお母さんもたくさん

いると思います。自分も母になってはじめて知ったことが多いの

で、もっと分かり易くさらに安心して子供を増やせる環境が全国的

に広がるといいと思います。 

30～34歳 女性 三ツ木 

子育てしながら仕事をしても、保育園や医療（予防）その他、お金

がかかり、パートで働いても全て育児金にあてられてしまうので、

とても子供を産める余裕にない。 

30～34歳 女性 中原 

なんだかんだで、お金とられすぎる。病院・学校・保育園・・・もう少

し出費を少なくしてくれれば、子供はいっぱいほしいのに。 

30～34歳 女性 残堀 

出産費用が高すぎる。 30～34歳 女性 三ツ藤 

子供できてもお金がかかりすぎ、生活できないお給料が減少のわ

りに、税金などひかれるお金が多い。子どもの習い事など負担が

多い。（不審者も多く子供1人で公園で遊ばせないので、習い事を

多くさせる家庭が多い）今の環境なら子供1人で十分だと思う！！ 

30～34歳 女性 三ツ藤 

もっと所得が増えたら・・・と思います。 30～34歳 女性 大南 

お金がなければ子育てできません。皆、所得が伸びないのだから

仕方がないと思います。 

30～34歳 女性 大南 
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回答 年齢層 性別 居住地 

離婚を経験している為、教育費も払っているので、昼夜仕事してど

うにか払っているのが現状です。離婚は自分がしたので悪いとは

思いますが、離婚を1回でもして養育費なんか払って次の家庭な

んか持ったら、正直生活なんてできません。今、嫁が妊娠中です

が、普段の生活もままならないのですが、子供を授かったので頑

張って産む予定ですが、正直嫁が働けなくなったら波のある仕事

なので、食べていけません。でも嫁も体調不良で仕事中お腹が痛

くなり出血したりして、仕事も続けられないと言ってきてますが、生

活を考えると辞めて良いよ・・・とは言えないのが現状です。滞納し

たのをどうにか子供手当等で支払、子供が生まれても保育園に入

れるかどうかとか、入ってもまた高い保育料の支払いもくるしと悩

む毎日です。少子化とかで国、市町村も大変だとは思いますが、

子供産んでも大変なことばかりなので、少子化等で考えているなら

子供産んでも2年位は仕事できないし、何かを免除・控除するとか

生活費の負担等見なければ先はないと思います。ちなみに妻は

仕事中に出血し、7月～仕事に行けなくなり、さらに生活が苦しくな

りました。 

35～39歳 男性 中原 

お金がかかる。 35～39歳 男性 大南 

子供が多くなると子育てにかかるお金が倍になる。お金が理由で

少子化を招いていると考える。 

35～39歳 男性 大南 

年々世帯収入が減り、子供が小さいとき（乳児）では大半を保育料

の支払いに充ててました。全体的に保育料を下げてほしいと思い

ました。第二子・三子減免も他市に比べると軽減率は低いように思

います。また同時期に通園していないと適用されませんが、今後

は拡充してほしい。仕事しながらだと思うように近い年齢で子供を

持つのも難しく、どうしても年の差は生じてしまいます。上の子が

卒園して下の子が保育園に入所となることを考えると、保育料が

重くのしかかります。ワークライフバランスという言葉はあります

が、大企業では多少浸透しているでしょうが、中小企業では通用し

ません。仕事が忙しく子育てに積極的にかかわることができませ

ん。そんな中で2人目を持つことにゆとりが持てずにいるのが現状

です。国全体で施策（実効性のある）にもっと全力で取り組まない

と改善されないと思います。 

35～39歳 男性 大南 

日本の政治が大きく変わらなければ何も変わらない今の大半の政

治家は本人が死んだあとのことは何も考えてない。根本的に所得

の向上と物価が下がれば子供は増えると思う。 

35～39歳 男性 大南 

やはり国や市等から子育て支援が今以上に良くなればいいと思い

ます。家庭の収支のバランスがとれなくて自分達だけの生活でい

っぱいいっぱいです。都市民税の事も考えてほしい。高いと思いま

す。 

35～39歳 女性 中藤 

今回3人目の出産を控えていますが、何よりも出産費用が高すぎ

ること。帝王切開での負担が大きすぎて、これはさすがにもう1

人・・・と考える人は減ると思います。あと自治体からの出産祝い

金などのサポートがあれば嬉しいと思います。 

35～39歳 女性 中央 
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回答 年齢層 性別 居住地 

年金・保険料・住民税など高い為、子供を育てていく事に不安があ

る。（作る事）自分達の生活でいっぱいいっぱい。 

35～39歳 女性 三ツ木 

教育費の負担がかさみ、子育ての大変さを実感しています。保育

園だけでなく、もっと公園や子どもにとってすみやすい環境があれ

ば、育児も楽になると思います！ 

35～39歳 女性 三ツ木 

結婚しなければ人口が増加しません。しかし収入が安定しなけれ

ば結婚もできません。それには働き方が同じならば正社員と同じ

賃金を得る必要があります。働き方をもう一度変更する必要があ

ります。 

35～39歳 女性 中原 

結局、幼稚園の無償化も実現されず、手あてなども、少しずつ増

えてきてはいるが、所得制限があり、満足いく額の支給がされてい

ない。収入は、親の年齢が上がれば、上がるもので、でも、親の年

齢が上がれば、働ける年数も少なくなるので、子供の将来にむけ

て、たくわえておかなければいけないものも増えるのに、所得によ

り、支給額がちがうことにとても不満を感じています。 

35～39歳 女性 伊奈平 

立川、武蔵村山は、少子化とは思いませんが。（子供の数は多い

と思います）子育てには、お金がどうしてもかかるので、補助金や

負担軽減など、をもっとしてほしいと思います。また、市役所の子

育て支援課の方々がもう少し、今の子育て中のお母さんの気持ち

が分かるようになってくれると助かります。（前に、あまり対応がよ

くなかったので。） 

35～39歳 女性 伊奈平 

出産費用の負担や子育ての負担軽減。また保育園の待機児童0

等。国や市の体制が整えば出産しやすくなるのではないか。子育

てしやすい環境が整い、経済的負担が少なければもう1人子供を

産みたいとも思う。 

35～39歳 女性 伊奈平 

子どもにかかる費用の軽減。保育施設の増加。 35～39歳 女性 大南 

子供1人を育てるために必要な費用が高過ぎる。経済的な理由で

「子供をもう1人」とならない。 

40～44歳 男性 神明 

子育てにはお金がかかりすぎる。少子化にすることで塾などの負

担額を少なくしているのでは・・・実際私達家族も2人の子供でもき

ついので、親も歳をとっているので医療費などもかかる。入るもの

はさほど変わらないが、出るものは増えるばかりなど、知り合いも

同じことを言っていますので・・・ 

40～44歳 男性 神明 

給与等が増やしたとしても税金がその分高くなり、給与増になった

としても自身には残らず、今の生活でいっぱいになってしまう。給

与増にて子育て世帯が次の子供が欲しくても、保育園等の施設が

無いため、母親は働けず家計は良くならない。働けたところで所得

が上がった分、税金は一律同じにかけられる。手元には残らな

い。児童手当を支給するのであれば、保育料等は無料にした方が

良いのではないかと思う。子供のために働いて増額した給料も、

恩恵も受けず税金等に持ってかれてしまう。働く者や子育て世代

にこそ優遇出来る世の中を作っていただきたい。 

40～44歳 男性 中央 

派遣社員を減らして正社員を増やし、将来性の安定性を求める。 40～44歳 男性 中央 
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回答 年齢層 性別 居住地 

大半の人が金銭的な理由で子供を諦めたり、子供1人だけになっ

てしまうんじゃないでしょうか。子どもを安心して産める様にすると

か、子供が欲しくてもなかなかできなくて、不妊治療している夫婦

に負担額を減らしてあげたりした方がいいのでは。国を頼るので

はなく、その市や町などで考えた方がいいかと思います。街に魅

力があって住んでいる人も元気だったら、だんだんと人が増えるの

ではないでしょうか。 

40～44歳 男性 三ツ木 

個人所得額が上昇しない現状、少子化・人口減少は避けれないと

いうか当然。何もかも日本政府の50年後の人口問題、経済状況

等の読み違い、見込み違いによるもので国民に非はない。もう日

本、地球の寿命なのでは？ 

40～44歳 男性 中原 

子供が4人いますがそれぞれに色々な費用がかかりすぎです。

（学費等…）それが大きな問題の1つだと思う。 

40～44歳 男性 中原 

子供の教育費・医療費を中学校まで無料にするなど、また出産費

を無料にし、3人以上子供のいる世帯には、毎月補助を出すなど

資金面での援助が必要だと思う。武蔵村山としても子供を育てや

すい市にすること（上記の案など）により、子育て世帯が集まり、そ

の親が同居又は近居するなど、人口が増えれば税収アップにつな

がり、子供だけでなく老人にも還元できるようになり、全体的に良く

なるのでは・・・。 

40～44歳 男性 残堀 

今更ですが、もっと早くに子供を作ればよかったと後悔していま

す。高齢出産の大変さなど知識がなく、軽く考え仕事というか生活

に追われ子作りがおそくなってしまいました。経済的に苦しい若い

時に子供を作るのをちゅうちょしてしまった事を今では後悔してい

ます。 

40～44歳 男性 伊奈平 

上の子供が小学校4年生以上になってしまうと、下の子、幼稚園補

助金が一人子あつかいになるのはおかしい。4年生以上だからと

言って、かかるお金が減るわけでもなく、高校生ぐらいまではふえ

るだけ。 

40～44歳 男性 伊奈平 

所得向上が根底 40～44歳 男性 三ツ藤 

国の政策の問題だが、次のいずれかが実現されない限り、問題の

改善はないでしょう。（ａ）正社員職が将来にわたり約束されてい

る。→家計が学校の費用を負担。（ｂ）学校費用（小学校～高校・

大学）を公費で負担。イスラエル等はやっている。競争社会で年配

者の職がなくなっても当然の状態となっているのだから、学校費用

の公費での負担がない場合、子供を作ることはリスクとなってしま

う。子供のいない人も将来受益者となるのだから、実施しても不公

平ではない。将来に対する不安の解消が少子化問題の解決のカ

ギとなる。非正規雇用者に娘を嫁には絶対にやらない。 

40～44歳 男性 学園 

今は、はたらきざかりの人の、ふたんがおおくたいへんです。もう

すこし、なんとかなりませんか？おとしよりの人の方がお金を、もっ

ているのに若い人がいっぱいはらう、システムはぜったいにおかし

い！と思います。 

40～44歳 男性 大南 



 

36 

回答 年齢層 性別 居住地 

少子化や人口減少を懸念するあまり、子育て支援に力を入れ過ぎ

て私達のように子供がいない家庭には、いろいろな負担が廻って

きているように思えます。財政が赤字なのでしょうがありません

が、もう少しバランスのとれた方法はないでしょうか？あまりに税

金などの負担が高く、これから出産を考える家庭やほしい（不妊治

療など）と思ってもできない人たちもそれなりに、お金がかかること

を理解していただきたいです。 

40～44歳 男性 大南 

子育てにかかる経済的不担が減ったら、産みやすいですね。 40～44歳 女性 中藤 

子ども（学費など）にお金がかかる。高齢者（働けなくなった時）年

金だけで生活を楽しく元気にやっていけるか不安。 

40～44歳 女性 中央 

私もそうですが、結婚しない・できないetc、結婚・出産の高齢化し

ていることや、経済的に難しいのでしょうか。共働きでなくては生活

が厳しいという話や、経済的に2人目は断念という話はたまに聞き

ます。欲しくても出来ない方も周りに多くいます。環境問題やストレ

ス・若い人々の恋愛離れ・無関心も気になります。コンビニetcのお

弁当ばかり食べるetcも色々影響があると聞いたこともあります。

そうであれば食育も重要であり、少子化はあらゆることに関係があ

ると考えられ、根本的な改善が必要なのかもしれません。 

40～44歳 女性 本町 

収入は変わらないのに税金があがったり、負担がおおきいから。

保育園に入れないと仕事に就けないなどの事から、子供が欲しく

ても産めない人がいるんだと思います。 

40～44歳 女性 三ツ木 

子育てにお金がかかる。中学校までしか支援がない。本当に子供

にお金がかかるのは中学卒業してから。何処かの国みたいに、大

学まで国が支援してくれると少し考えるんじゃないですか？年寄り

にお金が廻りすぎ。 

40～44歳 女性 中原 

◦高校や大学にかかるお金が高過ぎる。ちょうど40才ぐらいで税金

が上がる時期と子供の受験・入学時期が重なってしまうと、ものす

ごく大変です。未就学児の手厚い保育も大切ですが、子供が16才

からの手当とかもあるとよい。 

40～44歳 女性 残堀 

世帯収入600万位ですが、子供が、2～3人となると大学まで出す

のはとてもきびしい。子供に過大な奨学金を負わせれば、返済も

大変になりその子はまた子供をたくさん産まないようになってしま

うと思う。子育てが終れば、親の介護などでフルタイムにて主婦が

働くのはむずかしくなり、自身の老後を思うとこわい…いろいろなこ

とに不安が多くあるので、お金を備えておきたい。そのために本当

は2～3人子供がほしいが、きちんと育て上げるために1人にしてお

こう（もしくは産まない）と思う人が多いのではと思います。（我が家

はそうです） 

40～44歳 女性 残堀 

少子化だ人口減少だ、騒ぐ問題ではないと・・・。昔のように8～10

人兄弟で貧困の中、10代で働きに出された時代と今の時代をどう

考えているのか？結婚したくない人もいる。欲しくても授からない

（子）人もいる。政府がどうにか出来る話でない。子供の人数での

所得制限など、どうかと思う！医療費など どんな家族構成でも住

みやすい市であってほしい。 

40～44歳 女性 三ツ藤 
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回答 年齢層 性別 居住地 

税があがったり物価が上がっているのに、給料があがらなかった

り、子供が増えても養うのは難しいと思う。また、仕事と育児の両

立はかなり大変である。イジメなどの心配も多く、私たちの時代の

学校の先生たちの親身な対応と違い、普通の生活からあぶれて

いる子は、そのままにしている現実も問題である。身近な人を尊敬

したり信頼関係が持てない環境の中で、少子化や人口減少はあ

たりまえです。 

40～44歳 女性 榎 

子育てにお金がかかる 40～44歳 女性 学園 

行政は金持ちの高齢者の方を向いている。子供の教育費を低減

しなければ、日本の将来を担う人材が育たない。 

40～44歳 女性 学園 

・出産するにも、子育てするにもお金はかかるので、子どもをもっと

産みたいと思ってはいても現実そうすることはできない人もいると

思う。妊娠中にかかる医療費が高いのも問題なのでは。・仕事を

続けたいと思っても産休をとりづらい職場の環境や、仕事復帰した

際の職場の雰囲気等が良くないのもあると思う。 

40～44歳 女性 大南 

・子どもが欲しくてもできない人にもう少し手をさしのべて欲しい。

お金のある人しか不妊治療はできない。・子どもが楽しく遊べるイ

ベントがたくさんあるとうれしい。・近くに両親とかがいないと、子供

を見てくれる人がいないので仕事を探す時に苦労する。子供を見

てくれるサポートさんなどがあるけれど、毎日たのむとお金がすご

くかかるので、結局子供を産めない、の悪循環な気がする。また低

所得者は子供にお金がかかるので、沢山欲しくても結局産めな

い・・・。 

40～44歳 女性 大南 

子供を育てるにはお金がかかるため、結婚が遅く出産も高齢とな

ってしまうため、二人目・三人目をあきらめている方も多いのでは

ないかと思います。産んだあとも核家族化のため、仕事を辞めな

いといけない状況になったり、子供がいると仕事に就けなかった

り、難しい問題はたくさんあるように思います。結婚したい相手が

いて子供が欲しいという気持ちになる条件の人が増えること。教育

での不安が解消できることで増える？高齢出産は子育てと親の介

護が重なるのではと不安な気持ちもあります。 

40～44歳 女性 大南 

小さな子を持つ母親は公園がわりに遊べる所がもっとあればと思

っている。児童手当月1万、5千円では子供のオムツを買って服買

って終わり。貯蓄にまわせない人も多いのでは。国が応援してくれ

ない限り少子化や子供の貧困もなくならないだろう・・・。 

40～44歳 女性 大南 

*医療費を補助する。*3人目では2人目からもう少し金額面での補

助もしくは現物補助等すべき。*保育環境が悪い。核家族が多い

ので子供を預ける環境としては、あまり良い状況ではないと思う。*

教育環境整備として公立高校等を多くする。 

40～44歳 女性 大南 
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回答 年齢層 性別 居住地 

経済的な理由もあるのではと思います。たとえばアメリカの様に生

活に必要な食品は無税だったり、車検がなかったり低所得層を保

護する目的かもしれませんが、これにより生活の余裕が上がり、

子供達を産み育てる余裕度も出てくるのではと思います。もちろん

贅沢品（アイスクリーム・ケーキなど）には、高い税金がかかりま

す。また老後に貯金がなくても安心して生活できる基盤があれば、

貯蓄する必要もなく、経済効果が上がり若い人たちも所得が増え

て、同様に子供を育てる余裕につながると思います。 

45～49歳 男性 中藤 

・物価が高い割に仕事では給与水準が上がらない会社が多く、少

子化はとうぜんと考えます。 ・税収を考え、子供2名以上の家庭

には補助を手厚くするべき。 

45～49歳 男性 岸 

・子供に費用がかかる。・結婚しない。（独身が多い）・正社員で就

職できない為。 

45～49歳 男性 中原 

多様性・女性の社会進出が進めば、少子化は必然である。これを

改善するには増税での社会補償の充実しかないのでは？（保・

小・中・高の学費無料など） 

45～49歳 男性 大南 

働いても給料は下がるし、子育てに対するサポートが少なすぎ。 45～49歳 男性 大南 

子供の学校・医療費を高校生までは無料にする。 45～49歳 男性 大南 

若者の収入が少ないのが一番の原因だと思います。 45～49歳 女性 中央 

子育てに、お金が、かかりすぎる。うちは、母子家庭ですが、18才

になると、医療費が3割不担になるのは、つらい。それに加えて、

手当がなくなるのも、よくわからない。高校卒業したら、みんな、働

くわけではないのに、国民健康保険や年金を、払う制度も、よくわ

からない。子供が、大きくなるにつれ、お金が、かかるのに、負担

が多すぎる。もっと、母子家庭や、低所得者のことを、考えてもらい

たい。病院代が、かかるので、病院にも、つれていけない。車がな

いと、行動できない。少子化になるのは、しょうがない。世の中の

せい。 

45～49歳 女性 岸 

勉強をする気があり、ある程度のレベルを超えるようなら無料で大

学へ行ける体制があるといいと思います。将来への不安や教育費

の負担減があれば、子供を産む人は増えると思います。集団的自

衛権が通ってしまったら、誰が自分の子供を戦地へ行かせたいと

思うでしょうか。さらに出生率が減るのではないでしょうか。戦費に

税金をかけるなら、はらいたくありません。その分の費用を医療・

福祉・教育、全国民が最低限の生活ができる国を作って下さい。 

45～49歳 女性 中原 

とくかく教育費が高額すぎる。現在、2人の子供を私立大学へ通学

させているが、何のために、働いているかわからなくなるほどきつ

い。といいながらも、大学を出ないと、就職がなかなかできない。

子供を大学へいかせるのが、とにかくきつい。 

45～49歳 女性 残堀 

出産費用も年々高く教育にもお金がかかるので少子化になるので

はないでしょうか？ 

45～49歳 女性 伊奈平 

現在は子どもが中学生までは子育てに対して補助がありますが、

最終的に大学まで通わせるとなると、費用などの負担が多くなる

事を考えると、子供は2人ぐらいまでと考えて2人にしました。少子

化は経済的な不安がなければ、とまるのではないかと思います。 

45～49歳 女性 伊奈平 
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回答 年齢層 性別 居住地 

孫が生まれましたが産科でかかる出産費用がだいぶ高くなってい

る事が大変おどろきました。自分達が子供を出産した時は、今より

もう少し安く出産費用をおさえられたと思いますが…多少産科によ

って違いがありましたが、こんなにかかるのでは、2人目、3人目な

んて考えられないと思いました。若い世帯では収入も少ないですし

… 

45～49歳 女性 三ツ藤 

全体的に見ればそのような実態があるのかもしれませんが、意外

と私のまわりでは兄弟の多い子も多いし、あまり感じません。子育

てに関わる経済的援助はうれしい朗報になると思います。 

45～49歳 女性 三ツ藤 

子供一人生まれる事によって、実際現実的なお金がかかりすぎる

為、おいそれとは作れないと思う。 

45～49歳 女性 学園 

正社員を増やさないとムリ。 45～49歳 女性 大南 

 

 

■仕事との両立 

回答 年齢層 性別 居住地 

女性もキャリアウーマンが増え、家庭との両立をする・できる環境

がまだ整っていないと思う。給料もそんなに変わらない中で、出

産・子育てをするのは負担がとても大きいので、働きながらでもた

くさん子供を産めるような安定した収入、暮らしができる環境が増

えればいいと思う。 

20～24歳 女性 中藤 

・仕事をしていると妊婦、出産によって仕事を休まなければなら

ず、会社が女性に対して理解がないと休んだことによって復帰した

時に、地位を下げられたりするのではないかと不安が強いと思

う。・育児は1人では無理。しかし実際は夫は仕事で手伝えず、近く

に両親もいなければ母と子の2人っきりでの生活で、母は精神的、

肉体的につらい。育児をきついと感じられれば、1人で充分と感じ

てしまうことが考えられる。このように仕事をしている女性の出産、

育児への会社の理解。子育てしている人への地域のサポートがな

いことが、少子化問題につながっていると思う。 

20～24歳 女性 中原 

子供を産みたくても産めないのには、やはり職場の環境や金銭面

また保育園・幼稚園などの施設の充実などがしっかりと整っていな

いことが影響していると考えています。現代では多くの家庭が共働

きをしているため、女性が長期にわたって会社を休んだりすること

が難しくなっている現状があると思います。また再び会社への復

帰が確実に出来るのかどうかというのも女性にとっての不安要素

だと思います。育児休暇をとってもその後復帰が必ず出来るような

サポートや養育費のサービスなど、育児に対する様々なサポート

が充実すれば、今よりもっと子供を産み育てやすい環境になると

思います。 

20～24歳 女性 伊奈平 
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回答 年齢層 性別 居住地 

女性が働きに出るのが当たり前になっているので、これは当然だ

と思います。育児と仕事の両立はとても大変だと思います。保育

費がもっと安くなったり待機児童を減らしたりと、子供がいても働く

ことが負担にならない方法を考えてください。男性（父）の育児に対

しての免除はあまり効果がないと思います。結局は育児のメイン

は女性ですから。 

20～24歳 女性 緑が丘 

・子ども産んでも安心した環境・安定した収入がないので、子ども

を作ろうと思えない。・保育所等も少ない、女性は妊娠すると退職

や求職・減給などマイナスなところが目立つため、共働きの家庭が

増加している社会に合っていない。・もっと子どもを作りやすい日

本にすべきと思う！！ 

25～29歳 女性 本町 

ニュースなどを見ていても、子育てしにくい社会だなぁと思います。

金銭的な苦労もありますが、働く女性が多いなかで職場の理解が

得られなかったりすると、子供を作ろうともなかなか思えないので、

マタハラなどという言葉があるうちは、少子化などの問題はなくな

らないのではないかと。せっかく子供を授かっても、保育園に入れ

ず待機児童になってしまう職場復帰が思うようにいかないので、生

活費などを考えた結果二人目・三人目を育てていくのは難しいと

いう判断になって、結局は少子化につながってしまうのだと思いま

す。 

25～29歳 女性 中原 

働きたくても預け先がない。 25～29歳 女性 残堀 

・働く母親が増えている中、サポートする制度がきちんと機能して

いないと感じる。・保育園に入園できるか不安を抱えたまま、産休・

育休を取得するのは、あまりよい環境とは言えない気がする。・子

供を産んでも仕事を続けられるよう確約があれば、子供を産みや

すい環境になると思う。・金銭面では「子供手当」などのサポートが

必要であり、今後もなくならないことを強く望みます。 

30～34歳 男性 榎 

女性の社会進出を国は望んでいますが、子どもを産んで育てて、

家事もこなし、仕事もして、一体、いつ休む時間があるのでしょう実

家に頼れる家庭ばかりではありません。預ける為には、相応のお

金がかかります。物価は高騰し、実質賃金は下がっています。自

分達が生活するので精一杯なので、子どもを産まないという選択

があっても不思議ではないと思います。 

30～34歳 女性 神明 

仕事をしながら子育てをするには様々な協力や支援が必要なの

に、こちら側が求めるものと現実とは差が大きすぎる。少子化と言

うのならもっと国や市をあげて、子供を産み育てやすい環境を作る

べきだと思う。出産するまでも健診費等出費がかなりかかり、出産

後働きに出たくでも、保育園にすぐに入れるわけでもなく、やっと入

れたなら次の子を産まず、働き続ける方を選択してしまう人もいる

と思う。パートだと育休も取れない為、望んでも子供を設けること

が出来なかったり、職場の条件も大切だと思う。 

30～34歳 女性 残堀 

保育園にスムーズに入れて短時間のパートがたくさんあると良

い。ただ、子供のいない人等、一緒に働く人には平等ではないの

で、パートの賃金は少なくてもよい。 

30～34歳 女性 三ツ藤 
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私は昼までパートに出ていますが、子供(小学生）の夏休みに学童

