
SQ 質問 コメント
1 問1 東京駅八重州口のように、緑の茂る国立らしい街づくり（特に東西広場）
3 問1 夜中若者達が集まってしまう。どうすれば？

7 問1
④と⑤常にそれだけの駅前の利用で市民主体の広場利用とはなりがたいので④はもう少しいろいろな人と話
し合って考える。⑤は常にできる広場を他所にあるといいのでは。拠点の位置づけは市民の広場にはなりき
れないのでは。

11 問1 みんなが穏やかに、そして豊かに過ごせる空間
12 問1 旧国立駅舎の名称を変更して下さい。
16 問1 現状でも車の利用が不便になった
19 問1 元気な国立に。
24 問1 お祭りなんかも学園通りではなくて、広場に集約できるといいと思う。
31 問1 コロナ禍を考えるとあまり長時間人が集まってくる場所にはなってほしくない

36 問1
特に円形公園、安全に利用できることが大切だと思います。（ロータリーの車両が不便を感じず、かつ利用者
が安全にアクセスできる）

41 問1 歩く人に安全な駅前と共に、車で迎えに行った時にきちんと停められる指定場所があるとよい。
61 問1 「ゆったりと過ごしたい」が、好ましくない人々を招いてしまうのが少し心配です。
62 問1 国立市は公園が少ないので、芝生など、よちよち歩きの子どもも歩き回れるような場所にしてほしい。

64 問1
雨に漏れずに歩けるような、歩道整備。外観などの点から幅は限られる可能性があるが、駅からバス停やタ
クシー乗り場まででも助かると思う。

76 問1
東西広場や円形公園は性格が全く異なるエリアなので、別々に考えた方が良い①③④⑤は東西広場、②は
円形公園に求めるコンセプトが良いと思います。

77 問1 通勤・通学の人の流れの邪魔にならないか、よく検討すべきです。
83 問1 自転車で通れるとよい

99 問1
駅前でゆったり過ごす必要はない。駅前に必要以上に人が居ることは美観を失う。スムーズに駅への行き来
できることが重要です！

100 問1 観光客向けのおしゃれな雰囲気にするのもありかなと思いました。
108 問1 ⑤商業活動をすると安売りｏｒバーゲン場になりイメージ悪い

109 問1
横断歩道のまん中で写真をとったりロータリーを自転車がとおる、とりしまって！車の安全も考えて、歩行者、
自転車のマナー悪い！

116 問1 文教地区国立にふさわしい駅前にしてほしい
118 問1 旧駅舎内に物を置かず通り抜けを目的として欲しい。
132 問1 円形広場は狭い土地なので、静かで落ち着いた空間でありたい。
133 問1 国立らしい景観とは何か？
134 問1 駅前は老人（高齢者）から子供迄自由に動ける駅前
136 問1 “国立らしさ”は旧駅舎で十分。
140 問1 商業しせつつくってください
148 問1 ロータリーの植物下中心にバス停をもっと乗りやすく。
159 問1 国立らしい、をベースに整備して頂きたいです。
162 問1 ②については、世代によって違うと思うので、むずかしい。
165 問1 賑わいとか活動の場として、ざわつくのは…？不利益の中の利益も考えたい。

166 問1
旧駅舎も含めて国立が誰に向けて何のために何を発信したいのかという５Ｗ１Ｈをきちんと考える必要があ
る。国立らしい景観とかにぎわい創出のような単発のものはコンセプトとは言えず、いつまでたっても焦点の
ぼけたお役所言葉に終始するのでは整備がもったいない。

171 問1
毎週末、キッチンカーを広場に出して欲しい。市内のお店を構える人も交代で参加（出店）できるように。大々
的ではなく、ささやかな感じのフェス的に。

183 問1 「国立市らしい」にこだわらず、誰が見ても美しい景観だといいです。
185 問1 駅ビルを希望しています。
188 問1 静かな場所でありたい
213 問1 経済活動と、ゆったりと過ごせる事を両立させるのは難しい事では無いと思われますが？
218 問1 美しい街に暮せてとてもありがたいです。
222 問1 自転車と歩道の区別がされているが守られてない　規制してほしい。

231 問1
Ｓ４０ごろまでは円形公園に人が入れて、魚や花を見れた。今は交通量増加でこれは望まないが、花などで
かざれた公園も良いかと思います。

242 問1 国立市民以外の人も魅力を感じる街作り。
249 問1 市の経済を少しでも活性化するためには駅前の開発は大切だと思います。（もう遅いように思えますが）
250 問1 ロータリーと大学通りの境の横断歩道は危い気がしている。

251 問1
交通量の多い駅前は、安全を確保することが、第一だと思う。車や人が安全にスムーズに通行できることが
優先。

253 問1

このアンケートが配布されたことに、リスペクトしています。ありがとう！国立市民は２０年以上前から、駅前広
場が、人が安らげる場所、集える場所、緑ある場所になることを夢みて来ました。車がビュンビュングルグル
通過するような所でなく！人々や動植物がいてリラックスして、すごせる、活気のある場所になることを夢みて
きたし、現実化していくのは、必然だ！諸外国（アジア、ヨーロッパ、アメリカ…）の、日本の地方都市の小さな
素的な街を見習ってほしい。人にやさしい、ゆったりとした、心の交流が出来る街の人々が何を大切にしてい
るか。ただマネーをよびよせて一部の企業の利権の為に大切なものを見失いたくない。

258 問1 商業的であるより、文化・教育的に使用したい。
259 問1 国立市の基点としての位置付け、象徴的な場所。



260 問1 景観重視ではなく経済効果の出る場に。
269 問1 大学通り入り口に信号を付けてほしい。・安全の為　・いつも車が渋滞している。
277 問1 ゴミが落ちていない、きれい広場。
296 問1 フリーマーケットや青空市場があるとワクワクする。
314 問1 人が活用出来ない場所は尋要と考えます。
315 問1 親子で立ち寄ることが多いので、のんびり安心して通れる場であると嬉しいです。
316 問1 多摩信金ビルから反対側（大学通りの）へ渡る横断歩道に信号機を付けて欲しい。
317 問1 あまり大勢の人が、集まって騒々しくして欲しくない。
323 問1 国立市を発信できる場にしたい。
325 問1 車で走る時、危険を感じる駅です。
331 問1 長時間居座りやすすぎる形は、さけた方が良い
333 問1 円形公園は緑地のまま残したいです。
334 問1 ヨーロッパのテラス席などがある感じは、いいと思います。
336 問1 都内のみでなく地方への窓口となるような催事。

345 問1
決して広い駅前広場では無いので駅舎を中心に初めて国立を訪れた人が安心できる緑を中心のくつろげる
広場で、商業的な利用は天市市、さくら祭り、ｘｍａｉｓの時だけで良いと思います。

349 問1 国立＝住みやすい。おちついた街のイメージを大切にする。
362 問1 駅南口、ロータリー手前の横断歩道に信号をつけてほしい。
367 問1 夜遅くでも安心して時間を過ごせる、明るくきれいな空間

371 問1
あくまでも良い環境、すなわち、国立・文教都市にふさわしい高い文化と教養を感じられる空間を維持願いた
い。

380 問1 国立らしさ（住み易く素敵）を大切に
385 問1 ホームレスがいないことが大切！
394 問1 イベント等でさわがしくなるのは好みません。
403 問1 歩行スペースと自転車の通行スペースの分離や、無理なく子どもと手をつないで歩ける道幅がほしい。
417 問1 駅前広場に国立らしさが欲しい。経済活動は商店街に誘導すれば良い。

431 問1
今現在は国立市の人口増が見られるが将来的には減少に転じる。魅力的な市、駅への構想は求められると
思う。

441 問1
ロータリーの真ん中になる？為、子供達が遊ぶには出入りが危険な感じがしますが、その辺が安全なのであ
れば、子供があそべる場所が欲しいです。

445 問1 バスロータリーと一体で回遊性を高めてほしい。
465 問1 海外風にしてほしい（ヨーロッパ風）
470 問1 国立市（大学通り・さくら通り・学校等）トータルで考えたい。
475 問1 自転車は規制してほしい

476 問1
以前駅前や大学通りで実施された自由に演奏できるピアノを設置したイベントがとても印象に残っています。
あのような素晴らしい催しが行えるような広場が出来たらうれしいです。

495 問1 国立市らしい景観て何？どれほどの人が、らしさを認識？
500 問1 子供が多い（小学生）ので安全な場所にしてほしい

501 問1
子供から高齢者まで、また、車イスを使用している方など全ての方が、安心して過せる場になるとよいと思い
ます。また、市民の交流の場、市民のための広場でありますように。

513 問1 文教地区「国立」に相応しいまちづくり
531 問1 ベンチや緑が配置され、オシャレモダンな広場にして欲しい
533 問1 立川に負けない、本屋、電気屋などであれば大型商業施設もアリだと思います。
538 問1 学園都市だけではなく天下市の様な人の集まる場所
540 問1 円形公園に渡って入れるようにして欲しい。
544 問1 駅周辺は災害時の事も考え、人や車が安全に行き来できることが第一だと思います。

550 問1
近くにバス停もあることから、「安全に歩き回ることができる人中心」とまではいかなくても、それに近い状態に
あると良いと思います。

552 問1
円形公園はロータリーの中心部で安全性に疑問です。そもそも必要ですか。それとも車に制限をかけるつも
りですか。

558 問1 催しも大切だが、人々が気もちいいと思える（過ごせる）ような場所だけで魅力があることの方がとても重要。

589 問1 田園調布ように、ブランド価値の出る駅前（国立の顔）にして欲しい。
590 問1 バスターミナルとして存在している場所と思っている。何故急に歩行者優先案が出てきたのか…。
591 問1 ③④⑤が固定的ではなく様々に使えればよいと思う。
601 問1 広場も公園の広場としての広さがないと思う。
610 問1 私は要介護３になろうとしています。認知証です

612 問1
大学通りの素晴らしい並木を美しく見せてくれるような、統一感のある温かく美しくヨーロッパを感じさせる空
間づくりを強く希望します。

638 問1
景観基本計画で謳う「国立市らしい」がちょっとぼんやりしてイメージしづらいのですが、ブランコ通りの様なイ
メージがなんかだとおしゃれな感じでよいと思います。

642 問1 今さらですが駅舎は必要ないと思います。税金の無駄使い。

643 問1
芝生でくつろげる公園にしてほしい。大学通りの春の桜、秋のいちょう、１２月のイルミネーションをゆっくり見
たい。

650 問1 自動車や自転車をしめ出するような、ことはしないでほしい。
651 問1 綺麗（清潔感がある）で、かつにぎやかなまちづくり



652 問1 ①防災の避難場所などトイレの設置と美観との共有場所。②道路は必要
653 問1 国立らしく誰でも安心安全な街の中心となるような
657 問1 にぎわい＝騒々しいにならないことを願います。
663 問1 ④⑤としては商業目的で企業の参加による騒がしい環境（音楽←スピーカーなどによる）などで反対。

665 問1
電車内の事件が多発し、駅も安全ではないイメージができました。緊急車両が実際停まる場所がふだんから
確認できたり、安心安全が感じられると良いと思います。

666 問1
国立駅は通勤通学などの交通の拠点として往来が多いので、そういう人と行楽（にぎわい創出などによるぶ
らぶら歩き）は分けるべき。

667 問1 小さい子供ばかりのイベントや祭りごとでなく、色んな世代の人達が集えるようにして頂きたい。
673 問1 バスのロータリーとしての機能は無くなりますか？
675 問1 自動車と人の行き交うところがハッキリ分かれているようにすること。安全第一。

681 問1
にぎわいや経済循環も大切だと思いますが、現状でも東西広場を大学通り方面へ南下する道が混雑しがち
なので、駅前ということもあり、まずは安全面・歩きやすさを重視してほしいです。

682 問1 商業的な活動は禁止の方向で。
696 問1 「国立」だけは、閑静でゆったり落ち着ける駅前や商店街であってほしい。
700 問1 上記よりも駅前の送迎用の車の駐車スペース（一時的）が欲しい。
702 問1 ②については街並みの再構策とセットで考えてほしい。
707 問1 旧駅舎があるので、駅舎を中心とした空間を大事にしてほしい。
709 問1 車の往来が激しい駅前に「円形公園」を創るのは危険であり、必要性を感じない。
717 問1 ロータリーは残るのかで変わってくると思う。
750 問1 旧国立駅舎と円形公園の美的バランスを知る

752 問1
国立市民、駅利用者が気持ちの良い時間を過す空間を創ることを目指す。にぎわいの創出まで考える必要
はないと考える。

756 問1 ④、⑤のような活動は大学通りですればいい。

773 問1
安直な駅ビル等のような開発はそぐわない。国立に多い個人の商店を活かすようなイベント、活気を創出で
きる現画としてほしい。

776 問1 子供が小さいので安全に配慮頂きたいです。
777 問1 東西広場に対しての意見。円形公園は別
779 問1 「東西」と「円形」の呼称はヘン。あいまい。
782 問1 自転車・バイクの駐輪場を増やしてほしい

783 問1
経済活動を重要でないとは言いませんが、人々が暮らしやすい安全で快適な街にふさわしい美観を優先す
べき

787 問1 かつて駅前にあった早咲きのサクラを戻してほしい。
798 問1 他にあまりない、国立のシンボルになれるような駅前

801 問1
長時間のイベント等は円形広場。駅前広場は乗降客の妨げにならないような小規模なものに限定した方が
良い。

812 問1
③でゆったり」という表現については、人が居すわってしまうには、あまり好ましくないと考えます。人が常に循
環しているイメージです。

821 問1
木陰で人が歩き、マルシェなどできるような緑化をきちんと考えてほしい。とってつけた花（使い捨てていく）で
はなく、土があって植物が定着する部分を作って下さい。又、北口の広場もつながった場として考えてほし
い。北口が切り捨てられていると感じる。

826 問1 商業的な活動は毎日でない方がいいです。

828 問1
現在、「旧国立駅舎」の西側で催しが通行の妨げになっています。人の流れを止めるのは本末転倒だと感じ
ています。

842 問1 人中心にするとかえってバリアフリーから離れませんか？
843 問1 駅周辺は、車ではなく、人中心にしてほしい。
853 問1 広さが問題

854 問1
４０年以上前から国立に住んでますが、旧駅舎は見るだけでホッとした気持と安心感があり、あたたかい気持
ちになりました。今の駅舎はまだ、よそよそしい感じですが、自分の気持ちも早く、なじめると良いなァーと思っ
ています！

863 問1 ちょっとした木立の中を歩き駅舎へ行くような駅まわりがいいなと思います。

875 問1
どちらかというと洋風な景観なのでそれを生かした、国立独自のアカデミック、クラシックな雰囲気を演出でき
れば良いと思います。

879 問1 円形公園に関しては人の立ち入りは難しいのでは？
882 問1 国立らしいイベントや自律的活動も可能に
885 問1 円形公園は現在のままが良い。
886 問1 東西広場と円形公園は、それぞれ、コンセプトを分けて欲しい。
894 問1 ②国立市らしい景観はどの様なものなのか分かりませんでした。
895 問1 旧国立駅舎の頃より駅舎全体が暗い

910 問1
普段は①②③で空間を大切に。・季節的なイベントに時々は使用する程度で④⑤←駅との往来の妨げになら
ないよう。

913 問1 人が無目的に滞留する争いが起こることもあります。目的を定めて活用されることが良いと思います。



914 問1

現在、駅前ロータリー周辺で国立以外の地域から来ている野菜販売をしてる人達がいるが、通行人に怒鳴っ
たり非常識な接客をしている。また、天下一の的屋も同様でいる。青空市をするのであれば、このような雰囲
気、治安を悪化させる販売者は含まずに、国立市らしく平穏で訪れる人が快適であるような環境を構築する
べきだと考える。大学通りで行われている宗教の勧誘は東西広場・円形公園では行われるべきではないと思
う。

928 問1 誰しもが、落ち着ける雰囲気を維持願います。
929 問1 とにかく景観第一で進めてほしい。
934 問1 ゆったりと過ごせる場所であってほしい。

944 問1
立川駅前のように、人中心の駅前になったとしても、車が渋滞するようなつくりになってしまっては意味が無
い。①～⑤は大切だが、車との関係をもっと考えるべき。

959 問1 自転車との接触が不安。
964 問1 バス停（駅前）を整備して欲しい。人が道路に出てバス待ちをしている。
968 問1 交通結節点としての機能が重要。
970 問1 様々な活動や商業的な活動は、近くに専用の拠点を作ってほしい。
975 問1 ごめんなさい。青柳２丁目から定期通院（検診治療）特に注意出来てません。
981 問1 ホームレス、不良少年、泥酔者これらが長時間居座らない様にハード面の設置物を配慮頂きたい。
985 問1 「東西広場」「円形公園」がよいコンセプトとバランスで双方がひきたつとよいと思います。
986 問1 国立市民のいこいの場になってほしい！
994 問1 青空市などの活動ができる程のスペースがあるか疑問
995 問1 横断歩道から駅入口まで最短で行き来できる道はほしいです。
1009 問1 活動中心にはしすぎたくない
1012 問1 市民のいこいの場であるけどまず国立の顔になる様なもの

1022 問1
大学通り旧、国立駅駅舎、東西広場、円形公園が調和のとれた、他の駅周辺とは一味違う素敵な場所にして
頂きたい。

1023 問1 国立駅舎と円形公園と大学通りは、国立市のシンボル。今のままを生かすべき。

1026 問1
商業的な活動を行なう場合、何でもありではなく、雰囲気をそこなわないよう吟味する必要があると思いま
す。駅前はきれいであってほしい。

1029 問1 視覚障害者への配慮を徹底してほしいです。

1038 問1
駅舎の位置が悪く、市政の失敗。失敗したまちづくり。元に戻してください。市は、市民のサポートに徹し、む
やみ触れるのはやめてほしい。

1046 問1
駅前は、人、車の流れがスムーズであることが最優先と思います。すこし休憩して、国立空間の入口、きっか
けの場としての役割に期待します

1047 問1 木や、照明を使って人の流れを自然に誘導する。
1049 問1 文教地区にふさわしい趣のある駅前づくりをしてほしい
1061 問1 円形公園には国立市らしさを残してほしい
1063 問1 学園都市として活気のある駅前にして欲しい
1070 問1 デザインより過ごしやすさを重視してほしい
1073 問1 朝市があるとうれしいです。
1080 問1 歩行者優先ですが、ロータリーの自動車の通行がどのようになるのかも知りたい
1084 問1 円形公園はロータリーの中心なので基本、人の出入りはない方が安全では。緑地でいいと思います。

1097 問1
国立の景観を損なわず公園としては、誰でも、利用できる権利厳守を希望しています。個人出店や商業利用
の両立が良い

7 問2

大学通り駅前の商店街の前に②の方法は設置し長時間居心地良く過ごせる方法にして、大学通りの整備を
もっと工夫して欲しい。ゆったり過ごしても時にはいいが独占する広場にならない、交流のできる、市民の広
場的考え方にして欲しい。③イベントに必要な電源は設置しておく必要がある、が水道はどこか端に水飲みも
かねて、設備あってもよいが、集まる中心等の設置しない方が広場の多目的利用にするのなら一工夫あり、
考慮して欲しい。ただの広場、個人利用の広場になりかねない。④はコンクリート広場にしない緑の樹の多い
広場を作って欲しい。

11 問2 旧駅舎の良さは絶対に残しておいてほしい！
19 問2 学（学校の多い、これからは学問だけではだめ
46 問2 電線が見えなくなっていくことを期待したい

61 問2
問１での心配に同じ。広場の居心地が良すぎると、好ましくない人々が集まってしまわないか、少々心配で
す。

64 問2
ベンチを配置することにより、スペースが限られ、イベントなどで障害となる可能性があるため、配置場所、台
数の検討は必要。緑についても同様のことが言えるかと。

65 問2 バス、タクシーなどの交通を大切に。
67 問2 照明デザインを考える事

68 問2
緑は大学通りにあるので広場には少なくて良いと思う。授乳や子ども、赤ちゃんが行きやすい設備があると尚
良い

73 問2 高齢者や子供達がゆとりある日常を送れる国立創り！

76 問2
国立で一番のビューポイントなので、国立市民だけでなく沿線の住民が楽しめる魅力あるエリアにしてほし
い。駅前は猥雑になりやすいので清潔感と緑につつまれるやさしさとおちつき。カフェなどの経済的商業的機
能をバランス良く具備するよう整備してほしいです。

77 問2
ベンチがあるとホームレスの人も利用します。形状は考えた方が良いです。駅前でイベントを行うと人が滞留
します。緑の方が良いのでは。

82 問2 理想と現実は異なる。浮浪者やルールを守らない若者対策は忘れずに考えて下さい。



84 問2
いろんな物はない方がよい。密をさけるため、治安のため、物かげを作らない。女性や子どもが一人で夜駅
へむかう、駅から帰る通り道のため

85 問2 南口と同じように考える必要はない。独自の特色があった方がよい。

99 問2
ベンチやテーブルがあることでゴミ問題が起こる。駅前は、玄関であるので長居することは、美観を保てない
と思う。駅前はきもち良く駅に行けること、駅利用時に、便利に買い物ができること。通り抜ける時に緑などが
あれば、心地良く駅への出入りができることが大切だと思う。

108 問2 駅前は町の顔「顔」はいつもきれいにしましょう
113 問2 気軽に入れるトイレ（店舗も含む）がほしい
118 問2 待合せ以外に人が集まらない（停滞しない）空間にする
123 問2 旧駅舎と周辺との両方の調和は難しい。（旧駅舎）片方でよい。
136 問2 左翼のバカのこだわりはなくせ
148 問2 ロータリーの植物を中心にバス停をもっと乗りやすく。

