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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

谷保駅

第七小学校

エコール辻

谷保第二公園

東保育園

郵便局 NHK学園

福祉会館
中央学童保育所
シルバー人材センター

多摩障害者
スポーツセンター

谷保第四公園

中央図書館

第五小学校

市役所

芸術小
ホール

幼児教室
風の子

総合
体育館

富士見公園

谷保第五公園

保健
センター

第二中学校

谷保第六公園

矢川上公園

東京女子体育大学

つぼみ
幼稚園

矢川北アパート

矢川駅

矢
川
通
り

さくら通りさくら通り

さくら通り

団地通り

江戸街道

矢川メルカード
商店会

西保育園

子ども
家庭支援
センター

給食センター

・自転車で行くのに便利
・花のきれいな庭も多くて楽しい
・庚申塚がある
・歴史を感じる場所として江戸街道が残っている
・散歩ができる
・富士山が見える

・ターザンロープで子どもが自分でつかまって
遊べる

・タクシーの人がトイレ使う
・桜がキレイ

・矢川公園の活用、朝のラジオ体操

・怪獣公園という愛称がついていて、親しみやすい

・木製ジャングルジムなど古い遊具がなくなったけど
子どもとの思い出がたくさん

・広くて子どもが遊べる水場もある

・広い、太極拳、ラジオ体操ができる

・来ると誰かお友達がいる

・児童館事業を実施

・ぶら下がりできるので筋トレになる

・自治会の盆踊り

・くるみの実があり、子どもが割ろうと頑張っている。
なっているか探すのが楽しい

・季節ごとの花々、自然

・安く、種類が多く買いやすい
・スーパーサエキさんが頑張っている
・トイレは公園のものが使えないとき利用する

・子育て世代の親子が集う場所
・在園の方だけでなく、地域の方も参加できるイ
ベントもある

・子育ての仲間と出会い、信頼し合える仲間がで
きて安心して子育てできる場所

・子どもたちの笑顔が見られる場所
・開かれた子育ての場所
・お散歩している姿が癒される
・団地のグラウンドで遊んでいる声が良い
・門がないので開かれている
・幼児教室がはたしてきた緑の中の子育ては 50
年続く魅力がある

・子供たちがみんな通っている
・子供たちの笑顔がある
・魅力的な子育てのできる場所
・自主運営の風の子は単に子供を預けるだけの場
所でなくお母さん達の交流の生まれる大切な場
所

・親子でお弁当食べたり、走り回ったり、安全に
遊べる

・コロコロおやまはころがって遊べる
・絵本の読み聞かせ

・テクノロジーや IT 人材が豊富
・電車もあるしバスもある
・とても便利で買い物できる

・育休中、大変お世話になっ
た

・ママたちは必ず行く
・保育園が一緒の子と出会っ
ていた

・職員が良い
・ご飯スペースがある
・幼児が安心して遊べるし、
親同士の交流が図れる

・子ども家庭支援センター、
保健センター、公園など子
育てしやすく、子連れが多
い

・赤ちゃんのころから通って
いる。子どもが気に入って
いる

・個性あるお店が出て来た
・毎年「矢川まつりサマーデイズ
ナイト」が開催され、露店やイ
ベント等で賑わう。近隣の東京
女子体育大学の学生が 100 名
程度、ボランティア活動として
露店支援やイベント実演等で活
躍し、地域住民との交流が行わ
れている

・出会いの場、商店街がある
・商店街が魅力
・混みすぎてない、実力派の飲食
店が多い

・矢川商店街の積極的な施策
・面白い店が徐々に増えている
・個人商店の魅力がある

・日当たりが良い
・大きな木と季節の花など、芝がある
・トンボ、カマキリがいる
・芝生の広場でバッタをとる
・入りやすい
・すべり台がある
・富士山が見える場所
・紫陽花が多く、芝生があり気持ちが良い、木
立があり緑豊かである

・緑豊かで地形も面白く、歩いて楽しい
・ウグイスやカッコウなど鳥の鳴き声も聞こえ
る

・「わくわく映画サロン」「風の子」など、団地
ごとにコミュニティの活動がある

・南に広く開いた住棟間が明るくて良い
・バス通りから離れているため静かで良い
・第三団地の中は緑の宝庫
・季節ごとの花や実が五感を刺激してくれる
・車も走っていないのでお散歩にはもってこい
・団地内の道は高齢者が散歩をするのに安全