の入所の許可がおりず、仕事を辞めなくてはいけないかもしれま

せん。子供を育てる為にも働かなくてはならないのに長期休みの

たびに働けなくなってしまいます。とてももう1人なんて無理です。

そんな心配がなく仕事が出来るようにしてもらいたいです。そうす

れば少子化も少しは良くなるのでは？ 

30～34歳 女性 学園 

自身の勤務先を見ている限りでは、子育てをしながら正社員業務

をこなすことはとても難しいことと感じます。人手不足、充分に人員

を確保してくれない。ゆえに現状を思うと、結婚・出産で現場をぬ

けるゆとりもないという悪循環・・・。充分に人材を確保できない組

織は業務内容を見直すべきと思うのですが、誰もそれを言い出せ

ない社会であるような気がします。 

30～34歳 女性 大南 

女性は出産をして子育てをして、ある程度落ち着いて仕事をした

いと思った時には、仕事が無いというのが現状だと思います。もっ

ともっと働きたいお母さんのために、国も社会も理解してほしいで

す。扶養家族内での働く金額の枠が狭すぎます。もう少し枠を広

げてほしいです。 

35～39歳 女性 中央 

働きたい女性が沢山いる中、出産で仕事を休む（一度退職）と「上

の子を自宅でみて下さい」と言われた。実際4月より改めて入園希

望しても空きがなく入れない。共働きで生活している家庭も多い

中、パートなどでも一度せめて次が見つかるまでの産休・育休を

作ってくれないと、次の子・・・とは考えられないのではないでしょう

か・・。今日私は職場で産休にしていただけましたが、（パートです

が）子供が小さいと正社員で働くのはなかなか難しいと思います。

実際子育てにはお金がかかるので、理解が欲しいと思った出来事

でした。 

35～39歳 女性 本町 

女性が子育てしながら働ける職場と、家の収入が上がり、町が

色々なサポートが充実していれば、増えるのではないかと思って

います。 

35～39歳 女性 本町 

優秀な女性ほど仕事に期待され、出産ができない。また仕事が忙

しくて妊娠されたら困るといった職場環境があり、少子化に繋がっ

ていると思います。 

35～39歳 女性 三ツ木 

大半の家庭は共働きをしながら子育てをしていると思うが、企業側

の待遇が良くない時があり、全体的に子育て推進している様に見

えない。 

40～44歳 男性 岸 

非正規で働く人が増大し、将来を考えることができない人が増えて

いる以上、家庭をもつ人が少なくなるのは当然だと思う。住宅・雇

用政策について将来に安心して希望のもてるようにしてほしい。も

う少し住居費が安くなり、安定した収入を得られて、ワークライフバ

ランスのとれた仕事ができるようになるといいと思う。今のままで

は人口減少は止まらない。人口少社会にあわせた、成長を追い求

めるだけでない政策のあり方が必要だと思う。 

40～44歳 女性 大南 

仕事をしていると、子供が病気になった時、休まなければならない

のが困ります。休むことが仕事場での理解をえられにくいからで

す。そういう状況だと、2人目、3人目など無理だと感じます。 

40～44歳 女性 大南 
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まずはお金がかかる事です。（教育費他）又、子供を預けて働くに

もあずかってくれる所がない。熱や病気の時、お迎えに行ったり仕

事を休んだり、だんだん仕事場のみなさんに迷惑がかかり、働き

づらくなる。ご主人の収入だけでは大変なので、特に若い夫妻は

今、共働きが増え、子供を預けたくてもたいき待ちで働けない。子

供が病気の時も自分は休めないので、親に仕事を休んでもらって

いる人もいます。少子化と言われ、もっと子供を産んでほしいとい

う割には女性が子供を産んでも働ける環境を作らないといけない

と思います。私はもう2人成人しましたが、主人の協力もほとんどな

く、親もいなく転勤を繰り返し、大変な思いをして来ました。この

先、自分の子供達が結婚して家庭を持った時、少なくとも今よりは

よくなってもらいたいと思います。 

45～49歳 女性 本町 

晩婚のため、子育ての負担が大きくなり、たくさん産むということに

ならないと思う。（仕事上の立場での負担。体力・長期的な費用の

負担等） 

45～49歳 女性 学園 

会社での男性の育児休暇を取りやすいようにすれば、かなり状況

は変わると思う。（介護休暇も同じ）ひとりが取得すればそのあと

の人も取りやすいと思う。奥さんも一緒に子育てをしてくれたら嬉し

いに決まっている。仕事から離れてみるのもいいのではないか？

会社側の柔軟な対応が大切なのでは・・・。海外の少子化対策で

参考になることやまねできそうなことは、国や会社などで実行して

ほしい。※介護の為に仕事を辞めざるを得ないのもおかしい。そ

れらのアンケートもあったら答えたいです。（関係ないこと書いてす

みません） 

45～49歳 女性 緑が丘 

 

 

■制度・子育て環境・社会の支援 

回答 年齢層 性別 居住地 

少子化や人口減少により、多くの人が住む場所を選びはじめると

思います。なので、市や区の間で、人口の競争が激しくなると思わ

れます。なので、一つの武器をつくると良いと思います。 

20～24歳 男性 伊奈平 

妊娠に対する周囲の意識が変わらないかぎり、少子化はどんどん

すすんでいくと思います。 

20～24歳 女性 本町 

育児休暇の制度はどの企業も取り入れてはいるけど、実際に利

用されているかといわれれば、そうとも言えない。ニュースではマ

タハラの話題を取り上げていたが、会社の上司の出産・妊娠に対

しての理解の乏しさなども考えられる。親の養育者としての能力不

足。周りのサポートがなく抱え込む、相談先がわからない。子育て

広場にも行きづらい親も中にはいると思う。（他の子と自分の子を

比べちゃうとか） 

20～24歳 女性 岸 
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回答 年齢層 性別 居住地 

村山は子どもの人口が多い方で、素晴らしいと思う。一方で、学力

が都内でもズバ抜けてずっと低いので、もっと子どもを市で育てる

意欲を見せてほしい。小中学校の先生には優秀な人に来てもら

う、など。（特に自分が中学生のとき、質の悪い先生ばかりだと感

じたので、子どもにはそういった思いをしてほしくない）遊ぶ場（公

園など）は充実していると思うので、学業面でも良くなれば、更に

若い人口が流入し、市が活性化すると思う。 

20～24歳 不明 残堀 

◦介護よりも子育て支援が重要。先細りだけは食い止めなければな

らない。◦子どもを育てやすい、かつ経済的負担を軽減する政策が

重要。◦国全体・国民全員が危機感を持つ必要がある。子供は宝・

財産。 

25～29歳 男性 榎 

全国的にそうだが、行政のやり方によっては子育て世帯を取り込

んで、増加させている自治体もある。町に魅力があればここに住

みたい、と思うもの。グローバルな視点に立ってみれば、人口は恐

ろしい勢いで増加している。自分が将来手にする福祉のこと（年

金、医療、など）ばかり考えるから少子化、人口減少を懸念するわ

けだが。このようなことは、歴史の大きな流れのひとつにすぎず、

なるようにしかならない。改善（よりよい世界への）には、長い時間

がかかる。その基本が教育にあり、教育への原点が「本を読むこ

と」なのだが、あなたに理解できますか？ 

25～29歳 女性 三ツ藤 

現在子供がいる家庭だけでなく、子供がいない家庭にも子育てを

するうえで、市が行っているサービス等を伝えていく等した方が、

子供を作ろうと思う人が増えるのではないか。 

25～29歳 女性 大南 

30年後日本の人口は減少し超高齢社会になっていると予想されま

す。子供の減少・結婚しない30～40代、ここが大きな問題であると

考えます。しかし結婚しない理由は経済的な理由だけではない様

に思います。我がままな人が増えてきているのだと思います。１人

でも特に問題なく暮らせるから当然です。ここでご近所との交流が

あればどうでしょう？おせっかいな方からは「結婚しなさい」「した

方が良い」紹介もあるかもしれません。家族世帯はもちろん一人

暮らしの人も何かの形で地域コミュニティに参加できる体制が必要

であると思います。気恥ずかしさを感じる事なく男女関係なく個の

時間も大切ですが、現代は個のみを重んじて我がままな人が多す

ぎます。協調性を取り入れバランス良く生活できる、そんな環境作

りを「市」単位でもやっていけば必ず何かしらの変化があるはずで

す。 

30～34歳 男性 大南 

◦子育て世代へのバックアップが全体的に足りてない。 30～34歳 女性 神明 

子供がいないので子育て環境等よくわかりませんが、病児保育や

育休・夜間保育など充実してもらえたらいいと思います。女性が働

ける環境（産後も）を整えてもらえたら、安心できるのではないでし

ょうか。まだ周囲の理解が少ないと感じるので。 

30～34歳 女性 本町 
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回答 年齢層 性別 居住地 

議員が多すぎるし、お金が高い。本当の本当に必要なものだけに

お金を使って欲しい。そしたらお金が回ってきて、子供を育てる気

にもなるかも。婚活できる環境を提供したら良い。そのためにキレ

イな町で輝きがあって活性化されていると良いかな？おじいちゃ

ん・おばあちゃんの町の雰囲気がでている。利便性があり、キレイ

で住みやすい町づくりが必要。 

30～34歳 女性 中原 

保育園うんぬんもありますが、結局、社会に希望を持てないからだ

と思います。武蔵村山が生まれてから死ぬまで、イメージできる素

敵な町になれれば、皆家族と作ります、たぶん。意外と武蔵村山

市内だけで完結したがっている。住民はたくさんいます・・・たぶ

ん。次回からはアンケートは、ｗｅｂ上にして下さい。 

35～39歳 男性 中藤 

昔に比べて生きにくいような気がする。少子化・人口減少すべて生

きにくい世の中がそうさせてるんだと思う。 

35～39歳 男性 本町 

子育ての楽しさ・喜び以上に大変さが先に出てしまう。社会状況を

改善する必要はあると思う。でも、気の持ちようとも思う。ぜいたく

な物を望まなければ日本の子供は十分に幸せだと思うし、恵まれ

ているのでは・・・。子どもがすくすく育ち、人の役に立つ社旗の一

員になっていく・・・それだけでいいという想いが広がればいいです

ね。 

35～39歳 男性 本町 

子供に対する愛情が欠落している時代になっている。子どもは国

の宝だということも忘れつつある。親が子育てを他人に任せず自

分ですることが大切だと思います。自分で出来る事は自分でし、他

人におんぶする所はお願いすることが大切だと思います。物理的

対策より意識改革が重要だと思います。それにはまず主婦業を成

業と認め、それ相応の主婦手当を支給すべきだと思います。年配

者には自力で健康長寿を実現させてもらうよう援助努力をする。 

35～39歳 男性 残堀 

市内では、子供が増えすぎている感があります。ぜひ、環境整備

をお願いします。 

35～39歳 男性 伊奈平 

少子化や人口減少を懸念されているが、マタニティハラスメント

等、多くの問題がある。日本全体として、意識改革しないと、ダメだ

と思う。あと、政府、日本人全体として、危機意識が低い。個別の

問題として扱っても解決しないため、雇用、子育て支援等総合的

に、対処が必要だと思う。これも、スピード感を持って対応しない

と、間に合わない。 

35～39歳 男性 三ツ藤 

・言うまでもなく、子供の人口を現状よりも増やすことは必要で、国

を上げて少子化対策は欠かせない。限られた歳入を少子化に向

けることは必須で、市としては各市区町村が自分の市に子供世帯

を呼びこむ努力も必要。・と考えた時に、武蔵村山市は何をしよう

としているか、伝わってこない。モノレール延伸にどこまで力を掛け

ているか把握していないが、人口の多い市になれば、向こうから

延伸にも乗り気になると思う。教育に力を入れる、公園を増やす、

景観を良くする、などどれか重点を置いて、人を呼び込める特徴あ

る街づくりを目指していくべきと思う。 

35～39歳 男性 学園 
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回答 年齢層 性別 居住地 

働き方や家族のあり方が変化しているので、時代に合わせて柔軟

に施策を変化させる必要があると思う。市の財政を支える意味で

も、若年層だけでなく広く市民全体が就業している社会をめざし

て、結果として税収が上がれば、子育て支援や福祉へまわせる資

力が確保できるかもしれない。 

35～39歳 男性 大南 

小さいうちは誰かが家にいないと子供が泣いてさけんで大変で、

他人に預ける事などできなかった。何かの設備や金の補助があれ

ば解決するのでは、まったくない。それぞれの家で、子供をフォロ

ーする大人がどれだけいるのかの問題。夫婦だけでは限界があ

り、結局妻があきらめて家にいるしかない。祖父母の協力といえ、

子供が嫌がれば押し付けるわけにもいかず、夫婦でのりきり、子

供が留守番できるようになったら、子供を信じて任せるしかないん

だと、産んでみて実感した。 

35～39歳 女性 神明 

自分に子供がいないので、偉そうなことは言えない。病気があって

も子供をもちたい、ほしいと思えるような環境があればよかったと

思う。60才以上の人口がどんどん増えている事の方が気になる。

今の日本が支えていけるのだろうか？ 

35～39歳 女性 三ツ藤 

母親に時間がない。 35～39歳 女性 三ツ藤 

◦子育て支援を充実させること。◦道徳的な教育を向上させ、出生率

を上げる。 

40～44歳 男性 本町 

武蔵村山市だけを見ると、少子化は感じられないが、就職先の数

や、収入と家賃のバランスを見直さなければ、若い人達が結婚

や、子育て、街への定住等は、難しいと思います。武蔵村山市は、

今、住んでいる若い世代や、その子供達が定住すれば、かなり発

展すると思うので、まずは道路等のインフラ、地域の安全、交通の

利便、学力の向上等があれば自然にその地域の人口は増加する

と思います。 

40～44歳 男性 伊奈平 

子供を育てる環境の改善。働く母親への負担を軽減する制度。

（病児保育や保育園等） 

40～44歳 男性 三ツ藤 

流山市などのように、子育てに手厚い施策を行って欲しい。 40～44歳 男性 三ツ藤 

・未婚者が多いことに対する対策が必要 40～44歳 男性 三ツ藤 

・困った時に、市が全く協力してくれなかった。（教育委員会）（して

くれない）・話しは聞いてくれるが、先がなく、けっきょくは親が大変

になる。 

40～44歳 女性 岸 

子育て支援の充実 40～44歳 女性 中原 

武蔵村山市でいえば交通の不便性が1番にあがると思う。職場や

学校などへの利便性は、生活（所得・学力の向上・気持ちのゆと

り）の質をあげる1つの要素だと思う。そこから生まれる地域愛が

少子化、人口減少を減らしてくれると考えます。 

40～44歳 女性 学園 

子育てにかかわる環境が整えば変わるのではないでしょうか 45～49歳 男性 大南 

事実、「私は子供を産みたくない」という女の子は増えている。どう

してか。教育、（学校での）です。家庭教育では生命家族の温かさ

を毎日伝えているから。教育の内容の再検討を。 

45～49歳 女性 中藤 

社会全体が子どもを持つ親に対しての理解や援助が足りず、昔と

比べて人と人のつながりが貧しいように思う。 

45～49歳 女性 中央 
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■不妊治療への補助 

回答 年齢層 性別 居住地 

国から援助を増やして欲しい。不妊治療費の助成ももっと広げた

ら良いと思う。 

25～29歳 男性 学園 

・産みたくても子育てなどの環境で産めない人もいると思います。

産まれてからの不安がなくなるように、保育園などが充実するとい

いと思います。・高度な不妊治療には補助金が出るけど、それ以

外は出ません。悩んでいる人が多くて治療を始めるにも費用がか

かり、踏み出せず時間が過ぎていきあきらめる人もいると思いま

す。もっと高度な治療だけでなく補助金等のサポートがあると、一

歩を踏み出しやすくなると思います。 

30～34歳 女性 榎 

不妊治療費・人工授精などの費用控除などに力を入れてほしい。

身体もつらい上に費用もかさむと、子供をあきらめたくなります。心

からよろしくお願いします。 

35～39歳 女性 残堀 

私も産めるものなら2人でも3人でも産みたい!!けど、こればっかり

は…。不妊で悩んでる人は、すごく多いです。そう言う人達に助成

金や、相談出来る環境があれば…。子供が楽しめる、施設がある

と、人は、増えると思います。イオンがあって助かってます。他に何

か出来ると良いですね。キッザニアとか？ 

35～39歳 女性 榎 

子どもが欲しくてもできない人がいることも考えてほしい。不妊治

療への補助金をふやしてほしい。 

40～44歳 男性 大南 

保育料が高すぎる、子育てにお金がかかりすぎる。不妊の方がた

くさんいるのは本当にわかっているのでしょうか？不妊で悩んでい

る方は想像以上です。そしてすごくお金がかかっています。お金が

かかりすぎ子供をあきらめている方が大勢います少子化と騒いで

いるのに不妊には目を向けていないと思います。身の廻りでもたく

さんいます。その様な方に手を差し伸べれば良いのではと思いま

す。結婚もしない方が多いですが、それだけではないと思います。

国はすべてにおいて表面しか見ていないと思う。 

40～44歳 女性 中央 

子供がほしくても産めない人がたくさんいる。医療や、子育て環境

の充実が必要ではないでしょうか？ 

40～44歳 女性 大南 

 

 

■将来への不安 

回答 年齢層 性別 居住地 

少子化が進んでいるけど、安全や安心が保証されてないから、子

供が生まれてもかわいそうだと思います。子供を殺す親のニュー

スを見ると心が痛い。 

25～29歳 女性 三ツ木 

子供を生みたいと思う気持ちになれるような未来が見えない！子

供を育てるのにはお金がかかるし、社会の目も厳しい。自分の気

持ちに余裕もなく、仕事もストレスが多い。このような状況だと子供

を生みたいと思う人は、おのずと少なくなってくるのでは？ 

25～29歳 女性 学園 

将来的な不安がなくならない限り、歯止めがきかないと思う。 30～34歳 女性 三ツ木 
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回答 年齢層 性別 居住地 

人口減少の大きな原因のひとつである出生率の低下は、単に職

場の理解や経済的な問題からではなく、子供を産んでもその子供

が大人になったときに幸せに生活できる社会であるか、という懸念

からくるものも大きいかと思う。国には個人が明るい未来を描ける

ような施策を打ち出してほしい。 

30～34歳 女性 大南 

国の少子化対策が現実を見ているとは思えない。保険料の増額

や年金支給額の減少、年金支給年齢の引き上げ等、不安要素が

多すぎる。出産・子育てとは総合的に安心の元になされるものだと

思うので、出産・子育てに直接かかわることだけに、力を入れてい

ても親となる側もしくはなった側の不安が大きいと、結局うまくいか

ないと思う。 

35～39歳 男性 伊奈平 

所得により教育格差・将来的に子供には収入格差ができてしまう

ので、子供が欲しくても産みません。所得に上る教育格差をなくし

て、大学（専門）まで無償化してほしいです。 

35～39歳 女性 中藤 

全体感として、高齢化重視の行政だと思います。将来への不安を

感じているのは、子育て世代ではないでしょうか。過剰なサポート

は、限られた財限の中では、街の発展を妨げることにつながりま

す。未来につながる投資をお願いします。 

40～44歳 男性 学園 

前向きに考えにくい世の中だからだと思う。 40～44歳 女性 岸 

人口が減少していることは自分達が歳をとった時に、支えてくれる

人たちがいないという不安と、自分の子供たちに何をのこしていく

かということも先を考えていかないと、とは思う。 

40～44歳 女性 伊奈平 

自分の老後の生活が心配で、子供どころではないのが正直なとこ

ろです。 

45～49歳 男性 三ツ木 

待機児童の事がしきりに言われているが、それはほんの6年ほど

の事で子育てはその後も続くしお金もかかる。そのことの不安が

あって、第2子.第3子が産めないのでは・・・独身の大人が多すぎ

る。 

45～49歳 女性 大南 

格差社会や就労環境等、様々な年齢層が安心出来る社会作り

を、根本から考えないとならないと思う。 

45～49歳 女性 緑が丘 

 

 

■結婚支援 

回答 年齢層 性別 居住地 

・出会いの場をつくる事があれば良い。（市で・・・）企画するなど。・

医療費、病院の待ち時間が長い。 

30～34歳 男性 大南 
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回答 年齢層 性別 居住地 

◦〝人口が少なくなる〟を理由に移民の受け入れは違うと思う。

「子供が大切なのは理解しているが、何でも税金でという主張はど

うかと。◦量よりも質で、少なくなっても1人1人がちゃんとしていれば

いいと思う。他の国と比べて心配するのではなく、少なくなっても国

内でやっていけることを考えればいい。結婚・出産を考えるよりも、

出会いがなさすぎる。本当に少子化を考えるなら、「結婚」の方に

力を入れてほしい。相手もいないのに子供なんて考えられない。

「懸念」ということですらプレッシャーになる。子供を産んでないのを

せめられている気分になる。データをとるのも大切だけど、数字を

みせられると希望をもてない。結婚にあこがれを持てるようなもの

がない。ネガティブなのはやめて、ポジティブな結果がほしい。 

35～39歳 女性 学園 

出産費が高すぎる。保育園の充実。集団のお見合いを企画すれ

ば良いと思う。（街コン・合コン） 

45～49歳 男性 榎 

 

 

■その他 

回答 年齢層 性別 居住地 

ニートを市内で教育して介護士に育て上げればよい。気が弱い優

しいニートがこのまま生活保護者になり、税金で養わないとならな

くなってしまう。二次元の世界で生きていて、リアルが遠いから当

然だと思う。 

20～24歳 男性 中原 

時代の流れだと思う。 20～24歳 男性 大南 

◦モノレールを作るお金があるなら、木を植えたり花を植えたり公園

を充実させたり、華やかな町にしてほしい。◦道の駅のようなものが

ほしい。村山の野菜など朝市など行ってほしい。JAとは別で。もっ

とラフに。 

25～29歳 女性 学園 

子供少ないから公園も少ないんですか？公園なのになぜボール

遊びできないんですか？ゲートボールはしてるのに！！武蔵村山

市、もっといい市になって下さい。宜しくお願い致します。もっともっ

といい町に、住みよい町に… 

30～34歳 女性 三ツ木 

現状では仕方ないと思う。 35～39歳 男性 大南 

・労働者を賃金の安い外国からの人をやとうことが将来増えてくる

のでは、と考えます。外国の人で日本に働きに来る人は優秀な人

も多いと思います。学力で、技術力で負けないように、人口が減っ

てもカバーできる教育（勉強だけではなく、生きることの知恵など

も）が重要になると考えます。・市報などで生き生きとした若い市民

のみなさんの活躍を目にすると、武蔵村山の未来は明るいな、と

感じます。 

35～39歳 女性 学園 

増えすぎていた反動と思うので、どうにかなるものでもないかと思

いますが… 

40～44歳 男性 残堀 

結婚する人が増え、子供を産む女性が増えれば、少子化は少しで

も食い止められると感じています。 

40～44歳 男性 大南 

できるだけ増やすべきだ。 40～44歳 女性 岸 
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回答 年齢層 性別 居住地 

子供と学校・学校と福祉・福祉と子供、豊かに生活すれば自然に

栄えた市になるのかなぁ。欲はもたずに生き行きましょう。 

40～44歳 女性 中原 

少子化というが私のまわりの家庭は、2.3人はみんな当たり前にい

て、実感がない。 

40～44歳 女性 残堀 

世界的に人口増加しているので、少子化はよいことだと思う。そも

そも、子供の路上ボール遊びにへきへきしているので、子どもはい

らん。こんなせまい国に1億以上も人口密度が高すぎるのだ。 

45～49歳 男性 神明 

うちも子供なしなので、何ともいえない。 45～49歳 男性 大南 

国や地域自治体に対して期待していないので、特に書くことはな

し。このようなアンケート事態が税金の無駄遣いなのでは！！改

善されそうもないのに！！ 

45～49歳 女性 本町 

子供がいない夫婦なので、申し訳なく思ってます。 45～49歳 女性 伊奈平 

世界的に見れば人口は増加している。人口増加により、食糧不足

の問題も生じてくる。日本においても、ある程度人口が減少した時

点で、また増えてくる可能性もあるのではないかと思う。現時点

で、あたかも日本人がいずれ消滅してしまうかのような危機感を煽

るのはいかがなものかと思う。また、その対策として移民受入れ政

策を取り入れることは、先に同様の政策を導入済の欧州各国で生

じているさまざまな問題を考えれば、絶対に反対である。特に中国

人は、昨今日本の土地を次々と買い占めているが、彼らが永住権

を持ち、政権を握り、気が付けば日本は人口（数）は保たれている

が、民族（質）は中国系が多数を占めるのではないかといった危惧

の方が大きい。チベットやウィグルのようになるのではないかと思

うとゾッとする。 

45～49歳 女性 学園 

自分が望んでいた子供の人数が産めない体、一人やっと授かりま

したが・・・少子化など産みたくても産めない。いろいろな事が個々

にある事なので、難しい問題だと。人口減少などはみんなが安心

して過ごせる所に努力しなければ・・・市民が考える事では、理想

が高すぎて現実ばなれするので、市民が考える事でないと思いま

す。 

45～49歳 女性 大南 

勇気がないのでは？ 不明 不明 神明 
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２．武蔵村山市総合戦略策定に係る転入者意向調査 

問15 武蔵村山市に住んで感じていることをお書きください。（以前住んでいた所との違い、武蔵村山

市に望むことなど） 

 

