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第１章 市民アンケート調査の概要 

 

１．調査の目的 

多摩川の利活用に関する方向性を示す計画を策定するにあたり，多摩川の利活用等に関す

る意向その他の状況を把握するため、市民アンケート調査を実施した。 

 

２．調査の方法 

郵送配布，郵送回収方式のアンケート調査を下記のとおり実施した。 

・調 査 対 象 者 ：15 歳以上の市民（平成 25 年４月１日時点） 

・調 査 票 数 ：2,500 人（住民基本台帳から無作為抽出） 

・調 査 方 法 ：郵送配布，郵送回収 

・調 査 期 間 ：平成 26 年 1 月 17 日～平成 26 年１月 31 日（15 日間） 

・回 収 率 ：39.6％（991 通回収） 

 

３．主な設問 

 主な設問は，下記のとおりである。 

 ▽河川敷の利用頻度、利用理由 

 ▽河川敷の環境を保全する条例の効果、河川敷の現状に対する満足度 

 ▽河川敷の特徴 

 ▽河川敷へのアクセス方法 

 ▽河川敷の利便性を高める施設・環境整備 

 ▽子どもたちの河川敷の利活用方法 

 ▽河川敷に関する意見・要望等 

 

４．本報告書の見方 

・比率は小数点第２位を四捨五入して算出してあり、百分率の合計が 100％にならない場合

がある。 

・複数回答の設問では、百分率の合計が 100％を超える場合がある。 
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第２章 回答者の属性 

 

１）性別 

・「男性」41.2%、「女性」58.1%で、「女性」の回答が上回った。（n=991） 

 

 

 

 

２）年齢 

・「70 歳代以上」が 25.8%と割合が最も高く、次いで高かったのが「40 歳代」であり、「60

歳代」と「30 歳代」が同じ割合であった。（n=991） 

 

 

 

  

41.2% 58.1% 0.7% 

男性 女性 無回答 

2.5% 6.4% 15.7% 19.4% 13.6% 15.7% 25.8% 0.8% 

10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上 無回答 
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３）職業 

・職業は「勤め人」32.8%、次いで「無職」22.4%、「家事専業」19.1%、「パート・アルバ

イト」11.9%であった。（n=991） 

 

 

４）居住地 

・居住地は「和泉本町」18.9%、「中和泉」15.4%、「岩戸南」11.7%の順に多かった。（n=991） 

 

  

8.1% 32.8% 4.0% 11.9% 19.1% 22.4% 1.7% 

自営業 勤め人 学生 パート・アルバイト 家事専業 無職 無回答 

18.9% 15.4% 

3.6% 

4.1% 

7.1% 8.8% 6.1% 11.7% 8.2% 8.2% 7.4% 

0.4% 

和泉本町 中和泉 西和泉 元和泉 東和泉 猪方 

駒井町 岩戸南 岩戸北 東野川 西野川 無回答 
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第３章 調査結果 

１）多摩川河川敷の利用頻度 

 

１）－１ 多摩川河川敷の利用頻度 

 

・「利用しない」が 25.4%、次いで「月に１～２回程度」19.5%、「半年に１回程度」

17.7%の順に多かった。 

・狛江市民の多摩川河川敷の利用頻度は少ないという結果となった。 

（n=991） 

 

  

1.7% 

5.0% 
11.1% 19.5% 17.7% 10.9% 7.2% 25.4% 1.5% 

毎日 週に３～５回程度 週に１～２回程度 

月に１～２回程度 半年に１回程度 １年に１回程度 

数年に１回程度 利用しない 無回答 
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１）－２ 年齢との関係性 

・すべての年代に共通して「利用しない」が多い。 

・「30 歳代」では「月に１～２回程度」が最も多かった。 

・「60 歳代」では「半年に１回程度」が最も多かった。 

  

1.0% 

1.5% 

3.8% 

2.7% 

1.7% 

4.0% 

3.9% 

4.7% 

4.4% 

6.4% 

7.0% 

5.0% 

12.0% 

3.2% 

9.7% 

11.4% 

11.1% 

18.6% 

9.4% 

11.1% 

12.0% 

15.9% 

29.7% 

20.2% 

17.8% 

17.3% 

16.8% 

19.5% 

24.0% 

25.4% 

21.9% 

20.7% 

22.2% 

17.9% 

7.8% 

17.7% 

12.7% 

12.9% 

11.4% 

11.9% 

9.0% 

10.9% 

10.9% 

4.0% 

6.3% 

6.5% 

7.8% 

5.2% 

7.7% 

8.2% 

7.2% 

44.0% 

33.3% 

15.5% 

21.8% 

25.9% 

17.3% 

34.8% 

25.4% 

3.2% 

1.0% 

3.2% 

2.3% 

2.3% 

1.5% 

10歳代 

20歳代 

30歳代 

40歳代 

50歳代 

60歳代 

70歳代以上 

全体 

毎日 週に３～５回程度 週に１～２回程度 

月に１～２回程度 半年に１回程度 １年に１回程度 

数年に１回程度 利用しない 無回答 
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２）多摩川河川敷を利用する理由 

 

２）－１ 多摩川河川敷を利用する理由（複数回答） 

・「散歩」46.6％が最も多く、約半数を占めており、次いで多い「自然観察」11.9%、「その

他」10.5%と比較しても突出していた。 

・「その他」の内訳は、「花見」16.9%が最も多く、次いで「サイクリング・自転車」並びに

「子どもと遊ぶ、子どもの遊び場」が 15.4％であった。 

 

 

（n=1065）  

10.5% 

3.3% 

0.4% 

6.3% 

4.2% 

11.9% 

2.4% 

5.5% 

46.6% 

8.8% ジョギング 

散歩 

犬の散歩 

釣り・魚とり 

自然観察 

スポーツ 

イベント 

ボート 

写真撮影 

その他 
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２）－２ 年齢との関係性 

・すべての年代において「散歩」が、最も多かった。 

・「10 歳代」でも「散歩」が 25.0%と最も多いが、他の年代と比較するとその割合は少なか

った。 

  

10.0% 

11.5% 

9.8% 

13.6% 

10.6% 

4.1% 

5.9% 

8.8% 

25.0% 

47.5% 

44.0% 

41.4% 

50.0% 

48.5% 

53.8% 

46.6% 

10.0% 

8.2% 

4.3% 

5.5% 

8.3% 

6.1% 

3.8% 

5.5% 

20.0% 

11.5% 

9.2% 

6.4% 

6.1% 

4.6% 

3.0% 

6.3% 

1.6% 

2.2% 

3.2% 

1.5% 

3.6% 

2.1% 

2.4% 

15.0% 

3.3% 

5.4% 

7.3% 

3.8% 

4.1% 

0.4% 

4.2% 

6.6% 

7.6% 

9.1% 

12.9% 

16.8% 

16.5% 

11.9% 

0.5% 

0.4% 

5.0% 

4.9% 

1.6% 

2.3% 

1.5% 

4.6% 

5.1% 

3.3% 

15.0% 

4.9% 

15.2% 

11.4% 

5.3% 

7.7% 

9.3% 

10.5% 

10歳代 

20歳代 

30歳代 

40歳代 

50歳代 

60歳代 

70歳代以上 

全体 

ジョギング 散歩 犬の散歩 イベント 釣り・魚とり 

スポーツ 自然観察 ボート 写真撮影 その他 
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２）－３ 多摩川河川敷利用頻度との関係性 

・どの利用頻度においても、「散歩」が最も多かった。 

 

 

  

9.1% 

16.7% 

16.8% 

13.6% 

10.0% 

0.8% 

8.8% 

36.4% 

44.4% 

44.6% 

41.4% 

46.1% 

45.4% 

44.8% 

46.6% 

15.2% 

12.5% 

7.1% 

5.5% 

4.4% 

5.0% 

17.2% 

5.5% 

15.2% 

0.5% 

6.4% 

3.4% 

13.4% 

5.7% 

6.3% 

4.3% 

3.2% 

2.2% 

0.8% 

2.3% 

2.4% 

9.1% 

1.4% 

3.8% 

7.3% 

5.6% 

2.5% 

2.3% 

4.2% 

6.9% 

10.3% 

9.1% 

12.2% 

10.1% 

14.9% 

11.9% 

15.2% 

0.3% 

1.1% 

0.4% 

5.6% 

2.7% 

2.3% 

5.0% 

3.4% 

3.3% 

12.5% 

5.4% 

11.4% 

10.7% 

21.8% 

8.0% 

10.5% 

毎日 

週に３～５回程度 

週に１～２回程度 

月に１～2回 

半年に１回程度 

１年に１回程度 

数年に１回程度 

全体 

ジョギング 散歩 犬の散歩 イベント 釣り・魚とり 

スポーツ 自然観察 ボート 写真撮影 その他 
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３）多摩川河川敷を利用しない理由 

 

３）－１ 多摩川河川敷を利用しない理由 

・「自宅から離れている」58.3％が最も多く、突出していた。 

・「その他」の内訳は、「用事・理由・機会がない」36.8%が最も多く、次いで「仕事等で忙

しい」並びに「障がい・ケガ・病気等で行くことが困難」が 15.8％であった。 

（n=252） 

  

58.3% 
1.6% 

11.5% 25.0% 3.6% 

自宅から離れている アクセスが困難である 魅力を感じない その他 無回答 
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３）－２ 居住地との関係性 

・「駒井町」、「猪方」以外の地域では「自宅から離れている」が最も多く、「西野川」81.5%、

「東野川」64.1%、「岩戸北」70.0%と３つの地域では６割以上を占めていた。 

 

 

 

 

  

59.4% 

31.7% 

25.0% 

35.7% 

38.9% 

5.9% 

7.1% 

38.0% 

70.0% 

64.1% 

81.5% 

58.3% 

0.0% 

7.1% 

2.0% 

3.3% 

2.6% 

1.6% 

5.8% 

17.1% 

14.3% 

23.5% 

18.0% 

10.3% 

11.5% 

20.3% 

24.4% 

25.0% 

28.6% 

27.8% 

35.3% 

21.4% 

28.0% 

13.3% 

2.6% 

7.4% 

25.0% 

14.5% 

26.8% 

50.0% 

14.3% 

33.3% 

35.3% 

71.4% 

2.0% 

13.3% 

20.5% 

11.1% 

3.6% 

和泉本町 

中和泉 

西和泉 

元和泉 

東和泉 

猪方 

駒井町 

岩戸南 

岩戸北 

東野川 

西野川 

全体 

自宅から離れている アクセスが困難である 魅力を感じない その他 無回答 
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４） 「多摩川河川敷の環境を保全する条例」の効果 

 

４）－１ 「多摩川河川敷の環境を保全する条例」の効果 

・「効果があった」43.0%、次いで「とても効果があった」21.8％となっており、効果があ

ったと感じている人が６割以上を占めていた。「どちらともいえない」21.3％の順に高かっ

た。 

（n=991） 

 

 

 

21.8% 43.0% 21.3% 

0.9% 

0.4% 

0.9% 

11.7% 

とても効果があった 効果があった どちらともいえない 効果はなかった 
効果は全くなかった 条例を知らなかった 無回答 
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４）－２ 年齢との関係性 

・「10 歳代」を除くすべての年代において「効果があった」が最も多い回答であった。 

・すべての年代において、「とても効果があった」と「効果があった」の合計が半数以上を

占めていた。 

 

 

  

16.0% 

17.5% 

17.3% 

27.1% 

20.7% 

25.0% 

21.5% 

21.8% 

24.0% 

36.5% 

38.5% 

41.1% 

40.7% 

46.8% 

50.0% 

43.0% 

36.0% 

23.8% 

23.1% 

22.4% 

28.1% 

19.2% 

14.5% 

21.3% 

1.3% 

0.6% 

0.4% 

0.4% 

1.3% 

0.6% 

0.4% 

0.4% 

20.0% 

17.5% 

19.2% 

8.9% 

8.9% 

5.1% 

7.0% 

0.9% 

0.6% 

0.5% 

1.5% 

1.9% 

5.5% 

11.7% 

10歳代 

20歳代 

30歳代 

40歳代 

50歳代 

60歳代 

70歳代以上 

全体 

とても効果があった 効果があった どちらともいえない 効果はなかった 

効果は全くなかった 条例を知らなかった 無回答 
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４）－３ 多摩川河川敷の利用頻度との関係性 

・どの利用頻度においても「効果があった」が最も多かった。 

  

 

  

35.3% 

42.0% 

28.6% 

29.5% 

21.7% 

18.5% 

7.1% 

13.5% 

21.8% 

47.1% 

34.0% 

54.5% 

45.6% 

43.4% 

42.6% 

42.9% 

38.5% 

43.0% 

17.6% 

18.0% 

12.5% 

18.1% 

26.9% 

26.9% 

30.0% 

20.6% 

21.3% 

2.0% 

3.6% 

0.5% 

0.6% 

0.9% 

1.4% 

0.8% 

0.9% 

2.0% 

0.9% 

0.8% 

0.4% 

5.7% 

6.9% 

9.3% 

14.3% 

22.2% 

0.9% 

2.0% 

0.9% 

0.5% 

0.6% 

0.9% 

4.3% 

3.6% 

11.7% 

毎日 

週に３～５回程度 

週に１～２回程度 

月に１～２回程度 

半年に１回程度 

１年に１回程度 

数年に１回程度 

利用しない 

全体 

とても効果があった 効果があった どちらともいえない 効果はなかった 

効果は全くなかった 条例を知らなかった 無回答 
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５）多摩川河川敷の現状に対する満足度 

 

５）－１ 多摩川河川敷の現状に対する満足度 

・「自然環境が改善された」33.3％、「わからない」27.2%、「安心して生活できるようにな

った」10.8％の順に多かった。 

・「その他」の意見として、「ゴミが減った」等美化の向上についてや、「周辺住民への影響

は解決されたが、利用しずらくなった」等の多摩川河川敷の環境を保全する条例の効果を

認めつつも疑問を感じる意見が多かった。 

 

（n=991） 

 

 

10.8% 9.4% 33.3% 10.7% 27.2% 
6.1% 

2.5% 

安心して生活できるようになった 寂しくなった 自然環境が改善された 

今までと変わらない わからない その他 

無回答 
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５）－２ 「狛江市多摩川河川敷の環境を保全する条例」の効果との関係性 

・「とても効果があった」と回答した人では「自然環境が改善された」50.9%で約半数を占

めていた。 

 

 

 

  

27.8% 

10.3% 

0.5% 

1.0% 

10.8% 

7.4% 

7.3% 

19.5% 

11.1% 

1.9% 

9.4% 

50.9% 

46.7% 

5.7% 

7.8% 

33.3% 

5.6% 

8.0% 

19.0% 

44.4% 

33.3% 

10.7% 

10.7% 

4.6% 

19.0% 

45.7% 

22.2% 

16.7% 

68.9% 

27.2% 

3.2% 

6.3% 

9.0% 

11.1% 

4.9% 

0.5% 

2.3% 

0.5% 

11.1% 

50.0% 

4.9% 

2.5% 

とても効果があった 

効果があった 

どちらともいえない 

効果はなかった 

効果は全くなかった 

条例を知らなかった 

全体 

安心して生活できるようになった 寂しくなった 
自然環境が改善された 今までと変わらない 
わからない その他 
無回答 
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６）多摩川河川敷の利活用について 

 

６）－１ 多摩川河川敷の利活用について 

・「利活用が必要である」と「現状のまま保全する」が 39.6％と同率であった。 

（n=991） 

 

 

  

39.6% 8.6% 39.6% 
10.3% 

1.8% 

利活用が必要である どちらでもよい 現状のまま保全する わからない 無回答 



17 

 

６）－２ 年齢との関係性 

・「10 歳代」から「50 歳代」では「利活用が必要である」が最も多く、「60 歳代」及び「70

歳代以上」では「現状のまま保全する」が最も多かった。 

・「10 歳代」では「利活用が必要である」と「わからない」との回答が同率であった。 

  

32.0% 

39.7% 

47.4% 

45.8% 

51.9% 

34.6% 

27.5% 

39.6% 

8.0% 

14.3% 

9.0% 

9.9% 

6.7% 

9.0% 

7.1% 

8.6% 

28.0% 

38.1% 

31.4% 

32.8% 

31.9% 

49.4% 

49.4% 

39.6% 

32.0% 

7.9% 

11.5% 

11.5% 

8.9% 

3.2% 

12.2% 

10.3% 

0.6% 

0.7% 

3.8% 

3.9% 

1.8% 

10歳代 

20歳代 

30歳代 

40歳代 

50歳代 

60歳代 

70歳代以上 

全体 

利活用が必要である どちらでもよい 現状のまま保全する わからない 無回答 
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６）－３ 多摩川河川敷の利用頻度との関係性 

・多摩川河川敷の利用頻度が「毎日」、「週に３～５回程度」、「月に１～２回程度」、「半年

に１回程度」においては「利活用が必要である」が最も多かった。 

・多摩川河川敷の利用頻度が「週に１～２回程度」、「数年に１回程度」、「利用しない」に

おいては「現状のまま保全する」が最も多かった。 

・多摩川河川敷の利用頻度が「１年に１回程度」においては「利活用が必要である」と「現

状のまま保全する」は同率で最も多かった。 

 

 

 

 

  

52.9% 

60.0% 

40.0% 

47.2% 

49.1% 

36.1% 

18.6% 

29.8% 

39.6% 

5.9% 

6.4% 

5.7% 

11.4% 

13.0% 

10.0% 

9.9% 

8.6% 

35.3% 

38.0% 

48.2% 

42.0% 

33.7% 

36.1% 

51.4% 

37.7% 

39.6% 

2.0% 

4.5% 

4.7% 

5.1% 

13.9% 

17.1% 

20.2% 

10.3% 

5.9% 

0.9% 

0.5% 

0.6% 

0.9% 

2.9% 

2.4% 

1.8% 

毎日 

週に３～５回程度 

週に１～２回程度 

月に１～２回程度 

半年に１回程度 

１年に１回程度 

数年に１回程度 

利用しない 

全体 

利活用が必要である どちらでもよい 現状のまま保全する わからない 無回答 
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７）多摩川河川敷における特徴 

 

７）－１ 多摩川河川敷における特徴 

・「自然・風景」が 68.3％と突出しており、次いで「スポーツ施設（グランド）」12.5%、「環

境学習施設（水辺の楽校）」10.4%であった。 

・「その他」では、「環境学習、観察・鑑賞の場」や「施設整備に関する要望」があった。 

 

（n=991） 

 

  

68.3% 12.5% 

1.7% 

10.4% 

3.6% 

3.4% 

自然・風景 スポーツ施設（グランド） 

観光施設（貸しボート屋） 環境学習施設（水辺の楽校） 

その他 無回答 
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７）－２ 年齢との関係性 

・すべての年代において「自然・風景」が最も多かった。 

 

 

 

  

56.0% 

66.7% 

59.6% 

60.4% 

71.1% 

76.9% 

75.4% 

68.3% 

28.0% 

17.5% 

17.9% 

16.1% 

8.1% 

9.6% 

8.2% 

12.5% 

4.0% 

1.6% 

1.3% 

1.6% 

3.7% 

0.6% 

1.6% 

8.0% 

12.7% 

15.4% 

15.1% 

8.1% 

5.8% 

7.8% 

10.4% 

1.6% 

4.5% 

3.6% 

8.1% 

2.6% 

2.0% 

3.6% 

4.0% 

1.3% 

3.1% 

0.7% 

4.5% 

5.1% 

3.4% 

10歳代 

20歳代 

30歳代 

40歳代 

50歳代 

60歳代 

70歳代以上 

全体 

自然・風景 スポーツ施設（グランド） 観光施設（貸しボート屋） 

環境学習施設（水辺の楽校) その他 無回答 
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８）多摩川河川敷へのアクセス 

 

８）－１ 多摩川河川敷へのアクセス 

 

・「徒歩」44.4％、「自転車」37.2％の順に多く、全体の８割以上を占めている。 

・「その他」の内訳は、「電車」42.2%が最も多く、次いで「バス」21.1％であった。 

 

（n=991） 

 

 

44.4% 37.2% 
4.0% 

9.3% 

1.7% 

3.3% 

徒歩 自転車 自動車 利用しない その他 無回答 
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８）－２ 年齢との関係性 

・「10 歳代」、「20 歳代」、「50 歳代」では「自転車」が最も多く、次いで「徒歩」の順で多

かった。 

・「30 歳代」、「40 歳代」、「60 歳代」、「70 歳代以上」では「徒歩」が最も多く、次いで「自

転車」の順で多かった。 

  

 

 

 

 

  

36.0% 

34.9% 

42.9% 

44.8% 

40.0% 

42.9% 

51.6% 

44.4% 

48.0% 

41.3% 

39.7% 

42.2% 

46.7% 

41.0% 

23.8% 

37.2% 

4.0% 

3.2% 

7.7% 

4.7% 

3.7% 

3.8% 

2.0% 

4.0% 

8.0% 

14.3% 

7.1% 

6.8% 

6.7% 

5.8% 

15.2% 

9.3% 

3.2% 

1.6% 

1.5% 

1.9% 

2.3% 

1.7% 

4.0% 

3.2% 

2.6% 

1.5% 

4.5% 

5.1% 

3.3% 

10歳代 

20歳代 

30歳代 

40歳代 

50歳代 

60歳代 

70歳代以上 

全体 

徒歩 自転車 自動車 利用しない その他 無回答 
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８）－３ 多摩川河川敷の利用頻度との関係性 

・多摩川河川敷の利用頻度が「毎日」、「週に３～５回程度」、「週に１～２回程度」では「徒

歩」が最も多く、利用頻度が高いほど「徒歩」が多い傾向にあった。 

  

  

94.1% 

84.0% 

70.0% 

52.8% 

39.4% 

36.1% 

43.7% 

24.8% 

44.4% 

5.9% 

12.0% 

22.7% 

44.0% 

50.3% 

50.0% 

35.2% 

33.3% 

37.2% 

2.0% 

0.9% 

1.0% 

5.7% 

5.6% 

14.1% 

4.1% 

4.0% 

1.0% 

2.3% 

1.9% 

2.8% 

0.4% 

1.7% 

2.0% 

6.4% 

1.0% 

1.7% 

2.8% 

1.4% 

3.3% 

3.3% 

毎日 

週に３～５回程度 

週に１～２回程度 

月に１～２回程度 

半年に１回程度 

１年に１回程度 

数年に１回程度 

利用しない 

全体 

徒歩 自転車 自動車 利用しない その他 無回答 
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９）多摩川河川敷へのアクセス向上（複数回答） 

・「自転車利用のための駐輪場整備」27.5％、「河川敷土手の舗装」19.5％、「スロープの設

置等による河川敷土手のバリアフリー化」17.9%の順に多くなっていた。 

・「その他」の内訳は、お金をかけるべきではない等の「現状維持」36.1%が最も多く、次

いで河川敷までの道路の整備、道幅拡張、歩道整備等の「施設整備・環境整備」が 16.9％

であった。 

 

（n=1605） 

 

 

 

 

  

4.9% 

13.9% 

17.9% 

27.5% 

19.5% 

16.3% 
小田急線和泉多摩川駅から

の誘導看板の設置 

河川敷土手の舗装 

自転車利用のための駐輪場

整備 

スロープの設置等による河

川敷土手のバリアフリー化 

自動車利用のための駐車場

整備 

その他 
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10）多摩川河川敷の利便性を高める施設整備 

 

10）－１ 多摩川河川敷の利便性を高める施設整備（複数回答） 

 

・「休憩施設」47.9％が最も多く、次いで「飲食施設」19.1%、「その他」12.7%の順となっ

ている。 

・「その他」の内訳は、必要がない・自然のままが良い等の「現状維持」20.9%が最も多く、

次いで「トイレの整備」が 16.9％であった。 

 

（n=1373） 

 

 

12.7% 

9.4% 

10.9% 

47.9% 

19.1% 飲食施設 

休憩施設 

イベントスペース 

野球グランド以外のスポー

ツ施設 

その他 
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10）－２ 年齢との関係性 

 

・すべての年代において「休憩施設」が最も多く、「20 歳代」以外の年代において次いで多

かったのは、「飲食施設」であった。 

・「20 歳代」において次いで多かったのは「イベントスペース」であった。 

 

  

15.2% 

17.0% 

24.5% 

31.4% 

16.1% 

15.1% 

13.0% 

19.1% 

51.5% 

42.0% 

37.8% 

52.8% 

37.6% 

54.8% 

65.0% 

47.9% 

12.1% 

19.0% 

13.3% 

12.2% 

10.2% 

7.5% 

9.0% 

10.9% 

12.1% 

14.0% 

12.0% 

2.2% 

16.1% 

8.0% 

4.0% 

9.4% 

9.1% 

8.0% 

12.4% 

1.3% 

20.0% 

14.6% 

9.0% 

12.7% 

10歳代 

20歳代 

30歳代 

40歳代 

50歳代 

60歳代 

70歳代以上 

全体 

飲食施設 休憩施設 イベントスペース 野球グランド以外のスポーツ施設 その他 



27 

 

11）多摩川河川敷の利便性を高める環境整備 

 

11）－1 多摩川河川敷の利便性を高める環境整備（複数回答） 

・「トイレの整備」34.4%が最も多く、次いで「ベンチの設置」23.4％、「街路灯の整備」20.0%

の順であった。 

・「その他」の内訳は、自然のままが良い等の「現状維持」20.9%が最も多く、次いでトイ

レの清潔、バリアフリー化等の「トイレ整備」が 20.3％であった。 

 

（n=2205） 

 

 

  

2.9% 

16.1% 

3.2% 

20.0% 

23.4% 

34.4% 
トイレの整備 

ベンチの設置 

街路灯の整備 

サイン（看板など）整備 

ホームレス対策 

その他 
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11）－２ 年齢との関係性 

・すべての年代において「トイレの整備」が最も多かった。 

・次いで多かったのは「10 歳代」から「40 歳代」では「街路灯の整備」、「50 歳代」から

「70 歳代以上」では「ベンチの設置」であった。 

 

  

32.7% 

36.6% 

33.7% 

34.4% 

34.6% 

33.8% 

35.0% 

34.4% 

15.4% 

17.6% 

20.8% 

19.9% 

23.6% 

27.0% 

28.0% 

23.4% 

26.9% 

26.8% 

22.2% 

21.9% 

19.5% 

18.9% 

15.4% 

20.0% 

17.3% 

15.5% 

15.9% 

15.0% 

14.8% 

16.1% 

17.5% 

16.1% 

3.8% 

2.8% 

3.8% 

3.5% 

4.1% 

2.0% 

3.0% 

3.2% 

3.8% 

0.7% 

3.6% 

5.3% 

3.5% 

2.3% 

1.1% 

2.9% 

10歳代 

20歳代 

30歳代 

40歳代 

50歳代 

60歳代 

70歳代以上 

全体 

トイレの整備 ベンチの設置 街路灯の整備 

ホームレス対策 サイン（看板など）整備 その他 
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12）多摩川河川敷でのイベント 

 

12）－１ 多摩川河川敷でのイベント（複数回答） 

・「花火大会」37.1％が最も多く、次いで「バーベキューのできる機会」13.7％、「音楽イベ

ント」12.5%となっている。 

・「その他」の内訳は、「新しいイベントは不要」19.5%が最も多く、次いで「フリーマーケ

ット」及び自然観察等の「自然を使ったイベント」が 11.5％であった。 

 

（n=1921） 

 

 

 

  

5.3% 

8.3% 

5.8% 

13.7% 

12.5% 

4.9% 

12.3% 

37.1% 花火大会 

いかだレース 

スポーツイベント 

音楽イベント 

バーベキューのできる機会 

釣り大会 

流域自治体と連携したイベント 

その他 
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12）－２ 年齢との関係性 

・すべての年代において「花火大会」が最も多かった。 

・次いで多かったのは「20 歳代」から「50 歳代」では「バーベキューのできる機会」、「60

歳代」及び「70 歳代以上」では「いかだレース」であった。 

 

 

  

46.7% 

41.9% 

37.0% 

37.5% 

35.1% 

30.8% 

40.4% 

37.1% 

8.9% 

8.1% 

5.4% 

8.7% 

12.1% 

16.6% 

21.1% 

12.3% 

4.4% 

5.9% 

5.7% 

5.7% 

5.3% 

4.2% 

3.5% 

4.9% 

11.1% 

14.0% 

13.4% 

10.8% 

13.8% 

12.3% 

12.5% 

12.5% 

15.6% 

19.1% 

18.8% 

16.5% 

14.2% 

12.3% 

5.0% 

13.7% 

4.4% 

3.7% 

5.4% 

8.0% 

5.3% 

6.5% 

4.8% 

5.8% 

6.7% 

5.1% 

6.8% 

6.7% 

10.3% 

10.1% 

9.5% 

8.3% 

2.2% 

2.2% 

7.4% 

6.2% 

3.9% 

7.1% 

3.3% 

5.3% 

10歳代 

20歳代 

30歳代 

40歳代 

50歳代 

60歳代 

70歳代以上 

全体 

花火大会 いかだレース スポーツイベント 

音楽イベント バーベキューのできる機会 釣り大会 

地域と連携したイベント その他 
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13）子どもたちの多摩川河川敷の利活用 

・「学校の教育課程に位置付けられた、多摩川を活用する授業の実施」29.6%、「子どもたち

が遊べる施設の設置や環境の整備」29.4%の順に多く、約６割を占める。 

・「その他」の内訳は、「環境学習の施設や設備に関する意見」36.1%が最も多く、次いで自

然をそのまま体験できるようにすべき等の「不必要」が 22.2％であった。 

 

 

（n=991） 

 

 

  

29.5% 9.8% 13.2% 29.3% 3.6% 14.6% 

学校の教育課程に位置付けられた、多摩川を活用する授業の実施 

子どもたちを対象としたイベントの実施 

子どもたちとその保護者を対象としたイベントの実施 

子どもたちが遊べる施設の設置や環境の整備 

その他 

無回答 
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14）多摩川河川敷について（自由記述） 

 

下記のとおり意見・要望が寄せられた。意見、要望の中心的内容によって整理しているが、

長文の場合は要約のうえ分類し、記載しているものもある。また、内容が複数の分類にま

たがっている場合は、中心的内容により分類を行った。 

 

１．自然保全・現状維持に関する意見 

・芝生ひいて欲しい 豪華な設備はいらない 

・自然を大切に… 

・芝の質が悪い。 

・歩いて行けるところに多摩川のような美しい自然があって、とても幸せです。多摩川は

子どもの頃から、慣れ親しんでいる場所なので、本当にいやしの場となっているので、ず

っと美しいまま、そして誰もが幸せになれる場であって欲しいと願っています。 

・美しい花をうえて楽しむことが出来たら良い。現在は、緑だけで、少々、味気ないので。 

なるべく昔の姿を維持していくこと。 

・多摩川の現在の状態（川の水の汚れ具合、河川敷の動植物の様子、状態、川の中の生物

（もともといた魚等、外来の生物）ゴミの問題）がわかっていません。できれば本来の状

態に戻し、大規模なイベント等は避けるべきと思います。ただ、野放しの状態では、多摩

川に親しみを感じたり、行ってみようと思うこともできなくなるかもしれません。人間が

最底限度必要な整備をして多摩川と共生（ことばが少し変ですが…）していきたいと思う

のです。自然を破壊してしまうと、元には戻せませんから。（世界には護岸工事をして、自

然破壊や水質悪化した川を２０年、３０年とかけて戻した国もあるようですが） 

・今行っている布田付近の河川工事の意味合いが判りません。自然のままの方が良いと思

うのですが… 

・暑い夏に草木が生い茂る様子は身心を落ち着かせてくれます。危険のない範囲で草木は

できるだけそのままにしてほしい。特に樹形はあまり整えないでほしいと思います。川風、

木蔭、草いきれ…等多摩川べりでこそ味わえるものです。 

・自宅から離れているので、利用する事がほとんどなく、小田急線車内からのぞいて見る

程度なので、現状がよくわかりません。が、自然が広がる場所ですので、それを壊してし

まうようなことには反対です。その自然を人間が楽しませてもらえるようにしていただき

たいです。 

・大がかりな施設の建設など自然を壊すのだけは止めてほしいです。川の音を聴いたり、

虫の声を聴いたりできる所であってほしいです。自然と人の調和を知恵と工夫で！！ 

・狛江市が、多摩川というすばらしい自然環境にある中でもっと狛江の地名や近効の人々

が、集客するようにできる特徴を多摩川河川敷に設け名所となるように要望します。たと
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えば、河川敷土手（サイクリングロード）にフラワーロードとして四季を美しくする等、

桜並木だけでなく、花を植えつける。 

・基本的には自然を壊さず有りのままの状態にしておくのが良いと思います。河川敷整備

は必要でしょうがやり過ぎは好しくないと思うのです。何か施設を設置して利用しようで

はなく、せめて遊歩道やベンチぐらいにしては、いかがでしょうか。私の子供の頃（小学

生）は、クラスの先生引率で洗い米と水を持って、河原でまきを集め、飯ごうすいさんを

しました。火の始末・ゴミの持ち帰り、危険な所や河辺の生き物の事など、そんな中で教

ったものです。自然に触れる事が少く成って居る今、身近に有る自然に手を加え過ぎるの

は良くないと思って居ます。 

・多摩川の自然を活かした街づくり 鮎と蛍の街：狛江。 

・芝生広場とコスモスや向日葵を植えて 

・河川敷の草刈り等を回数を増やし安心して歩ける状態にしてほしい（ヘビがいる） 

・自然のままが一番良いと思います。 

・東京の中で、数少ない恵まれた自然環境です。いつまでも子供達が元気に安全に遊べる

自然を壊すことなく次年代に受け継ぐことが、一番大切なことだと考えます。何かを作る

ということではなく、キレイな環境を整える。それだけで、多摩川の魅力は充分伝わると

思います。 

・大型樹木の植栽 

・現状の静かで穏やかな多摩川週辺の環境が気に入っているので、あまり大規模な開発な

どはせず、今の環境を守っていって頂きたいと感じています。 

・多摩川河川敷の自然環境の中で市民がたのしく、のんびり過せる事を期待しています。 

・土手や周囲の土地の整備は必要かもしれないが川岸などをいじりすぎないで欲しい 

・危険な場所の整備の他にはあまり手をくわえずに出来る文自然のままが良い ただしも

う少し木を植えて木陰を多くして休める様にしてもらいたい。 

・イベント等で利用するのを考えている様だが、美しい木を沢山植えたり花を植えたりし

て花園を作り気持良くたのしめる場所にしてはどうか。杉でない（花粉のでない）いろい

ろな木を使って將来は美しい森ができる様にしたらどんなになぐさめられるかと思う。問

１６など何もしなくてよい。 

・自然を守るためには、何もしない方がいい。 

・基本的には自然環境を破壊しないことが原則。近年多摩川の水質も良くなりつつあるや

に及び魚類も多種多数溯上が確認されている現状 今後も是非、外来種の根絶も含めた御

努力を願う。 

・現状のまま自然をいかした事に活用してほしい。ＢＢＱもなくなり、美しくなった河原。

それを子供・大人が自然とふれあえる場所にするといいと思います。ムリにイベントや施

設を作るのではなく。冒険遊びの場とか、水辺の楽校のような場所を増やす。 
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・環境保全が目的ですから、その場所をイベント会場に使用するというのは疑問です。い

つまでも自然を保つべきではないのでしょうか。 

・多摩川は都会の川としては自然とうまくマッチしている。種々雑多な施設はなるべくつ

くらず、快適さ、便利さ、美しさを総合的に考えて魅力ある河川敷にして欲しい。 

・自然を残しているところはよいと思います 広場のところは今より多めに草刈りしてゆ

っくり出来るようになっているといいと思います 四季の花を楽しむコーナーがあるのも

いいですね 

・自然が豊富で東京とは思えないほど。是非このまま自然を楽しめる場所として残してほ

しい。開発等は必要ないと思う。 

・よく管理されて、草など刈り取って下さって有難く思う反面、自然な植物が見られませ

ん。足下の小さな雑草や、季節を感じさせる小さな草、花などに目をやり乍らＷａｌｋｉ

ｎｇをしています。一部分だけでも、そういう区域又は囲いの中で野いばらの赤い実とか

に触れたり、出会ってみたいです。１０年以上前には珍しいもの愛らしいものに出会った

ものです。河川敷の利用は誰にも開放された、安全な場所であることが一番に望まれます。

私は近隣にこのような安全な場所があることに感謝しています。 

・長年地元に川ありの生活をしていると、この空間は本当に嬉しい。上り、下りを時に歩

きながらいつも感じる。娘時代は土手より川辺へ行くことは考えてもみなかったが、土手

からと又違った自然（川の生きもの）を感じて、ここに住んでるから身近に得られること。

孫と歩く自然を近場に得れることは嬉しい。安全は自己でとは思うが、このご時世だから

変な人、サイクリング、ジョギングの多さ、老人の多さなど、安全に関しては自然をこわ

さない様に必要である。 

・大きな川の近くに住めている事が幸せです。今後もこの豊かな環境を大切にしてほしい

（していきたい）です。 

・自然をこわさないで、今のまゝ、きれいに気持ちよく利用できる河川敷を現在のまゝ余

り手をかけない自然の風景のまついじし続けて欲しいものです。スポーツ施設等も現在の

程度に自然を美しくきれいな河川敷であって欲しいです。それと今迄はお友達が八王子か

ら来てくれて二人での散歩を楽しみましたが昨年病気で亡くなってしまい非常に残念です

が今は一人で歩いていますが土手の上だけで川添いを歩く事が出来なくなりました。少々

残念ですが仕方がありません。多摩川の散歩はこれからもずっと歩ける間は続けたいと思

います。１月に８３才になった私ですが、いつも八王子から来てくれたお友達と歩くのが

楽しみでしたが残念ながら現在は、一人散歩になってしまいましたがこれからもずっと続

けたいと思っています。時々今迄のように河の近くをと思う事もありますが一人ではやは

り不安になって、今では土手の上を出来るだけ毎日散歩したいとの思いが強く、今迄と違

って、一人歩きの淋しさもありますがお天気の良い日を楽しみに、家を出て自動車教習所

の土手を、右に左に散歩を続けています。一人になったので今では土手を歩くだけになっ
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てしまいましたがよく晴れたきれいな青空の下色々な事を思いきれいな川添いの景色を眺

