
Ａ班 意見シート    令和 2年 12月 19日 第 1回ワークショップ 

 

① 人口  

・高齢者の方が多いというのはなんとなく感じていたが、実際にデータを見ると思ったより多くて驚いた 

・少子化が思いの外進んでいてびっくり！！高齢化はすごく感じる。団地の今後次第だと思う。 

・私の子供時代と比べると子供が激減していると思います 

・小学校の高学年に比べて、低学年の方がクラス数が少ないので、人口減少していると感じる 

・昼間は子育て世代が集まらない…？（児童館など） 

・団地の高齢化 

・駅だけでなく、住宅地の道路 環境整備  

・高齢のひとりぐらしが多い。団地の階段降りれられない 
 

② 公共施設再編 

・勉強できるスペースが欲しい（自習室） 

・若葉会館、図書館、児童館はどれも老朽化してるので、若葉台小跡地に集結して新しく建ててほしい。 

自習室がほしい 

・多世代が集うところが少ない…？ 

・図書館のフリースペースが少ない 

・新しい大きな公園整備（例 大山団地、国立北都営等） 

・スポーツできる場所がない！ボールをける場所がない 

・学童の受け入れ人数が少ない（他地区と比べると） 

・お年よりと子供がふれあえる施設を作ってほしい 

・たまみらセンターまで行くのは遠すぎる 若葉町にもそのような施設がほしい 
 

③ 清掃工場移転 

・小川橋 交差点の道路 渋滞解消 

・子育てファミリーも住めるような広めの住宅地に！ファミリー向け賃貸が少ないのであると助かる！ 

 自然も多く駅へのアクセスも良い！安全性が気になる 

・幸児童館の隣にあるような公園。もう少し規模は大きく 
 

④ 小学校の統合 

・登下校の距離問題 遠くから… 見守りの問題 

・古い公園の整備と合わせた小中学校の建て替え（例：幸四中と古民家園周辺） 

・校庭が減る（２校→１校） 遊ぶ場所スペースが減る 

・たま未来パークのような交流の場に跡地がなればいいな…（若葉台小跡地） 

・子どもの行動範囲が広がった お友達が増えた 
 

⑤ 都市計画 

・駅前開発より住みやすさを重点にして欲しい 

・世代間交流をしつつ、子育て世代が住みやすい機能 

・たまみらセンターのように子供の居場所となるようにしたい 無料講座 ワンコイン講座なども 

・目的がなくても散歩ついでにふらっと寄るところがほしい 

・立川市を横断する手段がない。市役所に行きづらい！ 

 自然や公園、農地が多いのは長所なので、残してほしい！ 

 五日市街道の歩道が狭く、通学が不安… 

・木が多くて少し暗い場所がある 

・登下校時、府中道がせまくて危ない 
 

⑥ その他 

・歩道、自転車道を拡げたい



Ｂ班 意見シート   令和 2年 12月 19日 第 1回ワークショップ 

① 人口 

・おとしよりが多い 

・若者が少ない 

・高齢者の独りぐらしが多い 歩くのも大変な方々… 

・子どもが少ない 子育てしやすいまちにして 

・人口が減っている感じはしない 学校の教室足りるのかしら 

 

② 公共施設再編 

・老人ホーム？＋保育所 

・若葉会館がなくなるとこまる 

・おしゃれなたてもの 皆がいきたくなるような ←話題になるような 

・若葉会館建て替えた方が良い 

・複合施設、図書館、児童館、（＋老人ホーム！）など 

・あとちには地域の人がよりあえる場所に 

・野菜はんばいのお店がほしい 

・カフェとかみんなのはたらけるばしょ 

・美術かんがほしい 

 

③ 清掃工場移転 

・移転後は市民の憩いの場にしてほしい 

・グリーンセンターは残して欲しい 

・④（道の駅、美術館）の駐車場 

 

