
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 自由意見 
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分野別分類 

 

 今回の市民意識調査の中で、東松山市のまちづくりについて、410人の方から、延べ580件

のご意見をいただきました。分野ごとに分類すると以下のようになります。 

 

分野 件数 

１．都市基盤の整備について 86件 

２．駅周辺や商店街の活性化について 56件 

３．環境について 34件 

４．防災・防犯・安全について 45件 

５．保健・医療・福祉について 51件 

６．教育・文化・スポーツについて 40件 

７．産業について 27件 

８．情報について 8件 

９．市政について 140件 

10．その他 93件 

合計 580件 

 

 以下、いくつかのご意見を紹介させていただきます。 
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自由意見抜粋 

 

■都市基盤の整備について 

性別 年代 自由意見 

男性 30歳代 

市内循環バスのルートを駅中心ではなく、市内を円にするよ

うなルートの追加や夜の時間の運行を作る等、民間バスが通

ってないルートをもっと増やしてほしい。 

男性 50歳代 

東京に隣接しているインターがあるなどの立地条件を生かす

施策を目指してほしい。（花園の道の駅など）東松山市の人口

増加（せめて 10 万人）、教育、医療、福祉、上記の施策など

を絡めて…。 

男性 20歳代 

ショッピングモールなどのモールも出来、観光や買い物など

の生活商品などはとても充実してきたが、娯楽施設がない為、

ベッドタウンの域を出ていない感じがする。正直、『住みやす

いけどつまらない町』の印象が非常に強い。交通の便がある

のにもったいない感じだ。 

男性 60歳代 

具体的に難しいかも知れませんが、下水道を本下水にしてほ

しいと思います。お年寄りや子供たちが安心して暮らせる町

づくりが大切だと考えています。 

男性 80歳代 

省エネや高齢者の増加を考えた場合、東松山市全域の交通（バ

ス路線）を充実させてほしい。現在、本数が尐なく利用する

には時間的に不便である。また、乗り継ぎの悪さも改善して

ほしい。それによって、身体的不自由者や高齢者など外出し

やすくなり、買い物にも出かけやすい。自家用車で出かける

回数も減り、環境にも良いと思う。 

女性 30歳代 

駅周辺は道路が整備されてきて、ベビーカーや自転車も使い

やすくなってきましたが、駅から離れると、とても歩きづら

い危険な歩道がたくさん見受けられます。車道に出ないと通

行できないところもあるので、安全に利用できる道路整備を

行ってほしいです。今後の「まちづくり」に期待しています。 

男性 30歳代 

生まれてからずっと東松山市に住んでいます。だからこそ危

機感を感じています。市のビジョンが中途半端であると、人

口の流出は食い止められません。自分の小さい頃は、自然が

身近に感じられ「地域」がとても身近でした。市民プールが

あり、映画館もあり、生活を市内で完結することが出来まし

た。都内へのアクセス（ライナー・快速急行の増発）を充実

させつつ、地域コミュニティーを大切にした、緑豊かな街づ

くりを進めていくべきだと感じます。 
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性別 年代 自由意見 

女性 20歳代 
子供や子連れに優しい街にしてください。ベビーカーでの移

動が不便過ぎる。 

 

