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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、377人の方から延べ

388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 98件 

2.駅周辺や商店街の活性化について 49件 

3.環境について 12件 

4.防災・防犯・安全について 27件 

5.保健・医療・福祉について 47件 

6.教育・文化・スポーツについて 16件 

7.産業について 13件 

8.情報について 4件 

9.市政について 95件 

10.その他 27件 

合計 388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 

女性 50歳代 

近隣で何年か前に火災がありました。道幅が狭く、消防車が入ること

ができませんでした。住宅地の道幅の確保が出来、安心の生活をお願

い致します。 

男性 30歳代 

道路工事が途中でそのまま 2年以上経過している所がある。計画的に

工事してほしい。公園と呼べる公園が自宅近くにない。子どもたちが

道路で遊んでいて危ない。 

男性 30歳代 

青少年の健全育成の一端として、小・中学校の遊び場が少ないように

感じる。大きな公園施設、児童館、また市民プールは海のない東松山

市にとって必須と感じている。 

女性 30歳代 
神明町のボッシュのあと地は何になるのでしょうか。できれば広い公

園などにして欲しいです。 

男性 60歳代 

歩け歩けのまち＋サイクリングのまちづくり。これから高齢化社会に

向かう中で、市民の生涯スポーツとまちおこしを目的に市内の拠点に

レンタルサイクル貸し出し場を設置してもらいたい。幸い、隣接する

吉見町に「荒川自転車道」が通っており、アクセス環境を整えれば、

利用者が増えると思います（吉見町商工会発行のサイクルピットよし

み参照）また、昨年電動自転車の無料貸し出しのイベントがありまし

たが、利用してみて、東松山は坂が多いので助かりました。有料でい

いので続けてほしいです。 

男性 40歳代 

・緑地や自然を生かした活気のあるまちづくり 

・駅周辺などの商業施設、道路の整備の推進 

・都内からの利便性を向上させる（池袋から 40分以内に） 

・市内交通網の整備（循環バスの本数増加） 

・公園の整備（プールも含めた総合運動公園を） 

女性 60歳代 

今の方式での循環バスで誰が恩恵を受けるのかと言う事をいつも考

えています。確かにバスを走らせれば公平で平等である事は間違いな

いのですが、それを利用できる人はどれ程いるのでしょうか。健康で

自力で行動できなければバスには乗れないのです。これから先は、免

許を持っている人がますます増え不便（1日に 1本か 2本、目的地に

なかなかたどりつかない）なバスを利用する人は減ってしまうでしょ

う。住民の利便性という立場に立って原点から考えて欲しい。 

女性 20歳代 
徒歩や自転車で安全に通れる道路に整備してほしい。今のままでは子

どもを連れて安心して歩けないし、自転車で移動できない。 
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■駅周辺や商店街の活性化について 

