国立市政策経営課

学生懇談会（平成 26 年９月９日）
グループ別討議の概要
A グループ
（１）若者が定住したくなるまちの要素（重要要素は下線）
◆ 安全安心について


治安が良いまち

◆ 公的施設について


施設が充実しているまち（保育園、公園、学校）



スポーツ施設の充実しているまち（利用料金、場所）



診療所があるまち

◆ 食について


食事に不自由しないまち



スーパー、コンビニがあるまち

◆ 交通アクセスについて


交通の便が良い、都心へのアクセスが良いまち



遠方への公共交通機関が充実したまち

◆ 経済について


家賃が安いまち



税金が優遇されたまち

◆ 持続可能性について


将来性のあるまち（福祉・衣食住・就職等）



公害がないまち

◆ 自然について


ある程度緑もあるまち

◆ コミュニティ・協働について


変なしきたりや慣習がないまち



地域の人同士のコミュニティがあるまち



自分の地元に誇れるモノがあるまち（スポーツチーム（J リーグなど）、グルメ）



様々なイベントが開かれているまち（若者向け、気軽さ）
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◆ 娯楽について


様々なイベントが開かれているまち（若者向け、気軽さ）



スポーツ観戦ができるまち

◆ まちのブランドについて


おしゃれなまち（スポット）



イメージキャラクターがいるまち

（２）若者が定住したくなるまちの実現に向けた強み・弱み（重要要素は下線）
（ａ）強み
◆ 安全安心について


静か



閑静な住宅街



治安がよい

◆ 公的施設について


医療施設が充実している（救急多い）

◆ 教育について


文教地区である



学校が多く学生が多い

◆ 交通アクセスについて


中央自動車道がある



自転車が走りやすい

◆ 自然について


緑が多い



大学通りの桜がある

◆ コミュニティ・協働について


高齢者の積極性がある（国際ボランティア）



市役所の向上心がある

◆ まちのブランドについて


まちのステータスがある



周辺地域の利便性が高い
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（ｂ）弱み
◆ 公的施設について


南北のギャップがあり、南部にも魅力がほしい

◆ 交通アクセスについて


遠方への交通アクセスの弱さ



都心まで結構時間がかかる

◆ 経済について


地価が高い（良いところが多いから仕方がない）

◆ まちのブランドについて


知名度が低い



「国立といえば○○」がない
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Ｂグループ
（１）若者が定住したくなるまちの要素
◆ まちの雰囲気について


治安が良いまち



きれいで整備されているまち



街灯がきちんと整備されている明るいまち



オシャレな雰囲気のまち



ある程度区画整理されたまち

◆ 交通について


公共交通機関から近いまち（駅・バス）



高速道路の近くにあるまち



車での移動が行いやすい環境が整備されているまち（駐車場）（子育てを意識）



交通の便がよいまち



歩いても自転車でも交通の便がよいまち（都心へのアクセス）

◆ 子育てについて


保育所に困らないまち



病院が充実しているまち（診療科種別）

◆ 買い物について
（日用品）


大きなスーパーが近くにあるまち



日々の生活に必要なものが買える環境が集合的にあるまち（半径 100m）（SC or 商店街）



商業施設が充実しているまち

（ファッション）


若者がいくお店が多いまち（ファストファッションなど）（立川まで行けばあるもの/新宿・吉
祥寺/大きいお店にいろいろ入っている）



買い物がしやすいまち（服）

（飲食）


ある程度飲食店があるまち（できればチェーン店以外が多い方が良い、ファーストフード・喫
茶店なども）

◆ レクリエーションについて


スポーツ施設があるまち



体育施設が充実しているまち



一息つける場所があるまち



大きな書店があるまち
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TSUTAYA があるまち



公園等の遊び場があるまち

◆ 地域参加について


閉鎖的ではない雰囲気があるまち



若い人が多いまち



安全にくらせるまち（地域ボランティア/防犯/地域のつながり）



地域住民とのつながりがあるまち（気軽にきける/グループ/外から来てもコミュニティに参加
可能：参加したい行事は教育関係のイベントやマラソン大会など）

◆ 物価・家賃について


家賃が高すぎないまち



物価が安いまち（家賃含む）

◆ 景観について


見晴らしが良いまち

（２）若者が定住したくなるまちの実現に向けた強み・弱み（重要要素は下線）
（ａ）強み
◆ 生活インフラについて


公園が比較的多い



歩行者にやさしい（モラル/自動車が止まってくれる。出身地の 栃木県は止まらない）



自転車用の道がある（大学通り）（もっと増やしてほしい）



川崎市と比べれば駐輪場が多い

◆ 地域ごとの特徴について


イキイキしている地域（国立周辺）と落ち着いている地域（谷保）の２面性がある



駅前のカフェがオシャレで他の店とは違う（スタバ）



おしゃれな飲食店が多い

◆ 矢川駅周辺


昔ながらの雰囲気がある

◆ 国立駅周辺


緑が多い



雰囲気が良いイメージがある



区画整理されていてきれい



雰囲気がいい



治安が良いイメージがある
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◆ 暮らしやすさについて


少し遠くに行けば様々なお店がある（なんとなく）



くらしやすい環境が整っている（住みやすい）



小さな病院が充実している



ゴミの回収が楽



何となく住みやすい。すごく住みやすいわけではない

◆ 高齢者について


高齢者が元気（高齢者が多い）

（ｂ）弱み
◆ 日用品について


スーパーがあまりない



日用品における買い物ができる施設が充実していない（布団カバーなど）(国立駅周辺)



