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資料４ 

 

第２次瑞穂町環境基本計画策定にかかる意識調査 

による主な自由意見（町民アンケート） 

 

１ キーワードの抽出 

町民アンケートでの回答者 683人のうち、142人から自由回答が寄せられました。 

これらの自由回答において記載された単語（名詞）は 1,295個ありましたが、この

うち出現回数上位 10 位まで（同じ出現回数の単語は同位としてカウント）のキーワ

ードとなる単語を抽出しました。 

 

表１ 自由意見に含まれる単語数の出現回数 

 

 

表２ 抽出したキーワードと出現回数 

 

 

  

単語数 出現回数 単語数 出現回数 単語数 出現回数

1,295 4,574 13 255 1.0 5.6

キーワード抽出率（％）
出現回数上位（９回以上）

の単語（※キーワード）
自由回答に記載された単語

№ キーワード 出現回数

1 ごみ、廃棄物、収集、分別、清掃 69

2 道路 26

3 公園 23

4 自然、自然環境 21

5 子供 20

6 参加、連携 15

7 バス、福祉バス 15

8 残堀川 14

9 飛行機、飛行 12

10 安全、安心 12

11 歩道 10

12 ポイ捨て 9

13 雑草 9
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２ 主な自由回答（キーワードを含むもの） 

各自由意見の回答のうち、キーワードを含む記述を抽出し整理した結果は、次に示

すとおりです。 

 

（１）ごみ・廃棄物、収集、分別、清掃 

№ 意見等 

3 
猛暑により家庭でもペットボトルのゴミがかなり出ていて、良くないとわかりつつも仕方

ないと諦めている。 

4 
ゴミの収集業者がちゃんとしていない。各戸建収集なのに、ゴミをちゃんと持って行かな

かったり、散らかして行ったりしている。 

11 
ゴミ収集を頑張って下さっている方に申し訳ないと感じてしまいます。"8 時まで"を強く

守って欲しいです。 

13 
世界では海のゴミが問題になっている。私の家の近くを流れる残堀にも投棄したと思われ

るゴミがある。粗大ごみを出すと費用が掛かる。だから隠すように捨てる。 

16 農地・道路にゴミ捨てが多い。環境パトロールも実施しながら効果が見られない。 

18 
道路などのゴミのポイ捨てが多過ぎる。汚い道路は月一回位の行政での掃除を実施するし

かないのではないかと考えます。 

23 

残堀川の草が生い茂り、残念でならない。都管理河川であるが、町で管理した方がきれい

に管理できるのではないかと思います。草が生い茂っているから、平気でゴミが捨てられ、

環境悪化につながっていることは、間違いないと思います。 

32 

私の地域は、武蔵村山市との境界付近にあり、周辺の環境（ゴミなど）問題について隣接

する自治体と連携して取り組んでもらいたいです。近所に瑞穂町の公共施設は何もないで

す 

33 

食品などを買い、調理または食事をすると必ずゴミ（食品トレイやラップ、包装袋など）

が出ます。少しでもゴミが減る様に食品を入れる容器やお皿などを持参して買えるお店が

できるといいなと思っています。またソースやしょうゆ、マヨネーズなどの液体系の物は

量り売りして販売してくれるお店があると、容器のゴミも減らせていいかなと思っていま

す。 

75 
他市や外人で瑞穂町内に勤務する人にも道路等にゴミ等のポイ捨てがよく見られますので

対策をお願いします。 

78 

環境への取組であるごみの減量化、分別等を町民の１人１人が意識を高められる様子供か

らお年寄りまで分かり易い資料、(漫画等絵を使う)で関心が持てるようにする事が大事か

と思います。一人一人の行動が瑞穂町だけでなく日本を地球をきれいに出来る事につなが

る事を理解する資料が理想的です。 

82 

ゴミ分別用の袋(無料）の配布。リサイクルセンターへの持ち込み粗大ごみは再利用可能な

資源については無料とする。シルバー人材センターを活用したゴミ放置防止パトロール隊

の導入。違反切符制を導入し市の財源の一環とする。 

86 
ゴミの収集にしても業者によって違っているようできちんと定められている事は住民始め

業者側もしっかりと作業をして欲しいです。ここ集合住宅は他の地域からのゴミ、粗大ご
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№ 意見等 