156 問2
②ベンチなどが適切に配置されており長時間居心地良く過ごせることと整備ポイントに記載されていますが、
今時世に適切ではないと思います。

159 問2 “緑”を充分に取り入れて頂きたいです。
162 問2 緑はすでに十分だと思う。
165 問2 電源と水は絶対必要ね。しかしイベントはどうでしょう。カメラとか写生とか、くつろげる場所でありたい。

166 問2
北口広場も植木の回りに椅子を固定設置したが、パッとしない景観である。アンケートの抽出だけでなく、主
体側に責任をもって街の開発に従事するというものが感じられない。せっかくの敷地の活用にまちづくりや郡
市デザイン、ガーデニングの専門家と共有できるチームといっしょに考えているのだろうか疑問に思う。

167 問2
東西広場など駅改札までの動線は通勤の往来であまりストレスなく、周囲の人々が障害とならずに歩けるス
ペースがより重要と考えます。

171 問2
夜になるとベンチに寝ているホームレスさんをなんとかして欲しい。ベンチは欲しいのにそうゆうことがあるの
が嫌。烈化したらすぐ修正してほしい。ゴミ箱も設置。

188 問2 人が集まるような場所にはしたくない

213 問2
ベンチ、長居は良いのですが、タバコを吸ったり寝そべる事ができる「いす」ではなく大きな木の周りを丸く囲う
ようなものが密にもならないので良いのでは？

221 問2 自然を大切にした街が理想です。

229 問2
大学通り以上に人の往来が多いかと思いますので、自然を感じられる緑や花は欲しいですが害虫のケネン
がない程度で良いと思います。

231 問2 人の流れを妨げるようにイベント什器が置かれていることがある。人流とイベントの調和を望みます。
237 問2 緑が感じられゝば最高ですがスペースの問題があるのではないでしょうか？
242 問2 ビジュアルは大切に。
249 問2 充分に緑は確保されていると思えます
250 問2 緑（木々）が多いと、鳥のふん害が発生するのでは？
251 問2 駅前に広場は必要ではない。少し離れた所や、南地区に良い所はたくさんあると思う

253 問2

・このアンケートも含めて、現在の市政を評価しています。しかし時の流れとはいえ、先日の「市報」で一面を
使って「Ｐａｙｐａｙ」の公報をしていたことには正直おどろき、がっかりしました。市長さんや国立市のスタッフは
毎日よくやってくれていると感謝していますが、一企業のシステムを押しすすめる市報には違和感を感じまし
た！・また毎回選挙近くなると市長と町の有力者があくしゅしている写真など、なんか少し最近の市報はヘン
です。

257 問2
緑は大学通りに。駅前は、人々が集える広場としてあってほしいです。その為の設備、ベンチ、電気、水道等
の設置をお願いします。

259 問2 国立市のイメージの核となるので緑は欠かせないと思う
277 問2 長時間、同じ人が利用しているのはちょっと…。
296 問2 ②は、お年寄りに優しい為、必要だと思う。
298 問2 特定の人たちの溜り場になるのは困ります。
317 問2 ベンチで酒を飲み居座りも困まる。
322 問2 景観（美観）、防災の面から電柱地下化と一体として進めて欲しい。
331 問2 イベントしやすいように電源や給水栓は必要最低限に設置することが望まれると思う。

334 問2
国立駅は、他と違っていいなと感じられる雰囲気がほしいです（草花・木・木材やレンガなど→できれば、ミモ
ザの木、桜の少し前に咲く。）

336 問2 どこの駅も同じようなホーム・チェーン店が目立つ中の差別化。

345 問2 ベンチなど居心地良い環境も必要ですが、色んな面で防犯、そこで寝泊まりなど問題は有る様に思います。

349 問2 景観条例を守る！
367 問2 ゴミの放置が駅前だと多いので、こまめに掃除がしてあると印象良。

371 問2
国立駅に下車をし、景観だけでも満足し２７年前住むなら国立と決めて引越して参りました。駅を下りただけで
まず、国立の文化と自然を感じさせられる空間にしたい。

372 問2
②ベンチは長時間過ごす物というよりも２人がけ位、又１．５人分の長さで１人でも荷物が置ける位のスペー
スで短時間使用の物があってよいと思う。横になる（なれる）スペースはいらないのではないか。

380 問2 ベンチを置くと浮浪者が寝る、今も駅前にいる！町の清潔感がなくなる。恐い。
385 問2 ホームレスを入れないこと！
417 問2 文教都市らしさを大切にしてほしい。
420 問2 駅前の貴重なスペースなので予計な工作物を作らない方が良い



431 問2 広場とはいえ、絶対的面積は狭い。利用価値を高める事が望ましいと思う。
433 問2 人が停滞したり交通の防げにならないよう。
445 問2 国立駅舎（新旧とも）とのつながりを含めて整備してほしい。
463 問2 シンプルな整備で良いと思います。
474 問2 ④は変に邪魔にならない程度にあれば
478 問2 あまり、にぎやかさは求めない。国立市民としては、心穏やかな日常を求む。
480 問2 長ベンチなど寝そべる人がいると怖いかも。
495 問2 長時間居心地よくすると、そこに居ついてほしくない人達が集まりませんか？

501 問2
小さな花壇くらいはあるとよいと思いますが、緑中心にしすぎると、狭い場所なので、交流の場所がなくなると
困ると思います。

513 問2 心が踊る、癒される落ち着く広場
531 問2 国立駅の外装仕上げが今は陳腐で調和されてないので検討を！イメージは緑と一橋大学のスダレ煉瓦
538 問2 広さがないならベンチ等は逆にじゃまではないか？
540 問2 人の往来が多いので安全に配慮することが大切と思う。

544 問2
駅前は広くゆったりしているのがよい。ベンチ等も移動可能にする。イベントというより災害時のためにも電源
や水道設備は必要。緑は邪魔にならない程度で良い（大学通りにたっぷりあるから）

550 問2
東西広場に建て物の様なものが出来るのか、出来ないのか、分かりませんが、もし建て物が出来るのであれ
ば、管理が大変なのではと思ってしまいます。

552 問2 極端に一ヶ所に人が集まる様な作りにすべきではない。
553 問2 人が集まって騒々しくなるのは良しとしません…

558 問2
大学通りの気もち良さが国立の一つの大きな魅力の源なので、それを殺さず、相乗して（調和して）良さが高
まる空間デザインをしてほしい。

569 問2 大きい木は不必要だが花があるとよい。
576 問2 ③はイベントよりも災害時などのために整備されるべきでは。
577 問2 大学通りとつながって整備してほしい。

587 問2
東西広場にある程度ベンチは必要ですが、同じ人が独占することのないように配慮してもらえればと思いま
す。

589 問2 浮浪者やマナーの悪い集団のたまり場にならないように工夫して欲しい。
590 問2 駐輪場屋根付！

591 問2
駅へ／からの動線のなかにあるので、ゆっくり過ごすよりは賑やかさや通行を大きく妨げないことが好ましい
方向性のように感じる。

610 問2 要介護２　認知証で自分の意見はありません
612 問2 特に大学通りの美しい並木との調和、統一感を大切にしてほしいです。
633 問2 緑による虫被害も考慮して良いかと。

638 問2
にぎわいのある景観づくりを進めるエリアの様なので大学通りの様には行かないと思います。過剰な緑は管
理と糞害の問題があると思います。

642 問2
見た目ばかり気にして無駄な事に税金を使いすぎる。“学園都市文教地区”とは名ばかりでただ単に学校が
多いだけの国立市

643 問2 国立市のイメージに合った公園にしてほしい。
650 問2 居心地が良いのは良いが、同じ人がいつも使っているのは困る。
651 問2 ベンチに憩いとしてよい一方、ホームレスの方とかが居座っていると少し不安です。
652 問2 花壇の中心に半鐘（防災等）の設置
653 問2 ベンチ、手すりの設置を
654 問2 長時間の居心地は特に求めていない。たまり場にならないように
657 問2 駅前において長時間の滞在は迷惑となる場合がありそうです。
663 問2 静かな環境。機械的音源など、立川駅などで行っている大音量を使用したパフォーマンスなどは不要。
666 問2 ベンチで休みたい人は休めるべきだが、「長時間」滞在させる事を目的とするのは不適切。

667 問2
国立に来て、くつろげたり、ほっとできる場所にしてほしい。緑・音楽・ベンチ・光が有り、晴れた日は移動図書
館が来ると、子供たちから老人まで楽しめそう。

681 問2
大学通りやさくら通り（第３公園沿い）のベンチでタバコを吸う方や、ホームレスの方が横になられている場面
に遭遇するので、長時間居心地良くなることによって、前述の弊害が気になります。もし設置するのでしたら、
パラソル付きのイスで横にはなれなかったり、喫煙はとりしまって欲しいです。

683 問2
海外にあるように日中は車を禁止。新しく南北をつなぐ道ができたのでそれを有効活用する。車の流れを考
えて。

700 問2 広場よりも東西につながる道幅が狭く、店の前の車が駐車していて危ないのを、どうにかして欲しい。
703 問2 駅から円形公園迄の動線の問題をどうするか？
706 問2 旧国立駅舎は無駄な税金の使い道だった。
707 問2 旧駅舎のライトアップなどが行なわれた時に効果的に感じられる程度のゆったりとした整備がよい。

750 問2
商業的活動は国立駅構内のみ希望だが販売は、ボージョレヌーボ時にワインを、ドイツのビール祭り時に
ビールを（ヨーロッパ特にフランス・ドイツのイメージが国立大学通りがダブル様に）

756 問2 旧駅舎はどうでもいい
768 問2 東側には施設を整備せず、開放広場がよいと思います。
771 問2 いつも大道芸人やソロのコンサートが見れる広場を

773 問2
大学通りとの連続性は旧駅舎で分断されているように感じる。ただの広場にベンチがあるだけでは活気は生
まれないので、運営面を中心に検討し、そこへハードを合わせる計画とすべき。

776 問2 長時間過ごせる場所だとホームレスの方が目立ちそうな気がします。



777 問2 災害に備えて自由できる広場として活用できると良い。
782 問2 人の流れがスムーズにできるようになるといい

783 問2
駅舎のストリートピアノはとても良い。もっと自由に誰もが、歌や他の楽器と演奏できる様にしたら良い。フラッ
シュモブを企画したらおもしろいと思う。

787 問2 星空が見える照明計画を配慮

790 問2
旧国立駅舎が必ずしも国立の顔ではないと思う。大学通り一体が国立の顔だと思うので、そちらとの調和も
大切。

801 問2 長ベンチなど長時間の占拠に注意し、疲れ休めや待ち合わせの利用にいつでも使えるように配慮したい。

812 問2
長時間特定の人が居続けるのは良いとは思いません。駅前のマンションに住んでいますが、浮浪者が居す
わる問題が出ていますので、昼間のみではなく夜間の管理も充分考えて欲しいと思います。但し、交番が近く
にあるので、常に見はりがあるという前提なら考慮不要です。

816 問2 くにたち産の野菜を販売してほしい
821 問2 国立の良さというと、緑が豊かな大学通りと、人が歩く街（太い歩道の大学通り）と思います
828 問2 桜並木との調和が大切かと思います。

830 問2
旧国立駅舎を重要視されているようですが、昔の国立駅の形に捉われない駅前づくりをしてほしいです。正
直、旧国立駅舎はない方が良かったかと…。

836 問2 日本でも数少ない文教指定地区らしい街並を守りたい。

840 問2
週替りで市内のショップが使えるような（しかも賃料は安い）、簡単な調理が出来たり、雑貨を販売出来る様な
建物が有ると良いと思う

842 問2 旧駅舎がそれ程すばらしいモノとは思えない。

843 問2
人中心とは、日常的にはゆったりできる空間。非日常的な空間としてはイベント等を気楽にでき、充分な設備
を用意できる空間。

852 問2
ベンチ配置をすると人が溜まる、環境が悪くなる恐れがあり。（若者やホームレスが長時間居るとかは迷
惑。）

853 問2 広さが問題
867 問2 旧駅舎ありきなのでベンチがある程度あれば充分だと思います。

875 問2
国立は景観が大事なポイントです。文教地区で大学通りは広く、長いのでそれらを含めた総合的な整備が必
要と思います。

894 問2

②ベンチが多いと特定の方や少人数で独占される可能性があり、本当に必要とする方が使えなくなる事が考
えられます。オブジェ等で座れるスペースをより多く工夫されていると座りやすくなります。④大学通りと違い、
コンクリートなので沢山緑が多いのは景観的には良いのですが、草木のお手入れや清掃に手間がかかるの
は大変だと思います。手間のかからない緑を取り入れた方が良いと思います。（駅からも素敵な景色が見え
る為）

895 問2 夜、大学通りから駅舎が暗く、見え無い。

906 問2
差別するわけではありませんが、路上生活者の方が長時間居やすい場所になってしまうのでは…という懸念
があります。現在でも時々見かけます。居心地良く過ごせるかどうか不安あり。

910 問2
広場であると同時に東西の横断歩道や脇道から続く駅の通路でもあるので、ルート上は人が溜まらないよう
広々とした空間が大事と思います。東西の空間がボードで覆われていた期間、駅への人の流れが蛇行しな
がらでとても不便だったので…。

913 問2
問１同様に人の動線を妨げない方が良いと思います。緑を感じること、イベントの時は周辺建物と調和しつ
つ、普段と異なる顔を見せるのも意外性があって良いと思います。

914 問2

国立市の駅舎は素晴らしいシンボルだが、少し古いデザインだと思う。駅舎との調和を意識しすぎると淋しい
雰囲気になってしまうと思う。もっと欧米の公園のような子供連れや家族で交流することができる明るい環境
にして欲しい。例えば、ニューヨークのセントラルパークは騒々しい都心の真ん中にありながら市民の憩いの
場となっている。セントラルパーク以前は貧しい人々の集合住宅だったのだが、公園になってから地域全体に
癒しをもたらしたのだ。是非、参考にしていただきたい。芝生などの緑を取り入れて色鮮やかな空間にして欲
しい。現在は白い壁やフェンスが見えてしまっていて工事中の施設のようだ。境目はＪＲ側の土地なのであれ
ば白い壁やフェンスを国立市側の土地から隠すことで広場から見えない様にする必要がある。広場には駅の
無機質な雰囲気を遮断する必要があると思う。

929 問2 駅を使う人々が、通過するためのスペースだということを第一に考えてほしい。
934 問2 暑さ、寒さ、強風時等の対策が必要と思います。

944 問2
人が集まるということはトイレが足りないということ。オムツ替えが出来るキレイなトイレが絶対に必要。国立
市にある公共のトイレは、あまりにも少な過ぎる。ｎｏｎｏｗａのトイレでオムツ替えの為に何十分待ったか分か
らない。しかも出て来たのは大人２～３人組。は？

950 問2 子育て中の人、高齢者が休けい出来るスペース、他バリアフリーの清けつなトイレを設置してほしい。

951 問2
②について長時間（１時間以上）ではなく数分程度の短時間の待ち合わせなどがしやすい環境を希望しま
す。緑が感じられる景観も大切だと感じますが、１番は通勤のため歩きやすい状態であることだと思います。

956 問2 車、電車の騒音、暑さ、雨対策ができていること。
957 問2 ２４時間使えるトイレが欲しい。
970 問2 キレイでおしゃれな広場にすることで、人口を増やすのも良いと思います。

981 問2
大学通りの長イスに高齢者の喫煙者や酒を飲む者がおりとても目ざわり。駅前にはこれらを寄り付けないで
ほしい。

986 問2 駅前と大学通りに対して違和感のない程度で
994 問2 イベント等が開催されてもよいが無理に開催する方向で整備する必要はない



999 問2
緑が多いことはよいことだと思いますが、公園など雑草や木の枝がのびていて整備されていないことが多い
ので、管理についても考えていかなければいけないと思います。

1007 問2 広場と呼ぶにはあまりに狭い空間、つまらない金をかけないで
1009 問2 緑が欲しいです。

1012 問2
バスが２０分おきに出るのが沢山あるので、ベンチにすわってゆったりした気分でバスが待てると尚いいと思
う

1022 問2 他の駅周辺とは一味違う感じに。

1023 問2
・北口広場のように座る場所を固定して造るなら、円形公園や大学通りが見える位置が望ましい。・植栽は可
動式が望ましい。

1024 問2 環境によい整備を期待したいです。→ただベンチを置くのではなく災害時に活用できるなど。

1026 問2

①に関しては、周囲と調和がとれているのはよいことですが、逆に緑がたくさんの自然空間があるというのも
よいかもしれない。②に関しては、イベントなどがあり、ゆったり過ごせるのはよいが同じグループがずっと長
い時間居すわることのないような工夫が必要。また、ゴミが落ちていたり、置いていかれたりされない工夫も
必要。

1029 問2
ベンチはサステナブルな素材（例：桜通りの桜の木でつくったベンチ）にしてほしい。電源は自然エネルギーを
積極的に採用してほしい。緑は西側にはゴフシ（立川市の花）、東側にはサツキ（国分市の花）を植えてほし
い。中央よりには梅（国立市の花）を。

1036 問2 今の駅舎及び北口広場も含めて国立らしい統一的な緑化に努めてほしい。

1038 問2
東西広場は、駅舎の裏庭なので、表側にベントとか緑を感じさせられるものを用意したらよいと思う。東西広
場はタクシー乗り場でいい。

1046 問2 駅改札から大通りへの動線の延長線と思われるため長時間の居心地②までは必要ないのではと思います。

1052 問2
現状ベンチや机が配置されているが、ただ「置かれている」という印象が強く、魅力的でない。イベントをして
いないときにも殺風景とならないような、植栽や店舗が欲しい。

1055 問2 木陰を作ってほしい

1084 問2
ベンチがあると居ついてしまう方もいるので不要かと。旧駅舎の中も座れるので。樹木はムクドリが集まらな
いように大きすぎない樹がいいと思います。

1097 問2 旧駅舎から大学通りに沿う地域に風致制限等看板等に規制を設ける

7 問3
①と②について、駅舎として生かし利用できていない。一部の人、個人の催しの様で維持費のみの建物に思
えて残念だ。今後のあり様をこれらの件と共に活用方法、市民の利用のあり様を検討して欲しい。

12 問3 円形公園は渡るのは危険、立入禁止でお願いします。
18 問3 円形広場へのアクセス？
19 問3 緑が多く元気な国立に
24 問3 公園を使いたいのか、今のように保存したいのかによってコンセプトが変わってくると思う。
51 問3 円形広場に駅舎があると良かった。（東西広場と一体として）
61 問3 円形公園は、ぜひ季節を感じられる花を植えて欲しい。「花の街」構想を具現化した場所にして下さい。

64 問3
円形公園については公園であるという認識がなかった。桜やイルミネーションの時期は道路に立ち止まる人
も多い、危険なように感じていたので、公園という名前がついているならば、小さい撮影スポットのように、開
放することはできないのかと思った。

65 問3 駅前から見た緑を大切に。
67 問3 人が立ち入る必要なし。車の往来もあり危険。照明デザインを考える事。

76 問3
人が自由に立ち入れるエリアという前提で考えると①大学通りの緑との調和②音楽イベントなど駅前全体に
発信する機能が考慮すべきポイントだと思います。

77 問3
円形公園のイベント利用には反対します。イベント利用は交通の妨げになるので止めて欲しい。花を植える
のが良い。

84 問3 円形公園にむかう人流は車の通行のさまたげになる。
85 問3 現在、円形公園は立入禁止状態。もったいないことだ。

99 問3
国立駅に来た時に、気持ち良いと感じる環境が希望。緑が、大学通りと調和していることが大切。桜や、クリ
スマスイルミネーションとのコラボなど。

108 問3 調和をとる。
113 問3 緑も大事だが彩りもほしい。（お花）（子供たちの絵）等。

116 問3
通常は一般の人は出に入ることが出来ないため、出来ないため、廻りから中の状態が見れる、わかる様にし
てほしい。イベント（クリスマス、正月、入学式、文化祭）の時には、目立ち過ぎない程度のイルミネーションを
付けても良いのでは。

118 問3 公園にせず誰も入らない桜の木と草花のみの場所にする
123 問3 緑だけでなく赤黄色も意識されたい。
128 問3 あそこでイベントを行うのはむりではないかと思います。
132 問3 大学通りとの一体感が必要だと思います。

133 問3
円形公園は、バスロータリーの真中にあるので、各バス停から、はっきり見える時計台と、四季折々の花が咲
く花壇にして、バスを待つ人の癒しの場とする。

154 問3 円形公園内に立入らず、周囲から眺めて心やすらぐ景観にしてほしいですね

156 問3
円形公園は、ロータリーの中心部に位置し、車道に囲まれている立地場所を整備されて人の立入が頻繁に
なった場合、非常に危険ではと考えます。（交通事故が懸念されます）

159 問3 円形公園の整備で緑がもっと目に入ってくる整備が希望です。

165 問3
タワーマンションの無い此の国立に、では「みどり」はどうか？と言えばみどりは欲しい。それは矛盾した欲張
りでしょう。ある程度妥協しないと…。



166 問3 円形公園への連絡通路、敷地内での安全性の担保は大事と思う。

167 問3
円形公園は、改札までの動線から外れており、にぎわいを感じられるスペースとして積極的に活用できると良
いかと思います。

171 問3
そもそも、円形公園は何のためにあるの？存在意味不明。存続させるなら納得するうんちくを見やすい所に
設置してほしい。

179 問3 ロータリーの中なので車の交通を防げずに渡ることができるのか懸念される。
183 問3 円形公園にはどこから入るのですか？陸橋では勝手が悪いと思います。
185 問3 今の円形公園は樹木が邪魔です。（車に乗っている時、特に。）
188 問3 時計タワー公園？のような遠くからでもつい見たくなるような公園