めながら、散歩を、続けられる幸せを心より楽しませて戴いております。 

・川は、いやされ、素敵な環境。 

・桜がキレイで、毎年見にいく。／基本的には今のままがよい。 

・遠くまで景色を眺めることができるのは、多摩川の河川敷しかありません。カワセミな

どきれいな野鳥が見れるのも多摩川のみ、昔に比べて水質もきれいになって、ウナギやテ

ナガエビがいるという話も聞きます。東京では数少ない自然を感じることができる貴重な

場所です。「多摩川が近くにあるから」という理由で今の住居も決めました。きれいな多摩

川が残ることを期待しています。 

・魚業組合と協して魚の放流イベント、いかだレース 花火大会は必要ない。／余計な施

設は作らず、自然環境を充実させる。 

・人の手を加えることを最少限にし、自然を守ってほしい。普段、多摩川河川敷を、利用

していない者が言う事ではないが、各種施設整備などは、設置するメリット、デメリット

を充分検討して下さい。また、隣接する市区との調整が必要と思います。（本来は一級河川

のため国が責任をもって管理すべきものと考えます） 

・多摩川は自然と触れ合うことを目的に利用してきました。（子供が小さい頃）安全面を考

りょした上で、自然を多く残した様子を維持して欲しいと思います。あまりに整備された

公園などにはしないで欲しいです。／駐車場などを作ってしまうと渋滞や、かえって路上

駐車を増やしてしまうことになると思います。 

・自然をこわさないで下さい  

・施設を設置してほしくない。狛江辺りが多摩川の自然を一番感じる。野放図であってほ

しい。 

・渡り鳥などが自然に集まる環境保護が必要と思う。 

・多摩川はプレーパークではない 自然のあばれ川です。水辺に出ていける散策コースが

（授業では先生方がしっかり自分達で自然を教えられるようになってほしい。バーベキュ

ーで荒れたところは少しづつ自然、景観を回復してほしい。）「けもの道として」ある程度

でよい 土手の上は現状のまま未舗装がよい。スピード自転車が入ってきていないのでよ

い。 

・あまり手を加えず自然のまま維持する方が良いと思います 

・美しく青きＴＡＭＡＧＡＷＡ。自由にそれぞれが実体的に楽しむことが大切ですね。施

設等は最少限に止めながら、いつまでも美しい場所であってほしいものです。 

・生活の場の近くに、多摩川のような、すばらしい自然環境があるのは大変貴重なことで

すし、狛江市の財産だと思います。住民の生活の満足度の向上に資するような活用をお願

いします。 

・狛江付近の多摩川は、砂利道だったり、自然が活かされている感じがしてとても好感が

持てます。このままこの自然な形であってほしいと願っているので、センスのない看板（バ
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ーベＱ、花火禁止！！ｅｔｃ）や、無意味な柵など無駄に作ってほしくないです。柵がど

うしても必要ならば、素材を木のものを使用するなど、せっかくの景観をそこねない形で

お願いしたいと思います。 

・出来るだけ人の手を加えない事を望む。 

・自然を活かした河川を望みます。 

・これから多摩川散歩等自然とふれあいたいと思っていたところなので施設の設置等によ

る自然環境をこわさないよう願います。 

・自然をそのまま残してほしいと思います。 

・多摩川の近くに住んで、自然と触れ合える場があることに感謝しています。四季折々に

癒やされます。この環境がいつまでも保たれるよう願います。 

・自然が多くて空気も美味しく感じるので活性化するのはいいけどあまり自然が無くなる

のはさみしい  

・河川敷で何かをやらなければいけないということはないと思います ただ自然のままお

いておくことで充分なこともあると思います 特に近隣の方がストレスを感じることはや

るべきではないです 

・自然を大切にして有効に活用されれば良いと思います。 

・できるだけ自然のままに、環境を保全してほしい。 

・ただ自然が自然の状態にあるようにして置くことが１番よく自然への関心を示されたと

き十分な自然があるようにしておくことが大切だと思います。護岸工事も安全が保たれる

最低限にとどめてもらいたい。イベント等行ないおおいにもりあがるのはすてきなことだ

が、砂、石ころ、草、その他、人工的にいじらない状態にして行ってほしい。 

・多摩川は多くの自然に恵まれています。その自然を保護することこそ、最も価値のある

ことだと思います。自然に親しめるような取り組みに賛成ですが、植物などをつぶしてま

で、グランド等の施設を作るのは、とてももったいないと思います。 

・川・本来のすがたにもどったかなと思っています 河川敷の施設・整備は、不必要と思

います。 

・多摩川は、やはり自然が一番だと思います。 

・現状のまま保全して下さい 昔と変らない、ボート屋さんののんびりした景色、五本松

等々があるからこその狛江の河川敷です。昨年の夏の終り頃はいつになく多くのいろいろ

なトンボが土手に飛んでいました。すずめ、めじろ、しじゅうから等の野鳥も減っていま

せん。ボート乗り場の辺、又は川に浮いている船上にテーブルとイスが数組の休憩場があ

ればたまには立ち寄るかもしれません。（むずかしいですよね） 

・施設の設置やイベント実施で利活用するより、自然をきれいに保つことで、ありのまま

の自然に触れ合える河川敷として自然を十二分に活かしていただきたいです。レジャーシ

ートを敷いてピクニックしたり、土手に座ってお弁当を食べたり、河原で石を捨ったり水

に触れたりできるような河川敷、が理想です。 
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・今のままでよい 

・残された貴重な自然の保護を最重点にすべきと考えます。その上で皆が自然を楽しめる

ように、遊歩道やベンチの整備などの検討を行うという順序になると思います。 

・しばらくぶりに行ってみるとブルトーザーが入って工事が行われ風景が変わってしまっ

てがっかりすることがあります。水の流れがかわれば植物も魚も失われます。何らかの事

情があると思いますがなるべくそのまゝにお金をかけて人口的に作り直す必要はないと思

います 大企業がどんどん移転し、あとはマンションばかりです 不便ではあっても昔が

よかったというお年寄りの声ばかりでは悲しいです。自然豊かな狛江が好きなので多摩川

は大切にしたい宝物です。 

・昔から多摩川は自然と共に自然の風影と共にあった これからも人の手を介さず防犯上

必要であると云う最少の時点でのみ考え便利性を優先する事なく清らかな流れで何時迄も

流れ行って欲しい 

・夕日が美しく眺められる、空の広い河川敷が好きです。川のなかの工事がいつも気にな

ります。どうか、多摩川の自然が調和を保ったまま残っていきますように。茂みや草はら

も残して下さいね。 

・①都心に近く、自然の豊かな貴重な環境を維持し、保護することを最優先に考えて欲し

い。／“雑草”に見える植物にもそれぞれ名があり個性があることを知ることで親しみも

わき、大切にする気持も芽ばえてくるだろう。樹木に名札をつけたり、説明板を設置する

ことで河原で過ごす時間もより豊かなものになるだろうし、子ども達も自然に興味を持ち

知識も身につくと思う。／ＩＴの発達で、ぼーとしたり、ゆっくり物事を考える機会が少

なくなってきているのは、とくに若い年代にとって危機的である。静かな河川敷は、そう

いう時間を過ごすのに最適と思う。②世田谷区・調布市・対岸の川崎市とも協力して施策

をほどこして欲しい 和泉多摩川下流～二子玉川へと続く“ユキヤナギロード”は素晴ら

しい  

・狸の住みやすいようになるべく自然のままにする。草も刈りすぎないようにする。 

・人工物はできるだけ少なく 

・神奈川県側よりも狛江市側の方が整備されており、環境が良いと感じる。 

・市内でこれ程広い所はないので、大切に利活用を図ってもらいたい。勿論、自然をこわ

さないように心掛けて頂きたい。 

・特にないですが、このまま自然にしたしめられれば、いいとおもいます。 

・自然を残す。かつ、自然に触れるチャンスを多くするようにしたい／自治体の催す、イ

ベントは、いらない 観光にまつわることは、自然をこわすことにつながりやすい 

・美しい川がまちにあることは景観だけでなく心の癒しにつながると思いますので、あま

り余計なことをせず、自然になるべく近い形（整備した上での）であって欲しいと願いま

す。 
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子供や孫が小さい時は、多摩川河川敷に何回も行きました。四季それぞれにいろいろな遊

びが出来て本当に楽しめました。道具など無くても自然に接するだけで皆喜んでいました。

現在の私は電車から見てはなつかしく思っています。 

・自然環境を守る努力をしてほしい！ 

・狛江市にとって多摩川河川敷は恵まれた自然であり場だと思います。家族や仲間で訪れ、

交わり、休息の出来る集まりやすい場にして下さることを願っています。 

・河川敷にはたくさんのバッタ、珍しいバッタが多いそうで遊びに来ていた子供達が自慢

げに見せてくれる姿がとても微笑ましく虫取りができる貴重な自然を整備されるのも嫌だ

な‥と言う気持ちもあります。 

・現状を改変しないで貴重な自然を維持 

・あまり、川の形を変えないでください。野鳥が沢山、安心して休める場所を残してあげ

てください 

・月に１回程しか訪問しませんが、晴れている日に行くとほっとして心がなごみます。あ

まり変えずに保全してほしいと思います。 

・自然環境の保護 

・特にありません。今のままでよろしいと思います。 

・できるだけ自然のままの環境を残し、人工的なものはあまり作らないで欲しい。 

・最近は電車の窓から見ることしかございませんが子どもの成長期においては週末家族で

お弁当持参で行き、主人は魚つりこども達（３人）はバトミントン等一日中楽しんだ場所

で身近に自然があり、いい所に定住地を見つけたと喜んでおりました。これからも今のま

まの自然を残して又こども達の次の年代のいこいの場所であって欲しいと思っています。 

・ヨーロッパ 海外の河川敷利用の方法 １．自然を多く残し施設は多く作らない ２．

歩道には街頭の明りをつけ夜の利用にすることを積極的に活用する ３．人工的なものは

少なくし自然環境を保護することがのぞましい 

・なるべく今の自然を生かして欲しい。多くの方が遠くから行てもらえれば、商店街も活

気もでるのでいいのでは、そのためには、自然を大切にして、簡単な休めるテラスとかあ

ったらいいのかもしれません。 

・外国のようにお店もなく、多摩川をゴミのない美しい自然の場所として、残してほしい。

ナショナルトラスト運動のように、いつもそのままあるがままにしてほしい。自然を残せ

ば、そこに観光する人達が来ることと思います。お店ができて、自動車を止める事ができ

て、とめどなくなります。日本の風景を残して行けば、その風景を楽しむ人々が、出てき

ます。幼児達、小供達が、原っぱで自由にかける事が大事で、スポーツ施設は、大人やス

ポーツ競技をする人に利用が限られます。残った自然を大切にする事が今一番大切な事で

はないでしょうか？ 

・河川敷の利用に関しても、自然環境の保全を重視して欲しい。 

・多摩川に行ってみました。今のシーズンはさむいので誰もいませんでした。唯一、犬の
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散歩と、中高年者のウォーキングだけは見ました。小供が河川敷で遊ぶことはないでしょ

う。今の小供は、クラブやサークルに入っていない限り多摩川でスポーツをしたりしない

のでは？昔の小供（４０～５０年前の）は、多摩川であそびましたけどね。「あぶないから

行っちゃだめ」とか、「じゅくに行く」とかが多いんじゃないの。結果、問１７の４を行っ

ても、むだな費用になってしまうと思います。基本的に現状のまま保全が良いと思います。

→あそびの方法は自分達で考えさせる。 

・なるべく今くらいの状況で利用できるのが良いと思います。（色々な事をたくさんやる事

になると、後のそうじ、管理などにお金がかかるので） 

・へんにイベントスペースや遊具などをおくのでなく、「河原で遊ぶ」という何もないとこ

ろから遊びを生み出す環境があることが子どもには重要と思うのでむだなお金をつかって

へんに公園とかつくってほしくないです。 

・桜並木の保全 

 

 

２．景観、美化、衛生に関する意見 

・調布、世田谷、川崎と連携した統一感のある広範囲な多摩川の景観の保護 

・犬猫のフンが景観をそこねるのが腹ただしい限りです。 

・ゴミが気になる。 

・昔の松の木はわずかしか残っていないが、松を植えて昔の景観を取りもどしてもいい。 

・ゴミなどの不法投棄をふせぎ、草木などの定期的除去をしてほしい。私としては何か、

施設を作るより清潔で安心して散歩できるところにしてほしい。 

・ゴミ等の不法投棄対策 

・いつ行ってもきれいな風景でびっくりしております。これからも増々の発展を祈ってお

ります。 

・せっかくの自然や風景なのに、マナーの悪い人達のために汚されるのは我慢がなりませ

ん。ちょっとしたピクニックや花火はできた方がいいとは思いますが、全体の意識が上が

らない限り、イタチごっことなって、全面禁止しか方法が無くなるのは残念です。イギリ

スのナショナルトラストのように、公でなく、私から盛り上がることは、期待できないも

のでしょうか？レベルが違うということでしょうか？他人が捨ててるから、自分だって捨

てていいでしょうという考えは、本当にさびしい限りです。 

・子供達が小さかった頃ずい分利用しました。原っぱをかけまわったり川あそびでザリガ

ニをとったり…ゴミやペットボトル、缶など川底にはガラスのは片など気になるものがた

くさんありました。つり糸がからんでいるのも何度と目にしました。ゴミ持ち帰えりはも

ちろんですが、ビン、カン、などの持ち帰えりなども徹抵してほしいです。せっかく条例

ができ、きれいな河川敷になりつつあるのですからー。 

・もう少しゴミがなくなるといいですよね 
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・桜の季節の無法状況は目に余るものがあり、塵芥処理と異臭に至っては、数日間と費用

が掛かる。行政の決断で取締を期待。自然を守ることの難かしさは、官、民、での異論も

あることは承知、賢能を振るいて戴きたい。 

・昔は映画やドラマ等、多摩川辺りが使用されていましたが、対岸の高層マンション等に

より、情緒が無くなってしまった事がとても寂しいです。昔ながらの五本松を大切に維持

して欲しいです。土手からの夕景等、美しい風景をポスターやチラシに使って多摩川土手

の素晴らしさを多くの方に知ってもらえるチャンスを生かして欲しいです。例えば小田急

電鉄と一緒にポスターを作る等。 

・河川敷の定期的な清掃 

・多摩川河川敷をきれいにしたい。（毎年学校等で清掃するが続けるとよいと思う） 

・施行により、静けさは取り戻された様ですが、河川が汚い、よどんでいると思います。

きれいな多摩川が取り戻される事が、環境を良くする真意と思われますので、取り組んで

頂きたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。 

・ゴミがあることで捨てやすい環境になりやすいと思うので定期的にゴミを拾うボランテ

ィア活動などを増やしたらどうかと考えます。 

・河川敷には、多くの犬の糞が放置されている。糞は必ず飼い主が持ち帰るよう、立て看

板を設置していただきたい。 

・ゴミや廃棄物の対策  

・世田谷区に比べて景観が汚なく感じます。特に和泉多摩川南側（猪方方面）が感じます。

自然をそのまま残しつつ、もう少し利用しやすい環境を整えてもらいたいです。 

・土手の景観をのこせ。川崎側に高層ビルを立てないように要請すべき 

・問９に答えてありますが多摩川土手へ散歩にジョギングに行く道路に面して自宅がある

のですが家の前に飲み物の空カン食べ物のゴミ犬のフン等捨てて行くマナーの悪さ、土手

を散歩していても空カン、ゴミが捨ててあります。河川敷の整備は是非お願いしたいと思

います。見廻わり員等もいたらと思います。 

・清潔に保存されるように皆が注意して利用されるならばもっと有効に使用されるとよい

と思います 

・多摩川河川敷は子供と犬を連れてよく利用させてもらっています。のびのびと自然に触

れることができるのでいつもお子様連れの方が多いように感じます。子供と犬を一緒に遊

ばせてあげられるのは私自身にとっては都合がいいのですが、犬のウンチがあったりオシ

ッコなどの衛生面を考え行かない方もいるようです。ドッグランのような犬達も思いっき

り遊べるスペース／子供達が遊べるスペースを区切って利用できる場所があればドッグラ

ンが有料であってもリードを外して遊ばせてあげられるのであれば喜んで利用したいと思

う方は多いと思います。 

・散歩で数回訪れたことがあるのですが、川崎の土手に比べると綺麗だなぁ…と思いまし

た。恐らく、狛江市の努力で保たれている部分が大きいのだと思います。ありがとうござ
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います。私は、何かイベントや施設を作るよりは、この綺麗な状態の景観や、より一層の

美化に努めることのほうが大事な気がするので、よく見ると転がっているタバコの吸いが

らやゴミを拾う活動があれば参加したいと思っています。散歩で何度かごみを拾って持ち

帰ったのですが、ボランティアごみとは言え沢山のごみをご近所の集積所に出すのは申し

訳なかったですし、これがもっと公にできたらなぁ…と思っていたので、このアンケート

が届いて良ったです。ホームレスの方も沢山いる様ですが、捨てられた空き缶を拾い集め

ている姿を見ると複雑な気持ちになります。ホームレスの方が居なかったら、空き缶がど

れ位散らかっていたのか…等々と。今は、色々な方がいるので、モラルの話をしだしたら

きりがありませんが、ごみを拾ようとしている人の目の前で、せっせと、ごみを拾う人達

の閉があれば拾てにくくなりますし、防犯にもつながる様な気がします。どうもありがと

うございました！自然を守りながら活用するというのは難しいですね これからもどうぞ

宣しくお願いします！ 

・多摩川の水は独特の臭いがして川に入って遊ぶ気がしない。水が、汚水処理水の臭がし

ている。「鮎」も沢山いるけど大きくなれない。「水質浄化」が、必要である 

・利活用は良いことと思いますが、ゴミ、臭い等 環境を汚す恐れのある利用は避けて欲

しいです。 

・五本松のモニュメントの根元に不法投棄と書いたものが貼られているが何とかならない

か また、こわれたバリケードがあって、いかにも不法投棄を誘っているようでいつも何

らかの不法投棄物がある。 

・川・河川は、以前汚れていた時期を脱しアユも見られる、きれいな環境へ変わって来て

おり、今まで見られなかった生き物が、生息しているなどというニュースもあり、意識の

持ち方で、小さなささいな事が自分かってな見方で、時がたってしまうと、大変な事にも

なるという事が、わかっていても、ゴミは減らず、大型なゴミまで、見かけると、活用す

る中での川の風景に対する地域としての取り組みは主張していきたく、大いに活用してい

ってほしくもあります。色々な方の意見を基に良い方向へ向いていると思うので、さらに

良くなる様な取り組みに参加していきたいと思います。色々な取り組みやイベント紹介な

ど、お知らせ頂きたいと思います。 

・多摩川の水質をきれいにする。とにかく徹底して、清浄する。ゴミをなくす。 

・流域の景観をブチこわすエゴイスティックなマンションをブチこわしたい。 

・人が多勢集まるとゴミを置いていく人達が必ず出て来て、その処理をどうするかという

問題が起きてくると思う。ただ集めるだけではなく、利用する人達にその費用を分担して

もらう方法も併せて考えていただきたい。 

・桜の花見の後、ゴミ拾いに参加しています。一人がゴミを木の根に置くと、すぐ山にな

っていく様子を長年見て来ました。でも最近は片付けた後のゴミ拾いで大部少なくなって

来た様に思います。犬の散歩で時々片付けない人も見かけますが、注意出来ない事があり

ます。 
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・川辺からの景観も大事だと思います。周辺にできるだけ高い建物が無い方が良いと思う

／魚の放流によって影響はないのか気になります。 

・清掃 

・ゴミがある 

・ゴミの問題は（利用しない者から見ても）もう少しなんとかならないかな…改善されな

いのかな…と思っています。私はほとんど利用しませんが、狛江の環境の良さは、魅力の

１つだと思っているので、環境が悪くなるのは悲しく思います。利用者はモラルを持って

利用すべきだと思うし、ある程度の規制はあって当然と思っています。施設等を設けるの

も良いけれど、それだけのお金があるのかがよくわからないので、賛成しかねます。それ

なら、もっと必要なところが他にあるのでは…と思います。（高齢者の方の施設とか、待機

児童とか、他の部分はどうなのかなと。） 

・犬のふん、他の地域で行われている、ふんがあった場所に「忘れ物です」などのプレー

トを置いて次は持ち帰る様に促す方法をとってほしい。拾ってきれいにしてしまうと、当

たり前の様に次も同じ事を繰り返してしまうとの事。 

・ゴミの不法投棄が増えないように、パトロール等してほしい。 

・小田急線・世田谷通り（水道橋）の橋桁の落く書き防止対策（ＥＸ、防犯カメラ、サー

チライトの設置）強化を希望します。※やはり落書きは、美しくないので！ 

・子供が草むらでゴロゴロしてあそべる場所があると良い。（ペットの散歩と一緒だと、尿

など衛生面で問題があり、子供があそべない） 

・多摩川の河川敷のゴミが年々増えていることがとても気になります。月に１回、清掃イ

ベントを行うなどして、地域の住民との交流を図るなどしてもいいかと思います。 

・花見シーズンに飲食した残飯など持ち帰っていたゞきたい。 

・お花見の時期のゴミ対策などもキチンとされると良いと思います。 

・大分、河川敷は、きれいで気持良く散歩出来ますが、人通りが少ない土手に粗大ゴミが

目立ちます。 

・野良猫が数匹いて、小さな子供達には危険である。・釣り人の後始末が不十分である。 

・きれいに使えるといいと思います。 

・ラクガキを取る。 

 

 

３．施設整備（トイレ、ベンチ、スポーツ施設、休憩施設、飲食施設等）に関する意見 

・小さい子供が安心して遊べる環境にしてほしい（例）、トイレ設備、キレイなスペース（飲

食のため）、イベント開さい 

・あまり活用されていないイメージでもったいない気がします。自然の近くでリラックス

できるカフェの誘致、トイレの整備、遠方からでも遊びに来たりウォーキング・ジョギン



43 

 

グを楽しみに来たりできるよう駐車場の整備、などなどその他左記にもあげたような施設

やイベントがあると狛江がもう少し楽しい街になるかと、思います。（イメージも含め） 

・ランニングコースに１００ｍ、２００ｍ、３００ｍのような目印をつけてほしい 

・ウォーキング、ジョギングなど、安心してできる環境になって欲しい。 

・ベンチがあって、美しい風景が見れる。“ホッ”とする場所になって欲しい。 

・人が来れば、ゴミが出ます。トイレも必要です。小さいお子さん、お年寄りが来ればベ

ンチ等もあった方がいいかもしれません。自然を損なうことなく、人も楽しめる、これが

一番良いと思うのですが。仮りに、トイレを設置すると、清掃、管理が必要です。ゴミの

始末はどうすべきでしょうか。お金がかかります。入場料を取る必要もでてきますね。取

るとしたら、払う人に、納得してもらわないとなりません。他の自治体はどんな工夫をし

ているのでしょうか？全国で、自然を生かした地域の取り組みを調べて（二子玉の方の河

川敷はどのように利用されているのでしょうか？）参考にし、それを多摩川河川敷の実状

に合わせて、より良い有効利用につなげてほしいです。 

・高齢者社会の現在、１人住まいの人でも健康になるようゲートボール場等の施設を作る

等して介護にも役立てるようなアイデアが必要かと思います。 

・あのコースは相当長いランニングコースが作れる整備すれば便利だと思う。 

・問１５①③④位は整備が必要かと思う。 

・自然環境を感じられる公園を整備。飲食施設を誘置、自転車または徒歩のみのエコを徹

底した環境をテーマにする。野外ステージの常設など、多摩川と芸術を一体化させたイベ

ントの開催で学校、企業などと連携していくことも大切と思う 

・トイレをもう少しキレイにしてほしいです（公園の）お花もあると嬉しいです。（公園的

なものを作った場合）大きくなると自然を見てのんびりすることが好きになる気がします。 

・景観の整備。多摩川についての説明（歴史や生息している生物、植物など）ベンチの設

置 屋根のある休憩場所など 行くと気持ちいい場所となるといいです。 

・トイレが暗く、少なく、利用しにくい。 

・自由に遊べるスペースがほしい。近くの公園は野球もサッカーも禁止されている。／子

どもの安全な遊び場を河川敷につくってほしい。 

・カヤック観光船、屋形船などの観光施設があると集客になると思います。水上バスも検

討できるのではないでしょうか。 

・狛江は“水”と“緑のまち”なので“多摩川の良質な水”（東京水のように）を売れない

でしょうか 多摩川の河川敷に、京都の鴨川のような料庭があると良い。 

・ゴミなど、そこまでひどくはないと思うので、多摩川は、散歩や、ピクニックがしやす

いと感じます。せっかく、すてきな川があるので、近くの公園をもう少し、きれいにリニ

ューアルしたり、トイレも清潔に保つなどしたらもっと利用しやすく思います。 

・平成元年に結婚して、狛江市に住み始めました。それまで７年間世田谷（経堂）に居り

ましたが、狛江に来てまず印象的だったのは、多摩川河川敷の風景でした。川幅があり、
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つり人も多く、貸しボート屋があり、とてものんびりゆったりしていて、「ここが東京？」

とは思えない（いい意味で）豊かな感じがしました。来たばかりの頃は和泉多摩川駅前に

つり具屋さんがありました。（登戸のつり具屋もなくなりました…）多摩川河川敷は、普段

は自然のままにあるのがいいと思います。（ＣＭやドラマ、映画のロケがとても多いのも、

そのためでしょう。とても絵になるのです）ただ、子連れの時、一休みできる東屋のよう

な場所がほしかったです。夏は日陰がなくて、辛かったです。 

・トイレ、ベンチ（木製）は適時、巡回して清掃し維持のため費用をかけてほしい。 

・西河原公園のトイレがあまりにも衛生的でなく、狛江市民としてはずかしい。又、障害

者用の洋式トイレは鍵もかからない。小田急の散歩コースとして紹介されている五本松も

あるのに、どうかと思う。 

・イベントより自然環境を大切に、広場は、自由に子供達が利用出来つつ、トイレ、位の

整備があるとよい。 

・川辺に市民がくつろげるスペースを作る。（コーヒースタンドなど、軽飲食）が出来る場

所。 

・グランドも狛江市民が優先に使える様にしてほしい！！テニスコートもグランドも体育

館に抽選で取れる頃は、使えたが、パソコンで取る様になってからは、なかなか取れなく

なりました。 

・（問題はいろいろあると思いますが）河川敷に２面あるグランドも市内に少年野球チーム

もたくさんあるので、もう少し整備に力を入れていただいて、大人も子どもも楽しめる安

全なグランドにしていただきたいと思います。 

・野球を１人でも投球練習できるようにコンクリートの壁を作ってほしい。最近はどこに

もない。 

・散歩していてトイレが心配 キレイなトイレがあって欲しい／公園内のトイレ（福祉会

館下の）建て直して欲しい  

・多摩川沿いをウォーキングした時に、トイレや休憩する場所が無くて困りました。 

・川又は近くにトイレがない。  

・河川敷利用時に急な雨や夏の暑い時に利用できる屋根が欲しい 

・最近では、集中豪雨が多発しており、スポーツ施設が水没し、利用できないことがあり

ます。常に利用できるようにしてほしい。 

・街灯とちゃんとして、トイレ作ってほしい。 

・グラウンドにも日よけのついたベンチがほしいと利用者から聞いています。／トイレの

設置。 

・以前、だいぶ前になりますが花火大会に行きました。その際、トイレに苦労しました。

最近はわかりませんがトイレの数、何かする上で大事でと思います。 

・マラソンしている人が増えましたね。一部にマラソントラックがあると家族で始められ

るかもしれませんね。 



45 

 

・かんりが大変だとは思いますがトイレを置いてほしいです。草むらで立ちションをされ

るのはちょっときもち悪いので、あと、駅前のコンビニにあそんでいる人は行くと思うの

ですが、コンビニの中にトイレのニオイが広がっていてお店の中じたいがくさいです。か

わいそうです。 

・幼児向けではなく小・中学生が遊べる（ボール遊び可）広場がほしい。 

・河川敷沿いへの飲食施設の立地誘導（規制緩和の上）／自然をテーマとするエデュテイ

メント施設の設置（植物園＋楽しめるもの）⇒子供達にもっと自然にふれてもらい自然を

学び、自然と遊べる施設 

・オープンカフェが欲しい。法律上難しいのでしょうか 

・河川敷付近にお洒落なカフェなどあれば、もっと栄えると思います。 

・近くに（川べり）喫茶店があるとうれしい。お花見するにはとてもいいスポットだと思

います。 

・遊具や休憩所などがあると、もっと人が集まり有効に活用できると思います。 

・散歩の時等、休憩する所があれば良いと思います 

・多摩川に関する教育施設、少し大げさに言うと淡水水族館のようなものがあると、いろ

いろな利活用を拡げていくことが可能になると思います。ただし、単なる“箱物”は不要

です。狛江市の柔軟な政策、他の行政で行っていないような独自の市政に期待しています。 

・整備があまりされていないので汚い、暗いイメージがあります。小田急線の高架下の利

用。かべ打ちテニスとかバスケットコート等あれば利用をしたいと思う。 

・◎調布のように子供用のグランド等を整備してもらいたい ◎散歩、自転車利用者の為

に簡易トイレを作ってもらいたい。◎いくつかベンチを作ってもらえたらありがたい 

・特段の施設・設備は不要である。（トイレ程度で良い） 

・高令者が益々多くなります。高令者向き、運動施設等が必要と思います。 

・年を取った人達のゆっくりした場所がほしい 

・お年寄りが散歩をしながら楽しめるコースをいくつか作り、ベンチ・テーブルなど置い

てもらえると良いと思う。川原や自然にあった雰囲気のある優しいものだとより多く参加

出来るのではないか。／川の音を聞いておしゃべりしたり、本を読んだり出来る空間であ

ってほしい。／散歩の後、お茶を飲めるような空間があったら良いと思う。 

・お年寄の集まれる場所になると良いと思います。ベンチがあれば散歩の途中でも少し休

める。ゲートボール等の娯楽！朝のラジオ体操など大勢で集まれたらいいです。お花が少

ないのでもう少し楽しみたい。 

・小さな子供がいます。ふらっと遊び、散歩にベビーカーで行けるような、施設整備をし

て頂けるとにぎやかで楽しい場所になるのではないでしょうか。電車の車窓から親子が楽

しんでいれば、女性にとって、「狛江は子育てのしやすい環境だ」という印象付けになるの

ではないでしょうか。 

・問１８は、子供達が遊べる公園の様な所と、音楽コンサートが有れば良い トイレとお



46 

 

茶を飲む所など有れば良いです。 

・子どもたちが自由に出入りでき、かつボールを使える公園が市内に少ないので、多摩川

河川敷を活用して、そうした場を作ってほしいです。 

・広い多摩川でイベント事などを市で行ってほしいです。｛駅三角 三階位のビルの中に｝

＋（ダイソーなど１００円ショップ）も作ってほしいし、ユニクロも入ってほしいし、イ

オンの（マイバスケットも入ってほしい）生活しやすい為に宜しく、お願い申し上げます。

市役所のおとなりに５００世帯が入ったマンションの出来たので是非使用な買物をふやし

てほしいです。 

・子供たち（小学生、中学生）が無料で遊べる場が必要だと思う。今の時代、子供たちが

球技で遊べる場がない。例えばサッカーゴールを置いておくだけでも良いと思う。自然と

子供たちが球技で遊べる場があれば知らない子供たちが仲良くなると思う。（私が子供の頃

の地元（多摩市）ではそうであった） 

・市内には、新たに施設を建てるスペースがないので、河川敷を有効利用すべきだと感じ

ます。中学生や高校生がたっぷり体を動かせる場所の設置を希望します。 

・施設の整備など手間は掛かると思うのは分かりますが、何にも使われていない土地が多

すぎると思います。 

・自然が沢山あり、電車も見えてとても気持ちいい好きな場所です。ボート乗り場が古く

て汚いイメージなのでもっと整備してほしい。子どもができる釣り堀があると嬉しい。 

・おしゃれなカフェ、おいしいお弁当屋さんが増えて欲しい 

・ストレッチ用具などがあると良いと思う ／楽器の練習をする際、回りに気を使うので

専用とまでいかなくても、ここなら大丈夫という場所があると良い（音が大きい為、家で

の練習が難しい為） ／そういう感じで例えば…ゴルフの素振りがＯＫな場所…小さい子

供を自由に遊べる場所等、区別化すれば安心できると思う。 

・隣接する区や市では、素晴しいスポーツ施設が数ヵ所あります。市民グランド１つでは、

あまりに叔しい。現状、野球グランド２面だけしかないし、２面でも足りない。野球グラ

ンドも増やして欲しいし、サッカー等のグランドも不足している。土地が少ないことは、

どうすることもできないので、大規模なスポーツ施設を河川敷に建設して欲しい。 

・野球以外の競技で利用可能な施設の整備 

・自然を壊わさない程度に、飲食施設、休憩施設があると、お散歩の際にはとても助かり

ます。（ホームレス対策が難しいかもしれませんが…） 

・トイレの設置とごみ捨場所の設置をよろしくお願いしたい 

・私は、狛江に住んで、１０年近く経ちますが、多摩川の河川敷には、ほとんど行きませ

ん。なぜなら、トイレは少ないし、座る場所もなく落ち着かないからです。わざわざ、新

宿御苑に行き、リラックスしに行きます。新宿御苑は、芝生の上で、ゆっくり、ランチを

食べたり、治安が良いです。駐車場も安く入場料が有料の為、変な人もほとんどいません。

人は、質の良い物へは、お金を、払う事にこだわらないと思います。無料じゃないと来な
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い客は、質が悪く、結局、質の良い客を取り逃がしてしまいます。（ゴミ、騒音、ルール、

ペットの糞）せっかく、河川敷の様なラッキーな場所をもっている狛江は、外から、質の

良い客を取り込み、長期的戦略で豊かになってほしいと思っております。 

・狛江市が今後、河川敷を有効利用する為には、様々な、対策が必要で、もっと身近に感

じる河川敷にする為にはまだまだ遠いと思います。人がまず集まるにはイベント等内容に

もよりますが、トイレ、駐車（輪）場、飲食等の問題が第一と感じます。 

・トイレを増やしてほしい 子どもが遊べる遊具をおいてほしい 

・ロードレースの整備をお願いします 

・１．河川敷にある道路がせますぎる。２．ジョギングと自転車は別ける方がベター ３．

ごみは自主的に処理するようごみコンテナーを用意したらどうか。 

・じゃり道があったりで、整備されていない所もある。 

・バイクを使ったスポーツは子供から大人まで沢山あるので広いスペースが使える河川敷

はまさにバイクを楽しむ場所にもってこい。今、サーキット場、モトクロス等地方に行か

ないとバイクを使ったスポーツはなかなかできません。もし、狛江で出来る様になったら

関東地方東京都に住む、バイク好きの沢山の人たちが本当に心からよろこぶ施設になると

思いますよ！！そして、利用者、大多数まちがいなし！！☆モタード☆モトクロス☆エク

ストーリ☆ポケバイ☆ まぁでも、狛江市都民税、多額を納税してますけど、なんら住み

やすくなっている実感は全くと言っていいほどないですね。１０年近く住んでますが…。

アンケートを作るにも我々、狛江市民の税金が使われていますよね。狛江市役所員の方々

のお給料も我々、市民の税金から支払われていますよね。きちんと働いて下さい。 

・ドッチボールなどができる広場 ／スポーツ施設（市民が利用する、あるいは、子供た

ちを育成するスポーツクラブを作る）／ゴルフ練習場 

・花見（桜）のシーズン時にいろんな屋台が出てほしい。／幼子・小学生が遊べる・公園

などがあれば良いが。 

・この頃老化の事もあって毎日河川敷に散歩に出掛けていたのですが足が痛くなって週に

２～３回散歩しか出来なくなりベンチ等があれば良いのです 暖かくなったら河川敷も利

用したいと思っています。交番のおまわりさんとの会話もたのしみにしています みんな

親切な人でよかったと思います 

・ベンチの設置についてですが市民の方々の記念？それぞれの思い出があって例えば（米

寿や白寿、１００歳紀寿）楽しいのではと思います 

・河川敷は自然がそのまま残されていて、行くだけでほっとできる場所です。川をボッー

っと見ていられるベンチがあるといいと思います。 

・野球場をもっともっと作ってほしい。グランドの整備をきちんとしてほしい。（目黒区所

有の砧野球場を見習ってもらいたい）抽せんで使用している現状で、倍率も高くなかなか

思うように使用できない。無断キャンセルにペナルティが必要だと思う。 

・陸上のトラック（４００ｍ）の施設があるとよい。 
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・皆で集まれる河川敷を利用した公園にして老人や子供と一所に楽しめる様な所がほしい 

・旧狛江四小の後、校舎はいたみ廃屋同然（夜は不気味な感じがする）狛江市にも高齢者

が多くなり、特養や、デーサービス等の施設にし、運動場は、子供といっしょに、ふれあ

える広場や避難場所、併用出来る場所にしていただきたいです 

・野球でグラウンドを使わせてもらっています。グラウンドを中・高生が安心・安全に軟

式・硬式野球が出来る様に整備する必要があると思う。狛江には未来のプロスポーツ選手

を育てる環境が無いと思う。スポーツを通じて狛江を盛り上げる事は必要であると思いま

す。 

・散策路の鋪装、ベンチの設備  

・狛江市自体、土地が狭いこともあると思いますので、多摩川河川敷を利用するべきだと

思います。私事ですが、小・中学とサッカーをしていました。しかし、自主練習をしたい

と思ってもする場所があまりなかったように思います。外で安全に遊べる施設があれば良

いのではないかと思います。 

・このままで良いと思うが、おしゃれなレストランやカフェが川の見える場所にあると治

安も良くなるし、人が集まると思う。 

 

 

４．環境の整備（土手、道路、除草、公園）に関する意見 

・世田谷と調布ときりかわるところで、狛江に入ると明らかに土手の整備がなされていな

いのを感じるので改善してほしいです！！ 

・多摩川河川敷の自然風景は大事に市の財産として保存すべきであるが、余りにも四季が

感じられず、雑草や余分な木々の枝など伐採を行ない土手周辺の整備を行って欲しい。 

・希望として、傾斜面の芝生整備保全、歩道の確保持続すべきこと。 

・自然な、てい防を作って下さい。自然を大切に計画をたてて下さい。 

・自然を生かしつつサイクリングロードや遊歩道を整備していって欲しいです。人と自然

のが共棲できる事が大切なのではないかと私は思います。 

・隣接する市区と比べて、少し荒廃しているという印象を受けます。五本松を生かして「自

然豊かな田園都市・狛江」がアピールできるように整備していただきたい。自動車学校、

畑・菜園は撤去すべきと思います。 

・先づ多摩川は東京に残された自然に近い１級河川の自然環境である。広大な自然空間は

人々に大きないやしとレクリエーションの場となっている。この多摩川の環境は狛江市民

だけのものでなく東京都民共有のものである。また人々が多様なつかい方を享受できるべ

き場である。周辺住居環境や自然環境に十分注意しながら人々が十分に自然環境を日常生

活の一部として活用できるものでなくてはならない。特にこうした都市の自然環境はただ

保存することでなく人々に日常生活で利用できることによって、自然の良さを知り、豊か

な生活を築くことができる。こうした観点からは、現状では自然保護、活用面で十分であ
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るとは言えない。駐車場の整備―自転車と歩歩では限られた人しか利用できない。子供、