■回答数内訳（回答総数394件、項目別回答総数724件） 

項目 回答数 

住みやすい、満足している 7件 

買い物 28件 

交通 165件 

モノレール 48件 

住民・コミュニティ 19件 

医療 27件 

子育て 27件 

教育 18件 

福祉 10件 

公園 25件 

自然環境 23件 

住環境 89件 

道路 69件 

治安 23件 

生涯学習・文化・スポーツ 28件 

行政 43件 

まちづくり全般 56件 

その他 19件 

総数 724件 

 

※個人情報に関わる部分は、削除・修正しています。 

※複数項目にわたっていただいた御意見は、そのうち一つの項目に分類し、掲載しています。  
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■住みやすい、満足している 

回答 年齢層 性別 居住地 

神明に住んでいますが、生活するのには以前とくらべ、とても便利

で気に入っています。市役所の方の対応が、とても親切で良い印

象です。子供がいないため、教育等に関してはわかりません。主

人の転勤のため引っ越してきましたが、駅はなくともバスや自転車

で不便はありませんし、都心まで1時間ほどで行けますし、武蔵村

山に住んで良かったと思っています。転勤族じゃなければ住み続

けても良いと思う場所です。 

30歳代 女性 神明 

穏やかな環境で良いと思います。 40歳代 男性 三ツ藤 

東京の田舎って感じで、のんびりとした感じがいいなと思います。

高齢化を活かした町づくりがカギになると思いました。 

40歳代 女性 学園 

環境が、静かで、とてもよく、広い公園も近くにあり緑が、いっぱい

で、本当に引っ越し、して、よかったと満足しています。 

70歳以上 女性 緑が丘 

 

 

■買い物 

回答 年齢層 性別 居住地 

交通の便が悪い。イオンがあるがそれ以外に商業的な活気は特

に感じない。 

20歳代 男性 中藤 

買い物しやすい、コンビニが近くにあってとても便利 20歳代 男性 伊奈平 

車通りが多い道路なのに幅がすごく狭かったり、人とすれちがえな

いくらいの歩道があったり…交通の部分でもう少し上手に整理して

ほしいなと思うことが多いです。それから、駅前(玉川上水)にもっと

様々なお店ができてほしい。駅前を通り過ぎてしまうと家の周辺に

はほとんどお店がないので、必要なものを買うのに日々不便で

す。買い物は立川に行くことが多いです。家賃が割安な所と、緑が

多い所はとても良いと思います。 

20歳代 女性 大南 

イオンタウンが有力すぎて町(住宅地)にスーパーがない等、生活

の利便性が悪い。 

20歳代 女性 大南 

車がないので買い物行くとき不便。電車がものすごく遠い。 20歳代 女性 大南 

大南公園付近に商業施設が欲しい。空地･空家･耕作放棄･田の

環境改善。 

30歳代 男性 大南 

駅がないから商業施設などが発展していかない。日産工場跡地を

有効に活用できていない。町の雰囲気が暗い。 

30歳代 女性 中原 

以前は食品等を買う場所があまりなく、決まった場所に仕方なく行

っていたが、村山は色々なお店があり選んで好きな所に行けると

ころが気に入っています。イオンモールから出ているバスがもう少

し早い時間帯や遅い時間帯もあると良い。 

30歳代 女性 榎 

･スーパーを増やしていただけたらうれしい。･緑も多くお花も植え

られていて、うれしく思います。 

30歳代 女性 大南 

近所の飲食店が少なく、徒歩で行ける店舗が少ない事が不便と感

じます。 

50歳代 男性 伊奈平 
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回答 年齢層 性別 居住地 

以前は立川市幸町にいました。近所にコンビニ･商店街有り、バス

も本数が多く･･･。今の所は、ほんとうに不便を感じます。 

60歳代 男性 三ツ藤 

乗り物がないので車で野菜や肉･魚などを売りに来てくれると助か

ります。 

70歳以上 女性 神明 

 

 

■交通 

回答 年齢層 性別 居住地 

駅がなくて不便。温泉も規模が小さく魅力を感じない。 20歳代 男性 中藤 

電車がないのがやっぱり不便だった。 20歳代 男性 岸 

･道がせまい。･交通の悪さの改善。 20歳代 男性 岸 

･公共交通機関を充実させてほしい。(主に鉄道)･公園の遊具が少

ない。･ゴミ袋はこのまま無料にしてほしい。 

20歳代 男性 残堀 

もう少し交通の利便性が良いと助かる。電車･バスが少ないのは

駐車場代もけっこう高いので。 

20歳代 男性 伊奈平 

交通が不便 20歳代 男性 学園 

電車がなく交通が不便です。バスを活用していますが本数が少な

く、時間をかけて電車まで歩いています。 

20歳代 男性 学園 

バスの本数を増やして欲しい。→MMシャトルを含めて、市内の公

共交通網が、モノレールと合っていない為→玉川上水からイオン

モール方面の終バスを23時台まで…。 

20歳代 男性 大南 

昼間バス(MMシャトル)なく不便。電車がない分バスを増やしてほし

い。道路(特に裏道とか)がボコボコで危ない時がある。 

20歳代 女性 中央 

交通が不便すぎる。 20歳代 女性 本町 

駅がないので、バスの本数を増やしてほしい。大きな公園がほし

い。 

20歳代 女性 岸 

･駅がないので、交通の便が不便です。(駅を作ってほしいです。)･

歩道の道幅が狭いです。(かわせないです。)東大和市に住んでい

た頃は、近くに多摩モノレールが通っていたため、交通には困まり

ませんでした。ですが、こちらに引っ越してきてバスで昭島駅まで

行かなくてはいけないため、時間がかかり大変不便です。 

20歳代 女性 残堀 

交通不便!!イオンモールができてよかった!! 20歳代 女性 伊奈平 

駅がなく、交通が不便であるところが不満です 20歳代 女性 伊奈平 

交通の便が悪いが車さえ持っていれば、住みやすいと思う。 20歳代 女性 三ツ藤 

早く駅を作ってほしい。街灯をふやしてほしい。 20歳代 女性 三ツ藤 

各路線からのバス等の交通機関の利便性が望めないような印象

です。車を使わなければ行けないような所もあるし、店との距離も

あるので不便に感じます。 

20歳代 女性 学園 

電車が通っていない為、交通の面で不便に感じます。 20歳代 女性 大南 

駅の整備 30歳代 男性 中藤 

交通の利便性の向上を望みます。 30歳代 男性 神明 

交通が不便 30歳代 男性 神明 
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回答 年齢層 性別 居住地 

鉄道の駅を早期につくってほしい。都市ガスを市内全体に引いて

ほしい。 

30歳代 男性 中央 

以前住んでいた場所は主要道路から近く、夜間でも交通量が多く

て、また飛行機が多くてとてもうるさかったが、現在はとても静かな

環境で満足しています。小さい子供がいますが、子育てするにも

良い環境だと思います。ただ車があれば特に困ることはありませ

んが、車がないと駅まで遠く、雨の日など天気が悪いときは、小さ

い子供を連れて徒歩･自転車は大変です。モノレールが市内にあ

ると良いと思います。 

30歳代 男性 中央 

とにかく不便。電車がないだけでなくバスの本数やルートも非常に

不便。タクシーもすくない。街並みが殺風景で暗い。自ら進んで住

みたいと思う街ではない。 

30歳代 男性 中央 

交通がとにかく不便です。人口が少ない為かイオンモールしか行く

ところがない。 

30歳代 男性 中央 

駅が遠い。 30歳代 男性 本町 

交通の利便性が非常に悪い。公共交通機関(バス･電車)が不便す

ぎる。 

30歳代 男性 三ツ木 

モノレールや電車がないのは不便。バス利用するにも、かなり経

路が限られていて使いづらい 

30歳代 男性 三ツ木 

路線バスの増便希望(遅れ多く、本数少ないため) 30歳代 男性 残堀 

駅がない。街並みが汚い。道路が狭い。 30歳代 男性 残堀 

飲食店が少なくいつも同じところで食べる。選択肢が少ない。駅ま

で遠い。電車があれば問題ないが、その割に道路が狭く駐車場も

少なく、やはりだいたいいつも同じ場所に出かける。子供が遊べる

場所が少ない。駅が遠くバスも本数が少ないので、知人が家に来

るのを拒む。車で来ても駐車場がない。バスがあるが本数が少な

すぎてあまり利用できない。むらタクは便利でした。 

30歳代 男性 伊奈平 

交通が不便です。バス停を増やして欲しいです。 30歳代 男性 三ツ藤 

公共交通の充実。子育て支援。 30歳代 男性 学園 

バスの路線図のようなものが欲しい。立川バス･MMバス等混在。

地名では判断がつかないものが多く、地図で表現する等し、一覧

にして欲しい。 

30歳代 男性 学園 

交通(電車)が悪い。近くに駅がない。バスの本数も少ない。イオン

モール以外であまり行くところがない。介護施設が少ない気がす

る。駅(玉川上水)で買い物できるところがなく、立川等にでなけれ

ばならない。 

30歳代 男性 大南 

交通の便がもっと良くなればと思います。(モノレールなど) 30歳代 男性 大南 

MMシャトルの本数増加。(本数が少ないので使いにくい) 30歳代 男性 大南 

以前に住んでいた所は、役所の対応がとても親切･丁寧だった。交

通の利便性がとても悪い。 

30歳代 女性 不明 

駅の整備 30歳代 女性 中藤 

駅がない。車の免許を持っていないと、交通の便がわるい。 30歳代 女性 神明 

MMシャトルを利用していますが、170円だと少し高く感じます。100

円になるともっと利用頻度が増えると思います。 

30歳代 女性 神明 
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回答 年齢層 性別 居住地 

車があれば買い物も便利だし、特に困ることはありませんが、駅

が近くにないというのがとても不便です。バスなどをもっと充実させ

てほしいです。子育て･教育に関しては、もう少し習い事(スポーツ

教室･チームなど)を選べるくらいにして欲しいです。 

30歳代 女性 中央 

駅が無いのは最大に困る。ないならバス(駅へのアクセス)で乗り

換えがうまくできるようにして頂きたいです。玉川上水や武蔵砂川

がないので不便です。駅?駅のバス運行があるともっと活性化する

と思います。 

30歳代 女性 中央 

とにかく交通の便が悪い。早く駅ができてほしい。イオンモール渋

滞を何とかして欲しい。 

30歳代 女性 本町 

とにかく不便。保護者の負担が大きい。バスも時間通り来ない。

(遅れるのは仕方ないとしても時間より早いのに行ってしまうのは

理解不能) 

30歳代 女性 本町 

・三ツ木地区（住んでいる所）に市内循環バスが通らない。 ・昭島

行きのバスの本数が少なすぎる！ ・とにかく電車（駅）がないの

だから、せめてバスの数を増やすなり、考えてほしい。 

30歳代 女性 三ツ木 

ごみ袋の有料化が今の所無いため、非常に助かっている。今後も

継続していただけたらと思っています。現在妊娠中ですが、市内

の幼稚園に公立がないことは不満。隣市へのアクセスがとても悪

いので今後のモノレール延伸に期待。バスの本数が少ない。MM

シャトルでしか武蔵村山病院入口へ行けない地域なので、帰宅時

間ギリギリの時、困っています。 

30歳代 女性 岸 

交通の利便性が悪すぎる。 30歳代 女性 中原 

駅まで行くのが少し遠いので不便。 30歳代 女性 中原 

駅が近くにないので不便。もう少しバスの本数があると助かるし、

ルートも色々あるといいと思う。 

30歳代 女性 中原 

実家も近く車さえあれば、とても良いと思います。 30歳代 女性 中原 

交通の便が良くなれば、住みやすくなると思います。最寄駅が遠

いので、電車を使う時はすごく不便です。 

30歳代 女性 中原 

普段バスを利用する事も多いので、もう少しルートがどうにかなれ

ばいいなと思っています。病院へ行く際に、タクシーになってしまう

ので･･･妊娠中なので不便に感じます。 

30歳代 女性 中原 

交通の便がわるくて都心に行く時もイオンからバスは朝9時からし

かないし夜は夕方6時には武蔵村山に帰らないとバスが1時間に2

本しかないとか早くモノレールが出来れば移動が辛くないのにと思

いました。それと雑草が生え放題でのび放題なのが困ります。きち

んと整備してほしいです。あとはヤンキーのバイクの音がうるさい

くらいです(笑)武蔵村山はほのぼのしていて暮らしやすいです。イ

オンすぎたところには立川行きの早い時間のバスがあるけどそこ

まで歩くのが苦しくてイヤです。20分もあるきたくありません 

30歳代 女性 残堀 

公共交通機関の便が悪く、都心へ出るのに苦労が大きい。最寄り

駅が、西武立川駅ですが、駐輪場が、武蔵村山市民であることか

ら定期契約できないと言われた。自転車専用道路(レーン)がなく、

危険を感じている。 

30歳代 女性 残堀 

交通の利便性 30歳代 女性 残堀 
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回答 年齢層 性別 居住地 

駅が無いという事が何より残念な点だと思う。他はほぼ満足してい

る。多摩モノレールが武蔵村山市を通るなどの話があるらしいが、

西武線が延びた方がとても良いし、人口も増加していくと思う。 

30歳代 女性 残堀 

交通の不便な所。バスが1時間に2本しかないのはかなり困る。残

堀川が汚すぎる。 

30歳代 女性 残堀 

公共の交通の便が悪い。もっと違うルートも考えてほしい。電車の

駅を作ってほしい。もっと保育園を増やしてもらいたいです。 

30歳代 女性 残堀 

駅がなくて不便。バスの本数が少ない。 30歳代 女性 残堀 

駅が遠い。スーパーが近く、買い物は非常に便利。 30歳代 女性 伊奈平 

交通の便が不便です。もっと良くなれば、良い街だから人がふえる

とおもいます。通勤、通学をもっと便利におねがいします。 

30歳代 女性 三ツ藤 

車以外の交通手段が不便すぎる。 30歳代 女性 三ツ藤 

･交通の便が良くないことに少し不便を感じるが、住環境としては

自然が多く残っているように感じている。･近くに大型ショッピングモ

ールがあるのは便利。･近隣に東村山市や武蔵野市など住所表

記がまぎらわしい所がある。 

30歳代 女性 学園 

交通の利便性が良くなる事と子育て支援の充実をお願いします。 30歳代 女性 学園 

何もなさすぎ、引越ししてこなければ良かった。将来性に期待がも

てない。交通の便も悪いし、バスも使いがってが悪すぎ。道路もガ

タガタで危ないし、道もせまい。ゴミが多すぎる。交番もないしパト

ロールをしてる警官もいない。 

30歳代 女性 学園 

･駅があれば良い。･産婦人科の充実。･皮膚科、小児科の充実。･

商店街の活気がない。･MMシャトルの利用者がすくないので170

円→100円にしてみてはどうか? 

30歳代 女性 学園 

･市役所が遠い。私が住む場所はかろうじて市役所まで行くバス停

が近いが知り合いは遠くて行きにくいと言う人もいる。せめて、出

張所を増やしてほしい。(特に保育園関係の書類受付･発行が市

役所でしかできないのは困る。子育てで大変な上、仕事にも追わ

れる共働きとしては、土曜or夜遅くor便利な場所での手続きを可

能にして欲しいと切に願う。･体育館が遠い。特に大南からだと自

家用車くらいしか行く方法がない。(上北台からのバスは経路的に

も1時間かかる)車が無い人は市のイベントになかなか参加できな

い。全体的に交通の便が悪すぎる。･ジョイフル本田まで行く方法

があれば良いのに。 

30歳代 女性 大南 

もう少し交通の手段があると良い。(バスの本数を増やすなど。平

日の昼は少ない) 

30歳代 女性 大南 

･市内に駅がないことが一番不便に感じる。･運転できないので買

い物が大変(住宅が多い所に住んでいるので近くにスーパーが1つ

しかないので)･移動手段が歩きと自転車のみなので、休日車で移

動する時以外は不便さを感じる。以前住んでいる所が便利だった

ので余計に感じるみたい。･環境は近くに大きな公園があって、軽

くウォーキングなどできるので、とてもいい。･静かすぎず、うるさす

ぎず、ご近所の雰囲気もよく、その点は満足。 

30歳代 女性 大南 

不便 特に交通の便で、買いものも不便、道路が暗い、道がぼこ

ぼこ モノレールが通ってもそんなに変わらない気がする 

30歳代 女性 大南 
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回答 年齢層 性別 居住地 

交通の便が良くない 30歳代 女性 緑が丘 

環境は良いが交通の便がとにかく不便 駅がないのは不満。バス

の本数も少なく通勤に疲れてしまう。 

40歳代 男性 残堀 

電車がとおい。 40歳代 男性 伊奈平 

鉄道がないのが不便 40歳代 男性 学園 

車での行動が多い。公共交通機関よりも車に便利な場所だと思

う。 

40歳代 男性 大南 

･夜の街灯がとても少なく怖い。･スーパーや商業施設の終了時間

が早い。･駅が遠いわりには、駐車場がとても少ない。･交通が不

便。 

40歳代 女性 中藤 

以前は23区に住んでいたので交通の利便性がよかったが、こちら

にきて駅も遠く車に乗れない私には、とても不便に感じる。これか

ら子供を望んでいて、仕事も続けていく予定なので、子育ての環

境が整っている事を期待しています。 

40歳代 女性 神明 

駅がないのでバスを利用することが多いが、駐輪場もないのでと

っても不便。市役所の所などにバスを利用する際、とめていいよう

にしてほしい。 

40歳代 女性 中央 

交通機関面はまだまだ不便に感じることが多々あります。 40歳代 女性 中央 

電車が走っていないため、交通の不便さを感じます 40歳代 女性 本町 

駅が無いのに家賃が高い。交通バスなどの本数も少ないので不

便である。 

40歳代 女性 三ツ木 

駅がない。バスの本数も少ないため、車を2台もたなくてはならな

い事が不便。 

40歳代 女性 中原 

・税金が高い割に恩恵を受けている気がしない。税金の使われ方

を明示してほしい ・交通の便がよくない（電車がないので車がな

いと生活不便） ・横田基地の騒音に困っている 

40歳代 女性 中原 

駅が遠くてバスの本数も少なく、通勤が不便。産婦人科があまりな

い。 

40歳代 女性 残堀 

近くに病院が少ない。バスの本数が少ない。交通の利便性が悪

い。駅につながる交通面を充実してほしい。次代の子どもたちが

武蔵村山市で仕事ができる環境であってほしい。 

40歳代 女性 残堀 

早く電車を!!それか通ってないならバスをもっと充実して欲しい。立

川にも行けない。車運転しない高齢者は特に必要。バスも少ない

時間も早すぎる。西武立川からのバスが通ってない。バス停が現

在遠すぎる。車がないと買物できないのは不便すぎる。もう少し高

齢者に気配りを。 

40歳代 女性 残堀 

大きな渋滞もなく車で移動しやすいが、道路と歩道の段差がひど

い。通勤にバスを利用せざるを得ないが鉄道やモノレールの駅が

あると、なお住みやすいと思う。街は安全ではない。変質者の取り

締まり強化を早急にお願いします。 

40歳代 女性 学園 

電車が通ってないので不満です。 50歳代 男性 中藤 

交通の利便性が悪くこまっています(タスケテー) 50歳代 男性 神明 

車の運転ができなくなったらと思うと心配だ。パチンコ店が多い。

早くモノレールでもできればと思う。 

50歳代 男性 本町 



 

57 

回答 年齢層 性別 居住地 

･交通の不便による閉鎖性が感じられる。やはりモノレール延伸が

重要と思います。新たに残堀を改良し、路面電車を走らせたら良

いと思う。･街並みに関し、汚いところが多い。 

50歳代 男性 残堀 

取り引き先は周辺にありましたので車があれば用は足りました。し

かし講習会や会合等は23区内が多く電車利用にはさすがに不便

を感じます。車さえ、あれば不便を感じず快適に暮らせるのだと思

いますが、やはり交通網の充実が望みです。 

50歳代 男性 伊奈平 

気候がくずれやすく無いので、日中はすごしやすい。交通便も比

較的につかいやすい。 

50歳代 女性 中藤 

地域性として仕方は無いと思うが、車が無いと思う様に移動できな

い。(ex、バスはあるが1時間では○○迄行けないとか)東京にいて

これは将来住むとしては、年寄りには難しいのでは?今現在でもお

年寄りが多いので、大きな移動等(ex地震とか)あった場合、対処で

きるのか不安。もともと地主の人が多く、その人たちだけで通じる

事、なあなあになっている事があり、他から転入の場合きちんと説

明してくれない団体等、公共施設が多くある。東京に居て地方の

田舎より田舎と感じる事が多い。時期が来たら早く転出したい。 

50歳代 女性 神明 

･道路が狭く、特に歩行者には劣悪な道路である。･車がないと生

活に非常に不便。車に乗れない人には不便極りない。･防犯体制

が不安。･都内迄(市外へ)の通勤が非常に不便。 

50歳代 女性 中央 

電車の駅があるといい 50歳代 女性 中央 

車以外の交通が不便。道路状況が悪い(路面やミラーなど)公共施

設が少なすぎるし、おしゃれな感じがない。外部の人も集まりたく

なるような感じにしてもらいたい。 

50歳代 女性 中央 

駅がなく立川に出るのにバスで30分位かかるので、交通の便をよ

くしてほしい。 

50歳代 女性 本町 

昭島までのくるりんバスがあるといいですね。 50歳代 女性 中原 

鉄道がないので駅に出るまでバスか車の送迎･自転車が必須だ

が、道路巾が狭いので自転車はかなり危険な状態です。また一車

線なので混雑が常で、バスはあてにならないです。最寄りの駅近く

への大型駐車場を整えたり、バス路線の充実に力を入れてほしい

です。モノレール延伸より、今現在の交通の不便さを解消してほし

いと強く思います。それともう一つ、街並みが汚すぎます。他市に

比べあきらかです。 

50歳代 女性 残堀 

緑があり人も優しく、とても平安に暮らしております。ただ年齢が重

なって来た時に対しての交通･医療･買い物等に遠く、不便な為に

不安に思います。住む所ではとても素晴らしい環境であり静かに

暮らす、また都心にも近く最高と思います。 

50歳代 女性 残堀 

歩道が狭く夜間が暗い。もっと街灯をふやしてほしい。バスの時間

をもっと増やしてほしい。西武立川駅のバス停は駅から遠い。 

50歳代 女性 三ツ藤 

電車を利用できない。 60歳代 男性 神明 

･住居が多すぎる。･住民の早起(出勤等含む)が目立つ。･マイカー

が多すぎて、運転が「ヘタ」だ 事故が少なくない(自転車含む) 

60歳代 男性 本町 

交通の便が非常に悪い。バス等の増発を。 60歳代 男性 三ツ木 
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回答 年齢層 性別 居住地 

1.交通のべんが悪いのでこまります。2.ゴミにカラスがあつまってこ

まる。 

60歳代 男性 残堀 

以前、公団住宅(現UR)でしたので、交通の便が良くて、満足してい

ました。こちらに来て、やはり、不便だと思いました。現在は、少し

慣れましたが… 友人も、団地に居た頃は、大勢いましたが、ま

だ、団地の友人と付き合っています。静かに、暮すのは、良い場所

だと思っております。 

60歳代 男性 伊奈平 

都心へ出かける時、時間が少しかかりすぎる。 60歳代 男性 榎 

鉄道の駅がない 60歳代 男性 榎 

鉄道等の駅が近くになく不便である。 60歳代 男性 大南 

駅が･･･バス等ではとても不便。いつまでも車の運転も年とともに

不安になってきているので、一日も早く電車の駅がほしいです!! 