214 問3
国立は桜が有名になっていますがこの円形公園にシンボル的な桜を植えて、みてはいかがですか？（福島
の滝桜、みのべの桜等）

216 問3 車の通りがあるので、安全第一でお願いしたいです。
221 問3 緑は大切ですが特に整備はいらない。現状維持で

229 問3
ターゲットは子供、高齢者、学生、子連れになるかと思います。なにより交通事故が絶対起きないような安全
性が必要

231 問3 ④について、赤い、三角屋根がどの角度からも見られることを第一として計画して下さい。
238 問3 季節の花などを植えて、景観を良くする
242 問3 植栽にストレスを与える場所なので植栽は最重要でない。※人工的な緑のオブジェで良いのではないか。

253 問3
整備のために、不用な、コンクリートの建物を造るのでなく、ただ広くて樹々や、草が生え歩き、寝ころべるよう
な場所が用意されたらいいと思う。たとえば１本の巨木があればいい、そこに人を集うでしょう、帰ってきたみ
な安らぐでしょう、子供や老人も出てくるでしょう！

258 問3 商業主義的なイベントには反対。コンサートなど文化的イベントがのぞましい。
259 問3 国立市のイメージの核となるので緑は欠かせないと思う

332 問3
円形公園は緑があって良いと思いますが、あるからすばらしいとはあまり思えないです。利用してるわけでも
ないので。

333 問3 低木や草を茂らせて虫や鳥など人間以外のもののオアシスにした方がよいと思います。
334 問3 桜が満開の時の３日間くらい、そこで、写真がとれるといいと思います。
336 問3 公園はお金がなくても長居でき、子供が遊べる所とすると駅前では厳しい感じもする。
349 問3 季節の花で明るさを表現する。
367 問3 景観の美しさは特に重要。今のままだとまだ殺風景なので、インパクトのある緑が欲しい。
380 問3 花壇　季節ごと
390 問3 既に周辺にビルが囲んでいるので、駅、東西広場、円形広場だけの調和を考えざるを得ない。
403 問3 イベントとは、どのようなものを想定しているのか不明。
407 問3 そもそもなのですが、立ち入ったり、利用したりできる場所なのでしょうか？
417 問3 イベントは大学通りを封閉すれば十分（市民祭のように）
431 問3 円形公園といっても狭い。人の利用は出来ない事を考えると、駅利用者が親しめる事が大事かと思う。
445 問3 ロータリー車道は信号がないため、横断時の安全性の担保が先。
446 問3 車イスやつえの人達の事。バリアフリー。
447 問3 公園として意味をなしていない。必要なのか？
448 問3 人が歩くと交通が渋滞する。横断歩道での事故懸念。
464 問3 円形公園には季節の花を植えて、皆で楽しめるようにしてほしいです。
465 問3 車の目線で低くしてほしい
474 問3 利用することはほとんどなく、交通の件で利用すること無。
480 問3 円形公園と東日広場は繋がっているのか？円形公園に歩いて行くのにバス等車との関係は？
499 問3 イベントは別の場所で十分。
511 問3 季節感ある、植物をお願いしたい。
513 問3 皆が口を揃えて、その広場の特徴を言えるようなもの
519 問3 円形を小さく、道を広く、時計は全方向から見える様に。
531 問3 近代的、斬新なモニュメントも可。（活気のある清々しい街に）

535 問3
ロータリー内中心にあり、公園に渡る為の事故等懸念される。国立駅周辺に公園がなく、あれば利用する方
はいると思うが車が行きかう中でゆっくりする（寛ぐ）事が出来るのか疑問である。緑地で良いと思う。

538 問3 大学通りから見て旧国立駅が見える様高さ制限
540 問3 円形公園内にベンチが欲しい
544 問3 緑は必要だが、折角の駅舎が見えなくならないように低木や花などが良いと思います。
552 問3 花壇の様にする方がよい。公園に拘っていることが問題。
558 問3 駅舎がみえずとも円形公園が緑あるランドマークになればいい。
564 問3 自転車置場を無してほしい。
565 問3 特定の商用目的の使用は無し。
569 問3 邪魔にならない位置に低い木と花で緑を
573 問3 自然豊か、緑が多い街希望

576 問3
②今も樹木が植っているのが視界をさえぎってはいない。円形公園は今のままで、どのような問題があるの
か、まずそこを教えてほしい。

583 問3 周りがロータリーとなっているので、あぶない。イベントで利用するだけなら公園化は不要。

589 問3
大学通りから直接駅に出入りできる（横断できる）通路／橋が必要。迂回するだけで信号が２つあるため、人
の流れが悪い。



591 問3
ロータリーの中なので使うイメージを持てない。円形公園の歴史的な名残を活かして、旧駅舎や並木との調
和を優先したい。

610 問3 申しわけありません。このアンケートの回答は無理です。（認知証）
640 問3 交通障害のならぬようお願いします。
643 問3 文教都市に合った公園にしてほしい。
648 問3 清潔感親しみ感が持てること。
650 問3 人を入れることを考えているのですか？車はどうなりますか？
652 問3 ＣＯ２削減の工夫との関連性のアピールを実施
658 問3 以前より時計が見にくくなった。どこから見ても時間が判るようにしてほしい。
665 問3 桜の花や緑など、樹木はあってもよいと思います。死角になったりしてしまうのかな？

681 問3
東西広場と同じく、喫煙者やホームレスの方が寝る場所になる等、他の人が使いづらくならぬよう、管理して
頂くことを優先して欲しいです。

690 問3 ②見えた方が良いが、その為に樹木を伐採するのは反対
694 問3 駅舎が見える様にするために大学通りの桜を切るのは反対です。
696 問3 イベントは必要ない、三角旧駅舎と共に国立のシンボルであってほしい。
700 問3 まずは交通がスムーズに出来る事が重要！

702 問3
今のように島状の公園なら、市のメッセードを伝える掲示板のような情報の多い公園がよい、もう少し自然と
テクノロジーの調和（脱炭素など）を示しても良い。

707 問3 旧駅舎が目立つようなコンセプトが望ましい
710 問3 元々、池だった単なるロータリーの中心だったので無理に公園にしなくても良い！
726 問3 イベント利用はしないほうが良い。

773 問3
イベント使用を考えるならば動線の整備が必要。駅舎、大学通り双方からの調和を図る必要があるが、「調和
＝見える」ではない。

776 問3 危なくて入れないので公園だと知りませんでした。安全面が心配です。
777 問3 今のままで特に問題ない。
782 問3 車の進路がわかりやすいような案内があるとよいかと
787 問3 駅のデザインをかくす。
793 問3 円形公園は出入禁止だと思っていたのですが、どうなのでしょう？

801 問3
伐採前に植裁されていた寒桜の子孫の接木桜を西側駅前に植えたい。円形広場には高木は似合わないが
日陰も欲しい。

816 問3 常時円形公園に入れるようにすると危険

821 問3
長くあったものの植栽の手入れはとても良いと思うが、すべてこわして新しいものにするのは反対です。土木
のためのお金のためかと疑っています。

822 問3 バス停から見える背の高い時計は、必ず作って欲しい！
828 問3 やはり「緑」が重要と思います。
832 問3 円形公園不要
836 問3 駅と大学通りの建物に高さ、色調に一貫性が望ましい
840 問3 “公園”として使用するなら安全に行き来が出来る様にして欲しい
842 問3 大学通りとか旧駅舎とか駅が変わったのであんまり意味ない。

843 問3
円形公園を当初のように人が集えるように整備し、富士見通り、あさひ通り両方ながめられる空間に人が立
てるようにする。

849 問3 アイビーなどの植物を植える

852 問3
そもそもイベントをしなくて良い。国立というブランドの安売りは反対。イベントするなら立川とかで開催をすれ
ば良い。

875 問3 現在の円形公園は樹木や時計塔など駅舎の景観を遮るものが多く、撤去すれば空間が広がると思います。

884 問3 円形公園に子供・老人・車椅子利用者・視覚障害者等が安全に渡れるような工夫をお願いします。
885 問3 東西広場があれば充分かと思う。円形公園はそのままで駅舎と合っているのに！

894 問3
円形公園周辺は交通量が多い為より安全性と防犯面を重視していただきたいと思います。見通しの良いスッ
キリとしたスペースが良い様に思います。

913 問3
普段入れない円形公園に、イベントの時入れたら嬉しいと感じます。非日常を味わえます。せっかくの緑のあ
る一本道を邪魔しない、景観が良いです。

914 問3
今の円形公園はごちゃごちゃしすぎていてあまりいいデザインではないと思う。もっと見た人にわかりやすい
シンプルで美的に優れたわかりやすく見通しの良いデザインにすべきだと思う。左右対称の様な見た目を採
用してもいいかもしれない。

929 問3 「東西広場」よりは自由に使えた方がよいが、駅の第一印象が悪くなるようなことには使われたくない。

937 問3
円形公園に人々が安全に移動出来るようにするためには、車はどうなるのでしょうか？バスも通るのに、渋
滞はおきないのかな？と思います。そこまでして、円形公園に人を移動させる必要はあるのでしょうか？

941 問3
天気の良い日は、富士見通りの先に富士山が見えると思います。高い建物に上がらなくとも、駅前にきれい
な景観が楽しめる場所があるとうれしいです。

944 問3
全部かなえる事は非常に難しいが、莫大な予算で建てた旧国立駅が大学通りから見えなくなるのは絶対Ｎ
Ｇ！ある程度の緑は必要なので、バランスが大事！

951 問3 今あるようなどこからでも見える時計は残してほしい。
957 問3 お花などを植えるのは良いが看板を設置するのは合ってない。

965 問3
現状の道路では、危険である。自由に立入るようにするのであれば設問が不適当／誰も入った事が無い。見
学会を行う事が先ではないか。



968 問3 イベント利用には反対。
970 問3 車が多いので、それを解消できるような形にするのも良いと思います。

981 問3
交通の妨げになるため人の出入りはしない方針としてほしい。歩行者優先又は信号機が配置となれば大渋
滞となることが心配

985 問3 交通の利用を含め安全であることを最優先にしてほしいです。
989 問3 １００年先を見据えて大樹を育てる

990 問3
今もそうですが、四季の樹木や花がいつもきれいに手入れされていて、いやされます。これはぜひつづけて
欲しいと思います。個人的にはもう少し華やかなカラフルな花もほしいと思います。

994 問3
交通の安全性の点から、イベント時に積極的に使用することはやめた方がよいと思います。旧国立駅舎が大
学通りのストップ（視覚的シンボル）になっていますので、それを殺さないように整備して欲しい。

995 問3 通行の際の安全、交通整備についてはしっかり考えて整備していってほしいです。

997 問3
円形公園は昔からある場所であり、駅舎と緑、バラなどのコラボがとても美しい。なので個人的にはそのまま
に回遊通路（自然散策）、写真が撮れる程度（少し立ち寄る程度）を望む。整備して人が多く立入る程、景観
が損なわれるので国立らしさが消えてしまうと考える。

1005 問3 ロータリーを走行する運転手の視界を遮らない様に
1012 問3 都心などにくらべると、緑が多い様で少ないのでやっぱりみどりの美しい街になってほしい
1015 問3 駅前に美しい花壇があったらいいと思います。
1022 問3 せっかくの円形公園なので、安全に渡りやすくして欲しい。

1023 問3
・駅前ロータリーの円形公園は大変ユニークな存在。今のままで良い。・ＪＲの各駅前のロータリーの様に無
個性にするべきではない。

1024 問3 看板など色などで主張しすぎないような景観を意識してほしい。
1029 問3 円形公園周辺で選挙活動する立候補者がいるが、やめてほしい。
1030 問3 普段から気軽に立ち入れる様にしてほしい。
1036 問3 円形公園には国立らしい噴水を設置してほしい。
1038 問3 今のままのロータリーがよい。さわらないでもらいたい。

1047 問3
円形公園に入ったことがないので（ほぼすべての人だと思いますが）親近感がないので、「特別な日」に入れ
るようにしてほしい。

1061 問3 円形公園は国立市のシンボルであってほしい

1084 問3
現在残っている宇垣大将の国旗掲揚塔は保存してほしいです。歴史の史蹟（跡）をその時代の権力者の思想
によって無くすことがないようにと願います。

1097 問3
円形公園にスムーズに人を動入できるのか？歩行者天国など…？ひんぱんにはむずかしいけどまずは年に
２回とか。

7 問4

円形公園は歴史的な物は保存しつつ、常に緑多い樹にし、四季折々、常に咲きみだれる草花を植えて維持し
て欲しい。常に苗を植えるのを多くしない工夫、草木も次々咲く物にして。⑥は個人で長時間になるので⑨で
軽く出入りが多い販売がよい。時に広場で皆で軽食の方法を。①については、ＪＲ高架下に読書館があると
一寸読み聞かせや読書の日もあってもいいかな。広場で音楽を聞く、皆で歌う、どこかのサークルの歌、合奏
を聞く催しもいいな。個人だけの利用広場にしないこと。常に市民が集い、楽しめる広場の工夫を。外で、講
演会を開く、学習し合う緑下であることも。しかし、誰でも参加できる方法で。国立は、映画館がない。今、地
域のことや、歴史的なもの現在の課題ｅｔｃと様々な映画作成がある。それらを、高齢者も、子供も、地域で安
心してゆったり観賞できる広場として、だれでもが参加できる場も欲しい。

11 問4 みんなが立ち寄れる場所

12 問4
そもそも「スマートホン」の問いが少ない。今や、“ながら”「スマホ」が問題になっている。安心して安全に「ス
マホ」が出来る環境を作ってやって下さい。

13 問4 時おり路上ライブや大道芸が演じることもできる自由な雰囲気。タバコ厳禁
24 問4 音楽の練習ではなく、簡易なコンサートが聞けるとよい。自分も参加したい。

37 問4
国立駅周辺には、子どもが遊べる公園が少ないと感じています。芝生や遊具（できればよちよち歩きの子ども
も安全に遊べるように地面が砂でなく下がゴムの場所）があると嬉しいです。

39 問4 東西広場のほどうがせまいので歩きにくいです。

49 問4
高齢化に伴い車で送迎する人が多くなると思うので、一時的に車を無料でとめておく（待っている）場所がほし
い。（地方都市のように）（塾帰り子供を車で待つ人も多いので）

51 問4 質問が悪すぎる。地場産品マルシェ等ができる、多目的なワークショップ広場があるといい。
52 問4 ペットと一緒に過すことができる。トイレがある。

61 問4
ニューヨークのハイラインのように、歩いて（といってもたいした距離ではないが）楽しく、憩いの場になれば良
いと思います。国立ブランドを確立するよい場になると思います。

62 問4
子どもを自由に歩き回らせたい。芝や水、緑など自然を感じられるスポットになるといいです。（立川のグリー
ンスプリングスのようなイメージ）　国立市は子どもと安心して自由にすごせる場所が少ないので、少しでも子
育てに役立つ場所になってほしいです。

64 問4 月１回でも大道芸や楽器、アートなどのイベントがあると行ってみたいと感じる。
76 問4 雰囲気の良いカフェがあると良いと思います。足もとのタイルも整備してほしい（例えば木製にするとか）

77 問4
・みずほ銀行にまともなＡＴＭを作らせてほしい。・夏場の駅南口は暑くていられません。日差しを遮るものが
必要です。屋根付きの通路かケヤキの大木でもあれば。

85 問4
国立駅苗の側に住む者は、現在、北口側に行く必要性が乏しい。用がなくても、行きたくなるような独自の工
夫がほしい。

92 問4 音楽の演奏ができる。
93 問4 犬とすごせる場所や交流の場がほしいです。
94 問4 ミニコンサート、祭



100 問4 勉強

101 問4
季節毎、その状況に合わせライトアップすることで特徴を出し国立市らしさを表現することで、市民も楽しめる
様になると良い。

109 問4
きちんとマナーを守れるようにしたい。せっかくの企画もマナーが悪いとだいなしになる。車のことも考えて、
事故がおこったらもともこもない。

113 問4
２：安全にすごせるようにしてほしい。ちょっとして変わったベンチとか。子供の目にとまるおもしろいもの。　１
０：Ｗｉｆｉがあるとすごい助かる！国立無料Ｗｉｆｉ　ｓｐｏｔを作ってほしい。

116 問4
日中は不明ですが、朝、ベンチに浮浪者風の人が寝ている時がありますので、ベンチを置くのは余り賛成出
来ません。通勤時間帯を除き、学生から老若男女全員が安心して歩ける広いスペースにしてほしい。

118 問4 余計な物を設置しない。通行する事を目的とする。
123 問4 ・ストリート・ミュージシャンにも解放する。・交番の北西側はオープン・フカェにしては？

136 問4
国立に住んで１０年だが、今頃こんなアンケートをとっていること自体非常に驚いている。失われた１０年、無
策の責任をとれ

147 問4 商業施設の充実（食品だけでなく（ｎｏｎｏｗａ）衣服も買えたり、駅前で全てそろうような場所に

156 問4
今時世、密集・密接を可能な限り避ける為、「長時間滞在をしない、させない」感染対策を施策の上で、東西
広場にセンシングサイネージを設置し、待ち合わせ場所やモバイル機器等へ情報提供等のサービス提供。
飽くまでも、「短期間利用で一時的に利用する公共広場としての使い方。

159 問4 現在も皆さんベンチに座っていたりして過ごしやすい空間がいいと思います。

165 問4
緑に囲まれて、深呼吸しながら、読書したり、スケッチをしたり、おしゃべりをしたり、中に東屋があったらいい
なぁ。今、夢を抱いている時が一番楽しいかも。

166 問4

広場の使い方は欧州の街のように複層に使えるのではと思う。例えばカンポデ・フィオーリ（ローマ）では早朝
から日中は花や生果、日用品、雑貨、土産品などの市場が中央に毎日設置され、周囲はカフェ、レストラン、
ジェラートショップで一部軽食を提供。夕方からは店の外にテーブル、椅子が並び屋外席となり、中央ではス
トリートミュージシャンやパフォーマーが屋外客を楽しませている。テントを並べるワゴン、ディスプレイやデザ
インにも配慮することが広場の魅力に必要だと思う。テーブル、椅子も軽快でデザインのよいものがマスト！

167 問4
東西広場としてスペースが生れる部分では、改札までの動線が今よりも広くなり、待ち合わせや、ちょっとした
軽作業で立ち止まれる静かなスペース空間であると良いなと思います。一方で円形公園では、少し離れた場
所で、ただ駅からも視認できる空間として、にぎわい創出に一役買って欲しいと思います。

171 問4
東西広場の作り的に、バス待ちや車の往来、スーパーなどからの通行だけで現欲使いがってが悪い。何か
（イベント）使うにしても、そんな広くとれる広場はないのでは？ベンチを設置してくれたらよい。

178 問4
防災情報のＫｅｙＳｔａｔｉｏｎ（有事のときの情報基地、駅にいけば、正しい情報がえられる。交通機関情報、避難
情報等）

183 問4 ｈａｎａｗａとの一体利用（テイクアウトして広場で食べる等）がしやすいといいと思います。

187 問4
・出張販売がされやすい（キッチンカーなど）　・広い通路を確保し、人だかりを作っても邪魔にならない　・カル
チャーの発信源としての場

189 問4
車イスでのお散歩コースにできたら有難しいです。静かな空間でないと自閉症の声過敏の子供には無理なの
ですが…。

196 問4 ・水辺や池があると良い　・ソメイヨシノも良いと思います。

198 問4
・音大が近くにあるので、定期演奏会などがあれば嬉しいです。・小さい子供（２歳）がいるので、大きな声を
出しても許されるような雰囲気だとありがたいです。

202 問4
昼寝できるのはどうでしょうか？待ち合わせや休憩はできるにこしたことありませんが、ベンチで寝てすごす
人がいるのはあまり良い気分になりません。（大学通りで見かけます。）

218 問4
円形公園とかではないのですが、国立全体として古くからあるお店が消えて新しくピカゝした店が多くなってい
くのが、さびしくて悲しい思いです。・特に角っこに出来た赤が目立つお店は、まったく国立には似合わない。・
全体的に不動産やさんの広告はカタカナ名が多くて品がない様に思います。

221 問4 音楽が流れる街は、理想だと思います。
223 問4 ・日がわりでいろいろなフードトラックが来てくれたら楽しい！

229 問4
ベンチがホームレスの人の占有になる気がするので、そこは配慮して欲しい。座れる場所が欲しいと感じる時
はありますが、結局座れないので。

231 問4 商業イベントは望みません。

239 問4
円形公園→車で駅まで利用した時に乗り降りが安全にできるスペース・作りにして欲しい　東西広場→ｔａｋｅ
ｏｕｔのお弁当（地元の野菜）などの販売　予約なしで打てるワクチン接種会場・選挙の時、２４時間投票できる
会場

242 問4
テーマ・コンセプトをしっかり考え、絵本を超えた、他の街にないポエムワールド。※大学通り植栽とのバラン
スを大切に。

253 問4

せせこましい建築物はいらない。『三角屋根の巨大テレビ画面』も不用だとおもいます。駅前広場は古い時代
の土木によるコンクリートの残骸になるような物はのちのちの人たちのめいわくである。シンプルに緑地公園
にしてもいい。とてもユニークで、世界中の人々に愛され、認知される国立駅になるとおもうつまらないカフェ
や売店、大手資本のコンビニやショップなど、ナンセンスだとおもう、そういう時代はおわってる。食べものが
必要なら持参して、来て座って食べればいいし、個人のフリースタイルの小さな出店などがある程度自由に展
開できるような広場があるべき姿アジア、ヨーロッパ、日本の地方都市、かつての日本、東京にはそんな、あ
たたかい風景、人々が集える光景が見える。・ビルだらけになってしまった国だけど、駅前は緑あふれ、なに
もない空間、静粛が必要です。

257 問4
東西広場に国立野菜の常設、販売所を、是非、造ってほしいです。市内各所で売られていますが、やはり駅
前が一番便利です。地元野菜、週末でないと買いにいけていません。お願いします。



258 問4 夏の暑さが厳しく、もはや春秋が消えつつあるので、日陰でひと休みできる場所がほしい。
259 問4 大学が有る街として、学生が、本を開いて座っている事が、肝要に思う。
269 問4 子供が走り回っても危なくない。