■駅周辺や商店街の活性化について 

性別 年代 自由意見 

女性 40歳代 

・最近、高坂周辺ばかり発展していて、東松山駅周辺など閑

散としているので平等に開発してほしい。 

・下水道を早めに何とかしてほしい。（東平地区） 

・東松山駅にあった鳥居はどこに行ったのでしょうか？あれ

を取外してから活気が感じられません。シンボルだったのに

とても残念です。 

女性 40歳代 

・駅前周辺や駅通りに活気が見られない。 

・駅前ロータリーが整備されていない為、ラッシュアワー時

や雤の日等駐停車している車で混雑し危ない。 

女性 80歳代 

東松山市の発展、住み良い街づくり、特に、駅周辺の中心部

の活性化にご尽力いただき、感謝しています。電車で出かけ

る度に変わる景色に驚かされます。さすが東松山だと胸が張

れます。 

男性 30歳代 

商店街の街路灯だけが無駄に明るく、住宅街に街路灯・防犯

灯の数が尐な過ぎて暗いので増設して頂きたい。都内のよう

に LED の街路灯を増設すれば、消費電力が尐ない上、防犯対

策に効果絶大だと思います。そして、BOSCH跡地にショッピン

グモールなど企業誘致をすれば東松山駅周辺は栄え、経済も

活性化するのではないかと思います。皆様のお陰で東松山を

もっと住みやすい街にして頂けたら幸いです。 

女性 50歳代 
駅周辺の活性化として、駅周辺に市民が集まるカフェのよう

なものを作ったら良いと思います。 

男性 60歳代 
東松山市中心地に（高坂寄りでなく、東松山寄り）、商店街的

な店舗を作り、もっと中心地を活性化してほしいです。 

女性 40歳代 

駅周辺がきれいになってきましたが、ちょっと中途半端な整

備のように思われます。ロータリーの所は、車が溜まって混

雑してしまうし、駅ビルも中止になって何だかがっかりです。

駅前マンションの為の開発だったようにさえ思え、不満が残

る現状です。人出も、ピオニウォークに取られた感じで寂れ

る一方のように感じます。活気ある街づくりを期待します。 
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■環境について 

性別 年代 自由意見 

男性 60歳代 

東松山市周辺の町村も含め、田畑・雑木林の減尐により自然

環境の悪化が心配です。特に、都市部には大きな緑地帯を計

画的に残すか、作るのが理想だと思いますが？自然環境の保

護は、生物、自然浄化には絶対必要だと思います。 

女性 60歳代 

毎年、河川の汚濁状況が掲載され、いつもながら月中川の数

値が基準値より高いです。下げるための手段等についても掲

載してくださればよいと思います。（できれば詳細に） 

男性 60歳代 

東松山市を中心とした比企地域は地味ではあるが、なだらか

な丘陵と都幾川などの清流があります。良好な自然が残って

います。首都圏では貴重なこの環境を最大限に活かしたまち

づくり、地域づくりを行うことにより、大いに住みやすく、

また誇りがもてるまちになることでしょう。 

男性 50歳代 
私は東松山に愛着があります。自然の豊かさには満足してい

ます。 

男性 70歳代 

南に越辺川、北に都幾川が流れ、市内でも最南東の地区で毎

年台風のとき、水害の心配をしているところです。越辺川の

堤防が特に貧弱で大雤のとき、住民が堤防の決壊を心配し、

恐れています。今まで何回となく、市・県議員・国等にもお

願いをしている。（本気で取り組んでくれません）市の方で１

日も早い安心できる生活をお願いします。 

女性 30歳代 

東松山市のイメージをよくしていく為には、住んでいる人の

満足感＋市外から来た人が駅前を見て受ける印象だと思いま

す。駅前にはなぜ不良が集まっているのですか？また歩きタ

バコを全面禁止にしたいです。とにかく危ないし、タバコの

ポイ捨てなどで道路が汚れています。市内の施設も禁煙、喫

煙をしっかりと分けてほしいです。環境を整えて未来の子ど

もの育成を。 

男性 40歳代 

・ゴミ入れ用の鉄柵を配置してほしい。（カラスにやられてゴ

ミが道路に散乱） 

・交通渋滞の起こる場所のリサーチをして、交通緩和を願い

ます。例えば、片側一車線の交差点は、右折車が一台いたら

対向車はほとんどが譲ってくれないので右折レーンを設けて

ほしい。（市民体育館の通り等） 

・公園が尐ない。子どもを遊ばせる場所を増やしてほしい。 
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■防災・防犯・安全について 