60歳代 女性 本町 

日中乗り継ぎなしで行くバスがない（立川方面など） モノレール上

北台駅に日中行くバスがない 歩道が狭いので自転車通行に車

道を行くと危険が多い 

60歳代 女性 中原 

とにかく交通の利便性が…! 60歳代 女性 伊奈平 

･玉川上水駅をたまに利用しますが都心のコンサート等に出かけ

た場合、バスの最終時間が12時前後にほしい。11時台だとゆっく

りできない。ミニバスでも良い。料金が割高でもいいのでバス会社

と検討してほしいです。鉄道のない不便さを何らかの形で解決しな

ければ若者にソッポを向かれると思う。･教育のレベルを上げてほ

しい。子供にとって環境はのんびり、ゆったり、安全であるが刺激

が少なく、親子でのんびりすぎると思う。･モノレールの実現も早く

してほしいです。 

60歳代 女性 学園 

スーパーが近くにないので不便。市内循環バスの料金が高い。立

川市は100円でした。自然が沢山あり環境が良い。 

60歳代 女性 緑が丘 

バスだけの交通手段なので少し不自由です。無料のバス券がな

いのが乗物券がないのも不自由です。 

60歳代 女性 緑が丘 

電車を通してほしい 70歳以上 男性 三ツ藤 

前期高齢者に夫婦共入り、子供は重複障害者なので通院、通所、

等何でも私の(妻)運転が必要とし、夫も不自由な身体となると幹線

通路に近く、走るには便利でもいつまでも可能な状態か、それが

私共には一番、頭を悩ます いつまでもこの小さな幸せが無事に

続きますようにと祈るだけです。 

70歳以上 男性 学園 

交通不便 70歳以上 男性 大南 

電車が通ってないので不便。バスも本数少ない。 70歳以上 女性 中央 

私は足が悪くタクシーを使わなくては買い物もいけませんので、ほ

とんど娘にお願いしております。以前住んでいた所はモノレールが

すぐ近くを通っておりましたので、何とか1人で1日がかりで買い物

などしておりました。交通の利便性宜しくお願い致します。 

70歳以上 女性 本町 
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回答 年齢層 性別 居住地 

2年前に他市から転入してきました。その市はメインの駅があるか

ら便利です。交通の事ですが、武蔵村山はメインの駅がないの

で、市役所前のバス停を利用させていただいていますが、武蔵村

山病院も代表する病院ですのに市役所前しか出ないんですか?高

齢の方がモールから病院まで歩いてるのを見かけました。もう少し

便利よくしてください。 

70歳以上 女性 本町 

立川市から引っ越して来ましたが、伊奈平に来て交通の便が悪

い、バスの本数がすくなくて、又、時間よりおくれるので、電車にま

にあわない為、とてもこまっている。 

70歳以上 女性 岸 

交通の不便。バスの回数が少ない。 70歳以上 女性 残堀 

 

 

■モノレール 

回答 年齢層 性別 居住地 

モノレール開通 20歳未満 男性 学園 

モノレールが早く通ってほしい。スーパーを増やしてほしい。 20歳代 男性 三ツ木 

モノレールの延伸 20歳代 男性 榎 

街灯が足りないような気がする。早くモノレールが近くまで来てほ

しい。家の近くの道等、徒歩や自転車が通りづらい。街並みがもっ

ときれいになってほしい。 

20歳代 女性 中央 

早くモノレールが来てほしい。都内に出たくても一番近い駅が遠す

ぎて本当に不便。 

20歳代 女性 三ツ藤 

モノレールがいつ出来るのか、早くつながってほしい。 30歳代 男性 岸 

モノレール 30歳代 男性 中原 

モノレールの伸延を早く進めて欲しい。(鉄道が不便過ぎる。「車社

会」と割り切ってしまうと絶対に栄えない) 

30歳代 男性 残堀 

早くモノレールが開通して欲しい。 30歳代 男性 三ツ藤 

やはり駅がないと不便。モノレールを早く通して欲しい。 30歳代 男性 三ツ藤 

モノレールの延長はいつ? 30歳代 男性 榎 

早くモノレールを!! 30歳代 男性 学園 

都心までの通勤時間1時間30分です。モノレールが来てほしい。担

当の方がんばって下さい!! 

30歳代 男性 学園 

早く、モノレールを通してほしいです。 30歳代 女性 中央 

電車がないのはやはり不便。モノレールをつなぐとずっと前から言

われていていまだに実現していないので、できないのであればそう

いえばいいと思う。昔から住んでいる方が多いので、子供達の見

守り等はとても安心できる。 

30歳代 女性 中央 

早くモノレールを通してほしい。岸のバス停にもMMシャトルが来て

ほしい。かなりふべん!! 

30歳代 女性 岸 

とにかく電車が近くにないのが不便。モノレールをのばして下さ

い。 

30歳代 女性 伊奈平 

モノレール延伸になればもっと便利だと思います。?住みやすい場

所だと思います。 

30歳代 女性 学園 

やはりモノレールが来てほしい。担当の方がんばって下さい!! 30歳代 女性 学園 
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回答 年齢層 性別 居住地 

･病児保育(病後児ではなく)があると助かる。･モノレールの延伸が

実現早からん事を願います。アクセス悪すぎて、陸の孤島のように

感じています。(だからこそ、のんびりとした雰囲気なのでしょうが) 

30歳代 女性 学園 

道が平坦である。?モノレールを早く延長して欲しい。 40歳代 男性 神明 

モノレールを通してほしい。 40歳代 男性 三ツ藤 

バス以外の交通手段がないので、モノレールが早期に延長される

と便利だと思います。 

40歳代 女性 中藤 

車がないと不便だと思います。早くモノレールの延伸を早急に進め

てほしいです。以前住んでいた福生市では、ドラマや映画等の撮

影場所の誘致や支援をしていて、町を盛り上げていたので武蔵村

山市でもぜひやってほしいです。 

40歳代 女性 神明 

モノレール延伸を希望します。 40歳代 女性 伊奈平 

モノレールがいつまでものびないのが不満。公共交通機関がな

い。 

40歳代 女性 学園 

早くモノレールを延伸してもらいたい。バスを使うだけでは不便で

ある。 

50歳代 男性 神明 

早期に多摩モノレールの延長を切にお願いします。 50歳代 男性 中央 

モノレールを早く(せめてイオンまででも)通して頂きたい。モノレー

ルの運賃は安くてほしい･･武蔵村山住民の割引パスがあると嬉し

いと思います。 

50歳代 女性 神明 

交通が不便。早くモノレールを作ってほしい。MMバス･日中もう少

しバス便増えるとうれしい。 

50歳代 女性 中央 

20年前にも住んでいましたが、あまり変わってなく安心した分、や

はり駅がないので、どこへ行くのもバスになり、とても不便です。モ

ノレールが早く瑞穂までくる時を切に願います。それも早く!! 

50歳代 女性 本町 

交通が一番問題だと思います。早くモノレールが来ることを祈りま

す。 

60歳代 女性 学園 

 

 

■住民・コミュニティ 

回答 年齢層 性別 居住地 

他市に比べると…近所の人がはなつケムリ、燃やすなどの行為が

つらい 

20歳代 男性 神明 

･道が整備されてない･駅がない･住んでいる人達がいじわるしかし

ない･車にキズをつけてもあやまらない親ばかり･住んでる人のマ

ナー悪い 

20歳代 男性 本町 

引っ越してきてから近所の方々とも誰とも会わず、子供と一対一で

過ごすことが多かった。もともと下町に住んでいた為、近所付き合

いの薄さや子どもを育てる環境が整っていないように感じた。子育

て支援の情報や地域の協力体制など、市役所や市報だけでなく、

もう少し身近に分かりやすく情報を提供してくれるところがあると助

かります。 

20歳代 女性 三ツ藤 

民度が低い 20歳代 不明 大南 
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回答 年齢層 性別 居住地 

･独特のコミュニティ･閉塞的な感じがある。･発展途上でストップし

ている様に感じる。モノレールの出方をうかがっている為かとも思

うので今後の展開に期待。･村山医療センターの稼働は困る。 

30歳代 男性 中央 

村山団地をなくして欲しい。民度低すぎる。こちらに住んで知った

のは、助成をもらうためにシングルマザーを選んで団地住まい。手

当をもらうために、あえて働かない。それで遊びまわってる。子供

と同じ学校の親を見てると、取り締まりをもっと強化してほしいと思

います。(本当に多いです)はらだたしいし、親が団地住まいだと子

世代も団地へ。親が生活保護をもらっていると、子世代も同じよう

にもらう。村山団地、本当にもう少し規模を減らして下さい。わが家

では所得制限こえで医療費もありません。子供手当も。 

30歳代 男性 学園 

あいさつが少ない。特に高齢者。 30歳代 男性 学園 

よっぱらいがうるさすぎる。バスの本数が少ない。 30歳代 女性 学園 

年配の方の交通マナーの悪さが気になる。(交差点などでのなな

め横断etc)小さな子供が見てマネしてしまうのではないでしょう

か。警察官の方もしっかりマナーを守って欲しいです。(横断歩道

ではない車道を自転車で渡っていた) 

30歳代 女性 学園 

団地の人がガラが悪い。村山学園のレベルが低い。交通が不便。

(大南はよいが他が)市役所の対応が不親切。 

30歳代 女性 大南 

常識のない親が多いのか、注意しても毎日の様に道路でサッカ

ー･金属バットを使って野球･追っかけっこで奇声･かくれんぼで勝

手に人の家の庭に入る等。静かに暮らしたいのに毎日騒音･振動

に悩まされ、高い住民税を払っているのだから、どーにか対策して

いただきたい。 

40歳代 男性 岸 

公園に来る子供達がゴミをちらかして帰るので、住んでいる敷地

内にゴミが入ってしょうがない。ポイ捨てしない様に学校等で教え

てもらえると助かります。 

40歳代 女性 中原 

ゴミ出しの仕方がとても悪い。幼児のみで外で遊ばせ、親は家で

寛ろいでいる。(夕方6時半すぎでも外で遊んでいたり、夜間11時す

ぎに子供が外にいる)など、常識的に欠けることが多いと感じられ

る。 

40歳代 女性 残堀 

ゴミの収集が遅い。近所の何人かの人たちが家の前でバーベキュ

ーをしたり、その時にでたゴミなどを持ち帰る事なく、1週間先のゴ

ミをだしている。虫などがわき衛生面で心配。収集者の方が黄色

のはり紙をしてても知らぬ顔。(もっと違う対処をして下さい)一戸建

ての方々のマナーの悪さにおどろきでした。 

40歳代 女性 三ツ藤 

･住民のガラが悪い。(スーパー等でいちゃもんをつけたり、夜中に

子どもたちを外で遊ばせてる)･モノレールのびると便利かも? 

40歳代 女性 学園 

近くにコンビニがあり、そこで夜おそくまでさわいでいる若者の声

がうるさい。 

50歳代 女性 本町 

干渉されてこまる。うるさい(夜間の路上での話し声など) 50歳代 女性 学園 

部落意識が強いと感じるがどこに居ても同じようだ。新住民をどん

どん、行事等に引き入れては、どうか。声がけが必須と思う。建売

り住宅を購入して入居した人には、地域の良さをどんどんアピー

ルして、気軽に地元の方とおつき合いできるようにすると良い。 

60歳代 女性 伊奈平 
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回答 年齢層 性別 居住地 

※近隣の交流がないのが淋しいです。※近場でのお茶会等を考

えて頂きたい。 

70歳以上 女性 緑が丘 

 

 

■医療 

回答 年齢層 性別 居住地 

交通の利便性が悪い。医療機関が充実していない。「特に心療内

科」借家賃貸の立地条件が悪い。近所づきあい等、地域のコミュ

ニケーションがない。 

20歳代 男性 榎 

・豊川市では高校まで医療費免除を検討していました。 ・今現時

点で中学生までは免除されている。 

20歳代 男性 学園 

本町がだと思いますが、歯医者しかなく小児･内科が車でないと行

けない。が、保育園は入りやすく満足です。 

30歳代 男性 本町 

優秀な接骨院があるのにも関わらず、あまり流行っていない様

子。大きな病院やクリニックへ行くよりとても献身的に治療してくれ

ます。こういう接骨院の評判を広くすすめたりしたらいかがでしょう

か?さらなる高齢化に伴い、こういう所は必要だと感じます。下手な

お医者さんよりよっぽど優秀ですよ! 

30歳代 男性 三ツ木 

市内に個人の耳鼻科が2～3個ほしい。子どもが鼻水が出たときに

毎回、隣の市の耳鼻科に行っているが、予約がとれにくく、しかも、

とれなかったら待ち時間がすごく長い･･･。歯科医院は多いが耳鼻

科が少ないので、もっと増えたらより住みやすく感じると思う･･･。 

30歳代 男性 学園 

いい歯医者が見つかりません。どこがオススメですが？ 30歳代 女性 神明 

･駅がない。･マタニティークリニックがない、少ない。 30歳代 女性 岸 

無料検診の頻度が少なすぎる。以前住んでいた所では乳がん･子

宮けいがん検診は毎年だった。また市から通知も来ていたが、武

蔵村山市はこちらから行動する必要があり不便。あとゴミ収集日

についても、土日休みは不便。容プラが週1は不便。あと子育て支

援が不十分。以前住んでいた所では、店にパスポート(子育て家族

向け)を提示し、いろいろなサービスが店ごとに受けられた。そうい

う部分(専業主婦･子育て家族)への配慮が足りない。 

30歳代 女性 榎 

病院等が少ない。 50歳代 男性 不明 

高齢者への医療に手厚い。交通の便が少ない。 60歳代 女性 三ツ藤 

 

 

■子育て 

回答 年齢層 性別 居住地 

子育てには環境良し、交通の不便が無かったらもっと良し。 20歳代 男性 三ツ木 

･武蔵村山市は子どもの学力と体力が相対的に低い「要努力型」

の都市であるという記事を読みました。子育てをしていこうと思っ

た時、こういった事実は不安要素になると思います。子育て環境･

教育環境ともにもっともっと力を入れて欲しいです。･電車が通って

いないのは大きな欠点だと思います。 

20歳代 男性 大南 
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回答 年齢層 性別 居住地 

･東大和市で導入された、子供が体調不良の際のお迎えサービス

の導入。･村山団地等のゴミをキレイに。･病児病後児保育の充

実。 

20歳代 女性 大南 

住んでいる所はとても静かで生活するのにはとても環境が良く、住

み始めて2年になりますがとても気に入っています。ただ今、妻が

妊娠中なのですが、陣痛タクシーが武蔵村山市は範囲外のよう

で、その制度が整っていればな･･･と思いました。 

30歳代 男性 中原 

小学校の学区域が徒歩20分以上、中学校が30分以上と遠い為、

将来子供が出来た時に通学に不安があります。最寄りの小学校

は徒歩6分のところにあるのに･･･(立川市なので) 

30歳代 女性 伊奈平 

市内バスの料金が高く、住んでいる所にバスが通らないので不満

です。電車がないのであれば市内バスを市全体に走らせてほし

い。それか料金を下げるかしてほしい。緑が多い場所もあるので、

子育ての支援をもう少し充実させても良いと思う。市役所は普通だ

が保健センターは古く感じるので、子どもや親が相談しやすいよう

新しくした方が良いと思う。以前住んでいた所よりは自然環境は良

いと思うが、車が多くうるさいのが気になる。歩道がせまいので、

子供を育てたり遊びに行くのに抵抗を感じます。立川や昭島のよう

に広くしてほしい。 

30歳代 女性 伊奈平 

小さい子供がいますが公園が少なかったり、遊べる所も無く子育

てには不便すぎます。公共施設も薄暗かったり汚かったりするの

で、行く気になれません。街の雰囲気も古臭い感じがしてるし、道

もせまかったりして子供を外に連れて行くのが怖いです。正直行き

たい所もないですし、魅力的な物がないので、家に居ることが多く

子供といつも2人で居るので、孤独感を感じてます。もっと施設を明

るくして子供達がのびのび元気に遊べて、お母さんたちの出会い

の場があったりしたら、すごくうれしいです。道ももう少しでも広くな

って、歩道専用と自転車専用の道も作ってくれたら、安心して外に

出かけたりしたいです。全体的に古い感じをなくしてくれたら、気持

ち的にも違うと思います。あと小児科の病院がいつもこんでて、早

く見てほしいのに近くに1件しかないので、子供が心配です。もっと

小児科の病院などを増やしてほしいです。 

30歳代 女性 伊奈平 

引越してからの数カ月だけでも、子供の健診や手続きなどで何度

も健康相談センターに行く機会があったが、伊奈平からはとても遠

くバス停もすぐ近くにはないので、幼い子供2人を連れて行くのが

大変。そして上の子と下の子の健診が保険相談センターとお伊勢

の森で別々で、名前も(施設)紛らわしいので間違えたことがあり、

結局そこからまた、歩きなおすことになってしまった。 

30歳代 女性 伊奈平 

･市役所付近が暗かった。(旧青梅沿い)･小児科の病院が少な

い。･モノレールの早期実現お願いいたします。･市の個別予防接

種実施医療機関･検診(子ども)のとある病院は除名して下さい。子

どもの検診の際、かなり不安な感じでした。適当な感じでした。2度

と行きたくないです。･幼稚園を増やして下さい。･公立幼稚園なぜ

ないのでしょうか。 

30歳代 女性 三ツ藤 
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回答 年齢層 性別 居住地 

乳幼児が無料で自由に遊べる施設の数がすくなくて、家の近辺に

なくて同じ乳幼児をもつ親同士の交流や安心して遊べる児童館が

あるとよいと思います。以前住んでいた所にはありました。車を運

転できない私には、もう少しシャトルバスを充実してほしいと思いま

す。乳幼児を連れてるとシャトルバスが助かります。 

30歳代 女性 三ツ藤 

子供の待機児童の人数が多いのが難点ですね。やはり道路は広

く作ってほしいです。 

30歳代 女性 榎 

高齢者が多いせいか?市役所など高齢者が第一優先になっている

気がします。もう少し乳幼児に対する環境整備を整えて欲しい。乳

児健診の会場にエレベーターがなかったり、乳幼児が児童館であ

そべる環境でなかったり、昼食を摂ることもできません。すごく不便

です。 

30歳代 女性 学園 

･これから出産を控えているので出産後の育児や保育園などが、

どのようになっているのか気になる。(待機児童がいるのかなど)･

モノレールは本当に通るのでしょうか? 

30歳代 女性 学園 

子供がよくかかる小児科･耳鼻科･皮膚科が市内になさすぎて大変

困る。14:18頃、市の放送で小学生の下校の時刻が流れている

が、そんな時間に帰っている小学生はほとんどいないので、防犯

の為ならあまり意味がないと思う。 

30歳代 女性 学園 

以前住んでいた市、また近隣の市と比べて保育園の送迎している

保護者を見ると、あまり働いていないように思えます。働いていて

も正社員ではなく、短時間のパートの方が多いと感じます。そのた

め最近、短時間保育という制度が始まり、社員とパートで働く時間

の差もあるので、このような制度はありがたいと思います。 

30歳代 女性 学園 

･昔と比べて発展していると感じない。･子供を連れて道を歩けな

い。(歩道が狭いし、ない)･公園で子供を遊ばせても施設が汚れて

いて、清潔感がない。･今後市がどうしたいのか、行動がついてい

ってない気がします。 

40歳代 男性 大南 

道路が狭い。電信柱･自転車が通る･人が通る。自転車ではとても

走りにくい、電線は土にうめてほしい。自転車専用道路がほしい。

保育園など待機児童はゼロにしてほしい。(福生市みたいに･･･)ま

た学童や児童館などとても古くて新しくしてほしい。2年ほど前の話

だが、許可外の所に子どもをあずけたら補助金がでなかった。福

生市はでるのに。武蔵村山市は子供のサービス･支援はよくない

と思う。満足していない。ただ1つ武蔵村山市でよい所は、専用の

ゴミ袋を買わなくても良いところ。 

40歳代 女性 神明 

市の無料検診や子どもの予防接種が少しわかりにくいです。 40歳代 女性 学園 

あまりにも学力レベルが低すぎる。学校は宿題はどうせだしてもや

らないから無駄と生徒に告げて、本当にほとんど宿題は出された

事はなかった。子供達の意識もかなり低い。他から来た子は、いっ

せいに攻撃してくる。うちの子は2人ともいじめにあいました。かな

り最悪でした。早く出たいです。(ちなみに以前伝えた所では、うまく

やれていましたが) 

40歳代 女性 大南 

小･中学校が遠いのが心配。工場のにおいがちょっと気になる。 60歳代 男性 伊奈平 
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■教育 

回答 年齢層 性別 居住地 

近くに学校があるのですが、そこに生徒は非常に質が悪いです。

小学生はピンポンダッシュを毎日の様にするし、中学生はアパート

のゴミ捨て場を蹴ったりたたいたり、平気で外でタバコを吸ってい

る。学校内で喫煙している所も見ました。教員の指導も足りないと

思うし(見て見ぬふりをしているのでは?)そういう生徒が少数ではな

く、たくさんいる事にも驚愕しました。今後自分の子供がそこの学

校に入学すると思うと不安しかないので、いずれは他への引越し

も考えています。子供だけでなく大人も若い親が多いせいかマナ

ーが悪い人が多すぎる気がします。学校に関しては今後入学する

子供達のためにも、一刻も早く改善してほしいと思います。 

20歳代 女性 大南 

飲食店がない。学力が低いイメージがある。大きな企業もない。 30歳代 女性 大南 

何故教育評判が高くないのか。将来が心配 40歳代 男性 大南 

･学力が低い･静かでよいが、近くにスーパーがほしい。 40歳代 女性 大南 

マナーが悪い。小学校･中学校の評判が悪い(先生と親と子供)な

んだかガッカリする場面が時々ある。 

40歳代 女性 大南 

 

 

■福祉 

回答 年齢層 性別 居住地 

障害者ですが立川市と違い、ガソリン･タクシー券が9000円(年間)

も安いのですし、何かと福祉かに出向くことが多く、体にはつらい

です。手当の振込み日も明確でなく、予定が立たず困ってます。 

40歳代 女性 残堀 

福祉は駅がないので、タクシー券があって欲しい。 50歳代 女性 大南 

モノレールの延長。緑が丘地区に特別養護老人ホームを建設す

る。都営住宅の名義人承継許可を都に働きかける。 

50歳代 男性 緑が丘 

高齢者や障碍者のため市政が感じる。 60歳代 男性 緑が丘 

 

 

■公園 

回答 年齢層 性別 居住地 

一戸建てを購入し、近所に子どもがたくさんいて、子どもたちは仲

良く遊んでいて満足していますが、公園がないので、それが不満

です。グラウンドもなくなり一戸建てばかりになってきているので。 

20歳代 女性 中央 

夜になると、とにかく暗い。大南公園でウォーキングしたいと思う

が、うす暗くて怖いので、なかなか行く気にならない。明るく安全な

公園を作ってほしい。 

20歳代 女性 大南 

公園がない 30歳代 男性 神明 

日野市は公園整備等が進んでおり、至る所に子供と遊べる、綺麗

な公園がありました。武蔵村山市の公園は殺風景で入りづらさを

感じます。 

30歳代 男性 中原 
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回答 年齢層 性別 居住地 

･道路が狭い。･公園の遊具が充実していない。小さい子どもも遊

べるアスレチックみたいな大きめの遊具がある公園が欲しい。 

30歳代 男性 学園 

公園が少なくて車で行かないと行けないですが、駐車場がないの

で23区内まで行っています。もっと広い公園があると助かります。

あとガスが都市ガスじゃなくてプロパンなのが不満です。 

30歳代 女性 神明 

･子どもがいますが遊ぶ場所がわからないので、近くの公園にしか

行ってません。体をたくさん動かせる公園遊び場所が知りたいで

す。･3年前に他自治体に住んでいましたが、武蔵村山市は病院が

少ないので、探すのが大変です。 

30歳代 女性 中原 

道路がせまく、歩道もない所が多い。子供と自転車に乗る時毎日

恐い思いをしている。3人乗り自転車での移動がとても大変です。

歩道は高低差が多く、道路は、がたがたです。公園のトイレが全て

きたない。公園がくらい。(雰囲気)(高木が多すぎるから、死角が多

く、防犯面がとても心配。公園の土がいつもしめっている。芝生な

どや砂(運動場のような!!)になると、もっと子供をあそばせやすい。

大南公園はとても大きく、施設は充実しているのに、子供がいない

のは、上記の理由だと思います。老人ばかりです…。 

30歳代 女性 大南 

買い物しやすい。公園をもっと魅力的にしてほしい。 30歳代 女性 大南 

公園は多いのに遊具がなさすぎる。 40歳代 女性 大南 

住みやすい街だと思います。バーベキューなどを出来る公園を増

やして欲しいです。以前住んでいた所は田舎でした。武蔵村山に

来て都会的で良かったです。 

40歳代 女性 大南 

転入に間もないので、まだなんとも言えませんが、公園が多く緑も

楽しめる環境がとても良い所だと思いました。 

60歳代 女性 大南 

町中に「ごみ」が多い。まるでゴミ団地!!市として都に申入出来ない

のか。大南公園…市民公園としてもう少し手入れして!ひまわり…

歩道の整備は?車がくるとほこりで花どころではなくなる… 

70歳以上 女性 緑が丘 

 

 

■自然環境 

回答 年齢層 性別 居住地 

自然が多くていい環境だと思う。 30歳代 男性 本町 

･以前住んでいたところに比べ自然が足りない。･交通事情が悪い

(電車･バス)車がないと行動しにくい。 

30歳代 男性 三ツ藤 

自然は多いが陸の孤島という感じ 30歳代 女性 三ツ木 

人口が多いが、緑が多く、自然豊かである。すんでいる人がおだ

やか。高い建物がなく、けいかんが良い。 

30歳代 女性 大南 

野鳥が多い。(鳥のさえずりで目覚める)自然を感じます。ゴミが無

料で驚きました。(以前住んでいた所は有料だった為)でも引き続き

ゴミの減量に心がけています!!正午と夕方のチャイムの時間は、何

故10分前なのでしょうか? 

