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地域懇談会からの２６９名の市民の声 

「南町」、「境南」、「東部」、「関前」、「桜野」、「四小地区」、「境」、「中央」の８地域社協エリアで実施した地域懇談会（前回の振り返りを

含む）での、市民の方々からの＜こんなまちになったらいいな＞と＜課題＞の声を以下の 15カテゴリーに分類してまとめました。 

（※⑤地域活動、⑥居場所、⑩道路・交通は、意見が多かったため、更に分類しています。） 

 

①近隣とのつながり ②高齢者 ③子ども ④障がい ⑤地域活動 

⑥居場所 ⑦マンション（集合住宅） ⑧災害 ⑨社会参加 ⑩道路・交通 

⑪環境 ⑫情報 ⑬買い物 ⑭病院 ⑮その他 

 

 

①近隣とのつながり 

＜こんなまちになったらいいな＞ 地域社協名 

隣近所が何かあった時助け合える（絆の強いまち）    関前  四小  中央 

（南町をもっとよりコミュニティにしよう） 南町        

各丁目の交流がもっとほしい  境南       

＜課題＞ 地域社協名 

近所の情報が伝わってこない （表札がない）（隣人の困りごとがわからない）等  境南  関前  四小 境  

引っ越してきた方との交流が難しい （転入者が増え近隣関係希薄に）等  境南 東部 関前  四小 境 中央 

大人が挨拶しない（挨拶などの小さなきっかけが幸せをうむ）  境南 東部 関前  四小 境 中央 

ご近所同士が交流できるとよい 南町  東部 関前  四小   

戸建ての人でも限られた人の顔しかわからない 南町   関前  四小 境  

隣近所の軽い付き合いがない  境南    四小 境  

ご近所との交流を持ちたがらない  境南      中央 

町内会がない⇒周知、役割分担が難しい  境南  関前     

近所の人の顔は知っているが、連絡の取り方がわからない 南町   関前   境  
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②高齢者 

＜こんなまちになったらいいな＞ 地域社協名 

認知症になっても暮らせるまち（認知症の人が増えている）  境南    四小   

＜課題＞ 地域社協名 

認知症サポーター増やしたい（講習受けてどう活かすか） 南町        

高齢者（一人暮らし）が多くなっている 南町 境南    四小 境 中央 

高齢者の車の運転  境南       

高齢者が学ぶ場がない        中央 

一人暮らし高齢者は買い物が大変      四小   

高齢者のみの家庭をどこまでサポートできるか？      四小   

食事会等の参加者が減少している （チラシの工夫、ナーシング在支との連携）      四小   

地域のお年寄りと顔見知りになり、挨拶したいがなかなか顔みしりになれない    関前   境  

高齢者の外出 （居場所を多く作りたい）（参加場所まで出席することが大変）等       境  

（境５丁目）都営にエレベーターがない。足が弱くなると生活できない       境  

 

③子ども 

＜こんなまちになったらいいな＞ 地域社協名 

中高生が活躍できるようなまち（中高生の居場所）  境南    四小  中央 

親、若い世代が役に立ちたいと思うまち（希望）  境南       

＜課題＞ 地域社協名 

子どもが安全（安心して）に遊べるスペース      四小 境 中央 

中学生との接点 （中学生は地域の貴重な人材）（行事に参加してほしい）等      四小   

よその子が危ないことをした時に注意できる大人でいたい      四小   

子どもテンミリオンがあるといい、４年生以上の場がほしい（学童は３年生まで）      四小   

小学校下校時の見守り（登下校の横断歩道に立てる人を探す）（見守り強化） 南町     四小 境  

子どもに声かけ「おはよう」「こんにちは」が言えるといい      四小   

私立に通っている子どもと交わる機会がない（私立の子こそ地域の力大事）      四小  中央 

コミセンで特に小学生がロビーでゲームやカード遊びをしている      四小 境  

未就学児の父親たちと子育てのことや地域のことをおしゃべりするなどの交流        中央 
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土日祝に子ども向けイベントをしてほしい        中央 

子どものことで気軽に相談できる場がほしい        中央 

乳幼児を抱えている親同士の交流の場があったらいい（０１２３ほしい）  境南      中央 

子どもの虐待の対応（難しい）  境南       

地域開放型の保育園が近所にあったら嬉しい   東部      

 