年寄、ペット、ピクニック等の為には車は不可欠である。その周りにビジターセンター、

売店、トイレ等を整備したい。川の見えるレストランも是非欲しい（デッキテラス含）バ

ーベキューも一定の管理区域で有料で行なえば問題はない。花見や日常のピクニックで火

を使えないとしたら寂しいかと…）。指導員が巡回することも可能ではないかスポーツ施設

は別の運動公園で確保すべき（新規は不要）、自然保護面からも不適接、一方自転車の利用

は考えるべき、土手上は狭く危険である。土手下道路の整備を図るべきと考える。土手の

上と下か分離され親水性が低い。現在の護岸は人工的である。もっと自然形態を生かした

方式（ヨーロッパ等を参考に草地などを整備安全な遊歩道の整備等。狛江だけで考えるの

でなく、国や都と共に一体で東京にふさわしい大自然都市公園として整備を図ることを是

非考えていただきたいと思います。 

・現在の対岸を見渡す風景はすばらしいので、ゆっくり楽しめるようベンチ、切り株など

腰かけがあるとよいと思います。また少々人工的でも季節毎に所々に花壇を作りお花を植

えるとよいと思います。種をまいて土手を花の群生地にして、遠くからでも見に来るくら

いになると賑わうと思います。土手自体にはそうなっても店など置かず和泉多摩川商店街

が潤えばよいし、今まで通りの自然をこわさないでほしい。チューリップ、菜の花、水仙、

桜草、コスモス 

・緑をもっとふやしてほしい。 

・外来生物のゲリラ放流の取り締まり。 

・問１５に関し、トイレやベンチ街路灯設置等は、だれが主に使用するのでしょうか、野

宿する人でしょうか？また、清掃修理等の管理はだれが行なうのでしょうか、その経費、

費用負担は？税金であれば、人件費、等含め税金のムダ使いと思います。よって年２回程

度の草刈程度を行ない自然を守ることが必要と考えます。（草刈りは、事件防止、ゴミの不

法投棄を防げると思います） 

・教習場の南側の場所 今のまゝで、以前のスケスケの林に戻し、下に実のなるビサガン

サ等があれば、もっと野鳥が増え、鳥の声も聞くことが出来ます。カヤ等を苅ってしまえ

ば、鳥が巣を作ったり、隠れたりする場所がなくなります。倒れた樹をそのまゝにしてお

けば、上に乗ったり、腰を下ろすこともできます。手の入った公園のようなものはいりま

せん。 

・今は「タマゾン川」と言われる程、多摩川の「中」の環境も変わってきています。そう

いう所にも目を向けて頂きたい。外来種だから…といって駆除するだけでなく、捨てる側

の人間に目を向けるとか、外来種との共存方法も学ぶべき。最近はトンビやカモメもよく

見かけるようになり、自然の素晴らしさをもっと、他県や他市、他区の人達にも知っても

らいたい。 

・“自然を感じられる場所”という感じで環境整備をしてほしいと思う 
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・ジョギング用の舗装された道があると、市民の健康促進や他地域からの人の呼び寄せに

なると思います。 

・積極的にビオトープを通した自然・生物・地域活動が結びついてゆく方策を創出してい

ってほしい。 

・調布では今、浚渫
しゅんせつ

をやっているようです。狛江市もきれいな多摩川の流れをこれからも

維持してくださるように流域自治体と連携してやってほしいと思います。 

・自然豊かなところが魅力なので、あまり整備しすぎてもと思います。でも２０数年前よ

り手が入り、安全面は向上していると感じます。現在妊娠しているため散歩でよく利用し

ますが河原におりたくても階段が少なくなかなかおりられないのが不便だと感じます。 

・草刈りが少ない。ひろばだけでもまめに実施してほしい。 

・大自然が、目の前に広がっていて、とても貴重な環境であると思います。狛江市の多摩

川河川敷は、桜の木もとても美しく五本松もあり、開発されていない分、自然を生かした

公園のように、整備できると思います。ただ、川しかないので、残念です。西河原公園は、

広いのに、古ーくて、なんとなく怖いです。学童に利用したり、公民館やあいとぴあとの

相互利用で、児童の豊かな教育も期待できると思います。祖師谷に、そのような公園があ

ったように聞きました。狛江も戸建も増えていますので、子供も増えているのでは！？ニ

ーズはあると思います。シルバーの方とのふれあいで、活性化も期待できそうに思います。 

・河川土手のジャリ道がゴムの舗装されると良い。 

・散歩が安全に出来れば良い。 

・散歩、休憩のできる公園として利用できたらよいと思います。有料でもよいので、きち

んと管理されていて、利用者も秩序を守って安心して居心地良く利用できるものを期待し

ます。代々木公園や砧公園のように無料で誰でも気軽に入れるものより、新宿御苑のよう

に有料でもきれいに整備されている方が良いです。無料の場所、有料の場所と分けてあっ

てもいいです。 

・１．自転車道の舗装。狛江の未舗装区間は、他地区からバカにされています。２．調布

の京王多摩川駅近くの、アンジェで開店している様なバーベキュー店を作っては。客はそ

こに行くだけでバーベキューが出来るので人気があり、土日、休日はなかなか予約が取れ

ないぐらい人気が有る。 

・狛江高校裏のじゃり道をアスファルトにしてほしい。風景としては良いが、狛江に調布

方面からくるとじゃりだよぉ～って毎回へこむ。しきりがついた、ベンチを置いてほしい。 

・多摩川河川敷のヤブをもっと頻繁に綺麗にカットしてもらいたいです。 

・土手の舗装について 土手がダートのため、自転車が猪駒通りを走る。そのためバスな

どが追い越せないなどキケンな場面をよく目にする。土手の舗装をおねがいしたい。 

・多摩川の水の流域に島が出来、樹木が繁っていますが水が正しく流れる様に整備する必

要があります。大雨の時の対策にも大切であると同時に多摩川の本来の水の流れも楽しみ
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たいものです。特に狛江市の部分と調布の堺が気になります。早急の手入れを希望致しま

す。 

・サクラ並木はこれ以上増やす必要はない ・提防近辺の空地への植樹（ナラ、クヌギ、

カシ、クス、エノキｅｔｃ） 

・水辺にアクセスしにくい。（土手から川まで背たけくらいの草があり入りにくいため） 

・河川敷の舗装はぜひ、すぐにやってほしい。車いす、ベビーカー等散歩なり、ジョギン

グが出来ません。世田ヶ谷区、調布市等補装してあるのに狛江市だけ、じゃり道で、はず

かしい！ 

・なぜ狛江市だけサイクリングロードがジャリ道なのか？まずすべきは土手道のアスファ

ルト化だと思います。その際には太田区のように可能な限り幅を取ること。利便性、安全

性を考えたら、幅のある道が最適です。 

・道幅をもっと広くしてほしい。（車両２台並走できる幅くらい）／ジャリ道を舗装して欲

しい。／サイクリング、マラソン用として、１ｈｍ単位の目印が欲しい（道の表記）／市

の境界線があると良い。／道路に出ず、橋の下をくぐって、いけるような道が欲しい（多

摩水道橋） 

・世田谷地区、調布地区になると草木の整備が良く、なされていて、見通しも良いと思い

ます。子どもが野球をグランド以外ですることがありますがボールが草むらに入ると見つ

けるのが大変です。／河川敷の土手は自転車で走るのも、走るのも（ジョギング）安定感

がなく、走りにくいです。大きなジャリがあるのは、何かの考えがあってのことでしょう

が、不要に感じます。 

・世田谷、調布の様にラバーを敷き足元を歩きやすくしてほしい 今のような砂利でわ石

がとび出てつまづくこともあるのでわ？雨等降った後は水たまりもできる事もあり安心し

て散歩も出来ません。 

・今はまだ子供が小さいので時々散歩に行く程度ですが、小学生くらいになったら野球や

サッカーなどで利用するようになると思うので、自転車でも気軽に土手に上がれるような

舗装をして欲しいです。防犯面も気になるので、街路灯の整備も必要になってくると思い

ます。 

・土手隣接区市との差が極立って、苦笑せざるを得ない。少しでも、向上して、土手の舗

装が良質なものに出来るよう、市政に励んで下さい。 

・夏の木陰が少なく、散歩出来ずらい。 

・雑草の野焼 

・土手の舗装、調布市のように、舗装道路の中央に白線を引く 

・サイクリングロードのほそうがよくない  

・土手の舗装がはやくされてほしいなと思います。 

・河川敷土手の巾がせまいと感じます。巾を広げ、舗装してほしい。 

・遊歩道の整備をしてゆっくり散策できるようになるとよいと思う。 
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・土手の舗装、距離の表示等、調布並みにして欲しい。 

・狛江市が管理している河川敷においては（喜多見（世田谷区）や調布市に比べても）ま

だまだ環境整備が遅れていると思われます。先ずは①問１３にもありますように河川敷土

手の完全舗装化の実施と ②問１５のトイレやベンチの整備と設置を早急に実施を 是非

共早期の実現に向けて推進願いたいと思います。 

・小さな子どもがいます。土手が歩きにくいようなので、舗装されるとよいと思います。 

・道がジャリジャリなので、ちゃんと舗装してほしいです。 

・冬の芝は、日本芝だけだと、枯れてしまって物悲しい感じになってしまいますが、西洋

芝など種をまいてもらえると、１年中、緑で外観も良く見えるように思います。又、四季

を感じられるよう、桜の木を増やしてもらえれば豊かな気持ちが増します。 

・ぼうぼうのざっ草をきれいにして、環境の整備すれば、もっと多摩川に行く人もふえる

と思います。 

・ジョギングやサイクリングがしやすいように土手をアスファルトに舗装してもらいたい。

世田谷も調布も舗装しているので走りやすい。 

・土手舗装は世田谷と調布が整備されているのにいつまでたっても狛江は未舗装早急にや

るべきだと思います 

・舗装 ／より市の財政好転のための活用をお願いする。 

・河川敷土手の舗装を早く行っていただきたい。ジョギングやサイクリングをするのにと

ても不自由です。世田谷区、調布市は舗装してあるのに狛江だけじゃり道なのは？ 

・木を植えて、夏でも快適に散歩ができるような遊歩道があれば良いと思います。（川沿い

の一部分でも良いので）真夏など、散歩するには木陰がなさすぎると思います。その道沿

いにベンチなど設置して、自然の中を散歩できる環境作りをしたらいかがでしょうか。 

・狛江市の土手は、舗装されていない為、調布方面だけ利用しております。足に悪いので

ついあるきやすい方に行ってしまいます。狛江の土手も、やはり、自然も大切ですが、利

用する人が、使い安い事も大切と思います。が 環境を守っていくには人の目が必要です 

気軽に利用というよりは誰もが散歩に行きたくなるような道路の整美、健康を目的とした

散歩コースの整美 誰もが（車椅子）安全に行きやすく（バギー・年寄）おちつける、狛

江の庭的な公園ができるといいなと思います。私は実際的に散歩をする余裕がない働き盛

りの年代ですが、健康面で不安も出てき、どこか、楽しい、ストレス解消できるようなカ

ジュアルな道くさのできる、交流のもてるロードを期待します。 

・広いグランドスペースで確保されている場所もあれば少スペースで雑草が生い茂り踏入

る場所もありますので少スペースでも有効に使える様整備をお願いしたいです 

・〔問１３〕の解答と重復しますが、長年、慣れ親しんで来た多摩川の土手に上がって、風

景を楽しみたいと思っても「自然を守る会」とやらの反対で、狛江市の部分だけゴロゴロ

の砂利（自転車のパンクも多い様です。）で歩くのは危険（医者から禁止され）、それ以前

に、先ず要望があったものゝ、車椅子で安心して上がれる設備が作られず、折角、恵まれ
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た環境に住まい乍ら、年令と共に大変、寂しくとても残念に感じています。是非早急に御

一考をお願い申し上げます。 

・じゃりみちなのでベビーカーはとおりにくい。 

・多摩川サイクリングロードで未舗装は狛江市だけです。通学等で使用している子供もい

るため送急に舗装すべきです 

・土手から河川敷におりる時、おりる階段を作ってほしいと思います 

・調布市境から和泉自動車教習所間の未舗装部分の舗装したら良いと思う  

・せっかくの環境を味あわせたいと、幼児を連れて行くものの、土手から降りる階段等が

何ヶ所かにないため、とても危険です。また、せっかく行っても雑草の伸びっ放しの状況

を見て、降りずに帰ったこともあります。水際も雑草が伸びていると、誤って川に転落し

そうでとても危険だと感じました。子供達が危険を感じずに、思う存分自然と触れ合える

環境をお願いしたいです。 

・とにかく道をコンクリートにして頂きたい ※特に駒井町周辺 

・歩道が狭い／暗い／ホームレスが常駐、拡大しているのを取締ってほしい 

・河川敷が殺風景／家族連れが弁当を食べられるよう芝生の整備（ペット等動物禁止）／

ベビーカー等が安心して通行できる通路の整備 

・よく自転車で行きますが、一部土手の舗装をぜひともしていただきたい。 

・多摩川河川敷に限らずですが、狛江市内の河川敷の土手は舗装されていないので、整備

されると良いと思います。 

・狛江には、多摩川河川敷くらいしか、広場がない。芝生の自由広場にすれば、もっと、

様々な使い方ができるし、幅広い市民（子供から大人まで）が楽しめる。 

・雑草等が、伸び放しなので、グランド等にして整備すべき。 

・土手の道を整備して自転車やランニングで走りやすくしてほしいです。ジャリ道だった

り、つながってなかったりしていて、走りにくいです。 

・車椅子等で散歩をしたいのですが、ジャリ道で車椅子を押しにくいので細い舗装道路が

端に出来れば良いと思います。又、自転車と歩行者がぶつかりそうになったりする為どう

にかならないものか…？ 

・遊歩道整備など、徒歩、自転車などでゆったりと川を見ながら歩けるようになればよい 

多摩川の水辺を散歩できる歩道などの整備（草木が邪魔して歩けない所がある）自然と親

しめる水辺の散歩道を作って欲しい 

・芝生で公園にして欲しい 

・①休日に大人と子供が一緒に遊べる施設の設置や環境整備 ②四季の花壇の整備 

・活用されていないと感じる／本アンケート等を通じて、多摩川河川敷の活用法を決定し、

その方向に合わせて整備すべき／（個人的には）公園不足をおぎなうために、大規模な公

園を造成してほしい。／野球・ドッグランなど一部の用途に特化したものではなく、多く

の一般市民の憩いの場となるような、自然環境を活かした水辺公園としてほしい。 
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・本調査の設問を見る限り、多摩川河川敷の利活用＝利用者増を狛江市は目指しているの

であろうか。狛江市のような面積が小さく、企業誘致もできていない自治体は他では取り

組まないオンリーワンの差別化戦略を行うべきである。つまり、多摩川河川敷でイベント

を行うことだけ考えるのではなく、自然の風景をモチーフにした絵画教室、川の生きもの、

川の働き、川辺の野鳥観察、夜の星の観察など、文化的な仕掛け作りを考えるべきである。

そして、流域自治体や東京都等と連携を図りながら、狛江市の多摩川でホタルが観れるよ

うな環境作りを目指していただきたい。 

・環境が整備されていないためベビーカーや小さな子供を連れて出かけたいと思えない。 

・中州を大きくなり小雨でも増水につながる中州のジャリを取り建設現場に売れば河川敷

の設備費用になるのでは 

・低年令者、特に未就学児が家族と共に走り廻れるよう様な、広場、出来れば芝を張る事

が出来れば結構。その場所はボール等の投げる事、フリースビーなど子供に恐怖を与える

ものは禁止。バドミントン位は許容範囲として良い。多摩川を眺め乍ら、お弁当を安心し

て食べられるという場所が欲しい。 

・道を舗装してほしいです。 

・川沿いの道路が自転車と歩行者で区分けが明確でない（例えば歩行者のところは色を付

ける）ゴミ箱、自動販売機がない／以前荒川周辺（赤羽）に住んでいたが、水門のあたり

はウッドデッキ、サイン、ベンチなどで整備されていた 現状ではこれらのものはないの

で人が集まってくる雰囲気がありません／ゴムチップ舗装、擬木柵などがあればよい  

 

 

５．アクセス、駐車場・駐輪場整備に関する意見 

・小さい頃はよく遊びに行っていました。メダカを取ったり、のんびりしたり、水きりを

したり。自転車を止めるところがあると嬉しいです。 

・東野川は遠いので、より活用できないが行ってみたくなる場所になれば行きます。大き

な自然があるのに、もったいないと思います 

・多摩川までは少々距離があるため、桜の季節やいかだレース等で年３回程度しか行って

ないのでちょっと残念です。 

・地域的に河川敷までは遠いので、年々河川敷まで出かけることが、少なくなった。 

・路駐等めいわく行為は徹底的に取りしまりねがう。 

・駐車、駐輪禁止ばかりでは町の活性化にならない。小田急の他の駅と比べると特に和泉

多摩川の駅前の状況はひどい。駅前公園なども無料駐輪場に開放すべきで、誰のための行

政なのかよくわからない。 

・河川敷周辺にサイン（看板など）を設置し利便性を高める（アクセス案内） 

・とてもよい川があるのに有効に活用できていない気がします。もっと気軽に使えたら…

／自転車おきば ／舗道の整備など。 
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・車の駐車場がないため、（もしくは入り方がわからない）あまた多摩川を利用できない。

本当は行きたいものの、アクセス不便のため、行く意欲がわかないです。 

・自転車で通過する人の憩いの場を提供する。多摩川＝狛江をアピールすることにより、

観光財産になる可能性が今後期待できると思います。※現状は登戸がそのポジションにあ

ると思われます。 

・自転車での多摩川へのアクセスがとても不便だと思います。また、川に到着しても、魚

つりや魚とりができる場所が限られ、土手からいきなり川の部分が多い または自転車を

止めてから川までに距離がある（駐輪場がない）ため、不便だと思います。 

・和泉多摩川駅～河川敷周辺の活性化が必要と思います。和泉多摩川駅周辺のお店にもう

少しｃａｆｅやＴａｋｅ ｏｕｔのお弁当などあると気転に川へ向かうことが楽しくなり

人が集まると思います。駐車場、子どもや大人がスポーツできるグランドも市内に不足し

ています。河川敷にほしいです。 

・自宅近くの野川に比べて、非常になじみが薄い。／和泉多摩川駅からの行き方がよくわ

からない。 

・たとえば和泉玉川駅を利用した場合、川迄のアプローチに期待感が感じられない。 

・自動車の駐車場については、はっきりと、その場所を決めてほしいです。世田谷通りと、

小田急の間で、それから下流は特別な時以外は乗り入れ禁止、にするとか！料金の有無に

ついては？ 

・家から遠いので、正直ほとんど利用した事がないです。 

・たとえば花火大会がある時は、多くの人が集まるよう駅、バス、電車内での報告して皆

に知らせる。交通の整備（行き来の足の便利性専用の車が出るとか？ 自然環境第一に考

えてすべて進める。人の都合優先はなしです。少しでも人の都合が入ろうものならすべて

だいなしです。 

・和泉多摩川商店街を活性化させ、多摩川河川敷に行く途中にもっと楽しみを増やせば市

外や市内でも遠い人の利用が増える。 

・とにかく駐車場が少ないと思います 徒歩では遠すぎ、乳幼児３人を連れての自転車利

用は難しく、最近はずっと行っていません。駐車場が増えればもっと頻繁に遊びに行きた

いのですが…。 

・岩戸南からは少し遠いので、普段はあまり利用できない。駐車場があれば、姉夫婦や孫

達を連れて行って、歩いたり、ボールけりなど、遊ぶことができると思います。無料の駐

車場があれば有り難いと思います。 

・二子玉川と違って何もないイメージが大きく、野球しかできないところにみえた。どこ

からおりたらいいかわからないし、はじめての人が入りにくいイメージ。もっと開放的に

使用してみては？ 

・気軽に川に出るには、車も必要な事もあると思います。たまに、多摩川に出てみて、行

ってみたい気持にさせる、そんな、風景を、作ってほしい。 
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・狛江駅からレンタルサイクルがあると友人と一緒にｅｔｃ利用しやすい（半日１００円

とか）そのためには専用駐輪場があるとよい  

 

６．交通安全に関する意見 

・自転車があぶなく感じる  

・多摩川河川敷は美しい自然の風景と共に安全な所として市民に利用出来ることが一番と

思います 土手に通る沢山の車はスピードを出して通りぬけて行くので歩いている人はと

てもゆっくりと風景をながめることが出来ないこともあります。車の通交を制限して載き

たいと思っています。４０ｋ位上のスピードを出して走ると夕方など散歩はこわい気がし

ます。よろしくお願いします。 

・先日、多摩川ロードレースが有りました。自転車も多く、危険でした。整備はしたほう

が良いと思います。 

・河川敷土手をオートバイ、自転車がルールを守らず走行しているので厳しく規制する。 

・自転車と歩く道を分けてほしい。危険。 

・スポーツサイクルの人たちがスピードを出していてあぶない。 

・散歩しているときに、自転車が、スピードを出して走っているのに会い恐いことがある。

サイクリング道路を整備したらどうか 

・多摩川河川敷でスピードを出して運転していて、小さい子どもとかいるのに、とても、

危ないと思いました。取り締まってくれないと、河川敷には行きたくないです。 

・世田谷、調布方面は舗装されていますが、狛江の土手だけ砂利になるのが少しサビシイ

です。走っていると感じるのですが、とにかく自転車が怖く感じられます。土手の幅を広

くして、とは言いません。ただ、もう少し自転車のスピードを落とすよう看板や表示を増

やして頂けるとうれしいな、と思います。 

・サイクリング等、自転車のスピード。 

・事故さえ起きなければいいです。 

・土手上コースの、自転車、歩行者通行のルール作り、高速の自転車が危険なときがある。 

・以前、父の介護をしている時、多摩川へ散歩へたびたび行きましたが、同じ様に散歩を

している方、ランニングをしている方などいろんな方がいましたが、中でもサイクリング

をしている方のマナーの悪さに困りました。介護が必要な年寄りと一緒にいるのに、スピ

ードを出して走ったりとか、左側走行を守らないドライバーが多かったです。あれでは安

心して散歩もできないと思いました。また、昼間一人で散歩をしている方が、変質者の様

な方を見かけたと聞きました。その様な話を聞くと一人で利用する気にはなれません。も

う少し安心安全で利用できる場であって欲しいと思います。 

・たまに土、日に府中方面へ行こうと河川敷より自転車で向っていたところ、かなりの人

（ジョギング者）、マウンテンバイク者の方がいて…特にマウンテンバイクは怖いです。も
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のすごいスピードで追いこしていきます。今まで事故起きてないんでしょうか？家族連れ

や老人の方もいるので、十分に気をつけてほしいです。 

・競争用自転車のスピード制限（乗入れ制限等）  

・私のいる所では道が整備されていないので自転車がスピード出していないので良いので

すが整備されてきれいになるとスピード出して通る自転車が多くなると思います。せまい

ところだと下にころげおちるのではは思います。今は自転車が通るのをまってから歩きは

じめます。 

・自転車、ジョギング、歩行者が入り乱れていて危ない。／特に競技用自転車は危ないと

思う。完全に分離するか、乗り入れ禁止すべき。 

・サイクリングしている人が多いので、ウォーキングしている人、走っている人…入り乱

れて危ないなぁと思いました。私はウォーキングが好きなので、安心して歩ける場所があ

ると嬉しいです。 

・河川敷土手の歩道（サイクリング道路）は、狛江市だけではなく、各行政地域に広がっ

ています。私はランニングをしていますが、数年前に突然、府中市地域が右側走行に変更

になりました。右側を走っていると、前方から高速自転車の集団がやって来ますが、どち

らに避けたらよいのか危険に思うことがあります。今までは走る人は左側と暗黙の了解が

ありました。歩く人は右側にというサインを守っていない人が多い現状です。府中市が一

方的に決めた理由は不明ですが、ランニング大会では従来通り（左側を走る）というのは、

行政の一貫性がありません。狛江、調布、府中の行政の統一をお願いしたいと思います。（一

ロードランナーより） 

・歩行者（ランナー含む）と自転車の堤防路の歩行・走行ルールを厳格にしてほしい。（狛

江／調布と府中とでは左右反対になっていて混乱を招いている。） 

・狛江市側の土手も舗装してサイクリングロードを整備した方がよい（その際、サイクリ

ングコースと歩行者コースが一緒であることを明記して衆知徹底させる） 

・ランニング、サイクリングの人がぶつからない様、コース分けをしてもらいたい 

・私は多摩川の土手を歩いていますが自転車がスピード出して走るので危険を感じていま

す。徒歩、自転車の専用道路を作ってほしい。 

・多摩川上流の方へ向かって自転車道を歩いていくと、管理区が変わったからなのか、左

側通行と右側通行が逆になります。利用者側からすると、混乱しますし、自転車との接触

事故の元になるかもしれません。他の市とも連絡を取りあって統一すると良いと思います。 

・ホームレスのゴミ問題、はなし飼いの犬に困っています。競技用自転車（スピード）を

出すのにもこわい思いをします 安全に自然を楽しめるようにしてほしいです 

・誰もが利用できる様に（車いす、ベビーカー等）河川敷土手の舗装はした方がいいと思

うが、舗装したことにより、自転車がスピードを出しやすくなり歩行者との接触事故が心

配である。今までに何度かスピードを出した自転車が、横をすりぬけてびっくりしてよろ

けそうになった事がある。調布市では段差をつけて自転車がスピードを出せなくなるよう
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にしているそうだが、そうすると今度は車いす・ベビーカーが通れなくなる。市民の安全

のために、多摩川河川敷の自転車専用道路を作ることを検討していただきたい。 

・☆最近特に自転車と人との接触事故が多く見かけられます。エコロジー気運の高まりで

自転車族の急増と未整備の看板や標識。なにを優先し、何を保護するのか、早急の対応が

求められます。☆河川敷の利活用よりも、先ず自身で現状の問題点を、解決して下さい。

このまま放置して置いたら必ず重大事故が発生します。 

・天気の良い日に土手を散歩することは気持ちがいい。しかし、サイクリングする人も多

く、幼い子供を連れて散歩する時は周囲（自転車）への注意が怠れず安心できない。自転

車と歩行者の道が分けられていれば、いくらか安心して散歩ができるようになると思う。 

・子どもと散歩に行きますが、かなりのスピードで自転車が行き来し、ゆっくり散歩を楽

しめないことが残念です。自転車専用道を設けていただけると一番よいのですが、予算的

に難しいでしょうか…。 

・散歩していて自転車が怖いです  

・高速の自転車やランナーが増えて、危険が増えた 使う人達のマナーが必要だと思う。

狛江市のジャリ道は、とても良いと思う。 

・よく土手を散歩するが競走自転車がスピードを出して数台で追越されると危険を感ずる 

・土手のサイクリングやウォーキング・ジョギングに関して、右側通行か左側通行か、隣

接市と連携して決めてほしい。現在、水道橋より上流は、狛江と調布は人も自転車も左側

通行をしているが、特に指示する看板は無い。その先の府中市に入いると、人は右、自転

車は左の看板があらわれる。調布から府中に入いると、両方向に人が向かっていて、不快

なので、できれば上流から下流まで同じルールにするよう、狛江市が音頭をとってほしい！ 

・歩行者のマナーの悪さ。（横に並んで歩く） 

・昨夏狛江市民となり週末ジョギングに使用しています。景色が良く気に入っています。

ただ、自転車との接触が恐く、マナー向上の為にも市でも見回り等力を入れてほしいなと

思う事もあります。ホームレス対策もお願いします。 

・河川敷の散歩をしていると、スピードを出しすぎてる自転車が多い。特に老人・子供に

対してキケンなので対策を考えてほしい。 

 

 

７．安全（治安、危険性の回避）に関する意見 

・今は良いが、パトロールなどもあった方が安心できる。 

・保育室にあずけている子ども（１才）はよく河川敷であそんでいるようです 何がある

でもなく自然の中で走りまわれる環境があるのはありがたいことです 治安や衛生面に気

を付けて頂きたいと思います 

・夜の安全対策（照明など）  
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・子供達が河川敷を利用出来るには、もう少し安全性が強化されないと心配である。昼で

も目が行き届かない所も多々あり、子供達だけでは遊びに行かせられない場所ではある。

夜になればホームレスの出現や、街路灯の少なさ暗さ等で、より近寄らない場所となる。

駒沢公園の様に夜遅くまでジョギング出来る場所に、とは言わないが、もう少し、休憩所

が充実し、トイレや少しのい物が飲める場所が設置され、道もあぶなくなくなれば、安心

して利用者が増えると思います。 

・シルバー要員によるパトロール巡回の実施  

・夜道がくらすぎる／はんざいがおきそうなくらい何もない。 

・子供達も大人になり私も７０才台で現役年代とはずれてしまうと思いますが、小学生の

子供が友人と散歩がてら行っても安心な場所であってほしい 

・危険のない安全な場所を第一に考えてほしい。 

・安全や美化に配慮した形で、もう少し子供たちが散策したりするにぎやかな場になれば

いいと思います。 

・河川敷の下記の場所はきれいにブロックでくずれないよう整備されているのですが、自

転車や徒歩で通る時に多摩川側にすいこまれて落ちそうな気がして怖いです。大人の私で

も怖いと思うのに子供と一緒に通るとなお更感じます。サクなどを付けて安全対策をして

下さるようお願い致します。 

・夜は電柱などもっと多いと安心して通る事が出来ると思う。 

・河川敷、狛江高校の前の通り（現在輌通行不可）の所に、街路灯がなく、安全性があり

ません。改善検討して頂きたいです。 

・街路灯が非常に少ないため、川沿いの道を歩く際、危険を感じている。また、トイレが

少ない（無い）ため、非常に不便である。 

・狛江高校生が土手を運動場がわりに利用、危険を感じることあり。 

・外灯を増やし、夜道を明るくしてほしい。河川敷に限らず、市全体にしてほしい 

・夜のウォーキング・ジョギングの際、河川敷が真っ暗なため安全上で心配です。狛江市

は住宅街でも暗いことが多いのでなかなか街灯を増やすのは予算的に厳しいかもしれませ

んがご検討下さい。 

・不良とか、ガラの悪い人達がたまっているので、環境、ゴミとかが減っても人が増えな

いと思う。子ども達や高齢者の方たちが憩の場所となれるような安心できる場所になって

ほしい。イベントとかをやり、多摩川河川敷の現状やこれからのあり方を住民、近隣の人

に意識させてはどうだろうか 

・バーベキューなど、さわいだりする人はいなくなったものの、夕方～夜にかけると暗く

て物騒だと思う。 

・私は水辺の楽校が好きで夫とたまに行きます。本当は一人でも昼間は行きたいのですが、

過去に１６時頃まだ日のある夏にあの辺りを１人で歩いていたら、変な中年男性に「結婚

してますか？１人ですか？」と声をかけられて怖くなりました。チカン、変質者が、近よ
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りがたい環境を整えていただけるともっといいと思います。パトロールの人間や、交番の

ような物が、所々にあるとより安全に人々が利用できると思います。 

・街路灯を増やし、安全なふんい気をつくってほしいです。 

・世田谷通りから和泉多摩川地域センターまでが暗いので街路灯があったほうがいいと思

います。 

・夜は暗くて怖いので街頭があれば良いと思います 

・夜、河川敷が暗く、歩くのも、足もとが見えずに危ない。しかしながら、夜間に若者な

どが集まり騒いだりするのを防いでいるのならば、仕方がないかな、と思います。春の桜

は、本当の見事です。これからも管理をお願い致します。 

・河川敷に行ったことはありませんが、子供が大きくなったら家族で行ってみたいと思っ

ています。小学生、中学生が遊ぶ際の安全対策が心配です。 

・夕方にジョギングをしていると暗くて恐いです。外灯や巡回で見まわりをしてくれる方

がいると安心できます。多摩川のみならず狛江全体が一歩小道に入りこんだりするととて

も暗いです。その上変質者に追われたりと最近治安の悪さを感じます。 

・積極的活用を推進するべきであるが、ルール違反（自然破壊、自転車運転マナー違反、

騒乱等）には厳罰をもって対応し、安全、安心、な空間として、全市民の参画をもって作

り上げていく必要がある。 

・利用に際してのマナーを掲示して（利用可能な行為等も含めて）規則を守った又、積極

的な利用を計ったら良いのでは 

 

 

８．防災に関する意見 

・防災拠点としての河川敷の活用 具体的なイメージはないが、実施する場合は、現状を

できるだけ緯持する形で検討して欲しい 

・再び水害が起きないよう。「防災対策が最優先」されるべきです。 

・災害時のひなんばしょのせいびなど 

・スポット的なイベントは、あっても良いが、その為の設備投資は、必要ないでしょう。

水害や、津波に対応した方が良いと思います。 

・災害時に緊急輸送（救援物等）用道路の設置や避難設備等の設置が出来ると良いと思い

ます。 

・①災害時の利用（台風など水害の恐れがある場合以外で）ヘリコプターの着陸可能可、

緊急物資の船による輸送など ②多摩川について、狛江付近のみならず、上流から下流ま

でを含めて、体系的に学ぶ教育の実施（自然に親しみ、ふるさとを愛する気持を育てる） 

近年における異常気象を踏まえた水害対象を上流自治体と連携して実施（強化）すべき。 

・多摩川氾濫時等、重要なお知らせを目的としたスピーカーの設置。 
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・東京に地震が起こった場合、津波の川の逆流は起こるのか？防災の一つとして表示して

欲しい。 

・構造物の破壊は「宿命」です。よってこのことから多摩川に架橋している小田急の鉄橋

と水道橋が落下し、交通不能になった際の両岸（狛江側川崎側）に滞留する交通進行中の

人々への対応を考えておかねばなりません。この場合における我々住民に対することとし

て①トイレ貸与要請②飲み水の要請の２つは即刻にも発生することなので、あらかじめ住

民側…狛江市として…どのように対処するのか…これが私からの要検討内容です 

・大地震の際、津波が川を遡行してくる可能性があるので河川敷は避難場所として適当で

ないとの意見も聞くがそれでも私は防災施設としての活用を強く望みます。 

・①現状、週に１～２回利用させ頂いています。多少、以前よりは、使いやすくなった感

じがします。②主にスポーツ（野球等）による、利用ですが、グランド内（土の部分）に

は、石が多く、中には、大きい石とかもあって、非常にあぶないと感じています。少年野

球で利用するチームもあると思いますが、整備等考えて頂ければと思います。 

・このアンケート自体が、何かイベントや訪ずれる人の増加を推進したいような意図で作

成されている様に感じたのですが、住民としては現状のまま平穏にしていただきたいです

し、何か考えるという事であれば防災目的のものにしていただきたいです。 

 

 

９．イベントに関する意見 

・人間の為に行うイベントではなく森を作っていただきたい。そうすれば毎日でもたのし

みに行く様になると思う。最も良い利用方法ではないだろうか。 

・数年前の花火大会はすごくもりあがった。／年に何回か、アースデイの様なイベントが

あると狛江市民も集まり、もりあがると思います。／多摩川は大好きです。 

・空地でのイベント利用もイイと思う。もっともっと活気のある狛江にするべき。 

・花火大会をぜひ実施頂きたい。有料席を設ければ、市の財政改善にもなります。 

・あゆの塩焼きフェスティバル 

・市民が活用するにはやはり花火大会が一番ではないでしょうか。花火大会の復活期待し

ています。 

・花火大会は、他の予算をけずっても毎年行なってほしいです。 

・市民まつりを河川敷で行なうのはどうでしょうか。花火大会の時に、もっと市内のお店

から出店をしてもらうと来てくれたお客さんも楽しいと思います。 

・花火大会は絶対にやるべきだと思う 年に１度くらい市を活性化させるためにやってほ

しい。 

・フリーマーケットやその他音楽イベントなどをしてほしい。 

・いかだレースでのバーベキューなどの特別に実施し市民についで狛江市の大きなイベン

トになれば。 
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・花火大会を復活してほしい。 

・花火大会は復活させてほしい。 

・花火大会やスポーツ／音楽などのイベントももし開催するならぜひ参加してみたいです。

／狛江にも住民に浸透したイベントがもう少しあってもいいかなと思います。 

・花火大会は楽しみにしています。厳しい財政ですが、数年に１回は開催してほしいです。 

・イベントとして、フリーマーケットや移動動物園など、親子で楽しめるもの、又、高齢

者の方々も休める（お茶のできる）場所、が出来たら、良いなと感じます。 

・今、行なわれているどんど焼きなど、季節の行事はとても良いと思います。自然を大切

に商業的でない行事などは積極的に行なわれたほうが良いと思います。 

・花火大会の復活 

・なんのイベントも先の立つ人は大変と思いますがもう少し市民の事を考えて楽しみをふ

やしてほしいです。 

・どんと焼きやポニー乗り等楽しい企画に参加しています。これからも自然とイベントが

一つになった楽しい企画を期待しています。今月末に引越します。多摩川から見る富士山

最高でした。朝早くからのウォーキング・ジョギングする方々心より尊敬致します。これ

からも続けていただくと良いですね。応援しています。そしてウォーキング中に見る日の

出。感動の一瞬でした。たくさんの思い出ありがとうございました。 

・野川が近いので、多摩川河川敷を利用する機会は無いのですが、何かイベント等有れば

利用したいと思います。只、人が集まれば必ずごみが出るのでごみ箱増設置する等、環境

を更に善くする努力が必要だと思います。 

・何かイベントや有料で運営する際に市民と市外の人とで差別化して市民だったら料金を

安くする等あった方が市民であるメリットとなり利用者も増えるのではないかと思う。／

花火大会等でお金がばく大にかかるイベントの際は、市民が多く利用するスーパーや商店、

コンビニ等に募金箱を置いてその金額もプラスすれば、以前の様に花火大会も開催できる

のではないだろうか。（神奈川県寒川町でやってました。） 

・子供に多摩川の自然と触れ合わせたい。幼児から参加出来るイベントなど。 

・多摩川は狛江市の大切な自然であると思いますので、小学校の徒歩遠足に利用する際に

は、ゴミひろいなど多摩川に対する愛着を意識した活動をしてはいかがでしょうか？／ま

た問１５にて提案した舞台ではダンスなど幅広い層にオープンにして、多摩川での時間の

使い方をアピールできると思います。ただしその際には清掃を依頼し、大切にすることを

お願いするしかけも必要かと思います。 

・京王閣で行われた蚤の市や、イベントの様なもの、フリーマーケットの様なものもたく

さん企画したらいいのにと思います。 

・花火大会、灯ろう流し、音楽等のイベントを定期的にやらないとつまらない。ちなみに、

岩手の盛岡で毎年開催されるカヌーレースは、市民や県外からも参加多数で、夏の一大イ
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ベントになってる。イベント性を演出し、市民が利用したくなる機会を作ることが、先決