40歳代 女性 岸 
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回答 年齢層 性別 居住地 

狭山緑地へ続く野山北･六道山の自然環境が気に入って、引っ越

してきたようなものです。モノレールを呼ぶことで人の流入がさか

んになり、騒がしくなることを心配しています。今のままが一番良

いと考えます。 

40歳代 女性 岸 

自然に恵まれ地元の方たちの優しさを感じます。取り立て野菜等

が安く手に入る。 

60歳代 男性 学園 

･交通の利便性に不自由を感じる。･自然環境がすばらしいです。･

孫達が近くに集まれた事が一番うれしいです。 

60歳代 女性 本町 

緑もあり自然に触れられる所は気に入っている。立川市にも近い

ので便利である。自転車のマナーが悪い人がいること、道路にタ

バコの吸いがらカンなどのポイすてが気になる。 

60歳代 女性 伊奈平 

 

 

■住環境 

回答 年齢層 性別 居住地 

ガスのプロパンのため、光熱費が高すぎます。もっと都市ガスを普

及させてほしいです。 

20歳代 男性 残堀 

･ゴミ有料化しても良いので、燃えないごみの日が月1で、その日に

プラスチックゴミが出せないことを改善して欲しい。又、ペットボトル

もプラスチックゴミと同じく、必ず月1に出せるようにして欲しい。･伊

奈平地区に保育園が少ない。･道路(歩道も含め)狭い。･子育て広

場が遠くて、車を持っていないと行けない距離である。残堀児童館

での広場も月2は少なすぎる。･伊奈平地区は、くるりんバスも利用

しづらい。･市役所が平日のみ(手続き等)なので、休日も手続きが

出来るようにして欲しい。 

20歳代 男性 伊奈平 

歩道も少し広くしてほしい。?ゴミ処理が無料なのは他市の住民に

対して自慢できます。(とてもうらやましがられます) 

20歳代 男性 伊奈平 

自転車で走行中に道路に漂ってくる悪臭はどうにかして欲しいで

す。 

20歳代 男性 伊奈平 

･公共機関が多く充実している。(警察･郵便など)親切である。･ス

ーパーが多く生活しやすい。･病院(内科･外科などの専門医)が少

ない。前の転出先とくらべて。･今後子供を産み育てる環境は非常

に期待できる。 

20歳代 男性 榎 

近くに駅がないので、もう少し家賃などが安くても良いのでは。し

かし公共施設はわりと多いのかとも感じる。 

20歳代 女性 神明 

静かな住みやすい町並みを壊さないよう、建物はあまり増やさな

い方がいい。 

20歳代 女性 三ツ木 

容器包装･プラスチックが4週間に1度不燃になると、ゴミが大変な

事になるから。別のゴミの時にして欲しい。 

20歳代 女性 残堀 

ゴミを出す日がややこしい。 20歳代 女性 大南 
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回答 年齢層 性別 居住地 

以前も村山に住んでいましたが、前より道は混むようになり、お店

も少なくなり車を使わないと買い物に行けない。市内で買うより市

外で買い物をするようになってしまう。子供の遊ぶ所が少なすぎ

る。もっと自由に自然や遊具と遊ぶ所を増やしてほしい。逆に聞き

たいことがあります。どうしたら武蔵村山に住みたいと思いますか?

なぜ村山はダメなんだと思いますか?良くなる事を教えて下さい。 

30歳代 男性 本町 

横田基地のヘリや飛行機の音がうるさい。電車がないのが不便。

バスの本数が少ない。 

30歳代 男性 残堀 

近所の住民が何度も市に夜中の騒音を訴えても改善しない。大変

不満を抱えながら生活している。なんとかしてほしいと切に願う。 

近くに六道山など大きな公園、自然に触れられる環境は素晴らし

いと思う。 

30歳代 男性 三ツ藤 

･都市ガスが通っていないのはちょっと困ります(プロパンは高い)･

公共施設があまり整っていない。 

30歳代 男性 大南 

駅が無く、とにかく不便です。コンビニも少なく夜道は人気もほとん

どない為、仕事からの帰り道がとても怖く感じ、他の街へ引越しを

考えてしまいます。(終バスの本数も少ないです)子どもやお年寄り

が住むには良いかもしれませんが、働きざかりの若者が生活する

にはとても不便だと感じています。 

30歳代 女性 不明 

道や公園が汚ない。歩道は狭く雑草が生え放題。ガードレールな

どもサビて汚ない。空き家は放置。公園はうす汚れていて立ち入り

づらい雰囲気。団地には不法投棄の山。川は水が流れておらず

荒れている。ひまわり畑を作っても囲いのさくはボロボロ。都心か

ら見れば交通の便は悪いが、武蔵村山らしい景観を生かすには

環境を整える方が先なのでは?モノレール誘致の看板もボロボロ

ですよ。 

30歳代 女性 神明 

人の性質が悪い→教育レベルが低いんだなぁと思う。車を持って

いないと生活するのに不便。高い建物が少ないので空が広く感じ

るし、富士山がキレイに見えて良いと思う。都市ガスが通っていな

いので、特に冬場のガス代が高くてがっかりする。毎年年齢制限

無く、無料の健康診断がないので残念。 

30歳代 女性 中原 

･農作物の直売所がもっとあると良い。市役所のそばのJAみたい

なのとか。･都市ガス希望。･近くで市民農園を借りたい。･残堀から

ジョイフル本田方面の渋滞が解消すると良い。家がすぐそこなの

に、なかなかたどり着かない。。。･ゴミ代がタダで良い。･医療、子

育てはまだわからないが、今の所気に入っています。 

30歳代 女性 残堀 

市役所の子育て課にいる人たちの対応が親切。(前住んでいたと

ころは冷たい感じだった)家の目の前でプラスチック?を燃やしてい

る業者があるので、罰則化してほしい。(窓が開けられません) 

30歳代 女性 三ツ藤 

住んでみると意外と住みやすく住環境としては良いと思うが、他の

地域の方からのイメージがあまりよくない市だなと思う。モノレール

延伸などもたしかに期待しているが、それよりも町の景観に力を入

れてもらいたい。ゴミ出しルールが守られていない所も多く、回収

は有料になってもよいので、ちゃんとやってもらいたいです。 

30歳代 女性 学園 
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回答 年齢層 性別 居住地 

･繁華街が少ない(全体的に暗い)･駅周辺(武蔵砂川)が古い･さび

しい･栄えていない。･公園の管理や環境が悪い。･道路がガタガタ

(整備して欲しい)☆全体的にもっと活気のある、明るい街にして欲

しい。 

30歳代 女性 大南 

おおむね満足しているが、適当な分譲住宅が見つかれば、これか

らも住み続けたいと思います。しかし･･･。その住宅がなかなかみ

つかりません。もう宅地の余剰はないのでしょうか?(湖南衛生組合

のところは地盤強度が心配)加えて交通の便については、やはり

大きなネックです。 

30歳代 女性 大南 

まさか今時これほど改造車や暴走族がいる街が首都圏にあると

はおもいませんでした･･･(一部では有名のようでした。引越しする

前も夜は下見しなかったので知りませんでした。)教育レベルの低

さのせいでしょうか･･･。市や警察は何故放置しているのでしょう

か･･･。彼らが身内だからでしょうか? 

40歳代 男性 三ツ木 

ビンや缶類を毎週1回回収してほしい。 40歳代 男性 残堀 

･街並みや公園の雰囲気が暗く感じる。･ペットを飼う人のマナーが

悪い。･住宅街の狭い道をスピードを出して通るクルマが多い。 

40歳代 男性 大南 

20年ほど住んでいなかったので、今の所特にないです。反対の方

も多いとは思いますが、ゴミの有料化(可燃･不燃･プラスチックの

み)はした方が良いかとは思います。周囲の市が有料化になった

ので、地域によっては越境投棄されるのでは･･･。 

40歳代 女性 神明 

都市ガスが通っていないのに不満。ガス代が以前の2倍以上で引

っ越したい。 

40歳代 女性 本町 

･交通手段(公共の)がほとんどない。･図書施設がおそまつであ

る。･税金が高い。･緑化公園などめだったものがない。･桜並木の

手入れが悪い。･特出した「何か」が何もない。･住みづらい。･公共

交通の充実が必要。･都市ガスの導入が必要。 

40歳代 女性 三ツ木 

･スーパーが少ない･交通の便が悪い バスの本数が少なすぎる。

東京とは思えない1時間に2～3便とか…･犬のフン、ゴミの投げ捨

てが目立つ･都市銀行の支店、ATMが少ない UFJは一軒も無い

し･ゴミの回収について…網を被せるだけなのでカラスが散らかす

→BOX型にできないか 回収の頻度の改善希望。プラゴミを増やし

て欲しい･総合病院、専門病院が少ない。老人施設や老人病院ば

っかり･車が多摩ナンバー 

40歳代 女性 中原 

･屋内プールがない(総合体育館)･ゴミの分別が大ざっぱになった

(以前の方が細かかった)･スーパーマーケットが少ない。飲食店が

少ない。･「特産物です」と言ってお土産に(手土産)にするものがあ

まりない。･学校の勉強のレベルが低い(小学校) 

40歳代 女性 残堀 

ゴミ収集。前は毎日収集する日が決まっていてとても便利でした。

武蔵村山は不規則で不便です。不燃も月1回ではなくて回数を増

やしてほしいです。 

40歳代 女性 三ツ藤 
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回答 年齢層 性別 居住地 

道路が凸凹で自転車が主役なのに危険な所が多い。ゴミが捨て

てあったりして少し不安です。(夜中に捨てに来ているのでしょう)モ

ノレールの終電が早すぎるのか、住みにくいというか安心して楽し

めない点もある。田舎っぽさは好きです。都市ガスでないのでガス

代が高価である。ゴミ無料はとても助かります。 

40歳代 女性 学園 

医療、利便性（日常生活の買い物）、まちの安全、近所づきあいな

ど、もっとよくしてほしい。住宅条件以外よく思っていない。 

40歳代 女性 緑が丘 

23区は都市ガスだったので冬でも高くて6千円程度でしたが、こち

らに越してきて1万以上(冬)かかり、すごくびっくりしています。ガス

会社によっても多少違うらしいですが、とにかくガス代高すぎます!!

腹立たしい!! 

50歳代 女性 岸 

･通勤に1時間かかる。･ヘリコプターの音が21:00すぎてもうるさい

時がある。･市役所の方がとても親切でありがたく思いました。 

50歳代 女性 中原 

以前は海外に居住しており交通、日常生活は便利 現在は、すべ

て不便。 

60歳代 男性 岸 

以前立川市に住んでいました、公共施設･買い物･交通などの便

利はありますが、自然･環境･街･安全性等考えると、武蔵村山市

の方が住みやすい。(住む場所によります)交通の便が全てよくな

い。水道代が高い。 

60歳代 男性 岸 

住環境はとても良いが･･･。買物･交通･病院等、不便なところが多

い。 

60歳代 男性 岸 

ヘリコプターの音がうるさい 60歳代 男性 中原 

夜間～明け方までうるさい。警察などのパトロールがない。道幅が

4Mなのに相互通行でこまった。 

60歳代 男性 学園 

最初はとても満足していたが、日増しにひどくなる基地から飛び立

つ飛行機の騒音、予定外だった。さらに最高の日当たりだと満足し

ていたが、つい最近東側にとてつもない要塞のような家が建ち、今

その家のわが家側ギリギリにログハウスが建ったので、いずれ引

越しします。 

60歳代 女性 残堀 

野菜などが他の町より安く手に入る。新鮮でもある。 60歳代 女性 学園 

高い建物が無いので、空を直に感じられ気分はいやされる。住宅

街なのでしずかで夜もぐっすり寝られるのはとても良いです。ただ

交通の利便性で、最寄駅が無いので自転車かバスで武蔵砂川か

立川に出て電車に乗ります。田舎に来ちゃったなあと感じます。 

60歳代 女性 大南 

ごみがなんども市の方でかたしてくれているのに、あらゆるごみ粗

大ごみまで、すぐにいっぱいになりビックリしています。環境にも衛

生的にも良くないと思います。 

60歳代 女性 緑が丘 

年金生活なので生活するのが大変です。低所得者用の居住宅が

あればと思います。※低所得者有先の市営･都営住宅が欲しい。

(健康で病院いらずですが、今後どうやって生活(暮らす)か毎日、

悩んでいます。)※健康な老人が生きていける住まいを考えて下さ

い。 

70歳以上 男性 中原 

飛行機の騒音がない。 70歳以上 男性 緑が丘 
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回答 年齢層 性別 居住地 

この町は子供とお年寄りの多さにおどろきました 息子の家の都合

で急にこちらに来ることとなり都営住宅に1年住めば入れると聞い

ていたのですが、3年間住まないとだめだとのことで、年金だけの

生活ですので、住居の件では困ります。 

70歳以上 女性 学園 

以前住んでいた所は、雨が降ると下水があふれて大変でした。武

蔵村山はその点、下水道等ゆきとどいていると思う。 

70歳以上 女性 緑が丘 

 

 

■道路 

回答 年齢層 性別 居住地 

信号が多すぎて渋滞の原因になっていると思う。 20歳未満 男性 中原 

･公園の数が少なく遊具も少ない。･都市ガスの物件が少ない。･新

築の家がどんどんできているのに道が狭い。･車道を自転車が走

るなら道を広くしてほしい。(妻と子供が心配) 

20歳代 男性 中央 

自転車を利用される方が多いにもかかわらず、歩道の幅が狭く毎

日不便を感じております。街路樹の配置をもっと工夫することがで

きるのではないでしょうか。 

20歳代 男性 中原 

歩行者･車限らず、道がせまくて危険と思われる箇所が多々ある。 20歳代 男性 伊奈平 

家の前の道路が汚い。車が通るだけで、家が揺れる。舗装し直し

て欲しい所が多い。歩道が狭い。駅が無いので自転車でも安心し

て通行できるようにしてほしい。駅がほしい。都市ガスを増やして

ほしい。 

20歳代 女性 残堀 

道路の凸凹をキレイにしてほしい。 20歳代 女性 伊奈平 

銀行(大手)がない。駅がない。緑が少ない。自転車に乗りやすい

道路整備。病院まわり･大型モールまわりばかり整備されている。 

30歳代 男性 三ツ木 

道が狭いわりに自動車の速度が速く、自転車もしくは徒歩が恐ろ

しいことがある。 

30歳代 男性 大南 

室内プールがないのであったらいいのにと思います。中央付近は

公園がないので、遊ぶ場所が道路になってしまって、ボール遊び

などすると危ないと思います。一小正門側のバス通りでガードレー

ルがない部分があるのですが、通学路でもあるのでつけてほしい

と思います。歩道がせますぎて歩きづらいのも改善してほしいで

す。 

30歳代 女性 中央 

まだ住んで3カ月くらいですが、のどかで住みやすいと思います。

土日祝のイオンモールへ行き来する車の渋滞にまきこまれるの

で、道幅を広くしてもらいたいと思います。 

30歳代 女性 本町 

歩行者用歩道が狭い。子どもの通学時など心配です。 30歳代 女性 残堀 

普段は自転車をよく使用するのですが、道がいつも細くてでこぼこ

の所が多いので、もう少し広く真っ直ぐな道路を整備してほしいで

す。変わりませんが少しでも自分の両親が元気な内に、モノレー

ルの延長を望みます。 

30歳代 女性 三ツ藤 
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回答 年齢層 性別 居住地 

自宅前の道路の排水が悪かったり、道路のコンクリートが割れて

いたりしており、雨が降ると水たまりが多く、歩行が困難となり不便

さを感じます。また、隣人の覗きが日常茶飯事で、つけまわされた

りなどストーカー的な行動に驚きと共に、毎日嫌気がさしておりま

す。 

30歳代 女性 大南 

交通がとても不便。道が狭い。 40歳代 男性 神明 

新青梅街道の幅が狭くて、運転が怖い(大型車が多いのに･･･) 40歳代 男性 岸 

自転車が安全に走行できる道路整備をしてもらいたい 40歳代 男性 伊奈平 

道路整備(住宅地)がなされていない。家の前の道路は新青梅街

道のぬけ道で、猛スピードで車が通行し、とてもこわく、もう何十年

も舗装されていないので、この前も、母親が、つまづきケガをしてし

まった。小さな意見に対しても大きな予算を使ってほしいし、そうし

てくれたら、もっともっと仕事でかせいで、村山に納税を積極的にし

ていきたいです!! 

40歳代 男性 三ツ藤 

若者が少なく、若い世代のたちよる場所が少なく残念です。道に雨

水がのこり(車に水をはねられたことが何回もあるので)水はけをよ

くしてほしいです。 

40歳代 男性 榎 

学園から榎を経て伊奈平へ向かう道路が不便。土地の使用度合

と空地の多さから、もう少し行政側で動いてくれるのを期待。信号

の数･設定も悪いので余計に印象が悪いです。 

40歳代 男性 学園 

横田基地が近いせいか、とても騒がしい街に感じます。残堀は住

宅街に入ると細くつながっていない道が多くて、移動が大変だなあ

と感じます。 

40歳代 女性 残堀 

家のそばにある生活道路が抜け道として使われている。かなりの

スピード(車･自転車)を出しているので通学路としては心配です。

週末だけ片側に警備員らしき人が看板を持ち立っているが、役に

立っていない。他県ナンバー等のドライバーには声をかけたりして

注意すべきです。公園が少なく遊具も少ない。唯一ある滑り台に

は落書きがあり汚い。プリンスの丘公園をもっと充実させてほしい

です。 

40歳代 女性 榎 

まだ利用した事がない施設が多いです。今住んでいる所がいち早

く整備された地域なのか、狭い道が多い、舗装されたコンクリート

がでこぼこして雨水等溜まっている場所が多いので、整備しなおし

考えていただきたいです。多くの人がよりよい地域作りを考えてい

る印象があり、将来より住みやすい町に。 

40歳代 女性 大南 

歩道が少ない。あってもせまい。ベビーカーで通る人とすれ違うの

が難しい。もっと歩道を増やし小さい子供も安心して通れるように

してほしい。歩道と道路の段差が高すぎる。ベビーカーが押しにく

い。 

40歳代 女性 大南 
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回答 年齢層 性別 居住地 

娘が以前、都内含め役所関係の仕事をしていましたが、武蔵村山

市役所が一番対応が良く素晴らしいと聞いておりました。私どもの

転入に際して市役所に伺った所、やはり対応が素晴らしく感動しま

した。以前の市役所などは対応･態度･言葉遣いなどとてもひどく、

他の市役所なども多かれ少なかれその様な状況で、この度武蔵

村山に引越して来て良かったと思っております。気になる事が一

つ、遊歩道の照明がとても古く･暗く危険を感じます。女子高生･女

子中学生･小学生など多く利用しているので気になります。明かり

はLEDにし、数も増やして頂くと安心出来、事件･事故などの心配

も無くなります。 

50歳代 男性 三ツ木 

土日の交通量が多く道路の整備が望まれる。(車線拡張･右折レー

ン充実など 多摩モノレール延伸早期実現) 

50歳代 男性 三ツ藤 

道路の渇水対策の遅れ 50歳代 男性 大南 

歩道が狭すぎる 50歳代 女性 残堀 

街が理路整然としていない。道が細い。部分、部分で目先が開発

された感じで、全体的なまとまりがない。「かたくりの湯」は自慢で

きますが、他はあまり見当たりません。以前、住んでいたところ

は、道が広く碁盤の目のようになっていて、すごくよかったです。武

蔵村山は、ごちゃごちゃしていて、全体的に統一感がありませんね

…囲まれてるまわりの市との差別化も感じません。たぶん50年先

もこのままでしょう…この市にぜひ住みたいという、魅力は感じま

せん 

50歳代 女性 三ツ藤 

せまい道路が多すぎる。歩道のない道が多すぎる。行きどまりの

道が多すぎる。 

50歳代 女性 学園 

住みやすい町めざしてがんばって下さい。応援します。自転車で

通勤していますが、道が･･･走りづらいです。引っ越して来て関心し

たのは、毎朝小学生のために交通整理されていることです。 

60歳代 女性 大南 

①道が狭い 70歳以上 女性 伊奈平 

 

 

■治安 

回答 年齢層 性別 居住地 

武蔵村山市はのんびりとした雰囲気があり、個人的には好きで

す。夫の職場が武蔵村山市なので、このまま住むと思います。な

ので安全で安心のできる街になる様にお願いします。 

20歳代 女性 大南 

村山団地の治安の悪さを何とかしてほしい。 30歳代 男性 学園 

頻繁にパトカーによる防犯パトロールが行われているように感じ、

安心して夜外出ができた。近くの図書館にない雑誌をすぐに都立

図書館から借り受けて頂き有難い。 

50歳代 男性 学園 

警察がない。(交番含む)自治体に警察がないのをはじめて知っ

た。治安が心配!また信頼できる病院等が少ない。自転車に乗る人

のマナーが悪い。ルール無視。商業施設･娯楽施設が少ない。畑

と空地ばかり。 

70歳以上 男性 榎 
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■生涯学習・文化・スポーツ 

回答 年齢層 性別 居住地 

公共施設(図書館･スポーツ施設)の拡充 20歳代 男性 神明 

市営図書館の充実･拡大を進めていただきたいです。 20歳代 男性 中原 

･電車等交通機関がより便利になってほしい。･公共施設でのサー

クル活動(習い事等)の種類をもっと増やしてより施設を活用できる

ようにしてほしい。 

20歳代 女性 本町 

屋内スポーツ施設が欲しい。屋内プール。図書館の本の数を多く

してほしい。 

30歳代 男性 学園 

以前は海と山に囲まれた町だったので、こちらは道も平坦で買い

物等も便利で満足しています。ひとつ提案といえば、幼稚園･保育

園見学や市の公共施設の行事等、市の広報誌くらいしか確認す

るときがないので、スーパーやコンビニなどに声かけのチラシetc

置くともっとそれら活動が活かされるし私達市民も有難いです。 

30歳代 女性 三ツ木 

教育水準向上のためにも図書館を充実したものにして欲しい。ま

た自然環境に恵まれているにも関わらず美しい自然を表現出来て

いないと思う。武蔵村山の素敵な所を生かしアクティビティなど生

産性のあるものが必要だと思う。 

30歳代 女性 三ツ木 

スポーツジムがほしい。駅がほしい。(車ないと不便)病院が少な

い。 

30歳代 女性 伊奈平 

病院が少ない。図書館の本が少ない、自宅でネット予約などがで

きると良い。 

30歳代 女性 学園 

図書館が以前住んでいた立川市と比べ、あまり良くない。本の蔵

書数･状態が。(中央図書館はふつうですが)もう少し改善してほし

い。水があまりおいしくない。 

30歳代 女性 大南 

スポーツ施設が遠い。図書館の閉館時間が早い。学校が落ち着

いて勉強できる環境ではない。 

30歳代 女性 緑が丘 

冬場に平日使える室内プールがない。?市役所周辺道路の歩道が

せまい。 

40歳代 男性 学園 

他自治体の市役所とは異なり、親切に対応して頂きました。グラウ

ンドはありますが、トラック等の専用施設があればよかったのにと

思います。男女共同参画の活動には感動しました。 

50歳代 男性 学園 

図書館の充実を希望します。体育館･体力作りコースが小平･東村

山に比べても大きく見劣る。近くの市同志で相互に利用できるよ

う、働きかけをお願いします。 

50歳代 男性 大南 

図書館の内容が良くない。本も古いし数も少ない。以前、他市にい

た事があり比べてしまう。 

50歳代 男性 大南 

様々な地域の図書館を利用しましたが、一般の文庫本については

他より充実していると思います。地域によってはマンガやDVDなど

もありました。内容によっては武蔵村山でも扱ってもよいのではな

いでしょうか? 

50歳代 女性 神明 

大都会東京の割には、今住んでる残堀は静かで環境も良いので

すが、何か物足りなさを感じている。今日この頃ですがもう少し、

娯楽施設があれば有り難いです。以上 

60歳代 男性 残堀 

図書館を充実して欲しい。 60歳代 女性 本町 



 

75 

■行政 

回答 年齢層 性別 居住地 

・市役所の対応が全般的に悪い。立川市と比べものにならな

い。 ・小児科少ない。 

20歳代 女性 三ツ木 

火災のサイレンがすごく大きく、真夜中でも関係なく鳴るため、赤ち

ゃんが寝ててもすぐ起きる。その後火災の事実はありませんでし

た。など、あやまったことが多すぎるので、どうにかして欲しいで

す。 

20歳代 女性 残堀 

･市の職員さんの対応が良い。助かります。･バスの料金が安くて

驚きました。 

20歳代 女性 学園 

市役所が遠いので、団地内の緑ケ丘出張所は助かります。東大

和駅までのバスがあればもっと便利になると思います。 

30歳代 女性 大南 

①小児科メインでやっている病院がない!!以前は充実してただけ

に、武蔵村山が子育てしづらく感じる。②何より一番は防災無線が

うるさすぎる。(だんな実家も今住んでいる所も目の前に防災無線

がある)子供3人いますが、防災無線で必ずだれかが起きる。よう

やく休める(私)と思って一緒に寝ても、防災無線で子供が起きるか

ら私は寝れず･･･。子育てがつらいのは防災無線のせいでの睡眠

不足が原因。もう武蔵村山は嫌だ(色々と)なので次引っ越すとき

は絶対に武蔵村山市以外で防災無線がなくて、子育てしやすい所

に引っ越します。防災無線→火事とかの情報はいらない。(特には

なれている所のを言われても･･･21時とかに)11:50･17:30もいらな

い(音がうるさい大きい)14時すぎの子供の放送もいらない。その他

振り込め詐欺の放送もいらない。今まで他の市で防災無線、近く

に住んでた事もあるけど、その時は夕方の音楽だけ。こんなうるさ

いのは武蔵村山だけ!! 