性別 年代 自由意見 

男性 30歳代 駅前が寂しい。お店（飲食店）が少ない。 

女性 80歳代 
市内はすっかりシャッター街になり寂しい。活気が無いようだ。もう

少しにぎやかな街にならないだろうか。 

男性 60歳代 

市中心部を含めて魅力的な商店、レストラン、カフェが少なくにぎわ

いが無い。それを求めるには市外へ出るしかない。魅力的な商店、カ

フェ、レストランが定着するような都市の土壌が出来ることを期待し

たい。 

女性 60歳代 

駅周辺、商店街などに喫茶店、甘味処といったゆっくりとくつろげる

店があると嬉しいです（店舗が少ないように思います）。公共施設の

プールを作っていただきたいです。 

女性 20歳代 
駅周辺に活気がないように感じるので、もっと飲食店を増やすなどし

ていただいたら嬉しい。また、雇用が増えることを期待している。 

女性 50歳代 

東松山駅周辺の商店街がさびしくなっています。商店はもちろんです

が、何か人が集まるような施設（ボランティアセンターや高齢者福祉

関係のサービスセンターなど）も含めて、考えて頂きたいです。買い

物も市の中心ではあまりできず、車のない高齢者は買物難民になりつ

つあると思います。このような状況が続くと若い世代も、ゆくゆくは

東松山を離れることを考えてしまうと思います。街づくりに関する意

見を、市民がオープンに話し合える機会をもうけていくのもよいので

はないでしょうか。 

女性 30歳代 

道路が整備されてきていますが、街灯がなく冬の夜はとてもさみしい

街になっています（まるひろ前の通り）。帰宅し東松山に来るとホッ

とするのに残念です。又、周辺の商店街も同様です。それぞれの祭り

やイベント、各商店街が一緒に何かできたらいいのにとも思います。

その点 100円均一のイベント、とっても良かったです。歩くことでこ

んなに良いお店があったのかと発見！街、商店の活性化を希望しま

す。 
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■環境について 

性別 年代 自由意見 

女性 30歳代 

東松山市をきれいなまちとしてアピールするためにも駅周辺は禁煙

にしてほしいです。歩きたばこやたばこのポイ捨てはやめてほしいで

す。そしてきびしく取り締まってほしいです。たばこのゴミや歩きた

ばこのけむりを吸ってしまうことがストレスです。“歩くまち”のイ

メージとしてやめてほしい。 

男性 80歳代 

東松山市にふさわしい緑化、公園、河川の堤防等への植樹等で更に緑

化に力を尽くしていただきたい。CO2の削減にも沿うし市民のいこい

の場ともなりえると思います。 

女性 30歳代 

近所の家のほとんどが家庭でゴミを燃やしており、煙や臭いで不快な

思いをしています。東松山に引越してきて 2年と少し経ちますが、強

く改善してほしいと感じます。その他は概ね暮しやすく感じます。 

女性 50歳代 
夏は歩道に雑草がおい茂り、ウォーキングがしにくい状況です。市民

が健康管理をしやすい環境を整えてほしいと思います。 

女性 30歳代 

燃えないゴミの日を週 1日ではなく、週 2日にしてほしいです。実家

の方は週 2日でしたので…。週 1回ですと置き場所、小バエなど気に

なります。 

女性 50歳代 
数年前ですが、東松山に引っ越しを決めた理由のひとつは市野川の存

在でした。市野川の自然豊かな景観を今後も大事にしてほしいです。 
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■防災・防犯・安全について 