であるのではなかろうか。 

・花火大会がなくなってしまったのは、とても残念です。何か楽しいイベントがあったら

家族で行きたいです。 

・花火大会は楽しみにしています。 

・身近に楽しみにしていた花火大会が無くなり狛江はお金がない！の印象ばかりで寂しい

（スポンサー入りの花火などがっかりした）（案）日照時間の長い多摩川を健康的に特に高

令者が身近に（シルバーパスを使えるので）足をはこんで安心してウォーキングできるな

ど（健康アドバイスをうけられるなど）リハビリ指導を２・３人配置する。 

・ボランティアでゴミ拾いに参加しました。人手は沢山あったのに後方から行く人々の拾

うものは殆んどなくなっており、せっかくの人手がもったいなかったので多すぎる場合人

手を利用して廃材などで有志によるベンチ作りとかいかがでしょうか。日用大工におぼえ

のあるお年の方に指導頂いて。 

・休日など、地元の野菜などを海外の、おしゃれな屋台風にして、売り出してもいいと思

う。隣の世田谷の人々も、集まってくるような町にすると、いいと思います。 

・多摩川河川敷は、当市の貴重な資源です。市民が有効活用するのは、当然ですが、産業

資源の乏しい当市が誘客を含む観行振興の資源としても整備充実することが望まれます。

当市の財産である水と緑、歴史と文化、音楽をミックスしたイベントの創設や、施設の設

置など、市民の多様な意見、知脳を市民参加で結集して新たな計画作定を期待します。 

・地域の高齢者と子供を集めて狛江の昔話や昔の遊びなどを教えるイベントはどうでしょ

うか。私もこの地域に暮らして５０年近くなりますが、最近、ネットで狛江の昔の写真等

を見て楽しんでおります。中学の頃、私達調布三中と狛江三中の生徒が、五本松でケンカ

したなーとか、ザリガニ釣りしたり、多摩川が今より生活に身近だった話を、実際に行い

ながら交流を深められたら、いいと思います。 

・騒音、ゴミなどに結びつかないイベントの開催、エコに興味がある若者たちはたくさん

いると思うので若者（大学生など）主催のイベントを増やす。 

・「いかだレース」「スポーツ大会」を通し狛江の良さを唱える 

 

 

10.多摩川河川敷の環境を保全する条例（バーベキュー等、花火）に関する意見 

・バーベキューができなくなり、ゴミなどが減ったが、少しさみしく感じる。 

・子供と散歩、サイクリングに行く事があり、野鳥や、ザリガニ、魚なども、時に見られ、

子供も喜こんでいます。狛江には、自然が多く、大変住みやすいと思っております。ただ、

花火、（子供用）が売っていても、する場所がなく（マンションに住んでいるため、よけい

ですが）公園はもとより、する場所がありません。そういった事を考えると、どこか、出

来る場所を指定して頂けると、うれしいとも思います。 
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・バーベキューは禁止を続行する。範囲を広げる。（禁止範囲を全河川敷に）． 

・バーベキューも川崎の様に有料にしたりして狛江の収入ＵＰにつなげてみては？周りの

商店の集客にもつながると思う。 

・狛江市に接する河川敷全体を保全区域に指定してほしい。上流域の方がより自然が多く

残っていることから、更なる保全が必要と思います。 

・以前、バーベキューができていた時は近くの家や店にゴミが捨てられ困っていると聞い

ていましたので、禁止になり、そういったことがなくなってきているのでしたら、良いこ

とだと思います。多摩川は自然のまま大切にしたい場所だと思います。それぞれが汚さな

いよう気をつけていくべきだと思いますがゴミを捨てたり汚したり外来魚を捨てていった

りする人々がいるということが悲しく、憤りを感じます。お忙しい中、大変な事ばかりだ

とは思いますが、多摩川を守る為狛江を美しい住み易い市にする為どうぞよろしくお願い

致します。少しずつ改善されていき、地域でも声をかけ合えるようになり狛江に住んで良

かったと思っております。 

・どこから来ているのかはわかりませんが、車で機材を運び、ごみを残したまま帰る。桜

のシーズンはゴミの量に悲しく思っていましたので、バーベキュー禁止は大賛成です。た

だ、年一回位、誰でも楽しめる市民のためのバーベキュー大会などあっても良いかなとも

思います。その後の清掃大会ありで。子供のための教室については、よく意味がわかりま

せん。なぜ子供のみ対象なのか？さらに施設を作りたがるのか？多摩川及び河川敷は市民

の憩いの場として、ずっと変わらずあってほしいと思います。生命の危険がない程度に人

工物は最小限に止め、出来る限り自然のままを保ち、次年代へと繋げていっていただきた

いと願っています。 

・バーベキュー等の禁止はとても良ったと思います。このアンケートのお陰で多摩川によ

り興味が湧きました。少し足を伸ばし多摩川まで散歩に行きます。 

・花火、バーベキューなどが出来なくなり静かで、自然をたのしめる気がする。 

・バーベキュー禁止でゴミ等が減った（なくなった）。良くなったと思う。 

・バーベキューや花火を禁止にした事で、河川敷や商店街でのゴミの放置が無くなり、き

れいになった印象がありますが、子供がいるので、花火をしたい時に出来る場所がなく、

仕方なく車通りの少ない道路上でやってしまいます。イベントとして、一定の期間だけで

も花火やバーベキューが出来たら嬉しいです。それ以外でも、乗馬会などのように、子供

も大人も参加出来るイベント（もちつき、東北の芋煮会のようなもの、などなど…）をも

っと増して、狛江市民の交流を深められたらいいなと思います。 

・朝、散歩をしていると月曜日に持ち帰らなかったゴミを見て不快な気分になっていまし

た。バーベキューが禁止になり、残念なのですが、ゴミ問題はなくなったので散歩が楽し

いです。 

・河川敷でバーベキューを禁止したのは本当に良かったです。ゴミや騒ぎ声がとても迷惑

でした。この後も、バーベキューなどは引きつづき禁止していて欲しいです。幼い時から
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ずっと河川敷で遊んだりして多摩川はとても大切な場所のため、このまま自然をしっかり

守っていって下さい。 

・バーベキューや花火とか出来たら良いと思うけどやはりマナー違反する人がいると思う

ので期限・監視付きで…守れない人には罰金、とか考えないといけないと思うけど…。費

用とか人権費の問題で難しいと思いますが。なんかお祭気分になれるような機会があれば

いいな～と。 

・この２年間、河川敷はやっと静かになり大変喜しく思っております。以前のＢＢＱのゴ

ミの山の状況には決して戻してはいけません。下流の川崎から青梅迄の間で、これだけ自

然豊かに必要以上に手を加え過ぎてない場所は狛江市のあそこだけです。とても貴重なの

です。広い場所があると、すぐに野球グランドにするのは反対です。もっと他に大切な事

があると思うのです。何もない広い芝生の場所にして、家族がシートとお弁当を広げられ

るそんな場所を望みます。平日は幼児や小学生が自然を学び、休日には家族が訪れる、そ

の様な場所にして欲しい。いろいろと、必要以上に作り過ぎないで下さい。市の活動は応

援しております。 

・バーベキューはマナー違反で出きなくなり残念です。 

・ＢＢＱや花火がなくなって淋しくなった。 

・おそらくこのアンケートでの私の解答は、無視されると思いますが、昔のように若者が

自由に使える様にもどすべきであると思う。その上でルールをつくり有料化などの対策を

し活性化させるべきである 

・花火大会も無くなり、バーベキューも禁止となり、若者があえてこの和泉多摩川の地に

集まって何かをする必要性が完全に無くなりました。どちらかでもいいので復活させてほ

しいです。（たとえばバーベキューなら、グループ毎に利用料を取るなど。川向こうではや

ってます） 

・環境資源として守ることは大変重要だが、狛江市の住人や、他の地域から人が集まる為

のものとしてももっと活用するべきだと思います。和泉多摩川の駅前も、商業施設があま

り充実しておらず、良い面がとても大きかったとはいえ‥‥バーベキューを禁止したこと

で人気が少なくなってさみしい街という印象です。 

・二子玉川の様に有料で、バーベーＱ、駐車場を管理、運営し利益を得る。和泉多摩川商

店街も活気が出ると思う。 

・多摩川を電車の中から必らず見ています。年に１、２度歩いて橋も渡りますが河川敷へ

は今は行ってません。昔は子育ての際川で遊ばせたり走ったりで自然にふれる事ができ多

摩川は大好き。バーベキュー禁止も自然の中でルール守って出来たら若者のコミュニケー

ションにはすばらしい所と思うのですがごみや騒音で迷惑かけるのでは禁止もやむを得ま

せん。田舎でも川のそばで育ったので川のたのしさも沢山知ってます。子供たちが安全で

明るく元気に遊べる河川敷造りを希望します。高令者のお散歩デーもあったら参加したい

です。春の桜の美しさもすばらしい！狛江の市の歌も愛着を感じてます。住み良い緑多き
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皆が優しく生きてゆける町づくりにしたいですね。市民のための市民ホールや西河原公民

館も皆さんの活発なサークル利用で活気があり狛江は住みやすい！小さな市でも大きな幸

せを感じてるまち！ 

・以前マスコミでも採り上げられたマナーを守らないバーベキューをする人たちの行動で

狛江市のイメージも悪化したが、条例制定後、ようやく元に戻ったように思う。 

・花火やバーベキューを中止にしたため、若者が集まらなくなった。若者達が和泉多摩川

駅や商店街に来なくなったら、お金も落ちないし、活気のない死んだ街になってしまった

と思う。多摩川河川敷にゴミが大量と出るなら入場料を取ったら良い。うるさいと言って

いるのは一部の住人です。 

・バーベキュー等は有料の上で解放が良い→その上で整備／有料や禁止区域と野放しの所

→やめて！と分かれて→のがれ得も見のがさないでほしくない  

・小田急線を使って「和泉多摩川」駅に市外からもたくさんの人が来てくれるような魅力

ある場所にしてほしい。そういう意味でバーベキューの禁止は残念。狛江市の財政ＵＰに

貢献するような、施設・設備や企画をもっと市が考えるべき。 

・バーベキューの完全禁止ではなく、何かルールを決めて、できる場所を作って欲しい。

せっかく、多摩川の近くに引越したのに楽しみがなくなり残念です。 

・河川敷でのバーベキューを有料にしてゴミ処理費用にあてる 全面禁止は厳しすぎるよ

うな気がします。 

・地域活性化の為にもバーベキューなどは有料にて時間を決めて認めるべき 

・①周辺住民に配慮しつつ、有料化してバーベキューも認ては。その際は市民を優先する

仕組みで。②発数も少なく、時間も短くても良いので、花火大会の復活（子供が真近で花

火を見られる機会なので）③建設、メンテナンスに金がかかる施設の建設よりも上記①、

②を優先することを希望  

・バーベキュー等も全面禁止するのではなく、ある一部の開放地を作り、そこへの入園料

等を徴集して市の財政の助けにすれば良いと思う そうすれば市内の食料品店なども食材

を購入されるので潤うのではないかと。 

・ホームレスの方がいると、子供達を安心して多摩川河川敷にはちょっと‥‥環境が バ

ーベキューもきちっとマナーを守って出来るのであればにぎやかになり、商店街（和泉多

摩川）が活気がでるようになり、いいと思います。残念です。マナーの守れない方は…。 

・トイレ等を整備して、有料でも良いからバーベキュは出来るようにしてほしい。花火は

音の出ないものなら良いのではないでしょうか。 

・２４年の条例実施の際に思いましたが、バーベキューや花火を禁止したら静かな河川敷

が戻ってきた、というのはあたりまえです。静かになればそれで問題が解決したというの

は、少し違う気もします。失ったものは無かったのでしょうか？近隣の方々の騒音やゴミ

の迷惑は計り知れないものがあったと思いますが、週末等の河川敷を楽しむ人々のあの活

気は無くなりました。本来の河川敷の楽しみ方から見れば、何か不自然な気もします。例
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えば、バーベキューにしてもエリアを決めて有料化し、器具等は全て貸し出し、ゴミ等の

管理も整えれば、家族や友人同士、あるいは学校のサークル等で気軽に本来の河川敷遊び

が楽しめるのではないでしょうか？現在も（禁止条例実施後）区域外のアチコチでバーベ

キュー等を楽しむ姿が見られます。区域外は問題ないのでしょうか？排除して問題解決し

ても健全な狛江イメージには継がらないと思います。建設的な一考を望みます。 

・バーベキューを禁止して、ごみ処理費の問題はなくなって良かったが、寂しくなってし

まったのは事実である。／手ぶらで行ける有料のバーベキュー場を作って、手軽にバーベ

キューを楽しめるようにするか、きれいなテント村のような物を作り、簡単な食事やお酒

を楽しめるようにするのも良いと思う。もちろん、スポーツ施設の充実もよい。どちらも

有るともっと良い。何もないのは寂しすぎる。ちゃんと管理された、有料施設がよいと思

う。 

花火、バーベキュー禁止によって、ゴミや騒音等の問題はかなり改善されたと思います。

しかし、特に平日の昼間などに河川敷に行ってみると閑散としていて寂しい印象がありま

す。もう少し砂利道を舗装して駅からのルートを整え、ベンチや遊具などを置いて“憩い

のスペース”のようになると嬉しいです。バーベキューも、全面禁止にするのではなく、

有料の施設としてきちんと作る（管理事務所を設置して防犯や安全管理をしっかりする）

とすれば、ファミリー層を中心に利用客が訪れるのではないでしょうか。（実際、多摩川で

家族でバーベキューをしたい！という声をよく聞きますし、私自身もそう願っています

…！） 

・バーベキューも、有料ですれば、市の収入になるのでは？収入源になる様な事を考えて

みてはどうか？子供たちが自然に親しめる様な（水遊びが出きる）所があると楽しいので

は。狛江で活用できる所は、多摩川くらいしかないので、子供たちの為に活用してほしい。 

・バーベキューを厳しく取締りしないでほしい。春～夏の楽しみだった。めったに行くこ

とがなくなった。和泉多摩川商店街も売上げ下がったのでは？財政難であれば、イベント

等を積極的に行って経済活せい化につとめるべきだと思う。確かに、周辺住民のめいわく

もわかるが、それを承知で住んでるのでは？ あまりとりえのない狛江市の大切な多摩川

と河川敷なのですから、ぜひ有効活用することを期待しています。 

・バーベキューなどしたい人もいるかと思うので、オートキャンプ場のような、管理施設

のあるバーベキュー場（有料）があったらよいと思う。トイレ、水道など整備し、きちん

とした、申し込み制にして、運営したら、よいのではないか。 

・ＢＢＱや花火ができなくなってさみしいです。条件をつけたり、施設を整備して少しで

きるようにしてくれると嬉しいです。 

・近隣に住む私共にとっては非常に有難い環境であり、休日のランニング、ウォーキング

などで充分利用させていただいている。ただ、バーベキューの禁止というのは「禁止させ

たこと」の狛江市側の立場よりも「そこでバーベキューを楽しみたい」という側の声も反

映できなかったのか、と多少、疑問もあった。野球のボールが歩道に飛んできて当たりそ
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うになった。スポーツサイクルのスピードがやたら速く、人をはねとばしそうになった…

危険や迷惑行為というのは、日々あちこちに潜んでいるもので、事故防止には努めていた

だきたい。と同時に、そこで休日を楽しみたい、と思う人々へ、さらなる整備をしていた

だければ嬉しい。有料バーベキュー広場など、あってもよかったのではないかと思ってい

る。 

・狛江市の河川敷のバーベキューをする人たちのマナーの悪さが問題となりゴミの処分費

用を市の税金でまかなうなど、とてもよくない事で、禁止となりましたが、川崎のように、

きちんと整備した上で、せっかくの市の財産と新聞等で書かれているように開放して市の

財政とし、市の潤いとしてはどうでしょうか？高橋市長そして市の職員の方々に期待して

おりますので一番良い方向へとよろしくお願いします。 

・一定の場所で料金をとってバーベキューをやっても良いのではと思います。親子、若人

には仲間と楽しく食べることは必要ではと思います。材料、場所、器具の管理をする人を

定め、常駐させて巡回する。狛江市の収入になるよう考えてはと思います。 

・都民が楽しめる場所として整備してほしい。／バーベキューも川崎側の有料化などを参

考にすべきだったのでは？禁止に対しては反対である。（狛江市民だけの河川敷ではない） 

禁止事項が出来て殺風景になった。 

・河川敷を商業的に活用すべき。／条例（バーベキュー、花火）には反対する。花火（個

人）は禁止／でも、バーベキュー等は夛いに利用すべき（駐車場等を作）／有償利用にす

べき。／雇用の促進になる、商店街の活性化。 

・バーベキューが元で、カラスの通り道になる近接住宅地域は迷惑している。バーベキュ

ーは平日は全面禁止で、どうしても強い要求があるなら、月に２回程度が限度かと思う。 

・イベントは必要ないと思う。憩いの場であれば良い。ルールを作ってバーベキューがで

きると良いと思う（有料化など）→経済の活性化につながる 花火は禁止でいい。 

・有料で且つ、設備の整ったバーベキュー施設を作れば利用マナーも守られ、安心して使

えると思う。家族目線で活用できるスペースが出来れば、良いと思う。 

・マナーなどの問題で、バーベキューなどの中止につながったのだと思いますが、今はお

店で管理してバーベキューをたのしめる施設があるので、そういうお店を導入すれば地域

の活生化にもつながると思います。花火大会も、他の多摩川でやっているのに狛江がない

のは淋しいと感じます 

・バーベキューは魅力的です。お金を払って、１部できるスペースがあると交流の場とし

て良いと思いました。障害児の集まりも多摩川バーベキューがとても楽しみでした 時間

貸しで、お金を払ってできるスペースを作って下さい 

・バーベキュー。花火禁止の条例を施行したが、逆に河川敷が、寂しくなり、魅力を感じ

なくなった 有料でもいいので、バーベキューは、再開していただきたい 

・バーベキューが禁止になったことは知らなかった。狛江に住む同そう生から、「バーベキ

ューイベント」の知らせが来なくなったのも、これが原因と考えます。バーベキューが盛
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んだった頃は、ゴミ、駐車場問題などが発生していたと思いますが、全面禁止は寂しすぎ

ます。利用者制限で限定的でもやってほしいと思います。 

・バーベキューが禁止になって人が来なくなり、駅周辺、商店街が簡散として淋しくなっ

た。相変わらず、シャッタークローズ商店街になっている。 

・私は生まれてから殆ど狛江ですごして来ました。狛江高校時代は、ほぼ毎日、多摩川沿

いをランニング。卒業アルバムも、どのクラスも多摩川を感じさせる場所で写っていまし

た。２０代～３０代前半は、サイクリング・ランニングでよく走りました。仕事が忙しく

なってからは、電車からながめる程度になってしまいました。ある時期からバーベＱブー

ム？が始まり、江戸屋さんは繁盛した？けど、河川敷がゴミの山、カラスだらけになって

いたのを悲しく見ていました。どうせ利用するのは生田辺りの大学生や市外の人達だと感

じていたからです。条例が出来て、個人的には嬉しく思っています。地元の人が何気なく、

フラッと安心して立ち寄れる多摩川で良いと思います。ただやはりキレイになった多摩川

は、子供たちには利用してもらいたいと願います。私が小学生だった頃、、膝くらいまで水

に入りながら、大きいビニール袋を持って、親とセリ？ヨモギ？などを取りに行った思い

出があります。そして帰る時には、コンクリートの土手の下部が所々欠けていて、湧き水

が出ていた様な…所で、足を洗ってきました。浅瀬で水に親しめて、帰りには足も洗えて

…というようだと楽しそうですよね。ダム決壊前には、ちょっとした遊具があったように

記憶しています。シンプルな（ブランコ・シーソー）ものがあると現代の子ども達には、

良い気がします。多くの人の心のふるさと、思い出となりますように…宜しくです。 

・以前は、休日になると若者たちがバーベキューに来て活気があったが、バーベキューが

禁止になり、益々、さびれた、さみしい町になった。町に人が来てくれないと死人の町に

なってしまう。人が沢山来てくれるよう、バーベキューも料金をとり、（ゴミの問題解決、

花火禁止）再開してほしい。良いロケーションの、この町に、もっともっと人がたくさん

来て活気あふれる町にしてほしい。 

・多摩川は狛江市にとり、景観等、最も価値ある場所 駅からも近く、市外からも人を呼

べる場として、積極的に活用してほしい。／バーベキュー禁止はやめるべきだと思う！施

設をつくり、時間の制限はあってもいいが、きちんと管理して、逆に多摩川の良さを市民・

市外の人にも理解してもらえるようになってほしい。／キャンプ場の施地、用具等の貸し

出しは？あわせて、星空観察会、野鳥見学会なども。 

・バーベキューが、出来るようにしてほしい。川崎のように、お金をとってでも、したい

人が多いと思います。 

・多摩川近隣住民への環境等の配慮は勿論だが、多摩川という環境資源、財産をもっと利

活用すべきだ。狛江市（高橋市長）が思っている以上に、多摩川でのＢＢＱの効果・影響

（経済）は、大きいと思われる。何故、二子玉川のように、有料にしてでもＢＢＱを許可

しなかったのか？考えがあるのであれば、市民へその思いを伝えるべきだ。何にも発信せ

ず、ほぼ強制的に廃止したのは、若者にとっては、不満が大きい。→逆に若者のことを配
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慮出来ない市（行政）なのか？／今の狛江には、「活気がない」（上記内容によることから）

（若者を大切にしないから？多摩川を活用することにより、市の収入が増え、多摩川近隣

住民以外にも、（市民税を減らすなどで）笑顔がうまれるのではないか？／アンケートを取

り意見を聞くことも大切だが、まずは、自分達（狛江市役所）が、発案、提案し、情報を

市民へ発信していくべきだ。その動きが何も見えない。申し訳ないが、税金を払っている

ので、しっかと働いて下さい。 

・花火やバーベキューを禁止したことで安全面やゴミの放置がなくなったのはとてもいい

と思うが身近にそういうことができる場所がないので部分的にバーベキュー場を設けるな

どして楽しめるといいと思う 

・バーベキューが禁止されていても、コンロを広げている方がいるのは、とても残念に思

います。近隣に、できる所がないのも理由の１つではあると思いますが、一区画だけでも

行なってよい場所をつくり、ゴミやコンロのかたづけをすることを、原則しては、いかが

でしょうか？狛江側でできないために、川崎市側にたくさんの方がながれている様ですが

…。 

・条例施行前はバーベキューのゴミ、それに集まるカラスの問題は気になっていましたが、

地元の人間としてバーベキューを楽しんでもきました。期間を定めてのバーベキューのオ

ープン化、その際有料にしてゴミ袋を購入してもらい、ピットスペースを割り合て、終了

時に後片づけ状態を確認するなどということはできないでしょうか。ゴミの回収費も徴収。

河川敷は静かになりましたが、利用もアンケート調査が行なわれるくらい減ってしまった

のではないでしょうか。 

・バーベキューをやることで商店街もにぎわうため、きちんと整備すれば、バーベキュー

をやっていた方が活性化すると思う。 

・正直、「何も無い」というイメージ。／集客力のあるイベントなどを広いスペースを生か

して行うと良いと思う。京王多摩川の「もみじ市」など。／バーベキューを有料化し、手

ぶらでバーベキューが出来る様な施設があるとファミリーにもうけると思う。車の無い世

帯もいると思うので…。 

・小田急線上下の花火、ＢＢＱが禁止になったのは近くのマンションの方への配りょだと

思います。ただ、調整が可能ならばＢＢＱ施設の設置策を希望します。直接市が運営しな

くても利益につながるような形はとれないでしょうか。 

・江東区の方では、バーベＱを会社で運用させている様子です。自然の中でのバーベＱは

とても魅力的で、有料で、予約制と先着制でゴミ等の管理、マナーを守っていただく等の

注意点を客に告知した上での使用をある程度認めて頂きたいです。京王百花苑（アンジュ）

の中にあるバーベＱ施設等参考になさってはいかがですか？インターネットで予約するも

のです。手ぶらで行けるしとても手軽で管理もきちんとしています。 
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・バーベキューは和泉多摩川商店街の活性化につながります。近隣の住民の方に迷惑にな

らない様な、利用の仕方（有料化など）を模索した方が良いと思います。狛江市の利益に

もつながるかと思います。 

・川崎のようにバーベキューはお金を取って整備すればよい。 

・バーベキューはやっても良いことにして、料金を取り複活させたら良いと思う。 

・たしかに、バーベキューは、している人たちのマナーがひどい。でも、せっかくの川原

なので、バーベキューを禁止にするのは、残念…バーベキューをする人たちには、ルール

をつくって、守れなかった人たちには、罪金でもいいのでは… 

・今まで河川敷でＢＢＱやピクニックをしてました。また家族でＢＢＱがしたいです。 

・バーベキューができなくなり、とてもさみしくなりました。 

・ＢＢＱは、中止のままで良いと思う。子供が自転車の練習ができるような、教習所の自

転車バージョンのようなコースが欲しい、そうすれば、学年ごととかで低学年の頃に学べ

るようにしたり、使わない時は一般に解放して自由にいつでも使えるようにしたら良いの

では？ 

・バーベキューが禁止になり、河川敷がとてもきれいになったのはいい事だと思います。

が、禁止前は人でにぎわっていたので、今は人があまりおらず寂しくなったような気がし

ます。監視の人を常駐する（以前のようにゴミが散乱しては困るので）、利用料を取るなど

してバーベキューができるようにしてほしいです。 

・多摩川河川敷のバーベキュー禁止によって環境は良くなったと思う。ただ全面禁止は良

くない。場所を決め、料金を取り、より多くの人が集まれる様に整備した方が町全体が盛

り上り、イメージも良くなると思う。バーベキューもしっかりルールを決めて、やれば環

境は、悪くならないと思う。 

・バーベキューについて 和泉多摩川駅からも近く、都内でバーベキューを楽しめる場所

として、狛江の知名度アップにつながっていたのに、禁止となり残念。川崎市（二子新地）

のように有料での管理、ルールを徹底して復活してほしい。規模にもよるが年間３０億円

ほど動くのではないだろうか？  

・バーベキューの禁止はすばらしかったと思う。 

・小田急線が高架になってから和泉多摩川駅が寂しくなってきており、書店すら撤退して

いる。バーベキュー禁止は本当に良かったのかギモン！もっと本気で駅前の活性化を検討

すべき。 

・他の自治体での例もあるように、狛江市民のみがバーベキューのために河川敷を利用で

きるようになれば良いと思います。 

・以前は、バーベキューを楽しんでいたので、ゴミ問題は深刻でしょうが、何とか改善し

ていただいて、（多少利用料を払ってもよいと思う）また楽しめるようになるとうれしいで

す。あとは、いまのまま、のんびりできる環境が続いてほしいと思っています。 
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・自然環境を守るのは大切な事だと思いますが、花火大会もなくなり、バーベキューもで

きなくなって、多摩川にあまり魅力を感じなくなってしまった人も多いのではないでしょ

うか？せっかく市内に大きな川が流れているのですから、何でも禁止するのではなく、う

まく活用できるようにしていただきたいと思います。バーベキューは、ぜひ、復活させて

欲しいです。 

・二子新地近隣の多摩川河川敷のように使用料をとってバーベキューできるようにしても

らいたい。ゴミ等も処理料金を発生させ、対応するとよいと思う 

・バーベキューや花火を禁止したことは知りませんでした。たまに多摩川へ行きますが、

昨年ＢＢＱやっているグループや、夜に花火をしている人もみましたが…。長く住んでい

る方には昔はとても汚なかったと聞いていますが、それに比べたら今は魚もいますし、き

れいに草を狩ったりしているので、ずい分と環境は良くなったのではないかと思います。 

・以前は天気が良ければ毎週の様にバーベキューをしていました。バーベキュースペース

あったらいいかな／駐車場やバーベキュー場など料金制にしては 

・有料でバーベキューが出来る場所を狛江市がやったらいかがですか トイレ、洗い場、

バーベキュー設備、１人￥５００～￥１０００位とってきちっとした施設を作り、職員は

高令者事業団の人にやってもらう。りっぱな設備にすれば環境にもいいものにし、人が集

まるようになる 車ではこないようにすれば和泉多摩川駅集辺もにぎわうのではないか。

（もちろんごみすて場に作る） 

・バーベキュー等の禁止できれいになったと思います。 

・子供だけで川へ行かせる事は、ないのですが。（低学年の為）、広場が周辺に少ない為、

河川敷で親子で遊ぶ期会は度々あります。バーベキューが中止になり、若者達の騒音やゴ

ミのポイ捨てなど減った気がしますが、犬のふんのしまつなど、モラルに欠けた、人々も

まだ多く見られるのが残念です。 

・あれだけの広大な河川敷が、あるのにバーベキューができないのは大変もったいない 洗

い場や、ゴミ捨場も設けたりして、土手には飲食の販売のできるイベント会社の誘致をし

たりして、もっと、市民だけの物とせず、外部からの利用者を誘地して、活性化につなげ

た方が、いいと思う  

・夏場に子どもたちと花火ができる広い場所がなくて、本当に困っています。このあたり

では無理で、遠出しなければならない現状です。井の頭公園のお花見シーズンのように、

期間を決め（夏休み中だけなど）河川敷に家庭花火を楽しめるスペースを作っていただけ

たらうれしく思います。どうかご一考下さい。 

・バーベキューは近隣の方の被害が様々あり、全面禁止に至ったのはわかるが、健全な利

用者が火を使える場所や施設をゼヒ作って欲しい。 

・３０年前は、自由にバーベキューをしたり、何度か、足を運ぶこともありましたが、そ

の後、久びさに出かけると地形もかわり、バーベキューのできる、地形もかわり平地が少

なくなっていました。川に足を入れることもできない。ぜっぺきなど趣きもかわってしま
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ったように感じたのが１０年程前のことです。その後、多摩川河川敷には行かなくなりま

した。かつて、バーベキューを楽しむもののマナーは決してよいものでは、なかった。つ

い、川でものを洗ったりしてしまった。設備も整っていなかった時代なので‥しかたなか

ったのかもしれません。有料でも環境を考えて、バーベキュー場とも考えられますが、狭

いスペースにその設備は必要でしょうか？都内の河川でバーベキューなどしなくても…と

思います。都内でも秋川とか都外で天の恵みの自然をたのしみながら、楽しめばよいので

は‥‥東京に、もう自然を求めても無理かもしれませんね。狛江には畑さえなくなりつつ

あるのですから。 

・バーベキューをしても良い場所を決める。 

・条例が出来たおかげで悪臭・カラスがなくなりとても歩きやすいです。 

・バーベキューを含め、規制ではなく、秩序の中での自由な利活用が本来あるべき姿であ

ろう。ゴミが出るから禁止という発想ではなく、ゴミを捨てさせない管理体制の確立と、

その費用を利用者から徴収するべきである。（川崎市の方が合理的）。 

・多摩川河川敷は避難場所にもなっているので、現行のままで良いと思います。バーベキ

ュー禁止になって本当に良かったです。でも五本松付近では時々、バーベキューをしてい

る人がいる様にも聞いています。出来れば多摩川全域バーベキュー禁止にしてほしいです。

自然が一番です。 

・バーベキューなどの禁止により、夜間も静かになりましたが、反面、閑散として、「人の

立ち寄らない」「寂れた」町というイメージから定着しつつあります。二子玉川地域のよう

に、しっかりと管理しつつ活用してもらう方法もご一考下さい。何でもかんでも都合の悪

いものは排除するというのではなく「共生」を目指して開かれた町にして下さい。オリン

ピックも開催されます。都心に近いオアシスとして、重度の障害者や高齢者も生き生きと

活用し楽しめる場所。活用したい人達が活用できるルール作りを！！ 

・「水辺の楽校」の所で、バーベキューをする人達がいました。子供達に親しんでもらうた

めの楽校だと思うので、バーベキュー花火の禁止地域を今の教習所までより広げて「水辺

の楽校」も入るようにして欲しい。 

・多摩川河川敷環境保全域のバーベキュー・花火の禁止は、本当に良い施策でした。この

美しい狛江に住んで約５０年。心から感謝しています。対象区域をさらに広げて「狛江」

と云えば「美しい水と緑のまち」を全国に知られるようになると良いですね。 

・環境を保全する条例を施行して、保全されているのならいい事だと思います。 

・条例が実施される前は、（月）の通勤時に小田急線から見るゴミの山・カラスの群集にガ

ッカリしたものでした。あれでは、近隣の方が気の毒すぎます。イベントの実施を企画す

るのであれば、音響など、やはり近隣の方への配慮が一番必要だと思います。多摩川は穏

やか水辺を感じるだけで充分だと思います。 

・ゴミ問題や環境のことを考えると狛江市の「狛江市多摩川河川敷の環境を保全する条例」

で多摩川河川敷環境保全区域を設定したことは非常に効果が上がっていると思います。思
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いきってやって良かったと思います。 

・１５～６年前は１年を通して、何度も何度も多摩川へ行きました。家族であったり子供

と一緒だったり、老親を連れて行ったり…お天気の良い時は気軽にバーベキューをしに出

掛けました。今は環境保全の為バーベキューは中止、花火も中止と気軽に行けない多摩川

となってしまいました。ゴミの問題、花火の問題ももっと検討の余地があると思います。

地域に親しまれる為にはもっと開放感がある策があると思います。 

・バーベキュー禁止の条例はまさに英断であり、モラルの低い利用者がいなくなった河川

敷の環境は劇的に向上したと思う。基本的には今後も自然環境の維持を方針としつつ、小

田急沿線からの来訪者ではなく市民重視の観点からの整備を望む。具体的には下記の施策

を提案する。①バーベキュー禁止範囲の拡大 西河原公園あたりではバーベキュー客が現

在も見られるが、そもそも住宅密集地で行うレジャーではないため、狛江市全域に禁止範

囲を広げたほうがいい。②車道と歩道の完全な区別 駒井町では一部、土手の道を車が通

る箇所がある。土手は原則ジョギングおよびサイクリングロードに限定すべきで、車でア

クセスできる範囲の明確な線引きをすべき。 

 

 

11．不法占拠（ホームレス、畑）に関する意見 

・ホームレスの青ビニールハウスが増えてきています。→小供等が敬遠しています。→行

政指導をお願いします。 

・河川周辺を利用していると思われる物置、耕作地など個人が使用しているのではないか

と思われる。土手の上を散歩することはできても河辺まで行きたいが行けない。いつも不

満に思っているあの小屋などホームレスが使用しているのか。近づくのもこわい。 

・ホームレス排除対策 

・ホームレス対策 

・ホームレス対策もしてほしい。 

・ゴミすてホームレスをゲンヂュウにとりしまって下さい 野菜作りをしないで下さい 

・ホームレス対策をお願いしたい。（治安、外観面より） 

・河川敷の畑は、ホームレスの無断で使っているのですか？ 

・ホームレスの方もなんとかしてほしい。実害があるわけではないが、１人が住むと、そ

の影響で同属の人が増える不安がある。 

・ホームレスの完全排除  

・河川敷内にある耕作地は撤去すべきである 

・ホームレス対策として、夏に、雑草をきれいに刈ったり街灯を少しだけつけたりしたら

どうでしょうか？明け方や、夕方、少しこわいです。 

・ホームレスのゴミの散乱。 

・ホームレスの退去を要望する  
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・ホームレスを、どうにかしてほしい。 

・五本松附近のホームレスの居住の改善。事情があると思いますが、堤防散策時にいつも

気になる。 

・ホームレスの対策。 

・まずはホームレスの不法占拠対策！！何かしら対策しているんですか？汚ないし、こわ

いし、イベントやら何やらの前に、こちらをどうにかすべきです。 

・多摩川住宅付近の河川敷を一部の人に半永久的に畑地として利用させている様に見受け

られる。一級河川なので管かつは国になるのかと思いますが撤去するが、市民農園にする

か現在の状況を変えるべき。現状では不法占拠としか見えません。 

・時々ですが五本松周辺に散歩に出かけることがあります。その時に感じることですがホ

ームレスの人達の小屋が気になります。孫達と行くこともあり、悪い人ばかりとは思いま

せんがなんとかならないものかと気になります。 

・五本松周辺のホームレスのテントは早急に撤去し、居住できないようにしてほしい。 

・ホームレスや荒れた場所の対策がきちんととられて人が多く出掛けている場所であれば

折角近くに住んでいるので利用したいと思います。保育園に通っている子供はみんなで

時々散歩に行き自然の中で楽しく遊んでいるようですが、整備された環境であれば安心で

す。 

・ホームレスの人は好きで河川敷に住んでるのではないので追い出すのではなく、住む場

所を与えてあげてほしい。 

・ホームレスの人達 空きカン等を集めて収入を得ているようだが中には小屋を建ててい

る人もいる。生活保護を受けている人から比べると立派なのだが何とか救済出来ないか？ 

・多摩川に市民が気楽に来ていたゞく為にはホームレス対策が必要ではないかと考えます。

自分で望んでホームレスになっているとは思えません。公民館のトイレの中に１時間、２

時間と寒さをしのいでいるホームレスの方を見ると気の毒です。東京都議会でまず狛江市

が先頭に立ってホームレス対策を呼びかけてはどうでしょうか。東京都の市や区、企業、

一般住民から広く寄付をお願いして、中古の住宅を用意して、入居してもらい、市町村の

長の方が後見人になって保証してハローワーク等で仕事を探していたゞいて、上野公園や、

駅、や多摩川の河川敷でくらしているホームレスの方年令的に若く、仕事が出来る人には

仕事についてもらい、年老いて仕事につけない人達は、掃除、洗濯等その方達のお世話を

していただくということでまず、住居を与えてあげることだと思います。働いて得た収入

から数％家賃等をいれてもらえば良いと思います。住居と保証人がいない為にホームレス

になって夜通し、市内を歩き回って寒さをしのいだり、河川敷にダンボールを並べて生活

している方達がいるのです。東京オリンピック等も考えて、最低限人間がくらしていける

街にするよう皆で協力して、努力して、世界からも認めてもらえるような日本にしていたゞ

きたいと思います。 
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・ホームレスの家があるがそれについては何も対策がとられていないが？禁止事項が多す