30歳代 女性 大南 

市報の内容がお年寄りにかたむいていて、読んでいておもしろくな

い。子どもに関する情報欄が少なすぎる。 

30歳代 女性 緑が丘 

屋内市民プールがあればうれしいです。市の放送が家にいると聞

こえない。(近所にスピーカーがない為) 

40歳代 女性 伊奈平 

転入の際市役所へ行きましたが、不親切な対応におどろきまし

た。交通の便が決して良くないのに再度来るように言われ困りまし

た。近くの福生市や東大和市とは差がありすぎます。治安が悪く

夕方からは外出しないようにしています。相談事があり市役所の

制度を利用しましたが、のらりくらり、誰でも言えるようなことを言

われ結局〝仕方ないです〟で終り、時間のムダでした。歴史のあ

る土地なのにレベルが低くもったいないと思いました。 

40歳代 女性 学園 

市役所が土日とか平日夜遅くまでやっていない事に驚きました。

以前の所では月に数回とか、土日の開庁とかもあり、夜7時迄開

いていた。図書館も閉まるのが早すぎる。仕事がある人は土日し

か図書館に行けない事がびっくりです。図書館もちいさくてびっくり

です。 

40歳代 女性 大南 

･住民票が窓口以外で請求ができること。･市内に電車の駅が出来

るといい。 

50歳代 女性 残堀 
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回答 年齢層 性別 居住地 

･これだけの質問で総合戦略を立案することに役立つのでしょう

か?国や都からの指示を受けてテキトーにこなしているように思

え、企画力が疑われます。予算の無駄使いのようにも見えます。コ

ンサル会社に丸投げするのではなく、市役所職員が企画してビジ

ョンを示した上で、アンケート調査をするべきです。･公民館、集会

場などのハコモノはもうこれ以上必要ありません。･図書館の図

書、雑誌を充実させてください。(建て替えは必要ありません)･花火

での通信はうるさいだけで時代遅れです。禁止して下さい。･犬も

花火の音を怖がっています。･防災無線で火事のお知らせは不必

要です。うるさいだけです。危険なら自ら逃げます。･市役所は借

地に建っていると聞きましたが、毎年高額の借地料を払い続ける

ことに疑問を感じています。今までたくさん払ったのですから、土

地無償提供させてもいいくらいです。 

60歳代 男性 大南 

市役所が遠いと感じています。10年20年住みますと何かと出てき

ますか? 

70歳以上 女性 学園 

 

 

■まちづくり全般 

回答 年齢層 性別 居住地 

まずは市政運営大変ご苦労様です。以下に率直な感想を書かせ

ていただきます。①やはり武蔵村山市は高齢者の町、低所得者の

町というイメージがあります。(外から見たら)転入したばかりですの

で、市としての方向性がわかりませんが、長期的には払拭する必

要があるのでは?②職員や企業の先駆的な取り組みを表彰し、ア

イデアを形にするチャンスを作ってはどうでしょうか?(副賞などは

不要)当市では職員のアイデアで求職中の生活困窮者にスーツを

貸し出す取組が表彰され、、当初は職員の不要になったスーツの

寄付、その後市内企業から新品のスーツが寄付されました。③広

報は多少経費がかかってもフルカラーにするべきです。今の広報

は字ばかりで読む気になりません。④モノレール延伸は必要だと

思います。モノレール延伸が実現した際の街のビジョンをもっと明

確にしてはどうでしょうか?(当然ですが)交通の利便性だけではな

いと思いますので･･･。全庁的なWGを設けては?新しい街を作るぐ

らいのアイデアが必要ですし、市の提示する街の未来像が魅力的

かつ現実的であれば、モノレール事業者ももう少し乗り気になるの

では?と思います。以上です。特に③は是非実行して欲しいです

ね。市政の発信力は重要です。乱筆失礼しました。(もう少し自由

記述欄が欲しいです･･･) 

20歳代 男性 学園 

自宅の周りの車の通りが以前の所より少なく、子供たちへの心配

がへった。歩道の所の垣根をもう少し早めにかってほしい。交差点

で安全確認ができない。マウンテンバイクやオリンピック競技の

BMXなど、自然の中で遊べる自転車の環境を用意してくれたらう

れしいし、外からも人が集まるんじゃないかなぁと思う。近辺に

BMXレースのコースやマウンテンバイクで楽しめる場所があまりな

いです。 

30歳代 男性 中原 
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回答 年齢層 性別 居住地 

･街が何をウリにしているのかわからない。街の魅力が不明確。･

交通が不便。(駅が遠い･モノレールの運賃が高い)･教育環境(学

力レベル等)があまり良くないという噂を聞いた。→永住したいと思

えない。 

30歳代 男性 学園 

･街としての設計図、再開発などのプランが全く感じられない。日産

跡地の活用もモノレール延伸も遅々として進んでいない。･体育館

が少ない。屋内プールもない。ジム等も少ない。･無駄に自転車通

行可能な狭い歩道が多い。スクールゾーンが少ない。計画性のな

さが見える。街として受動喫煙に甘い。(路上やベランダ、店先喫

煙などに対する啓蒙活動がほとんどない)･イオンがたまたま出来

たからいいようなものの、「マトモ」な買い物が出来る店の誘致とか

はしないものですか?立川はどんどん再開発でIKEA、ららぽーとな

ど出来ていますよ?･恐らく、武蔵村山市以外の在住の人が市役所

に勤めているのでしょう。採用基準をせめて武蔵村山近郊に住む

人にした方がよい。このまま廃れる街になる 

30歳代 男性 緑が丘 

電車が通っていない分、バス等の公共の乗り物を充実させてほし

いと思う。今のバスは、時間通りに来ないので、最寄り駅までうま

く、到達しないことが多い。武蔵村山～上北台、玉川上水、間での

バスの運行を充実するようにしてほしい。立川からのバスを待つ

から時間が遅れるのだと思うが、何とかしてほしいものです。住ん

でいない団地がそのまま放置されていて、いつまでそのままなの

か疑問に思います。武蔵村山は緑も多く、土地も広いのだから、

団地のあと地に陸上競技場(トラック)を作ればいいのにと思いま

す。作れば、自然とランニングや歩きの人々が集まり、輪もたくさ

ん出来て、楽しくなると思います。沖縄には、各市町村に陸上競技

場があります。夕方～p.m9:00頃にかけてみなさん汗を流していま

す。一度、視察されてはいかがでしょうか? 

40歳代 女性 学園 

街の一体感があまり感じられない。新青梅街道をはさんで旧市街

地と南側の新興住宅地は、やはり別世界である。私自身は官舎な

ので選択の余地はなかったが、当市は「武蔵村山」だからと選択さ

れる町ではなく、「都営住宅が当たったから」とか、「本当は別の場

所がいいのだが予算の関係上しかたなく」が本音ではないだろう

か?一体感のある魅力ある町にしないと町同士の競争にまけてし

まう。 

50歳代 男性 学園 

良いところ・夏場に高齢者に向けて休養施設(休み所)がある。・防

災放送を活用・ゴミ収集の無料は大変良いことです(資源と分別を

PRし、売却収入を無料化に当てたらどうでしょう)・昭島駅に行くバ

スの料金が割高である(市のバスの運行を希望します)(以前の市

は市内循環が多く活用され、100円で利用できていた)・残堀川の

管理不十分(草や残物が落ちて見苦しい)憩いの場となるよう管理

者と調整してください。・緑地帯(公園など)に花を植え、いこいのあ

る街並みを(苗は市負担、管理はボランティア⇒実施している市有

り)・「ゴーヤ･朝顔の配布」続けて下さい。・モノレールの進捗状況

を詳しく機関紙に載せてください。 

60歳代 男性 残堀 
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回答 年齢層 性別 居住地 

緑豊かな自然環境が程よく残されていて、住宅地域とのバランス

が良く、このことが一番の特徴として好ましく感じている。また残堀

川沿いに遊歩道があり、野山北公園自転車道も市内を横断してい

て散歩コースが充実している。課題としてはこれからの高齢化社

会に向けて、住民参加で健全な地域社会の持続に対応していく自

治体であってほしいと願っている。 

60歳代 男性 三ツ藤 

1.横田基地民間機利用を望みます。2.もし道の駅が作れたら知名

度50%位アップします。3.一日も早いモノレールの期待と市ぐるみに

なってもっと活動や宣伝を頼みます。(モノを呼ぼうに行ったけど、

少ない出席でがっかりしました。他の市に越されても無理ない

位)4.交通便の多い所に歩道橋の設置はどうなんですか。5.子育て

(保育園他)が充実した環境。家族全員武蔵村山に転入してよかっ

た。市がんばれ。 

60歳代 女性 三ツ藤 

 

 

■その他 

回答 年齢層 性別 居住地 

今後発展する伸しろを感じる。 20歳代 男性 学園 

昭島市みたいにリサイクルセンターがあればもっと良い。 30歳代 男性 三ツ木 

オスプレイ反対!!来たら出てくよ 30歳代 男性 三ツ木 

オスプレイに関して、配備の時期が決定となれば、転出も考えてい

ます。安心して住める環境を作って下さい。 

30歳代 女性 三ツ木 

全体的に時代に合っていない。おくれている。 40歳代 男性 残堀 

廃居の団地を再開発し、土地の有効活用(公園、スポーツ施設等)

をして欲しい。 

40歳代 男性 学園 

ふるさと納税を推進して欲しい。税金をもっと安くしてほしい。 40歳代 女性 学園 

仕事などで忙しく、まだ考えられない。 50歳代 男性 残堀 

玉川上水駅北口交番ウラ(モノレール下)の無料駐輪場の件です

が、朝、自転車を置き、夕方(5時前後)自転車を探すが無い。寄せ

てあり見つかりましたが、両側の自転車に私の自転車のハンド

ル、ペダルが交わり両側の方もこちらの自転車にクイ込みまして、

出せないありさまです。女子高生が自転車もろとも引くり返える光

景も見ます。シルバーの方のせいには、しないがヒドスギル駐輪

場です。なんとか秩序ある場所にして頂きたいです。 

50歳代 男性 大南 

子供(人々)が道路を歩いているのにびっくりです。前は、人を見か

ける事がなく、イオンに行っても、販売員だけで、お客様は、土･日

しか見かけません。冬に雪がなく、とても、とても楽で、過しやすか

った。寒さがやさしい!!雪で苦しめられる事がなく安心です。 

50歳代 女性 大南 

高齢の両親が建て替え前の村山団地に住んでおり、近所の噂話

ばかりで、引越時期等はっきりとわからず、年齢を1年1年とかさね

ております。 

50歳代 女性 学園 

引っ越ししたばっかりで今のところまだわかりません。 50歳代 女性 緑が丘 

まだ、よくわからない。 60歳代 男性 伊奈平 
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回答 年齢層 性別 居住地 

純然たる個人的な事柄ですが、以前から悩まされている。「きわめ

て不愉快な人違い」ますますひどくなりました。 

60歳代 男性 緑が丘 

さびれている。市長は何も考えていないんだと思った。市を見て住

んで感じた。子供が育たない地域は寂れる一方だと思う。団地周

りをもっと昔のように活気ある地域にしてほしい。市長の座に安堵

しているだけでは、ボケ老人と同じではないか。 

60歳代 男性 緑が丘 

税金が高い 60歳代 女性 不明 

あまりにも不便な所に、住み初めはとまどいましたが瑞穂町に助

けられながら前向きにやってます 

60歳代 女性 三ツ木 

町にかっきがない。 70歳以上 女性 中藤 

最近転入したばかりなので、また良くわかりません。 70歳以上 男性 大南 

武蔵村山に住んで半年位なのでわからない点が多いので、もう少

し時間が掛かると思います。 

70歳以上 男性 緑が丘 

住んで6カ月ですのでまだ分からない。 70歳以上 女性 緑が丘 
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３．武蔵村山市総合戦略策定に係る転出者意向調査 

問15 武蔵村山市に住んでいた頃に感じていたことをお書きください。（現在住んでいるところとの違

い、武蔵村山市に望むことなど） 

 

■回答数内訳（回答総数311件、項目別回答総数495件） 

項目 回答数 

住みやすい、満足している 18件 

買い物 19件 

交通 165件 

モノレール 26件 

住民・コミュニティ 13件 

医療 7件 

子育て 18件 

教育 13件 

福祉 13件 

公園 11件 

自然環境 21件 

住環境 33件 

道路 32件 

治安 17件 

防災 1件 

生涯学習・文化・スポーツ 8件 

行政 31件 

まちづくり全般 30件 

その他 19件 

総数 495件 

 

※個人情報に関わる部分は、削除・修正しています。 

※複数項目にわたっていただいた御意見は、そのうち一つの項目に分類し、掲載しています。  
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■住みやすい、満足している 

回答 年齢層 性別 居住地 

不便だったけど、それが当たり前だったから苦痛ではなかった。市

民を積極的に市政に巻き込む姿勢は村山独自でスキでした。乳

がん･頸がん検診無料は他の自治体にはなくて驚いた!今でも週1

で村山の実家に帰るくらい、村山大好きです!! 

20歳代 女性 学園 

30年住みましたが、特に不満はありませんでした。 30歳代 男性 大南 

最寄駅が遠い分バスは充実していたが、夜が遅い時などは少し不

便。それ以外はとても良い町だと思っています。自然も多く、イベン

トも良く参加させていただきました。今回の転出について武蔵村山

市内での住居を求めていましたが、良い物件がなかった為、武蔵

村山市にほど近い立川市内を選んだ次第です。本当に市内の

方々には良くして頂きました。また戻りたいです。 

30歳代 女性 本町 

人も温かく住みやすかった。子どもが大きくなった時の通学等を考

えると、もう少し交通の便が良ければ最高だと思います。 

30歳代 女性 岸 

良い街でした。 40歳代 男性 大南 

全く不満なし。住んでいる当時は充実した生活を送ることが出来

た。 

50歳代 男性 学園 

都心が近いこともあり、とても便利で住みやすい街だと思います。 50歳代 男性 大南 

長年住んでいたので、良い街だと思う。今住んでいる所は道がせ

まくて悪い。買い物が不便。 

60歳代 男性 残堀 

今住んでいる所は買い物が不便。道路がせまくて悪い。水道代が

高い。長年武蔵村山市に住んでいたので、良い所だと思います。 

60歳代 女性 残堀 

スーパー等が多く買い物に便利。金融機関もいろいろ揃っていて

便利。自然環境がすばらしい。 

70歳以上 女性 本町 

 

 

■買い物 

回答 年齢層 性別 居住地 

今住んでる所は交通の便がとてもいい。夜遅くまでやっているスー

パーがある。 

20歳代 女性 伊奈平 

交通の便の悪さは村山にとって、大きな問題であると思います。し

かし村山の商店街は地域の人々が集い活気がありました。村山を

離れる時はとてもさみしかったです。良い場所だったと思います。

ありがとうございました。 

20歳代 女性 大南 

線路がなく不便。日常の買い物には困らなくて良い。 30歳代 女性 伊奈平 

･交通の便は良くないが、イオンモールが近く、とても便利だった 

立川にもアクセスが良く、今の住まいより暮らしやすいと思う。 

30歳代 女性 学園 

スーパーが少ないとこと。 50歳代 男性 三ツ木 

モノレールの駅前の充実(店が少なく、衣食住に困る) 50歳代 男性 大南 

買い物利便性 70歳以上 男性 伊奈平 

交通の便がよくなれば･･･。買い物が便利になれば･･･。 70歳以上 女性 大南 
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■交通 

回答 年齢層 性別 居住地 

車がないと難しい。妻が妊娠し、駅に出るのに自転車が使えなくな

ったことにより転出を考えた。立川に出るのにバスで1時間は出勤

体制も考えなくてはいけなかった。バスの本数も少なく、目の前で

行ってしまうと時間がかかってしかたがなかった。 

20歳代 男性 中藤 

武蔵村山市にはより住みやすいベットタウンを目指して欲しい。モ

ノレール延伸が完了するまでは、シャトルバスにはもう少し運行本

数を増加･運行時間を延ばして欲しい。特に朝の通勤時間、雨天

時は上北台駅付近は送迎の車が混雑し、危険に感じている。 

20歳代 男性 神明 

最寄の駅が遠いのが困りました。 20歳代 男性 中央 

･電車があることが一番。 20歳代 男性 三ツ木 

最寄りの駅(昭島駅･西武立川駅)が遠い点が不便です。 20歳代 男性 中原 

バス以外での交通の利便性は悪いと思えた。電車ないし、それに

準ずる機関の整備は進めて欲しい。 

20歳代 男性 中原 

交通の便が悪いのが難点。あとはゆったりとしていて、住みやす

い街です。 

20歳代 男性 中原 

グリーンタウン(中原)の実家に住んでいました。最寄りの駅までの

交通の便の悪さはありましたが、今は良くなりました。ただ車であ

れば、大した問題ではなかったかもしれません。やはりモノレール

の開通でだいぶよくなるのではと思います。 

20歳代 男性 中原 

交通の利便性をもっとよくしてほしい 20歳代 男性 中原 

駅を作ってほしいことのみ 20歳代 男性 残堀 

とにかく路線を利用する場合は、昭島駅か西武立川駅まで自転車

が必要なために、学生や新社会人の方など、車を所持していない

人には厳しい利便さだと思います。 

20歳代 男性 伊奈平 

市の南側(伊奈平、残堀辺り)はモノレールが延伸しても使わない

ので、バスの路線や本数を充実させてほしい。 

20歳代 男性 伊奈平 

･駅までが遠かった事が一番でした。モノレールが市内まで伸びた

ら良いですね。･日産の工場跡地が広大で、空地にしておくのがも

ったいないなといつも思っていました。･ゴミ袋にお金がかからない

ことは良かったです。 

20歳代 男性 榎 

交通が不便。 20歳代 男性 大南 

交通の利便性が悪く、免許を持たない身としては、とても住んでい

ける地区ではないと感じる。 

20歳代 女性 不明 

交通がなによりふべんでざんねんでした。電車が(モノレール)があ

ると◎ のどかで自然が多いの◎ 

20歳代 女性 本町 

電車がなく交通に不便。 20歳代 女性 本町 

駅がなく車で生活するには便利だったが、都心にアクセスしづらか

ったため転出した。交通の便がよくなれば武蔵村山市に戻りたい。 

20歳代 女性 岸 

交通の便が悪い。バスの本数が少なく運賃が高い。 20歳代 女性 中原 
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回答 年齢層 性別 居住地 

駅まで自転車で25分、しかも昭島駅(今は駅まで徒歩5分)や武蔵

砂川駅という隣の市の駅をかりていた。不便すぎてがまんできなく

なり、23区に移った。モノレールも結局何十年たってもできないか

らあきらめた。でもモノレールができたときは映画ができてよかっ

た! 

20歳代 女性 中原 

交通の便がよくなることを望んでいました。通学･通勤の時に困る

ことがありました。 

20歳代 女性 中原 

住みやすいが、交通の便が悪い為。とても不便。 20歳代 女性 残堀 

交通の便が悪すぎる。(自転車の運転が出来ないため)鉄道等の

駅を作ってほしいです。 

20歳代 女性 伊奈平 

車がないとどこにも行けない。中高生のガラが悪い。 20歳代 女性 伊奈平 

今、住んでる場所は車がないとどこにも行けない。村山はバス停

が近くにあったので立川とかに行くのもそこまで時間がかからない

で行けた事。出来れば、駅とかもあったらもっと楽だと思った。 

20歳代 女性 三ツ藤 

交通の便の悪さ。 20歳代 女性 三ツ藤 

車の運転マナーがあまり良くない。 20歳代 女性 三ツ藤 

とにかく交通の便が悪くて移動が大変でした。スーパーも少ないの

で買い物も大変だった。小さい子がいる人や車の運転ができない

人(実際、私自身がそうでした･･･)は、特に大変だと思います。 

20歳代 女性 三ツ藤 

車が無いと不便なことが多い(通院、買い物等) 20歳代 女性 学園 

正直武蔵村山市は駅がないので、交通の便はかなり悪いと思い

ます。バスなどもありますが、車がないと苦労すると思います。箱

根ヶ崎までのモノレールの件はどうなったのか気になります。 

20歳代 女性 大南 

田舎過ぎず、都会過ぎず程よいのどかさが魅力的ですが駅が無く

交通の便が悪い事だけが難点。イオンも村山病院も出来てとても

便利ですが、やはり駅がないというのは大きい。駅が出来れは村

山市民に戻りたい。 

20歳代 女性 大南 

街並みにキレイさがない。品がない。イオンモール以外に行くとこ

ろがなく、駅からも距離があり、車のない生活でしたのでつまらな

かったです。…失礼なことを言いますがすみません。素直に書か

せていただきました。 

20歳代 女性 大南 

武蔵村山市には約3年間お世話になりました。大変好きな町です。

現在は東北に住んでいますが、東京にまた住む事がありました

ら、また武蔵村山さんでお世話になりたいです。ただ1つ言うとした

ら、電車がないという交通の不便だけが気になります。 

20歳代 女性 大南 

市内に駅があればよかったなと思います。 20歳代 女性 大南 

交通が不便だと感じました。子供がいるので、車の免許を持って

いないと不便なところだと思いました。モノレールを早く作った方が

いいと感じました。 

20歳代 女性 緑が丘 

住んでいた頃は交通の不便は気にしていなかったが、一度武蔵

村山市を出て公共の交通の便利なところに住んでしまうと、不便

だろうなと感じる。バスの数(本数)なども少ないので･･･。 

20歳代 女性 緑が丘 

交通の便が悪い。 30歳代 男性 神明 

路面電車(LRT)･モノレールがほしい。 30歳代 男性 中央 
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回答 年齢層 性別 居住地 

最寄駅が遠い為にバスをもう少し遅くまで運行してほしい。 30歳代 男性 本町 

交通の便が悪すぎる。 30歳代 男性 本町 

交通の便が良くない。バスだけだと不便。 30歳代 男性 岸 

税金が安かった事は助かったが、電車が通ってないのがとっても

不便でした。 

30歳代 男性 中原 

公共交通機関がバスしかなく、大変通勤が不便でした。 30歳代 男性 残堀 

とにかく交通の便が良くない。自転車･車が必須で公共のバスも本

数が少なく、ダイヤが乱れやすかった。十数年前からモノレール延

伸の話はあるが、計画が進んでいるのかは疑問。また嫁も元市民

だが、実家が道路拡張による区画整理の対象になっている。当初

負担はかけない条件を提示されていたようだが、いざ話が進むと

どう考えても不利益を被る形で話をされているようだ。市民生活が

担保されない状況で、再び貴市に戻って生活することは考えられ

ない。 

30歳代 男性 残堀 

陸の孤島で不便だった。結局車がないと何もできない。大変住み

づらい。 

30歳代 男性 榎 

公共交通機関の不便さは東京都下とは思えない。自動車通勤だ

ったので不便さを感じることは日常ではなかったが･･･。柄の悪い

人たちが多く住みにくかった。後から入居してきた向かい住人と騒

音トラブルになり、引越した経験あり。 

30歳代 男性 榎 

交通手段がバスのみなのを早く無くしましょう。 30歳代 男性 学園 

やはり近くに電車の駅がほしい。 30歳代 男性 学園 

都内で唯一電車の通らない市ならば、それを利点とした街づくりを

して欲しい。無いものをいい訳に掲げるのは、受け入れがたいし聞

き飽きた。 

30歳代 男性 学園 

終電まで仕事をすることが多く、最寄りの玉川上水駅に着くのが12

時半頃になることが多いが、最終バスの時刻が早いため帰宅が

大変。また23区内の勤務先までの通勤時間が1時間半程度かか

るため、通勤が困難だった。 

30歳代 男性 学園 

電車の駅が欲しい。 30歳代 男性 大南 

交通の便が最大の障害。病院などの施設もあることはあるが、"