みも運ばれてくるので困っていることも多々ありました。 

89 
不法投棄、ゴミのポイ捨て、ゴミ焼きの取り締まり・罰金。解決に協力して下さった方へ

の謝礼。（目撃情報提供、防犯カメラ映像提供等） 

91 
ゴミの分別方法の徹底を図る。 容プラ中に生ごみ、危険性の高いもの、再度町民に対し

説明をする。 

93 

田舎感というよりただ古びているという印象しかない。商店街もレトロなお洒落なそんな

雰囲気にしてお店も若い人向けにした方がいい。きれいでお洒落な町には基本的にはゴミ

のポイ捨てをする人はいない気がします。 

101 

瑞穂町内から、排出される廃棄物（燃えるゴミ、燃えないゴミ、有害物等）の処分費等を

町民に詳細に知らせて「再使用、再生利用、発生抑制」（3R)に協力させる様に啓発したら

どうか。 

103 

歩道、遊歩道に散乱するゴミ対策として。1.ゴミのポイ捨て防止の条例の制定。 2.シル

バー人材センター等の活用で、定期的な上記ケ所の清掃への予算投入。 八高線の踏切か

ら箱根ヶ崎駅に至る旧 16 号線の徒歩及び八高線の踏切から羽村街道に至るバイパスの歩

道のゴミは酷すぎます。（特に瑞穂から入間方向への） 

114 
ゴミ収集の案内など、外国人にも理解できるようなパンフレットの作成をお願いします。

（内容がよく理解できずにほとんど、可燃物に出すなど、粗大ゴミの処理の仕方など。） 

121 

魅力的な取組を行うため、環境課が掌握する範囲のみにとらわれず、地域課、産業課、さ

らには福祉課、高齢課、健康課などと共同して、大きなテーマでの「環境整備」を目指し

てほしい。例えば、町内一斉清掃でただゴミを拾って、ゴーヤを配るのではなく、町内ご

との主体性、自主性を尊重したユニークな取組やアイデアを募集したり、競争にして町内

会への補助金を出したり、残堀川のウォーキングの時に、環境意識を高められる工夫をす

るなど。 

126 16号バイパス沿い等の草やゴミ等が目立つ。 

 

（２）道路 

№ 意見等 

1 道路の区画整理ができていない残堀川沿いの道が悪い。電灯がない。 

15 

むさし野地区、特に道路が私道も多く、環境整備はまず道幅からということになり、今さ

らながら公道として認められた当時のままの 6ｍ道路にしておくべきだったと存じます。

居住者の同意が少なく、4.5ｍ～4ｍ道路になった経緯もあります。今でも道路の狭さがひ

どいもので、子供やお年寄りなど歩く舗道がありません。街路樹どころの話ではないし、

日陰もない始末です。どうか道路の修復と整備をお願いしたい。  

16 
道路の整備も進んでいるが、側道の垣根の雑草、土砂の崩れなどで大変見苦しい。行政で

の指導強化をお願いしたい。 

30 
車を運転していて、いつも思っていた事ですが、車道側へ植えてある草木（名前は知りま

せん）が、すごく伸びが早く、見通しが悪いので、曲がる時危ないと、いつも思いながら
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№ 意見等 

通っています。道路へ植える植物は、よく考えて選んだ方が良いと思います。刈り込む時

も、本当に道路側は低く刈り込んだ方が良いと思います。例、つつじの様なものを低く植

える。 

37 

私の住んでいる地域は、畑も多く、野焼きをしている人を見かける。工場から排出される

異臭に悩まされている。（季節による風向きによって）近くに空き家があり、その家の雑

草が繁茂している。道路に個人の樹木がせり出している。歩道に生け垣が飛び出している。

環境課の職員がもっと町内を見回りし、危険な場所、地点を把握してほしい。 

42 

自転車専用道路みたいなものを増やす。（安全に自転車が乗れる環境を整える。観光のう

り、排気ガスが減る） ・新青梅街道の路肩に微妙な段差があり、自転車から落ちた人が

いる。 

48 道路（歩道）にはみ出し過ぎている植物をどうにかして欲しいです。 

88 
道路の側に砂やじゃりが多いようで雨の日に下水に流れる妨げになっている。町で道路の

清掃を手掛けて欲しい。一緒に住民も掃けばいい。 

100 IHIの正面～ジョイフル本田の西側道路に街灯を付けてほしい。 

130 
家の前の道路が生活道路なのに、抜け道のように使っている。生活道路と書いてあるのに、

おかしい！！ 

133 
仕事で洗車をしで汚水を道路に流している所がありました。個人としては、指摘できない

ので、行政にお願いします。 

134 

町内を散歩ほどしますと、洗車等の排水を、道路側溝に流してしまっている人も、時折見

かけます。こちらは「広報みずほ」等にやらないようにと注意が載っていますが、そもそ

も、隅々までは誰も読んでいないのだと思います。そこで、それらの重要な注意は、携帯

電話、パソコン等に配信するようにしたら如何でしょうか。防災情報、防犯情報はもちろ

ん大事ですが、道路側溝は下水道に通じているのではない、河川に通じているので、そこ

に汚水を流せば、残堀川等に直に流れてしまうのだという情報は、（少なくとも、カルガ

モやカワセミにとって、そして回りまわって、町全体にとっても）致命的に重要です。 

 