296 問4
国立駅前には送迎用の一時停車場がなく、不便さを感じる。どこの駅にも少しは設けている事なので実現し
てほしい。

301 問4
・南口の駅前広場は、タクシーは駐車できるが、一般車の駐車可スペースがなく、一時的な駐車も不可であ
る。送り迎えなどの一時的な駐車が可能なようにスペースを設けてもらいたい。

303 問4
待ち合わせが出来るところがあればよいと思います。しかし、ベンチ等設置してホームスが居られるのは
ちょっとと思う。

305 問4 ６）軽い食事ができるように簡易なテーブルがあると嬉しいです。
307 問4 老人の立場を考えて使えるようにしてほしい。
323 問4 フリーマーケットやパフォーマンの場

329 問4
乳児～幼児があそべる大型遊具（←国立駅周辺に公園がないため）がほしいです。見守る親のベンチや休
憩スポット（緑や屋根がある雨、ひざしをさけれる）室内遊具広場など将来的には作ってほしい。

333 問4 東西広場は人間中心で考え、円形公園は人間以外のもの中心に考えてほしいです。

334 問4

そこへ行くと、スタンプとかポイントがもらえ、１００個あつめると、市内で５００円分とか使えるクーポン券がも
らえたら、お年寄りの方は健康に繋がる散歩に出ると思う。そこに他の人のまだ使えそうな不用品を置くコー
ナー（３供のオモチャとか、生活用品とか、いらない本とか）があれば、楽しみというか行く目的ができる。又は
６５才以上はヤクルト１本もらえるとか、どうでしょう？ミニ図書館（貸出しなし、その場で見だけ。）もいいかも。

336 問4 特定の層がたむろして他の人たちが使えないような閉鎖的な感じでないことが大切だと思います。

367 問4
あまりだらしない姿は見たくないので、昼寝などは使わせないでほしい。（駅前でやることとも思えない）コロナ
もあるので、新宿駅隣接の高島屋休憩所みたいに、一人用ベンチ多数で緑がふんだんな公園が良い。

389 問4 フリーマーケット
390 問4 時にはイベントも

403 問4

小さい子、しょうがいのある人でも安心して歩けるように車道へのとび出しをふせぐものがほしい。赤ちゃん、
小さい幼児連れだと、ミルク、おっぱい、おむつが大きな課題。パパがおむつを変えられる場所、パパがミル
クをつくってのませられる場所、立つようになった子を立たせたままおむつのかえられるオムツ台などあるとう
れしいな。もし自販機があるなら、Ｓ、Ｌサイズのオムツ、液体ミルク、乳幼児用の水、おちゃがほしい。ジュー
スじゃなくてね。

407 問4
東西広場のフェンスがなくなったことによって、広々としたのはいいが、前より自転車の人がスピードを出すよ
うになり、危ないと思ったことがあります。

414 問4 ピアノを置いて弾きたい人が弾ける機会があればいい

417 問4
自然と四季を感じられる空間になれば良いと思います。サステナブルなベンチとあずま屋と適度のスペース、
樹木、水（防災用を兼ねて）があって、様々な人が様々に過ごせる場になれば良いと思います。

425 問4
私個人は子どもが小さいので、一緒にごはんを食べたり遊んだりできると嬉しいのですが、同じ空間、近い空
間に読書や作業・昼寝をされている方がいると子どもの声や足音が迷惑になってしまわないかと心配です。
作業スペースをつくる場合はしっかりと集中できるような工夫をしていただければと思います。

431 問4
国立市は産業都市ではない。市民が生活する上で充実感を感じるのは、一歩家を出た時から国立らしさを感
じる、学びを感じる、空間があるからではないだろうか。駅周辺も、芸術が人々の心を豊かにしてくれる市を望
みます。

432 問4

私が生まれ育ち、嫁いだ国立。（生きている）私の幼なじみ３人だけです。昔なじみお話しがしたい、あまりに
も変わった国立をね。後から国立に入って来た人達えらい人達、国立が此の様な良い街にして頂きありがとう
ございます。あの世に行ったらお父さんお母さんに報告しましょう。私は昭和１１年１２月７日生まれ８５才で
す。国立駅舎バンザイ。大学通りバンザイ。

433 問4 人が停滞して、自由な往来や通勤通学時の交通歩行の防げには決してなってほしくないです。

441 問4

私自身は楽器などできませんが、国立と言えば（私の勝手なイメージですが）音楽！なので、学生、主婦、ど
なたでも駅前でいつでも（深夜・早朝はダメ）練習や、演そうをしているなんて素敵だと思います。ドイツに住ん
でいたことがありますが、駅前、駅中、電車の中、演そうしてる方がいつもいました。帰国後初めて国立に降り
立った時、あれ？ドイツににてると思ったらドイツの街のデザインを採用している？とか市報で見て、納得しま
した。素敵な駅前になりますように！

442 問4
低木でも緑があると良いと思う。ベンチがあると良いと思う。旧駅舎内の円型ベンチは一休みに良い。ベンチ
が汚れていないのでありがたい。

445 問4 ｎｏｎｏｗａ国立を補完するような役割に期待。

446 問4
きれいなトイレやベビールーム授乳室など。タクシー乗場に屋根をつけて欲しい。（イスとか）傘をさしてタク
シーを３０分並ぶのはつらい。

447 問4
東西広場→日曜日に市場が立つとか高知城下でやっている。ヨーロッパのマルシェ。他の所から国立に行き
たくなる様な観光的に。円形公園→交通の関係もあり狭いしイメージが出来ない。

448 問4 ベンチを置き人それぞれに多目的につかえる様に。
459 問4 家族が塾に通っていて、あまりうるさいと勉強に集中できなくなると言っていました。
465 問4 ゴミがないきれいな駅前に工夫してほしい
466 問4 ・駄菓子屋、昔ながらの紙しばい屋のような出張タイプのもの　・音楽の演奏や大道芸が出来る

474 問4
立川へ行く方が多いので過ごしやすい広場に。コロナ禍になる前は週に４日位国立に行っていたが、出来な
くなり、今はほとんど行く事もなく立川にも月に２、３回でした。

478 問4 あまり多目的に使うのは賛同出来ない。
480 問4 ・部分的に日よけ、雨よけがあると良い。・バンドの演奏が、聞きたい。



495 問4
すべてをクリアすることはむずかしいと思う。読書やパソコンがゆったりできる、反対側に子供や音楽の練習
があります。

503 問4 三密回避のこと！
513 問4 ・モニュメント　・イルミネーション　・記念碑
517 問4 １週間～２週間ごとに期間限定のお店（有名なおかし屋さんや地方の特産物など）をだす。
531 問4 大学通りと合わせパリのシャンゼリゼ通りの様な開放的で明るい街並みにして欲しい（理想）

533 問4
公園は公園で必要だと思いますが駅前にあっても多くの人が集まりくつろげるスペースにはなりにくいと思い
ました。

535 問4 少し休息、友人との会話等、暫しの時間になら利用したい。

538 問4
多くの人が立ち寄れる様、あまり長い（読書）時間は良くなく、待ち合わせや、ひと休みの昔の新宿アルタ的な
イメージが良いと思う。

540 問4 自転車で北口に通り抜けできる。
544 問4 老人や傷害者と大切にする国立市です。先ずは歩行者最優先の考えでお願いします。
545 問4 動物の散歩が出来たら良い

548 問4
家ぞく連れ、赤ちゃん、子ども、お年よりが安心してすごせる場所が欲しいです。国立にゆったりとした公園が
なく、困っています。

552 問4
南口駅前全てを考えるなら理解できますが、ロータリーをどうするのか、車へ制限をかけるのか、そういう事も
併せてのアンケートでなければはっきりと答えられない。ピンポイントで公園だけ整備って公務員が考えそう
な愚策です。

558 問4
野外上映会、市政、まちづくりへの要望、アイデアを伝えられる場所、地域のイベント情報、まちの動きがわ
かるインフォメーション、ピアノを置いては。

573 問4 お酒が飲める、おしゃれな場所
574 問4 フリーマーケット／フードバンク／マルシェ

576 問4

上話、特に良いと思うものはない。駅前なので、ただでさえ人が多く、東西広場が人のあつまるような所にな
ると混雑して駅そのものが使いにくくなるのではないでしょうか。現在、広場には何もありませんが、十分、人
はあつまっています。市の土地なのであれば、あまり意味のない目的の場所を作るのではなく必ず市民のた
めになる、災害用備品を保管する倉庫とか救急用の保健センターみたいなのを作った方がよいのでは？

577 問4 脱出ゲームができる。
584 問4 井戸端会議ができる

588 問4
円形の方はロータリーの中のため、ムリに開放する必要があるのかどうか、安全面を気にするあまりごてご
てした見ばえのわるいものになるなら、今のままでいい。

589 問4 「自由が丘スイーツフォレスト」の様な上品な買い物・休憩ができる施設を希望。
590 問4 地下駐輪場、トイレ

591 問4
学生や生徒の活動（すでにあると思いますが）に使いやすいとよいのではないか。イベント、まちづくりに関す
る学習など…。（アンケート調査と結果の発表とか）

592 問4
遊具を設置（すべり台やブランコ）していただけると電車を待ち際に過ごしやすいと考えます。宜しくお願いい
たします。

594 問4 ヤンゲールの発想など採り入れた人間のためのまちとして欲しいと思います。

610 問4
申しわけありませんが、私は９０才で、認知証です　このアンケートの回答は無理です　頭の中が真白で、理
解できません。

612 問4
長居する場ではなく、さらりと人と会える空間を期待しています。緑と、全体的に統一感のある美しい場にして
ほしいです。

633 問4 路上ライブ、漫才など文化活動のしやすい場所にしてほしいです！

638 問4

ある程度の利活用・利便性は欲しいので、イベントの開催やキッチンカーの乗り入れなども可能な広場となれ
ば良いのではと思います。市の管理とすると柔軟な利活用も難しい面もあろうかと思うので、将来的にはエリ
アマネジメント組織によって利活用されていくと面白い事が生まれるのではないでしょうか？時間かかりそうで
すが…

642 問4
こういう事は、学校を整備し勉強の効率が上がる対策など学校や図書館などさまざまな学びの施設に出すべ
き。それが終ってからでも遅くはないと思いますが。

643 問4 昼、夜とみんなが楽しめる公園にしてほしい。子供からお年よりまで、たのしいいこいの広場にしてほしい。

649 問4
今の東西広場は、路上生活者の方々がベンチを１人で１つ使って寝泊まりしているので隣のベンチに座りづ
らかったり、景気が良くないなぁ…と感じているので、そこが改善されると良いなと思っています。

650 問4
誰でも音楽を披露できるのではなく、市でオーディションをするなどしてほしい。または、本の読み聞かせなど
図書館等で行うようなイベントも希望する。

651 問4
子育てに優しいまちづくり素敵ですが、一人暮らしにもとても過ごしやすいまちです。難しいかもしれません
が、両方にとってよりよい町づくりをお願いします。

652 問4 単なる広場なら夏場対策、ミストなどの工夫の設計をしてほしい。
655 問4 落ちついて休めるようにある程度歩行者などからの視界をさえぎるような工夫がほしい。植樹など

658 問4
ミニステージを常設して月に１～２回のミニコンサートをやってほしい。今の国立の公共施設には子供の為の
物はあっても音楽を感じたり、高齢者の事をあまり考えていないように思える。

661 問4 老人と若者が一緒に集える場所として…

665 問4
自分が昼寝できたらいいなぁ、と思うけれど、男性が寝ころがってたりしたら治安が悪い感じがしてこわいか
も。

666 問4
通勤通学の往来の多い国立駅直近にわざわざ人を多く滞留させるのではなく、富士見通りや大学通りなど、
既にその為に存在している施設（喫茶店など）に誘導した方が良い。



667 問4 予約制ではなく、自由の使える場所。それであればどんな使い方でも「いたい」と思えます。
681 問4 季節の木々や花々、イベントなど、混雑しすぎず穏やかに楽しめたら嬉しいです。

682 問4
音楽は、うるさくなるのでやめて欲しい。よほど上手い人以外は騒音公害です。静かで安全であることが第
一。ホームレスの人の寝るところと認識されるのは困る。

683 問4 古本市など
694 問4 食事を許可すると、アルコールもついてくると思うので反対です。
696 問4 静かで、安全でゆったり出来ればそれで良い。
700 問4 自由に、楽器演奏が出るスペースと使い易さ。

707 問4
飲食などができるよう、ゆっくり休憩ができる。また旧駅舎にピアノがあるので音楽やちょっとしたイベントがで
きる広い空間があると良い。

709 問4
広々に行き来できる空間さえあれば十分です。（通勤・通学のピーク時に、密にならず、安全・安心の空間を
確保してほしいです。）

710 問4 駅から旭通りに至る、動線がちゃんと確保されていれば何でも良い。
750 問4 クラッシック音楽限定の一橋大学他、多摩地域の大学、音楽サークルによる定期演奏実施。
751 問4 ・犬などと一緒に過すことができる　・簡単なドッグ・ランを設ける

752 問4
東西広場、円形公園と個別に考えるのでなく、国立駅を中心とした周辺の環境で、どの様な位置付けで考え
るが、６、９、１０は周辺のカフェ等でもできること。同じ様なものを整備することはない。その点７は大変おもし
ろい。

767 問4 ２に○をつけなかった理由は遊具がない方が良いからです。
771 問4 円形公園へ歩いて渡って、中を地策出来様に

773 問4
・ＪＲの駅ビルの計画がある中で、国立駅が他の駅のように画一的で特色のない駅に成り下がらないよう、地
域の商業の力を活かしつつ、賑いの創出ができるような広場としてほしい。・音楽や、これまで駅前で実施し
ていた特産展の他「○○フェス」など、これまでよりもイベントの幅を持たせられるようになると嬉しいです。

775 問4 犬の散歩ができる。
776 問4 商業施設があるとうれしかった。お店（チェーン店）でももっと欲しい。
777 問4 週末に青空マルシェがあったら良いと思う。盆踊り大会、学生達のコンサート

781 問4
いつも特定の人が長時間いるのではなく、その場所を楽しみながら不特定多数の人が循環して（流れている）
国立らしい雰囲気のあるスペースにして頂きたいです。

783 問4
文化サークルの自己紹介ＰＲイベント。防災、ゴミ０、など地域活動の自己紹介ＰＲイベント。分煙（タバコ）社
会促進など公衆衛生強化イベント。

787 問4 魅力あるポイントがあること。
792 問4 子どもが遊べる遊具のある広場にしてほしいです。雨の日も使えるスペースがほしいです。
793 問4 幅広い年代の人が使える場所になってほしい。

801 問4
喫煙や飲食を可能にすると、ごみの後始末が問題になりそう。同じ人が長時間にわたり利用するのはトラブ
ルのもとになりそう。

808 問4 多くの方が利用できるように、おしゃれなベンチやテーブルを多数おいて頂けたら嬉しいです。

812 問4
そもそも、どうやってその円形公園に渡るのか、その手段もわからず、答え難いです。常に往来できる横断歩
道が出来るのでしょうか？！交通計画も併せて知りたいです。そうでないと人の流れが想定できません。

821 問4

青空市は良いと思いますが、“なぜここで？”と思う国立と関係性、つながりが全く感じられない業者（スマホ
のイベントなど）が使うのはやめてほしい。（国分寺の広場で葬儀会社がテントをはってイベントをしていたが
市の広場利用にふさわしいと思えなかった）市内の小さな個人事業や店の連携したイベント（以前あった「ゆ
る市」など）はとても良い市でした。そのようなことが可能なら良い街だな、と市民も感じると思います。東小金
井駅とＪＲ、市との連携もうらやましく感じています。

828 問4
ガヤガヤしていない「音楽」が静かに聞こえるレベルに活動なら歓迎ですが、単に「うるさく」感じるものは絶対
避けてほしいです。

829 問4
駅のｎｏｎｏｗａや近所でテイクアウトした食事やスイーツが食べられるスペース市民がスポットで営業できる店
舗スペース

836 問4
学園都市であり、かつ音楽や芸術文化の設置に相応した学校も数あるので、それらとの調和、協同企画等考
えて頂ければ市民の満足度も上がるかと思へる。

840 問4 ２４ｈＯＰＥＮだと円形公園はイタズラされたりしそうなので、夜間は入れなくしても良いかもしれませんね。
842 問4 生き物がいるといいです。

843 問4
日常的にはゆったりと時間が過せる空間（ベンチ、机整備）食事や喫茶ができる空間。非日常的には音楽イ
ベントを定期的に行ったり、市民の意見交換ができる空間。東西広場だけでなく、円形公園に安全に日常的
に入ることができるように整備、工夫をする。（場合によっては誘導員を置く等）

844 問4 ちょっとした遊具であそぶことができる。小さいすなばとかブランコとかすべり台とか。
851 問4 駅周辺には緑が有りません。ぜひ欲しいです。
853 問4 駅前では静かにできる環境にないと思う。

863 問4
私が子供の頃、国立の南口にはクレープのワゴンがあり、「百恵ちゃんクレープ」などが名物として売っていま
した。いつの間にかクレープのワゴンはなくなりましたが、国立に根づいた個人店のおいしい物が入れ替わり
で出店するワゴンや小さなお店があったらうれしいなと思います。

866 問4 犬と散歩がしたい

867 問4
ベンチとテーブルがあれば充分だと思いますがキッチンカーで、クレープやコーヒー（９番ですね）が時々販売
されればよいのでは？

871 問4
イベントに飢えているだけかもしれませんが、気軽に立ち寄れる、雰囲気の良いイベントができるような場所
になってほしいなあと思います。



875 問4
東西広場に関しては、週末には朝市、や古本市、のみの市、生活雑貨市、花市等、多角的なだれでも、いっ
てみたくなる場所、そして休憩のできる、ベンチやテーブル等、今以上にあれば、よりくつろげる空間となる
でょう。

878 問4 ロックフェラーセンタービルのような大きいクリスマスツリーを置いてほしい
882 問4 犬と散歩できる。ゆったりとした気持ちになれる。
883 問4 ドネーションステーションをつくってほしいです。（子ども食堂、生理の貧困などのため）

884 問4

駅の広場や公園を音楽の練習ができる場所にするのは、絶対にやめて下さい。聴覚過敏な人や、ＰＴＳＤで
特定の音に恐怖を感じる人には、駅は元々音の多い苦痛な場所ですが、電車に乗るために行かざるおえな
い場所でもあります。多数派の方々は、どうせうるさい電車や雑踏の音に例えばギターの音が加わっても誤
差の範囲と思われるかもしれませんが、行政が、知覚過敏等で苦しんでいる少数者をさらに苦しめるような施
策をされるのはおかしいです。音楽の練習のためには、ぜひ、建物の中に、防音設備のある練習場所を作っ
ていただければと思います。

885 問4 地元地域（市民）の活性化に役立つ広場になる事願うばかりです。

886 問4
通常はゆっくり過ごせる公園、夕方や休日はクリエイターが活用出来る可動式のステージが現れる複合要素
を円形公園に欲しい。

894 問4
飲食が出来るのは理想的ではありますが、ゴミの散乱のない美しい景観が維持出来る工夫が必要だと思い
ます。ゴミがあるとカラスや害虫が気になります。

913 問4
人が集まると東西広場は移動が大変になるので、あまり手を加えなくて良いです。時間になると人形が動き
出すような大きな時計があると散歩中も邪魔にならず、待ち合わせにも有用ですし、子どもたちも喜ぶと思い
ます。（自分は動線優先のため、上記設問では敢えて２・５に印はつけていません）

914 問4

駅へ向かう通行人が歩くところ以外に芝生をはって広場と歩く道を差別化し、急ぎ足の歩行者が東西広場の
空間に視覚的に配慮できる様にする。子供達が安全に過ごせる様にする必要がある。この様な実用的なデ
ザインには専門の意見が必要かもしれない。飲食や出店はゴミが出ない様に意識を心がける必要がある。テ
ラスの様な椅子に座って丸テーブル越しに人と交流することができていいと思う。市民のつぶやきを共有する
パネルがあっても面白いかもしれない。

929 問4
駅前に、子供が遊ぶための遊具付きの公園をつくることには、反対します。子供連れの場合、駐輪場が必要
になるし、多くの人が通過するスペースなので、安全上の問題もあります。また色々なグループが、駅前に長
時間滞在すること自体、いかがなものかと思います。

932 問4 屋根がつくかどうかによっても違ってくる

936 問4
旧国立駅舎の利用と、だぶらないことが必要。駅舎でもできる内容の項目がたくさんあります。ＪＲのホームか
ら直接、施設に出ることができるようにしてほしい。国立市の野さい等の直売ができる施設を！

937 問4 ただのんびりと出来るだけで、人が集まるような気がします

944 問4
・フードトラックが並んでいて、テーブル付きのベンチがあるような感じ。・作家さんの出店が気軽に毎週ある
ような感じ。

946 問4 禁煙ばかりの人ではないので、高い税金も払ってますので喫煙所はほしいです

947 問4
駅直ぐ近くで戸外でゆっくりできる場所があって、飲み物なども手軽に買えると有難いです。緑陰でくつろげ
て、広場のデザインも円形で美しく散歩の目的地にもなります。期待してます。

950 問4 待ちあわせの間に、読書、ＰＣで仕事出来るスペースがあると助かります。
951 問4 通りやすいことが第一です。

952 問4
休憩やゆっくりできるスペースは必要だと思いますが、ホームレスが居座れるような環境は作らないでほし
い。

955 問4
○○市とか（例えば古本市、陶器市、いろんなアーティストの市、パン市）が行える広場、木陰がある緑ある
公園のような広場があったらいいなぁ。

957 問4
東西広場に公園や子供の保育施設を設置するのは望んでいないです。駅前すぎて危険。オシャレなカフェや
雑貨屋さん、パン屋などが欲しい！ベンチを置くよりもお店のテラス席みたいなのが欲しい！（←優雅に紅茶
やケーキなど食べたい！飲みたい！）オシャレになりそう！