ぎて使用されてない公園のようだ（野球禁止、サッカー禁止などで公園は子供の遊び場で

なくなっている）利用してほしいのか使ってほしくないのかよくわからない  

・ホームレスの対策が進んでいない  

・勝手に畑として使用している。 

・小田急鉄橋より上流でのホームレスの撤収を望む。大体無法者を野放しにする事自体、

怠慢と言うべきで永年の放置には怒りを覚える。ゴミの散乱や排泄物の処理をどの様にし

ているのか考えた事が有りますか？ 

・ホームレスの方が奥にかなりいて、歩いていると思わず家に出くわすことがあり驚きま

す ホームレス対策をまず優先させて下さい。 

・美観の方からホームレスの居住は認めるべきではないと思う。もちろん人道的な対処が

必要ではある。 

・多摩川を狛江市以外の人や外国の人たちがもっとたくさん利用してもらいたい。人がた

くさん集まればそのぶん手入れなども大変にはなるのだけれども、公園もそうだけどホー

ムレスの方がいると、やはり行きづらくなってしまう。良心的なホームレスの人であれば、

ゴミ拾い等、川沿いの整備に協力してもらえたら、またホームレスの見方も変わってくる

はず。外国の旅本に多摩川が載るような有名な川にしたい。そこにホームレスの人たちの

協力がある事が世界中に伝わったらステキだと思う。キケン回避の為の警備員も常備させ

たら。親が安心して子供たちを遊ばせてあげられるように！！ 

 

 

12．映画、ドラマ等でのロケ地としての活用に関する意見 

・テレビの撮影などに活用してもらってはどうか？ 

・ドラマや映画のロケでもっと使ってもらいたい。 

 

 

13．水辺の楽校、教育の場としての活用に関する意見 

・水辺の楽校の整備を！！水辺の楽校を有効活用した多摩川河川敷を整備  

・水辺の楽校を整備し、蛍祭りを。 

・狛江の小学生の授業で自然教育のためにこれからも使っていって下さい。 

・一番大事なのは自然環境の保全だと思い、それを守りながら自然の美しさ、危険等をふ

まえて人がかかわるべきだと思う。楽しむためのルールはきちんとすべきだと思い、それ

は小さい時からの教育が大切だと感じます。 

・（問１１）の４．環境学習施設（水辺の楽校）の場所としてはとても良い所だが、スタッ

フが常駐でないこと、イベントなどが設定されておらず、うまく活用できていないと思う。
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うまく、活用していけば、大人も子供も体験できる、狛江の有名スポットになると思いま

す。 

・水辺の楽校はあるが子供が遊べる環境としては更に改善する必要がある 

・水辺の楽校は場所自体子供に魅力の小道や小川があるが、もう少し手を入れて水が流れ

るように、明るく安心して遊べるようになると市の端のアクセスの難しい場所でももっと

人が来るようになると思う。世田谷区内の通称「きぬたま」という河川敷の遊び場のよう

な、水辺のプレーパークが出来たら、狛江にしかない遊び場として有名になるのではない

か。 

・学校の授業で多摩川を活用していることは、子供も楽しんでおり、とても良いことだと

思う。（「ガサガサ」や「川流れ」「土手滑り」など） 

・子どもが５才なので水辺の楽校等にも関心はあるが、具体的に行ってみようという気に

ならない。 

・狛江の小学校に通っていた時、３～６年生の時の担任が毎週授業時間に多摩川に連れて

いってくれて球技や総合学習等をしていてとても楽しかった記憶があります。また、家の

近所で運動する時は、多摩川の土手沿いをランニングするのですが、とても気持ちよく走

れます。多摩川は狛江市の宝だと思うので、これからも大切にしていってほしいです。 

・子供たちがいつでも自由に遊べる環境 

・大人のわがままで規制した事が子供の自由な発想を阻害している事を残念に想います。

自分の子供のころの事を思い出して下さい。何に興味をしめしましたか。自分の手で何を

作りましたか。死語となった公僕のみなさんほんとうの幸せは何なのでしょうか。 

・子ども達が河に触れられる場所があまり無いのが残念。 

・水辺の楽校もとなりの世田谷区にはないので、狛江らしさが出ていてとても良いと思い

ます。これからも市民が安心して多摩川を利用できるように市営運営どうぞよろしくお願

いします。 

・水辺の楽校は何だか面倒そう。１回限りで子どもたちに魚とりなどを教えてくれる機会

があったらよかった。知らなかっただけかもしれませんが。 

・水辺の楽校のようなビオトープをもっと増したら、自然豊かな市として人にやさしい町

づくりの印象を高めるのでは。 

・①自然・風景・水質等の保全 ②上記の大事さ、歴史を小学校の教育に取り入れる 

 

 

14．犬に関するマナーに関する意見 

・飼犬のノーリードの放置。 

・犬のサンポのマナーが悪い。多摩川は犬のためにありの印象が強い 

・犬を連れての散歩の落とし物が見られます。注意、取締ってほしいです。 
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・未就学児童数より犬の登録犬数の方が多くなっている昨今。／６８５２（千頭）→厚労

省２０１１年度／５３０２（千人）→総務省２０１１年度。多摩川では愛犬家の散歩が非

常に多いが、反面、人とのトラブルも起きているという。そこで、犬（ペット）と人が気

がねなく共存できるエリア（ドッグラン等）をもうけることで、トラブルを回避し、より

積極的にペット愛好家を多摩川に呼びこむようにしてはどうだろうか？ 

・河川敷に行くと、犬のフンがたくさん落ちていて困っています。 

・犬の飼い主のマナーが悪過ぎる。／リードを付けない／小さい子供がいるにもかかわら

ず、広場を走らせる（→犬を）。／フンを片付けない。  

・犬の散歩をしている人のマナーの悪さ。 

・早朝での多数の飼い犬の放しがいが目立つ。恐怖感もさる事乍ら、放たれた犬の糞の未

処理など、ルール無視の行動は大人のする事では無いと腹が立つ。 

・犬のはなせるスペースを作ってほしい。フェンスなしの所でリードをはなされるのはこ

わいので、小供の頃に犬にかまれたことがあるため土手のさんぽでもこわいと思っている

ので。 

・大型犬の放し飼いに困っています。過去何人もが注意しているが、全くやめない。 

・リードを外して犬の散歩をやめてほしい 

・犬のリードを外している飼い主が多いですね。糞の後始末もできていないようです。残

念ですね。調布市や世田谷区の公園では噛み付き事件が数件あったようです。このような

事が河川敷でも無ければいいけど。 

・犬のリード放しての散歩は止めてほしい。犬の糞は始末してほしい。川が見えるすてき

な喫茶店が欲しい。みんなが喜ぶと思う。犬用のテラス席も欲しい。 

・犬の散歩中リードをはずしている／犬のフンの始末をしていない 

・私は土手を利用する事が多いのですが、犬・猫の“ふん”が気になります。もちろんす

べての飼主が放置しているとは思いませんが、不衛生です。もう少し飼主が意識する様な

物を設置してほしいです。（河川敷のみならず、住宅地の道路で（よく見かけます。）） 

・ペットのフンの始末の撤底を！ 

・部署が違うと思いますが、犬をつれての散歩が目立つ事も多々あるのですが、中には、

マナーを守らず、草があるから良いと思い、犬のフンを処理しない方もいますので、その

辺の指導もお願いしたいと思います。 

 

 

15．アンケート実施に対する意見 

・今回は無作為に抽出した旨が書かれていましたが、こんな年寄りの動けもしない者にア

ンケートをとるのは、いかがなものでしょうか？もっと、若い方達を対象としてアンケー

トを行なってほしい！！５０代～６０代の頃は、散歩などをしてよく利用したものですが

… 
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・狛江市議は市税を払わなくても大丈夫らしいが、その市議は元市長とつるんで市のお金

を使った議員？ではなかったのか？市はそういう市税を帯納をそのままにしてこんなアン

ケートの発案会議配布回収などに時間と税金を使用するなんて無駄だ。市職員はその議員

と同罪と思う係がちがっても市の体制は一緒だ 

 

 

16．その他 

・ゴルフの練習している人がいるのでやめさせて欲しいです危険なので。よろしくお願い

します 

・多摩川河川敷のことでないので恐縮ですが、歩きたばこをしている人が多くて…子供達

とぶつかりそうになっているのが危険だと感じます。 

・先日、ゴルフのアプローチの練習をしている人に注意したが、誰も人が居無いからと無

視された。確かに人は居無かったが、重ねて、他の人が見てゴルフの練習が良いと思って

追従する人が増えますよと言ったが同様に無視された。 

・河川敷の野球場で週末を中心に少年野球が行われているが、大人の監督が小学生ほどの

子供相手に怒鳴り散らし、時には体罰をしている姿を見かける。過去には（他地域だが）、

子供を脱水症状にさせ死亡させる事件も起きている。市が関与する事ではないと思うが、

指導する能力の無い者が堂々と子供相手に威張りちらしている姿は見ていていい気分はし

ない 

・河川敷でゴルフの練習をしている人がいる。 

・京都の鴨川とは規模も環境も違うので比較はできなくても、あのくらいの身近さは理想

だと考えます。まだまだ多摩川は汚い川のイメージをぬぐいきれておらず、遠い感じもし

ます。もちろん心理的な。 

・多摩川河川敷での親子イベント、子育てサイトとの連携、狛江駅掲示板での宣伝「多摩

川であそぼう」マップなど、狛江北部でなじみのなくて行ってみたい人向けの機会や工夫

があるとよい。 

・度々行われてる河川敷の工事だが、無意味にしか思えない。中洲をなくしたと思ったら

再び地続きの様にうめたり、無理に流れを変えたり、工事の度に通行止めされ不自由だ、

東北の不良整地の工事の方を優先させるべき。これは狛江市でなく調布市かな。 

・広々とした空間と四季のうつり変を感ずる元気でいる自分を意識したものです 

・とても静かで住人にとっては、良いが、せっかくなので、もっと活用できる機会を増や

してほしいです。 

・河川は、基本的に危険だと思うので、事故事例を積極的に公開してほしい。「河川敷を整

備したい」も国との連携で何ができるようになっているのか、都と共同でできること（水

道局のグランド化は避難地域になった？災害時の使われ方？市民は何をしたらいいの

か？）、今回のように市独自の取りくみの結果何が変わっているのか、地域にも周知してほ
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しい。紙媒体だけでなくホームページや、啓示板などでも…。 

・河川敷を活用するために「活用委員会」（仮称）でも作り実行する事が必要。市民参加型

の市政こそ重要と考える。 

・有効活用し、収益も出るようにする 

・河川敷が良くなり喜んでいます。 

・誠に恐縮ですが切角の機会ですので世田谷区への要望の協力をお願いしたい。河川敷土

手歩道が浄水場から狛江よりへ一部２００ｍ程、自動車との併用になっており、ジョギン

グ・散歩が危険になるケースが時折ある。土手下には歩道もあるが８０才も近くなると土

手を上り下りするのが苦痛である。こんな要望はワガママかも知れない。 

・企業、大学等の実証実験（環境、防災等の新技術）目的に利用してもらい未来都市のモ

デル特区として河川敷を利用すると、外部のコストで市内全体への、経済効果が出るので

はと思います。せっかく利用するので、経済性（コスト）、拡大性（市内他地区への効果）、

持続性（自然環境を害さない）、可逆性（もし失敗しても、又は、目的が終った後、元の状

態に戻せる）のバランスある使い方が良いのではと、思います。 

・あまり感じることはない 何もないイメージ 

・二子玉川駅近くの多摩川河川敷の雰囲気が理想。ランチをする人、読書する人、楽器の

練習をする人、犬の散歩をする人、様々な人がそれぞれの時間を過ごせるような造りと空

間になっている。 

・国土交通省による（予算消化の為？の）不必要な河川監視カメラ乱立されぬ様お願いし

たいです。Ｐ．Ｃでｃｈｅｃｋしたら（台風時）全く映像流れていませんでした。一体い

つどこで活かされているのでしょう？大変？？？です。土手と河川敷、管轄が違のでしょ

うか？ 

・１．ひとつの管理区域とする（テーマパーク形式） ２．釣り、カヤック、ＢＢＱ、自

然観察、ドッグランなど様々なコーナーを設ける ３．きちんとした料金設定、入場の管

理（人件費がかかるが高れい者対策とする） ４．その中で各種イベントを行う 

川沿いに、おしゃれなお店‥‥喫茶室やおみやげ屋さんなど、テントでも並んでいれば夢

があるような楽しい気持ちになると思います 

・すみません、時間がなく… ・狛江住民としてはかけがえのない市の（公共の）財産だ

と思っています。長期的視点にたち、狛江の文化←教育、習慣、人格形成、いろいろ、の

ために役立てることを望みます。 

・震災の際の放射能汚染の影響が気になっています。 

・貴重な収入源として有料の施設等として活用。積極的に開放すべきだと思います。 

・「江戸時代の様にあらゆる諸民が豊かさを持って楽しんだり、生活の活性となる使い方、

利用方法。」を希望します。 

・総合的レジャーランドにする／初期の投資は必要になるが、中途半ぱにやらず大々的に

投資し、利益が出るようなりっぱなものをつくる。／投資も少し、そこそこ整備するだけ
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ではよい結果は望めない。 

・多摩川おさんぽＭＡＰつくる→（トイレふやす）ベンチふやす 

・河川敷の使い方のルール方法がわからない。 

・上流から羽田のうち狛江の多摩川の特ちょうを出せれば良いと思う。対岸川崎との連け

い。 

・ただ、河川敷を、自由に使って下さい、と市民に貸し出すだけでは、ダメだと思います。

そこに商業と、くっつけてこそ、有効利用できるものだと思います。そして、きちんとし

たモラルと経営力の高い企業が、参画することで、非道徳的な行為の監視と、防犯になる

と思います。また、町の活性化にもつながるでしょう。駅から、河川敷への誘導も必要と

考えられます。他の地域から、人を呼び、市を、うるおす手段にもなるでしょう。すると

駅や、駅前も充実すると思います。市も税収が上がるはず。きれいな町、きれいな河川敷、

モラルある人々を作り、育てるには、まず「受動喫煙防止条例」を、施行する必要があり

ます。「自分さえよければいい」の考えから、「周囲や、環境、健康」について、意識を上

げることが何よりも、モラル向上につながってゆくからです。モラルに反することをしに

くい町づくりをして行くことが、必須だと思います。バーベＱができなくても、お洒落な

カフェやレストラン、カフェバーなどがあれば、早朝や、土・日にバカ騒ぎもなく、常識

のある範囲での行動になるし、ジョギングや、ランニングなどの人々も、増えて来るでし

ょう。 

・東京に住むにあたって、多摩川河川敷の広い空間が近くにあることが狛江を選ぶ理由に

なりました。（そういう方も多いと思います。）３歳になる子供を連れて散歩するには、と

ても良いところです。私の要望としては、バーベキューの禁止は続けてほしいです。また、

飲食施設は堤防の外に作るなら賛成しますが、内側に作るのは反対です。せっかくの広い

空間が狭く感じられるからです。野球場もバックネットやナイターが無いことで、練習や

試合をしていない時には、広場の一部として入っていくこともできる訳ですから、スポー

ツ施設を作るのも反対です。ただ、ホームレスの方が定住している様に見えることや、夜、

堤防の上を女性が一人で歩いていたりするのを見ると危険性も感じます。また真夏に小さ

い子供を連れていくと日陰が少ないなと思ったことがありました。ですから、河川敷（堤

防の内側）には、樹木を植え（そんなに多くなくて良い）、芝生を管理するなどしてほしい

です。堤防の上には、街路灯が必要かと思います。安全のために。飲食施設は、作るなら

ば堤防の外に作ってほしいです。子供達のために広い空を！広い空間を！ 

・誠に申し訳ないのですが、アンケートの主旨がよくわかりません。なので的はずれな事

を言ってるかもしれません。予め御了承下さい １．アクセス ／駐車スペース ／自転

車用道路の整備（多摩川への） ２．管理責任者、監視者の常駐 ＢＢＱ緩和 時間限定 

有料化（ゴミ袋代含む）※（利用前）支払時にゴミ袋を渡す ※利用後にゴミと利用カー

ドを返却 ３．多目的グラウンド ４．活気ある場所と静かに自然観察やぼんやりする場

所の分化 乱筆ご容赦下さい。 



82 

 

・２０代の頃は、ほぼ毎日、多摩川に行っていました。トランペットの練習をしている人

がいたり、体操をしている人がいたり、のんびりしていたと思います。ある時、（２０年位

前）今の水辺の楽校のあるあたりで、めいさい服を着た人達がエアガンでゲームをしてい

たのをみてから、何年も多摩川に行くのをやめました。子どもが小学生になってからは、

学校で、多摩川には行かないようにと言われ、ますます足が遠のきました。何年か前から

犬の散歩のため、多摩川に行き始めましたが、整備されている所とされていない所があり、

なんとかならないものかなと思っていました。夕方からが怖いです。自然を残す方向で、

少し木の枝を切ったり、河原の石を整理したりして欲しいです。あと、トイレも何ケ所か

あるとたすかります。照明ももう少しあるといいと思います。 

・貸しボート事業については、何ら問題のない事業であるのか、あるいは、利用しても問

題ないのか、明確にして欲しい。（法に反する事業という情報があったため） 

・勉強したいこと。／多摩川の流れ方（原流より～）河川敷について／魚の住んでいると

ころ。（狛江の附近について）／海へ出て行く、多摩川の流れ方。河川敷について 

・多摩川河川敷を空地を理用するには近くの方々に迷惑がかかる為反対されが為に理解し

てもらい、時間もかかるのでなかなかうまく要望が叶うことが出来ないと思いますので、

市に収益がある事を考えたとしても空地の理用（カゴメの土地）でも利用できない。まし

て河川敷など無理だと思います 空地自由に遊び場として数十年やって来ましたので市民

は重気に思っていません。問１３．③と理用としても反対されるかと思います。 
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15)小田急線狛江駅北口にある広場（通称 駅前三角地：右写真の広場で現在花壇が広がっ

ている場所）について、どのような利用方法があるか（自由記述） 

 

下記のとおり利用方法・要望が寄せられた。利用方法の中心的内容によって整理している

が、長文の場合は要約のうえ分類し、記載しているものもある。また、内容が複数の分類

にまたがっている場合は、中心的内容により分類を行った。 

 

１．公園・広場・花壇等のオープンスペースとしての利用 

・駅前や駅中の飲食店はスペースが狭く、昼食時は入れない時があるので、休憩のできる

場所のある公園があれば、買ったものを食べられるので、購買する方も増えるのではない

でしょうか。 

・小さい子供が利用できる遊具（ブランコ等）を設置していただけたら良いなと思います。 

・現状、入っていいのかもわからない謎のスペース。とりあえず気軽に利用できるような・

+広場。謎感は解消したほうがいいと思います。駅前だし。 

・保育園の子供達が遊んでいるのをよく見かけます 小さい子供達が安心して遊べる場所、

公園遊具のある公園 

・現在は保育園児の散歩している姿が見られますが、気易く、高令者、買物途中の市民も

憩えるようなスペースにしてはどうでしょうか（ベンチを多く置いたりして） 

・空間をせばめるような建築物等は絶対たてないで欲しい。空間を生かし、芝生、ベンチ、

あまり大きくならな樹木がある場所 特に目的のない空間＝ゆとり、ではありませんか。 

・小さな子供が遊べるよう、ちょっとした遊具を設置したり、ベンチをおいてミニ公園に

するといいのにね、と皆でよく話しています。 

・泉の森会館の周りのように林にして、散歩したり休んだりしたりできるようにしてほし

い。 

・以前の様に、子供が運動できるようにするべき。子供がいないと、活気がない。 

緑の多い公園にしてほしいです。 

花檀がメインでいいと思うのですが、子供達が遊べる遊具が１つ２つあればいいなと思い

ます。 

・芝生、花等はそのままに、子どもたちが遊べる公園に。（低年齢の子ども） 

・狛江駅は狛江の顔、ゆとり有る緑の多い狛江駅前広場 

・花を見ながら人と談笑出来る所に出来たら良い 

・公園にしてほしい。木蔭とベンチがあればいい。公衆トイレもぜひ設置して、自転車で

埋めつくされると困るが対策をとって。屋根のついた休み場、子連れでも遊べる。老人も

休めるところ。 

・植木やベンチ、子供が遊べるような遊具（ブランコなど）を備えた緑の多い広場にする。

現状は、開放感はあるが閑散とした印象。スモーキングエリアが隣接してしまっているの
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も、あまり足が向かない要因になっている。 

花壇がいいと思います 

・明確に公園としての整備（現状は空地なのか？中途半端の但し、遊具とかの必要はない

と思います。 

・中央の花壇は、やめて、広い芝生にし、周りに樹木や花を植え、泉竜寺の緑の景観との

つながりを持たせ、樹名板をつけ、子供達に遊びながら、名前を覚えてもらう。時には、

青空展示スペースにして、周りに、絵手紙や、小学生や幼稚園の子の絵を、広い青空の下

で見てもらうのも素敵だと思います。（青空ギャラリーみたいなもの）（個展やグループ展

にも貸しだし可） 

・遊具のある公園が駅の近くにないので、作ってほしいです。 

・子供が遊べる公園、広場 

・子供等が遊べる小公園 

・子供達がボール遊びなど出来てスペースもあったら良いと思います。若い方達の家に庭

のスペースがないので子供が道路でボール投げしたりしてあぶないと思う。 

・児童公園 親子連れ、園児等の遊び場所、出来れば、屋根付のベンチ＋トイレ等。 

・ランチができるような公園 

・市民が自由に入れる様にベンチ、テーブル等を設置し軽食でも出来る様に。 

・公園できれば電車の車両を１両シンボルとして施置し、遊具は置かず、のびのびと安全

に自由あそびのできる公園がほしい。（１才と３才の子の母親より） 

・もっと木々を植えて欲しい 

・公園にして、ちょっとひと休みできるようにしたら良いと思う。 

・市民センターの池が防災センターになり、子供達の遊ぶ姿が見られなくなりました。こ

の広場で夏は子供達が元気に水あそびできたり、夕涼みできたり散策できるモニュメント

の木のある空間になるといいです。 

・子どもが遊べる場所。 

・保育園の子どもが時々、広場で遊んでいるようなので、花を植えてある公園として子供

が自由に遊べるスペースとして確保しておいて頂きたいと思います。 

・保育園の幼児が遊んでいるのがとても良い。更に充実してあげたい 

お花があるだけではなく、子供があそべる物やベンチなど高い木などやすらぎのある公園

にして下さい。 

・ベンチや遊具を配置して、子供からお年寄まで集う憩いのスペース（せっかくの花だん

はそのまま利用して）として活用できればと思う。今の状態は中途半端で、市民が中を利

用して良いのか悪いのかもわかりにくいです。 

・もともと小学校の跡地でもあり、（明治～の学校）子どもたちのあそんでる楽しい元気な

姿を（とんだり、はねたり）像にする、まわりは四季の花だんにする。現在森の中に女の

子が１人淋しそうにいますが、なぜなのでしょうか？元気になる明るい場所にしてほしい
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と思う。 

・遊具のある公園 

・「公園」がいいと思う。 

・花壇の充実、児童の遊び場 

・花壇というより、もっと野花というか草花が一面に咲いていればうれしいと思います。 

・現状は全くムダな空地である。公園としての利用が望ましい。（ｅｘ調布駅前） 

・ベンチなども置いた憩いの広場でよいと思う。 

・現状でＯＫ 

・障害者、老人等が利用しやすい場所（いこいの場所等） 

遊具を置いて公園として開放してください。公園が少なくて小さな子供を遊ばせる場所に

苦労しているので、花壇の面積を減らしきちんと公園として整備を。近所の保育園児の居

場所でもあるので絶対に潰さないでください！！建築物ｅｔｃ不要です。 

・入園児前の子供達の遊べる（砂場等）施設 遊具等は不必要。走れるグラウンド 

・児童むけの公園。 

・子どもがバス待ちの間少しでも遊べるような用具のある公園 

・水と緑の街と称しているので、現状か草花・木（花木）を植栽した小公園化。 

・ベンチなど設置してみんなが休憩できる場所であって欲しい。 

・老若男女が健康的に遊べる（楽しめる）公園が最適 

・花壇のきれいな花が楽しみです 

・駅前公園として活用してほしいです。花壇を廻る散歩道に、所にお茶を楽しめる休み処

などあったら良いですね。 

・キレイな公園。木や噴水のあるような。 

ベンチやテーブルなどがあり、小さな子どものいる親子連れが、お弁当を食べたり、遊ん

だりもできる公園。 

・子どもの砂遊び 

・今でも親子連れや保育園の子たちがよく利用していると思います。そのまま子ども達が

安全に走り回れるスペースにしていただけると嬉しいです。 

・全面芝生とし、自由に出入り出来る様にする／幼児等が遊べる水辺を造る、老人もくつ

ろげる。／ベンチ・東屋を設ける 

・遊具のある公園にする 

・公園 

・駅前の広場はやはり、樹木や花をたくさん植えてもらいたい。何んでも、利益に、むす

びつけるのではなく。余裕の有る街作りをして欲しい。 

・花壇の充実を 

・現在の活用の仕方が良いと思います。余り使い良い事ばかりを考えると車が多く入り込

んだり人が多く入り込んだり良くない事も多く考えられます。バスや、タクシー等の利用
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に便利で安全な事を考えた上で、気持ちの良い広々とした安全な美しい広場にしておいて

欲しいです。どんなようにと云われても知識のない私には答が出ませんが、遊び場ではな

く美しい町の表げんかんとして眺めの良い豊かな町にして欲しいです。 

・保育・幼稚園児の散歩に、草花のある場所提供。（施設不要）。 

・子供用の公園（遊具）にする ・休けい地として水道の設置。・夏用に日避けの設置。／

花だけでなく野菜も植えて、食育の一環にする（子に見せて説明したい） 

・バス停に近いので花壇と木蔭を作る様な樹を植えてベンチを置いて利用するようにした

ら良いと思います。 

・駅前の開発が進んでいる為、逆に緑の多い公園があると、豊かな町のイメージが上がる

のでは。 

・せっかくのスペースですし、駅前に大きな公園もないので、ベンチをたくさん置いて道

行く人が休憩できるようにしてほしいです。すべり台とブランコ、などの遊具も置いてほ

しいですね…。今の、お花がたくさんある状態もとてもきれいで良いですが、花壇は半分

ぐらいにして、上記設備をお願いします。 

・梅林と植物園の公園にする 

・子供が遊んで良い場所なのかどうか分かりにくい。（花だんがきれいに整備されているの

で）。／子供が登っても良い木や泥あそびをする場所など、ボール遊び以外の遊びができる

スペース 

・公園にする 

・紅葉するような木を植えて、小さな公園のようにしてほしい 

・子供達の遊ぶ場所がないので公園としての利用が最もよいと思う 

・公園 

・草花をきれいに配置して、イスとテーブルを置いて、近くで買ったものとか食べれたり、

休めたりできるといいのではと思います。 

・今はきれいなお花がとてもきれいでたちどまりながめています。いいですね 

公園にしてほしい 

・周辺に子どもが安心して遊べる公園がないので、花壇をおくのではなく子どもが遊べる

公園にしてほしいです。（簡単な遊具、ベンチの設置、体を動かせるスペースの確保等） 

・フリースペースを増やして子供が走れるようにする。 

・花壇が平凡すぎてつまらない。入りにくい。ベンチもない。たばこの煙も気になる。も

う少しおしゃれな公園にしてほしい。 

・ベンチとトイレをつくってのんびりくつろげる広場にして下さい 

・いこいの場として休けい出来るようにベンチなどの設置はどうですか？ 

・遊具のある、公園にして頂けたら嬉しいです。 

・子供達が入って遊べる芝生の広場。花は、見るだけでつまらない。 

花壇いいと思いますよ 
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・保育園児などの遊び場所でよい。花壇が広すぎる。人の目があるので安心。 

・子どもが遊べる公園など 

・せっかく、四季の花を育ててありますので、小さい子供達の利用、高れい者の利用をは

かり、ホッとする空間に！！日光もあたります。 

・今のままの花壇でいやされています。ベンチを置いていこいの場にすると良いと思いま

す。 

・市民の憩いの場となるような公園 

・公園（小さな子供を対象とする） 

・保育園の子供達がよく、ベビーカーにのせられて来ています。安心して、あそべるよう

に、してほしい。 

・花が咲いてるとキレイ、出来たらベンチとかあればゆっくり出来ると思う。 

・そのままで良い。建て物はない方が良い。見通しがよい空間がいいです 

・駅周辺に公園が少ない為、遊具や砂場のある広場にしていただけると小さな子供がいる

家庭は買物のついでにあそばせる場になると思います。 

・花壇をもっとりっぱなものにして欲しい。 

・通常は公園として利用し、夏は盆おどりや小学生や中学生の部活動の発表が出来る様な

イベント広場（ブラスバンドやスポーツ等）としての利用方法。 

・子供が遊べる公園 

・もっと木などを植えて、緑の多い公園にしてはいかがでしょう。 

・花壇・公園 

・四季を感じることができる草花を植えて、市民のいろんな年代の方が訪れるようなスペ

ースはどうですか？写真とか発信できる名物広場 

・子どもが遊べる公園。花壇も残して下さい。 

・すっと立た落葉樹と四季を彩る多年草の花や石を株元に植え落ちついた小庭園を作る。

単なる花だけより奥ゆきが出て自然が残っている狛江にふさわしいのでは？ 

もっと市民が楽しめる様な花や木を植えて、ベンチ等も置いて一寸気分や身体を休められ

る場所であればと思います。 

・植樹等増やして、自然広場にする 

・駅前の公園として皆で使える様にしてもらいたい 

・花だんがいいと思います。 

・土地があるからと言って、立物をつくる事に執着せず憩いの広場として、花壇等を現状

のような広場の状態を維持してほしい。駅をおりて、大空をながめられる空間があること

は、すばらしい街の１つの要素だと思います。 

・遊具を置いて、子どもが遊べるようにしてはどうか。狛江駅周辺には、公園がなく、子

どもの遊ぶところがないと聞いています。 

・公園 
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・芝生にして、誰れで入れるようにしたらいいと思います 

・公園が良い 

・公園。近年、マンションも増え、人口も増加していくのに、子供を遊ばせる公園が少な

いと思う。 

・いこいの場所として大変良いと思います。いすをたくさんほしいです 

・小さい子供の為の遊具公園。こんなに、公園が、魅力のない街はないと思います 

・あの程度の空間、何か建物など建ててしまうより、ベンチをおく程度のお花畑にしてお

いてほしい。（思いつきですがソーラーパネルを設置して電気を作ってほしい。）（自転車の

正しい乗り方の講習会場に、一駅前ですのでいいかも） 

公園。（こかげになる木や季節の花で緑地を、ベンチもほしい） 

・子どもが遊べる公園にする ・噴水をおいたりベンチを充実させ、憩いの場にする 

・市民の憩いの場所としてベンチ等を置いたらと思う。（腰を降す場所） 

・こんもりした植木に囲まれた、またちょっと休めるベンチなどのある小公園になればい

いと思います。 

・買物や散歩の帰りに一休みできるようにベンチとトイレを設け立入禁止などないように

子供やお年寄りにやさしい緑地公園にしてほしいと思います。 

・ピクニックベンチなどを置いて、休けい所等にしては。花の公園 

・公園！「水と緑の狛江」って、どこかで聞いたような…。大げさですが、目指すは日比

谷公園のような都会？のオアシス。メタセコイアや四季に色付く花や樹を植えて、ベンチ

と、小さい噴水（駅前はあーなっちゃったから…）。それだけの公園。ロータリーの排気ガ

スを緑に吸ってもらう！母校の狛江一小跡地は１００年後も子供達の為に！ 

・私は地方から出てきたので、コンクリートばかりよりは駅前にいろいろな花をみれる事

がとても嬉しく思えます。 

・子供が遊べるような遊具をおく。 

・駅前にあのようなスペースがあるのはよいことと思う。芝生にして子供たちがのんびり

すごせるようにしたらいい。交番も近し、安全。 

・保育園児らしき子供達が遊んでいる光景をみたことがあり、のびのび遊べて良いなあと

思いました。 

・誰でも利用しやすい様に、もう少し明るい雰囲気があるとよいですね。子ども達も立入

りやすい様に、あそびのイベントなどあったら、うれしいです。 

ちょっとした庭園みたいなくつろげる造りにしてほしい。小さな池、小魚およいでいるな

ど 

・遊具を設置し、公園にする 

・子供が遊べる公園にしていただきたいです。道路が近いので、飛び出さないような工夫

をしていただきたいです。 

・遊具のある公園 
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・スペースがあるから何か物で埋めるのではなく駅のシンボルとなるような景観←おりた

った時の駅のイメージ 龍泉寺の竹林の様な小さな森林を作っては。維持にお金かかりま

すか？とても大事だと思います。ゴミゴミした感じにしない緑が多い―という。 

・緑のある公園にする 

・ベンチを日比谷公園の思い出ベンチの様に寄付してもらい休息の場にする 花壇ももっ

と「こまえ」をアピールする様な花文字にするとか… 

・駅前なので、イベントスペースとしての利用は楽しみたいと思います。保育園の子供が

遊んでおり、見ていてやすらぎを覚えます。駅付近に自由に幼ない子供が走り回れるスペ

ースとして残してあげたい気持ちもあります。 

・駅前公園の設置（花が中心） 

・小さい子どもたちが保護者と一緒にお弁当を食べられるような休憩スペースがあるとい

いです。（日かげになるような屋根とベンチなど）狛江には小さい子どもとお母さんが沢山

いますが、児童館くらいしか集まれる場所がありません。こういった場所が整備され、活

用できればいいなと思います。例えば大き目のベンチを作りその上にシートを敷いてみん

なでお弁当など… 

・下が駐車場で大きい木を植えられるかどうかわかりませんが公園として整備する。 

・遊具つきで子供達の息きぬきできの広場 建物にすると狛江駅前が生きずまる、いい意

味でのにげみちだと思う 

・季節ごとの花だんを作って、皆に見てもらう。・芝生の一角を作って子供の遊び場とする。

（幼稚園児まで）裸足で／思いっきり走ることが出来る大きさがほしい。／子育てお母さ

んの交流の場になれば良い。 

・子供と高齢者のふれあい公園。 

・２、３日に一度は行ってます。立地がいいだけに花しかないのはもったいないなぁ‥と

日々感じています。本来どのような目的があるのか分かりませんが、子供連れの方以外が

入っているのを見たことがありません。それなのにすぐわきには喫煙スペースができたり、

写真の手前側の入口からはベビーカーが入れずわざわざ持ち上げる。交番側に回らなくて

はいけないのが不便です。遊具があればとてもありがたいです。 

・屋根つきのベンチ等休憩場所があるほうがよいと思います 

・現在保育園児が遊んでいますが、ちいさな子供が遊べるよい所だと思います。 

四季の変化を感じられる（観察できる）配慮があると良い 

・小さい公園がいい 

・ミニビオトープのような、少し川や池などのある庭園にしてはどうでしょう。 

・現在広場になっているのは、とてもいいと思います。大きな災害がおきた時など、駅前

であるし、公番は隣りだし、市役所等も近くにあり非常に便利です。もし商業施設等が出

来てしまうと、これから、これだけの広場を確保することは出来ないと思います。常設で

なく、祭りのイベントやその他市民の声をきいて利用してくださるように望みます。 
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・子供の遊具を設置した公園 

・このまま公園として利用すればいいです。 

・土地が狭いので利用価値がない。むしろ、樹木を植えて、夏の日陰を作り「ベンチ」等

を置いて、休憩場所を作っても良い。（ミニ里山風に） 

・今のままでは、もったいない気がする。入口も入りずらいし、入っていいのかもわから

ない。花だんもいいが、もう少し、子供が遊べるスペースを作ったらいいのでは… 

・花壇プラス季節を感じることのできるオブジェや、催し物の設置。ベンチの設置。 

・季節を感じられる小さな森（緑）。（河津桜・モミジ等） 

・公園にしたらよいと思う。さいきん、子どもの数がすごく増えているように思えるので、

駅前の、ほっとみんなが休けいできるようなスペースにしたら良いと思う。 

・花壇はいいと思います もっと花をふやして公園ぽくしてドッグランなど…？／市役所

前でやってる様な楽市みたいにフリマスペースなど 

・子供の遊び場（砂場、ブランコ、シーソ） 

・公園スペース（災害対応として、人が入れるようにする、変なものを設置しない ｅｘ

絵手紙の看板やめてほしい）→「発祥の地」はウソ、「家元制度発祥の地」なら、許す。 

・公園など、緑地として残してもらいたい。木を植えてせせらぎなど。（水と緑のまちとし

て） 

・北口の広場は、かなりのスペースがあり、日あたりもよく気持のよい空間であるにもか

かわらず有効利用されていない感があり、もったいないと思います。夕刻の（１７：００）

の“水と緑のまち”のメロディーが今や、聴覚的に狛江のイメージとして定着しつつある

ように、この駅と一体となったスペースが、市民の視覚的イメージとして、心に刻まれる

ような、人々の集う、活気のある美しい広場になったらいいと思います。オープンカフェ

とかシンボルツリーなど、待ち合わせやコミュニケーションの場として再生されることを

望みます。 

・土からコルク等クッション性のものを敷き、バネ式遊具等小さな子どもが遊べるスペー

スを作ってほしい。 

・芝布広場 

・公園 花壇をもっと手入れして頂いて、ベンチでくつろげる様なスペースが良いと思い

ます。近所の商店で購入した物を食べながら日なたぼっこをする。あるいはバスを待つ。

さらに災害時には、フリーなスペースは重要になるかと思います。 

・公園にしてもらいたい！！いろんな草花や、ベンチを置いて、くつろげるスペースにし

てもらいたい。 

・樹木など緑の多い公園。 

・公園（子どものあそび場が少ないのでもっとふやしてほしい） 

・三角地にはよく保育園の子供達が散歩に来ているし、又若いお母さんも乳母車に幼児を

のせている時もあります。中央地点に低い山（イベントの時にはたやすく片づけられる位）
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を作り、花は金網の方に（１年中青々とした葉をつけるツロフキ等季節折々の花々）植え

