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国立富士見台第三団地

国立富士見台第二団地

谷保第三公園

国立富士見台団地
国立富士見台

第一団地

国立富士見台第一団地

たまご広場

ダイヤ街

谷保駅
北口商店会

むっさ21

谷保第一公園
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第七小学校
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総合
体育館
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第二中学校

谷保第六公園

矢川上公園

東京女子体育大学
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西保育園

子ども
家庭支援
センター

給食センター

・子どもが遊ぶ
・行くと必ず知り合いに会える
・子どもが電車や踏切をみるのが好きで
喜ぶ

・夏は水遊びができる
・桜が綺麗
・ブランコ乗りながら桜が散る
・写真映える
・第三公園は広いが第四公園は落ち着く
・桜の咲いていない時も木と空のバラン
スが良い

・茂りすぎていない
・いい公園
・環境フェスタがある
・公園ママ友づくりデビューエリア
・ゴリラ公園、かいじゅう公園、ももの
木公園などの愛称がついているので、
親しみやすい

・あまり知られていないけどトレイン
ビュー公園になっている

・市外からの利用も多い
・小さな子どもたちと保護者たちが集っ
ている

・公園が多いが、その中でも第四公園が
一番いい

・FC・映画・親子の憩いの場となってい
る

・幼稚園も近く行きやすい
・広い
・子どもが気に入っている
・遊具がある
・料金もかからず、自由に使えて良い
・午前中は乳幼児が多く、午後は幼稚園
児や小学生が多く遊んでいる

・小さい、低めの滑り台があるのがいい

・カンガルー広場、ここすきでよ
く来る

・兄弟で遊べる
・近くて、便利
・乗り物にのれる
・ボール遊びができる
・雨の日にも遊べる

・多摩障害者スポーツセン
ターがあることの意味は
とても大きい

・ベンチとピアノがある
・フリーピアノがあり誰でも弾ける
・食べ物を買ってたべる
・ツバメの巣がある
・TVに映った
・のんびりした雰囲気がある
・お気に入りの店がある

・富士見台地域にとって最大のメリッ
トは中央図書館とそのサービスがあ
ること

・読み聞かせに参加する
・月に１～２回通う
・公園と一緒に利用する
・市民にとって大切
・私にとっては大切な本のある場所
・週に１～２回は行って読んだり、探
し物をしたりする

・子どもが絵本を好きでよく行く
・読み書かせ部屋がよい
・中央図書館とその周辺の公園の環境
がいい

・図書館前の木陰はきもちいい
・富士見台地域に中央図書館がある
・幼児～１８歳、児童が過ごせる場が
ある

・本を借りる
・周辺のお買物も含めてお散歩でちょ
うどよい距離

・子どもがたくさん本を読む
・近くにある。子どもと大人が別階な
ので利用しやすい

・公園に飽きたら図書館で本を読んだ
りもできる

・本を借りて、返すのが日課になって
図書館によく行った

・朝はラジオ体操
・夕方は速歩き５週回りをする
・国立の中で一番広い公園だと思う
・空も広く、緑も多い
・いざという時の広域避難場所なので突然の地震
でも安心感がある

・人のみが歩ける並木道を大切にしたい
・日当りがよく居心地が良いから
・ベンチがある
・本を読める
・子どもにお菓子
・太極拳やゲートボールをしている
・緑と土がいっぱい
・貴重な広い公園
・住民の誰もが集える公園になっている
・第三公園での毎日朝のラジオ体操をしている
・野球やソフトボール、テニスなどの球技ができ
る

・周辺に公共施設が集中していて便利。第３公園
は大きくて魅力的。四季が感じられる

・学生の遊び場となっている
・ドラム缶のような土管がある
・児童館事業を実施
・長男が大人の野球している姿を見て興味を持っ
た

・他の子育て中のお母さんと情報交換できる
・砂場がある
・中央の木の上登って遊べる
・ターザンロープを使って遊ぶ
・テニスコートよく行く
・ここすき広場の帰りに寄っている
・広いグラウンドと遊具のある公園がある
・遊びに行くと、他の子と会う事が多い。幼稚園
と自宅の間にある