④障がい 

＜こんなまちになったらいいな＞ 地域社協名 

障がいのある方も暮らしやすいまち        中央 

＜課題＞ 地域社協名 

ＭＥＷ（精神障がい者の支援をしているＮＰＯ）と何か一緒にできないか        中央 

地域の障がいのある人について知る（知ってほしい）（学習会を開き続ける） 南町       中央 

障がいのある方との交流会をしてほしい（当事者からの話） 南町       中央 

 

⑤地域活動 

細分類：Ａ「若年層の参加」、Ｂ「地域活動への関心」、Ｃ「活動者を増やす」、Ｄ「地域社協」、Ｅ「団体同士の交流」、Ｆ「民生委員」、 

Ｇ「コミセン」、Ｈ「その他」 

Ａ「若年層の参加」 

＜課題＞ 地域社協名 

おせっかいおばさん、おばあさんになりたいか？（若い方々との付き合い方）  境南       

若者、子どもたちが忙しい（地域まで目が向かない）  境南       

防災の会（日赤）などに若い人は無関心    関前     

若い人の町と言われるが定着しているのか？若い人の力を武蔵野から発信できるような町

づくりが出来ないか？ 

     四小   

若者が日中仕事に出ていていない       境  

若い人が知ってくれるような仕組み、イベント（ツイッター、フェイスブックなど）が一番

苦労している大きな問題 

南町        

若い人がいない（町にも会にも）（若い人がいてもパートや仕事をしている人が多い。協力

者が少ない） 

      境  
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Ｂ「地域活動への関心」 

＜課題＞ 地域社協名 

関前５丁目住民の意識の掘り起こし    関前     

新しく出来た家が増えているが、福祉の会や地域のことをどのように伝えるか      四小   

定年後の人にどのように福祉に目を向けてもらうか      四小  中央 

地域活動を知ってもらう方法・関心を持ってもらえる工夫が必要  境南       

 

Ｃ「活動者を増やす」 

＜課題＞ 地域社協名 

地域活動を手伝ってくれる人が少ない （後継者がいない・人手が足りない）等 南町 境南  関前  四小   

イベントの参加に一人で行くのは勇気がいる      四小   

高齢者の人材の活用      四小   

コミセン運営委員のなり手が少ない      四小   

それぞれの人が持っている特性をいかし、地域に還元するにはどうすればいいか（地域の

埋もれている人材の発掘）（自分の役割が感じられるものが必要） 

   関前  四小   

役員をやるのは負担？  境南       

無償ボランティアの限界、ボランティアの活動をもっと評価してほしい  境南       

まとめていけるリーダーシップのある人を見つけることが必要  境南    四小   

仕事の方法を地域に引きずらないような人に来てもらいたい      四小   

自分の事以外にできることを考えて（一人一つのボランティアをしてほしい）  境南       

各ボランティアの役員を兼任している人が多い（一人が何役もやっている）  境南  関前     

ボランティア精神の堀り返しが必要  境南       

 

Ｄ「地域社協」 

＜課題＞ 地域社協名 

人材不足（運営委員はたくさんいるが実際に活動できる人は少ない）    関前    境 

会全体が可視化できる努力をする（福祉の会の見える化） 南町   関前     

声かけ運動は幼稚園への依頼に偏っている    関前     

「うどの花」（広報紙）スタッフの充実（配布体制の強化、協力員の増加、世代交代）    関前     
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地域社協は有償にするべき  境南       

行政からの要望が多く福祉の会の負担が多い    関前     

福祉の会でやっている行事の回数が少ない      四小   

福祉の会の線引きは学区にしてほしかった（地域の区割りが学区と違っている）    関前     

前回の計画から解決していないものがある        境 

福祉の会もまちづくりにもっと関心を持ちたい 南町        

４丁目としてどのような活動をしているのか。最近食事会もない 南町        

たすけあいネットワークの地域ごとのそもそもの見直し     桜野    

ホームページが得意な人がいれば作ってもらいたい      四小   

地域社協専用の活動拠点がほしい。個人の住所でやっている  境南  関前    境 

活動拠点があればもっとフットワークがよくなる  境南       

市民会館の一室を貸してほしい        境 

 

Ｅ「団体同士の交流」 

＜課題＞ 地域社協名 

福祉やボランティアのグループが多く互いに接触・情報交流がない（横のつながりがない）  境南  関前  四小   

生の声を聞けるような地域各団体との相互交流（コラボ事業） 南町 境南  関前  四小   

防災町会と地域社協とのつながりが薄くなった        中央 

各丁目の連携（意見交換会など）  境南       

 