959 問4 青空市

975 問4
〈問１〉のとおりＨＰ通院を始めてから（体調不良）杖を友に片目（治療中）の生活で経験未熟な為、よくなり次
第大いに利用させて頂きたいと思っています。（ごめんなさい。字が上手に書けません。ご判読お願いしま
す。）

981 問4
・財政健全化のため、少しでも税収を得られるものを企画して頂きたい。・１１７の前やニューデイズで待ち合
せしている人が多く、動線が悪い。人の往来がし易い様に広場を活用できないか。

985 問4 円形公園はとにかく緑が多い、花などがゆっくり眺められる公園であるとよいな、と思います。

986 問4
読書ができてなおかつ、少し軽食のとれる感じがいいです！あと子どもたちがあぶなくなくすごせる場所に！
音高も近いので音楽もいいですね！昼寝やパソコンは長時間いそうでちょっと…

994 問4
駅前広場として無理のない設計にして欲しい。（無理に多くを求めない）大学通りや一橋大学と一体で考え、
整備して欲しいと思います。

1007 問4
昔は鳥のカゴが立っていた。それが池になり、だれも利用しないベンチが２つ３つあった様に思う。円形公園
に市民が渡れないのであれば巨大なクリスマスツリーなどが良いかと思われる。

1009 問4 人通りが多い場所と子供が歩けるような空間と分けてほしい。
1015 問4 アンケートとは別なことですが送られてきた封筒の再利用のアイデアがよいと思います。
1022 問4 緑があり、ベンチがあり、ホッとできる場所にしてほしい。

1026 問4
駅を出たら森が出現というのは大げさですが、緑がたくさんある駅前でマイナスイオンを感じられるような素敵
な空間にしてほしい。軽食販売をするのならば迎賓館にキッチンカーが１台ありますがあの程度で十分だと
思う。

1028 問4 勉強をすることができる。



1029 問4
・買物（市場）　・鉄道関係のイベント　・ビオトープ　・祭り　・nonowaのイベント　・日向ぼっこ　・子供達の発表
・天一祭　・雨やどり

1038 問4
円形公園は今のまま、人の侵入できないロータリーが趣きがあってよい。東西広場は駅舎の裏庭なのでタク
シー乗場にして、今のタクシー乗場を広場にすればよかったのに、まちづくりの失敗。大学通りに宗教施設が
できてしまったのと同じ。これ以上、さわらないでほしい。

1041 問4 景観がすべて。国立にイベントなどは求めない。
1046 問4 夏は、日陰があると、ほっとしますね。
1047 問4 ティラピスや国立音頭の練習。

1049 問4
地元のレストランが出店し、天下市の時のように楽しく過せる場になれば良いと思う。コロナ禍での落込みを
取り返すことに協力したい。

1052 問4

「にぎわい」という観点では、活動をするに狭すぎると考える。東と西が緩やかに分断されていることに加え、
そもそも通行を阻害しないことを考えると、できることは限れてしまうのではないか。旧駅舎をランドマークとし
て待ち合わせ場所の創出、それに供った軽食の店舗営業など、恒常的な使い方に特化した方が良い気がす
る。

1057 問4
円形公園に入ったことがありません。ので、イメージしづらい。交通量を考えると、人が立入るスペースにする
には無理がないかと思う。

1060 問4
駅前には晴れた日に出掛け銀行か買物で帰宅という生活です。このところ何回か駅前に参り久しぶりに駅前
の様子を見たところ私と同じ様に荷物を持って休んでいる人多く若い人はあまりいない事に気付きました。そ
れだけお年をかさねた人が多いという事に！

1062 問4 車の交通、歩道のことなどを全く考えていないような整備と思っていますので何もお答えできません。

1068 問4
北口も、勝手に（？）おしゃれな感じで作られたけど、車には不便になった。同じ事にならない様に、「車の利
用」を考えて欲しい。→駅の利用をする時の車で送迎する乗り降り専用スペースは重要。結局狭い所に止め
てる人は居るから。車が３台「停車」できるスペースを。

1072 問4 ゆうぐをおいてほしい
1076 問4 広さがあれば、ドックラン的なスペースがあったらいいな。
1078 問4 たっぷりの緑とベンチが少しあれば、それでいいと思いますが。

1084 問4

くにたち産野菜、果物を使った惣菜やデザートが買えると、手土産として活用できて便利です。（くにたちｓｔｙｌｅ
の物が揃っているお店（旧駅舎内は夕方早く閉るので。存在を知られていない。）赤ちゃんスペース（赤ちゃん
ふらっと）（授乳、おむつ替え、休息）があると助かる方が多いと思います。（たましんの中という勇気がいる
し、ｎｏｎｏｗａにもあるけれど数がある方がよいので。）

1085 問4 色々のイベント　販売（めずらしい物）金目の
1088 問4 大型ビジョンの（臨時）設置によるパブリックビューイングの開催。

1090 問4
駅前広場は長時間の滞在をする場所ではありません。散歩の途中の休憩や待ち合わせが仕安い場所であ
ることが大事だと思います。

1095 問4 駅前なので、通勤通学の人にも配りょした使い方ができると良い（動線とか）
1096 問4 安全、車両整備。

1097 問4
陽よけや雨よけ（雨やどり）のための、全面とはいかなくても少し屋根があるとうれしい。今はない、伝言板の
ようなもの…なにかツールとして、おもしろく使えないですかね。以前は、待ち合わせの時につかってましたが
…ホッとするようなこと書いてあったりとかしたら、やさしい気持ちになれるような使い方で。

2 問5 ハンドメイドマルシュ
3 問5 子供達や芸術（音楽他のイベント）を積極的に開催してほしい。

7 問5
イベントは主催者側の主動で終始しない方法の広場、市民の広場にして欲しい。誰もが参加し楽しめる、イベ
ントを見て楽しむだけで終わる様な形に工夫を。皆が誰でもが参加して、楽しんで終わる広場にしてほしい。

12 問5
「脱炭素社会」をめざすのが必須事項となっている現在、「太陽光パネル」などの地域での活用情報などとな
るような、核施設となる駅舎としてあった方が良いと思います。未来の方向を指し示す、施設にしてもらいた
い。

13 問5
中・高の吹奏楽部、合唱部の発表などにつかえないか。市民はきくことができ、学生は大ぜいの人の前で練
習になる。

16 問5 災害時のボランティア拠点
19 問5 子供～老人が参加出来る、これから国立は老人が多くなります。子供を大切にしましょう。

26 問5
・駅前で急いでいる人や障がいのある人も利用する空間ですので歩行や通行の妨げにならない規模でのイ
ベント開催が肝要であると考えます。・防災のための空間に使う　・献血とか骨髄バンク登録のためのイベン
トとか

51 問5 全部できる広場。
62 問5 市の体育館や支援センターは同じ市内でも遠くて行けないので、駅前でイベントをしてくれると嬉しいです。
64 問5 市民参加型のイベント
68 問5 北欧雑貨展やハワイなど海外のものを取り入れたイベント
73 問5 子供と高齢者の心の振れ合いですね！

76 問5
国立市内の（加えて市外の）お店が紹介を兼ねて出店できる。常設「天下市」のようなスペース、若者が自由
に音楽を奏でることのできるスペースがあると文化的で云いのではないかと思います。

77 問5 イベントは市庁舎や公民館等でやった方が良いのでは。商業的に価値が無いものは続きません。
82 問5 あまり滞留せず、流れの中で観賞する程度が良い。

90 問5
駅という機能を損なうような使い方は本末転倒のような気がしますので、動きの少ないイベントで使用した方
が良いと思います。

93 問5 保ご犬の譲渡会などの地域福祉の向上ができる場としての役割もあるといいと思う。



110 問5 フリーマーケット
113 問5 １０：天下市のように国立産野菜直売！とってもおいしくて大好きだから。
115 問5 国立あさがお市の会場にする。
118 問5 イベントは必要ない。空間を大事にしたい。
121 問5 お酒を飲む可能性の有るお祭などは不可！

132 問5
多様な趣味を持つ方たちの発表の場として、又その場を提供するにあたり、当局側の充分なバックアップが
必要。

159 問5 上記全てが催しができたらいいですネ。
162 問5 フリーマーケットを定期的に開催する。

165 問5
大勢の方の知恵が集まって、どんな素敵な広場が完成させるか、とっても楽しみにお待ちしています。ありが
とうございました。

166 問5
・ルッカと友好都市になるのでイタリア関連の特徴を出した常設展示　・文化、芸術のまちの発信拠点として
のイベントをアーツカウンシルと共に発足した新しいアートＮＰＯと共に考える。・隣接するＪＲと共と景観や使
い方を共有して広場デザインを考える。

167 問5 日中の子ども親子向けイベントは良いかと思います。
171 問5 ・保護犬、保護猫、その他小動物等も含む動物の譲渡会
182 問5 フリーマーケットのようなものがあるとうれしい。
183 問5 食に関するイベント、以前中央線沿線のパン屋さんが出店していたイベントはにぎわっていました。
185 問5 イベントにはあまり興味はありません。便利な商業施設があると嬉しいです。（無印良品、ユニクロなど）

186 問5
一橋大とのコミュニケーションが取れるようなイベント。研究テーマに関する、紹介、勉強会など。鉄道総研と
のコミュニケーション機会。

187 問5
年齢性別関係なく人が集まれる場を作れる街は長く愛されると思います。都内格差２位の国立は、過ごしや
すいと言われながら分断も感じます。

195 問5 防災に関するイベント

198 問5
・イルミネーションがあると嬉しい（大学通りのライトアップと連携したらいいなぁ）　・桜の季節に何かイベント
があると嬉しい（音楽の演奏会など）

209 問5 学生が主催するイベントがあっても良いのではないか。
214 問5 地域特産物即売会を月に２回位実施して欲しい
217 問5 イベントや催しは不要

221 問5
海外の交流が出来るような、イベントがあると、今後の地域活性化になると思う。例えば、毎月各国の名産品
の紹介など。お料理とか…

223 問5 ・ペットの里親探しのイベント
230 問5 有効的な使い方であれば！

242 問5
全国から公募して競技大会が出来るスペース。（例え：ストリートパフォーマンス大会、ケン玉大会、大型チェ
ス大会等）※大学通りも含めたイベント

253 問5

イベントは個々や、市民グループ、内外の人が自主的に自由な発想でできるものこそおもしろい。一部の企
業が、企業の営利につかうような、昔の代理的が企画するようなイベントをやるような場所にはなってほしくな
い。一つのモラル、やさしさ、あたりまえの心と人と人の信頼があれば、多くの可能性が拡がる、「イベント」と
いう言葉に象徴されるようなものは、まわりまわって人々を疎外していくのは、我々はすでに経験ずみです。
また一部の企業が外からやってきて、生活や人々のやすらぎとは離れた商売や、キャンペーンをやる場に
なってほしくない。基本的に中心に樹があり、草が生え、安らげる公園、もしくは小さな森があればいい。

256 問5 沢山の人が休けい出来る場所を作って下さい。
258 問5 学園都市らしく、文化系のイベント重視にしたい。
264 問5 クリスマスマーケット、ファーマーズマーケット、クラフトマーケット、キャロリング
277 問5 Ｂ級グルメ
280 問5 環境系のイベントや講座など。
314 問5 イベントが必要ですか？
317 問5 音楽イベント⇒苦情が多いのでは？音楽は、聞き手によっては、騒音にしかならない。
323 問5 犬のドックラン、保護犬の譲渡会、地域の発表会、フリマなど市民のリクエストを聞いて取り組む
334 問5 ピアノを誰でもひいていいって、世界的にあるけど、大変でなければいいかなと思います。

336 問5 季節感のあるイベント。地域野菜の販売やエリアのお店出店など国立エリアを応援するようなイベント催事。

355 問5 静かな方がいい。
371 問5 ＥＪＥａＴは大学通りで今迄通りさくらまつりや天下一で充分です。
374 問5 マルシェはいかがですか？
380 問5 野菜、ハチミツ、果物、ハンドメイドなど
390 問5 余り商売用には使ってほしくない
403 問5 大きい音が出るイベントは個人的にはイヤです。のどかなふんいきのものがいいな…

407 問5
国立市民が出店できるフリーマーケットがあるとうれしいです。ゴミも減らせるし、使えるものは使ってもらいた
いので。

408 問5
何かのイベントに活用したい様な気もするが、季節ごとお祭りの時、交通が混雑するので、複雑な気もち。通
勤で通り抜けて家に帰りつけなくなるのが怖い。

425 問5 ファーマーズマーケットや花市場、季節を感じられるようなイベント。

431 問5
広場は狭いとはいえ、芸術広場とするには充分ではないだろうか、定期的な開催で人も集まり、芸術都市とし
て広く知られるところとなると思われる。



438 問5 しょうがいしゃが主で活躍できるイベント。

441 問5
国立市のお店、花、野菜、パン…なんでも良いと思いますが、月に１度でも、週に１回でも出店してくれたら、
フラっと駅前に散歩がてらお店をながめたり、休けいをしたり、老若男女皆楽しめるし、健康的になると思いま
す。

445 問5 特にイベント用途を考える必要はない。
447 問5 問２に記述
465 問5 老人ばかりでなく、多世代向けに。平日は地元の高齢者向けでも良い。
466 問5 地域の小学生や保育園児の作品展示
477 問5 天下一をやって欲しい。フリーマーケットを出店したい。

479 問5
公園にやさしいトイレの設計を期待する。障害者や高齢者が自由の散策できるような設計を。トイレは車イス
を使用している人たちのことを考慮して下さい。

480 問5 フリーマーケット、救命講演、手品
491 問5 フリーマーケット
499 問5 特になし。イベント不用。居心地よければいい
503 問5 三密を避けること！
513 問5 アート、音楽
523 問5 小グループの発表の場。

530 問5
天下市のように市内の飲食店やお店が週かわり？で出店してくれお店に行かずとも手軽に購入できるように
してほしい。

531 問5 青空市が定期的に開催されていて街の名物とすると良い（マルシェ的）

533 問5

（１）商業的であれば実体験型でエンターテイメント性のあるもの。　（２）国立市のイベント、施設、業種別の店
舗紹介など、ハブとなるブースの設置。　（３）一定以上の実力のあるアーティストの音楽ライブ、アート、パ
フォーマンス。（混雑を避けるため、事前告知はなし後配信）　（４）異文化交流（テレ東のような外国人による
日本の良いとこ再発見、日比谷公園、代々木公園のような海外のイベント）　（５）自己発信したい人の演説
（６）日本各地の特産品のイベント（日本酒試飲会等）

538 問5
年に関係なく楽しく集まれる場所になると良い。（平日は日がわりで子育て相談、年よりパソコン教育、ケイタ
イ教育などのイベントも良いけど）

544 問5 駅前広場東西広場はイベントには適していないと思います。公園等を活用して下さい。

552 問5
どの様なイベントに使ってもいいと思うが、サンドラッグや交番前には信号があるため人が溢れる使い方は慎
重にするべき。

558 問5 盆おどり、クラフトビールフェスタ、駅前コンサート
559 問5 夜のイベントも年に１度位見てみたい。
562 問5 東西広場も、円形公園活気づくのは良いと思います。が、騒々しくなってしまうのは好みません。
573 問5 見通しの良い、自然が豊か、待ち合わせしやすい、おしゃれなオープンカフェ（お酒も飲める）

576 問5
しいてあげれば５番でしょうか。広場はそんなに広くないのでイベント会場にすると人混みで駅が利用しづら
いと思います。

588 問5 土日や長期休みなどイベントが開催されたらおもしろいと思う。
591 問5 問４で思ったことの大部分はこちらの問に対するものだと思う…すみません！
610 問5 私は認知証で、意見はありません　このようなアンケートには答えられません。
638 問5 当然クラフトビール祭をやらない訳にはいかないと思います。市民の理解を得るにはこれしかないです。

649 問5
朝、大学通りや第三公園でラジオ体操をしているご年配の方々を見かけるので駅前でもできるようになったら
近所の方々は嬉しいのでは？と思います。

650 問5 あくまで駅前なので人の往来のジャマにならないイベントをお願いします。
651 問5 古本市など、知識欲をかりたてるようなイベント

652 問5
国立市には、自治会がない地域があります。自治会（小地域の連系体制を整備してほしい、そして国立市の
なるもの）自治会のイベントとう、啓発を通して、防災やＣＯ２、海の汚染への取組みの町作りの中心的場所
でもありたいと希望します。

653 問5
青空市など定期的に行うことが大事、又、遠くまで行かなくても国立で楽しめるイベントを！ピアノを自由に弾
く様なのも

655 問5 ・国際的交流、国立近隣に住む外国人との交流　・ミニ講座
656 問5 ・パンフェスを定期的にやってほしいです。・文具フェスも！

657 問5
駅前は急いでいる方も多いので、一定の時間に大勢が集まるようなイベントはそれぞれが気兼ねなく過ごせ
る場所で開催される方がいいような気がします。

658 問5
子供のいる親たちのネットワークは場を作らなくても出来上がる。高齢者が安心して集え、健康作りが出来る
場が欲しい。（高齢者は日に当たっておしゃべりできるだけでも元気になります。）

662 問5 一橋大生とコラボしたイベント
663 問5 ２．機械音ではない音楽　１０．企業参加ではない、地元住民（近隣農家）によるもの
665 問5 バスの待ち時間に何か観覧ができるものがあると助かる。
666 問5 東西広場に限らず、参加しやすい形態で、イベントを開催してほしいです。
667 問5 移動図書館
672 問5 あくまで国立にあった音楽、ａｒｔ　ｅｖｅｎｔｓ
681 問5 あまり人を限定しないように使って頂けたら嬉しいです。

687 問5
旧駅舎をくにニャンのお家に見立ててショーをしたり、グッズ販売したり、くにニャンにスポットをあてたイベント
希望です。

691 問5 上記良いと思います。季節を四季を取り入れたイベントになれば良いと思いました。
692 問5 車の違法駐車が心配されます。



694 問5 フリーマーケットを開催してほしい
696 問5 騒がしくならなければ、文教地区ならではのイベントも良いのでは。
697 問5 静かに過ごしたい。何にかおきた時又は、子供などの集合場所に！
702 問5 近隣商店、農家のフードロス削減イベント（タイムセール）、ビジネス、趣味、学問のマッチングイベント

707 問5
ちょっと趣きはちがうが、アイドルや、地域のケーブルテレビの公開放送などのイベントもたまにやるといいの
ではないか。

716 問5 クラフト市、地域の飲食のお店が出店できるもの。

750 問5
音楽のジャンルはクラッシック限定。国立イコールクラッシック音楽と定着、国立市のイメージ固定化（ＪＡＺＺ
は立川市と比較できると良い）

756 問5 イベント時、本部を置くところくらいのあつかい。
771 問5 決まった日時に骨董市等が開かれるといい。

773 問5
商業系のイベントは特に地域に貢献できるようなイベントにしてほしい。個人的に国立にファッションやアート
は少ない気がするので盛り上げてほしい。谷保の「ラマパコス」（２Ｆ）でやっているような、イベント（ほーほー
きっずなど）を駅前でやれると良い。

781 問5
「子ども」「高齢」とか対象が決まったイベントはニーズの高いエリアで実施し、駅前はいろいろな人の感性を
刺激することができる非日常的イベントを希望します。

783 問5
市民参加のフラッシュモブでベートーベンの第９などを毎年実施し、定着したらおもしろいのではないか。音大
の協力を得て市民と協演する定例イベントはどうだろうか。ＦｒｅｅＷｉ－Ｆｉは是非設置すべきと思う。

787 問5 定期的に集客あるイベント。
797 問5 騒音が気になりにくいイベント（展示、販売など）

801 問5
駅前広場は乗降客の迷惑も考えて、小規模で静かな催しに限定し、興味を持った通りがかりの人が気楽に
参加できる単発な催しが似合うと思う。

812 問5
国立市はやはり音楽と深いつながりがあるように思えます。音楽をイベント（常に）の中心に考えるのはイメー
ジづくりにも良いかと考えます

819 問5 フリーマーケット

821 問5

東西広場はそんなに広くないので、ゆったりとすごせるベンチ、気ぜわしくないゆとりのある通路と樹木、花だ
んが大切と思います。立川のグリーンスプリングスの植栽はとても良く、多くの人が口コミでも、実際に会う人
の間でも話にのぼっています。逆にイベントで通り抜けられないくらいと考えると駅前を避ける人も多くなると
思います。

828 問5
「音」がうるさいものは反対です。イベントそのものをこの場所で開催することに反対です。駅の南側の歩道が
狭いのにさらに混むのは迷惑です。

833 問5
子育て世代なので上記に○しましたが、高齢者や若者もつどえるイベントもあればいいと思います。多世代
が参加できるイベントも良いと思います。

836 問5
絵画等文化、音楽演奏、子供の作品発表や展示会等文教地区に適した、企画、イベント等期待したい。旧駅
舎内でも、別棟でも駅近に図書館がないことは文教地区として残念です。

842 問5
選択肢に障害者向けイベントがないのが残念です。「しょうがいしゃがあたりまえにくらすまち」ではないので
しょうか？

843 問5 イベントができる最低限の水道、コンサント、机、イス等を整備しておく。

852 問5
人が集まることは良いと思うが、とにかくゴミなどの管理・注意喚起は必須。ゴミ片付けなどシルバー世代をや
とうなど検討を。仕事をしていて国立にはぼいないが、街が美しくあるのであれば良い。

863 問5
国立が出来たばかりの頃、車の通りもなかったので駅前で映画を上映したりした…と国立の郷土館の展示を
見て知りました。今はロータリーは車が通るのでむずかしいと思います。東西広場なら昔の国立のような催し
が可能なのでは？と考えました。