・一番近い公園
・広いグラウンドがあり、自転車で遊べる
・いろんな遊びができる

・富士山と電車のビューポイントがある
・広々とした道で、さわやか。ウォー
キングしている

・タンク車の通過音が心地いい
・車が少なく歩きやすい
・貨物列車が通る
・カーブの音が良い
・昔はニューム管のトンネルがあった
・一昔前は池があった
・さくら通りは危ないので自転車も
こっちを通る

・犬の散歩

・生活上、気軽に行けて、商店が身近にある
・高齢者にとって、近くの商店街はとても
大切な場

・子どもの就業体験、さまざまな子どもを
上手に受け入れている

・第一公園は自分たちの手でキレイにしている
・汽車ぽっぽ公園という愛称がついているので、親しみやすい
・商店街の中にある
・公園周囲の飲食店、屋外との連続性が良い
・除草の状態が良くきれい、イベントも多い
・幼稚園に近い
・程よい広さで子どもをよく見守られる。遊具が適度にある

・とにかく最初にかけこめる
・待つことあるが、丁寧で親切な
対応をしてくれる

・体調が不安な時にふらっと気軽
に行くと安心

・健康診断に利用する

・個々で開催されるイベントは市民に
とって満たされる事が多い

・音楽やイベント、市報を見に行く
・文化・芸術の発信
・心を豊かにする
・色々なイベントがある
・昼休みを過ごせる
・音楽などの催しがあり、自由に過ごせ
る

・無料コンサート
・近くにあり利便性がよい
・芸小ホールは市内の文化活動の中心、
市内のイベントを開催

・庭がきれいで日本家屋室内の落ち着いた雰囲気は心を和ます
・お弁当自由に持ち込める
・誰でも入れる
・本当にホッとする空間
・結構意識の高い方々が集う
・旧吉川家はぜいたくなくらい庭が広く、樹木もよく育ってい
る

・ひらやの里として7月はじめにOPENした
・来るもの拒まずの居場所、コミュニティスペース
・市が遺贈を受けた、趣ある民家と花や実をつけた樹木等が茂
る庭を活用して展開する「元気高齢者の居場所づくり事業」を、
住民団体「ひらやの里」が運営しており、高齢者をはじめ赤ちゃ
ん連れのパパママも訪れる、多世代交流の場となっている

・ひらや照らすはとても楽しい

・安く、若い人が集まれる
・たくさん食べられる

南武線沿い

・ダイヤ街でドラマ撮影している
・ダイヤ街にあるシェアハウスのコトナハウ
スで、お客さんのリクエストを聞いて注文
する本屋（小鳥書房）の取り組みをやって
いる

・ダイヤ街にこだわりの人気店が多い
・ダイヤ街、ちょっと懐かしい雰囲気、昔な
がらのアーケードでと商店主との距離が近
く親しみやすい

・コアなお店、個性的な店が多い
・商店街は人と人のふれあいがある

ダイヤ街

・落ち着いた店
・ランチ安い
・大学生がやっている店
・いろいろな情報が得られる
・「NPO 法人くにたち富士見台人間
環境キーステーション」は地域住
民、商店会、一橋大学、国立市が
協力し合い、富士見台地域におけ
るまちづくりを実践

・コミュニティカフェ「ここたの」、
地場のものを中心とした野菜を販
売する「とれたの」、市民に向け
た貸しスペース「KFまちかどホー
ル」等の企画・運営を行っている

ここたの

・谷保駅周辺で学生のチャレンジ、シェア
ハウス、工房、たまり場などさまざまな
活動がうまれている、イベントも数多く
開催されている

・医院や整骨院も多く、生活環境が充実し
ている

・おしゃれエリアになり始めている
・谷保の歴史を知ると面白い
・谷保駅は田舎風
・谷保駅EV設置で出かけやすくなった
・谷保駅で深夜バスが使える
・羽田行きリムジンバスがある
・谷保駅周辺は個性的なお店が増えてきた
・「人間環境キーステーション」の「商店
街協同」チームで、『やっほー』で商店
街特集やクーポン配布などを行っている