買い物に不便（立川、国分寺 駐輪場がない）

◆ 生活インフラについて


公園が少ない（子育て）



歩道が狭い



自転車がないと移動しにくい



車のスピードが早いこともあって危険（モラル/インフラ）



道が狭い（府中インター/甲州街道）



一方通行が多い



総合的な体育施設がない



都心から遠い



学生街なのに飲食店が少ない

◆ 地域ごとの特徴について


あかりが少ない（暗いイメージ）



谷保駅周辺がさみしい（谷保が暗い）



住宅街が静かすぎる（暗い）



街灯が少ない



一部の地域だけ整備が行き届いている（国立駅に偏っている）



南北のギャップがあり、南部にも魅力がほしい



不審者がよく出る（東京女子体育大学付近）

◆ 地域参加について


若者でも参加できるイベント、地域活動の情報がない



地域のつながりが強いイメージはあまりない



国立ならではのウリ、イベントがない
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天下一のような大きいイベントが少ない



イベントがない。地域のつながり不足しているかもしれない。目に見えないのでわからない

◆ 物価・家賃について


家賃が高い（小金井などに比べると）

◆ 高齢者について


年寄りが多く活気がない

◆ 景観について


見晴らしが良くない
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C グループ
（１）若者が定住したくなるまちの要素（重要要素は下線）
◆ 自転車について


自転車専用レーンが整備されているまち



自転車を自由にとめることができるまち

◆ 運動について


無料で使える体育施設があるまち



運動ができる体育施設があるまち

◆ 自然について


まちなみがきれいなまち



緑が多く、自然が豊かなまち

◆ 治安について


治安がよいまち

◆ 店舗について


買い物（服等）ができるお店があるまち



商店街が充実したまち



安くておいしいランチが食べられるまち



安価で食事ができる飲食店が多くあるまち



学校以外の居場所があるまち



美味しいごはん屋さんがたくさんあるまち（高くなく）

◆ 行事について


花火大会など祭りや行事があるまち



地図など案内板や催し物のお知らせなどの掲示が親切なまち

◆ 駅について


駅が大きいまち

◆ 交通について


都心にアクセスが良いまち



交通の便が良いまち

◆ 仲間について


若者が多いまち
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ほどよく人が集うまち



同じ年代の人達が住んでいるまち



まちの人と交流があるまち

◆ 経済・物価について


家賃に幅がありニーズに合わせて家を選ぶことができるまち



お金がかからないまち（物価が安い、手当が豊富など）



物価が安いまち



家賃が安いまち

◆ イメージについて


「住みたいまち」というブランドイメージがあるまち

◆ その他について


市役所が近いまち

（２）若者が定住したくなるまちの実現に向けた強み・弱み（重要要素は下線）
（ａ）強み
◆ 治安について


他の地域に比べ、犯罪率が低く安心して住むことができる

◆ 名物について


カフェが多い



国立名物がある（ザイカレー、かきあげ丼）

◆ 市の面積について


面積が小さい



（小さいまちだからこそ）人とのふれ合いが身近で良い

◆ 利便性について


都市化の不完全さと都心部へのアクセスの良さが合わさり、居住面で優れている

◆ まちの雰囲気について


駅前にたくさん木が植えられている（桜）



落ち着いた雰囲気で暮らしやすそう



まちの雰囲気が良い（自然豊か/高いビルがない/ほどよいにぎわい）



田園風景が残っている



桜がキレイ

◆ 伝統行事について
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伝統行事が残っている



天下市という大規模な行事がある

◆ 教育について


保育施設が人口のわりに充実している



学校など教育機関が多い



学習塾が多い またそのレベルも高い（らしい）



教育機関が充実している



子育て支援に力が入っている



学業の神様がいる

◆ 駅について


国立駅周辺ばかりが注目される

（ｂ）弱み
◆ 治安について


変質者が多い



自転車の取り締まりがやたらと厳しい

◆ 名物について


名所、名産品がない

◆ 利便性について


遊ぶ場所がない（遊びに行こうとは思わない）



遊べるお店が少ない。ごはん屋も



静かな街のイメージの通り、遊ぶ場所があまりなく若者が集まりにくい



スーパーがあまりない



都心から遠い

◆ まちの雰囲気について


建物が全体的に古い



道が狭い



公園が偏っている



独自の政策が少ない（自然の多さを生かす）

◆ 経済・物価について


そもそも高いイメージがある



税が高い



家賃が高い
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D グループ
（１）若者が定住したくなるまちの要素
◆ まちのインフラ（ハード）について