875 問5
常に何か「やっている」感があれば楽しいのでは。たとえば春には桜に因んだイベント、野だてやだんご等。
夏にはビアガーデン、秋にはワイン祭り、冬にはクリスマスマーケット等、国立の業者の出展等の協力を得、
市民と一帯となる様なイベントがあれば楽しみも増すのでは。

876 問5 どのようなイベントを行うにしても、洗練されたものを実施してほしい。
879 問5 フリーマーケット
882 問5 ＬＧＢＴＱやＳＯＧＩのような多様性にも着目してもらいたい。
883 問5 小動物にふれあえるイベント

884 問5

もしも将来お祭りやイベントを東西広場や円形公園で実施する場合、駅南東にある視覚障害者のための信
号機の音が聞きにくくならないよう、スピーカーの設置場所、向き、音量について配慮を。また、もし光を使う
場合、光に敏感な駅利用者もいることを考慮し、イベントに参加していない駅利用の歩行者に向かって光が
照射されることのないよう、イベント主催者に徹底して下さい。地域のお祭り、音楽のイベント等は、地域の公
園・大学通り・芸術小ホールのほうがふさわしいと思います。建物の中や公園、通りであれば、イベントが嫌い
だったり、苦痛や恐怖を感じる人には近づかないという選択肢がありますが、駅は電車に乗るためにどうして
も行かなければなりません。多数の人が楽しければよいではなく、弱い人にもやさしい国立駅であってほしい
です。にぎわい創出偏重でやさしさに欠ける立川駅前のミニ版は、国立の町には似合いません。

885 問5
障害のある方、高齢者へ優しい街に！「東西広場」地域の活性化に是非生かしてほしい。（地元の商店、農
家の為）イベント等により通路スペースが確保されてないと困りますね。

886 問5 駅への動脈ということで、経済活動に関係するイベントに使用
894 問5 スポーツや健康面ではより安全性を重視いただきたいです。（床がコンクリートなので）
909 問5 新鮮な地場野菜の青空市等があったらいいなと思います。

913 問5
非日常で、このイベントの時だけ行ける、とすると特別感がでて良いと思います。市民の方に、何か国立市な
らではの木や花を埋えて記念にすると、後々振り直った時、嬉しいと思います。育ったら、株分けして、国立市
の他の施設に埋えても良いかもしれません。



914 問5

東西広場の優先順位は市民にとって居心地の良い空間であることだと思う。イベントが行われている時であ
れ、皆が快適に過ごせる配慮が必要であると思う。立川市などでは音楽、大道芸人イベントなどが駅前で行
われているが、このようなものは国立市には全く合わないと思う。大きすぎるとスピーカーからの音楽、大道
芸人の喋る声などは威圧感があると思う。高齢者や子育て世代への必要な情報を市として伝えることも重要
だが、これらは市役所でも可能であるため、東西広場においてはより全世代が参加できる娯楽なイベントを行
うべきだと思う。私は、以前駅前で大学生の行うイベントで家族写真を撮ってもらった経験があるがとても良い
記憶に残っている。このような、参加型のイベントがあるといいと思う。イベントの内容は政治・社会問題を含
むものであって欲しくないと思う。

929 問5
駅前広場は、皆のものです。誰もが「心地良い」と感じられる使われ方を希望します。特定の人々のためのイ
ベントは、公園等で行われるべきであり、駅前広場で開催するものは、内容を吟味してほしいです。

940 問5 ＰＣ、ケイタイ…（スマホモ）等の最新の電器ききの使い方をやさし～く！

944 問5
あくまで、駅を利用する人が多く通る場所なので、子供が走りまわったりするのは非常に危険。駅利用者とイ
ベントに参加する人が、しっかり住み分け出来ることが大切。駅利用者の邪魔にならないことが優先。

946 問5 青空市などは安心でおいしい物、普段買うことができない物など
947 問5 駅前にゆっくりできる落ち着いた空間があると助かります。イベントは最小限で良いと思います。

957 問5
・お花の展示（例えば神社でたまにしている菊の展示などのような）・飲み物のＰＲ（渋谷などでたまにしている
無料でモンスターやレッドブルを配るやつ）

970 問5 学生も多い町なので、大学と協力したイベントがあれば楽しいと思います。

986 問5
国立市はほかの市や区と違って住みやすさを重視していると思うのでそこをいかしてほしい！青空市などの
商業的イベントがあるとかっきがでていいと思うし子ども向けイベントもふえてほしい！個人的には府中市の
ような街あげてのジャズイベとかあるとうれしい！

994 問5
天下市や一橋祭、ＬＩＮＫくにたち等今までのイベントを時代にとった形で戻し、そういったイベントできちんと
作っていただきたい。また、クリスマスや正月、ハロウィン等あたり前のイベントをきちんとして下さい。（何か
特別なイベントを新たにつくる必要はないと思います）

999 問5
三鷹では月に一度“三鷹マルシェ”が行なわれていて、いいなあと思っていました。そんなふうな使い方もよい
と思います。

1012 問5 イベントは大事だが、四季折々の木々（みどり）があって電車からおりた時などに、ほっとする広場がほしい。

1017 問5
高齢により、当前乍ら、自分より全体の行動が先になるがなんとか国立が学園都市と共に賑やかで、元気に
なる様にと願っている。余り具体的ではなく、申し訳ない。

1019 問5 商業的なものはＮＧ

1023 問5
・青空講演、講座（仮設テントや椅子等の設置も可）。・講演、講座の有る際は、ＪＲのトイレの無料使用にす
る。・パトカー、救急車、消防車の陳立や乗車体験、自転車講習。｛歴史　政治　文学　美術　経済ｅｔｃ。・１月
１回以上　・講師を招いて話しを聞く。・様々な分野のワークショップ（体験）

1026 問5 文教地区らしく、静かな空間を大切にしてほしい。

1028 問5
クリスマス時期に巨大なクリスマスツリーを置いたり、七夕の時期には笹の葉を置いてお願い事を飾りつけし
たり、行事に合わせて雰囲気を変える。

1029 問5 ・大道芸　・災害時の一時避難場所　・小さな小川が流れるビオトープ　・ミニコンサート　・古書祭り
1038 問5 市民、学生に使い方を任せてもらいたい。南北格差がありすぎる。
1041 問5 イベントは必要ない。静な町が良い
1043 問5 よさこいや阿波おどりなど、参加型のイベントがあるとうれしいと思います。

1047 問5
①朝は高齢者、午後は子供、夜は大人対象の運動。②移動図書館。③ＪＲ西荻窪の朝市にように、たとえ
ば、国立のパン屋さん、お菓子屋さんなどのお店のマーケット。

1052 問5

国立三祭の際に、出店やちょっとしたことをできる可能性はあると感じる。ただ通行できることが第一であるの
で、大規模なことはあまりできないのではないか。音楽や絵画についても、路上ライブや個展くらいならできる
かもしれないが、セットを特設するようなものは、難しいように感じる。子供を対象にする場合は、安全性や飛
び出しに細心の注意が必要と考える。

1057 問5 駅の利用に支障のない範囲でイベントを多数行ってほしい。
1076 問5 人気のあるお店の誘致・商品の販売。
1078 問5 申請式でストリートパフォーマーに演じる機会を与えてもいいのでは。

1084 問5
人の流れをじゃまをしないことを第一に、映えスポットとか。（ハロウィン、桜、紅葉、クリスマスなどシーズンご
とに旧駅舎と撮れるスポット）

1088 問5 ・フリーマーケット・パブリックビューイング・縁日
1090 問5 国立市ならではのイベントを開催するなら良いと思います。特産品の販売、市内の学校とのコラボ。
1095 問5 学園都市なのだから、学生さんの発表する場はどうか
1097 問5 市内個人店舗のポップアップイベント　市内個人店舗食のイベントやワークショップ
3 問6 中・高生達の今ある感じの発表？子供達の価値あるイベントが大事だと思う。

7 問6

・国立で作られている野菜、木の実、果物などの紹介と青空市生産者との交流も含めて、イベントを。ただ売
買だけでなく。お菓子等の交流イベントもあるといいな。・福祉会館等に集まる布、糸、生活用品等のイベント
やそれを用いていろいろな衣服、日用品、人形、編物等サークルのイベント等も青空の下で。サークル活動
の紹介も含めて。

12 問6
円形公園へ渡るのは、交通上大変危険！「立入禁止」は続けるべきだ。「太陽光パネル」などを置き、駅舎の
照明、外灯の点灯とまた、災害時の電力確保などの設備がほしいです。

16 問6 災害時のボランティア拠点
19 問6 子供達のわきあいあいの国立にしましょう。これ等が秉加し意見を出し合い良い国立にしましょう。



24 問6
どちらかと言うと今の保存状態をのこしたいと思っているので、どんな動植物が住んでいるかの調査イベント
があるとおもしろいかも。

26 問6

・あの場所は人が立ち入れない（渡れない）（？）つくりになっているのでそこでイベントを行うというのが具体
的に想像できません。・防災に治かしてはどうか　・プロジェクトマッピングなどを使って、独創的な空間づくり
をする　・もっとおしゃれな造園にする　・でっかい水槽を置いてアクアリウムをつくる　・時間は残してほしい
（できれば）　・市のシンボルになるように空間にして国立が有名になったらいいと思う

36 問6 あまりイメージできません。

37 問6
コロナが落ち着いた将来を見据えて、国立らしく幅広い世代の人々が文化活動がより活発に行えるよう、音
楽やアートのイベントを誘致できると更ににぎわいのある街になり、親しみが増すと思います。

38 問6
周りが車道なので大人のみ、大人向けのイベントが良いと思います。円形公園で何かやる、ということが想像
できないので何とも言えないですが、何のイベントをしなくても良いと思います。

49 問6 園芸教室など。
51 問6 二つの広場を一体としてほしい。

61 問6
円形公園をイベントの場に、という想定にはあまり賛同できない。できれば人々が立ち入る場というよりも、
ショーケース的な使い方の方が良いと考えます。

67 問6 円形公園は見るためのもの？使うためのもの？目的がはっきりしていない！

76 問6

２が自由に出入りできない今の様子を前提とすると、極めて利用が限られてしまうので旧駅舎はそこに移して
オブジェとしてはどうでしょう。東西広場にあるとこれからのスペース活用にマイナスだと思います。又は、四
季が感じられる木々を植える。定期的にオブジェを展示する。国立市民に共有が必要な情報のサインボード
を設置するなど、どうでしょうか。

77 問6
人の出入りのあるイベントは止めて下さい。円形公園は狭い上にロータリーの真中です。ありえません。アー
トでもかざったらどうですか。

82 問6 こちらは空けておいた方が良いと思います。せいぜいパレードやみこしが立ち寄る程度が良い。

84 問6 円形公園にむかう人流を増やすのであれば車の通りやすさも考えてほしい。路駐禁止をきびしくしてほしい。

85 問6 庭園＋ベンチ＋流れのある池
90 問6 広さからみても参加型より、見て楽しめるような使い方が良いと思う。季節の花で一杯する等。
93 問6 農業や自然保ゴを身近に学べる場としての使い方もできればとてもいい。
108 問6 姉妹都市のルッカ市と共同の「光の町」サンタクローチェ祭り、を行なう。

110 問6
まわりの交通量を考えると、子供から少しも目をはなせないので、あまり子をつれては行きたくないと思ってし
まいます。歩行者天国になるなら子育てイベントがあれば行きたいです。

111 問6
祝祭日の國旗掲揚。併せて、国歌のテープ流し（朝夕）担当は、商店会、町内、学童、生徒、学生、主婦会あ
たりの有志。ｅｔｃ　柱（掲揚柱（ポール））あれど掲揚を眼にしたことない！みっともない！

113 問6 天下市のように国立産野菜直売！とってもおいしくて大好きだから。
115 問6 現在は、円形公園には、車が多く、歩いては行けない。これをどうするかをまず解決する。

116 問6
・円形公園への出入りは、どの様にする予定ですか？　・一時的に交通をストップするのですか？歩道橋の
様な物を設置するのですか？

118 問6 イベントは必要ない。日常を保ちたい。
121 問6 円形公園に一般人は入れないでよいと思う
123 問6 歩道から円形公園へ安全に移動可能にしてほしい。
125 問6 円形公園の開発は交通の妨げになるので開発不要です。

128 問6
実際は車のロータリーとしての理由以外は使用はむずかしいのではないのでしょうか？お祭りの看板の設置
位しか考えられません。その為にロータリーの車通行を止めるのは不便になるだけで良くないかと。止めなけ
ればあぶなくてとっても行けないし、子供などを行かせる事も出来ません。

132 問6 地理的に考えて、高齢者や子供向けは不安がある
133 問6 円形公園に行く道は安全であるかどうかが一番の問題だと思う。円形公園でイベントをする必要はない。
154 問6 なるべくなら円形公園は周囲からの景観中心に考え、人の立入りは、しない方が良いと思います
158 問6 なるべく何もせずその空間を楽しむ。周りには樹木や花を植える。
159 問6 現在のロータリーが円形公園で皆が居心地の良い空間であればうれしいです。楽しみにしています。
162 問6 ハンモックを設置してお昼寝。夜にたき火やＢＢＱ。

165 問6
シニアは思考がウシロ向き。一ツ橋の学生等、若い方達の建設的な意見を是非、参考にすべきです。そし
て、これで終りでは無くて、何代に係って、変化した行くべきでしょう。ロータリーに浮かぶ「島」が夢いっぱい
の場所になりますように。

166 問6
円形公園は狭いので、人が入るイベントというよりテクノロジーを使用したホログラム３Ｄ映像やマッピングな
どで季節やキャンペーンに応じて、変化できたり、ツリーに星や願いごとをスマホで皆が投げたりできる参加
型のマッピングが良い。

168 問6 円形公園でイベント開催は必要ない

171 問6
円形公園に立ち入ったことがないのですが、行けるんですか？あんなに周りに車走ってるのに！？夜になる
と幻想的に光り輝くようにする。一年を通して。

182 問6
円形公園が気軽に訪れられない場所と思っておりましたため、イベントという概念がございませんでしたの
で、お答えできませんでした。

185 問6 イベントにはあまり興味はありません。便利な商業施設があると嬉しいです。（無印良品、ユニクロなど）

186 問6
特にイベント、集客目的のイベントは必要ないのではないでしょうか？国立らしい、景観（レトロ、なっかしさ、
緑化など）を追求した街づくりにすれば、人は訪れると思うのですが…。

188 問6
ここは一年中、花が咲いていて欲しい。イベントは良くないと思うが、なぜか時計をいつも見ながら駅へ行って
いる気がします。



198 問6
・イルミネーションがあると嬉しい（大学通りのライトアップと連携したらいいな、）　・桜の季節に何かイベント
があると嬉しい（音楽の演奏会など）

217 問6 イベントや催しは不要
219 問6 まず、旧駅舎内での絵・アートイベントを始めてほしい。

221 問6
高齢、子供向けのイベントに、絵、アート、料理、ダンスを取り入れるのが良い！まとめて、スタンプラリー的
に（日替わり）毎週行けるとか！青空市、ボロ市（←あるといい）は毎週あるとか。

229 問6
食事の提供（屋台）はたまにあるといい気がします。人が密集すると事故につながりかねないので。（車との）
あまりイベントは良くないと思います。

231 問6 自動車を止めて、歩道（道路）を確保するのですか？そのような整備は望みません。

253 問6

地域の伝統的な芸能や、市民グループ、のなにかたのしいことをやれる場であるといいのでは。しかし、基本
的には駅前であり、人が出かけ、帰ってくる場所であるので静けさ、（静寂）静閑こそ求められる。◎市長も役
人さんも、何か無理やり作って、「私は〇〇を残しました」「私々は〇〇を建設しました」とかでなく、むしろ、何
も不要なことをしないことに私は評価をします。「目先の利益」や、「やらなくちゃいけない不安」や、「税金を使
わなくちゃいけない」とかいうことで、スピーディーに行政を行なったり、急いで決定することは、永い眼で見た
ら害の方が大きいと感じる。「駅前の広場の発想」だって２０年前、国立の市民グループが発想していたことで
もあり、それが時間をかけて現在の永見市政に受けつがれていることはスバライと感じています。ゆっくりやり
ましょう！

257 問6
イベントの場より国立駅周辺には、子供の為の公園（児童公園）がないように思います。親子で遊べる場が
あっても良いと思います。

258 問6 学園都市らしく文化系のイベント重視にしたい。腰をおろして学習会、シンポジウムなど開きたい。
268 問6 きれいであればいいと思います。

271 問6
円形公園への出入りの際に交通事故の発生が懸念されるので、利用の際には駅前ロータリーを自動車通行
止にする等の配慮が必要と思います。

280 問6 環境系のイベントやこうざなど。

296 問6
円形だから先の見通しが悪いし、パリの様に信号なく車の通りが多いので危ないと思う。（渡り切るまでが）あ
んなにこんもりした丘でイベントはできない気がする。年中、お花でかざって下さい！

303 問6 イルミネーション。
314 問6 イベントが必要ですか？

316 問6 ロータリーの中心であるので、交通事故に会う危険が高い。本当に、その場所でイベントを開催できるのか？

323 問6
上記の通り。芝生をたくさん使って緑の公園にしてほしい。困っている人のためのイベント（あげますコーナー
など）、動物とのふれあいの場、体力増進のイベント

325 問6 人がロータリーの中を安全に歩いて円形公園に行くのは信号をつけるのでしょうか。

333 問6
円形公園には人が立ち入らず、せっかく池もあるので、もっと緑を茂らせて、昆虫や鳥がいこう場にしたい。そ
ういう場が駅前のまん中にある、ということで国立が自然環境を大切にする考え方を持つというアピールをし
ていきたい。

334 問6

広場でイベントをし、円形公園はベンチで休める感じでいいと思います。アンネのバラを増やしてアーチ状に
するとか、ちょっとしたバラ園＋季節の草花があるといいかと思います。ロータリーだけアスファルトでなく石畳
だとステキです。花だんに使うレンガを文字を入れられるようにして市民に販売して永久に残るようにしたらど
うでしょう。

336 問6 同上。東西広場と円形公園で、赤と白的なすみ分けがあってもメリハリがあって良さそうに思います。

341 問6
車の通行のさまたげにならない使い方がいい。駅前（北口のように）に送迎用の車寄せがあれば、もっと国立
駅に行くかもしれませんが、車を停められないので他の駅を使っています。

349 問6 イベントに使うことは止めて、緑・花のみにする。

353 問6
（上から見た時の利用）駅のホームから見えるので、そのあたりを効果的に使えたらいいと思う。あの場所に
人が入るのはあぶないと思ったが。（車、タクシーやバスが通るため）

355 問6 静かな方がいい。

369 問6

円形公園への連絡（アクセス）はどうするのでしょう？横断歩道→ロータリーの交通効率を大幅に落とす。陸
橋→景観破壊と大型車輌の通行障害。地下障害。地下道→昔の国立駅の風情も出て好いかも知れないが、
工事が大がかり。その場合も、周りが車道に囲まれているので、円形公園は「特に何もしない、のんびりする
所」にするのが良い。無理に活用する必要もないのではないか。

371 問6
今のように美しい緑地という花だんのような、目にやさしい自然あふれるエリアにＥＶＥＮＴは行わない方が良
いと考えます。

372 問6
・音楽のイベントではクラシック、Ｊａｚｚ、ｅｔｃ．ジャンル別に、月毎に月間を通して開催される。・屋外映画上映
（円形公園の面積がわからないが）

380 問6 花壇

390 問6
円形公園へのアクセスはどうするか分からないが、自由に入れるならば子どもの頃、父と円形広場で街頭テ
レビを見た記憶がある。大型のパブリックビューイング施設なども良いか？

391 問6 イベントはしなくてよい
415 問6 交通の事を考慮して下さい。（円形公園の事を考慮）
417 問6 日常的な利用で十分だと思っていました…
420 問6 歩いて行くべき場所ではない。
425 問6 円形を利用して３６０度客席のパフォーマンス、演劇、マジック、サーカス。
429 問6 イベントに使わないでほしい。

431 問6
円形公園は狭く、イベントの期待は薄い。一方で四方からは良く見える為展示、看板設置　などに向くと思わ
れる。



441 問6
円形公園は、ロータリー中央にありますよね？そこへ行くのにどうやって道をわたるのか、今は想像できませ
んが、信号や横断歩道ができるのか…？分かりませんので、公園まで行かずとも近辺でも楽しめる音楽イベ
ントのようなものであれば、誰もが楽しめるのでは？と思いました。

445 問6 特にイベント用途を考える必要はない。
447 問6 問２に記述
448 問6 一本桜の木を。ここでのイベントは車の通行止でおこなうことでしょうか？無理でありませんか？

449 問6
円形公園でのイベントは賛成ですが、周りを道路で囲まれているのでどうなのでしょう？駅から出た時に国立
らしいモニュメントとか景色があったら良いと思います。

460 問6
円形公園の周囲は道路なのでそもそも多くの人が利用するには無理があるのでは？やるなら駅から横断歩
道を作るしかないと思う。

465 問6 人と車が交わらない様に２階にした方が良い。
466 問6 享
473 問6 人が立入るのは危険ではないのか。人の通る通路がないのでは？
480 問6 健康チェック、握力検査等
499 問6 あんまりイベント使用は…望まない
503 問6 三密を避けること！
506 問6 円形広場は狭く、車道を横断するリスクもあるため、イベントとしての利用はふわさしくない。
511 問6 人工的でなく、公園としての景観を大切にしてほしい。自然を感じられるほっとする空間にしてほしい。
513 問6 植木