性別 年代 自由意見 

男性 40歳代 

人の集まるイベントを利用して、市民への広報（防災・防犯）

の充実。もし備蓄食料更新時に破棄されているなら、防災講

習会やイベント等で配布してはいかがでしょうか。市役所の

方々も大変でしょうが、よろしくお願いします。 

男性 30歳代 

交通ルールを守らない事が多くなってきていて、通学する子

供たちの危険が増えている気がする。警察と連絡をとって安

全な町づくりをしてほしい。森林公園駅へ向う道（北側・南

側ともに）悪路である。街灯も尐なく危険なので改善してい

ただきたい。 

女性 60歳代 

今年、東北大震災が起き、日本は災害大国と言われ、現在各

地で起きているゲリラ豪雤のすさまじさは本当に恐ろしさを

感じます。私は、新宿町に住んでいますが、水害の経験をし

ました。現在は、本下水も出来、だいぶ良くなっていますが、

強い雤が降ってくると胸がドキドキしてきます。川が溢れて

くるのではないかといろいろ準備をします。本当に、ゲリラ

豪雤になった時、また地震災害対策等ちゃんと出来ているの

でしょうか？私達が常に願うのは、日常生活が安心して暮ら

せる事です。いざという時に、どう動いたら良いのか不安で

す。今年は特に、強く感じます。一番は、災害が起きた時ス

ピード感のある行政の対応だと思います。 

男性 無回答 
市内での自転車走行は、道路の状態が非常に悪く、危険を伴

う。自転車道路の整備を希望する。 

女性 40歳代 原発事故後、不安なので土壌検査をして、公表してほしい。 

女性 40歳代 

駅前の整備はとても良くなってきました。（ロータリーなど）

町の中心部は明るい感じですが、中心から遠ざかると急に暗

く感じます。（夜は怖いです。）自転車の通行標示を付けて頂

けるとありがたいです。 

男性 50歳代 
歩道の整備を行って下さい。自転車と歩行している人がぶつ

かってしまい、危険。狭くてでこぼこしている。 

男性 60歳代 

3.11 の震災以降、立川断層の存在がたびたび報道されていま

すが、東松山市ではこれらの情報をどのように受けとめます

か？立川断層からは 30Km位かと思いますが、これが大きく動

いた場合、想定外の被害が発生すると思います。市では早急

に立川断層の情報と防災対策を市民に公表すべきです。 
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■保健・医療・福祉について 

性別 年代 自由意見 

男性 30歳代 

高齢者、障害者の介護サービスについて費用・手続きが複雑。

介護の制限、予約など制限があったり、利用する方が多く希

望する日になかなか必要な支援を受けることができない。福

祉に力を入れている市をアピールしているが、近隣の市町村

より遅れているところがある。毎年改善を訴えるが、予算が

ないという回答のみで改善されない。 

男性 40歳代 

東松山は、医療施設、特に、小児医療や夜間が不十分。夜間

が PM10時まででも何の意味もない。医師も専門ではなく、医

師会から派遣された人たちのようなのでどんなものか…。子

供が夜中、具合が悪くなるたび川越まで行かなくてはいけな

いので、その度に東松山はダメだと思う。 

女性 70歳代 市民病院を充実させて下さい。人的にも、設備的にも。 

男性 20歳代 

大きな災害が発生した際も含め、日常生活を安心して過ごす

ための存在の市民病院の夜間救急を再開していただきたい。

東松山市に住んでいるのは、高齢者だけでなく、30代から 50

代も多くいるはずです。もっと医療サービスを考えていただ

きたい。でなければ、医療の充実した町へ引っ越します。安

心して生活できません。 

男性 30歳代 
子どもの予防接種や健診など、その都度、お知らせのハガキ

で通知してほしい。 

女性 30歳代 

子供に重度自閉症の障害があります。ケアサポートいわはな

さんの事業に助けられ、また、市がノーマライゼーションを

進めて頂いたことにより、市民の方の意識が変わり、学校で

も周りの保護者の方から理解を頂き、つらい思いもせず、幸

せに生活できていることを有難く思っています。また、学校

の校長先生の理解を頂くことによって、先生方皆様が、障害

がある子がいて当たり前の教育をしてくださり、子供たちが

自然に助けてくれる、優しい子供たちが育っていることが、

今後、この子が地域で暮していく上で心強く思っている点で

す。いつもありがとうございます。 

女性 30歳代 

現存の社会情勢において共働き世帯の増加があるにもかかわ

らず、保育園での待機児童問題を早急に解決していただきた

いと思います。働く人が増えることで市の財政もプラスにな

るのではないでしょうか。近隣の市町村に比べるととても入

園しづらい環境にあるとともに、入園の決定までの時間がか

かりすぎだと思います。11 月申請であれば、翌年１月末くら

いまでに決定してほしいです。 
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■教育・文化・スポーツについて 