④ 小学校の統合 

・小学校引っ越し後、地元優先で貸し出して欲しい。 

・新しい小学校にだれでも（地域の人が）入れたらいいな 

・道の駅 美術館 

・若葉台小 校庭・校舎の利用→小・中（地元）を中心に公平に！ 

・学校が広くなり遊ぶ子ども達の行動範囲が広がった 交友関係も 

・児童館まで歩いて行くと遠い↔若葉公園や中央公園 広いけど遠くて… 

 

⑤ 都市計画 

・五日市街道がどんどんこむことになる？ 

・団地を市で貸り、美大や音大生に安く貸し出し地域の事業に参加させる 

・府中道が最近混んでるので、どうにかならないか… 

・小川橋の交差点がキケン 

・五日市街道の歩道が狭い 

 
 

⑥ その他 

・くるりんバスを再開して 

・くるリンバス再考お願いします 

・肉屋ではなくすてきなレストランがほしい 

 

 



Ｃ班 意見シート   令和 2年 12月 19日 第 1回ワークショップ 

 

① 人口 

・人口は本当に減少するのか？ 

・生産緑地多い→農業減少→宅地化へ 

・人口減少に対しては、団地の空きと家賃補助等をして若い人に住んでもらう 

・人口減少を食い止めるには一生住み易い市になる為施策を考える ex：子育て政策 

・幸町の人口推移（九中圏） 

・空き屋の利用 

・集合住宅を新規に造り易い施策 

 

② 公共施設再編 

・現施設はいつまで使えるのか？ 

・施設運営の民間利用についてー 民間施設の利用を考える（提携） 

・公共施設へのアクセス手段（高齢者向け） 

・若者・家族を呼び寄せる 魅力ある公共施設をつくる 

 

③ 清掃工場移転 

・清掃工場の位置と次の施設の利便性 

 

④ 小学校の統合 

・旧若葉台小活用は当面？ 

・現若葉台小校舎の有効活用（リノベーション） 

・小学校はアーティストに利用してもらい特色を出す 

・小学校の常設の地域コミュニティー、カフェ、etc 

・小学校を貸し出し家賃収入を得る 

・小学校は障害者の仕事場として利用する 

 

⑤ 都市計画 

・農家さんとの共存 

・生産緑地の保全 

・都市計画公園としての若葉公園の利活用の計画方針と周知について 

・最低敷地面積の設定 

・人口減少社会（全国的に）対応したまちづくり 

・若い人が住みたいと思う特色ある町づくりをする 

・BRT 

 

⑥ その他 

・くるりんバスの復活 

・③④による地域全体を統合した環境を生かした複合施設を望みます 

・老旧した建物取毀し前に災害用備品倉庫に 



Ｄ班 意見シート   令和 2年 12月 19日 第 1回ワークショップ 

 

① 人口 

・再編再編で縮小していくと町魅力がなくなり、人口はいっそう減少する 

・団地の建て替えで若い世代が増えてくるのでは 

・団地の建替などで人口増の可能性もある 

・少子化が進んでいるが人口の減少はなぜなのか 対策はどうなのか？ 

・人口の高齢化率が↑しているが、そこを考えた市の考え方がみえてこない 

 

② 公共施設再編 

・若葉町の施設が西側寄りになってしまっている 

・ぱっと見「公共施設」は北側にかたよってるな 

・統廃合の推進③＋④＋若葉会館 複合施設の計画 

・若葉会館なり古く改修が必要 

・防災施設、避難場所、運動公園、高齢者施設 

・施設を（２つ）→（１つ）にしてしまうと、片方の住民は遠方に行くようになってしまう 

・町が住みやすく、住む人にやさしい施設があれば人は移り住んでくるはず。 

再編はその反対の方向に行くのか心配 

 

③ 清掃工場移転 

・グリーンセンターは今後も活用してほしい 

・工場のＰＲ？気楽に入れる場所化？ 

・子どもが自由に遊べる公園・老人がゆっくり憩える公園、ゴミ処理場跡地は大きな公園に！ 

 