531 問6
イベント空間にこの円形公園をするのか？人の往来が出来るようにするのであれば安全第１とし子供達が遊
べる空間にすると良い。

533 問6

交通に支障が出ると思われるため、人が行き来する利用は避けた方が良いと思いました。　（１）四季に合わ
せた装飾…灯篭など、必ずしもＬＥＤに頼らないイルミネーション、遠くからでも見えるよう、葉っぱをでかくする
等のデフォルメ。　（２）有名アーティストの期間限定モニュメントの展示　（３）時勢に合わせた標語等、今月の
目標　（４）噴水　（５）松の木、日本庭園

535 問6 そんなに広くないので大きなイベントには不向きだと考える

538 問6
円形公園に人がふえると、交通量のある所を多くの人が渡ることになるのできけんです。イルミネーションや、
はなれた場所から見れるものが良いと思う。

539 問6 円形公園はロータリーの中心にあるので、現状のまま歩行者が足を踏み入れられなくても、問題ないと思う。

544 問6
円形広場でイベントをするのは何か特別な場合かと思いますが、円形広場への往復時にバスやタクシーの
往来がある中を安全に渡る方法が気になります。

552 問6

車をどうするかがわからなければコメントのしようがない。現状維持の場合なら不特定多数の人が自由に行
き来する事には反対。どの様に危険を担保するのでしょうか。これまで円形公園を利用している人を見たこと
がなかったので公園だと思わなかった。そんなものに更に税金を使って何かをするつもりですか。東西広場
はある程度賛成ですが予算もあるため全てに賛成ではない。

558 問6 盆おどり、駅前コンサート

559 問6
問５、６に関しては、すべての項目に丸をつけたいくらいです。完成してからアイディアがでる事もふまえ、電
源その他配置できると良いですね。

560 問6 イベントは不要と思う。
573 問6 オープンカフェ（お酒も飲める）
574 問6 車通りがあるので、大きなクリスマスツリーを飾ったり、遠くからでも見て楽しめるものがよい。

576 問6
円形公園は歴史のある場所であり、ずっと今のような形で存在してきました。今のままで何が問題なのでしょ
うか？まずそこを市民に示して下さい。私は今の姿を変えてほしくないです。あと、周囲を車が通っているの
にイベント会場にできるのでしょうか？どう考えても危険では？

581 問6
円形公園にどのような人が行けるようにするのか？と思いました。特にイベントを行なわなくても良いと思い、
選択しておりません。都内でも多くないロータリーですので、それを大切にするのが良いと思っています。

583 問6
ロータリーとしての利用ではなくなるという事でしょうか？イベントがあるたびにロータリーとして利用できない
のは不便。

588 問6 円形公園はそのままでもいい気もするが。
590 問6 東西も円形も、色々聞かれても、結局「祭り」しか選択肢がない件

591 問6
公園のなかがどうなっているのかわかりません。たましんの上の階から見たことがある程度です。広さのイ
メージもないので、「使う」ための要望は思いつきません。たしか池があって緑だったので、眺めたり、ゆっくり
歩いてみる場所のイメージです。

594 問6 日常の使用（問４）を前提とした空間とした方がよいように思います。
610 問6 認知証なので、このようなアンケートは送ってこないで下さい。

616 問6
駅前から円形公園に移動できる、歩道橋のような何かがないと、展示しか出来ないスペース、参加型のイベ
ントは可能なんでしょうか？と思います。

638 問6 ど真ん中で音楽ライブ！絶対やってほしいです。
650 問6 車が今まで通り通れるように円形公園については考え直してほしい。今のままで十分良い。
652 問6 社会の中で、困窮している方等又多様性に広がる催しも入れてほしいものです。
656 問6 ☆パンフェス　☆スイーツも！
657 問6 何もしないのが一番の贅沢ではないでしょうか
658 問6 例えばＸ’ｍａｓツリーを飾り、ライトアップして音楽が流れる、歩く人もふと目を止めるようなコト。
660 問6 四季折々の樹木、草花がながめられる場所であってほしい。



663 問6 非日常的なものは不要。

665 問6
・例えばかまどベンチとか作って、アルファ米を配付したり、起震車や消防車を呼んだりして、明るく美味しい
防災イベント等、避難訓練をたくさんできたら良いか？・古本市とかあったら市外の人も来そう。

666 問6 ロータリーを渡って円形広場へ人を移動させるのは危険では？
671 問6 車の流れがあるので、非日常的に使えるのでしょうか。
672 問6 円形公園はｅｖｅｎｔにそぐわない。
673 問6 さほど広くない円形公園でのイベントを鑑賞する周囲（外側）の整備が必要と思います。
691 問6 上記良いと思います。季節を四季を取り入れたイベントになれば良いと思いました。
696 問6 ここでのイベントの必要はなし。
697 問6 ここでイベントを行って、人の行来に危険になる、地下道でも作るんですか？静かな国立のはずだ！
706 問6 環状交差点がどうなるのか分からないので、イメージが全くつかない。

707 問6
東西公園との連携をしたイベントが良いかと思うが、円形公園への安全な往き来をどうやるのかがわからな
い。イルミネーション等で活用してはどうか。

710 問6
この場所は公園にしなくて良い。人の横断でロータリーの機能が妨げられる。昔の様に池にするか大木でも
植えた方が良い。

713 問6 円形公園でイベントをする意義があるのかと思います。
716 問6 クラフト市、地域の飲食のお店が出店できるもの。
717 問6 円型広場に入って行けるのかが不明です。前提条件を示して下さい！
750 問6 国立のイメージ、静粛さ、文化的、上品さを保って商業的、お祭り的なものは控え目に。
756 問6 イベント時モニュメントを置くところくらいのあつかい
758 問6 あまりイベントを行なわないでください。静かな空間にしたいです。イベントは反対です。

763 問6
車通りが気になるが、車のさまたげはあまりしたくない（バス等）ので、そのあたりが考えられる使い方を希望
します。

768 問6
そもそも円形公園への歩行者アクセスはどのように考えられているのでしょうか。現状、ロータリーがあるた
め人の通行はできませんが。

770 問6 ライブやコンサートで他地域から人を呼び込みたいです。地元の商店街など活性化するのでは？

773 問6
道路に囲まれた広場で活動な様子が想像できないので、東西広場を差別化を図るならば、低層の建物で屋
内利用する方が現実的ではないかと思う。（屋内利用前提で、上記の○を付けました。）駅からの動線の妨げ
にならないので、滞留するイベントが好ましいと思う。

777 問6 円形公園でのイベントの必要性を感じない。
783 問6 ラウンドアバウトの中心部分なので交通が心配。従って年配者、子供達のイベントには配慮が必要。
786 問6 緑であること以外に、イベントの必要は、感じません。
787 問6 富士山がきれいに見える電線の地中化
792 問6 夏には水遊びができるスペースになると嬉しいです。
801 問6 円形広場はどんなに注意しても交通事故の心配があるので、子供向けには注意が必要。

811 問6
円形公園はロータリーがあるので歩行者はどのような形で通行が可能なのでしょうか？歩行橋で渡るのです
か？それが解らないとお答えの仕様がありません。

816 問6 円形公園はイベントで使うべきではない。緑を外から見て楽しむ場所とすべき。
819 問6 フリーマーケット

821 問6
円形公園への通路はどうするのか？と思いますが（ロータリーをよこ切るのが）今あるものをゼロに壊してし
まうことに反対します。

828 問6
「音」がうるさいものは反対です。イベントそのものをこの場所で開催することに反対です。駅の南側の歩道が
狭いのにさらに混むのは迷惑です。

829 問6 世界をテーマにしたイベント、アジアフェス、イタリアフェス…のような
836 問6 青空芸能祭や、夜間映画祭（親子で楽しめるような、若い男女が健全に心に残るような映画等）。
842 問6 現状の円形公園をイベントができるスペースにどのように変えるのかイメージできません。
843 問6 円形公園単独ではなく、東西広場と一体でイベントを行う。

852 問6
上記同様。美しい街を守るのであれば地域活性に異論なし。高齢者の再雇用も国立のためにも必要だと思
う。新しいことばかりに目を向けず、増え続けている高齢者のことを、きちんと考えて欲しい。

863 問6
昔のように動物を入れたり池に魚を入れたり…はむずかしいと思いますので、おだやかな気物になれるス
ペース、アートや植物を展示するスペースになるといいなと思います。

867 問6 盆踊り

868 問6
バス停があるが、イベントの時は車が入ってこないようにして欲しい。（バス停　タクシー）は少し離れた所にす
るなど…一般車は入らない別の道を…

875 問6
円形公園と東西広場は少し切り離して考えた方が良いのでは。円形公園をイベント会場にするには横断歩道
が必要になるため、安全や交通の循環を考慮すべき。円形公園を噴水にして、夜はライトアップ（駅舎ととも
に）すれば駅前空間がより開けた感がでると思います。

879 問6 円形公園立ち入りは難しいのでは？
882 問6 ＬＧＢＴＱやＳＯＧＩのような多様性にも着目してもらいたい。

884 問6
経済的苦況・子育て・介護・障害者の生活等について。気軽に情報を得たり、相談の入口になるような福祉関
係のイベントもできるとよいです。

885 問6
円形公園は現存（花公園）のまま花公園に。駅舎とのバランスが取れているのに…イベント等に使うと国立の
イメージが変わると思うと残念！

886 問6 足を向けて行く場所として、個人中心、芸術向けの使い方
895 問6 昔、子供の頃円形公園で盆踊りを見た事が有る。今やれば中央沿線で国立が名物になると思う。



910 問6
季節の飾りつけやイルミネーション・メッセージやお知らせ等の掲示）現在のような使い方でよいのではとも思
います。イベント等で複数・多人数が立ち入るとロータリー周辺の車の流れの変更、一時止める等を伴ない周
辺道路への影響もあるかと思います。駅前は交通の要でもあるので、心配でもあります。

913 問6
動線の邪魔をしないイベントが良いです。見るだけでなくアートを体験できると良いです。ただし配置に気をつ
かって人が通れる状態を維持して頂きたいです。

914 問6

イベント時に円形公園にどの様に人が立ち入れるのかうまく想像できない。イベントを円形公園内で行うので
あれば交通安全に十分配慮する必要があると思う。イベントを行うのであれば子供中心のものがいいだろう。
大人はわざわざ時間をとって円形公園に行こうとするかわからないし、それよりも子供の記憶に国立の情景
が楽しい記憶として残ればいいと思う。

925 問6 円形公園はロータリーの中なので利用をどのようにするのかよくわかりません。（交通のこと）

928 問6
落ち着きのある静かな国立が好きです。派手なイベント等は好ましくないと考えます。※円形公園のスペース
はそんなに大きくないと思いますので、人の流入をよく想定しないとイベントは成立しないと思います。◎イベ
ント時、参加者をどの様に誘導するのですか？

929 問6
東西広場と同様に、円形公園でのイベントも街の雰囲気に合う、品の良いものを慎重に選んでほしいです。
折角の美しい街並が、ゴチャゴチャしたイベントで台無しにされることを、住民は望んでいません。

932 問6 現在ある形でよいと思う

936 問6
円形公園へのアクセス方法を、どの様にするのか。イベントのための橋などの構造物を作るのは、いかがな
ものか。広さなどを考えると、イベントを行なえるような場所として適当でしょうか。

937 問6
円形公園でのイベントは賛成ではありません。３６０度車やバスが行き交う所で子供やご高齢の方が安心で
ゆっくり過せる場所を整備するのは、難しいのでは、と思います。

944 問6
正直、円形公園は写真でしか中を見たことが無いので、サイズ感も高さもよく分からない。果たして“イベント”
が出来る広さがあるのでしょうか？

947 問6 公園では音楽はできれば“おとなしめ”静かな音楽、楽器の方が良いと思います。

955 問6
円形公園の真ん中にシンボルになるような美しい大きな木が立っていたらいいかも！イチョウ、櫻（しだれ櫻
とか）、モミの木（クリスマスにオーナメントとかかざれる）、けやき、ポプラとか。

956 問6 ふんすい、打ち上げ花火、時を告げる美しい鐘

957 問6
円形公園の周りはロータリーになっており、車が多く通っているため、そもそも円形公園に今の状態では行く
のが困難ですが、行けるようになるのでしょうか？その点を伝えてくれないとイメージが出来にくいです。

965 問6 ロータリー道路を廃止した上で上記の行事を行えば良い。
968 問6 イベント利用には反対。
970 問6 円形公園に安心して行ける道があるのなら、音楽のイベントも良いと思います。

981 問6
問３に記入、車の流れを良くするためのラウンドアバウト導入であるはず。人の出入りは危険かつ非効率と思
う。

986 問6
国立市はほかの市や区と違って住みやすさを重視していると思うのでそこをいかしてほしい！青空市などの
商業的イベントがあるとかっきがでていいと思うし子ども向けイベントもふえてほしい！個人的には府中市の
ような街あげてのジャズイベとかあるとうれしい！

994 問6
法律違反ではありませんが、ラウンドアバウトの中央島に積極的に人を入れるように整備した事例を私は知
りません。海外では緑地として美しく整備した事例もありますし、大学通りの緑地帯の総仕上げとして整備し
て欲しいと思います。

997 問6 問３に書いた通り円形公園はそのままの状態又はそれに近しい状態であってほしい。望む。

999 問6
ロータリーの中にあるということを考えると、“非日常的な利用ができる場所”として使うことが想像できませ
ん。横断する際の事故などが心配です。「円形公園」は、バラや木などを植えてきれいに整備して（昔は鳥小
屋があったと聞きましたが）“余白”を楽しむようなスペースというのも素敵なのではないかと思います。

1012 問6
今の円形公園をみると何が出来るかおもい浮ばない。出来るとすると、音楽のイベントがいいのでは。たまに
は、ヨーロッパの様なマルシェが出来ると、楽しいのでは…

1017 問6
・円形公園は廻りがバス通路でイベントには向かないと思う。・是非円形公園を明るく綺麗な場所にして欲し
い。部分的に花を植えても全体が整備されていると今程の花の数を減らしても見た目がキレイ。・時計は有難
いです。

1023 問6

・国立駅舎と円形公園と大学通りは、国立市のシンボル。このまま（現在のまま）の状態で良い。・信号の無い
ロータリーもユニーク。残すべき。・イベントをわざわざ、円形公園でする必要はない。◎が、１年に１度くらい
円形公園やロータリーに入れる日が有っても良いのでは？円形公園内より駅舎や大学通りを眺める体験は
面白い。（子供の頃と、駅舎解体日に体験した格別な思い出）

1029 問6 ・イチョウの葉のアート　・ホタルが飛び交う広場　・スケート場（冬）

1033 問6
富士山が見えるのなら、ゆっくり見える場所を設けてほしいように思います。富士見通りからながめる富士さ
んは大きくて迫力があります。

1036 問6
道路があるため円形公園では人の移動があるイベントは不向きでは？恒久的な噴水などで大学通りの緑と
調和する空間を創りだしてほしい。

1038 問6
ほかにないロータリーのある国立の玄関口を壊さないでください。触らないでほしい。あんな中途半端なス
ペースでイベントなんてできない。

1041 問6 イベントは、必要ない。静な町が良い。
1043 問6 様々なイベントで楽しめる場所になればうれしいですが、車の通行を止めるのって大変じゃないですか？

1046 問6
円形公園は、ロータリーの丸い小山のことではないですか？駅前は、高齢者など足の不自由な者を、なるべ
く駅（改札）に近いところで降ろせるよう＆迎えに行けるよう、自家用車で送り届けられるような流れ、場所は
確保していただきたいと思います。

1047 問6 ①小さな花火大会



1052 問6
とにかく通行量の多いロータリーで、横断歩道や信号を設けるのはよろしくないと考える。歩道橋は景観的に
どうなのかということも考えられ、円形公園でのイベント事はやめた方が良いと思う。

1057 問6 イメージができません。
1061 問6 円形公園でイベントをする光景はあまり想像できない
1068 問6 円形公園にどのようにアクセスするのか、によって使い道は変わる。いっそ歩道橋作って欲しい。
1078 問6 申請式でストリートパフォーマーに演じる機会を与えてもいいのでは。

1084 問6
安全第一で人の流れをちゃんと整理できる事が大事だと思います。金婚式のお祝いとか結婚のロケーション
フォトとか参加者が限定されるものの方が安全かなと。（貸スペースとして利用）街ｋａｄｏｄｅが旧駅舎でしてい
る「門出」を祝う撮影会、結婚式をここでも。

1090 問6 円形公園は人が集る場所でしょうか？

1092 問6
基本的にはイベント開催の必要があるのか否か、考えた方が良いのでは？（騒音、ゴミ、感染症など負のイ
メージが強いのですが、どう対応する積もりですか？）

1095 問6 学園都市なので、学生さんの発表する場はどうか。
2 問7 使ってみないとわからない事が多いから③が大切だと思います。

7 問7

旧駅舎が駅舎の役割を果たされないまま、個人的利用しか出来ない形骸化されたものになり、維持費が市民
的なものにみえないのは残念。それも見直し、市民皆が利用、参加、生かせる方向に工夫を。これを教訓に
市民が常に利用、参加、楽しみ合える方法を話し合い、ていねいに重ねて方向を国立ならではの方法を見い
出して欲しい。

19 問7 長い間国立を見て来た老人の意見をよく聞く事です。
26 問7 予算も大事。歩行、通行、避難の導線は確実に確保してほしい。
47 問7 ②市民の意見で

61 問7
市民の声を一定数（一定回）聞く事は大事だが、あまり声を取り入れすぎると、コンセプトの定まらない、つま
らない計画になると思います。

76 問7
①は意見を言う人が偏るので大切ではない。国立のゆったりとした雰囲気の良さを理解した上で②を中心に
進めるべき

77 問7 税金を継続的に投入しなければならない施難は避けるべき。
82 問7 成果ではなく問題点、不合理な点を発見することが大切
84 問7 安全安心を第一に考えてほしい
85 問7 事実上、多くの市民の多様な意見をまとめるのは困難
113 問7 若者の意見取り入れの為ネットも（国立市公式ＬＩＮＥ等）使って案を募集してほしい。
123 問7 整備をすれば人が多くなる　人が増えればトイレはぜひ新設を。
136 問7 さっさとやれ。小さく始めて試行サイゴしていけばよい。とにかく悲惨な現状をかえろ
142 問7 市民の意見、あまり聞く事に重心おきすぎでは。
159 問7 上記３つが大事ですが、最終は③ですネ！
165 問7 駅前広場を有効利用するとなると、これ程直に思考を重ねねばならないのですね。しかし案は多角的に。

166 問7
ＪＲコミュニティデザインと協力して、まちづくりや広場デザインを考えてこその景観だと思う。短期間の形式的
なパブコメやアンケートに拠所を求めるのではなく、じぶんごととして責任を持ってすすめる主体が若い専門
家集団とすすめるべきと思う。

171 問7 中途半端や妥協で始めてお金をかけないでほしい。心から成功したと言える、思えるようにしたい。
187 問7 誰かのための場所ではなく、皆のための場所にしてほしい。
198 問7 専門家やアンケートについても若い人の声を取り入れてほしい、特に専門家は若い人にも聞いてほしい。
201 問7 早く具体的イメージを提示してほしい。
221 問7 ②の専門家の意見が老若男女に合えば良いが。
229 問7 時間はかかりますが旧駅舎でアンケート（イメージ図に対して）をとるのは面白そう。
240 問7 通勤通学時の安全・機動性も重視が必要。
242 問7 国立市住在、もしくは、国立市に関わりのある専門家３０年、５０年先を、見据えている進歩的な人材。
250 問7 事前検討の充実が鍵

253 問7

学者や企業の肩書きや、ネームを背おっている人でなく、内外の市民の中にすばらしい想いアイデアを持つ
方が多数いる。・専門家といわれる人が深く入り込むことは、むしろ弊害しかないと想います。◎このアンケー
トのように広く市民の声を聞いていくことこそが大切だと思います。職業を背おっている、学者やコンサルタン
ト、代理店などの「イベント」企画者たちには、市民の視点で発想できるはずがない。結局はありきたりの右に
なら

257 問7
③はあるべき進め方とは思いますが、スピードも大切です。笑顔あふれる、駅前広場に一日も早く、なってほ
しいです。②のデザイン力も大事だと思います。

277 問7 子供がはだしでも遊べるきれいで安全。
329 問7 多様な使い方ができるよう整備できれば一番よいかと思いますが…
331 問7 見栄えを良くするために、デザイン性が高く、値段の高い資料をたくさん使うのは避けて欲しい。
350 問7 意見を聞きすぎるとなかなか進まないと思います。③は良いと思う。
371 問7 専門家と市民の意向のバランスがとれて安全な空間をつくり上げてほしい。
374 問7 計画、実行プロセスの進捗を市報等で公開して下さい。
403 問7 見栄えというより、ユニバーサルデザインの観点で専門家を入れたらどうでしょうか。
405 問7 国立市民の意見が大事。

427 問7
自分自身が小学校に入学する時から国立に住んでいます。円形公園は友達ととても面しろく毎日遊んでいた
場所で大切な場所でした。日頃から何か考えて下さる事をいつも願っています。

431 問7 市民の声が正しいとは言えない。
445 問7 ＪＲ東日本としっかり対話、連携して整備することが大切。



463 問7 専門家や多くの市民意見など聞かずに国立市役所内部で考えて整備すれば良いと思います。
465 問7 財政重視。国立市はそんなに豊かではないので。
466 問7 早期に整備、実用化を進めるためにも、どんどん試用してほしい。
475 問7 メンテナンスに過大な費用がかかることのないように留意すべき。今ある円形と花壇は残してほしい。
485 問7 ②専門家より市民の意見
499 問7 お金はかけたくない。
513 問7 品格を重んじる
523 問7 イベントの準備や片付けが簡単にできること。
531 問7 専門家のプレゼンから選ぶ事（市民意見を入れすぎるとバラバラになる）
538 問7 広場はイベント、広園は別の使い方
552 問7 専門家とか言ってムダに多くの税金を使うことになりそうです。