Ｆ「民生委員」 

＜課題＞ 地域社協名 

民生委員の名前、顔を知らない人が多いのでは 南町        

民生委員が各丁目にいるように（南町１丁目の民生委員を選びたい） 南町        

 

Ｇ「コミセン」 

＜課題＞ 地域社協名 

住民の意見を吸い上げるコミセンのあり方（コミュニティ協議会）      四小   

コミセンに来る人を地域社協に巻き込む・コミセンと地域社協の協力体制  境南      中央 
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コミセン活動に参加しないとわからない  境南       

コミセンに来た際に座れる場所がほしい  境南       

関前コミセンは他のコミセンに比べて行事が少ない（市報に載せる行事が少ない）    関前     

コミュニティ協議会と課題の共通認識    関前     

大型コミセン会場（が欲しい）   東部      

コミセンがなくて不自由。西部コミセンは健康体操に行くにも年寄りには遠くて大変       境  

境１丁目と３丁目にコミセンを作ってほしい       境  

 

Ｈ「その他」 

＜課題＞ 地域社協名 

商店会マップを作成する。割引券を配布      四小   

活動マップを更新したい（リストをつける）      四小   

色々な人がボランティアをしているがその活動がつかめない、地域活動がよくわからない  境南       

各団体の置き場がない    関前     

広がりが少ない。既定の事業しか続いていない    関前     

地域の活動で困った時に相談するところがほしい       境  

 

⑥居場所 

細分類：Ａ「場所」、Ｂ「多世代交流」、Ｃ「参加者」 

Ａ「場所」 

＜課題＞ 地域社協名 

気軽に集まれる居場所がない 南町 境南    四小  中央 

場所が提供されても使い勝手がよくない      四小  中央 

いきいきサロンが中町２．３丁目にない        中央 

ご近所の高齢者が気軽にお茶できる・DVD鑑賞が出来る会場があったらいいのに   東部 関前     

気軽に立ち寄れる喫茶店（みんなが集まりやすいカフェ）   東部      

一人でも立ち寄って食事ができるところ（２丁目、３丁目）    関前  四小   

美味しいお店があるまち（飲み屋がほしい）    関前  四小   

入りやすい食事処がない（食事のできる店が少ない） 南町      境  
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コミュニティ食堂がほしい（安心な食べ物を気楽な場所で） 南町        

居場所はあっても遠い、４丁目の居場所がほしい、１・２丁目にいきいきサロンがほしい  境南       

買い物しながらおしゃべりできるところがあるとよい  境南       

フリースペースをつくる（自由に使える交流スペースキッチン付）  境南 東部      

駅前に居場所がほしい       境  

居場所の場所の提供を市にお願いしたい、教会を使わせてもらいたい  境南       

はっぴーサロンの行事内容を知りたい（他丁目との交流も必要）  境南       

いきいきサロンや万友会や茶楽会のような楽しく活動できる場所を増やす 南町        

市でやっている体操教室が満員である。空いている場所を探す 南町        

駅の近くにもう一つテンミリオンがほしい（テンミリオンハウスが近所にあったら）  境南 東部      

公的な集会室がほしい、開発事務所の跡地を使いたい       境  

境２丁目は集まる場所がない、３丁目は特に集う場所に苦労している       境  

バリアフリー化の進んだ集まれる場所がない       境  

２丁目には集会所がないのでほしい 南町        

外環・空き地の問題（末広通りの空き地の利用を早急に） 南町        

集まる場所がないことを一緒に考えて解決していくところを教えてほしい       境  

 

Ｂ「多世代交流」 

＜課題＞ 地域社協名 

多世代が参加できるイベントがあるといい（交流の場）  境南  関前  四小   

世代が離れると話ができない    関前     

 

Ｃ「参加者」 

＜課題＞ 地域社協名 

居場所に来る方が偏っている （男性がいない）（たくさんあってもメンバーの固定化）  境南      中央 

茶楽会⇒チラシを見ても来てもらえない 南町        

万友会の参加者がもっと増えるといい 南町        
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⑦マンション（集合住宅） 

＜課題＞ 地域社協名 

マンションの住民となかなか交流ができない（住んでいる人の顔がわからない）  境南    四小  中央 

地域防災の会には新しいマンションの家族に参加してほしい        中央 

マンションの高齢化  境南      中央 

マンションが地域に溶け込んでいない（マンション住民が地域の活動に参加してほしい）  境南      中央 

マンションの防災組織を作ったが機能していないところも出来ている、マンションの防災        中央 

マンション管理組合と懇談会が連携できていない（理事との接触） 南町       中央 

マンション内の空き家問題  境南       

マンションに住んでいるが体調が悪いときに気軽に声をかけられる関係になりたい       境  

 