質"に疑問。「クルマ社会」という認識があれば、大きな問題にはな

らないとも感じる。駐車場をもっと増やすべきと思う。 

30歳代 男性 大南 

交通が不便 30歳代 男性 大南 

駅がない。交通の便の悪さ。 30歳代 女性 神明 

･とにかく交通が不便で車がないと生活できないので困った。市が

委託しているバス会社の対応が悪く、またタクシー会社も悪徳とは

言わないが、対応が良くなく、夜遅い時間の帰宅時は大変だっ

た。･市には交通環境の整備･病院の充実を望みます。 

30歳代 女性 神明 

武蔵村山はとても自然がたくさんある所でよかったけど、どこに住

んでいても近い駅がないのは、やはり不便でした。市内循環バス

ももう少したくさんの本数がほしいです。 

30歳代 女性 神明 
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回答 年齢層 性別 居住地 

住み慣れた人からすると住みやすいところだが、他市に住んでい

る人からすると駅がないことが不便であると言われ、住む場所とし

て選択に入らないのが現状。モノレールの早期発展を望みます。 

30歳代 女性 本町 

ろうじんばかり。電車が無いのが最悪。車が無いと住めない。 30歳代 女性 三ツ木 

武蔵村山市は坂がほとんどなかったので自転車での移動も楽でし

たが、今は坂が多いので電動自転車がないと大変です。 

30歳代 女性 岸 

通勤･通学の為にも交通の便が良くなればと思っていました。 30歳代 女性 中原 

とにかく交通の便が悪すぎます。生活･行動範囲すべてに狭めら

れると思います。 

30歳代 女性 中原 

駅まで遠かったためバスの本数を増やして欲しかった。 30歳代 女性 残堀 

駅がないので、バスの本数をもっと増やしたり、路線を増やしてほ

しかったと思います。(立川駅行きなど)昔は残堀まで立川駅行き

があったのになくなってしまったので…。もっとバスで色々な駅にも

行けるようにしてほしかったです。 

30歳代 女性 残堀 

交通機関の利便性がとても悪く、自家用車がなければ日常の生活

もままならないという環境は、四半世紀以上変わっていないと思

う。バスの本数がもっと増えれば住みやすさも少しは変わるかも。 

30歳代 女性 伊奈平 

武蔵村山市はとにかく交通の便が悪すぎます。現在所沢市に住

んでいますが、とても便利です。また武蔵村山市は街の雰囲気も

暗く再び住みたいとは思いません。 

30歳代 女性 伊奈平 

バスの本数がもう少し増えたらいいなと思います。 30歳代 女性 伊奈平 

とにかく駅に出るまで一苦労。バスも不便&本数が少ない。皆、送

り迎えで時間がとられてしまう。(家族が多いほど)駅が無く「とり残

された市」として有名になっています。早く改善して下さい。 

30歳代 女性 三ツ藤 

電車の駅がほしい。とても不便だった。 30歳代 女性 学園 

電車を通してほしい。 30歳代 女性 学園 

交通が不便でした。 30歳代 女性 学園 

バスや車がないと生活しにくい環境だった。 30歳代 女性 大南 

最寄駅までバスで30分かかることは不便だった。モノレールも完成

をするのか。市内に鉄道が通ればとは思うが、交通面の改善のた

めには何十年もかかると思ってあきらめていた。緑が多く子供の

遊ぶ場所が多いのはよいと思う。 

30歳代 女性 大南 

車を持ってないと、移動するのが苦な時があった。 30歳代 女性 大南 

･通勤･通学を考えると、以前は交通の便があまりよくなかったの

で、(駅まで20分以上･バスもコミュニティバスの本数が少ないた

め、気安く乗れない)その辺が充実するといいかなと思いました。･

教育環境もどうかなと･･･言いやすいことではありませんが、学校

の先生もちょっと･･･とてもいい方もいますが、質の差が･･･特に今

の若い方は、どこもそうかもしれませんが･･･。 

30歳代 女性 大南 

ゴミ袋が無料なのは良かった。電車がない。車が常に渋滞してい

るのは不便。図書館が大きく勉強できるようなスペースがあれば

いいと思う。 

30歳代 女性 大南 

とにかく交通の便が悪い。それに尽きます。せっかくいい環境なの

に･･･。 

30歳代 女性 大南 
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回答 年齢層 性別 居住地 

モノレールは延長しなくて良いので、市内循環&玉川上水等、最寄

り駅からのバスの本数と路線を見直して、増やした方が良いので

は?と、通勤や仕事で来客がある時などに思いました。 

30歳代 女性 大南 

駅に行くのに不便。バスも増えたが混んでいたり遅延がある。道

路状況も悪く、歩行、自転車の人も危ない。 

40歳代 男性 伊奈平 

雨が降ると家の前の道が池のようになり、いつも大変でした。終バ

スを過ぎると家まで40分近く歩くことになるので、電車の時刻を気

にしていました。書類は市役所に行く必要があり、仕事を午前休し

て車で行ってました。 

40歳代 男性 伊奈平 

電車の駅に歩きで行けるようになってほしい。 40歳代 男性 三ツ藤 

羽田空港までの道のりが遠い。 40歳代 男性 学園 

住んでいたところから図書館や学校･公園などが近くにあり、とても

住みやすく感じました。ただ都心へ行く時や羽田空港に行く時の交

通の便があまりよくなかったので、苦労しました。 

40歳代 男性 学園 

青梅街道の渋滞が一番の障害です。立川駅までのアクセスが非

常に悪く不便です。 

40歳代 男性 学園 

交通の便がもう少し良くなれば、さらに良い街になると思います。 40歳代 男性 学園 

交通の不便な為、もう少し都会化して欲しい 40歳代 女性 不明 

･東京都なのに、駅が無いのがずっと不満でした。出掛けるのにも

不便で、人も呼べない。･大南など、水はけの悪い所が多いと思

う。･土地がらかは、わからないが、うわさが広がるのが早い(恐

い)･色々な面で、もっと便利になってほしい。 

40歳代 女性 神明 

車さえあれば非常に暮らしやすいと思います。でも車がなかった

ら･･。高齢者の運転で大きな問題が続発していますが、高齢者だ

からこそ車がないと困ってしまうのが村山。老後ひとりで生活する

にはちょっと大変だと思います。 

40歳代 女性 中央 

バスしか交通の便がなく、陸の孤島だと思った。都心から離れすぎ

ていて、通勤はできない。 

40歳代 女性 本町 

電車を使いたい時以外は、特に不便はありませんでした。駐車場

(お店)がほぼ無料で利用できるし、良かった。 

40歳代 女性 本町 

電車がない分、バスを充実してほしかった。(本数･深夜バス)都心

通勤に不便。 

40歳代 女性 本町 

現在住んでいる所は、バス停から1分で立川駅までバスで15分。

西武拝島線の駅まで徒歩8分と交通の便が良く決めました。武蔵

村山市に住んでいましたした時は、西武立川駅はバスを降りてか

らも歩きますので、交通の便の良さで今の場所へ行きました。 

40歳代 女性 残堀 

電車がない 40歳代 女性 三ツ藤 

公共交通機関がもっと充実していれば良いのにと思っていた。バ

スが使いづらい、バスの運賃が高いのが不満だった。20年近く住

んでいたが暮らしやすい所だと思っていた。親を看とったらまた戻

りたいと思っている。 

40歳代 女性 三ツ藤 

･第一に駅がないこと。バスでないとだめなこと。･公共施設が少な

いし、遠い(遠いのに駐車場が少ない)。･老人等に親切だが、それ

以外の子育て世代、中高年にとって魅力を感じるものがない 

40歳代 女性 学園 
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回答 年齢層 性別 居住地 

私が住んでいた所は、玉川上水が近かったけれど駅が遠い人は、

武蔵村山に駅があった方が良いと思います。 

40歳代 女性 大南 

現在住んでいるところよりは、街の雰囲気は良いと思います。治

安･防災は福生市の方が私はよくないと思っている。ただ仕事の通

勤には交通の便があまりよくない。駅までバスか自転車なので。

子供のころから住んでいたので、できたらそのまま住んでいたかっ

たです。 

40歳代 女性 大南 

市役所や出張所から帰る際の交通が不便で、ゴミ処理券を購入

する所も遠く、車や自転車がない私には生活するのが大変でし

た。しかし市役所や出張所の職員の方は、皆様親切で大変助かり

ました。 

40歳代 女性 大南 

収入が少ないので利便性の良いところに住みたくても、そうもいか

ないかもしれません。介護者がいるとなおのこと。自分で車を出せ

ないと住み続けるのはむずかしいかも。新しく出来る都営に入れ

たら良かったかもしれません。ここは頭の上を米軍機が飛ぶので

こわいです。市役所の方まで行くとバス代がとてもかかり時間もか

かりますね。ただここのもより駅からもバスが出ていてびっくりしま

した。今はバス･車がたよりでしょうか･･･。 

40歳代 女性 大南 

村山団地だったので交通や普段の買い物には、あまり不便は感じ

ていませんでした。現在の通勤時間半減、駅前徒歩圏を味わって

しまうと、現役のうちは戻れないかなと。 

40歳代 女性 緑が丘 

･歩行者、自転車の安全性が不十分。･自然があるにもかかわら

ず、充分活かした住環境等ではない。･立川昭島等への交通利便

性が不十分。 

50歳代 男性 中原 

交通の便が悪い。 50歳代 男性 学園 

もともと東京の出身であったため、特に大きな違和感はなく生活す

ることができました。ただし車輛が使用できない時(飲酒時等)の公

共の交通機関に不便さを感じていた。 

50歳代 男性 学園 

交通の不便さ。イオンモールができて生活は大変変化が大きくな

ったが、バスで立川で電車(JR)に乗るまでの時間が読めないのは

困っていた。 

50歳代 女性 三ツ藤 

朝、駅へ向かうバスは順調でしたが、帰りは遅れることが多く、時

間がかかりました。又、夜遅くには便がなくなるのが残念でした。

新青梅街道の交通量が多く、モノレールの駅まで歩いたり、自転

車を走らせるとのどが痛くなりました。交通の便以外では、生活は

しやすかったです。お世話になりました。 

50歳代 女性 学園 

公共交通が不便であった。 50歳代 女性 学園 

(感想)前々から交通の便が悪いのはわかっていて住む･住んだ伊

奈平から見て、電車は私鉄･西武線(西武立川駅)で良かったが、

バスのネットワークが細かくなく、昭島駅発着に偏りすぎて、立川

方面への利便性がややなかった。(松中→立川北口はあったが)ま

た市内から立川北口行は出ているが、本数が少なく不満足だっ

た。今後は将来的にモノレールができ、その駅を起点に便が良くな

ることを期待する。 

60歳代 男性 伊奈平 
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回答 年齢層 性別 居住地 

子どもが西武立川駅まで自転車通学をしていたが、道路状況が悪

く、高校3年間で2回も車にはねられる等の事故があった。(道路状

況が大変悪い)?バスの本数が少なく、通勤･通学が大変不便だっ

た。 

60歳代 男性 伊奈平 

自然環境は多いが道路･下水道など整備されていないので、年齢

的に不安であり、現在転出を考えている。武蔵村山に30年住んで

いたので、今思うと住みよい場所だと思っています。交通の便がよ

くなればさらに住みよくなると思う。 

60歳代 女性 中央 

交通の利便性が悪すぎます。 60歳代 女性 本町 

交通が不便と交通が高い。 60歳代 女性 三ツ木 

交通の利便性だけが良ければ、他は段々と住みやすい場所にな

ってきている。 

60歳代 女性 残堀 

交通の不便さがあり大型店ができたため、土曜日は車がおおくな

り、逆に不便さを感じました。 

60歳代 女性 三ツ藤 

･練馬から引越ししてきましたが、買い物の便と交通網が不便。(多

摩モノレールの延長に期待)･マイカーでの移動が多く感じました。･

緑が多く野菜(農家)の販売があり、新鮮さが魅力でした。 

60歳代 女性 大南 

都営に住んでいたのですが、子供達が社会人になり転勤になり住

所を移転すると二度と共に生活することができず、家族それぞれ

がバラ々になり交通の便の良い東大和市に住居を購入 一日も早

く、モノレールが走ることを望みます。 

60歳代 女性 緑が丘 

交通の便が非常に悪い。平成元年に村山市に転入時モノレール

が延長されてくると言われて転居しましたが。 

70歳以上 男性 中原 

 

 

■モノレール 

回答 年齢層 性別 居住地 

市内に電車･モノレールの駅がなく、不便であった。 20歳代 男性 岸 

できるなら早くモノレールを延長して下さい。 20歳代 男性 岸 

交通の便が悪い。いつになったらモノレールが通るのか遅すぎる。

総合体育館を作る上でプールがないのはむずかしい。 

20歳代 男性 残堀 

多摩モノレール延伸の早期実現 20歳代 男性 大南 

モノレールをのばしてほしい。とにかく交通の便が良くなることを望

みます。バスだけでは不便だったので。 

20歳代 女性 学園 

とにかく駅が無いことは、ずっと不便と感じていた。モノレールの延

伸がずっとウワサになったままだが、その後の経過が見れない。 

30歳代 男性 神明 

モノレールは通るのでしょうか? 30歳代 男性 本町 

駅までが遠い。早くモノレールを延長してほしい。新青梅街道の水

はけが悪く、雨が降ると水びたしになるのをどうにかしてほしい。 

30歳代 女性 中央 

モノレールがもう少し先まで延びていてほしかった。 30歳代 女性 学園 

「学園」にもモノレールを通して下さい。 30歳代 女性 学園 
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回答 年齢層 性別 居住地 

地元なので嫌いではありませんが、不便な地域のイメージが定着

しているので、住宅を購入するなら避けたいと思っていました。公

園や図書館や市民センター等、充実していて子育てはしやすいと

思います。モノレールの招致、応援しているので頑張って下さい。 

30歳代 女性 学園 

モノレール開通。日産跡地の有効活用。 40歳代 男性 学園 

モノレールを早く整備してほしい。 40歳代 男性 学園 

生まれも育ちも武蔵村山なので愛着があります。なんとしても、モ

ノレール伸延を実現させて下さい!! 

40歳代 女性 神明 

モノレールが実現しないのは残念です。自然いっぱいで自然環境

は良かった。交通の便がよければ再び住みたい。 

40歳代 女性 三ツ藤 

早くモノレールができるといいです。 40歳代 女性 三ツ藤 

モノレールが早く通ることを望みます。 40歳代 女性 三ツ藤 

モノレールが早く延伸されると良いですね。 40歳代 女性 学園 

交通の便が悪い。鉄道がモノレールのみ。とりあえず早急にモノレ

ールを箱根ヶ崎まで開通させてほしい。 

50歳代 男性 不明 

鉄道の駅が遠い。早期モノレールの開業。 50歳代 男性 本町 

モノレールが開通する事を願いながら25年住んでいました。まだ

持家がそのまま残っておりますので、退職後戻って住むことになる

かもしれません。運転のできなくなった年配者にとって、交通の便

が命綱でもあります。一日も早くモノレールの開通を願っておりま

す。 

50歳代 女性 中原 

「モノレール」はとうとう利用できませんでした。 70歳以上 男性 三ツ木 

 

 

■住民・コミュニティ 

回答 年齢層 性別 居住地 

武蔵村山市は緑が多く、都心の学校とは違う経験ができたと思い

ます。(田植え体験など)今後はさらに高齢化が進むと思います。高

齢の方には、いかに市が実施している政策や事業を知ってもらう

かが重要なのではないかと思います。今の武蔵村山を生かしなが

ら、高齢者がほっとできる街づくりを進めてほしいです。 

20歳代 女性 残堀 

電車の駅がなく、バスの本数もすくなかった。武蔵村山で子育てを

したことは無かったですが、子ども(幼児)がいたら出かけるのも大

変かと思います。でも不便だったけど「東京の田舎」と言われるだ

けあって、知らない人からあいさつがあったり、住んでいて気持ち

が良ったです。今でも武蔵村山へ行くと落ち着きます。 

20歳代 女性 残堀 

私は20年以上武蔵村山市に住んでいましたが、「よそもの」あつか

いでした。地元(昔から住んでいる人)民がかたまっていて感じ悪か

ったです。また交通の便が悪くて住みづらいです。(だから閉鎖的

なのでしょうね) 

30歳代 女性 岸 
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回答 年齢層 性別 居住地 

交通の便が悪いのは、しかたないかとは思うので、車があれば、

何とかなった。しかし、住民の質の悪さに、もう、うんざりでした。信

号を守らない、そこかしこにゴミが捨ててある、あちこちで事故、ヤ

ンキーが沢山でコンビニに入りづらい、言葉使いの悪い人が多い

…あの環境で、子供が学校に行ったら…と思うと、早く武蔵村山を

出たかったです。 

30歳代 女性 学園 

イオンモール･武蔵村山病院があることで、日常生活の不便さを感

じることはありませんでした。モノレールが延伸されれば、交通の

利便性が向上され魅力ある街になると思われます。現在住宅密集

地に居住しておりますが、高齢世帯が多く町内会等参加を追られ

何かと息苦しさを感じます。村山は若い世帯が多く、住環境もいい

ので、これからの発展に期待しています。 

40歳代 男性 三ツ藤 

すべての人･すべての環境という訳ではないですが、交通ルール

やマナーを守らない方･子どもが見て、見習ってほしくない行動をと

られる方が多く、市役所等の公共施設においても感じるところがあ

りました。(子育て支援課の方など、とても親切にしていただいた

方々もおりましたので、すべてが･･ではないことは申し添えておき

ます) 

40歳代 男性 学園 

バス･電車どちらも不便で、そのことを除けば村山が大好きでし

た。自然が豊富で小さい子供を育てるのには、とてもいい所です。

交通の便が悪くても、たくましさは教えられたと思います。 

40歳代 女性 三ツ藤 

自治体活動は武蔵村山市の方が活発でした。今住んでいるところ

は近所との交流が全くと言っていいほどありません。 

50歳代 男性 緑が丘 

外部から来た人を受け入れにくいところだと思った。いくつか嫌が

らせも受け、警察に相談した事もあった。 

50歳代 女性 残堀 

横田基地の存在にやや不安 自治会などなく住民同士のつながり

が希薄で気軽な反面、老後心配 立川市、昭島市の発展の周辺

で、利便性はある。モノレール計画は期待していたが… 

60歳代 男性 三ツ藤 

 

 

■医療 

回答 年齢層 性別 居住地 

駅がないかわりにバスなどはありましたが、病院などに行くときは

乗り換えが必要となり、不便だと感じていました。 

20歳未満 女性 残堀 

交通手段がとにかく不便だと感じます。病院が少ないように思いま

す。村山病院は大きいですが、混みすぎています。(小児科増やし

てほしい) 

30歳代 女性 本町 

「行きたい」と思える小児科が少ない。駅が遠い。 30歳代 女性 中原 

住んでいる所によってかもしれませんが、病院（武蔵村山病院）へ

の交通手段がない。市内循環バスの意味がないように思いまし

た。 

40歳代 女性 残堀 

病院とスーパーが近いので 70歳以上 女性 不明 
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■子育て 

回答 年齢層 性別 居住地 

子育ての制度や環境が整ってほしい。 20歳代 男性 榎 

市役所の対応が悪すぎる。とくに子育ての所はひどい。立川市と

は全然ちがう。治安が悪い。教育や子育ての支援がたりない。 

20歳代 女性 岸 

車がない人には生活するのが厳しい。公園が全然ない。→ママ同

士が自然に知り合うような場所がない。昔から住んでる人達には

良い町なのかもしれないが、引っこしてきた人は、イロイロと不便

に感じる。 

20歳代 女性 岸 

保育園に入所しやすく、市で行っている子供向けのイベントもたく

さんあって、子育てしやすかったと思います。 

20歳代 女性 岸 

ベビーカーを押すには歩道が狭すぎました。市役所開庁時間にい

けないので不便でした。バスの本数を増やして欲しかったです。

(車を運転できない･子どもが複数で自転車移動もできなかったの

で)病院が子どもの負担0なのは良かったです。お医者さんが良い

先生でした。 

20歳代 女性 残堀 

東京とはいっても都内とは違って、ゆっくり生活することが出来まし

た。田舎で育った私にとっては都会すぎない感じがとても良かった

です。引越ししたくなかったのですが、主人の転勤で仕方なく転出

しました。イオンモールの近くに住んでいたので、買い物等はすべ

てイオンで用が済んだので便利でした。1才未満の子供がいるの

で、もっとたくさんの赤ちゃん向けイベントが市内であると良いなと

感じていました。転勤が多いのでなかなか知り合いも出来ず、子

供と2人だけで遊ぶことがほとんどでした。もしイベント等があれば

同じ年齢くらいの赤ちゃん同士で遊ばせたかったです。 

20歳代 女性 榎 

交通の便が悪いのが難点でしたが、自然が多く子育て環境は、と

ても良いと思います。 

30歳代 男性 中央 

武蔵村山に住んでいた時は子供が雷塚小へ通っていたのです

が、放課後こども教室があり良かったです。住宅地などは道が狭

く、危ないと思いました。 

30歳代 男性 学園 

この14のところ以外は、住んでいてよかったです。そこの地域の小

学校は周りに開いても評判が良くなく、実際、自分の目で見て感じ

がよくなく、引っ越しました。それ以外は良かったです。ありがとう

ございました。 

30歳代 男性 学園 

武蔵村山市内在住および在勤の方だけでも保育園などの義務化

を進めてもよいと思います。それには保育士および保育園の数を

増やさなければなりません。 

30歳代 男性 学園 

･都心へ通勤するため、交通の不便さは最大の要因。･小さい子供

がいるため近くで買い物、散歩が出来る環境が必要だった。･大型

商業施設に魅力を感じない(武蔵村山でなければないものが良

い)･子育てする親にとって楽しみや便利さを増やせば、そこで生活

をするイメージが出来、子供の成長の安全･安心を考え、あとの親

の問題にもつながり、街の好循環につながると思う。うどんと和菓

子おいしいです。 

30歳代 男性 大南 
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回答 年齢層 性別 居住地 

･未就園児が室内で遊べる所が少なく、子ども向けのもよおしも少

ない。今住んでいる自治体では、どの児童館でもほぼ毎日、20分

程度の体操や手あそびの時間が午前中、時間を決めて行われて

いるので、それに参加しているうちに他のお子さんやお母さんと親

しくなれる。(外では夏･冬･雨など行くのが厳しいこともあったので、

室内が助かる)･公園に小さい子供向けの遊具が少なく、滑り台な

ども高すぎて、3才位までの子では遊びにくいと思っていた。プリン

スの丘公園のような遊具があればうれしかった。 

30歳代 女性 中央 

子どもと散歩をしていると良い意味で声をかけてくれる方が多かっ

たので、すごく楽しく過ごせました。とても住みやすい地域でした。

図書館がもっと充実してほしいと思いました。 

30歳代 女性 本町 

･母子健康センターの便が悪く、車しか行けなかった。･市民総合セ

ンター2Fの子ども支援センターは、室内の遊び場がありよく利用し

ていました。･武蔵村山病院の小児科は良かったです。 

30歳代 女性 学園 

学童児はいませんでしたが、小学校での話や街中を歩く子供たち

の様子に、あまり良い印象をもてませんでした。 

30歳代 女性 学園 

環境が悪すぎる。子どもに対して甘すぎる。 30歳代 女性 緑が丘 

高齢者･障害者への支援が厚く、子供･子育てへの支援が少なく感

じていました。現在は手厚いので引越しして満足です。 

40歳代 男性 大南 

アパートがちょうど遊歩道沿いだったこともあり、子供とも散歩がし

やすく公園も歩いていける距離に3つもあり、その他にもコンビニ･

ドラックストア･郵便局･ショッピングモールなど、とにかく快適だっ

た。ただずっと気になっていたのは、近くの畑で火然しするので、

窓をあけていられなかった。今、別の土地に住んでみて思うこと

は、武蔵村山の子育て支援は良かったということ。 

40歳代 女性 中原 

10数年住み子育てにはとても良かったのですが…高校進学に伴

い駅への不便さを感じました…。市内の駅実現を期待しています!! 

40歳代 女性 残堀 

 

 

■教育 

回答 年齢層 性別 居住地 

今住んでいるところは、中央線が通っているのでとにかく便利で

す。実家(村山)に住んでいた時は、どこに出るのも不便だったし、

バスは時間に遅れが出るし箱根ヶ崎まで行っても本数は少ないし

で、不便さを感じていました。モノレールも当分来ないようですし。

村山五中に通っていたのですが、中学生の頃もイジメや学級崩壊

的なものがあり、村山にあまり良い故郷のイメージはありません。

田舎だからこんな人が良いというイメージをくつがえされました。た

だ、実家に帰って吸う村山の空気は好きです。こっちより少し気温

も低く自然を感じることができるからです。ただやはりもっと交通の

便が良くなり、教育環境が良くなれば、もう一度住むことを検討す

るかもしれません。 

20歳代 女性 岸 

中学校に通っていた時、小中一貫で転入生には厳しい。そして、

治安がよくないので怖い。 

30歳代 女性 大南 
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回答 年齢層 性別 居住地 

子供が市立中へ通うことになり、交通の不便を大きく感じた。武蔵

村山の方々の学力面の意識の低さ･レベルの低さを感じた。しか

し、子供が伸び伸びしていいとも思う。今住んでいるところの子供

を見てると少しやんちゃに感じる。 

40歳代 女性 本町 

何の特色もなく、おもしろ味のない街と感じていました。仕事等で

の制約がなければ、正直もう一度住みたいと感じるところではない

と思います。大学の誘致など、もう少し若い世代が増えるような努

力をした方がよいと思います。役場の方は皆親切･丁寧で好感が

もてました。 

40歳代 女性 学園 

 

 

■福祉 

回答 年齢層 性別 居住地 

生活保護を受けていました。同じ集合住宅の人より執拗な嫌がら

せを受け、その一貫で生活保護を打ち切りにされました。その時

役所からも脅され、サインする他なくなりました。その後やはりさい

ていです。あの時きちんと事実確認をしたり、他にあったと思いま

す。あの時があって今が苦しいです。 

20歳代 女性 中央 

武蔵村山は産まれたときから住んでいましたし、両親が今もおりま

すので好きなことに変わりはありません。交通の便についてはもう

少し良くなってほしかったです。モノレールよりも立川バスの充実

(夜遅くまで走ってくれる等)が良くなると暮らしやすいと思います。

昭島発のバスが23:20が最終だとやはり厳しいかなと思います。で

すが、イオンがあるのは強いです。今はイオンのような施設が無い

ので買い物は意外と不便ですので、ここからイオンに買い物に行く

という声も良く聞きます。今は両親が住んでいるので、高齢者の雇

用や福祉を充実していただけるといいなと思います。私も独身な

ので、福祉に充実していることがわかれば将来的には地元に戻り

たいと思います。うまれ故郷ですので、大好きなことにかわりはな

いですので。(村山から出た友人も、やはり村山近郊の多摩から離

れたくないという声は多いです)もっと活き活きしていくことを期待し

ています。 

30歳代 女性 三ツ藤 

瑞穂町みたく福祉バスを考えてあげたら、喜ぶと思います。今でも

歯医者は大南まで通っているし、武蔵村山病院も年中行くし、雷塚

の子育てセンターが、今でも大好きで遊びに行きます。スタッフの

方々が大好きです。買い物も村山のジャスコ(イオン)しか行かない

ぐらい武蔵村山が大好きです。頑張って下さいね。 

40歳代 女性 岸 

村山団地に入居したかったのですが、収入の面で無理と言われた

ので、もう少し入居しやすくなればと思いました。 

40歳代 男性 学園 

生活保護者の為に税金を払っているような所。高齢者の街みたい

な感じで、子供が減っている。 

40歳代 女性 学園 

都営の収入範囲が低すぎる。 50歳代 不明 緑が丘 

 

 



 