（３）公園 

№ 意見等 

2 
公園をもっと増やして欲しい。青梅の若草公園みたいに、大きくて自然と調和している公

園を作って欲しい。 

7 

野山北公園など、自然と触れ合えるようにと駐車場の整備やトイレ、ベンチ、休憩所の設

置をされていますが、自然な雑木林を切り開いてまで整備しているのを見て、自然保護と

は何か、方向が違うと思いました。町外へのアピールも必要と思う人もいるでしょうが、

何が環境なのかと思う日々です。 

8 
公園も大きい公園は整備されていますが、小さい公園は荒れ放題で、夏なんかは雑草が生

い茂っていて、入る気になれず、残念な思いを何度したことか。 

10 子供たちが歩いて行ける公園の遊具の充実を希望。 
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№ 意見等 

16 
公園であるとか公有施設等々については、整備保全がなされており、町の自然環境につい

ては他の行政との比較でも誇れることであると思っています。 

57 公園を早急に整備して欲しい。子供達の遊ぶ場所の確保。 

59 水場と水を親しむとか書いてあるが近くに水場のある公園などありません。 

63 近所の空地を公園にして欲しい。 

71 
公園に隣接する住宅の日照を守るため、公園内の常緑樹の適切な樹木剪定を励行して欲し

い。 

122 公園に遊具等の設置は少なく、緑をそのまま残した形にしておいてほしい。 

138 

野山北公園（都の公園）は作ってそのまま何も手を入れず、荒れ放題。（高根の周辺）子

供を連れて遊びに行くこともできない。都が動かないのであれば、瑞穂町が協力して管理

するように話し合いをしていくことが必要。 

141 緑が沢山ある公園を増やして下さい。子どもの遊ぶ場所がありません。 

 

（４）自然、自然環境 

№ 意見等 

16 
自然環境として農地を考えると必ずしも活用が進んでいないと思います。夏場の雑草、冬

場の土埃等農業政策、高齢化との関係で難しいでしょうが対策の検討を。 

42 
自然豊かで、のどかな昭和の瑞穂に近い環境を子供達にも味わってもらえたらいいなとか

思います。 

61 

・ 都の緑地保全活動情報センター等と連携して、町内の樹林地の簡裁・草刈などの保全活

動の参加機会を町民（親子、小中高生）に提供する（ボランティア活動への継続的な参

加を促す。）。 

・ 町内の農家と連携して、稲作・畑作や収穫体験の機会を町民に提供する（マルシェなど

食育体験も併せて行う。）。 

・ 奥多摩・桧原地域での森林セラピー体験を推進することで、健康づくりにもつながるよ

うな取組を進める。 

・ 狭山池の水生生物調査とかいぼりを、小中学生参加の下で行い、自然の豊かさを確認す

るとともに、外来生物の駆除も実施する（学識経験者の協力も得る。〉。 

68 

何と言っても素晴らしい自然の美しい山があるのだから、片寄らない樹木の種類や草花な

どの自然環境をバランスよく心掛け、外来種の人的制限など、日本らしい原風景の里山を

大切に維持していく為に、整備、整頓、手入れなどしていかなければならない。 

85 

六道山、狭山湖周遊道を拡張し多摩湖自転車道のように自転車道を作る。多摩湖と狭山湖

が自転車道でつながれば狭山丘陵全体での人の動きができる。瑞穂町は狭山丘陵という財

産があるのでただ自然保護をするのではなく「IT」を活用した自然をテーマにしてみる方

法もあるのでは。 

97 

若者が集まる自然環境が必要で、町に活気が必要と思う。それには若者の教育施設・短期

大学・専門学校…職業訓練施設等を瑞穂の自然を生かし、高齢者増加と悩むばかりでなく

活気ある町になる事を切に望みます。 
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№ 意見等 

113 
狭山丘陵の自然に恵まれて、四季の移り変わりが気に入っています。この環境を維持して

いけるよう、少しでも何か役に立つことをしたいと考えています。 

123 自然は変に手を付けずに、残しておいてください。 

131 

猛暑、大雨、地震と、この夏は自然に意地悪されっぱなし。地面の舗装、風の通らない作

りの家、クーラーの熱と環境の変化が、この異常な状態の一因にもなっているのではない

でしょうか。木々の緑を大切に、水の浸透する地面で、少しでも涼風の吹く町であってほ

しいものです。 

 