性別 年代 自由意見 

女性 30歳代 

下唐子に住んでいますが、家の周りに雑木林の多いことに驚きます。

一歩中に入れば道路からは見えなくなってしまうような場所がたく

さんあり、子どもの通学や遊びで出歩く際、犯罪に巻き込まれないか

と心配です。大人がウォーキングなどをしていても怖さを感じます。 

女性 60歳代 
防災東松山の放送がほとんど聞き取れないことが多くあり、肝心な時

に役に立たないのではと思う。何とか対策をしてほしい。 

女性 20歳代 

私が住んでいる地域は街灯がほとんどありません。小学校が近くにあ

るのですが、通学路になる部分にも街灯がなく、夜になると、携帯電

話で灯りをつけないと何も見えない状態になります。最近は住宅も増

えてきたので、小さい子も多くなり、安全面がもっと良くなるよう街

灯をつけて下さい。あと、市内循環バスの本数を増やしてほしいです。 

女性 60歳代 

子どもや高齢者が安心出来る市、（マンション住いの方）隣近所に誰

が住んでいるのか交流出来るまちづくり、各地域ごとの交流を深めら

れたら災害の時も良い方向に行くのではないかと思います。 

男性 70歳代 
ボランティアの多い町になっているが、防災、防犯で笑顔の多い町に

したい。皆様と共働で！ 

女性 40歳代 
横断歩道や信号が整備されていない場所が多く、子どもたちに危険が

多いと感じることがある。 

女性 50歳代 

昨年、土砂災害警戒区域に指定されてしまい 24年 2月 11日の説明会

に参加しました。警戒避難体制として、市町村から、各町内会へ、警

戒区域家庭へと、土砂災害に関する情報等の伝達方法を定めるとの事

でしたが、その後、まったく連絡もありません。最近のゲリラ豪雨等、

異常気象が続くこの夏、毎日がとても不安です。防災対策宜しくお願

いいたします。  

男性 50歳代 

長く住んでいるわけではないので、具体的な事はわかりませんが、い

つでもどこに住むにしても大事なのは安心して住めるかというとこ

ろです。治安の問題とか気になります。特に子どもたちが犯罪に巻き

込まれないようにとか。 

女性 70歳代 
交通安全対策事故防止の白線一時停止線設定を願いたい。交通事故が

多発している為。 
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■保健・医療・福祉について 

性別 年代 自由意見 

女性 不明 

市民病院の医師を増やして下さい。内科以下すべての科を置いて、市

民の命を守って下さい。休日、祝日、また深夜でも急患をすぐに受け

入れて下さい。以上おねがいします。 

男性 30歳代 

出生後の検診が、他の市町村に比べると少ないように思えます。親同

士の触れ合いが、その後の学校生活などでも良い関係を築けるかと思

います。 

女性 60歳代 
東松山市も高齢者が増え、要介護になった時の介護施設と福祉施設を

増やして頂き、充実した生活が送れるようにしてほしいです。 

女性 30歳代 

妊婦健診の補助は大変有難いです。子どもの医療費窓口払い不要もこ

こ数年では大きな成果だと思います。待機児童の問題、保育園の質の

向上も今後の課題だと思います。東松山市ならばできると思います。

頑張って下さい。 

女性 60歳代 

デイサービス、ショートサービス、老人ホーム、とくに老人ホームは

何百人待ちでは気が遠くなるようです。高齢者施設をもっとふやして

ほしい。 

女性 30歳代 

休日夜間の小児医療体制を早急に改善してほしい。特に夜間、子ども

の具合が悪くなった時などすぐに駆け込める病院がないのは親とし

てとても不安がある。（どの病院に電話しても小児科医が不在などの

理由で断られる。） 

男性 50歳代 
市民病院の運営について、他の自治体の良い事例を参考にして市民病

院の良好な運営をお願いします。 
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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 20歳代 

子育て支援センターなど子どもを育てるのに充実した施設が整って

いる印象があります。また高坂付近はきれいに整理されており将来性

も見込まれます。引き続きすばらしい市政になることを望んでいま

す。 

男性 50歳代 

最近、よく図書館を利用していますが、イスが少なくゆっくりと座っ

て本を見たり、勉強したりする事が出来ません。空いているスペース

にイスを置いてほしい。緑をもっと増やすべきだと思います。 

男性 40歳代 
18歳までの医療費の無料化、給食費の無料化などの子育て支援。人口

が増加に転じるよう若い世代にも焦点を当ててほしい。 

女性 40歳代 

小学生が放課後に遊べる児童館が地域ごとにほしい。（青少年の健全

育成）東京都には児童館が多く、子どもたちが交わって遊べる場所も

多い。様々なイベントも行われている。子どもたちの手によって自ら

行われるイベントもある。埼玉県でもぜひ取り入れてもらいたいと思

います。 

女性 30歳代 

保育園、幼稚園はもちろん、病児保育をしてくれる施設がたくさんあ

れば、働きながら子育てがしやすいまちになると思います。そんなま

ちになれば、若い世代が定住してくれる、活気のあるまちになる気が

します。 

男性 70歳代 

駅前通りに｢ギャラリー東松山｣があった時は、市内及び周辺市町村の

美術団体及び優秀な美術家達が次第に集まり、地方都市としては珍し

い一大文化圏が創られつつあった。彼らの発表の場として、埼玉県で

も一、ニを争うすばらしいギャラリーだったからである。その方面か

らみると東松山市は文化の街として特に輝いていた。老若男女のこれ

からの活動、発展が期待されていた。もう一度、あのような施設の建

設を要望したい。 

女性 50歳代 

少年少女スポーツクラブの育成、支援を行い、人間関係づくりの大切

さを身を持って学んでいければいいのではないかと思う。子どもたち

がゲーム社会に巻き込まれていると思います。 
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■産業について 

性別 年代 自由意見 

男性 20歳代 やきとりのまちとして、全国にアピールしていきましょう！ 

男性 30歳代 

ウォーキングの町と銘打っているが、どこの町でも真似されにくいよ

うな、更に特色あるものにしていただきたい。都内から約 1時間とい

う短時間でこれ程の自然が感じられるので、例えば自然体験、収穫体

験なども合わせて行ってはどうか。Ｂ級グルメやきとり、梨の生産地

であることはなかなか都会の人には分からない。都内勤務の者とし

て、特にやきとりについては、周囲からも良く聞かれる事であるので、

マップ作成にとどまらず、やきとり祭りなどもしてはいかがか。メデ

ィアによる話題性があれば市は活性化する。 

男性 60歳代 

福祉、教育、環境、道路整備、下水道など全ての行政サービスの基本

は、財源。財源を豊かにするため、税収をあげること。そのためには、

企業や商業などを誘致し、豊かな東松山にして下さい。 

男性 40歳代 

何処の市町村でも産業の国内空洞化による減収が問題になっている

と思います。将来自分の子どもたちが安心して東松山市に住む為に

も、積極的な企業誘致や観光名所のＰＲに力を入れてください。 

女性 70歳代 
若い人たちが希望を持って生きて行けるようになるとうれしいです。

もう少し働く場が出来ることを願っています。 

女性 70歳代 

まちづくりとはちょっと違いますが、自分が農家だけに農業後継者の

問題で悩んでいると思います。現在農業をしている方々はご年配の方

も多いと思います。1年、5年、10年経ったらと思うと我家でも勤め

の都合で子どもは家を離れています。どちらでも同じ考えの方もいる

と思います。農業も大変ですね。 

 