・大きなびわの木
・電車を見ながらびわ食べ放題
・楽しい場所
・子どもたちがびわを取る楽しみがあって、電
車を見ながら食べる

・走りまわれる安全安心
・遊歩道みたいなサブの道がある
・並行したもの、ちょっと近道、不思議な道
・みどりが多く富士山も見え、癒される
・調整池と周辺の豊かな自然が魅力的である

・さくら通りは富士見台の象徴になっている
・しずかな雰囲気
・さくら通りと団地通りがエリアをつなぐ回廊になっている
・桜がきれい
・桜トンネルがすばらしい
・さくら通りは桜の時期に通る
・桜の時期だけでなく緑が残る時期も美しい
・蝉が羽化する
・緑が多く、歩きやすい
・夏は蝉の声や、虫の鳴き声が聞こえる
・蝉の抜け殻がいっぱいあって楽しい
・さくら通りをゆっくり歩き、花を楽しむ
・空が抜けて気持ちいい
・季節が感じられる
・急がず、ゆっくり自然を感じらる
・花鳥を楽しめる
・キンモクセイの香り、桜の花、いちょう、どんぐりなど四季折々に多
種多様の花々や植物がある

・さくら通りの印象的な景観は大学通りと矢川通りの交差点
・さくら通りがカーブしている交差点の桜がきれい
・散歩がしやすく、人が出会う場、癒される空間になっている
・広くて快適に通行できる
・散歩できる
・団地からさくら通りや大学通りを通って国立駅まで歩くことができる
・自転車だとさくら通りは通りにくい
・ポールがある、両側通行
・歩行者も自動車も楽しめる通りになっている
・自転車専用道路がある
・車の交通量が少なく安全である
・さくらの時期の大学通りとさくら通りの交通機関が便利
・歩道と自転車道を分離して歩きやすくなった
・自転車通りが整備されていて安全に移動できる
・桜を守る活動、伐採した桜の活用など色々な取り組みをしている市民
がいる