（５）子供 

№ 意見等 

6 
子供達に環境教育…学校以外のコミュニティーとしての指導、町内清掃、河清掃、町民に

よる環境アドバイザー。 

7 
野山に生息する虫、植物の種類をまとめて展示する、又は冊子にするなどあると、山へ行

った時の楽しみになります。子供と見つけた時に見られるといいかと思いました。 

17 

今の子供達は瑞穂内の緑や神社、お寺など無関心。友達と六道山を歩くこともない。町内

での子供会もなくなり、緑に親しんで（山の中で遊ぶ楽しさ）過ごす解放感などの経験を

させたい。自分がその様に遊んだ楽しさを今回のアンケートで思い出させて頂いた。習い

事、ゲーム、スポーツではなく、何もない自然の中で工夫しながら遊ぶ楽しさを味わわせ

てあげたいと思った。 

38 
環境保全に対する知識向上の為に、ＨＰなどにわかりやすいＱ＆Ａなどを載せ、子供でも

理解し、実践できるようにする。 

 

（６）参加、連携 

№ 意見等 

22 

高齢化により町内会加入者は年々減っています。災害が心配される今、町内の担い手が無

く、活動が縮小されています。自主防災組織作り等、町内のリーダーとして活躍し民生委

員さんと協力して日常の町内の一人世帯等把握していただき、いざという時、顔見知りの

人がリーダーとして活躍して下されば安心と思います。是非町内会の取り組みとして、役

場全体で、立ち上げるよう一考をお願い致します。 

104 小中学生、子ども達が高齢者と共に参加する取り組み。 
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（７）バス、福祉バス 

№ 意見等 

70 

コミュニティバスについて。乗客のいないバスをよく見る。町内循環バスは本当に必要か？

循環するなら高齢者の多い町、町内の医院、病院を運行するバス、町内のビックストア？

ジョイフル、オリンピックに行くバスを運行したらどうだろうか？ 

98 

高根地区はバスがなく、若者は通勤に不便なため家を出る。年寄りだけの家が増え、病気

などで耕作放棄地や死亡による空き家が今後増加していくと思われる。マイカーがなけれ

ば買い物もできない。 

128 

現在、運行している町の福祉バスとの連携プレーで企画した案件が沢山の方々に受け入れ

られ実行に移す為にも、集客数の確保の為の方法を是非、考えて頂ければと思います。会

場にする場所へは、どの方向からでも、必ずバスが通過して行く運行計画、路線計画見直

しも、今後必要かと考えます。 

137 

福祉バスを誰でも乗れるようにする（今乗ることのできる人はそのまま無料で、それ以外

は 100 円バスにする）ようにして、なるべく公共交通を利用してもらう。町外の人に、あ

の福祉バスは誰でも乗れるの？と聞かれたことがあります。 

142 

・福祉バスを電気バス（はむらんの羽村中央コースで使われているバス）に切りかえる。・

自家用車を使わなくても町内を行き来できるように、オンデマンドタクシー（無料が望ま

しい。群馬県太田市で実際にある）を開設し、それに使う車を電気自動車（EV)にし、車庫

を旧立川バス瑞穂営業所に開設し、福祉バスはオンデマンドタクシー（無料）を補充する

と、あまり使わない福祉バスを脱却できるはず。 

 

（８）残堀川 

№ 意見等 

14 
残堀川がせっかくあるので、木が流れていたり雑草がなく整備されると、とても嬉しいで

す。 

24 
町全体が暗い。夜に帰宅する際に怖いイメージが有る。街灯の有る所と極端に無い所（Ｌ

ＥＤ）では無い所は怖い。残堀川の周囲橋を渡っての帰宅が不安に思っている。 

26 
近年、気候変化の為か、残堀川の水流が途絶える期間が長くなっている。環境悪化につな

がるので（魚の死等）対策が出来ないか検討お願いしたい。 

73 

残堀川の現状。残堀川の河川において木が大きくなり、水量が増した際に流された場合は

橋の下等で止まり、水があふれる等の災害に成りえる為、緑と害との調和を図ると良いと

思います。 

79 
東京都か町か分かりませんが残堀川の中の草等がかなりひどいです。景観はかなりひどい。

拡幅工事後、もう少し整備してほしいです。（維持管理） 

84 

確固たる水源を確保して残堀川に水を流し続けて頂きたい。問題となる、水源は①東京都

水道局箱根ヶ崎浄水所から水を分けてもらう②狭山湖に引っ張っている東京水道から分け

てもらう③丸池の上流などに井戸を掘るなどの手段が考えられます。何れも金の問題が絡

みますが、そもそも私が現在の住居に引っ越してきたのは狭山池公園が非常に魅力的であ

ったのが一番の要因でした。４年前には狭山池水門直下 20m 位の残堀川に、春から育った
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№ 意見等 