て空間を広く、隅の方にエコの木を（春に白い花が下を向いて咲き、秋には小さな実を木

の元に落とす、冬は葉もなくなります 

 

 

２．イベント・フリーマーケット等ができるスペースとしての利用 

・四季を感じる催事を中心にいろいろ使えるように。建物を作らず防災にも使えるように。 

・駅前でやっている音楽会をやるとよい。・マルシェ・フリーマーケット、おしゃれな。 

・イベント会場 

・誰でも自由に演奏できるステージを設置し、開放する。 

・フリーマーケットなどの出店やイベント。 

・フリーマーケット等のイベント 

・休日、週末など、青空市場にする 

・物産展ｅｔｃのイベントがあると楽しいのでは？ 

・仮駅前市場、地元生産野菜及果物、花など色々な物品を販売、場所、自由に参加出来る

店 人の集まる場所にしてもらう 

・毎月決められた日に“市”を開き、狛江産の野菜販売や、これらに類するものの販売、

またこれに併せてミニコンサート等のイベントを開くことで、狛江市をＰＲしたり、市民

のコミュニティを拡げる場にして欲しい 

・フリーマーケットなどを開催できたらいいと思う 

・正確な広さが分からないのですが、駅前と言う事もあり、多数の市民が行ききする場所

なので、「フリーマーケット」の一時貸し（有償）とか？ 

・災害時における救護場所。 

・フリマ、音楽、ダンス発表の場所、イベント 

・イベント等のスペース、喜多見駅の駅前広場では、年々様々なイベント等が行われ、駅

前の人々もがんばってます。 

・ミニイベント（現状でも、時々やっているが） 

・フリーマーケット等の利用はどうでしょうか。 

・イベント、催し会場として利用する。人が集まるような場として 

・道の駅的なＪＡの農産物の直売場を土日等に行なう（青空市場） 

・青空市場八百屋・魚屋・肉屋など昔ながらのお店を月１回イベントでひらくなど…ビル

を建てて、いわゆる商業施設はやめて下さい。 

・植木市（四季を通じて）又は食器市 

・フリマーケットなどのイベントスペース。 

・ファーマーズマーケット（以前住んでいた町（海外ですが）には、毎週土曜に駅前の広

場に市がたって、新鮮野菜や、焼きたてのパン、菓子、手づくりのアクセサリーなど、数
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多くのお店が来ていました。） 

・駅前の活性化も考え、イベントスペースのような場所にしてはと思います。屋根のある

スペースで囲み、物産市やフリーマッケット、サークルの発表等、市民（あるいはその他

でも）格安に利用しやすいスペースにされては‥‥。テント等の設営からでは大変なので、

物さえ持ち込めば誰れでも利用できるような、参加型のスペースとして活用すべきと思い

ます。 

・イベント広場 

・イベント開催用地として整備することを希望します。駅前の噴水・池をコンサートのよ

うなイベントで使用しているのを見かけますが、休息の場所として専用にすべきと思いま

す。 

・野菜、魚、肉、花屋、等の市場を作ってほしい。（イタリアのジェノバにある市場は、参

考になると思います 視察に行くと良いと思います） 鎌倉の野菜を農家が、直接売って

いる。市場があるが、（有名）もう少し、規模を拡大し魚や肉、惣菜屋、パン屋、生ハム屋

もあると良い。狛江市は狛江の農家や肉魚屋（他からも募集し）安く、場所を提供し（売

り上げの５％～１０％家賃）狛江市民の食に貢献してほしい。この様なものがあれば他県

や、他市、区からも人が集まり、買い物に来ると思います。 

・ミニイベント広場（若い人の）待ち合わせ広場 

・狛江市では、夏祭りなどもないので、何かしらのイベント会場に利用したりして、子供

達のために、何か利用できればと思います。 

・一週間で入れかわるような市。地場野菜でも、飲食でも服飾でもなんでもおりまぜて。 

・産直販売等、イベント広場、花や緑は植えていつもキレイに保って欲しいです 

・空き地で良い。市民祭り等で利用できれば良い 

・市場的なようなものがあればいいのでは？／食堂的なものもあったり、イベントスペー

スもあれば。 

・イベント ｅｘ ライブ 

・市で管理しているスペースがあることを知りませんでした。定期的に催しものを開ける

広場として整備したり、市民が気軽に利用できる休憩スペースを設けてもいいと思います。

有効活用してスペースの存在をアピールして欲しいです。 

・喜多見駅前の広場のように、夏に盆踊りをしたり、定期的にフリーマーケットをしたり、

市民みんなで楽しめるイベントスペースがあるといいと思います。できれば、地震や災害

時など、電車が止まって人があふれてしまった時などのため建物はたてずに広場のまま残

しておく方がよいと思います。 

・アーティストのパフォーマンスエリア 

・イベントスペースとして貸し出したら。フリマやコンサートなど。 

・音楽愛好者の為にミニコンサート 子供、又家族に為に大道芸等を招いてもらいたい 

テイクアウトした食べ物が食べられたり休憩できたり、フリーマーケットなどが開かれる
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ようなスペース。 

・保育園児達が遊んでいるのを見られるのはたのしいが、自動車のたまり場であると思う

と良いとは思えない かわいそうだ／若者を対称にしたミニイベント（音楽会や植木（草

花）の展示会など）や月に数回の狛江の野菜が買える市場にするとか。 

・各地の産直品市場や蚤の市の開催。市民が交流できる広場。 

・ファーマーズマーケットのような出店型の商業イベント、フリーマーケット、物産展、

各種フェア・イベント、または、商業特区化（青山にある２４６ｃｏｍｍｏｎなど参考に

なる事例は都内にもあるはず） 

・よくヨーロッパなどでみかける様な、屋根があっても外にいる様なテーブルイスがあっ

て、ゆったりと、だれでもいつでも食べたり飲んだりくつろげる、狛江市が営業して飲み

ものを出したり、お年寄りがいっぱいいる、将棋や囲碁、チェスなどをして、楽しんでい

る。そんな場所もいいなと思います。 

・建物をたてるより、イベントスペースとして活用したらどうでしょう。定期的にファー

マーズマーケット等、店を出す機会をつくる（食物に限らず）ライブを行うｅｔｃ 

・音楽やダンスのイベントが出来るように整備する 

・イベント広場 

・サーカス用テント（手前側）取付 週末とかマルシェ（多摩産のやさいとか酒他など）

販売 平日は、昼間休み所として、飲料とか販売 何か有った時に、集まる場所として、

利用。 

・フリマ 

・催事スペースや市民の休けい場所等定期的なイベントがあると楽しい。 

・フリーマーケット広場など 

・集客のためのイベント広場（フリーマーケット、屋台村など） 

・狛江らしい特長を生かすイベントなど、あるいは各地の名産品の販売など。 

・フリーマーケットとか鉢植の花の即売会など出来るような多目的広場 

・狛江産のマルシェなど開催する場になればいいと思う 

・フリーマーケットの会場としての利用 

・市のイベント会場 

・青空市場やマルシェなどのイベントスペース、市民が交流できる場所にして欲しい 

・狛江市には多くの農家が様々な野菜や果物を作っています。狛江ファーマーズマーケッ

ト（道の駅的に狛江ならではの特産品・グルメ）の展開 

・地元野菜やオーガニックなどのマルシェを定期的に開催する。（ｅｘ．恵比寿ガーデンプ

レイスでやってるようなマルシェ） 

・音楽の街狛江と云う様に、イベントスペースとして、開放して常になにかイベントがあ

ると思うと、楽しみに見に来る人も増えるのでは…音楽…ダンス…芸能…ｏｐｅｎスペー

スとして活用すれば良いと思います。 
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・音楽ステージ 

・イベントの開催をして駅前を盛り上げてほしい。／狛江地場野菜の販売／友交都市物産

店／市内飲食店の屋台村／野外ライブ／市内作業所で作っている商品紹介と販売／狛江に

現在住んでいる、又は以前住んでいた芸能人のトークショー 

・狛江は音楽活動も熱心だから、色々な人が参加できるようなスペースもあっていいと思

います。 

・全国のアンテナショップなどを、週変わりで、開設する様な場所にする。 

・大和市のように市民にスペースを貸出し、テーマをもって花壇を整備してもらう。／畑

や水田にして、小学生等に作物をつくってもらい、収穫時期にはとれたものをイベント等

で使う。 

・イベント（市内野菜の売る日、展覧会）等日程を決めて利用できる様な建物を作る。ロ

ータリーの景観をこわさない建物にする。 

・代々木公園などでやっている食のイベントなどをやってみてはいかがでしょうか。 

・あまり花が咲いているイメージがないため、季節の花を植えてみる。（パンジーやマリー

ゴールドなどではなく、チューリップやヒマワリなど見ごたえのあるもの）／または、花

壇をつぶして、野菜や工芸品、食品など売る、朝市やのみの市をひらくための多目的広場

にする。 

・イベント等を常にやってみたらどうか？ 

・地場野菜の販売 フリーマーケット むかしあそび（むいから民家園が、駅から遠い） 

・フリーマーケットが、気軽にできる場所が、良いと思います 

・縁日みたいなのがあったら活気つくかも。台湾の夜市のようなものとか。個人的には樹

木をもっと立て自然が感じられる場所でもいいと思います 

・バザーとか骨陶市←でも子供が沢山来ると花壇があぶないので心配ですが。 

・イベントスペース 

・イベント（コンサート等） 

・多くの人が集まれるイベントを開催できるスペースにするのなんかどうでしょうか。 

・以前踊りとか色々なもようしものに使われてたと思いますけど色々使われると良いと思

います。 

・人が集まるのはやはり食。食のフェア等集客があるイベントをやるべき。各地の物産展

や東北応援フェアナド。 

・市場があればと思う。朝市でも良いし、日曜日だけでも良い。フリーマーケットでも良

い。狛江市民が一同に集まってわいわいがやがや賑わう場所があるとうれしい。市場をみ

るとその町の様子が分ると言う人もいる。小さな町だけどまだまだ農地・農家もあり作物

もとれるので期待しています。 

・イベントスペースとして民間への貸し出し 

・フリーマーケットなどのイベントができるといいと思う 
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３．駐輪場としての利用 

・有料自転車駐輪場 

・自転車置場 

・駐輪場の拡大。（絶対）幼児用のカゴがついている自転車の隣に普通の自転車をおくと、・・

幼児用のカゴが邪馬で、入れずらく、自分の自転車のカゴがゆがんでしまったので、分け

てほしい（絶対してほしい）精算機をパスモ対応にしてほしい 幼児用のカゴがついた自

転車にはとても迷惑していて改善してほしいです。 

・自転車置き場（・短期間、置けることができる）（・一週間以内で価格が千円位） 

・駐輪場があったらと思います。それも年輩者が利用しやすい高く持ち上げることのない

（自転車入れがあったらと思います。 

・すぐ、思い浮かんだのが駐輪場です。エコルマホール周辺、結構自転車が止まっていま

すよね。高架下の駐輪場も、休日など、一杯で止める所を探すのに苦労した覚えがあるの

ですが‥‥。現状を調査していただかないと、わかりませんが。もちろん無料でとはいい

ませんが、リーズナブルな料金で。 

・大型バイク等の駐輪場 

・自転車置場を拡大して市の収入をふやす。増えた収入で、他の自転車置場を設備する。 

・自転車置き場、（駅直近に少なすぎる、平日は、一満で置けない状況） 

・無料駐輪場（大型の二輪車も停められるもの） 

・駐車場の設置 

・〈駐輪場〉南口の自転車のあふれ方が尋常ではありません。有料駐輪場ができましたがス

ペースをとられ、余計にあふれています。できるだけ駅近くに停めたいと思う人達に、少

し離れたところにある駐輪場を使えと言っても利用しないと思います。何かの施設を作っ

ても、さらに放置自転車が増えるだけかと思います。施設とあわせて駐輪場を作らないと

きたない、使いにくい駅前になるだけと思います 

・駐輪場をふやす。 

・駐輪場にしてほしい。 

・駐輪場を拡大する 

・駐輪場にする。 

・現在の状態は公園としても不十分、中途半な広場となっている。駅前や、エコルマ楽屋

口等点在している自転車は美しくないので駐輪場を一ケ所にまとめて建設されたらどうで

しょうか。雨風も防げ立体的であれば市の監視の方も落ち着いて仕事ができると思う。 

・自転車がたくさんで，置場が、ないので駐輪場を作ってほしいです。 

・有料駐輪場（二階建て） 

・駐輪場施設の拡大に利用する。◎市役所の駐車場は役所の車で満車です。来庁者の駐車

場を確保するように願いたい。一日中駐車している車がたくさんある。 
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・駐輪場があると嬉しいです。（１日利用可のタイプ） 

・自転車置場。 

・「無料の」駐輪場（駐「車」場でなく） 

・自転車置場 

・駐輪場にしてほしい。※自転車の撤去日を前もって通知してほしい。 

・駐輪場にして収益を挙げる。 

・駐輪場があると良いでしょう 

・自転車置き場（狛江市は高い。調布並にして欲しい） 

・自転車置場が必要。 

・月極駐輪場 

・駐輪場を造って欲しい。 

・駐輪場にしてほしい 

・駐輪場として利用できたらいいと思います 

・無料の自転車置き場にしてほしい 

・無料駐輪場 

・最近は駅周辺で自転車利用が増えているように感じるので、月極でも時間制でもよいの

で、駐輪場があるとよいと思います。駐輪スペースを探すのに困ることが多いです。 

花壇も良いけどあまり見ている人がいない 駐輪場（一部）の方法もあるかも 

・駐輪場にすると良い。 

・無料の駐輪場 

・自転車置場 

・通勤、通学の方の為の月極駐輪場並びに格安での時間貸し駐輪場 

 

４．その他の公共施設としての利用 

・市民の教育向上のために新しい図書館をつくってほしい 

・災害時の食料、備品の備蓄施設と避難場所に当てると良いと思います。 

・福祉施設として利用し、軽食・喫茶の出来る市民の負担にならない憩いの場として使用

する施設が、駅前にあると良いと思います。 

・働く母からすれば、駅の近くのこの場所に保育園があれば、いいなぁと思うのではない

でしょうか。 

・文化施設があるといいのではないでしょうか。 

・図書館 

・スポーツができる広場へ。例えばビーチバレーコートやミニサッカーコート等 

・意見いってもどうせとおらない こまバスなんていつもカラで動いているのを見ると頭

にくる狛江なんてせまい所なんだからなんであんなバスが必要なのか特に北側税金のムダ

だと思う 三角地も税金のムダ 狛江市はムダが多い 足りないから保育園にすればいい
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のに 

・建築物が可能であれば、保育施設が、一番利用価値が高いと思います。地下の駐場との

兼い合いで？があります。 

・老人福祉、障害者福祉センター設置！高齢者住宅、老人ホーム待機解消！お願いします。 

・老人、子供、妊婦、子連れの主婦等の為のコーナー設置 風雨激しいとき等の利便 

・狛江駅の付近でトイレの存在を訪ねられたら、何処にあるでしょうか。エコルマか駅構

内しか無いと思いますが。公衆トイレがあってくれればと私は思います 

・児童館ができたら嬉しいです。岩戸も和泉も交通の便がよくないので。 

・調布警察署の分室を作って欲しい。 

・保育園（待期児童の多い０、１、２才児用など） 

・駅前の地の利を生かして、公共的なもの、例えば １．図書館 ２．狛江市の案内所等 

・保育園 

・防災用倉庫等 

・絵手紙のまちとして特化できるアンテナショップ・体験コーナー 図書館等文化施設を

強く要望したい。（狛江の図書館は２６市のなかでも貧弱と思われます） 

・スポーツ用のグラウンド 駅から近いので利用しやすく（他地域の人も）活気が出るか

と思う 

・地上にトイレを設置して下さい 

・駅北口を出て（南口もだが）タクシー・バスの乗り入れ、発着の多い場所なのにトイレ

が見当らない（どこかに出来ていたらご免なさい）広場として残し、その中に、車いす、

赤ちゃん連れにもやさしいトイレが出来たらとおもう 場所てきにも交番があり安心して

利用できるとおもうので 

・あいとぴあの場所がとても不便なので、この土地にビルを建てて、あいとぴあを移転さ

せるとよいと思う。 

・認可保育園の建設（認証でもいい） 

・狛江は成城等の土地より、低い位置にあるので、大地震の時の津波、（海から多摩川に流

れこむ水）、台風の折の水害の非害等、心配なので、非難出来る建物が少しでも多くある事

を望みます。周囲から見て、あまり良くないかも知れませんが、身の安心の為第一号とし

てその施設の設置を望みます。 

・長時間あずかってもらえる保育園、と小学生も安心して、居ることのできる場所 

・図書館（夜遅くまでやっている）スポーツ施設（ヨガとかバレエ）等を習えるような あ

いとぴあセンターみたいな施設（あいとぴあが少し遠いから）（赤ちゃんの検診とか、その

他集まりそう） 

・保育園や学童保育等の子育ての場所になったらよい。 

・花壇よりも、狛江駅前の一等地なので、多くの市民が利用出来る様な施設（ＥＸ、図書

館＋喫茶店（カフェ）＋保育所の複合施設）を希望します。 
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・トイレをつくってほしい。 

・待機児童を解消するため、０～２才児を対象とした認可保育所を建設すべきであると考

えます。また、延長保育の対応をしなければ意味がありません。※本当は幼稚園が長時間

の延長保育を行う方がより良い。 

・各種の情報や狛江市の文化、観光案内をしてくれる施設（狛江市内イラスト地図（大看

板）、病院、保育園、小・中・高校などの所在地、インフォメーション、介護施設の所在地、

調布、世田谷方面への案内等）※市外から来られた人がここで情報や道案内が得られる。 

・貴重な財産でしかも利用価値が大きいと思われる。市民の交流の場として活用したいも

のだ。（１）狛江特産（物産品）展示 （２）住民の交流の場として活用する。 

図書館の設立は？又、身障者用の駐車場（エコルマや西友跡の駐車場は高価すぎる為長い

間駐車出来ないので割安で駐車出来る場所にして欲しい（地下等） 

・保育園の設置 

・休けいできる施設。簡易的なものでもいいので、座る所とトイレがあるとうれしいです。

ＯＸや駅にトイレはありますが、わざわざ行かなくてもいいように、作って欲しいです。

公衆トイレではなくて休けい施設をお願いしたいです。 

・「絵てがみ館」を作り、市民のコミュニィティの場にしたらよいと思う。狛江の目玉とな

るものがあるとよい。 

・保育所の設置は？駅に近く子供達の保育所として、便利です。 

 

５．商業施設としての利用 

・プレハブの店を作ってほしい。誰れでも借りて自分の不用品や（新品も）その他使わな

くなった物を売りにだす。（フリーマーケットのようなもの） 

・温泉若くはスパ施設。 

・やはり商業施設でしょう！！小田急の駅ビルは、何といってもダサイ！！このダサイイ

メージを払拭するためにも、狛江駅に降りるような、商業施設が必要。「しまむら」ができ

ましたが、やはりココは「ユニクロ」に来てほしかった。どのくらいの大きさかわかりま

せんが、駅前には、小田急ＯＸ以外の、充実した、安心、安全な、スーパーが必要だと思

います。小さなスペースなら、スタバ（二子玉にある、お酒や食事のできるスタバ）のよ

うな、カフェ。 

・ゲームセンターを誘致する。ボーリング場をつくる。カラオケをつくる。 

ショッピングモールのような施設になったらうれしいです。 

・いろいろなレストランが入ったビルなど。 

・１００円ショップあるのかしら‥‥仙川や成城まで行かなくても‥‥もう少し飲食店が

‥‥ 

・ショッピングモール／飲食店が多く入った施設 

・電気、パソコン、家具などの大型店もしくは映画館 
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・店ができると便利だと思う。 

・駅前の一等地がなぜ活用されていないか不思議です。駅前の活性化のために商業施設を

建ててほしいです。 

・（町の駅）アンテナショップ（高令・障害・農・商業・地域の活性化の為の協働事業とし

て）の設立。 

・スーパーや本屋などお店ができてほしい。 

・スーパー等の商業施設 

・商業施設誘致 

・狛江市の地産、農産、名産品の総合販売センター等。 

・屋台村を作ってほしい。 

・地産地消を大きく取り入れた認識向上のための施設や販売所を新設すべきと思います。 

・商店街らしき活気のあの施設、飲食店がほしい 

・狛江産の農産物・花の販売。その農作物を使ったレストラン等の出店 

・民間に委ね、商業施設にしてよい 

・狛江は店が少ないので、ショッピングセンターが出来るとよい。 

ラーメン博物館 屋内プール スケートリンク 小劇場 映画館 市営の小中学生の学習

塾 

・駅前であることで、商業ビル（飲食店や…）になってほしい。レストラン、喫茶店が駅

まわりにないので。上階にイベント会場（展示会場、画廊など）安く借りれる場。を造っ

てほしい。 

・喫茶店が狛江には１～２件しかないので作って下さい 

・姉妹都市の、アンテナショップみたいなものがあったら。 

・常設物産展（狛江市産、野菜等の常時販売） 

・ユニクロ、スーパーマーケット（ＯＫストア）など商業施設が欲しい。駅前広場なんて

絶対反対！！何の意味もない。大規模商業施設が乏しくて恥しい！！自慢できるものが何

もない。シマムラができても誰も喜んでない！！！（年齢層が限られているから） 

家電量販店やユニクロ等が入った建物があれば夢のようですね！電車利用だと新宿・町田

が近いのかな？間の狛江辺りに出来れば人は集まるかな？。ただ急行は停まらないからな

ぁ… 

・子供の物など買える商業施設など作って欲しい（本屋、衣服、日常雑貨など） 

・Ｂ級屋台、駅前に活気がない 

・商業施設で、小さい子供と一緒に食事ができる場所も作ってほしい。 

・大型商業施設 

・１００円ショップ、ダイソーなど。狛江には、１００円ショップがないので１００円シ

ョップと、定食屋など、せっかくなので、お祭りとかだけでなく、フードコートみたいな、・

１００円ショップなど気がるに入れる店をつくる。 
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・狛江市民が使用できるジム（月会費ではなく１回いくらというチケット制／成城コルテ

ィならぬ狛江コルティ／映画館（ミニシアター） 

・狛江市で生産されて野菜中心の販売が常設されるとよいと思う 

・北口には以前駅前に八百屋、魚屋等毎日利用する店が有ったが今はＯＸのみで、しかも

価格が他のスーパーに比べて高い。北口付近の活性化の為に八百屋、魚屋等が営める施設

を作ったらと思う 

・もう少しにぎわい、活性化も必要。（おしゃれなお店を呼び込む、とか） 

・飲食店を含む商業ビル（知名度のある店を入れた） 

・商業ビルを建てる。 

・狛江唯一の人が集まる地域なので、もっと商業施設を集めた方がよいです。／商業施設

が良いと思います。（飲食店、デパ地下のような店、スーパー、ＩＫＥＡ）狛江付近の住民

もこられるような（集客できる）魅力あるお店のラインナップ／小田急ＯＸ等も活性化さ

れると思います。市の財政にも役立ちます。／小田急線の快速をとめてほしい！ 

・商業施設にしてはどうか？（駅前一等地なので） 

・商業施設 

・大型ショッピングセンター 

・商業施設は無理なんでしょうか。狛江の駅前寂しすぎます。 

・商業複合施設、ビルテナント、屋上レジャー、サウナ、風呂 

・三鷹のコラルや吉祥寺のロンロンのようなビル、高層マンション 

・①ミニ道の駅を作ったらと思います。②レストランとかもよいかと思います。 

・小店舗を作れば通行人やバス待ちの人がくつろげる、ちょっとした買物が出来ると思い

ます 

・スーパーの建設 

・お店を誘致する。 

・多目的大型施設 

・ハコモノではなく、かつ集客力のある施設が望ましい。例えば屋外音楽スペースなど。

あるいは民間主導で飲食店が集合したビルを建設するなど。いずれにしても、多額の税金

を投入すべきではない。 

・一等地としては淋しい現状であり、人の集まる商業施設が望ましいと思う。 

・全国チェーンのスーパー誘致 イオン、イトーヨーカドー、西友 

・小売店の出店 

・スーパーで大形のオーチで何でも有るスーパがほしい ビルなら、上をコーヒー店とか

食事の出来る、手頃なサイゼリアなど有ればたすかります。 

・駅周辺にはこれといったお店がないように思います。カフェや、そば屋、もともと狛江

にある絵手紙屋さん、おしゃれなお店、リサイクル店（何んでも）ラーメン屋。市が協力

してもうけ優先ではなくおいしい物があり、わくわくする気分にさせる場所になったらう
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れしいです。 

・ショッピングモールができてほしい。無印良品など入ってほしい…。 

・くつろげるお店（カフェ系）などの誘致 

・ショッピングセンターにする 

・商業ビルの建設をし、舗道には、屋根もしくは連絡通路の設置。ＯＸビルだけの独占商

業ビルのみではなく活性化、パチンコ屋や飲食店、のみ屋なども含め近商地区にあの広さ

の無意味な花だん、もう狛江は田舎と言わせない 

・狛江駅前には、ドラッグストアばかりで、飲食店があまりありません。せっかく、エコ

ルマホールがあるのに、ホールの人達が、食事をするところがない様子で、お寺さんを利

用される方々も同様に、「どこか、食事をするお店は、ありませんか？」と尋ねられます。

なので、ご年配の方も、黒の喪服で、ドーナツ屋さんや、マックに団体で入っていらっし

ゃるのを良く目にします。おそばと言っても箱根そばしかありません。他のＪＲ等の駅で

は、そこそこ、色々な飲食店が、駅のまわりに揃っています。市役所の隣には、大きなマ

ンションができ近くにＯＸがメインで１つしかないので、急に、レジも混んでいる状況で

す。世帯数も昔と違って、増え、もう少し飲食店が、駅近く（駅前三角地）、高架下等にあ

っても良いのではないでしょうか。また、先程、お話ししましたように、人口もかなり増

え、スーパーの他に、お惣菜屋さんが、もう少し何軒か出店して頂けると助かります。今

は、駅前の「こっじき鶏肉店」やＯＸ１Ｆの中華等のお惣菜が、主で、もっと、仕事帰り

に、「おかず」が駅前で買って帰れるような「狛江」もう少し、便利な「狛江」であると大

変有り難いと思います。 

・カフェ（禁煙の） 

・年れいのせいか日常の買いものにユニディとかエコルマのエスカレーターはちょっとと

考えます 食量はスーパーがありますが近くに金物店などないので不便に感じます お花

もよいのですが個人のお店が少なくなりました 勝手な考えでしょうか？ 

・手軽なレストランが入るとよい 

・電化製品が買える施設 

・広場にお店（店舗）を作り、そのスペースを出店したいお店や個人に期間限定の出店と

して貸し出す。その操り返しで様々なショップに次々と出店してもらったら良いと思いま

す。 

・レストラン等が入ったショッピングビルがあればよいと思います 

・商業施設（大きいスーパー）があると嬉しいです。 

・カフェなどの休憩できる場所（駅前にカフェが少ないので） 

・小田急と連係して、レストラン等が入ったビルの建設。（飲食店が、少ない） 

・スターバックス ステージ 

・商業施設の建設 

・複合商業施設として、業者の誘置をはかるべき ・加えて、一角に狛江のシンボルとな
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るモニュメントを制作すべき。 

・商業施設の誘致 

・屋台村、起業スペースなど 

 

 

６．複数利用・多目的利用・その他の利用等 

・イベントホール、貸しスタジオとかあったらいい。 

・商業施設ビル スポーツクラブ 保育園 

・商業ビル（本屋、飲食、保育園）と、子供達が遊べる芝生や遊具、噴水など。 

・畑でも作ったらどうでしょう 

・足湯を作くって皆でコミュニケーションを取れる場所スナック菓子等のテントで食べる

スペースがあるともっと良いと思う。 

・オープンテラスのきっさてん。時間で入場料制？本だなを１つおいていらないけどきれ

いで誰かに読ませたい本の交換。公園・のみの市（マルシェ？）。アスレチック。トラック

（昇降台でステップ）バスケットコート。 

・公園 イベントスペース 

・駐輪場を作る。コインパーキングを作る。公園を作る。 

・お年よりも子供たちも年令問わずふれあえるスペース。オープン形式の建物があったら

いいなー。 

・駅前の一等地であり、もっと有効活用してほしい。イベント会場等も設け人々が集まる

工夫がほしい。／魅力のある商業施設を誘置し、街の活性化を図ってほしい。（調布市に比

べ買物が不便で見落りする） 

・駐輪場、福祉施設（障害のある方が作業したりして過ごせるような施設）（特に若い人達） 

・地下駐輪場（駅に直結）・多目的広場（イベント等）・時計台（オブジェ的なもの）（地上）・

公園 

・あいとぴあ（緊急病院）や市民が利用できる体育館が駅の近くにあったら助かります。

商業施設も狛江は少ないので商業施設もあったら嬉しいです。 

・公園、フリーマーケット等イベント（アクセスの良さを生かす）※喫煙スペースが近す

ぎる 

・子供がボール遊び、走りまわれる公園／自転車置場 

・バス、タクシー、プールの拡大用地として利用 

・保育・あずかり等の施設 図書館（今の使い方は、全く無意味に感じます。） 

・商業施設、スポーツジム、スーパー銭湯 

・図書館、市民イベントスペースを中心とした複合商業施設を作って欲しい。 

・市民同士のコミュニケーションをとれる雑談スペース 

・防災用地としての活用。 
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・イベント、フリーマーケット、公園、避難所 

・公園（遊具あり） トイレ イベントスペース 

・公園、花壇スペース、屋外ステージなどの広場で良いのでは。 

・駐輪場、イベント広場 

・電気屋などを作っても駅前なので人が入りやすいと思われるが逆に、図書館にしても行

きやすくてよいと思う。（狛江のは、古くてあまり行きたいとは思えない図書館なので‥） 

・駐輪場／飲食店／公園／保育園 

・駐輪場にして開放 

・狛江の名所・名跡などの説明看板を設置したり、平日～休日に、フリーマーケットなど

を開催するスペースにしてはどうか。（場所代を取り） 狛江は東京の人からもあまりにも

知名度が低いので、人を外部から呼べるように。 

・トイレ 自転車置場 

・駅前に立った時、おしゃれ感が全くない。おしゃれなビルが建つといいと思います。夜

にはオレンジ系のあたたかい灯の店が良い。 

・車の駐車地があるとよい。買物をその場でしたい時の為 

・市が管理運営する建物を建てゝもらいそこに文化的な施設を充実させてほしい。唯一絵

手紙発祥の地と云われるところから全国にアッピールするべし 町興しの為のさろん等の

併設をしてほしい 他市から人を呼び込む対策を考えてほしい 

・特養・保育園などの複合施設 イベント広場、子どものための芝生広場 児童公園 

・①建物を建てるなら低層のものを。又一部分だけ、角は緑の空間で残す。②自由に出入

り出来る空間、一寸座れる場所。③市民参加の静かな催事。時には中学校の音楽演奏とか

あってもよい。④緑のある小公園と待合せのできる椅子。大きい物は要らない。 

・子供が安全に遊べる公園ｏｒイベントスペースｏｒアスレチック 

・一部をドックランにしてまわりにはベンチを作って市民の交流の場のような場所にでき

るといいのではないか。 

・狛江市を宣伝するような施設がなるとよい。／特産日の紹介。／狛江市の街を紹介など 

・飲食店を含む商業ビルを建築し、もっと人が集まるようにして欲しい。又、上層部分に

は中央図書館を移転拡大して！！ 

・ビル建てて（銀行から借入し、賃貸する）１階（タリーズかスタバ）、２階保育園 ３階・

４階）老人ホーム（エレベーターつける）５・６階映画館 屋上 ソーラーパネル、東電

に電気を売る。 

・現在は保育園の子供たちの遊び場になっているようだが、走り回ったりするのに花壇が

じゃまな様である。花壇はいらないのではと思う。災害時に利用したりするかもしれない

のでこういった予備の土地があっても良いのではないか。マンションとかにはなってほし

くない。 

・狛江の特産品を植える 例）えだまめなど 
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・市内を活性化する為のイベント施設やスポーツ施設、屋外音楽施設ｅｔｃ完備が必要 

・まともな図書館、保健所、中学校給食センターなど狛江に無い施設をつくる。 

・公園、保育園 

・①花の咲く紅葉樹を植えて、冬は暖かく光のさす公園ベンチを置き、又バラの花等植え

て市民のいこいの場所が良いのではと思います。②又、新鮮なお野菜を売るマーケット等

も考えています。 

・小学生がボールを使って遊べるグラウンド。（ボールが外へ出ないよう高いフェンスで囲

むなど安全の配慮が必要）・自転車の無料置き場 

・長い間どうして放置されているのか不可解、不適切と考えます。駅前広場に圧倒的に欠

けているのはにぎわい、広場に面して店舗がなさすぎ、寂しく利便性、魅力に欠けます。

原則は商業施設ですが、狛江の「道の駅」的なことを提案します。狛江の農産物、特産を

集め、２階は食事空間が適接と考えます。（緑地や駐輪場にするとは都市的魅力を損なう）

緑地としては広場南側の緑地を開放し生かすことが適切 

・小学校の授業に使う。 

・公園 イベントステージ 駐輪場 

・駐輪場が足りないので、ちょうど良い場所だと思います。公園と駐輪場を作る。（ビルに

する） 

・お迎えの車等の駐停車場所 

・昔の様に緑を増やして欲しいです。 

・①商業スペースとしてお店が出来るとにぎやかになると思う。地下に駐輪所スペースに

して、駅前にあふれる自転車対策になると思う。上階には、市民が集まれるフリースペー

スをもうけるのはどうか？ ②図書館建設、カフェも併設されているとなお良い。 

・①花だんを活かしつつ…スターバックスをつくる。（バスの利用者にうれしい） ②子ど

もをあずかってくれる施設をたてる。駅まえで便利。 

・公園、スポーツジム 体育館、温泉施設のようなもの。カルチャースクールのような。

畑。 

・市が主導でレンタル自転車の運営等を考えては ボランティアで運営する等も。 

・保育施設の誘置。ショッピングセンターやコンビニの設置。 

・マルシェ＋飲食（テント）→市内飲食テナント 休日は必ず設置して定着させる 広域

からも誘客させたい 

・駅前立地を活した温浴施設（平日会社帰りにも利用可能） 

狛江には、体育館ぐらいしか体を動かすところがないと思いますのでジムのような施設を

誘致していただけると嬉しいです。 

・商業施設とした方が良い。もしくは駐輪場。 

・駐輪場／遊具がいっぱいある公園／ＯＫストアー並みの安さがうりのスーパー／スポー

ツジム（狛江市民はタダ！）／ラク婚向けの結婚式場／２４時間受け入れ可能の医療施設
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／スーパー銭湯（フードコートありでここでは狛江でしか食べられない食べ物を提供する）

／このうちのどれか。または複合施設！！ 

・中央部に花だんがあることでより狭く感じ利用方法も少なくなってしまうと思うので、

花だんなどの植物は外側内側は何でもできるようにシンプルでよいと思います 

・立体式駐輪場と花壇の共用として、利便性と文化活動の協存場所として整備してほしい。

（駅前の自転車置き場は足りてるのか？） 

・狛江市内にセレモニー会館の建設を強く要望します。理由として、現在、私の近所の狛

江市民は、狛江市内にセレモニー会館が無い為、わざわざ調布のセレモニー会館を利用し

ており、非常に困っている状況ですので、ご検討いただきたく宜しくお願い致します。 

・①街かど図書館（夜間９時まで開館）委託（民間） ②住民票や各種証明書の自動交付

機（夜間９時まで） 

・商業施設（狛江アンテナショップ等）・足湯など休憩施設 

・子育て世帯が集まるカフェ、子育て広場公園などができてほしい 既存の施設は少し不

便なところにあると思う。 

・商業施設が入ると使利ですが、難しいようなら公園として整備するのがいいかと、現状

では入っていいのかだめなのかわかりにくいです イベントスペースでもいいですね。フ

リーマーケットとか 

・半分を花壇、半分を自転車置場にしたらどうでしょうか。 

・幼児やお母様方の社交の場に開放してほしい。交番も近いし安心です。 

・もう少し賑やかになるように市でオープンカフェなどやってみたらおもしろいかも（土・

日辺り） 

・こども動物園（ウサギやモルモット、ヤギ、ヒツジ、アルパカなど）狛江は近くに動物

園がないので、子供は喜ぶと思います。 

・駐輪場ｏｒ花壇（ゆとりの広場） 

・日本キリスト教団狛江教会が会堂を新しくするため、土地をさがしています。ぜひ利用

させていただきたく思います。ビルを建設し、その一角でも結構です。 

・狛江駅近辺には「ベンチ」が一つもなくちょっと休みたくてもすわれる所がなく困って

います。 

・絵手紙等のミニ展示場 

・駐輪場／送迎のための車の停車場（ロータリーに多すぎる） 

・現状の利用に保育園児の遊び場としての利用があるようなので、それは、妨げないよう

に、配慮しつつ、市が運営する、又は、業者に委託する。カフェ（スタバなど、上野公園

にあるような）があるといいと思います。そこで、狛江の産物（枝豆のお菓子や、地野菜）

の直売、を、おしゃれに行う。枝豆も、夏はアイスクリームにしたり、もっと若い人のニ

ーズにあった製品化を努める！！月に１～２回、野菜のマルシェ（市場）を開き、狛江野

菜をアピール、都心の飲食店にも知ってもらう…。又は、花を植えるだけではなく、ハー
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ブなどを栽培し→特産品にし、ハーブティなど販売するなど…。とにかく、少しおしゃれ