・3人組の「やほレンジャー」もいる
・スーパー、医院＆整骨院、安い八百屋の
ほか、美味しいケーキ屋やふくろうカ
フェのような店まで、様々な店がそろっ
ている

谷保駅

谷保北口商店街

・市役所も郵便局もあり大変便利で、な
おかつ健康づくりもできる

・体を動かしに行く
・足を悪くした時以来、総合体育館を週
１利用している

・市民総合体育館がある
・保育室は屋内なので雨の日なども使い
やすい

・隣に体育館があり、その２階に保育室
がある。雨が降っても公園から移動し
て遊べる

総合体育館

芸術小ホール

・宴会で利用する
・よく利用する
・値段安い
・人が集まりやすい

藍屋

・第二団地内公園
・かばの公園
・二丁目の人が掃除している
・こじんまりして過ごしやすく、
丁度良い広さ

・掃除していて風景がいい
・かば公園という愛称がついてい
るので、親しみやすいよう愛称
を伝えていきたい

谷保第二公園

・今の古めかしい市役所が好き
・富士見台地域に市役所があり、利便性が
良い

・市役所３階から見える冬の富士山が良い
・近くて、便利
・市役所内のレストランにもキッズスペー
スができたので、市は子育て事業に力を
入れている印象

・地域包括支援センターがあり、市役所の
職員が身近にいる

国立市役所

谷保第四公園

ひらや照らす

・第二団地のみどりに囲まれた生活は最高
・住民の活動でコミュニティの場である集会所
・中央の公園、夏は蝉がいっぱいいる
・開かれた集会所
・ケヤキから四季を感じられる
・第二団地の集会所がいい
・芝生に面してオープンなところが良い
・居酒屋きんぞう、持ち寄り、差し入れ、コミュ
ニティの場

国立富士見台第二団地集会所

・北側の柵に蝉の抜け殻がいっぱいある
・第 2 団地北側は団地の空間がまちとのつながり
を感じられてよい

・団地ごとにコミュニティの活動がある
・団地の緑、季節ごとの花々がステキ
・緑が多く、車の心配なく遊べて、空いている
・第2団地集会所は富士見台地区の中心的な位置

国立富士見台第二団地

・市役所の帰りに寄る
・家族が好き
・第四公園帰りに寄る
・美味しい
・前にベンチとテーブルがある
・美味しいパン屋
・便利で美味しい
・お昼時、いろんな年代の人が来
ている