558 問7
実力あるランドスケープデザイナーや建築家を絶対入れてください。（植栽や照明デザイナーも入ったら理想
的）

559 問7 意見を聞き過ぎるとこの街はまとまらない気がします。

590 問7 南部民の意見は北部と大きく違うと思います。もし税金でやるなら、回収可能、市に負担の少ないやり方で。

591 問7
駅舎の整備と関わりがあると認識しているので、場所の意味や、駅舎との調和は大切だと思う。また市長の
意見を聞いて（叶うかは別）進んでいると感じられるものであってほしい。

594 問7 少し時間をかけて、社会実験を実施したあとに候補案を絞り込む方法がよさそうです。
610 問7 わかりません。認知証なので……
618 問7 余りぜいたくせず、質素で良い。住民税を使うのだから
625 問7 コンセプトに対してブレていないか、こまめな確認が大切と考えます。

638 問7
アンケートやパブコメを頻繁にやり過ぎると特色や特徴のないつまらないものになるので、まちづくりの実践
者などの専門家の意見を活かしつつ、トライアンドエラーは必要。社会実験として様々な試行のプロセスで合
意形成は図ることができると思います。

642 問7 見た目、見栄えを税金で？
643 問7 人々が集まっての公園なのでその点を重視してほしい。
650 問7 一部の意見だけで決めない努力をしてください。
652 問7 税金のムダ使いにならなく、潤いの出る管理サイクルを考えて下さい。
653 問7 見栄えより、使い方重視で
655 問7 大学通りもオープンカフェなど、オシャレなお店がほとんどなくて残念

659 問7
パブリックコメントやアンケートなどのデータに基づき、有識者の知見を踏まえ、検証し、立案していく（データ
サイエンス）例：統計数理研究所との連携など

667 問7 頭のやわらかい人を中に入れて話し合って下さい。若者、アーティスト、等。
668 問7 あまり予算をかけなくて良いのではと思います。
700 問7 一部の意見だけで決定しないで欲しい。
702 問7 全体がアンバランスにならないよう、コーディネーターがまとめる前提で意見を聞くべき。
707 問7 せっかくの空間なので広場、旧駅舎、公園の調和をゆったりととりながらすすめてほしい。
750 問7 国立市長が方向性を示し市議会で賛同を得る事
752 問7 ①と②は別々ではない。市民の意見を専門家が実現していく、協同作業である。
756 問7 専門家はムダに金のかかることとか提案しない。
773 問7 実例の研究や成果を踏まえて検討すべき。ｅｘ）下北線路街、熊本駅前、天理駅前コフフン

777 問7
東西広場はいろいろな使用方法が考えられる。円形公園についてはあの交通量の中で利用するのは迷惑に
なることが多いのではないか？小さい子どの安全性も保たれないし…。

783 問7
多様な意見を聴くことも大事だが、それらの意見を参考にしてデザインはプロにプロポーザルを出してもらい
決定するというプロセスが必要だろう。

790 問7
一部の声が大きい市民や議員の意見にしばられるのではなく、まちづくりの専門家ｅｔｃの意見を重視してもら
いたい。

801 問7
専門家や声の大きな意見に偏らないで、掛ける予算に合わせ、将来的に負の資産にならないように気を付け
てください。

810 問7 検証・ふり返りしながら、ＰＤＣＡサイクルを回してほしい。
819 問7 新しい世代の意見を尊重してほしいです。

821 問7
作ってしまう前に人の流れ、車の流れが問題ないのか確認するのは大切。北口広場によっておこった問題は
ひどいし（路駐の被害が一本裏に拡大している）一方通行化の工事は不必要に長いのではないか？何をして
いるのか不明に思います

828 問7 「イベント」に使用な事を前提にしない計画も検討してほしいです。
836 問7 特定の団体や個人に限らず、広く多くの市民や団体に応じて。
840 問7 使用するのは市民なので、市民目線で進めた方が良いと思う
843 問7 一度使い方を決めると固定化してしまうがフレキシブルに使い勝手のようものとする。
852 問7 低コストで対応願う。
863 問7 素人の市民の意見ばかり聞きすぎるとコンセプトがぶれるので、ぜひ専門家の人に力を借してほしい。

875 問7
都市環境をデザインする、プランナー、プロデューサー、クリエイティヴディレクター、アートディレクター等専門
家の招へいが必要なのでは。

884 問7
多数の意見が常にベストとは限りません。意見をききながら、市として、どのような国立市をめざすのか、リー
ダーシップも重要だと思います。

885 問7 見た目ばかりで不便であっては困る（市民にやさしい街に！）



894 問7 安全・安心な駅前であって欲しいと思います。そして突然の災害に強いスペースが求められます。
906 問7 良い方向に柔軟に変更できることが大切

910 問7
「人が集まること」「賑わうこと」も要素と思いますが、第一に地元のいろいろな世代が穏やかに安心して過ご
せる日常の場所であってほしいです。

913 問7
専門家の意見を入れると高額になりますし、市民の意見と使い勝手を加味して、市民が自ら作っている（又は
一緒に作っている）という体験の共有が大切だと思います。

914 問7
東西広場の活用は市民にとって待ちわびたものだと思う。あまり時間をかけすぎずに整備を進め一度完成し
てから意見を取り入れれば良いと思う。

929 問7
意見を多く取り入れることは大切だが、取り入れ過ぎてまとまらず、結局、「何でもあり」みたいなことにならな
いか心配ではあります。

944 問7
どうせ作るなら、予算をケチらず、建築家やデザイナーなどプロに任せるべき。素人が市民だけの意見を耳に
傾けると必ず失敗する。市民の意見も大切だが本当に大切なのはプロの意見。

956 問7 「円形公園」へは、どのようにして渡るのでしょうか。
957 問7 自由が丘のようにオシャレで高級感ある街になって欲しい！
964 問7 ロータリーにある円形公園は安全確保が大事なので、どのように整備するかを示して欲しい。
970 問7 変化に対応できることが大切だと思います。頭のやわらかい方の意見を大切にしてほしい。
981 問7 税を効率良く使用してください。
989 問7 積極的な一部の市民の意見が不安

994 問7
駅前広場（東西広場）とラウンドアバウトの中央島（円形広園）は性格が異なるため、それぞれ適切に整備を
進めて欲しい

1012 問7 国立は良い所といわれているのだから、美しくつくってほしい

1023 問7
単なる商業的なイベントや何処かの広告代理店やイベント屋さんが、考えるイベントではなく、文教都市の国
立市にふさわしいイベントが望まい。

1029 問7 民間のコンサルト会社に頼むと、どこにでもあるような駅前の風景になってしまう。
1038 問7 市政の考えを取り入れないまちづくりをしてください
1043 問7 専門の意見も大切だが、聞きすぎると結局おかしなものになるので注意が必要。

1046 問7
①理由→アンケート、意見会は、実は本当は大切にして欲しいことが、積極的な声に埋もれてしまう可能性も
あるため

1057 問7 デザイン、人の動急についてはプロの意見をぜひ取り入れてほしい。
1071 問7 若い人の意見をしっかり反映してほしい
1084 問7 他の駅で成功している点を参考にしてほしいです。（武蔵堺の駅付近は緑が多くて素敵）
1090 問7 他市区と比べる事なく、国立市独自の良さを大事にして下さい。
1095 問7 せっかく作っても、使い勝手が悪かったら、もったいない

7 問8

維持費の負担ばかり多い管理から脱する運営を。コンクリートでなく芝生に。誰でもが気がるに通りすがりで
も参加できる広場の管理方法を。広場は芝生と緑の木々も花に、管理は大変だと思うがコンクリートにはしな
い。国立には映画館がありません。皆で今現在の事、歴史等々といろいろなフィルムが沢山あります。国立で
観られる方法を考えてみて下さい。

19 問8 あたらしい国立に。

26 問8
万人に受けるものと考え出すと凡庸になるのでターゲットを一定の層（コミュニティ）に絞るのは悪いことでは
ないと思う。（照準が狭すぎるのも問題ではあるが）

51 問8 市民とは誰？
61 問8 管理運営のボランティアチーム結成や、それに対する市の支援などを想定するのが良いと思います。
68 問8 立川市グリーンスプリングスなど参考にすると良いと思う
73 問8 市民第一
76 問8 民間企業への委託で②を実現して下さい。
77 問8 管理に多額の費用がかからないように、オリンピックの轍を踏まないように。

84 問8
駅前渋滞することがあり、自転車が斜めに横断したり、今でも危ないと思うことが多いので、さらに危険になら
ないように整備管理してほしい。

113 問8 シルバー人材の方々にお願いする等、市民が関わることも大事。
116 問8 国立市は「文教地区・国立」のアピールが少ないのでは？
118 問8 特定業者（関造園など）に任せない。
165 問8 誰もが参加出来るボランティアやシニアを使って多指に動いて貰う事が望ました。

171 問8
今回このアンケートが３０００名ランダム当選だが、アンケート、意見ボックスを置いて、日々の意見をもらうも
のも大切では？その日、その日思ったこと、体験したことが十人十色あるだろうから。

182 問8
③に関しては、国立の市民の方は多くの方が良識ある方なので、市民が積極的に管理運営に関わることは、
あまり問題にならないのかもしれませんが、どのような市民の方が関わるのか、ということは今後長きに渡り
大切に考えなくてはならならないことかと思います。市としての指針が必要になるのではとも考えました。

183 問8 企業等と官民一体での運営はしないのでしょうか？
188 問8 いつもだれかが、清掃してきれいになっていることを望む。

210 問8
質問と解答の意味が、一致してない為よく分かりません。管理運営に関する事は市民ではなく公共で考える
べきではないでしょうか？

221 問8 管理運営は、市民でする、しない、が別れる。する人は決まってる。そこをちゃんとしてほしい。

229 問8
駅前プラザと連携して、清掃ボランティアのハードルを下げられたら面白そう。（常的ボシュウ、プラザでゴミ袋
や道具をもらって、活動する。その日の内に（１時間以内、ワンショウなど）返却）



242 問8
あまり多くの市民が関わり過ぎる事により統率がむずかしくなり、おもしろ味のない、あたりさわりのない運営
になりかねない。

253 問8

市政が表面的に「市長にやさしい」とか「福祉をやっています！」なんてアピールするのでなく、もっとシンプル
に、ゆったりした街づくり（作らない街づくり）をしてほしい。人々にやさしくとか表向きには、キャンペーンをして
道路開発やビルがどんどん出来ている現実を心配している。ただマンションや商業ビル、ビジネスビルが増え
ていくような街であってほしくない。土地があったら、施設を無理やり新たに建設するのでなく、ただ、ほうって
おいて、草を自然にまかせて生えさせるくらいの永い眼でこの土地を見てほしい。永見市長さん！市政のみ
なさんよろしくたのむ！（自然にほうっておけば樹木がやがて生え大きくなり人も集うでしょう！）

317 問8
自由に使ってほしいというのが、市としての意見では、あると思うが、スケボーや自転車（ＢＭＸ）等、勝手な解
釈で人の迷惑を考えずに利用する人も出てくる。利用方法のルール付け、マナー、判断基準等明確にする必
要がある。

320 問8 なるべくお金がかからない方法を考えてほしいです。
323 問8 車いすや犬に優しい施設を！
371 問8 市民参加でまとまらなくなる恐れがあるので、話し合いには参加しても運営にはいかがなものか？
374 問8 管理体制を強化したり、定型化すると利用、使用に制限が掛かるので注意すること。
421 問8 円形公園の中に四季の花々が咲く姿を眺めたいです。

427 問8
昔とちがう事は交通量が多いので昔のようには出来ないと今のままではと考えています。高い建物は困りま
す。

445 問8 管理予算をしっかりと試算し、市民に公表してから、あり方を提示する。
465 問8 財政重視。この時代コスト重視で。

466 問8
管理運営はどこで行ってもいいと思うが、何か事故や問題が起きた時に、市に責任があってきちんとフォロー
できる体制は整えてほしい。

513 問8 綺麗清潔、品を保てるような運営

533 問8
自由な発想と多数が安心できることは両立されるべきだと思います。コンセプトを持って推進できる主催者は
必要。

538 問8 案がまとまったら全市民に選ばせるのは良いと思う。
544 問8 管理コストがなるべくかからないのがいい。

558 問8

監査の面は重要ですが、無理に市民がなんでも行っていくのではなく、当初の計画づくりや設計に関わった
人たちと市民が協働していくことが重要と思う。中長期で実力あるまちづくりの専門家の力を借りながら、住民
中心のまちづくりネットワークが育っていくことが望ましい。またプロセスもなるべく常にオープンに状況を発信
しながら進めてほしい。

576 問8
「みんな」が使える場所というのは結局、だれのためでもない場所なので、ある程度は特定の利用者をター
ゲットにすることはやむをえないのでは。いずれにしても市民が納得するものにしてほしい。

590 問8 維持管理に手間がかからないもの
591 問8 国立駅の一義的な駅の機能を妨げないことも大切だと思う。
618 問8 利用者は限られるだろう。小ぎれいに保つ管理が必要。
625 問8 交通量と人が多いため、安全に利用できるとは必須と考えます。

638 問8
素人の市民が管理に関わることは実質的に無理があるので、管理の在り方について透明性が高かければそ
れで良いと思います。

652 問8 一部の方での運営では、開かれて発展性は望めない。
653 問8 何か意見があればどこに言えば良いのか？などならない様に
655 問8 関わる市民の方の世代がかたよると、方向性もやはりかたよってしまうと思う。
669 問8 管理運営に市民が積極的に関わっていきたいと思えるようにしたい。
681 問8 ③によって管理や責任の所在が不明瞭にならず、良い雰囲気・適切な管理がされることを望みます。
702 問8 市民以外の自然な参加も得られるアイデア（会員、準市民、持株等）も欲しい
707 問8 広く市民の意見をとり入れ、子どもたちや高齢者に配慮した管理運営を心かけてほしい。

709 問8
人々が行き交う空間（通路）をゴチャゴチャさせる必要はなく、今まで通り、皆が快適に移動できれば問題あり
ません。

773 問8
運営委員会的な組織は必要で、かつ幅広い世代に対してのイベント内容が求められるので、官・民一体と
なって運営していくべきと思う。

783 問8
宗教やヘイトは論外だが、新しい試みと応し募って実行してみたら良い。問題あれば次はやらなければ良い
だけではないだろか。

801 問8 市と市民が適度に連携した管理が望ましいと思います。
812 問8 センスのある方が担っていただきたい。

821 問8
今まで市民が全く手出しできない一方的な場所と感じられていたので市報以外には告知（おしらせ）でパブ
リックコメントをつねに受けたりできていると良いと思う。

828 問8 ここに手間と予算をかけるより、街中の緑を維持する方が「国立市」が親しまれると思います。
836 問8 官公側も、積極性と責任性を持って運営に関わって欲しい。
852 問8 そうは言っても結局使う人は限られている。

875 問8
土地に関してはＪＲ東日本の協が不可欠で、商工関連の企業、市民の協力を持って「チーム国立」として望め
れば良いと思います。

885 問8 イベントばかりにこだわらず、駅利用者等（公共交通）の妨げにならない配慮も忘れてほしくないです。
894 問8 多くの方々のアイデアが常に反映される事が理想に思います。
906 問8 経費も少なくすむことを併せて検討して下さい。

913 問8
市民が自ら手を挙げて関われる仕組みがあると良いと思います。そのアイデア出しに対しては、専門家の方
にアドバイス頂いても良いと思います。



914 問8
実際に市民が快適に過ごせる様な環境に保つためには市民のフィードバックを常に取り入れる必要がある。
国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザに常時意見箱の設置すること、設置してあることを東西広場にて告
知しておくこと、定期的な郵便アンケートが必要であると思う。

929 問8
あまり「利用する」ことにこだわらず、まずは、駅舎を中心としてバランスの良い美しい景観作りに重点を置い
てほしい。例えば、花壇を設置し、学校等の団体が持ち回りで花を植えて管理もする。→ボランティア活動に
もなる。

944 問8
シルバー人材センターの方や、コロナ禍で職を失った方など、上手く雇用にもつなげて欲しい。女性のホーム
レスの方が、よくベンチで寝ていますが、それを知ってて、そこに座ろうとは思えない。そういった管理もしっか
りして欲しい。

965 問8 設問理解不能。
989 問8 物言わぬ多数の市民がある、中立的立場での管理運営
994 問8 今までが特別悪かったと思っていません。過去を尊重しながら市民と対話し、管理運営にいただきたい。
1012 問8 市民グループなどが出来て、いつもお手伝が出来たらいいですね

1023 問8
・幅広い年代で構成される、実行委員会を公募する。パソコンを使っていない年代の人にも周知してもらいた
い（市への要望）

1029 問8 ボランティアが参加できる仕組を作ってほしい。
1038 問8 東西広場な駅舎の前に移し、自由につかえる場所。円形公園は今のままが最良。
1071 問8 老人が専占しないこと！
1084 問8 特定の市民だけが利用するのではなく、皆が落ち着ける場となるよう管理運営されればと思います。
1090 問8 市民を主体に行政はフォローの方が良いと思います。
23 問12-2 社会人
49 問12-2 社会人
72 問12-2 会社員
85 問12-2 会社員
97 問12-2 社会人
99 問12-2 社会人
121 問12-2 社会人
129 問12-2 会社員
168 問12-2 社会人
184 問12-2 妻、長女
190 問12-2 社会人高卒
211 問12-2 社会人
215 問12-2 社会人
227 問12-2 病人
231 問12-2 社会人
232 問12-2 社会人
234 問12-2 社会人２人
243 問12-2 妻
246 問12-2 会社員
249 問12-2 親
250 問12-2 社会人
253 問12-2 成人
272 問12-2 成人
277 問12-2 社会人
278 問12-2 会社員
281 問12-2 社会人
288 問12-2 サラリーマン長男
290 問12-2 社会人
293 問12-2 成人
296 問12-2 独り立ち
320 問12-2 社会人
333 問12-2 社会人
346 問12-2 社会人
349 問12-2 なし
351 問12-2 社会人
372 問12-2 社会人
383 問12-2 会社員
395 問12-2 妊娠中
404 問12-2 社会人
419 問12-2 成人
420 問12-2 社会人
431 問12-2 妻
446 問12-2 社会人
449 問12-2 成人
474 問12-2 子の家族と
478 問12-2 社会人



487 問12-2 会社員
492 問12-2 社会人
524 問12-2 会社員
557 問12-2 会社員
617 問12-2 会社員
618 問12-2 成人
656 問12-2 成人２人以上
659 問12-2 社会人
660 問12-2 社会人
683 問12-2 二世帯住宅。息子夫婦と。
731 問12-2 社会人
742 問12-2 家族
751 問12-2 長女２９歳
764 問12-2 娘、長女夫婦
774 問12-2 社会人
785 問12-2 ４０才代女性音楽講師
789 問12-2 社会人
817 問12-2 大人
819 問12-2 社会人
836 問12-2 隣接家に子供の家族
858 問12-2 社会人
865 問12-2 成人
866 問12-2 社会人
873 問12-2 社会人
879 問12-2 社会人
894 問12-2 社会人
902 問12-2 息子
925 問12-2 成人
936 問12-2 社会人
954 問12-2 社会人
961 問12-2 社会人
965 問12-2 成人
966 問12-2 社会人
985 問12-2 社会人
1011 問12-2 大人
1033 問12-2 社会人
1054 問12-2 成人
1081 問12-2 成人
19 問13 デイサービスに行って居る（行き帰りすべてデイサービスに）
117 問13 教師
134 問13 契約社員
249 問13 嘱託業務
427 問13 事務
450 問13 法人理事長
560 問13 医師
610 問13 娘の家は一緒に住んでいる。もう５年目になりました。
689 問13 学校関係
751 問13 非常勤講師
754 問13 教員
848 問13 訪問介護ヘルパー
966 問13 保育士
1034 問13 保育士
1043 問13 施設職員
1087 問13 大学職員
7 問15 研究会、映画、音楽会、資料館、旅行、登山、散歩、会合等々の出発地
13 問15 美容院
32 問15 乗降段
49 問15 電車にのるついで
53 問15 遊びの帰りに通る（通勤は歩いて立川へ）
57 問15 仕事
60 問15 仕事
63 問15 美容院
82 問15 仕事で出かけるとき
94 問15 駅利用
107 問15 病院
116 問15 デイケアでバスで通る。



133 問15 通院
138 問15 銀行
143 問15 病院、銀行
156 問15 業務
201 問15 理髪
227 問15 銀行
244 問15 通院
275 問15 マッサージ
288 問15 銀行
296 問15 送り迎えや銀行へ
314 問15 ランニング
320 問15 電車に乗るため
321 問15 行かない
325 問15 通院
341 問15 銀行
382 問15 役所に行く折
383 問15 通院
404 問15 病院受診
417 問15 通院
427 問15 決まっていない
431 問15 イベント
432 問15 ルネサンススポーツ
449 問15 イベント時
477 問15 病院
488 問15 病院
496 問15 いかない
599 問15 通院
610 問15 いかない
617 問15 病院
649 問15 アルバイト・送りむかえ
650 問15 送迎
652 問15 ＢＡＮＫ
654 問15 諸手続き
671 問15 外出時
682 問15 １～５全て
702 問15 銀行
711 問15 病院
719 問15 ほとんどいかない
734 問15 通院
736 問15 ジム
764 問15 病院
770 問15 歯医者
779 問15 中央線に乗るため
783 問15 ゴミ拾い
788 問15 通院
803 問15 バス乗りつぎの為
811 問15 銀行へ行く
827 問15 通院
837 問15 子の送迎
852 問15 ほぼ行かない
853 問15 通過点
868 問15 バス利用時
905 問15 医者にいく
918 問15 病院
956 問15 花見
975 問15 ＨＰ行
980 問15 病院
982 問15 矢川駅を使っているので
998 問15 中央線に乗って都心に出かけてる時
1017 問15 銀行
1018 問15 リハビリの時車（送迎車）で通る位…
1093 問15 電車に乗るため