性別 年代 自由意見 

男性 70歳代 学校問題。地区外の小学校に入学できることを望む。 

女性 30歳代 
小中学校の各教室にすべて冷房を設置して下さい。学力向上

のために必要なことだと思います。 

女性 60歳代 
東松山市の最大のイベント、「歩け歩けスリーデーマーチ」を

もっと魅力ある大会にしてほしい。 

女性 30歳代 

・学童クラブの整備・支援。公共と民間の隔たりをなくす、

学校内にクラブ新設。 

・英語教育の早期導入・強化。小学校放課後、補習等の導入。 

男性 60歳代 

「ウォーキングなどの生涯スポーツの推進」を発展させてい

ただくには場所を決めて、ウォーキングができるようにして

ください。現在、車で 20分ほどかかります。他市のスポーツ

公園に行き、ウォーキングをしています。（月３～４回程度） 

男性 70歳代 

・幼児や低学年の子どもたちが安心して遊べる施設を備えた

環境がほしい。休憩するだけの小公園はあるが、母子や子ど

もたちが伸び伸びと遊べる場所がない。 

・数年前に閉館した「ギャラリー東松山」は近隣の美術愛好

家を含めて、利用された素晴らしい施設だった。多くの表現

者が集まり、質の高い美術のグループも誕生し、互いに連携

しあい、美術文化が育っていた。東松山の誇りであった。ぜ

ひ、同規模の施設の再建を望む。 

 

■産業について 

性別 年代 自由意見 

男性 70歳代 
・会社、事業所等の誘致を図り、魅力ある街に。（働く場） 

・商店街の活性化。（空き店舗の利用） 

男性 20歳代 

市から企業の方々が逃げて行っているように思えます。税金

が高いからでしょうか？企業が入って来る（入って来たい）

東松山市にしてほしいです。東松山に大きな企業を呼び込ん

でほしい。 

男性 70歳代 

市内に道の駅を設置して町を活性して下さい。それと、区画

整理をスピード化して下さい。高坂地区の場合は、駅前（東

口）が全然遅いです。産業の活性化の為、工場を誘致してほ

しいです。リーダーシップを。 

女性 50歳代 

企業や農協などと連携し、この地域ならではの産物を進める

ことは、遊休地等の利用や開発に繋がると思う。また、農協

をよく指導し、尐ない耕作面積のものでも自給率を上げるこ

とが必要。ただ、農薬の使用については、県の水準以下で進

めてほしい。 
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性別 年代 自由意見 

女性 40歳代 

東松山市は環境（自然）にも恵まれ、災害も尐なく、住みや

すいと思います。人柄や土地柄もよいと思います（私の住ん

でいる周辺や仕事で接する方を見ると）。ただし企業の撤退

等、東松山市での就労の場が減っているのではないかと思い

ます。今後、市の発展性という所では心配があります。市中

心部の高齢化もあるのかなと思います。若い子どもを持った

世代が東松山市で子育て・教育・就労しやすい環境が出来る

ことを希望します。 

男性 30歳代 

ピオニウォークを拡張し、日本一のショッピングモールにし

てもらいたい。映画館・有名ブランドの出店・日本未出店の

誘致など、何回かは行ったがあまり魅力がなく、つぶれるの

も時間の問題だと思ったので、今の内に対策を考えてほしい。 

 

■情報について 

性別 年代 自由意見 

女性 60歳代 防災放送が聞こえづらくて困ります。 

女性 20歳代 

保健センタ－の行事日程表や子どもの予防接種の予定、集団

検診のお知らせなどを対象の子どものいる家庭に郵送で知ら

せてほしい。以前、他の市に住んでいるときは毎回お知らせ

がきて、親切だと思いました。 

 