⑧災害 

＜こんなまちになったらいいな＞ 地域社協名 

災害があっても強いまち（雪が降った時の支え合い）  境南    四小   

＜課題＞ 地域社協名 

豪雨などの時は防災無線が聞こえない 南町     四小   

災害時は外国人、障害のある人への対応をどのようにするか      四小   

社協の災害ボラセンとの連携        中央 

１丁目の災害時要援護者についてグループ化の確認  境南       

関前５丁目は避難所が二小であるのに福祉の会の中では親身に相談に乗ってもらえない    関前     

災害時要援護者事業の課題の洗い出しと見える化（連絡体制と次の工程の明確化）    関前     

支援者のなり手を増やしたい（高齢化が激しい）    関前     

災害があった時に自分の取るべき行動が何か気になる       境  

防災推進員との連携はあまり進んでいない       境  

自主防災組織をやっているが、支援者の顔や現状の情報を確認するだけでいいのか       境  

事件等の情報をなるべく早く流してほしい 南町        

境１丁目一人暮らし高齢者が多く、災害時の助けが必要       境  
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⑨社会参加 

＜課題＞ 地域社協名 

サロンの内容に幅がない（折り紙や歌ではないサロンがほしい）        中央 

活動に参加したいと思っている人が一歩外に出られるきっかけづくり  境南 東部 関前     

市民で専門知識を持っている人の集まりや場がない、国際問題を話し合う場がない        中央 

同じ趣味の会（同じような趣味をもつ仲間を増やしたいが情報がない）   東部   四小   

もう少し積極的に近隣の方々へ声かけをしたい（そ～らの家） 南町        

同世代の知り合いがほしい  境南       

男性の参加が少ない（男性が興味を引くことは何か）  境南      中央 

高齢の男性が集まれる場所がない（麻雀・囲碁のできる場所）  境南 東部    境  

 

⑩道路・交通 

細分類：Ａ「道路・自転車など」、Ｂ「ムーバスなど」、Ｃ「その他」 

Ａ「道路・自転車など」 

＜課題＞ 地域社協名 

歩道がガタガタでキャスターが苦労する。（道がデコボコの所あり車椅子で通りにくい） 南町 境南      中央 

生垣がすぐに伸びて通りがかりの人にムチのようになっている  境南       

小さな交差点のミラーが自転車や歩行者の目の高さになく、ぶつかりそうになっている  境南       

電柱の地中化を早く進めてほしい  境南       

富士見通りのスピード制限（特に朝）  境南       

街灯が少ない（延命寺を過ぎたら真っ暗）（境４丁目、５丁目）    関前   境  

関前１丁目遊歩道に目印をつける（遊歩道付近が暗い）    関前     

高齢者のために道の途中に椅子を（末広通りにベンチを） 南町        

関前南小の北側は凍ってしまうなど冬が大変    関前     

二中、六中の道がもっと安心して歩けるように、元五宿不動産の角は歩道が狭い       境  

４丁目の信号のところで朝子どもの通学のために旗持ちを  境南       

歩道の自転車通行をなんとか規制できるように 南町   関前   境  

駐輪場がない（店の前に置けない）、スイングをよく使うが近くに無料の駐輪場がほしい       境  

三鷹駅の自転車置き場がなくなって。どうやって三鷹駅まで行けばいいんだ    関前     
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Ｂ「ムーバスなど」 

＜課題＞ 地域社協名 

ムーバス朝７時から運行してほしい、運行時間を延ばしてほしい、本数を増やしてほしい    関前   境  

ムーバスの逆循環方向の運転を、ムーバスの新しい路線（三鷹駅北口～吉祥寺駅行き）    関前     

武蔵境駅周辺から市役所へ行く便がない（バス）    関前   境  

市役所までムーバスで行きたい      四小   

関前５丁目の人は関前コミセンに来るのに大変不便である（ムーバスほしい）    関前     

２丁目のムーバス（買い物）   東部      

井の頭通りにバス路線を増やす 南町        

 

Ｃ「その他」 

＜課題＞ 地域社協名 

信号が渡り切れない       境  

早朝のタクシーがほしい    関前     

交通の便が悪い    関前     

 