魚が群れていましたし、黒い糸トンボもたくさんいました。 

106 
残堀川の花壇、花が草に埋もれてかわいそう。草取りが大変ならベンチだけでもいいので

は。 

 

（９）飛行機、飛行 

№ 意見等 

5 
横田基地の飛行機が、夜遅くまでうるさい。オスプレイが家の真上を飛行することに不安

を覚える。 

19 
最近、住宅地の上空を米軍のオスプレイが低空で飛行することがある。騒音もひどいし、

墜落や物の落下の危険も考えられので、住宅地の上空は飛行しない様申し入れ願いたい。 

35 

夕方から夜にかけて、飛行機の音が非常にうるさいです。テレビの音を上げないと聞こえ

ないくらいです。防衛庁の方から、工事で地図の白線外なので、換気扇もクーラーも変え

てもらえない。同じ都営で不満だらけです。 

45 防音工事は済んでいるが、飛行機が、この夏からとてもうるさい！  

66 騒音、オスプレイ音、夜 9時頃まで、土日に多い！！→米軍に飛行訓練等の規制強化。  

69 飛行機の音がうるさくなってきた。10年前頃に比べても。 

94 
現状で一番困っている事はオスプレイが夕方六時～九時ごろまで上空を（月～土曜日）ま

での間毎に試験飛行している様子です。 

99 
飛行機が最近激しい。家が揺れて地震と間違う時がある。NHK のテレビ料金は皆同じです

か？少し割引してもいいですね。 

100 横田基地の騒音問題。オスプレイの飛行経路が知りたい。 

 

（10）安全、安心 

№ 意見等 

115 

基本目標、基本計画に沿った様な検討、ご苦労様です。このアンケートで感じたことです

が、自然環境保全ももちろん大切ですが、安心して暮らせる=「生活しやすさ」の改善がこ

の町では優先な気がします。交通環境等を踏まえても、非常に問題は多く、施設、整備に

ついても同様です。この町に住みたいと思えるような取り組みの為には、トータルで考え

る必要があるのではないでしょうか。子供の教育も含め、若い世代が住みたいと思える町

作りを是非、ご検討願いたい。 
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（11）歩道 

№ 意見等 

117 

近くに旧日光街道が通り、3 小の通学路、災害時の避難路になっています。しかし、歩道

が狭く、すれ違いができません。自動車等の交通量も少なくはないので、歩道の拡幅が必

要に思えます。 

120 

緑があるのは良い事だが、歩道に雑草があり、歩行者、自転車が車道を通るのをよく見ま

すし、私自身も怖い思いをします。人が暮らしやすい町になっていけたらいいなと思いま

す。 

142 
多摩モノレールの延伸区間（新青梅街道）のモノレールの高架の下をグリーンベルトにし、

緑の歩道にする 

 

（12）ポイ捨て 

№ 意見等 

18 
道路などのゴミのポイ捨てが多過ぎる。個々の問題もあるが、変えるのは難しいので、汚

い道路は月一回位の行政での掃除を実施するしかないのではないかと考えます。 

50 
モールの近い家に住んでいます。以前からポイ捨てが多く、家の周りが散らかりカラスが

余計に散らかします。 

75 
他市や外人で瑞穂町内に勤務する人にも道路等にゴミ等のポイ捨てがよく見られますので

対策をお願いします。 

130 
家の前の道路が生活道路なのに、抜け道のように使っている。生活道路と書いてあるのに、

おかしい！！家の前にタバコのポイ捨てが多い。 

 

（13）雑草 

№ 意見等 

37 

近くに空き家があり、その家の雑草が繁茂している。道路に個人の樹木がせり出している。

歩道に生け垣が飛び出している。環境課の職員がもっと町内を見回りし、危険な場所、地

点を把握してほしい。 

80 
街路樹が増えたのは良いが、その後手入れがされていない場所があり、道幅が雑草で狭く

なっている。 

120 

緑があるのは良い事だが、歩道に雑草があり、歩行者、自転車が車道を通るのをよく見ま

すし、私自身も怖い思いをします。人が暮らしやすい町になっていけたらいいなと思いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 