■市政について 

性別 年代 自由意見 

男性 50歳代 

職場が東京、または、工場（地元）である現状を尐しずつ変

化させていく事が市の活力になるものと思います。市の職員

の、私ども市民への対応が 20年前に住んだ時と比べると大変

良くなっております。 

女性 40歳代 

・何事においてもその場凌ぎの対応だけでなくて、長期的な

視点で対応して頂きたい。（年度末の工事、学校の予算など） 

・地区や学校から上がってくる意見を「お金が無い。」の一言

で終わるのではなく、ここで生活している人たちの立場をわ

かってもらいたい。 

男性 60歳代 

２年前、国民保険の手続きに行きましたが、対応してくれた

車イスの女性職員は書類の説明に 100％満足する処置を説明

されました。ハンディをものともせず、笑顔で業務を行う姿

には心を打たれました。他のいろいろのハンディのある方々

も彼女に指導をうけ、いきいきと生活できれば、社会が明る

くなるでしょう。私は 61歳で初めて出会いました。 
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性別 年代 自由意見 

男性 70歳代 

財政健全を考えるならば、もう駅周辺などの活性化は必要な

し。（多くの老人の意見）それよりも、市民病院の充実が最優

先にやるべきこと。その他、下水道の整備等何が重要な事業

なのか考えるべき。市の人口等を考えれば、市会議員の数は

多いのではないか？（多くの人の意見）名古屋の河村市長が、

成し遂げた事（議員定数の半減、手当の半減等）参考にすべ

き事が多々ある。それなくして東松山市民の他への流出は止

まらない。 

女性 50歳代 

福祉サービス等大分整備され、活動が盛んなように思われま

す。声を発せられない人達にも気を配れる行政を期待します。

また、東松山が「ふるさと」として一生大切に、心の支えと

感じられる様な、町づくり、人と人とのふれあいづくりをお

願いします。 

男性 40歳代 

河川の近くではなくても、集中的に雤が降ると水が出てしま

うのに下水道の整備が遅れている場所が市役所の周辺にもま

だある。細かな市民の意見などを聞き入れる総合的な部署な

どを市役所内で組織してほしい。 

男性 50歳代 

住みやすいとは、どんなことでしょうか。イメージ戦略を含

め、総合的なビジョン（発展）を示すことが、何より先であ

ると思います。今までよりも、もっと簡単で皆にわかりやす

く、協力も得られるように知恵をしぼってください。 

男性 60歳代 

東松山市の誇れるものを三つあげ、他の市町村とは違った、

本当に自慢できるものにする。そして、それを市の売り物と

して全国に発信する。例えば、①教育に関すること、②商業

に関すること、③医療や福祉に関すること。他では考えられ

ないほどの特徴を打ち出して見てはどうでしょうか。 

男性 60歳代 

ご苦労様ですが、この種のアンケートでどんな結果が得られ

るのか疑問です。市の職員の方や関連機関等の職員の方が肌

で感じている市民の反応を有効に活かした方がより良い行政

の改善に繋がると思います。 

女性 30歳代 

緑多く、流れもゆったりしている東松山市。近年、高坂地区

の開発が進み、ショッピングも楽しみになってきました。し

かし、子育て中の主婦にとっては、公園にとても不満を持ち、

遊具の豊富な他市へ行っています。どうして他市のような公

園がないのでしょうか？上沼や下沼など、とりあえずの公園

よりも子供が楽しく長い時間遊べる公園作りに努めて頂きた

いと思っています。何となく全てにおいて中途半端な市とい

う感じです。しかし、他市より役所の職員の方々は、対応が

良いと思います。 
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■その他 

性別 年代 自由意見 

女性 30歳代 

市民意識調査を行うことは、大変良いと思います。仕事柄、

国、地方（県）、市町村のこの手の調査に関係してきたが、結

果の解決には十分気を付けてほしいと思います。調査には、

欠点がつきものです。データの背景（例、性、年齢など）を

踏まえた解決が必要です。回答者数が 6 割くらいと思います

が、データの解析で長所・短所を導き出して下さい。 

女性 70歳代 

クリーンセンターで出されたゴミをシルバー人材の方たち

が、きれいにして売り物にしている場があれば良いと思う。

参考として青梅で行われている。遠かったが、リクライニン

グベッドを 1 万円で購入できた。市内であればもっと利用し

たい。広報に譲るとあるが、見るだけで行動に移せない。 

女性 50歳代 
もう尐し時間にゆとりが出来たら、ボランティアに参加した

いと思っています。 

 

 

 