 

■情報について 

性別 年代 自由意見 

男性 40歳代 

最近、東松山市の情報が新聞等のメディアに掲載される事も多くなっ

てきていて、嬉しく思います。東松山市の取り組みを多くの人にアピ

ールし、そしてみんなが参加できる町づくりを進めていくことが町の

一体感や愛着を育むのに役立つのではないかと思います。 

男性 30歳代 
｢広報ひがしまつやま｣を高坂駅に置いておいてほしい。市役所まで取

りに行くのは大変である。 
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■市政について 

性別 年代 自由意見 

男性 60歳代 

現在、年 2回行っている地域の清掃活動を年 4回に増やし（将来的に

は月 1 回に増やす）、街並みの美化に市民全員で協力する事で、地域

の人々の交流も推進できると思います。また、60 才以上の人々が必

ず 1つのボランティア活動に参加するようにし、地域の環境、福祉、

安全に協力し、地域社会に貢献する事で各自が生き甲斐や目標が持て

る町づくりをしてほしいと思います。 

男性 30歳代 

問 28 でも書きましたが、若い人たちが子育てをしていきやすい町、

親世代(年寄り）が生活しやすい町、子どもたちが大人になって、又、

子育てをしたくなる町、福利厚生がしっかりしていて、緑が豊かで、

安心して暮せる町、子どもから年寄りまでがこの町が好きだと言える

町にして下さい。 

女性 40歳代 

職員の方は親切、丁寧で相手の立場になって話を聞いてくれますが、

ほんの一部の人が上から目線で、話を聞かずになげやりの人がいまし

た。私も人間です、感情があります。もう少し、職員の教育をお願い

します。 

女性 20歳代 

・下水道の整備など生活の基盤 

・高齢者、障害者福祉の充実（人材育成等） 

地道な取り組みだが重要と思います。 

・駅周辺をはじめ市内の商業活動活性化、魅力ある東松山市、まちづ

くりの取り組み、いろんな分野から建設的な意見を集めつくり上げ

る。 

・市民が生活上困ること、助けてほしいと望むことにきちんとこたえ

る行政の役割は大きい。市民との対話を充実させながらやるべきこ

との優先順位を明確にし、とりくんでほしい。 

男性 50歳代 

駅や市役所の周辺は整備されてきたものの、町としての活気がみられ

ない。二世代三世代が住みやすいまちづくりにして下さい。そのため

に、市民の意見を取り入れ、その先導役として市が引っぱって行き、

資金、環境整備等を改善してより良いまちとして下さい。 

男性 20歳代 

もう少し若者でにぎわう街づくりをしていってもらいたい。お年寄り

も大事にすべきだと思うが若者が都心部に出て行っているわけなの

だからもう少し若者が集まってくるように趣味やファッションなど

の店や場所が必要だと思う。 

女性 50歳代 
花と歩けの町として定着してきたと思います。これから老、若すべて

が「幸せ」と感じる町づくりがなされてゆくことを期待いたします。 

女性 60歳代 

市民が安心して住める街にしてください。医療、福祉、生活環境など

さらに充実をお願いしたい。高齢者や子どもたちが安心して住める街

を目指していただきたい。 
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性別 年代 自由意見 

女性 40歳代 

子育てをする時に「ソーレ」の施設をよく利用していました。このよ

うな施設は、近隣になく安心して赤ちゃんを連れていくことが出来

て、とてもうれしかったです。動物園有り、インター有り、Ｂ級グル

メ有り（やきとり）、自然有りと何でもそろっているのにまだまだ良

さを活かしきれていないと思っています。東松山にお嫁に来て、良い

所だなと思っていますので、これからもますます発展してほしいと思

ってます。また祝日もゴミ収集にきてくれて本当に助かっています。 

男性 40歳代 
市民の視点を大切にこのようなアンケートを活かしてよい街作りの

目あてを作って下さい。頑張って下さい。 

 

■その他 

性別 年代 自由意見 

女性 60歳代 

被災して、お隣同士、近隣の日常の大切さがしみじみ感じ、東松山で

のサロン、福祉事務所でのレクリエーション、各公民館の交流出来る

機会が沢山あることに幸せを感じました。 

女性 70歳代 
各施設の予約が大変混んでおりますので、朝（7 時頃）から並ぶ状態

です。いい考えはないものでしょうか。お願い致します。 

男性 60歳代 

歴史に名を残す「松山城」を再建、復活をと願う市民です。東松山駅

から大通りに向け、その先に松山城が威容を誇る姿を想像しただけで

も元気がわいてきませんか？ 

 