交通が便利なまち



自転車レーンがもっと広いまち



道が広いまち



どこに何があるかわかりやすいまち



駅前に自転車が無料で停めることができるまち



広い公園があるまち



自然が多いまち



散歩ができるような緑の豊かなスポットがあちこちにあるまち



道路や自然が多くきれいなまち

◆ まちのインフラ（ソフト）について


治安が良いまち



先進的な取組をしているまち（かっこいいイメージ） （例）フリーWiFi

◆ 子育てについて


子どものあそぶ場所が多いまち



子どもが様々なことにチャレンジできるまち（プレイパークキャンプなど体験）

◆ 生活について


物価が安いまち



家賃が安いまち



一人暮らし用の物件が多いまち

◆ 買い物・店舗・遊ぶ場所について


近くの駅にデパートがあるまち



遊べるところが多いまち



コーヒーのあるまち



夜、一人で入れるご飯やさんがあるまち



個性のある小規模なお店がたくさんあるまち



コンビニ、スーパーが多いまち



ファーストフード店がたくさんあるまち



安くておいしい弁当屋または定食屋があるまち



夜遅くまで開いているクリニックがあるまち



徒歩圏内に夜遅くまで開いているスーパーがあるまち
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◆ 文化について


たのしいイベント（祭りとか）があるまち



笑顔が多いまち



まちのことをよく知っていて、みんなが街のことを気にかけているまち



地域のお祭に若者が気軽に参加できるまち



宗教勧誘がないまち

◆ 交流について


商店主と仲良く飲みに行けるまち



様々な人が接することができるまち



同世代とのつながりがもてるまち



ホームだと感じられる場所。知っている人が集まっているところがあるまち

◆ 交通アクセスについて


通勤しやすいまち（都心へのアクセス）



土日遊びに行きやすいまち（都心へのアクセス）

◆ その他について


市役所機能が使いやすいまち（土日開設、駅前出張所）



就職の幅があるまち



さびれていないまち

（２）若者が定住したくなるまちの実現に向けた強み・弱み
（ａ）強み
◆ まちのインフラ（ハード・ソフト）について


歩きやすい、お店とかわかりやすい



道が平たんで自転車で移動しやすい



無料の自転車置き場がある



大学通りがすごくキレイ



自然が多い



桜がきれい



治安が良い



谷保駅から南の雰囲気がすき（急に大きなショッピングモールがあったり）



たまにドラマとかの撮影に使われる



プレイパークがある



児童館のキャンプが自由（肉が使えたり自由に色々できる）
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◆ 買い物・店舗・遊ぶ場所について


ロージナやつり舟、インディアンなどのおいしい個人経営店がある



おしゃれな小規模店舗が多い

◆ 文化・交流について


地元の人が多く地元愛が強い



市民の教養が高い



学園都市で若者が多くいる



小学生、中学生、高校生をよく見かける



市民活動がさかん



国立市に関心がある人が多い



祭りがたくさんある



障がい者の方も同じ街に住んでいる、一緒に暮らしている

◆ 交通アクセスについて


立川が近い



都心からの終電がおそくまである

（ｂ）弱み
◆ まちのインフラ（ハード・ソフト）について


道幅が狭く移動しにくい（自転車レーンせまい）



自転車の駐輪をすみやかに撤去



車が通りにくい



夜は裏路地など少し暗い



ボールを使える場所が少ない（公園）



街のおしゃれさをもっときわめたらいい



自転車を無料で停められる場所が少ない



学童施設が少なく古い

◆ 買い物・店舗・遊ぶ場所について


娯楽施設が少ない



ゲームセンターを作ってほしい



友達に来てもらえない（店があまりない）



駅前に寄り道できるとこがほしい



谷保駅以南に何もない



国立駅周辺以外はすぐに閉まってしまう店舗が多い

◆ 文化・交流について


宗教施設が集積している
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◆ 交通アクセスについて


都心へのアクセスが悪い



新宿以外が遠い、おしゃれな中目黒とか代官山とかが遠い



公共交通、バスが不便



湯らの里のアクセスが悪い

◆ 住宅環境について


安い若い社会人向けのマンションがない

◆ まちのイメージについて


国立という名前がよくない



「コクリツ」と間違えやすいため、
「くにたち」と改名した方が良い



高齢者が多そうなイメージなど、どんな人が住む街かわからない



おしゃれなまちなのか学生街なのかブランドイメージが統一されてない
以上
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