④ 小学校の統合 

・旧若葉小の建物とグラウンドは残して活用してほしい 

・少人数学級が先進国並みの 30 人～20人になると若葉小だけでは不足になる。 

 旧若葉小跡地は残しておくべき。 

・災害時に使える場所がなくなるのでは 

・五日市街道をはさんでけやき台に通う子供達は大変 今後ずうっとシルバーがみていくの？ 

・若葉小跡地は子供の子どもの教育施設として活用できるようにしてほしい 

 

⑤ 都市計画 

・都市計画道路に金をかけることが考えられない。 

市は金がないというのに、これには金をかけるのですか？ 

 

⑥ その他 

・公園は本当に人が集まってくる場所なのだろうか？条件？ 

・自由に遊べる公園がない（ボールを使って） 

・シルバー世代の組織再統合とか… 人材センターの考え方をかえる 

・障がい者からの視点も入れたい？



Ｅ班 意見シート   令和 2年 12月 19日 第 1回ワークショップ 

 

① 人口  

・老→若 

・若い力 

・縮小対策 

・人口が減るマイナス面ではなく増える為にはアイデア 

・農地→宅地化 人口→増？ 
 

② 公共施設再編 

・箱物→空間へ 

・深いミドリ 

・箱物も大事だが、体力づくりの工夫 

・住民本位に活用を！ 

・図書館を複合施設化 
 

③ 清掃工場移転 

・箱物→空間 

・空間防災 

・玉川上水と一体に活用を！ 

・跡地 住民本位に活用 
 

④ 小学校の統合 

・35 人学級になって、新校舎で足りる？ 

・35 人学級での活用を！ 

・子供達の教育第一で 
 

⑤ 都市計画 

・現状の緑を保存 

・田園都市化 

・農地、農業の力 

・現在住んでいる人を中心に 

・国分寺、高木町と連携した町づくり 

・安全な通学路の整備 

・人の流れを良くする 

・巡回バス等をふやす 

・五日市街道の整備を優先！ 

・歩道、自転車道 

・高齢者の足の確保 「くるりん」 

・五日市街道（都道）の狭さ！ 
 

⑥ その他 

・介護施設の増設 

・老いて元気 

・介護が必要でない体力づくりの為には？  

・厳しい財政、ムダ使いをやめる 

・財政、不要不急な事業はやめる 



Ｆ班 意見シート   令和 2年 12月 19日 第 1回ワークショップ 

① 人口 

・子どもが遊べる場所を作れば人口（子ども）が増える 

・人口の継りの広がるような工夫、施策が大切と思う 何をみんなが望むか 

 

 

② 公共施設再編 

・利用可能な総面積のGRAND DESIGNが必要 →総合プロデューサーが必要 

・若葉台小学校がなくなる為、学校跡地に看護師学校を作る 

老齢化が進む為看護師が増々必要になる 

・公共施設は多目的で利用できるように 

・公共施設について、年金でも入れる老人ホームの建設 高齢化社会になる為 

・大いに検討する必要あり 例えば今後に必要になる事項などもあるが住民の意見も聞いて Ideaを出す 

・他の行政機関との検討を考えて進めることが大切と思う 

 

 

③ 清掃工場移転 

・民間に売却して公共施設の建設にあてる 

・移転は良いと思うがゴミ対応は常に必要と考えるので、●●、ゴミ処理は住民共通のテーマで検討 

 

 

④ 小学校の統合 

・小学校の統合 

・あと地の活用、多目的な建物を作る プール、球技場 

 

 

⑤ 都市計画 

・けやき台団地の建替によって５階建てが８階建てになる為、若干ではあるが増えるはずです。 

・五日市街道の道はばがせまいので、若葉町図書館の移行 

・現状施設利用（耐用年数限界）安全 人口若返り 

☆（ＵＲ等と Tieup 保育施設利用）☆IT 企業誘致 

・将来共、住んでいける（文）環境をシンケンに考える時にきた 

 

 

⑥ その他 

・公共サインの文字を大きく見やすくしてもらいたい 