に活用＋利益を上げてほしい。 

・立体駐輪場、他市には、最新式の機械化された立体駐輪場がある。／保健センターのよ

うなもの（それに代わるもの）あいとぴあの場所はとても不便、健診、予防接種など乳幼

児が行き易い場所に作って欲しい。 

・こういう場所があったのか！つまり見過ごされた場所！もっと、狛江をアピールする、

発信するが必要では？立寄りたい場所にしてほしい！道の駅みたいな！狛江の案内所はど

こ！ 

・野菜を作って安く売る又は野菜作りが出来る場所として一般に貸し出す。 

・整備された公園とゆったりとした自転車駐輪場 

・敷地内に通路があると駅利用者が目に触れる機会が増えるかも知れません 

・高齢者、障害者が活動できる場に！就労できるお店や会社、内職を紹介できる施設。 

・有料駐輪場、できれば花壇のままで良い。 

・少人数ながら折々、当市観光‥…万葉歌碑が主か？……申の人の姿を見ますので、これ

らの人々のための一次的集合場所として整備・提供しては‥‥ 

・子供が遊べる公園 ・自由に参加出来る野菜畑 

・大型小売店、案内所、喫茶店、遊具無しの広場（公園）（喜多見駅のような大木のあるシ

ンボルのある広場） 駐輪場 

・駐輪場とイベントができる施設 

・温水プール、スーパー銭湯、図書館（自習室付き）（夜１０時まで） 

・￥１００駐輪場にして欲しいと思いますが、狛江市のイベントスペースとしての広場で

も良いと思う 

・広場全部とは、云いませんが半分程は自転車置場（有料）に整備／花壇を長くして見て

いる人や、見に来る人が少ない為に‥‥ 

・花壇で咲いた花が摘める（お金払って）イベントがあるといいのではないでしょうか 

あんてなｓｈｏｐをつくり、各ＭＡＰや割引クーポンをおく 又、そこにレンタルサイク

ルをつくり市内観光や多摩川さんぽに利用してもらう。はたらく人はシルバーセンターの

人などつかう 

・広場内にカフェブース等、座って落ちつける所があると良いと思う。 

・市民が安い料金で利用出来るスポーツ施設があると嬉しいです。 

・広場内を眺めながらくつろげるカフェ ・ゆったりとした遊具のある公園 

・交番の移設、地下駐車場の移設等、駅前の一等地なので総合的に考えて、商業施設、公

共施設、子育て施設、健康施設など、多くの人に利用してもらえるようにしてほしい。 

市民だけを対象にするとその先が広がらないと思うので都心から来る人向けの農業体験施

設。有料で、ちょっとオシャレに見える様に畑を作ってカフェの様な感じで試食もできた

ら家族づれが散歩などで来やすいと思う 
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・調布駅前にあるような公園があるといいと思います。・買い物に疲れた主婦が一休みでき

る、小さなスペース（駅のホームにあるような→少し涼しい。）があると良い。そこに狛江

を舞台にした映画の「無能の人」「ソラニン」「純喫茶磯部」（ＴＶ）「岸辺のアルバム」紹

介とか、川遊び、船宿があった頃の風景のパネルなど。 

・商業施設を立てる。（ユニクロ、無印良品がテナント）／遊具のある公園にする 

・有料のフットサル場。はいかがでしょうか？駐輪場（無料の） 

・商業施設、フットサルコート 

・市民憩の場や待ち合わせ場所としてのオープンカフェ（安価な） 

・夜はイルミネーション他があると楽しめると思います 

・スポーツクラブ 

・駅のロータリー内に一般車の一時、駐車スペースを作ってほしいです。（乗降の為の短時

間駐車） 

・商業施設と高齢者、障害者、保育などの複合施設。自然に交流し、町の人達とも溶けこ

めるような、非隔離施設。／プチイベントスペース。エコルマとは異なる内容のもの。（商

業ベースのもの？）／非常時に活用できる設備 

・フットサル会場、もしくはイベント会場 

・休憩施設の充実（日よけ、ベンチの設置） 公衆トイレがあるとなお良し。又は、自転

車置き場を拡大する。 

・ドッグラン 

・防災対策の一環として活用 

・ムダなスペースでしかない。ビルを立てるか、ようちえんでも作って。 

・冒険遊び場としての利用！子どもの遊び場、居場所づくり 

・子供が遊べる公園又は、ゲートボール場 

・コンビニエンス・ストア（セブン－イレブン） 子供の室内あそび場 

・該当箇所は土地も狭く地型も悪いので大きな建造物は不向きと考えます 私たまたまテ

レビを見ていましたところ、子供の図書館、鉄道博物館等の番組の話をされていました。

いいなと感じました 

・駅近くの保育施設の子供達が園庭のように遊べるよう土や水のある遊び場にして欲しい。

川崎市夢パークのような湧き水を活用した池のある公園スペースと、カフェ利用者でなく

ても使用できる屋根のあるテラス席、建物をたてるなら調布すこやかのような子供のため

の施設を。岩戸児童センターは遠過ぎ。 

・地下が駐輪場で、１階から上は、フードコートみたいな感じでパチンコ屋とかを誘致す

れば良いのでは？私は、パチンコなどしないのですが、無理なんですかね？と思ったんで

すが、ぜったい無理なんで芝生の公園ですね。ベンチがあって、保育園の子供達が安心し

て遊べるスペースを作るのが一番良いです。何作ってもダメなんで、公園です。 

・半分駐輪場／半分遊具のある公園 
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・起業したいけど店舗をかまえるまでいかない人にスペースを安く貸してためせる場所を

作ったらいいと思う。 

・市内や近隣からも人を呼び込めるような、狛江を代表する施設。例えば、泉龍寺をベー

スにした、「Ｄｒａｇｏｎ Ｐａｒｋ」。Ｃａｆｅやショップで、泉龍寺をモチーフにした

コンテンツとともに、ストーリーを開発。名所にする等‥‥ 

・無料駐輪場などにして欲しい。また、図書館集会場などももっと整備すべきで活用して

欲しい 

・市民のいこいの場になるように、六本木ヒルズの毛利庭園や、ミッドタウン裏の芝公園

にするか、江東区にあるような、シャレオツな公民館にして、サークル活動や、子供イベ

ント、クリスマス会、お祭り等、駅前の利便性を最大限に売りにした方が良い。 

・ビオトープ／朝市（直産品）／アートイベント／足湯 

・市民農園とか、公園 

・公園やはじの方にドックランがあると良い。 

・室内公園 

・ドッグラン広場 

 

 

７．現状維持の要望 

・今のままで良い、理由、小さい子供が自然とふれ合え、お年寄の手入れが出来るから 

・今のままで良いと思います 

・今のまゝにして花壇の花を増やしたりして、見通しの良い場所にしておく。建物を造る

必要はないと思います。 

・現状のままでいいです。 

・現状維持が望ましいと思う 

・何も作らない方がいい。 

・現在のままでよい 

・保育園児達が遊んだりしていてそのままで良いと思います。 

・そのままでいいと思います。保育園の子達の遊び場所に。 

・今のままで良いと思います。 

・現在のまゝで四季の花々が色とりどりに咲いていると散歩してても癒やされるので、こ

のまゝ続けて下さい。 

・畑がなくなり、マンションも多く建っているので、貴重な広場と思います。しばらく、

現状のままで良いと思います。 

・現在のまま 

・今まで通りでいいと思います。ゆったりした空間があっていいのです。建物など建てな

いでほしいです。植物を増やすのはいいと思います。 
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・現在の花壇のまゝでよいと思います。 

 

 

８．その他 

・周りを囲む緑のフェンスが中に入りにくくしているように思われます 

・この場所については何年も前から意見を募ったりしてたと思いますが、何故今迄具体化

されないのかと思っておりました。市民の意見が、どのくらい汲みあげられのか、市の意

向も知らされたらいいのですが。 

・快適な広場にしたいなら、タバコの灰皿スペースを遠ざけるのが先。それ無しに「何に

使えるか？」と聞かれても「使えない」としか言えない。 

・市民の為になる場所になってほしいです。 

・のどかな雰囲気で良いと思います。 

・案内がないため、自由に入っていいスペースなのかどうか分からないため、入りやすい

ように看板を立てるようにしたらいいと思います。 

・「広場」としての利用だけなのでしょうか？商業施設は建たないのでしょうか？ 

・三角地へ行ったことがないので分かりませんが駅前でもあり多種に活用できるといいで

す。 

・スペースが狭すぎる 

・こちらに越して来て８年位になりますが、この土地のことは全く気が付きませんでした。 

・狛江駅は利用する機会が少ないため、現状が分りません。市の所有地であれば、利用方

法も含めた民活コンペ等行なったらいかがでしょう。 

・自家用車が、送迎でローターリー内に入るのを禁止して欲しい。路線バスの走行に迷惑

している。 

・問とは別の問題ではありますが…駅前広場や和泉多摩川駅のハトのフンについて心配し

ています。ハトのフンは有害だそうです。以前知人の子供がハトのフンが原因で死亡した

と聞きました。ハトにエサをあげている人も見かけますが、禁止にしてハトがこないよう

にしていただきたいと思っています。特に小さい子供さんがハトに近づいているのを見る

とゾッとします。（理由を明示し、理解していただくようにしていただきたいです。） 

・駅前の三角地は、空地のイメージが強い。花壇にしても中途半端な気がする。公共施設

を作る計画をもう一度見直して欲しい。 

・みんなが賛成出来るような利用方法が出るまでいそがないで待つ 

・①、年配者の社交場の設置 （理由）→年配者で再就職も終了し自宅で、モヤモヤと目

的もなく過ごしている老人が多いと思う。気軽に利用出来る施設を希望します。（老人クラ

ブも受け入れられない、歌やおどり等のグループにも入れない老人には） 

・入って良いのか悪いのかずっと謎でした。思いつかないけれど、なんとかしてほしいで

す。フェンス（網）が異様。 
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・花壇をいつだれが整備してくれているのかわからない。 

・狛江市としての提案は何ですか？考えは無いのですか？狛江駅の北口は、狛江の中心部

といっても過言ではないと思うが、非常に活気が無く、殺風景だ。都市計画が分からない。

法人もそうだが、住民も減っていく 

・花壇がじゃまで小どもが、ボールあそびができなくなりました。 

・駅前にこれ程広い所はないので、慎重の上に慎重を期して利活用を図って頂きたい。 

・現状は小汚いの一語につきる。何よりも清潔感のある施設として活用して欲しい。具体

的には残念ながらない。 

・売却して市の財政の足しにすれば良い。市の財政が厳しいなら無駄に土地を保有してい

なくても良いでしょう。維持管理にさらにお金がかかっているならなおさらです。 

・現在のままでは、もったいないと思っていました。が、建物を立てるにしても低層の物

をお願い致します。緊急時の配慮を…。災害時には狛江は被害が少ない町となれば良いと

思う。 
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16)市内で買い物をする際に、不便を感じている点について（自由記述） 

 

下記のとおり利用方法・要望が寄せられた。利用方法の中心的内容によって整理している

が、長文の場合は要約のうえ分類し、記載しているものもある。また、内容が複数の分類

にまたがっている場合は、中心的内容により分類を行った。 

 

１．商業施設へのアクセス、駐輪・駐車場所についての意見 

・子供をつれて、買い物にこまバスを使っていますが、便数がもう少しあるとありがたい

です。また、ベビーカーで入れる店が限られているように感じます。 

・自転車おきばがすくない市民には駐輪代やすくしてほしい。老齢化で若者だけでなく年

配者のための道路（歩くための）車イスでもうごけるスペースをつくってほしい。 

・自転車で買い物に行く事が多いが駅前は買い物客以外の方も駐輪場を利用するので駐輪

できない事がある。 

・喜多見駅、狛江駅周辺でないと買物が出来ない。從って徒歩での買物では荷物が多く、

又重いので老人にはつらい。近くに商業施設などがあれば良い。 

・ホームセンター（ユニディ）へ行くのに最寄りのバス停が遠くて不便。車も自転車も持

ってないので、行きづらいです。 

・駐輪場 

・駐輪場が少ない 

・駐輪場の価格設定が高いと感じている。無料の駐輪場を増やして欲しい。 

・狛江駅前の駐輪場の使い勝手が悪い。 

・自転車置き場がせまい（少ない） 

・自転車駐輪場が少い。 

・駅の近くは駐輪スペースが少ないので買い物をせずに帰えってくることもある 

・自転車置き場が少ない。 

・自転車をとめる場所をもう少し確保してほしい 駅前パーキングが無料になる店舗をふ

やしてほしい 

・自転車を駐輪する場所（無料）が少ないように感じます。小さな各店舗ごとの設置は難

しいと思いますので、商店会毎や地域毎に買い物客専用の無料駐輪場の確保が必要ではな

いでしょうか。 

・買い物をすると荷物が重いので自転車を利用しています。レーンのある所だと出し入れ

が大変なのでそうゆう所はなるべくさけるようにしています 

・狛江のはずれにおりますので大変冬は不便です 必需品の不可決の自転車の駐輪場のし

くみ何とかなりませんでしょうか。重い自転車を上段にはめるのはｏｒ２Ｆにもっていく

のは、しんどくなってきました。 

・駐車場が無い事。 
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・年をとって自転車に乗れないので荷物を持って家に帰るのが大変です 路線バスをもう

少しつかえるようにして下さい 切におねがいします ハイタウンの近くにコンビニを… 

・国領と西和泉、ヨーカ堂を結ぶミニバスの巡行。 

・狛江駅を含め、ミニバス路線の充実が求められる。 

・駅付近の駐輪場が満車の場合、置き場に困ります。 

・市内循環バスのルートがＡコース・Ｂコースとなっている方が利用しやすい！！１コー

ス廻りだと遠廻りになり、不便で時間のロスにもなる！！ 

・狛江駅周辺の買物の時、店の前に駐輪できず、指定の駐輪スペースまで行かないといけ

ないのが、面倒。 

・駐車場がない。 

・駐輪場が少ない（無料の） 駅前等は特に‥ 

・自転車置き場の（㊤）（㊦）とわかれているもの。台数は沢山入ってよいのだが、老人に

は㊤段は出し入れが大変。また、電動のママチャリも重く大変と聞いた。係の人がきちん

といてほしい。（または、いてもあいそが悪い人も多い） 

・駐輪（車）場が少ない。子どもといっしょに買い物できる店がない。（アリオ橋本のよう

な） 

・自転車を無料でとめられる所が少ない。 

・ロータリーが狭い。車で送ってもらうとき、一時的でも駐停車するのが不便で危険 駐

車料金を２０００円で２時間無料より安くしてほしい。 

・駐輪スペースももっとほしい。 

・日頃買物は、どうしても車になりがち、車で行ける所は限られてしまう。不便はやはり、 

・駅前迄行けば日常生活には殆ど事欠く事はありません。只、個人の商店がなく駅前迄行

かなくてはならないので年を取った私には、現在は何も困る事はありませんが年を重ねる

毎にいつ迄駅前迄の買い物が出来るか、少々気がかりです。 

・狛江市の規模では、色々注文を出してもむりだと考えている。自分は駅に近いのでよい

が、遠い人は交通など色々注文があると思う。 

・自転車置場のスペースが少ない様に感じます。 

・国領のイトーヨーカドウでの買物が多いです。今のところ自動車の利用で不便を感じて

いませんが…‥。もっと高れいになると解りません。 

・自転車を止める場所が少ない点 ・買った品物を配送してもらえない点 ・夜の営業店

舗が少ない点 

・自転車置き場が満たん。行きたい所から離れた場所に置かなくてはならない 

・駐輪場 

・自転車置き場の（㊤）（㊦）とわかれているもの。台数は沢山入ってよいのだが、老人に

は㊤段は出し入れが大変。また、電動のママチャリも重く大変と聞いた。係の人がきちん

といてほしい。（または、いてもあいそが悪い人も多い）・自転車置き場の（㊤）（㊦）とわ
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かれているもの。台数は沢山入ってよいのだが、老人には㊤段は出し入れが大変。また、

電動のママチャリも重く大変と聞いた。係の人がきちんといてほしい。（または、いてもあ

いそが悪い人も多い）・自転車置き場の（㊤）（㊦）とわかれているもの。台数は沢山入っ

てよいのだが、老人には㊤段は出し入れが大変。また、電動のママチャリも重く大変と聞

いた。係の人がきちんといてほしい。（または、いてもあいそが悪い人も多い） 

・駐輪場が無く、不便（狛江駅前郵便局そばのサンドラッグやセイジョーなど）。有料の駐

輪・スペースも空いていない事が多い。 

・現在買い物難民になりつゝあります。“スーパー”や“コンビニ”までどうしても５００

ｍ以上あり、これから先のことを考えますと、お先まっくらです。（時代と共にこうなって

しまったのですが）何とか日用品が気軽に手に入る方法があればと切に願います。 

・岩戸南に住んでいる→はずれなので、と、利用が喜多見が多く狛江ｓｔが身近でない感

じです。今だに車の駐車場の利用した事がなく。駅周辺の利用があまり無いのが残念です。

もっと狛江を、知っていくより努力します。 

・猪方に住んでいるため、商業施設、商店が少なく不便。商店街等が活性化して欲しい。

ご老人や移動手段がない方が買物に困っている。 

・１．自転車を買物のために利用したさい、一時的に置く場所がなく、大変不便を感じて

いる。２．商業の沈滞を防ぐには、（イ）商店が互いに連けいして存在感を示す （ロ）店

を閉じることが、その商店街を暗くするので、店舗の施設を、極力、開放して人が集まる

ようにしたい。（ハ）素人による店舗利用法を考える。（ニ）高齢者社会に対応して、コミ

ュニケーションの場として活用。 

・いろんなものが足りていない気がする。その上散在している。となると調布や世田谷で

買い物をしようと考える。 

・駅前にスーパーが少ない 喜多見のサミットは品揃えも良くなく、不便である。競合店

を作ってほしい。 

・イトーヨーカ堂以外は、車椅子では行けないです 

・和泉多摩川は、狛江と異なり、お店がだんだん少なく、車のない老人には、とても住み

にくくなっています。 

・自転車や車を利用しないとアクセスできないので、ほとんど駅前の店しか利用できない 

・コマバスが１時間に１本しか運行が無い時間たい不便です 

・こまバスの本数を増やしてほしい 

・狛江から、登戸へいくのにバスがあったらべんりだと思う。 

・多摩川住宅より国領へ出るバスのべんが悪い。直接に行ける方法が何かないか？ 

・狛江市の南北をつなぐアクセスが今ひとつです。バスも乗りつぎがスムーズにできず。 

・狛江バス北と南まわりがあるが、時間がかかりすぎる。いろんな処を廻りすぎると思う、

もっとこきざみに駅までとか、そこから又のりかえて行くようにしたら良いのではないか。

本数を増やす必要がある。これからは老人が多いのだから。 
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・『こまバス』ですが、ちょっと遅れすぎだと思います。お年寄りがご利用されるので仕方

ないとは思いますが、もう少し時間のチヂミが…勝手な願いですが、『一中経由』のバス８

時前半バスを出して頂けると幸いです。 

・不便は感じてはおりません。狛江のコミニティーバスの乗場とかいまいちわかりません。

市の広報とかに載せせれるのでしょうが…。コミニティーバスを利用出来たら、買物はも

ちろん病院へ通院の際もこれまで以上に便利なのですが。 

・狛バス、水道道路バスをもう多く出して下さい 

・狛江の駅の周辺には行きません（高齢のため） 

・高令者が年々増加しており、足や腰の悪くなる人が夛くなり、大型バスよりコマバスの

走れる所が有り、停留所を夛くして、もらいたい次第ですが…（特に西泉地区夛摩川住宅

を含む）。 

・バス便が少なく、大型の日用品など買いに行くのに不便。飲食店が少く、食べにいくの

は成城まで行く事が多い。 

・駐車場が少ない。 

・駐車場スペースが少ない 欲しい物がない為新百合ヶ丘駅等に行く大型スーパー等がな

い 

・ＯＸの駐輪スペースが少ないため、ＯＸは利用していません。（ＯＸは値段が高い…）Ｏ

Ｘは、以前と比べて行きづらくなった。３階のしまむらは、いらないと思う（仙川にある

ので…）ＯＸの中の本屋が潰れてしまい、とてもショックを受けました。前の方が良かっ

た 

・自転車の置き場。郵便局と銀行の窓口マップが欲しい。 

・駐輪場 

・坂はないし、スーパーはあるし便利です。駐輪場をもっと広くしていただけると、あり

がたいです。ＯＸなどはもっとマメに手助けして欲しい。 

・自転車やバイクの置き場が少ない（無料） 

・駐輪場と駐車場が少なく不便。 

・自転車を置けるスペースを増やしてほしいです。 

・無料駐車場及び駐輪場の設置 

・駐車場、駐輪場が有料なので、一時間位は無料にすべき。 

・自転車を置く場所がない。いつも満車状態で店から遠い所に置きに行く気が起きない。 

・駐輪場の完備（無料） 

・自転車置場がせまい 

・自転車置場をもう少し増やしてほしい。 

・自転車置場。満車だったり、どこいってもお金をとられる。 

・駐車場のないお店が多い（ので、行ったことのないお店が多い） 

・駐車スペースがない。自転車置き場も少ない。 
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・駐輪場が不十分。雨の日にこまバスを利用する事があるが本数が少ないのと宇奈根行き

のバスと時間がほぼ同じという事で不便。 

・無料の自転車置場 

・自転車置き場について、駅周辺にありますが、常にうまっています。又、ほんとに数分

だけ止めての用事もあるのに、郵便局・薬局あたりはいつもいっぱいです。もう少し、な

んとかならないのかと、思うのですが。 

・自転車を止めにくい。（駐輪しにくい）。駐輪場がいつもいっぱい。 

・狛江は狭いので自転車利用が多いのですが駐輪場（安い又はたゞ）を充実して欲しい。

又、和泉多摩川駅から世田谷通りを通るバスがないのが不便です。 

・自転車置き場（機械式でない自転車置き場の設置） 

・自転車を止める場所が少ない。 

・車をとめるところや、自転車をとめるところはあるが、不便で、あまり利用していない。

店の前にそこで買い物する人はとめたいと思っていると思う。 

・駐輪場や駐車場不足 

・自転車の置き場所に困る。 

・狛バスを利用したいが、うまく活用できない。 

・狛江駅の近くは、バイクを駐車して買い物が出来るところが少なく不便。 

・自転車を止める場所。店ぽよりたいてい歩くので、重い物を買う気にならない。 

・駐輪スペースが狭い 

・狛江のＯＸによく行きます。バスが余り出てないので少しふやして下さい 

・ＯＫは駐車できないからつらい。 

・駐輪場 

・駐輪場、駐車場を、商業施設の近くに用意して欲しい 

・自転車置場 

・駐輪場をさがすこと。 

・駅前で自転車をとめる場所が少ない 

・狛江駅前の自転車駐輪設備が少なく、駐められないことが多い。 

・駐輪スペースが少ない。 

・お店が少ない。駐輪していると、じゃまにされて、持っていかれてしまう。 

・駐輪スペース 歩道がせまいところがある 

・駐輪場がいつも満車で停める所が無く困る。又、駐輪場料金が高い。喜多見駅の様に１

２時間￥１００とかにして欲しい。 

・立地が悪くて、狛江市内で買い物できない。市内循環バスの径路を再考してほしい。さ

らに言えば、双方向の循環を希望、かつ運行頻度の増加も希望。 

・駐車場が少ないスーパーが多いので増して欲しいです。 

・年寄りですから交通機関です 
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・駅輪スペースがない。特に喜多見駅周辺。買った物を飲食したり、休憩したりする場所

がない。狛江駅ＯＸのフリースペースはいつもお年寄りに占領されている状態。子連れで

一息つけるところがない。ＯＫストア周辺は歩道が出来ても自転車があふれ、危険を感じ

る。水道路が狭すぎて通所できない。狛江駅の南側でどこに駐輪したら良いのかわからな

い。 

・自転車置き場が少ない。北口の駐輪場が高すぎる 

・自転車でアチコチいれるので便利しか感じません。都会のまねだけはやめて欲しい。 

・ママチャリ（荷台部分に子供を座らせる部分が大きい）は他の自転車を使う者からする

と自転車の出し入れが大変不便。その自転車専用スペースを作って欲しい。 

・駐輪場、駐車場がせまい。少ない。 

・自転車置場がもっと多ければ良いと思います 

・自転車置場が少ない 

・自転車置き場が足りない時があるので買い物客用の短時間置き場を作ってほしい 

・身体障害者の為の駐車場の確保（少ない） 

・車での買い物が多いです 

・駐車場 駐輪場の整備 

・駐輪場が少ない 

・お店ごとの駐輪場整備、歩行者が歩きやすいようにする。 

・自転車 

・駐輪場の拡大 

・小田急ＯＸは自転車をとめるスペースが少ない 

・自転車置場が少ない。 

・駐輪場が少ない。駅前郵便局の前の駐輪場が出来て２時間無料なのは大変助かっていま

す。 

・自転車置場がもっと必要である。 

・まとめ買いをするので、駐車場がある場所へ行ってしまう 自転車についても有料なの

で、狛江は使わず国領へ行ってしまう 狛江を使う人を増すにはその点も考える必要があ

ると思います。 

・じゅんかんバスが通るようになり、とても便利になりましたから、別に不便はありませ

ん。 

・自転車置場が少ない 

・駅周辺に駐輪場が少ない。 

・買い物等でバスを利用していますが駒井町等住宅が増え（狛江駅、和泉多摩川駅）バス

の本数など増える事を願います 

・自転車置場について、以前より整備され、とても良くなってきたと感じています。あり

がとうございます。できればこれから増設する時は、もう少し幅に余裕を持って作ってい
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ただけるとありがたいです。ＯＸの前の置場などに置くと自転車が傷んで、車輪がこわれ

てしまったことがあり、大変でも使用頻度の低い遠くの自転車置場に置くようにしていま

す。 

・駐輪場所の設備。 

・駅南口に自動車がおけない 

・私は自転車なので不便は感じませんが、コマバスの利用が不便だと思います。利用され

ないのはコースが複雑で時間もわかりにくいからでは？高齢者や障害者のためにも利便性

の高い運行をお願いします 

・駐輪スペースが狭い。 

・自転車、車をとめる場所がない。 

・ＯＫスーパーに駐車場が絶対的に少ない 

・ＯＸの駐輪場にとめると自転車のベルが何度かこわれた。他の場所もキズになったりへ

こんだりするので、停めたくない。 

・特にありませんが、駅前の駐輪場がいつもいっぱいになっているので不便ではある。 

・駐車場が少ない！ 

・交番横の駐輪場の自輪車を立てかけておく台が高すぎて利用しにくい。 

・小田急デパート（駅前近辺）で買い物する際、駐輪禁止が多いため買い物その他の用事

が出来ない。 

・ゆとりの有る駐輪場が少ない。（引き出しに苦労する） 

・駐車場が無い ・店がはなれている 

・無料駐輪場が少ない。 

・生鮮小売店が少なくなったことで、スーパーに買い物に行くようになり、荷物の持ち運

びが大変です。循環バスを１００円バスにしたら多勢の人々が利用すると思います。 

・一方通行化が必要な道路が多い。特に世田谷区との境界線道路！！ 

狛江市は、狭い地域であり、交通の便も良く、特に不便は感じていません。 

・自転車置き場がすくない。 

・狛江駅周辺には、無料の駐車場がない。（小田急ＯＸの購入金額をもう少し下げてほしい。

始めの３０分は無料にしてほしい。）・自転車置き場をもう少し確保してほしい（特に南口） 

・駐輪場がなさすぎる。 

 

 

２．店舗の数、種類等の不足についての意見 

・商店街では、日々の買い物に青果店くらいしか利用できる店がなくて、不便です。肉、

魚、そうざい位は店があれば、地元で買うのに…と思います。 

・店の数が少ない。 

・最寄駅は和泉多摩川ですが、商店街の活気がなかったり、スーパーも狭く、品揃えも今
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一つなので、わざわざサミットまで出かけます。銀行ＡＴＭ（著名な銀行）書店も欲しい

ところです。 

・特に不便を感じません、衣類等は新宿まで行って買います。日常使うものは、足りてい

ます。買い物ではありませんが…おいしいコーヒーが飲める喫茶店がもう１軒ほど駅まわ

りにあると。◎あと駅周辺は禁煙ゾーンにして下さい。 

・都市銀行の窓口を誘致してほしい。 

・新鮮な魚を安く買える店がほしい ＯＸは高いし種類が少ない。 

・中和泉の方にお店が少ない。 

・食品スーパー以外に飲食店、専門店が少なく主だった物は新宿方面に買い物に行ってい

る。 

・店が少ない 

・二子玉川、仙川と比べると駅周辺に専門店（衣料、飲食）が少なく、先進的イメージに

程遠いので発展が今一？駅前に寺が有り、暗いイメージがする。この点の発展性有る、活

用、利用を話し合って欲しい。（若者の意見を取り入れた街作りと若者に対する市の優遇策

を講じた商業の誘致を願う。） 

・専門店が減ったこと。店の数がすくない。 

・和泉多摩川駅前の商店が少なすぎます 

・駅まわりに飲食店少い 商店少いから市内ではあまり買わない ○○サポート店という

ことで子育ての人には５％？割引とか店に無理いってやらせているがそれ以外の消費者は

逆にメリットないからそういう店では買わないようにしている 世田谷区やヨーカ堂で買

うようにしている 

・駅近くには食品、雑貨など魅力的なお店があまりないと感じます。花屋さんも予約しな

いと品種も少ないし、品質もいまひとつのところばかりです。駅から離れたところにはお

店がどこにあるかもわからないのでわざわざ探しに行きません。また、駅から出てウィン

ドウショッピングしたい 導線もお店もないので、買いものは帰宅途中の駅ですませ、狛

江に着いたら、家に直行することが多いです。 

・店舗情報が少ない様に思います。目的の店舗が突然閉店になっていたりする事もありま

す。 

・何も揃わない。 

・駐車場、特にバイク、一番の不便は店舗が少ない事。 

・個人商店が少ないのと飲食出来る場所があるとよいのでは！ 

・単独の店の品そろえが貧しい 從って地元での購入より、新宿、成城での買い物の機会

が増える 

・もよりの店、スーパーを充実、育成！お願いします。 

・デパートや大型スーパーが近所になく、不便である。また、小売店も充実していない。 

狛江駅又は、国領駅附近の大型スーパーでの買物になって居る。近隣には昔のような小売
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店が皆無の状態。小店舗が出来ることも経済闊生化につながるのでは…‥ 

ほとんど世田谷区内の店に行きます。（世田谷区内の店の方が店員の態度、教育がしっかり

されている。傾向がある。商品の種類が多い） 

・品のよい商業施設がない（特にレストラン、食品関係）。 

・あまり不便は感じていませんが一寸おしゃれな食事処が駅近辺にほしい それからファ

ッションの専門店なども…文具店があまり見受けられないので少し大きいお店がほしい 

・市内で買い物等はしない：理由として大規ぼな商業施設がない為。 

・商店、特に飲食店がとても少ない。市外で、買い物、飲食する事が多い。 

・店が少ない 

・開けているのが一部すぎる。なんか地味。 

・駅前でありながら魅力ある商店（商品）がなく買物は調布、府中等に行く。 

・駒井町にはお店らしいお店がなくとても不便に感じます。個人商店の印象がうすい。特

徴のあるお店がほしいと思います。行きたくなるお店があるといいです。街まで遠いので、

行くのがおっくうです。 

・店の種類がない、調布に行きます 

・①店舗内が暗い。②ガラス戸がよく締っている。①、②から店に入りにくい。よって、

少し遠くても大型のスーパーへ行く。（資本力のある店を誘致） 

・商業施設が貧弱、京王線沿線の国領や仲川等に比しても明らかである。量、質（センス）

共相当時流から見おとりしている。エコルマのＯＸは高し品ぞろえが少ない為、国領方面

や成城に週１－２度車で行かざるを得ない。必らずしも大型店舗はいらないが、中期模の

スーパー、集合店舗を計画的に導入し起爆材とする。北口広場周辺、南口は区画整理や再

開発が必要かもしれない（商店街が欲しい。バザール）既存店に配慮していては活性化は

図れない。相互に発転し町の活性化が図れる。周囲の地主さんにも協力が必要。町の発展

と市民の為にが大事 

・荷物を持ち帰るのは大変なのでスーパーマーケットの無料配達を時々利用するがＯＸス

トアー３０００円以上、京王ストアー５０００円以上もう少し下げて２０００円ぐらいで

無料にしてもらうと良い。生協は利用しているが、魚、肉は店舗で買いたい。魚屋が無く

なって困っている。 

・近所は、ＯＫストアー、イトーヨーカドー（調布）だけで、個人商店やその商店街があ

りません。どうしても、大型店に行ってしまいます。 

・狛江、和泉多摩川駅周辺は買物、食事等、不便というよりもほとんど頼るところがない。

京王線、調布、仙川あたりに出向くしかないのが実態 

・和泉多摩川駅を利用しているが、駅前とか狛江駅とくらべて、さみしすぎる。（吉野家、

松屋、すき家などチェーン店）あればよいが。 

・お店が少ないのが残念です。 

・狛江駅前が市の中心部なのに栄えていない。オオゼキ、ユニクロ、無印、スタバなどフ
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ァミリー世帯も多い街なのだから、人気のある店を誘致してほしい。駅力があまりないと

思う。 

・買物をしたくなるようなおしゃれな店がないと思います ファミリーレストランのよう

なのがないのも。 

・日常の買い物は、狛江ですませられるが、ちょっとした買い物は、新百合ヶ丘か新宿ま

で足を伸ばす。又、食べるところが（レストラン等）少なく、他区市へ行くことになる。 

・ＯＸの価格の高さ！品ぞろえもよくない‥‥店舗や飲食店も少なく、市内で消費が活性

化しない。（＝市内の店舗がもうからない→税収も上がらない→市民のサービスも充実でき

ない‥‥） 

・多様性のなさ。市政が商業に対してどう考えているのか、インセンティブの付与など、

商業をもり上げるための施策の打ち出しが必要なのでは？ 

・商店が少な過ぎる 

・小田急ばかりが突出している感じ、他の業者も入れてサービス向上に務めるような方向

を考えた方がよい。 

・新宿からさほど遠い地区でないにもかかわらず、店舗の数が圧倒的に少なく、狛江駅の

周辺だけを見ても、もうすこし活気のある商業空間が発展していってもいいのではないか

と感じております。マルシェの中も（駅の真下であるのに）あまり利用客がいないようで

もったいないです。 

・食品スーパーの選択肢が少ない。（特に小田急線狛江駅周辺の。 

・欲しい物がない  

・お店の数が少ないこと。 

・和泉多摩川駅付近は、買い物をする施設が少ない。銀行のＡＴＭもない。 

・駅前にスーパーが小田急ＯＸしかなくて、しかも高い。 

・飲食店が少ない。喜多見や登戸まで行って食べる事も有る。市役所食堂を早く再開して

欲しい 

・駅周辺のスーパー等が、狭く、品揃が少ない。そもそも商業施設が市内に少ない。 

・絶対的に店の数が少ない。隣接する仙川駅周辺の賑わいに比べ、寂しいように感じる。「森

の泉会館」や「マルシェ」など一等地のテナントがぱっとしないままなのはなぜか？それ

と狛江駅南口はロータリー側にも改札を設置するべきではないか。 

・大型飲食店が無く、不便。コンビニだらけ 

・そもそもお店が少ない。日曜日などは閉まっている店もあるし。 

・商業施設が少ない為、結局区内へ行ったりと遠出してしまいます。 

・以前と違って個人商店を減ってるってことが残念です。止むえ得ないこととも思います

が。 

・色々なお店が少なく駅前で生活用品が揃うお店が出来ればあれば良いと思います（お惣

菜屋）などを入れて。 
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・繁華街に比べると店も少なく時々、出るのがおっくうになることもありますが、それに

よって静かに暮らせている面もあるので、今のところ満足しています。便利すぎると街が

汚なくなりそうなので、今くらいが良いのかもしれません。治安の良さが狛江の魅力かな

と思います。 

・洋服を買える場所があるといい。狛江市内にどんなお店があるか分からないので、１年

に１度ぐらいお店紹介の雑誌など出るとおもしろいと思う 

・店が少ない。 

・狛江市民憲章では、「教養を高め、文化が芽ばえ育つまちをつくる」とあるが、本屋及び

文房具屋は品揃えが悪すぎる。小さな店舗面積に何でも置くＭＤｉｎｇは、何も置いてい

ないことにしかならない。 

・ＯＸのみで他に店がないのはどうしてなのかずい分古くからある食べ物飲み屋、はある

が何１つ駅は新しくなったのに変わりばえしない。どこの駅にもあるスターバックス、ケ

ンタッキーではなく何か目新しい物、くすり屋は多すぎです。市内に住んでる人に店をや

りたい人を集どう 

・大型のショッピングセンターがない。スポーツショップがない。 

 

 

３．商店街に関する意見 

・和泉多摩川の商店街がシャッターがおりている店ポばかりでゴーストタウンになってい

て買い物が不便。（あるのは美容院ばかり）飲食店やスーパーをもっと作ってほしい。活気

がなさすぎます。 

・和泉多摩川商店街の活性化 

・和泉多摩川商店街がさみしすぎる。狛江で唯一商店街らしい通りなので、もっと活性化

するとよい。 

・商店街が少なすぎる 

・商業街がさみしい。楽しく買物出来る商店街があると良い。 

・商業施設が少なく、店舗（色んな）の価格競争もないです。なので購売意欲もなくなり

ます。イベント（喜多見）でがんばっているのはわかりますがそれによって商店街を使お

うという気はおきません。 

・駅前に商店街など充実してくれると良い 

・駅商店街が少なく便利な町田、下北沢へ足を延ばしてしまう。和泉多摩川駅前の店の開

発をしてほしい。活気がほしい。ロータリーの周り、多摩川へ歩く線路下など。 

・ＯＸが駅前に占めているので、便利ではあるが、商店街はそれなりの良さがあると思う。

商店が分散されて足を伸ばそうにも目標性がたてられない。せめて１ケ所のショッピング

センタービルの様にまとまれば良いと思う。 

・狛江市には駅前に商店街がない。 
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・商店街がなくスーパーでしか買い物ができない。 