⑪環境 

＜課題＞ 地域社協名 

まちの美化（犬の糞尿の後始末をしないのが目立つ）（駅近のためごみが捨てられて困る）  境南  関前     

一人一人のマナーの向上（タバコのポイ捨て）（歩きスマホ）（ゴミ捨てのルールを守ってほしい） 南町 境南    四小 境  

家が増えていって工事が地震のように感じる    関前     

森がなくなった、緑がどんどん減っている、地表（アスファルト）が暖まらないような工夫    関前   境  

蚊の駆除をしてほしい（蚊が多くてなんとかならないか）、野良猫を捕まえてほしい    関前   境  

境南２丁目の交差点はビル風が強い、ビル風がひどい（五宿踏切あたり）  境南     境  

公園や空き地が少ない  境南    四小   

散歩の途中で一休みできる場所（日陰、屋内）がほしい  境南       

４丁目の中央公園が活用できていない  境南       

使用しにくい小さな公園はさみしい雰囲気と防犯の不安がある       境  

空き家対策（空き家が増えている）（空き家が多いので不安）  境南    四小 境  
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⑫情報 

＜課題＞ 地域社協名 

広報紙（チラシ）は読まずに捨てられることが多い（反応なし） 南町   関前   境 中央 

必要な情報が必要な人に届くようにしたい（どの家庭が困っているのか） 南町 境南       

家族は都心に勤めており、あまりなじみがない。情報は伝えるようにしている。  境南       

ちょっとしたことを聞いたり、相談したりする人がいない（ちょっと聞けるところ）  境南 東部    境  

個々の問題を集約する場がない、地域の情報がもっとほしい  境南  関前   境  

（情報を）気軽に知らせる方法があればいい  境南       

地域の掲示板がほしい    関前     

事業所の利用の仕方（周知）（施設の周知、認知） 南町 境南       

高齢者がどこに住んでいるかわからない（わかれば広報紙の配布ができる）       境 中央 

 

⑬買い物 

＜課題＞ 地域社協名 

お店が少ない、商店街がない・寂れている、スーパーがほしい  境南  関前  四小 境  

駅からコミセンまでの間の道にコンビニがない（コンビニが少ない）  境南     境  

 

⑭病院 

＜こんなまちになったらいいな＞ 地域社協名 

気軽に行ける病院があったら 南町   関前     

町内医者、診療所クリニック（３・４丁目）、ロジ中心とした虚弱診断（まち角保健室）   東部      

メディカルビルがあるといい       境  

個人病院まで含む病院の地図の個別配布、在宅で暮らし続けるための仕組みがほしい 南町        

＜課題＞ 地域社協名 

南町病院を早く開院してほしい（ベッド数の確保、拡充） 南町  東部      

整骨院・歯医者が多すぎる。耳鼻科、皮膚科がほしい       境  

往診してくれる医師がいるか心配       境  

南町は人が多いのに急な時の病院がなく遠くの病院に回されることが多い 南町        
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⑮その他 

＜こんなまちになったらいいな＞ 地域社協名 

婚活パーティを開催してほしい        中央 

不用品、中古家具類、衣類、工具類などのバザーまたは交換会、あるいは修理の会    関前     

複合施設的カフェ、トレーニングセンター、ダンス会場、小さな図書館がほしい   東部      

市民体育館に代わるもの、税金の地域格差をつけてほしい（西部地域は損をしている）       境  

税収が増えるようなバックアップ      四小   

駅の近くに市役所の機能を 南町        

足の悪い方や社会的弱者の支援体制 南町        

一人暮らしでも安心できる地域      四小   

北町・四小地区を自分のアナザースカイと思える町にしていきたい      四小   

学園都市の良さをもっと地域に！（音楽・ボランティア・知識）  境南       

＜課題＞ 地域社協名 

結婚していない 40～50代の方が多い      四小   

消防団の建物が古い       境  

コンビニ前の雪かき 南町        

一人暮らしの孤食問題 南町        

関前１，２，３，４，５丁目が地域ごとしかわからない、１丁目が孤立している    関前     

境南丁目パトロールがんばっている。地域の空き家などを知ることができる。  境南       

ポスト汚い単身者が多い  境南       

ウォークより軽い散歩の会（ランク別）    関前     

消防署も交番も遠くなってしまった（交番、消防署が北側にない）       境  

公会堂の問題（建替え）（どうなるのか？）駅前の再開発 南町        

 