・公園に遊びに来た人も利用して
いる

プチ・アンジュ

・第7小学校の見守り活動が活発

第七小学校

・昔からある店で顔な
じみになっている

・昔の話がきける
・会話ができる魚屋

魚善

・土曜日が特に安い
・ヤオチューブをやっている

フレッシュショップシマノ

・職場の裏の中華屋さんで中国
から来たご夫婦のお店

・安くて美味しくておすすめの
中華料理屋

・ご夫婦がとても親切で温かい
・今週も行った。今年で 10 年
を迎えるそう

・ご夫婦が温かい
・無理な注文も聞いてくれる

中華料理店永芳園

・ピアス、おいしいお弁当の配達、
テイクアウトを行っている

・障がいのある方と全て手作りで
つくっている

・高齢者配食もしている
・お弁当は日替で楽しめ、値段も
お手頃

・22年やっている

就労移行支援事業ピアス

谷保第一公園

・美味しいパン屋
・手作りコロッケパンなどおいしい
・安くておいしい
・昔からあるまちのパン屋さん
・頼むとオリジナルのパンを作ってくれる

ベーカリー清水

5・6 地区の間の通り

水永医院

・踏切から商店会までなぜか好き

第一団地西側大学通り沿い

・第一団地の大学通り沿いの歩道
は、スピードを気にせず、ゆっ
くり周りを眺めながら歩くこと
ができる

・大先生、若先生、小さい
頃から通っている

川嶋歯科医院

・小さい頃から通っている

ダイエー

・谷保のダイエーには週 2、3 程
度で買い物に行く

鳥たけ

・焼き鳥がおいしい
・安い、新鮮で美味しい
・昔ながらの人気店

味の丸信

・レバニラがおいしい

肉のおおわだ

・国産で安くて新鮮

小川さん家

・惣菜がおいしい
・地域住民に利用されていてみ
んなが大切にしている

たまりば宙

・谷保駅からすぐに位置する、老
若男女、誰もが自由に自分のペー
スで過ごせる居場所

コトナハウス

・谷保駅周辺にコトナハウスなどのいろいろな活動が生まれ
ている

・ダイヤ街商店街が受け入れている
・シェアハウス、コミュニティスペースがある
・採算無視でやっている
・習い事、子供にご飯を提供
・ダイヤ街商店街にあるシェアハウス「コトナハウス」では、
一部スペースを子どもからお年寄りまで訪れられる茶の間
として開き、多世代交流の実践につなげている

Chika-ba

・谷保駅近くにある「Chika-ba（ち
かば）」では、日曜大工等に使
用可能な工具類を利用できる
「みんなでシェアする工房」を
開放し地域の方々との交流イベ
ント等を精力的に実施している

人間環境キーステーションまちかどホール

・第一団地で活躍している

ギャラリー＆カフェＭ

・雰囲気、感じが良い

キャンドゥ

・１００円ショップを
よく利用する

第五小学校

・防災拠点の役割を担える

国立郵便局

・郵便の本局が近くにあり利便性
がよい

こうのレディースクリニック

・産婦人科が一か所ある

エコール辻料理学校

・パンや菓子の販売、料理教室
などをおこなっていて人気が
ある

・卒業生に期待。市内で、店を
開いてほしい

・富士見台地域に料理学校がある

・富士見台地域にはたまご広場がある
・自転車の練習ができる
・オープンで雰囲気が良い
・広くて使い勝手が良い

国立富士見台第一団地たまご広場

・第一団地内の樹木、芝生空間等、自
然環境が素晴らしい

・広々している
・鷹がくる

国立富士見台第一団地いちご広場

・自治会をはじめとした活発なコミュ
ニティがある

・生活環境が充実している

国立富士見台第一団地

・団地内の東側の公園で、武蔵野をイ
メージした造園再生で四季のみどり
が楽しめる

・両脇にけやきがある
・夏場でもベンチや芝生の木陰で休憩
できる

・どこを歩いても良い
・大人も楽しめる
・小鳥の声がする
・木立ち、みどりが印象的な富士見台
団地内の公園

・散歩コースで歩くと小鳥の声が聞こ
える

・ひとりでゆっくりのんびりできる
・気持ち良くタバコが吸える

国立富士見台第一団地けやき通り
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中央児童館（くにたち福祉会館と合築）

谷保第三公園

・新しくなってキレイ
・テニスコートも開かれるといい
・国立市との共催イベント
・ソーシャルアクティビティなどの地域活動し
ている

NHK 学園

・公園帰りによく立ち寄る
・飲食スペースがあって、5～10分の息抜きができる
・イートインがある
・気軽に入れる
・1人になれる
・わずかな時間のくつろぎ
・ここでお弁当を買ってきてひらや照らすで食べる

ミニストップ

カウボーイ家族

・近くて広い
・児童養護施設併設で週に何回か遊べ
る広場がある

・きれいで良い
・近場で済ましちゃう

児童養護施設 生長の家神の国寮（こすもす広場）

・福祉会館で超元気な高齢者が地域
活動に多く参加する

・福祉医療保険施設が集中している

くにたち福祉会館

多摩障害者スポーツセンター

中央図書館

谷保駅前相互診療所

・近くて便利
・元１坪農園
・きんぞうのビールを仕入れている

ウェルシア薬局

バリューマップ　富士見台一丁目・二丁目