・商店街と表示されているが、商店が少ない。 

・商店街がない‥ということに寂しさを感じます。もう少し小売店舗が増えて欲しい。Ｏ

Ｘに全て吸収されている気がします。 

・商店街が少ないので、スーパーまで行かないと買物ができない。バッシー君に、がんば

ってもらいたいです。食事のできる店も少ないですよネ。ケーキ屋さんはあるけど。 

・商店街が短い（和泉多摩川）駅 

・商店街が寂しい。もう少し活気がほしい。 

・商店街が今少し活性化し、日常の買物が近くで済む様になって欲しいものです。 

・近所の商店街がさびれてしまい、買物が毎年しにくくなっている。小田急ＯＸの３Ｆが

しまむらに変わり、狛江駅付近で下着やちゃわん、スリッパ等の日常品が買えなくなって

しまった。新百合ヶ丘まで買物に行っている。かなり不便な街になってしまった。どうに

かしてほしい。 

・スーパーは数軒あるのですが、商店街がないことが寂しいと思います。お店の方々と声

をかけあって、買物が出来れば、喜しいことと思います。 

・各商店街をもっと、活気をだせばいいと思う。ＯＸ以外でも、もっとたくさんの人が利

用できる大型の店ができるといい 

・和泉多摩川商店街がお店が少なくて不便です。 

・和泉多摩川は店が少ない 商店街も活気がなくさびしい。 

・駅付近はとても良くなって来ました。（自転車の駐輪場など）駅より遠くの商店街が、と

てもさびしく営まれている様で、活気のある商店街のあり方について。（狛江にダイソーが

ほしいです） 

・自転車で５分から１０分くらいの間にスーパーマーケットが６つもあり、コンビニもい

くつもあり、とても便利なところです。ただ小さな商店は昔ながらのご商売で魅力を感じ

ませんが、体の不自由な方にとっては、有り難いと思います。これからも続けてほしいと

思います。 

・シャッター街（和泉多摩川駅周辺）になってしまっています。活生化を希望して、市の

方でも、もう少し、目を向けてほしいです。 

・オーケーストアがなくなるという噂を聞きます。大変不便になるので困ります。商店街

が少ない。 

 

 

４．商業施設周辺の環境に関する意見 

・買い物の途中に、ベンチやトイレがない（お年寄りや子ども連れの方のために必要） 

・ハトが駅前にいて汚ない。 

・和泉多摩川から猪方、住宅街が暗く夕方から夜間の治安を良くして欲しい。 
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・私自身はあまり不便は感じてませんが…お年寄りが増えているし、子育てを支援する意

味でも出来れば歩道を広くし、ちょっとした座れる場所などがあると良いと思う。特に夏

場、歩いて買い物をしている高齢の方のために。急に立ち止まって一休みされたりしてい

るし、荷物をちょっと置けるだけでも… 

・歩くのに商店の前を通ると看板や品物を歩道に出しているが市義や役任は見て見ぬふり

をしてる 自転車の整理をしたようにして見てはどうか。 

・学習塾の下にあふれている自転車が、歩行をさまたげています。 

・狛江駅前のしまむらの大きな看板（小田急ＯＸのところ）が、街の雰囲気に合わず、違

和感を感じる。 

・駐車スペースと道路の狭さ あかりが少ない 

・夜、東野川では街灯が少ないので暗くて少と不安 

・通りに暗い所が多いので、ライトの設置。 

・駅前の自転車がじゃま 

・道路（歩道）が狭い。 

・道幅がせまくて、歩行者、自転車が危険 

・歩道と車道との段差をなくす 

・スーパーの前の道路に横断歩道を設置して欲しい。又は、手押信号 

・だいぶ良くなっていますが、狛江通りの歩道のせまい所が危ないと思います。 

・買物に行く通りの道巾が狭い。又、主要道路（世田谷通り、狛江通り等）への出口交叉

点が狭い所が多く、せめて角を斜にカットした交叉点にしてもらえれば、通行が円滑にな

ると思います。 

・商店街が少ない  

・道がせまい。電柱が狛江市から無くなりすべて地中に入ると、美しくなり、一番希望し

ています。美しい市は安全で多くの人がすみ商業も発展して、財政も良くなると思います。 

・狛江市は区画整理がなく、行止まりの道路が多く感じられます。不便です！ 

・歩道の狭まさ 

・二ノ橋交差点の危険性の除去、整備（歩道）が望まれ、早急に対応すべし 

・南口すぐの商店街の整備、自転車がありごちゃごちゃしている。 

・喜多見駅から世田谷通りに抜ける道が夜とても暗いのがコワイかな。 

・慈恵病院横の「ＯＫ」の前の道路は駐車スペースも十分にかく保されておらず、不法な

駐輪・駐車が目にあまる。「ＯＫ」はガードマンも設置せずいつ重大な交通事故が発生して

もおかしくない状況。ＯＫの納品車でさえ路上に駐停車をして搬入まちをしている！！こ

れを放置している市政に常日頃より不審感を持っています。また道路の拡張計画に従って

いない現在の状況からＯＫに対する断固たる行政指導を望みます。 

・ＯＫストアの前の駐車がとてもあぶない。 

・自転車利用が多いが、道幅が狭い道路だと車とすれ違う時に危険を感じる。車を運転し
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ている人も感じてると思いますが…。歩行者や自転車を全く無視して、すごいスピードで

走行する車も多いので、道路整備は歩行者と車との線はキチンとしてほしいです。 

・市役所から慈恵病院まで自転車で走行する際、歩道は狭く、車道も交通量が多く道も狭

いので、自転車道路が欲しいです 

・水道道路の歩道が狭いため、危険 

 

 

５．施設整備に関する意見 

・おむつをかえたくても近くに入れるようなトイレがない。車イスの方が使用できるよう

なトイレもないので中々長い時間買い物ができない。 

・授乳やおむつ交換のできるスペースがあると買い物中も安心できる（市民体育館なども） 

 

 

６．子育てに関する意見 

・子育てカードを実際に使って得する店が少ない。 

・子育て支援カードのサービスに魅力を感じない 

・店内がせまい店が多く、ベビーカーで入りにくい 

・スーパーが少ない割に個人商店も少ない 子供を育てやすい街にしてほしい！ 

・狛江駅北口の徒歩圏内に安いスーパーがないこと。もうすぐ子供がうまれる予定なので、

ベビーカーも邪魔にならずキッズスペースがあるような大きい商業施設があれば助かるだ

ろうなと思う。 

・問１９．子供の物など買える商業施設を作って欲しい（本屋、衣服、日常雑貨など）学

校で必要な物が気軽に買う場所がない 

・小さい子供がいるので、ベビーカーが通りやすいスペースや、授乳・おむつがえスペー

スが更に増えると助かります。 

・オムツ替えスペース・授乳室が少ない 

・商店のスタンプラリー等があるが、なんだかみりょくがない。もう少し店ＰＲ内容がく

わしいと、店に入りやすいのだが…。子供支援（？）のカードは役立っていないように感

じる。 

・子どもがいるので、学校の用具をそろえるのに不便を感じます。 

 

 

７．商業サービス（宅配、ポイントカード、クレジットカード利用）について 

・宅配サービスがもっと気軽に頼めたらよい。 

・ますます少子高齢化がすすみます。とにかく高齢者の買物がすこしでも楽になるよう。

どの店も宅配をする。あるいは、宅配専門業者の協力にて弁当１つでも届ける大型スーパ
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ー並みの宅配専門業者が、牛乳１本でも届ける。高齢者はインターネットはできません。

それより近くのお店の協力が必要だと思います。慣れしたしんだ（親しんだ）街の人々の

協力だと思います。 

・スタンプカードやポイントカードが「バラバラ」で使いにくい。 

・クレジットカードの使用できない店が多い 

・クレジットカードで支払いできる店舗が増えると良い 

・ＯＰカードが使える店がない。 

 

 

 

８．自転車マナー等交通に関する意見 

・セントラル商店街等における自転車の暴走。 

・買い物をする際だけではないのですが、道路を歩いている時の、自転車のマナーの悪さ

に、たえず危険を感じています。自転車利用者のルールが、徹底して頂ければと、感じて

います。 

・歩行者と車輌の分離がはっきりしていない箇所の通行は不安で、遠回りをする事があり、

不便な気がいたします。 

・歩道を自転車が走って来るのはこわいです 

・歩道が自転車専用道路となっていて、あぶない。 

・生活道路の自動車通行が多いのに歩道が無いｏｒ安全でない。水道道路の京王や、喜多

見のサミットから、安全に市役所まで行けるルートも少ない位。 

・自転車利用者多いので歩道の整備をしてもらいたい 

 

 

９不足業種に関する意見 

・特にないが“百均”があれば便利。 

・家電品を買う所がない 

・産婦人科が少ない。大型１００円ショップがあれば助かる。 

・いい魚屋がない 

・大型電化施設と、洋品や飲食が集中した大型施設ができたら狛江も発展すると思います。

今後増々マンション等の建設で人口も増加することから必要不可欠と存じます。 

・電機量販店、家具店、がないので不便利を感じている。駅をでてもファミリーレストラ

ンがない。すこしメニューの多いところで変ったものを食べたいと思うが、選択できない。

蛍光灯の買い換、Ｆａｘのフィルム、選べないので困る。 

・電気屋と本屋が少なくて不便です。喜多見駅の改札を電研側に作れば、通勤が便利にな

ります。 
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・電気屋さんがないのが不便。 

・家具やパソコン、電気製品などを買う店がない。 

・￥１００ショップがないので、市内に規模が大きめの（品数が豊富の）お店を作ってほ

しい。 

・スーパーが少ない。狭い。・本屋が少ない 

・ファミリーレストラン、ショッピングセンター、等々が増えるといいですね。 

・駅前まで行かないと、買い物ができない。（お店が駅前に集中している。）・手芸屋さんが

ない。（子どもの入園、入学時に袋などを作るために布が必要だったがお店がなくて困った。） 

・市内にセルフのガソリンスタンドが無くなってしまった ・普段は喜多見駅を利用して

いるため、近隣で歩いて行ける本屋がない 

・スポーツ店、１００円ショップ、電機店があれば良いと感じています。 

・中和泉にスーパーがない 

・食品や生活用品を売るお店がもっと増えてほしい。店が少ないので価格競争がされてお

らず、活性化していない。 

・１００均ショップが欲しいです。狛江市南部に大型商業施設が欲しいです。 

大型スーパーがなく、とても不便。家族で行けるファミレス等も不足している。 

・市全体の面積が小さい為、仕方ない部分もありますが、ディスカウントショップ等がな

い為、他方面に行かざるを得ない。・市内ガソリンスタンドが少ない。 

・八百屋が少ない 

・ちょっと趣旨が違うかもしれませんが、１００円ショップが欲しいです。狛江市内で何

でも揃うわけではないことにちょっと不満です。結局、自分で範囲を広げていくしかあり

ません。 

・スーパーが少ないので増やしてほしい。 

・商店の数が少なく希望するものがない。 

・文房具店、本屋が少なすぎる。 

・子どもの学用品が少ないと思います。和泉多摩川駅には、パン屋さんがなくなってしま

いました。 

・スーパーが少ない 

・大型の電気店がない為電気小物を買う時不便を感じる。 

・子供の学用品や服など買えるお店がとても少ない。しまむらくらい？１００円ショップ

がないのは不便です。仙川まで車で出かけています。 

・近所に本屋さんがなくなってしまった。 

・狛江にも、ユザワヤのような（手作りお店）大きなお店や１００円均一などＯＸのよう

な集合商店が出来るとうれしいです。 

・カフェのような、少し休めるようなお店が少ない。 

・生鮮三品の店が少ない。商店の集積個所がない｝結局大手スーパーへ行ってしまい、個
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人商店での買い物が少なくなる 

・大型スーパーがない。結果的に市外に流れてしまう。イトーヨーカドー（国領）、サミッ

ト（成城） 

・本屋が少ない。市内で買い物をしなくなっている。 

・ＯＸは高価で行けない。１００均が欲しい。ニトリが欲しい エコルマ→エコルマにＯ

Ｋ。１００均、カルディが入ればより住みやすくなります 勿体ないです。活用されてい

ないので 

・ダイソー等１００円ショップがない！と常々みな話しています。 

ファストファッションの店がないので不便。小田急ＯＸみたいな高級スーパーは必要な

い。・ユニクロもＧＵもないなんて時代遅れ。 

・ビックカメラやヤマダ電気など小規模でも良いのであるとうれしい。・ＯＸにユニクロが

入るとうれしかったです。・ダイソーもあると助かりますね 

・日常で不便を感じる点はありませんが、大型書店や大型電機店があると便利だと思うこ

とはあります。 

・生活雑貨や子供服等がなかなか揃わない。必要な物を購入しようとする際は、成城か二

子玉川に行かなくてはならず不便だ。 

・駅前がさびしい １００円ｓｈｏｐがない。 

・１００円均一の店があると便利 ・ユニクロｅｔｃ、安い服飾店が欲しい ・ニトリを

早く建てて下さい。ショッピングモールみたいにして頂けると助かる。 

・個人商店が少ない 狛江駅周辺には文房具屋、裁縫道具（糸・針）などの店もなく不便

です。商業シ設が少い 

・１００円ショップがない ・駅周辺は、ドラッグストアばかり。無添加の安心できる店

やアンテナショップ等あるとよい。 

・ダイソー１００キンがないのが大変不自由！！ 

・１００円ショップがない。自転車置き場を増してほしい 

・家電製品・衣類の購入場所 

・カフェが少ない。自転車置場が少ない。あっても有料で使いにくい。 

・１００円ショップが無い所（狛江駅近辺に） 

・野菜、及び水産物を販売する小商店が少なすぎると思う。 

・１００円ショップが少ないため、品ぞろえがよい１００円ショップを設置して欲しい。 

１００円均一ショップがなくて不便である。 

・ファッション、電化製品 

・大きなスーパーが少ない気がします。パンやさんやケーキやさんも少ないような気がし

ます…。 

・しっかりした本屋さんがないのが残念です。娯楽施設にも欠けるので市外に行かざるお

えないです。 
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・大型スーパーがない！！国領のヨーカドーのような、駐車場のある大手のスーパーが欲

しい。三和やＯＫなど、駐輪場や通路の狭いスーパーは、子供連れでは行けません。でき

れば成城や経堂のコルティのような駅ビルが欲しいです。（駅付近にレストランが少ないの

で…） 

・休憩するためにスタバがない。 

・狛江駅前に１００円ショップやユニクロ等、普段使いの店がない。・駐輪場が少ない。 

大型スーパーが無い。３０、４０代の主婦は「カルディ」というショップを好んでいるの

で、駅周辺にあるといいと思います。 

・和泉多摩川付近によいスーパーがない。産婦人科が少なすぎて、選択しがない。他の地

域まで足を伸ばさなければならない。 

本屋、文房具屋がない。 

・駅前北口方面に、手軽るな価格のスーパーがありません。（小田急ＯＸは、上流所得者向

けの設定）・世田谷（成城学園前のようなイメージ）の街を目指して欲しいです。・広告代

理店の知恵を借りるのが良い！・街の道路は歩きタバコ禁止をお願いしたいです。先日歩

きタバコの人のタバコがあたりそうになりました！・もっと世田谷エリアの雰囲気を。・駅

前にクリスマスシーズンは、デコレーションして、集客する！ 

・大きな本屋があればいいなあと思っています。 

・本屋が市内で１つしかなくなってしまった。 

・電気製品 書籍、洋服ｅｔｃは市外で買わざるを得ないこと 

・家電と若者向けの衣類が市内では手に入らないと思う。 

・文房具屋があるといいと思います。学生や家族連れが利用できるレジャー施設があると

もっと人が増えると思います。 

・１００円ショップが近くにない。 

・１００円ショップがない（信じられない）・ＯＸ、エコルマのようなスーパでもいいが、

南口ロータリーにも、商業ビルがあると、街が明るくなりそう ・外食できるお店が少な

いと思います。（※多摩川住宅系由→調布への直行バスの運行を希望します。羽田などのリ

ムジンバスなど調布へのアクセスが不便。※コマバスは￥１５０になりませんでしょう

か？安くなれば、シルバー（無料）の人以外の利用者は増えるように考えます。＝利益Ｕ

Ｐ。 

・薬局が多すぎる。１００円ショップがないのが不便。あれば絶対利用者は多いはずです。 

ニトリ、ヤマダ電機等、大型ショッピングセンタの開設を急いで欲しい。（今は府中までで

かけている） 

・大型商業施設は絶対誘致すべき 活気づく 

大型ショッピングセンターがない。（そこに行けばとりあえず何でもそろうようなショッピ

ングセンター） 

・小田急ＯＸは立地は便利だけど高いのでもう少しリーズナブルなスーパーを増やして欲
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しい（京王ストアも高い、サミットは範疇内） 

・岩戸南３丁目４丁目の人はスーパーが近くに無く、喜多見のサミット迄行ってます。水

道道路の方にスーパーを新しく建てると、便利だと思います 

・１００円均一の店が駅前にない。買い物帰りに寄っても喫茶店が満席の事がある。 

・中和泉４－１－３が住所ですが、コンビニがもう少し近くにあって欲しいです 

・他の町から来たくなるような魅力ある商店やレストランがない。狛江に人を呼び込める

ような何かが欲しい。「音楽の街」として、特徴ある音楽スタジオを作り、プロを育てるな

ど。 

・以前はあった本屋、文房具店がなくなりました。どの町でもそうだそうですが、さみし

いし不便と思います。 

・家電・家具を購入できる所が少ない。 

・１００円均一ショップを増やしてほしい。 

・品ぞろえが良く求めやすい価格の、サミットのような食品スーパーと日用品スーパー、

１００円ショップが駅に欲しい。ＯＸは高い 

・大きな本屋さんがないので不便。オオゼキを誘地してほしい。スーパーの種類が少ない

ので競争してほしい。 

・北口付近には商店がないので困る（いつも仕方なく高いＯＸで買物するしかない）生活

雑貨を扱う店がすくなく、車がないと何も買えない 

・家電量販店が喜多見駅周辺に無い。 

・世田谷通りで、一ノ橋周辺にも小売店やコンビニが少ない（ミニストップからファミリ

ーマートまで）気がする 

・本屋が少ない 

・大型スーパーの誘致もしくは専門店の集合ビル。 

・狛江市の狛江駅に関してですがスーパーが少いと思います。駅ビルになって、改札口か

ら直接すぐに買い物が出来ると便利で良いです。 

・マンションふえても飲食店が少ない（おちゃするところ） ・生保が多いから駅付近に

１００均一のおみせがほしい。フラットな土地は散歩による高齢者の筋力↑にはいいがベ

ンチが少なすぎる。 

・“１００円ショップ”というかディスカウントショップがなくて不便。 

・家電を買う場所がないので、ヨドバシ、ヤマダ等が来てくれるとうれしいです 

・近くに電気屋さんがない。（ヤマダ電機など）大きな本屋さんがあったら…と思います。

大きなショッピングモールもあると嬉しいです。 

・１００円ショップ、本屋さんをもっと充実させてほしい。ファミレスも他の町にくらべ

るとない。 

・ＯＸしか駅近にない（Ｓａｎｗａは反対側なので）＆ＯＸはたかいのでこまってます。

１００均がほしいです。ダイソーでなく、Ｓｅｒｉａ。 
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・大きな１００円ショップがほしい。 

・大型ショッピングセンター（家電、飲食、衣料、日用品など）があると非常に便利にな

る。買い物が効率的になる。 

・スーパーは多く食料品の買い物には困らないが“商業施設”という意味では市外に足を

運ばないといけないのでもう少し充実してほしい（家電量販店、文具、衣料など） 

・ＯＸストアが値段高く不便であるため、全国系スーパーが必要。又はローソン１００な

どの１００円ショップが必要 

・すべてが不便、利用しようと思える店が無い。いつも仙川まで出かけます。雑貨、服飾

が特に弱い。 

・１００均ショップがほしい 

・ＯＸも、サミットも地下にあるのが不便。・成城コルティの様な、買い回りがスムーズに

いくような施設があるとよい。・本屋が少ない。 

・家電店・魚屋・文房具店が無くて不便 美味しいパン屋が無い 

・店舗が少ない。若い人のお店がもっと多いと嬉しい。 

・大きな店舗がない。 

・ロイヤルホスト後の土地がそのままになっています。ファミリーレストランや、スーパ

ーができればよいと思います。 

・大型家電量販店が無いのが、不便。 

・喜多見駅前に本屋がなくなってしまいとても不便です。キューピーの工場跡地も上手く

活用してほしいです。 

・和泉多摩川駅周辺にもう少しお店があれば。（本屋、お茶する場所、など） 

・文房具屋さんがない（今はコンビニで購入） 

・狛江はパン屋さんは多い気がするのですが手作りの惣菜、出来あいの食べ物に関してＯ

Ｘや大手スーパーしかないという不満が主婦の間でとても多いです。商店街で個人でやっ

ている惣菜屋や狛江名物があったら商店街に行く機会も増えると思います。調布や新宿へ

の便が便利なだけに服や物は狛江ではあまり買わないのが本音です。子供やご年配の方が

多い街だからこそ毎日の食に使えるお店（スーパーやオリジン以外）ができたらイイナ！0

と思います。あと１００均！！が駅近にあったらすごくいいと思います。 

・女性が入れる飲食店（カフェ等）が少ない。 

・１００円ショップが欲しいです 

・駅前に西友があるといいなと思います。 

・スーパーに行ってしまうので、地域の小売店が（魚屋、肉屋、やおやなど）がなくなっ

ていること 

・スーパー増やして欲しい 駅だけじゃなく ・１００均あったらうれしい 

・問１９に書いたが、電化製品を買える場所がない（ユニディは高い） 

・大きな本屋がほしい。（マンガ以外の書籍が充実している）狛江駅、喜多見駅、周辺の本
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屋がへってしまってとても不便である。 

・マタニティー用品を扱うところが無い。・スーパーが少ない ・ホームセンターが少な

い。・子供服や学用品を購入できるところが限られている。・キッズスペース完備の大型シ

ョッピングモール等がない。・歩道の狭い道が多い。 

・（買い物ではありませんが‥‥）駅前の飲食店が少ない 

・岩戸北に住んでいますが本屋が狛江駅まで行かないとないこと。ニトリ・ヤマダ電機の

計画がプロ市民によりとんざしていることにがっかりだ。狛江市には大型電機店がないか

ら。もっと便利になると思ったのに。 

・大型ショッピングセンター（ニトリ、イトウヨーカ堂他） 

・大型書店がないこととレストランがないこと 

・狛江駅前に大きい商業施設（スーパー）が欲しいて思っております。 

・ユニクロ、無印良品などの店があると良い。 

・若い男子の洋服屋さんとスポーツ用品店が無い 

・本屋が少ない気がする。 

・雑貨屋が欲しいです。 

・ケンタと吉野屋とココイチと日高屋とファミレスなどが駅前になさすぎる。 

・和泉多摩川の方にはお店が少ない。せっかく商店街もあるのに…もっと便利なお店がほ

しい。（パン屋さん、精肉店、鮮魚店など） 

・通勤着や、ちょっとよそ行きの洋服を買うところがないです。 

・スーパーなど、食べ物を売っているお店がもう少しあったらいいなと思います。 

・イトーヨーカドー等の大型ショッピングセンターがない。食料、日用品、電機、等、ま

とめて買い物ができるような大型スーパーが欲しい。 

・ショッピングセンターのようなまとまった施設がないため、市外に行かざるを得ない。

外部からの誘置を検討すべき。 

買いたいものが買えるお店がないです。本屋さん、文房具屋さんがなくて、特に困ります。

また、振興券が出ても、市内のお店で買いたいものがなくて、振興券を買えません。結局、

ネットで買う事が、多くなっています。 

・魚やさん、肉やさん、やおやさんは毎日の生活に欠かせない小売店が少い。本屋さんが

ないのも寂しい！不便です。 

・徒歩で行ける大型スーパー（イトーヨーカ堂レベル）が欲しい 

・スーパーが駅に１つしかないのが不便。ホームセンターも駅から遠いので不便。 

・イオンモール、ららぽーとのようなショッピングセンターがほしい。もしくは、小田急

マルシェ、ＯＸを成城にあるコルティのようにしてほしい。それであればイオンモール等

は不用。飲食がないため、狛江で食べれない… 

・お店の規模が中途半端 ・家電屋さんが無い 

・本屋が少ない。ファミリーレストランが足りない。早くニトリを作ってほしい。 
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・本屋さんが少ない 

・ダイソーなどの大きな１００円ショップ店のほうが、しまむらより人が入りそうな気が

する。 

・飲食店、電気店等の店舗が不足。買物に新宿まで行かなければならないのが実状！ 

・狛江市は一般に物が高い気がします。週一位私は市外に出掛け大型スーパーで買物をし

ています。近くに大型スーパーがあったらうれしいです。 

 

 

10 商業施設増加を要望する意見 

・魅力ある店舗が少ない。子供を連れて楽しめる店や、おしゃれな雑貨店、洋服屋、輸入

食料品店（カルディなど）、１００円ショップ（狛江内に一店舗もない）等を市がどんどん

誘致していかないと、いつまでも認知度の低い街のままだと思います。 

・イトーヨーカドーのような大型商業施設が近くにほしい。 

・大きなスーパーがない。何を買うにも、調布や、世田谷にいかなくてはならない。これ

では、市も法人税が入ってこないと思う。成城サミットや、ヨーカドー、イオンのような、

何でも揃う、スーパーや、ユニクロなどの、お店が必要。カフェも大切。二子玉にできた、

お酒や、食事のできる、スタバ、を作っては？ 

・近くにスーパー等がなく、年をとると住みにくいと思う。 

・駅前または、調布市へ行かなくてはならないので、家の近くにもっと商業施設があると

助かります。 

・大規模商業店も導入すべき、不便さが人口増加を阻害している 

・駅南側を商店ビルとして、再開発、歩道に商品や、カンバンを置かせないように。 

・ニトリが出来るのを楽しみにしていたのに、色々反対する人、市もいろんな規制をかけ

出店出来ないようにしている。これでは狛江市の税収入もなくなり住民税ばかり高い市に

なっているのがよくわかる。もっと企業を自由にやらせ又住民が楽しめる町造りをやって

ほしい ニトリに早く狛江に来てほしい大勢の人がいるのを忘れないでほしい！ 

・ＯＫを大きくしてほしい 

・商業複合施設（イオングループ等）が、できれば便利。岩戸南の空地（旧、カゴメ倉庫）

を有効な施設にしてほしい。 

・ニトリ早くＯＰＥＮしてもらいたい。 

・①ニトリの建設はどうなったのでしょうか？商業施設を増やし、税金を安くして下さい。

②和泉多摩川も狛江駅同様活性化させて下さい。③物価が高いです。 

・１００均がほしいです。ＤＡＩＳＯ希望。 

・大きい本屋がほしい。 

・大きなスーパー（ヨーカドー、イオンなどの）がない！！！三和、いつも混んでいて大

変です！（レジに３０分ならぶこともあります）いつまでたっても、ニトリはできないし
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…。狛江にユニクロもほしいです。 

・ニトリを早くオープンさせて、税収に結びつけて欲しい 

・市内で生産された様々な農作物を買える場所が近所に欲しい。 

・喜多見駅はサミット、たぐち屋しか買い物する所がないので仕事帰りの楽しみがない為、

近くにもう一店スーパーが出来るといいなあと思います。 

 

 

11.特に不便はない等の意見 

・家の近くに大型スーパーがあるため現在あまり不便に感じません。 

・買物はまだ自分でできるので不便はありません。不便になったらコマバスを使おうと思

ってます。生活の中で不便が生じるようになったらシルバーの方にヘルプをお願いしよう

と思ってるので老いても便利な狛江のような気がしてます。 

・不便は感じませんが、商店に対して魅力を感じません 

・概ね足りています。バス便もあり、個人商店を利用しないので、小さな店の営業は大変

だなと感じます。 

・特にありません。狛江から電車やバスに乗れば、そこまで時間が掛からず買い物できる

と思います。狛江の良さが無くなってしまうので大きな商業施設は必要無いと思います。 

・不便を感じたことは、ない。 

・大分便利になってきましたので今のところ不便はありません。 

・買い物には特に不便を感じていません。小田急バスの停留所に「狛江銀座」があります

が、実態がありません。違和感がありますので名称変更（例：狛江三叉路）するか、名称

どおり復活させるか、検討をお願いします。 

・特に不便は感じていない（駅に近いので） 

・不便ではないですが、調布市内等に大きな商業施設があるので、そちらに行くことが多

くなってしまいます。 

・日常品の買い物にはあまり不便はありませんが、少し大きなものを買う際、車か電車で

出かけて…ということになります 

・特になし。感じるのは、狛江駅に比べ和泉多摩川駅はさびれてるなと。 

いままでは、小さなお店が駅前にあって楽しかったが、どんどん不動産やばかりになって

しまい、残念です。 

・特に不便なし「ＯＫ」がなくなるとききましたが狛江で一番安いスーパーです。存続し

てほしい。 

・スーパーで、日常の食用品を購入するので、余り不自由は感じません。新宿、渋谷を利

用が多い。 

 

 



134 

 

12.その他 

・それぞれの店の品物が充実してないので物足りず大型店に行ってしまう 

・買い物ではないのですが、狛江駅周辺に魅力のある飲食店が少ないので、遠くまで外食

に行くことが多いです。 

・個人商店ではほとんどしていません。また価格品質の関係で行くスーパーはほとんど１

件ノミ他は隣町（といっても世田ヶ谷、調布）まで行っています。 

・将来、健康不良になった際の買い物に、不安がある。住宅が多く、近くに日常品を概ね

満たせる店があまりないため。 

・商店がつぎつぎつぶれてしまい不便をしております。何か良い案が有ましたらお教えて

下さい。 

・大きなスーパーが無いので市外に買い物に行ってしまう ・成城のオーケー ・国領の

イトーヨーカドーなど… 

・途中の買ものが、早く便利なので、市内では余り購入してません。 

・店が点在しているので、まとめて欲しい。入りやすい店構えにして欲しい。 

・オダキューＯＸに集約しすぎている。期待はしてないので不便とは思わないがもっと商

店、企業努力がほしい 駅前の噴水あたりもっと何とかならないか 

・地域性が有るので高望みをしても仕方が無い。現状で利用度で不足は無い。不足が有れ

ば他地域で解決する。 

・小田急ＯＸの物価が高い。 

・新宿で手に入らないものを売る。地元の野菜ｅｔｃ 

（駅近くに魅力的なスーパーがない。）上記の様なものが駅前にあれば、毎日、楽しく買い

物ができます。 

・難しい問題ですが和泉多摩川にしろ、もっと人が集まるような行政をしないと買物は近

効（登戸や成城）で済ましてしまいがちです。 

・商業意識の向上がのぞまれます。 

・個人商店店主の若返りが必要ではないでしょうか、品揃えのセンス悪くて、全く入店す

る気にならない。 

・駅前はオダキューＯＸの独占ですが、高級なのであまり利用しません。三和は店内が狭

いのでベビーカーでは入りづらいですし…。駅周辺での食料品の買い物に不便を感じてい

ます。 

・静かな住宅地なのが良いところ。複合大型ショッピングモール等を誘致しないで。 

価格が高い。活気ある商店街が無い。 

・駅前での買い物が中心になるので、駅近くに多種多様なお店を増やして欲しいです。駅

から離れた場所にあるお店の情報が入手しにくいです。 

・もう少し利用できる、ショッピングセンターが出きるといい。 

・集客力のある店が少ない 
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・結局、駅前が大きな商業施設に頼ることになる。先日谷根千に行ってきたが街ぐるみで、

オシャレな街、老若男女にやさしい街を目指していて好感が持てた。そんな街を目指して

欲しい。 

・最近は、コンビニも出来て便利になりました。 

・広報の仕方が弱い。商店街のみならず、イベント、購売意欲をもたらしてくれるような

情報の発信方法を考えてほしい。 

・個人商店が少ない。狛江駅、南口、歩道と車道の区別がつかない。（レンガ）車が多く危

険！ 

・エコルマホールのロビーは景観がよいのに、生かされていない。食事は無理でもティー

ルームのようなものがあればよいと思う。駅前にありながらもったいない。 

・昔みたいに、御用聞きみたいなのがあったらお年寄は、助かると思います。 

・スーパーを使用する位、小売店は利用しない。 

・スーパーのようなポイント等を個人のお店が協力して、買う人がどのお店へも来たいと

思うようにする 

・スーパー ストアーとかコンビニも近くにあるので今の所は不便は感じない 日常のこ

と 

・お店の人が元気がない。店に入りにくい。 

・車で大型店に行く人が増え、小型のスーパーが無くなり、不便です。配達して頂ける処

もありますが、何処でも（スーパーは）配達して呉れる様になれば嬉しいです。 

・ずーと以前西友があったのになくなってしまったのは残念。農協のお野菜は午后４時頃

にはなくなってしまいますのが残念 

・大型店舗のＯＸや三和等があり、買物は値段が重視される、それぞれの商店はその点で

少し高い。（これは個人の感情かも知れない）。通常物を買う時にはまづ値段、次に品質と

なる。したがって、値段の安い店に流れるのは自然ではないか。しかし、値段については、

諸般の事情から、厳しい現実がある。和泉多摩川商店街、狛江駅周囲の商店街は、買物す

る人はまばら、聞くところによると間に合わせの買物とか。長年居住していると陶汰され

た店にはそんな感じがした。 

・駅前に全てが集約しすぎている 

・買い物など、小企模店限定のシステムはできないのか？ 

・狛江の駅からの人の流動性は、勿体無い様な気がする。成城の“コルティ”のように、

その流れを生かし、商店へとみちびかせるようにした方がいいかと。 

・個人商店の元気が？ 

・駅前商業施設の充実化 

・駅前にはドラッグストアが沢山ありますが、もういりません。狛江駅前に文房具屋が一

軒もなくなりました。「絵手紙の街」なのにさびしいです。狛江は農家が多い。農協をもっ

とＰＲしてほしい。 
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・名品店がない 

・中小商店の乱立（要開発） 

・足を悪くしたので、自転車や車を使うことが出来なくなりましたので、配達をしてくれ

る店を頼っています。そういう商店が多くなるといいです。 

・先日、テレビ番組で狛江の特集をやっており、初めて知ったお店もたくさんありました。 

・市内のお店が一堂に介しての○○展など年に一回位あると楽しいし、新発見があって助

かるかも！！ 

・既にあるのかもしれませんが、市内のお店マップなどがあると楽しいですね。 

・慈恵医大横（東側）の道路が拡幅されてＯＫストアがなくなると困るので何とかしてほ

しい。 

・日旺日の閉店 

・狛江は買物は便利 

・東野川が市の端に位置するので、どこに出るにも同じくらい時間がかかり、慣れてしま

ってそう不便と思っていません。 

・狛江駅周辺に適当なスーパーがないので成城のサミットまで行くことが多い ＯＸは高

いので 

・買い物ではないが、各種施設行業者の信用度が理解出来るものが欲しい。市当局に責任

が及ばない程度で良いと思う。 

・和泉多摩川駅前周辺の個人商店が閉店し、（本屋、パン屋）狛江駅附近の店まで行ってい

る。 

・日常生活を送る上で特に不便は感じません。（生活必需品が備わないわけではないので、

特に不便とは感じてません。） 

・市内で買い物はしない。 

・不便ではないが地場の野菜売り場など拡充してほしい 

・特色がない ・ワンストップ性がない 

・江戸屋が潰れたせいでヤヒロが（価格設定の面で）完全に調子に乗っています。なんと

かしてください。 

・どちらかというと世田谷区エリアを利用しています。（喜多見駅付近） 

・（店への行き帰り）交通量の多さ、車のスピードの出し過ぎ、自転車のマナー（右側通行

等） 

・有料ゴミ袋の値段が高過ぎる。 

・もっと年をとったら自分一人の食料さえ買求められないだろう 今は生協ＣＯＯＰに加

入して配達もしてもらっているが、やはり必要な品物は、その度ごと毎日又は２～３日ご

とに買物に出て行くのが健康のためにも良いと思う 

・車の時コンビニなどで買い物をして２～３分で戻ると、駐禁のキップ切られる、きびし

い（見晴らしの良い道罰金￥１５０００）トイレが厳しいとか理由があるのに、駐車場を
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使わないとならないのか？２～３分の為に 

・ゴミ袋がうすくて高い。すぐやぶける。 

・狛江に住んで５０年になり大変好きな町ですが、ひとつ心をいためていることがありま

す。はじめの造成の時から道路に塀を出して作ったりだんだんはみ出して行くのに、困っ

ております 災害の時は困ると思います 世田谷との堺の道も世田谷の人は守っているの

に狛江の人は縁石で、はみ出し塀を作っています。それから東野川１丁目、２５、２６の

あたりも道路にはみ出しには驚きました。狛江の職員の方、しっかり指導していただきた

いと思います。火災や災害の時、困ると思います 

・気持ちよく買物出来るため、商店が並んだ中心地の景観の改善（大きな街路樹の整備等）

を望みます。 

・狛江はとても良い所だと思う 不便はない 

・駅前ですら、閉店が多いので、そのたびに驚く。しかし、パチンコ店や風俗店が出店し

ないよう規制されていて感謝もしている。 

・狛江市は田畑が割に多いので、農作物の販売を個々に販売せず道の駅のように駅前等に

常設していただきたいです 

・狛江南側の古い商店を大きなビルにまとめて駅ビルの展開、もっと外からの人が、遊び

や買物をしたくなるような店舗、現状市内で買物することが少ない 

・狛江は他所からの流入人口が多いと思われるので地場野菜の直売所を駅付近に作ったら

いかがでしょうか 他県の名産品などもそろえたら楽しい買物ができると思います。最近

本屋さんが次々と姿を消しています。文化度がなくなっていると感じます。 

・不便ということではないが商店街が小さくすぐにマンション等の並びになってしまう。

マンションの１Ｆ部分に商店を入れるような工夫は出来ないか。 

・狛江団地の多くの人はＯＫストアーを利用しています 買物難民にならないように長く

存続してもらいたい  

・狛江市で栽培されている野菜など、まとめて買える市場のようなものがあれば良いと思

います。（採れたて野菜＆花などの） 

・あまり町が発展していない 

・まともな商店街が無いのでスーパーに行かざるをえない。 

・ＯＫのような店がなくなると、調布市へ人が流れてしまうのでは。 

・コンビニも増え、便利な街になったと思います。 

・駅前などにお店のかんばんなどをだす。（有名なのに知らないお店が多いため） 

・世田谷街道に大きなショッピングセンターが出来ると聞いたが今だに建設されていない

のも気になる。昔からある店、新しい店ともに融合され活動的な商業になることを期待し

ています。 

・駅前小田急ＯＸのスーパは要らない。商品単位が高いわりには質が悪い。地下１Ｆいっ

ぱい使ってまで要らない。狛江市民のお財布事情に合ってない。だったら、複合型にして、
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１００円均一とかフードコートとか１Ｆでお弁当を買って、食べられる場所があった方が

時代のニーズに合っている。駅前がもっとにぎやかになる、ゼッタイ！！ 

少ないし、狭い。もっと大きな商業施設を１つは狛江にも使って欲しい。働く場所も欲し

い。 
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