・夜のジョギングも安心
・子どもたちの楽しい声に癒される
・さくら組さんのつくった伐採した桜を活用したベンチがあり、おしゃ
べりできる所になっている

・花見
・犬の散歩をする
・散歩に丁度良い
・ふらっと歩くと気持ち良い
・中高層の建物が並び、まちのにぎわいと落ち着いた雰囲気を感じさせ
る

・さくら通りの景観が良い
・さくら通り沿いでもっと個性的なお店が増えると楽しめる
・さくら通りフェスティバルがある
・道路沿いに彫刻が飾ってあり趣もある

・地域の核となることを期待
・子どもたちとの出会いであったり、
子育てのお母さんたちと話したり
できる

・学童保育は移動、子育てママの居
場所になっている

・矢川サロン、居場所づくり
をしている方がいる

・高齢者の居場所・子どもたちの居場
所として利用している

・認知症の方や 1 人でお住いの方が
来る

・月 1 回料理教室、週 1 回手芸教室
が開かれている

・夏休み子どもたちが通う
・オリーブの食卓、移動相談室、サー
ビス付高齢者住宅、医療相談室など
様々な活動がある

・2020 年 4 月に週１回オリーブで
駄菓子屋を始めた

・GEOのパン屋さんがなくなって残念
・昔イートインのパン屋があって、よく使っていた

GEO

・あんずの木がある
・水がたまる
・学校前の歩道がボコボコしている
・太陽光パネルがある

第二中学校

・とうもろこし、かぶ、大根など新鮮で本
当に美味しい

・直売所が実はたくさんある
・野菜から季節を感じる
・おじさんは野菜作りの天才だと思う
・今まさに野菜を売っている

朝どれ野菜販売所

・500円で美味しい
・本当におすすめ
・商売っ気のないおばちゃんがやって
いるので、売り切れたらおしまい

・おかずやさん
・富士見台ストアのあとに一軒残って
いる

・手づくりのお惣菜、その場でおにぎ
りをにぎってくれる

・一人暮らしの人に重宝

富士見台ストアー（おかず屋さん）

幼児教室風の子国立富士見台第三団地

・シニアが体操する
・キッチンがあるのでご飯をつくって食べること
もできる

・午前は人気
・ほぼ予約で埋まっている
・老人クラブの憩いの場
・月１回お稽古で利用する

国立富士見台第三団地集会所

子ども家庭支援センター

矢川メルカード商店街

矢川プラス（矢川児童館）

矢川北アパート

・東京女子体育大学の学生がボランティアと
して市に協力

・東京女子体育大学が矢川メルカードサマー
デイズナイトで協力してくれている

・緊急時は避難できる
・自治会で鍵をもらっている
・東京女子体育大学も養老の滝を使っている
・昔は畑だった

東京女子体育大学

スーパーさえき

看護小規模多機能オリーブ

国立富士見台第三団地・調整池

矢川駅

保健センター

・親子連れが多い

元駄菓子屋さん

・復活してほしい
・子どもたちがたくさん来ていた

８番地周辺

・見晴らしが良く、星がきれい
・ちょっと丘になっている

玲音香琲

・コーヒーが美味しい
・ミーティングでつかう
・４～５人入れる

矢川北アパート北側住宅地

・斜面だった
・建物立つ前は空き地で遊び場だった

駅前の本屋さん（よむよむ）

・なくなって残念
・店長のおじいちゃんが面白
かった

・まちの本屋さん

国立市医師会館医師会休日診療センター

・健康チェックができるポイント

ウェルパーク国立矢川店

・ウェルケアができる

きっずえんじぇる

・子どもが生まれた時から便利
に駆け込んでいる

・「矢川上公園の前の赤いお店」
の愛称

・店長さんが良い方
・なくなるとお母さんたち困る
・駐車場のサービス券もらえる

ラーメン食堂  英福

・盆踊りの反省会などで利用する
・このお店がある通りは、昔は矢川
銀座だった

バーミヤン

・30～40 代の子育てママが
ハッピーアワー 16:00～
18:00くらいに利用している

畑

・自分で食べる野菜を作って
いる

・畑は借りている

バレエスタジオ

・子どもたち通っている
・朝の練習がある

矢川駅に向かう道

・自宅から矢川駅までの道の途中
の場所

・キンモクセイや季節の花が咲い
ていて通る度に心地いい

・毎年、季節を感じる場所

養老乃瀧 矢川店

・みんなで行くお店
・地域の顔が集まる
・コミュニケーションの場

志おの

・昼食、夕食の場
・隠れ家的なお店なので、癒される
・インスタ投稿禁止
・男性一人で行きやすい
・ロケでよく使われている

アンヌ国立スイーツ

・ケーキ屋でよく行く

一本堂　国立さくら通り店

・食パン専門店でよく行く
つぼみ幼稚園

・園庭解放している

矢川上公園北側の道

・犬（特に柴犬）と飼い主の交流
スペース

・小道が良い
・風強い
・道が整備されている

ペットシエスタ

・以前は金魚、ハムスター、オウムな
どがいて子どもがたくさん店にいた

カフェルフュージュ

・ゆっくりできる大人のカフェ
・美味しい
・カフェオレがとてもおいしく、
マスターが優しいのですごく落
ち着き、入りやすい

・日差しが心地いい
・やさしい音楽が流れる

メゾンヴェール国立さくら通り前の交差点

・さくら通りの桜が見通せる
・メゾンヴェール国立さくら通りの前から東通りを見る

たんぽぽ

・500円ランチ
・栄養がとれる
・休日診療所の向かい
・NPOの方が運営している

ドラッグストア

・矢川駅前のスーパーやドラッグ
ストア、その他いろいろなお店
に日々助けられている

谷保第六公園

・ヤブでかくれんぼ
・びわの木で子どもが実をた
べる

・木の中にあってかくれんぼ
に最適

・坂だからあまりのんびりし
ない

谷保第五公園

江戸街道

さくら通り矢川上公園

・子どもたちの笑顔がある

・藤の花や桜

・毎年旅芸団が来て、若い人に人気

・登ったり降りたりできるのが子どもは楽しい

・子どもが多い公園

・時間帯、場所をシェアして人がたくさん来る公園

・自治会の谷保天満宮のお神酒所を作っている

・ママ友ができるエリア

・公園ママ友づくりデビューエリア

・自治会の物置がある

・夜は中高生が来る

・湧水が集まり水が溢れやすい

・実家に近い。子どもが気に入っている

・幅広い年齢の子どもが遊べること。ピーコックや
お弁当屋も近くにあり便利

・秋は紅葉がきれいでどんぐり拾いなども楽しめる

・いろんな遊びができる

・使い勝手が良い
・車一台分くらいで狭かった
・立川駅までこちらから乗車する
とはやいのでバスを利用でよく
通る

立川南通りから学園通りの間の道路

バリューマップ　富士見台三丁目・四丁目