94 

■公園 

回答 年齢層 性別 居住地 

駅が遠い。大南公園がもう少し整備されるといい。活気がない。 30歳代 男性 大南 

公園などは充実していたので、子育てしやすかったです。ただ、車

を使わずに出かけるのはとても大変です。駅まで遠いので･･･。 

30歳代 女性 三ツ藤 

土地の関係もあるが無料でも公園がとにかく充実していて、近隣

にたくさんある。BBQ場もたくさんあるし、水遊びできるところもあ

る。子供が外で思い切り遊べる公園をたくさん作ってほしい。 

30歳代 女性 緑が丘 

野山北公園と周りの散策が楽しかったです。 40歳代 男性 中原 

野山北公園に通ずる道に面した処に住んでいましたが、道に面し

た都の空地には雑草が生えているだけでした。空地が一面の花

畑だったらと、いつも思っておりました。 

70歳以上 男性 本町 

 

 

■自然環境 

回答 年齢層 性別 居住地 

自然豊かな所と感じた。 20歳代 男性 岸 

緑が多く住みやすい町だと思いました。 20歳代 男性 大南 

緑の多さが自分が育つ上で良かったと思う点。自分の子供にも感

じて欲しいと思う。便の悪さは常に困っていたが、開発されるのも

さみしい気持ちになるので、そのまま緑を残していってほしい。 

20歳代 女性 本町 

交通の便はあまり良くないが、それだから自然で良い気もします。

人が増えてほしくないです。今は結婚して他市ですが、武蔵村山

が地元で嬉しいです。大好き。 

20歳代 女性 残堀 

空がひらけていて星がよく見えたのは良かったです。 20歳代 女性 学園 

現在住んでいる所は自然環境が豊かな分、利便性が悪いが家を

持つには申し分ない。村山は利便性が良くなったが、公害が多くな

った。税収は上がると思うが自然が少ないと家を買う気にはなれ

ない。(地価が上がりすぎも課題の一つだった) 

30歳代 男性 中央 

武蔵村山市には療養の為に越してきました。東京という土地=さわ

がしい･治安が悪いというイメージを持っていたので、実際住んで

みてイメージと180℃違うことに驚きました。自然豊かで治安も良

く、とても住み心地の良い所です。居住時望んでいたのは、家の

近くまでモノレールが通ってほしい･耳鼻咽喉科医院がほしいとい

う2点でした。第2の故郷である武蔵村山市がさらに素敵な街にな

りますように。 

30歳代 女性 残堀 

三ツ木にに約4年居ましたが緑が多く、空気が良いのは最高です。

バスが30分に1台位しかこないのは不便ですが、年寄には良いと

思います。環境と便利性の両立は、むずかしいですね。四年間有

難うございました。 

70歳以上 男性 三ツ木 
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■住環境 

回答 年齢層 性別 居住地 

住みやすい街でした。水がおいしかった。車がないと不便ですね。

前橋も同じです。 

20歳代 男性 中央 

･武蔵村山市というイメージはあまり良くない。･働ける環境、企業

が少ない。 

20歳代 男性 大南 

ゴミ捨て楽で良かった。 20歳代 女性 不明 

正直に書かせていただきますが、子供が小学校に入学する前に

他の市へ転出したいと考えていました。教育環境が整っていない

とは思いませんし、子育て環境も市の施設は充実しているとはい

えないまでも、市の職員の方(家庭支援センター)や子育てカフェの

取組はとてもありがたいと思っていました。市の職員の方や先生

方に問題があるというより、この地域の人々この環境の中で、ずっ

と住み続けることはストレスになると思いました。(このように言って

しまうと言葉が悪いですが･･･公園のらくがきや子供達のたむろ･

ゴミ出しのマナー･団地の中のゴミ、捨ててあっても誰も拾わない。

価値観の違いを感じました)交通の便も気になりましたが、それよ

りも治安、街の雰囲気に課題を感じます。 

20歳代 女性 神明 

住んでいた頃は不便な所だと思っていたけど、離れてみると、のど

かな雰囲気の中でもいろんなお店があったり、ショッピングセンタ

ーなど都会にはない大型な店舗も多く、とても住みやすい所だった

んだなぁと実感しています。ただ、市内に駅がなく電車に乗るのに

自転車で10分かかる･･･とか、大変なこともありました。車がない人

たちにとっては、交通の利便性は重要かと思います。しかしながら

武蔵村山の、のどかな雰囲気が大好きです。実感に帰る度に癒さ

れています。なんだか帰りたくなってしまいました(笑) 

20歳代 女性 大南 

横浜育ちだったので、のどかな雰囲気が好きでした。 20歳代 女性 大南 

治安が悪い、交通が不便、買物や遊び場等人が集まる所が少な

い 友に恵まれ地元は好きだが住む環境には選びにくい。 

30歳代 男性 神明 

夜うるさい 30歳代 男性 本町 

雰囲気が暗い感じがある。高齢者が多い。 30歳代 男性 岸 

個人のマナーの問題ですが、道路に犬のフンがいつも落ちてい

て、それがイヤだったといつも感じていました。 

30歳代 男性 中原 

武蔵村山市は全体におちついている。今住んでいる所は人が多

いので、街の雰囲気が余り好きでない。(村山も交通の便が良くな

れば良いと思う)家の事情で転出したが、再び住みたい街だと思

う。 

30歳代 女性 大南 

以前、住んでいた頃と比較して、交通手段等は、不便さを感じまし

たが空気が美しく、富士山が冬になるとよく見ることができて、とて

もよい環境であったと思います。現在は、他市に住んでいますが、

交通の利便性は更に悪く、医療体制も充実したものではなく、夏は

暑く、冬は寒く、武蔵村山市の良さを再認識することができました。 

40歳代 男性 学園 

スーパーが近くて便利でした。銭湯が近くて便利でした。坂道が無

くて自転車が気持ちよく走れました。自転車で走っていて自転車が

こわくなるような、せまい歩道などはなかった。 

40歳代 男性 学園 
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回答 年齢層 性別 居住地 

東京都内で唯一鉄道が走っていない事におどろき。新青梅街道の

週末の暴走車の騒音がひどい。 

50歳代 男性 三ツ木 

大南に住んでいたが、ヘリコプターの音には閉口した。 50歳代 男性 大南 

武蔵村山市は家庭廃棄物の捨て方があまりにもだらしがない。(特

に都営団地)今こそゴミ有料化にするべき。市の財源確保の為にも

有料化にすることによって、排出ルールもきちんとまもられます。 

50歳代 女性 緑が丘 

住人のゴミ捨てのマナーの悪さ(特に学生マンション)ゴミ収集車が

定時に来ない。不法に捨てたゴミがいつまでも残ったまま。駅のエ

レベーターの設置場所が不親切。 

60歳代 男性 不明 

現在住んでいるところは農業･魚業の町で、それ以外の産業はほ

とんどないので、仕事を探すのも横須賀や横浜方面しかないので

大変でした。仕事の量や質も東京の方が充実していたように思え

ます。ある市に入ると道路脇にそこに住もうという標識が目に入る

のですが、実際にはほとんどが畑で宅地がありません。なにか矛

盾しているような気がします。地場産業は大切だと思いますが、も

う少し考えていただきたいと思います。全体を考えるとすべての面

で、東京は良かったと思います。兄弟･親戚･知人･友人が武蔵村

山市にいます。これからも宜しくお願いします。 

60歳代 男性 大南 

武蔵村山市に居た時、マンションの中で空気が悪かった。2人とも

病気がよく起こっていた。他市に引越ししてから周りの空気がよか

った。 

60歳代 女性 岸 

買物には近くていいですが、近くに物流の車がひんぱんに交差し

ているので音がうるさかった。臭い(空気)が自分には合わなかっ

た。村山の別の所に土地を買って住んでたらちがうと思います。人

間関係にはとっても良かった人たちにめぐりあいました。有難うご

ざいました。 

60歳代 女性 伊奈平 

小学生の頃から武蔵村山市に住んでいたので引越ししたくなかっ

た。武蔵村山市に手頃なマンションが見つからなかった。(都内寄

りに･･･)武蔵砂川近辺のマンションは嫌だった。 

60歳代 女性 学園 

30年前に埋め立て地とは知らずに購入しましたが、少し土を掘る

と、ガラクタ他が出てきて、その上に住んでいると思うと、そういう

心配を二度としたくなかったので、今の所に決めました。武蔵村山

市で、埋め立て地ではない所もありますが、交通の便が悪くなり住

む気にはなりません。その他は、やや満足でした。 

60歳代 女性 大南 

のんびりして、比較的静かで、散歩等に適している。国立音大のホ

ールが近く手軽に演奏を楽しめる。住民の規模と自治体のバラン

スは村山の方が目くばりの効く範囲と思う。 

60歳代 女性 大南 

私は昔住んでたので･･･。7カ月、娘の近くでしたから、本当はその

辺に住みたかったのですが、不便さもあり今の所にしました。駅近

いし買物も便利、友達も多い、今はマンションなので、年だからい

いかなと･･･。 

70歳以上 女性 残堀 

工場が多い地域は雑な感じで、きれいな面を構えてほしい。空気

がきれいな所なので自転車道(サイクリング)をつくり花を植えて、

市民のいこいをつくって下さい 

70歳以上 女性 伊奈平 
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■道路 

回答 年齢層 性別 居住地 

冠水している所が多く雨の日は本当に嫌でした。道路整備がしっ

かりしてあると良いです。 

20歳未満 女性 大南 

交通の便が不便でした。歩道を広くしてほしい。(日産通り) 20歳代 女性 榎 

道路がせまい所が多く、しかも一方通行でない為、非常に危険な

所が多かった。道路工事が中途半端で道が凸凹と整備が出来て

いない。 

20歳代 男性 大南 

歩道が狭い。駅がない。公園が少ない。イオンへの道が混む。市

役所が汚い。米軍の飛行機がうるさい。 

30歳代 男性 中原 

歩道が良くない･狭い。縦の道が少ない。 30歳代 男性 伊奈平 

イオンモール付近で道が広く、夜中は車が少ないからか、バイクを

飛ばしてる人がいてうるさかった。子供どころか大人も寝ている時

間にイオンモールの回りをぐるぐるまわってるのか、迷惑だった。

土日はイオンモール周辺が車の混雑で自分のアパートに帰るのも

大変だった。T字路の信号で歩行者も青なのに、車がどんどんま

がってくるから、渡れなかったり、危なかったこともあった。ここのT

字路は本当にどうにかしてほしいです。(ちかま院の近くです) 

30歳代 男性 榎 

･大雨が降ると家の前の道や駅までの道が冠水して大変だった。･

行政には関係ないと思うが、プロパンガス料金が高すぎた。･市内

に駅がないので、最寄りの玉川上水駅利用だったが、終電が早

く、都心で遊ぶ時には、特に不便だった。･武蔵村山市役所も悪か

ったわけではないが、今の市役所の方が雰囲気や対応が明るか

った。 

30歳代 男性 大南 

歩道が狭い所が多く、歩行者･自転車･車、共に危険だと思いまし

た。プロパンガスが多く、ガス代が高く感じました。 

30歳代 女性 三ツ木 

暗くて危ない道があるので、街灯を増やして下さい。 30歳代 女性 大南 

道路がせまく、歩道もでこぼこ。自転車走行がこわかった。(交通

量も多い為) 

40歳代 女性 榎 

･歩道が狭くて、自転車とぶつかりそうになった。･団地がある所

は、夜、暗くて一人では歩るけないので、暗くなると出歩るくのが恐

い。･緑が少ない、公園もあまりみなかった。 

50歳代 女性 学園 

バス道路に面していたので立川へのアクセスはよかったが、歩道

が狭かったので出るとすぐに自動車が歩道を走っていたりで危険

だった。･ディダラ祭りに参加したこともあったが、内容がわかりづ

らかった。･自動車を運転する若者のマナーが悪かった。･踏切近く

の水害が何度かあったので、その対策をしてほしい。 

50歳代 女性 大南 

大雨の時の水はけ 50歳代 女性 大南 

交通の便がよくない。市役所へ行く時、とくに道路、下水道等よくな

い。 

60歳代 男性 大南 

歩道が狭い事とコンクリートの蓋も段差があり、とても危険。居住

していた地区にもよるのでしょうが、立川市から武蔵村山市に入る

と歩道の緑も少なく、夏などは特に町全体が乾燥している感があ

る。 

60歳代 女性 伊奈平 
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回答 年齢層 性別 居住地 

道路に自転車･車椅子等が通る時、段差ありあぶない。村山団地

の地域は出来ているが外は通りにくい 

70歳以上 女性 伊奈平 

 

 

■治安 

回答 年齢層 性別 居住地 

うまれも育ちも武蔵村山。なれれば電車がなくても大丈夫!いつか

またくらしたい。実家は武蔵村山なので治安&防災がよくなるとい

いな。 

20歳代 女性 大南 

･多摩モノレールの駅すらなく、交通の便が非常に悪い。車がない

と生活できない。･治安が悪い。夜中にコンビニで中高生がたむろ

している。住居周辺の公園で中高生が夜中に騒いでいた。タバコ

の吸い殻を捨てていた。放火らしい事案もあった。治安対策も含

め、子供の(親も)根本的なマナー道徳教育を進めなければ、武蔵

村山市のイメージ･未来はないと思います。 

30歳代 男性 学園 

上北台駅までの距離が遠かったので、もう少し駅までのバスの本

数等を増やして欲しい。高速道路までの距離が遠い。総合的に住

みやすかったので、また住みたい!ららぽーとできる前に出てしまっ

たのが残念です!社宅だったが、よく車のタイヤなどの盗難があっ

たので、治安を良くしてほしい。 

30歳代 男性 学園 

駐車場でバイクや車のホイールが盗まれるなど、治安がよくない

印象があった。 

30歳代 男性 学園 

･夜の治安が悪い。･生活には便利だが通勤には不向き。 30歳代 男性 学園 

車の盗難が住んでいた社宅で度々あった。(タイヤなど)管轄の警

察署がもっと身近にあれば、治安も良くなっていくのでは、と思い

ます。 

30歳代 女性 学園 

市をあげてのイベントはあったが、あまり興味がない。(花火大会

は良い)交通の便が悪く、不便であった。(駅が無い)武蔵村山は名

産がない。今住んでいる所はゆるキャラグッズあり知名度も低く、

東村山とよく間違われた。もっとPRするべきです。色々不満はあっ

たが、今の所より静かで治安は良い。嫌いじゃなかったです。 

30歳代 女性 中藤 

駅が出来ると良いですね。イオン以外にも集まれる場所を。実家

があるので防災メールに登録したままなのですが、不審者情報や

火災などのメールがすぐ送られてくるのは、とても助かっていま

す。今は翌日にならないと送られてきません。頑張って下さい!! 

30歳代 女性 中央 

お店が少ない(日常品にしろ飲食店にしろ)イオンモールしかない

ので飽きるが、映画館は良かった。交通の便が悪いし交通費がか

かる。おまわりさんは人あたりが良かった。今住んでいる所の警官

は態度が悪い人が多く不快。 

30歳代 女性 大南 

治安が悪い。街が暗い。住んでいる人のモラルがない。変な人が

多い。 

30歳代 女性 緑が丘 
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回答 年齢層 性別 居住地 

自家用車･バス･タクシー以外の便があると良いですね!!自販機等

の破壊など多かったですね。パトロールをもっと強化してほしかっ

た。アジア人の脅迫的な態度がこわかったですね! 

50歳代 女性 岸 

 

 

■防災 

回答 年齢層 性別 居住地 

小学校が荒廃しているという話はよく聞いた。イオン周辺の道路の

混雑がひどい。官舎でボヤなどあり嫌だった。反面、募集により耐

震器具を無償で提供してもらえたり、近郊にアスレチックやスパが

あったり、充実している部分もあった。 

30歳代 男性 学園 

 

 

■生涯学習・文化・スポーツ 

回答 年齢層 性別 居住地 

緑が多く静かで良い街だと思っています。電車はありませんでした

が、物心付いたときから、そのような環境だったので、そこまで不

満に思ったことはありません。ただバスの本数がもう少し多ければ

良いと思ったことはありません。また今住んでいるところはスポー

ツ施設が充実しているので、村山にももっとあると良いと思いまし

た。 

20歳未満 女性 中藤 

図書館(大人も利用しやすいもの)や公園の充実を望みます。 20歳代 男性 神明 

図書館の閉館時間が早いです。 30歳代 男性 大南 

図書館の閉園時間が早い。 30歳代 女性 残堀 

近所づきあいも無く自宅と仕事場の往復でしたが、長く住んでいれ

ば住みやすい町だったと思います。もっとイベントを多くしてほし

い。 

50歳代 女性 大南 

村山カタクリの湯等とても良かったです。ここでも鳥の声等楽しん

でいます。 

70歳以上 男性 本町 

ヘリがうるさかった。交通手段がモノレール(高料金)と拝島線。買

い物が不便。スポーツ施設が少ない。体育館が遠く利用しにくかっ

た。本庁市役所も遠く、車が無いと住みにくい。余り良い点がなく、

残念。 

不明 不明 大南 

 

 

■行政 

回答 年齢層 性別 居住地 

まちづくりに対する意識が低いと思う。若い世代が市政に参加しや

すい仕組みや意見を吸い上げる仕組みを真剣につくってほしい。 

20歳代 女性 神明 

スーパーやコンビニなどの店は本町や中央は少ない気がする…。

市役所の人達の感じがあまり良くない。不親切だと思った事が何

度か…。(良くないと言うか、冷たい感じがする)もっと活気のある場

所であって欲しいです。 

20歳代 女性 中央 
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回答 年齢層 性別 居住地 

市役所に行き辛かった イオンモールがある辺りに市役所があれ

ば便利なのに…と思っていた(市民病院もあるので) 野山北公園

はとてもいい公園だった 自然に親しめる場所として発展していっ

て欲しい 

30歳代 男性 学園 

土日に市役所が開いていないので、会社を休まなければならず困

りました。 

30歳代 男性 大南 

駅が近くにない事が時々不便に感じました。村山出張所へ行った

際、対応がとても悪く嫌な思いをしました。今の街に住んでみて、

市役所の方はとても親切で住んで良かったと思うポイントになって

います。 

30歳代 女性 神明 

･歩道が狭く、ベビーカーを通しにくい場所が多かったです。･市か

らの情報新聞が今の市から届くもののほうが、色もカラーで親しみ

やすく、読んでいて面白いです。武蔵村山市のものも、もう少し親

しみやすい内容や文体でも良いもではないかと思います。 

30歳代 女性 榎 

子供と遊ぶのに芝生の公園や、遊具のある公園が少なく残念だっ

た。MMシャトルの時刻が市役所基準で、通勤時間に合わず使い

づらかった。市役所での手続き(住民税納税←金額の相違した納

付書を送付された。･保育料自動引落し←引落口座名義を勝手に

相違し、引落不能にされた。)の際に、不手際が多く何度も市役所

まで足を運ばされた。謝罪もなく不愉快だった。とにかく市役所に

行く度、対応も感じが悪く残念になりました。 

30歳代 女性 大南 

武蔵村山市に40年、現在他市に住んでます。武蔵村山市と立川

市の役所の対応は素晴らしいです。 

40歳代 女性 三ツ木 

真如苑に広い土地を売ってしまった事が大変残念。市外の人はあ

まり知りませんが、イメージは悪いです。 

40歳代 男性 残堀 

市役所の対応が最悪でたらいまわしにあい、何度か相談したが話

にならない。(回答も出ず全てとぼける)市役所の方々は自分の給

料はどのようにして支払いされているのか、役割は何か考えたほ

うがよいのでは!出来なければ辞めたほうがよい。市役所に来る市

民の方々は、なぜ市役所にくるのか?市役所では自分達の手配ミ

スはかくす、そして過去の話は聞いてないとウソをつく、調べもな

い。最悪。 

40歳代 男性 大南 

行政サービスの充実 50歳代 男性 神明 

市役所における職員の住民サービス対応にはきわめて不満を感

じた。また都営住宅の空き家等、治安対策が不十分で不安を感じ

た。 

50歳代 男性 学園 

･日産との間違い電話が多く迷惑だった。･火災にあって市役所の

方や議員さんが困った時には、いつでも相談に来てと言われ行っ

たが冷たかった。(忘れられない) 

50歳代 男性 大南 

市の職員の対応が好きになれなかった。 60歳代 男性 学園 

市役所の職員(特に緑ヶ丘出張所)の対応の悪さ。不親切。本庁の

生活支援課の対応の悪さ(態度が横柄)市の名前(武蔵村山市)が

田舎ぽいので変えた方が良い。たとえばむさし村山市に変更した

らどうでしょうか?武蔵は画数も多いし、ひらがなの方がソフトな感

じで暖かい感じがしませんか?是非変更してください。 

60歳代 女性 緑が丘 
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回答 年齢層 性別 居住地 

6月2日に入金した住民税の請求が、6月26日付でまた請求され

た。 

60歳代 男性 不明 

 

 

■まちづくり全般 

回答 年齢層 性別 居住地 

自分が子ども～大人になるまで過ごした所なので、たとえ交通の

便が悪くとも(笑)武蔵村山は好きです。色々な町がオシャレになっ

ていくのは良いのですが、どこも似たような景色なのがつまらない

な～と思うので、地元であるムサムラには環境整備はしつつも、武

蔵村山らしさは失わないでほしいと願います。その1つとして商店

街がさみしくなっているのがもったいないと本当に思います。大型

商業施設は便利で良いですが、やっぱりどこも同じ･･･。商店街が

活気づくと街が生き生きするんじゃないかな～と思います。空いて

いるテナントにCafeや雑貨屋さんなど若い子育て世代の人が集ま

りたいと思う場所ができるのもいいかもですね。より良い市になる

よう頑張って下さい! 

30歳代 女性 緑が丘 

東京都であるのに交通･買い物が不便で魅力に欠ける。駅がな

い。昭和記念公園や西武ドームなど近いのに、案内やメリットが少

ない。自然豊かなところが伝わりにくく、不便さが目立つ。かたくり

の湯も、市民は、もう少し日常的に利用出来る価格にすると利用し

やすい。ベッドタウンとして割り切って住むなら良いのかもしれませ

ん。 

40歳代 女性 残堀 

イオン武蔵村山店の南側に広大な敷地がありますが、あまり活用

されていないように思います。私有地等のため活用が困難なのか

存じ上げませんが、よく見ると雉も生息しているようですな。立川

の昭和記念公園のような場所になれば武蔵村山市の活性化に寄

与するのかなと思います。近くに大学(音楽大学)もあることからホ

ール(コンサートホール)などがあればとも。「人を集める綺麗な街」

といったコンセプトもおもしろいと思います。 

40歳代 男性 学園 

近くの駅までいくのにバスの時間、金額と毎回大変でした。基地が

あり飛行機の音が(ヘリも)窓ガラスが振動していたが今は全くな

い。車があったから出ても買い物等大型ショッピングセンターがあ

ったのでよかったがなければ本当に大変だったと思う。高齢者は

出にくい、里山民家、狭山丘陵などもと上手に宣伝すればいいと

思う。イオンもあるのに車がないと行きにくい。交通の便悪し。 

50歳代 男性 中原 

1.横田の民間空港化。2.道路がせまい複雑→鉄道がなくても、道

路の充分整った都市にすれば良いのにと思っていた。3.モノレー

ルは不要(ムダ)4.狭山丘陵の埼玉県との共同化→国定公園は? 

60歳代 男性 伊奈平 

 

 

■その他 

回答 年齢層 性別 居住地 

とにかく中途半端な都市。 20歳代 男性 伊奈平 
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回答 年齢層 性別 居住地 

7年くらいいたけど、なんとなく地元っぽく思えて、時期が来たら、ま

た、夫婦となって戻りたい。 

20歳代 女性 残堀 

何をするのも不便 二度と住みたくはない。 30歳代 男性 残堀 

武蔵村山市の今後に期待しています。 30歳代 男性 大南 

住めば都 30歳代 男性 大南 

特になし。奥さんの実家が立川のため転居なので問題はありませ

んでした。 

30歳代 男性 大南 

とにかく不便すぎて1日も早く引越したかった。二度と住みたくな

い。 

30歳代 女性 残堀 

不便なことが多いと思っていました。 30歳代 女性 学園 

問14にも書きましたが、住所を書く際とても面倒でした。。「東村

山」とまちがえられたり、都内に住む友人は「武蔵村山」という地名

さえ知らず･･･。もっと知名度が上がるといいですね。 

30歳代 女性 大南 

せっきょくせいのない街だと 40歳代 男性 本町 

武蔵村山市民が東大和市等に入ってこないでほしい。ブラジルと

フィリピンと中国と建設業者と水商売のるつぼ。 

40歳代 女性 榎 

私は生まれた時から、人間の命に関することで人生を送っている

と思っています。米軍横田基地が近いからなのか、親の教育から

なのか、人間の命に関しては神様にしかわからないことだと思って

おります。現在、日本の政府が集団的自衛権で国会で討論を行っ

ており、それは命のことだと思っております。今現在日本の命のこ

とは、どうなっているのでしょうか。もしかすると武蔵村山市民に向

けることにより、おぎなっていたのではないでしょうか。それでは武

蔵村山市がよくなる答えは出ないと思います。私は武蔵村山市に

命よりも「心と体を重視した」武蔵村山市になってほしいと思いま

す。 

50歳代 男性 残堀 

今の市は坂が多く、足･腰が丈夫でないと住めない気がします。今

すぐにでも武蔵村山市に住みたいです。(帰りたいと思っています) 

50歳代 女性 大南 

仕事上の宿舎に一時的に寄宿していただけなので、問12～14に

は答えられない。 

60歳代 男性 伊奈平 

嫌な事しか思い出せない! 60歳代 男性 大南 

嫌な場所 60歳代 女性 大南 

施設入所中、ご本人介護度5の為、意志疎通ができない為、わか

る所だけとさせていただきました。 

70歳以上 女性 三ツ木 

 


