
番号 ご意見・アイデア

1

【科学技術の進歩（IoT、AI、自動運転、ロボット 等）】
　インターネットを含めたセキュリティはどこの職場でも必須の取り組みになりますので、各事業所に最低でも一人、
「情報」の職員を置くなりして、データやメール、共有サーバの管理など、一定の専門知識を持った職員を配置してい
く必要があると思います。無線LANを導入できる程度の体制作りから始めるのがよろしいかと思います。

2

　東京都に住む、滞在する、すべての人間が安心・安全になるために、国際都市として基本インフラの医療を再構築す
る必要に迫られている。その解決の根本は“言語対応”と“疾病による適切な患者誘導”です。日本人は言語コミュニ
ケーションによる相互理解をハイコンテキストな文化として重視して来なかった。適切なコミュニケーションに費用が
かかる、この世界的な常識は日本にまだ根付いていません。

3
　同性カップル等、多様な家族の形が尊重される社会が望ましいと思います。他自治体の施策（渋谷区のいわゆる同性
パートナーシップ条例、世田谷区の同性パートナーがいる職員への結婚祝い金支給、千葉市の同性パートナーがいる職
員への結婚休暇や介護休暇の取得、等々。）と同様の施策を東京都においても実施されることを望みます。

4
　長時間労働や待機児童は少子高齢化に大きな影響を与えてるとされています。長時間労働や待機児童を死語にするこ
とで、今よりも子どもたちが溢れる東京にしてほしいと思います。

5

　働き方改革は、都、区、市といった行政がまず変わることが求められています。悪しき平等を守り続けているがゆえ
に、生産性の改善・向上が圧倒的に遅れているのが行政だと思っています。将来に危機感を持っていない都に対し、私
は危機感を覚えています。長期的に人口減少と高齢化が進む日本の中にあって、東京だけ例外で独り勝ちするなどとい
うことはあり得ません。一刻も早く都政、行政が地震で変革することを望みます。

6

【２０４０年代を見据えた東京のグランドデザインへの提言】
　人口規模・経済規模の縮小と少子高齢化の進行。税収減と福祉支出増で使える予算に限りが出る中、都市計画も「拡
げ」志向から「縮み」志向への転換が必要となります。「道路新設」から「既存道路の維持補修、改修や作り替え」
に、重点をシフトする。道路から線路へ、モーダルシフトのコンパクトシティ。駅を中心としたメリハリのある地域再
開発を行うべきです。
　駅徒歩5分圏内を、集中再開発ゾーンに指定。民間資本も導入、徹底した最先端高層化再開発を行い、居住人口を集
中させる。低層階にスーパー・コンビニ・飲食店等の商業施設、その上にビジネスビル区域や居住区域のある設計。福
祉施設や福祉住宅、老人ホーム、医療機関等もビルトインする。その外側、駅徒歩5～10分圏はグリーンベルト、憩い
の場の創出を目指す。駅徒歩15～25分圏に、セーフティーネット、非正規雇用等の健常低所得・貧困者向けの、極め
て低廉な家賃の公共住宅を多数建て、「住む権利」を保証する。収入水準が一定以下だったり、ひとり親世帯や介護世
帯等の場合は、住宅扶助、家賃や光熱水費を免除し、生活保護やホームレスへの転落、および自殺を予防する。
　労働人口の減少に対応するため、様々な自動化や、ロボット労働による代替を、積極的に採り入れていく。輸送を一
連で自動化し、配送作業の単純化自動化やモーダルシフトにより、道路渋滞は大幅に緩和されます。
　ロボット類による介助はじめ各種作業も、積極的に導入していく。育児補助や、バーチャル家庭教師ロイドで通学要
らずの自宅学習。仕事もテレワークの一般化で在宅や直行直帰が増え、通勤の頻度が減ったり、通勤時間帯が分散され
る。単純作業がロボットに置き換わることで仕事の量が減り、それにより社会や経済に一定の活力を持たせる。

7

　日本語習得をベンチマークにして、労働意欲の高い外国人受入を進め人手不足を解消する。
【ブルーカラー労働者の不足を移民で手当するメリット・デメリット】
　現状は全職種で人手不足と言われていますが、特に介護、保育、建築分野といったブルーカラー労働者が特に不足し
ていると感じます。「ブルーカラー労働者の人手不足を移民で補填し」人員余剰によって仮に日本人労働者が浮いてし
まった場合は、「より高度な仕事(ホワイトカラー等)に携わる業種に移行支援することができる」メリットがありま
す。デメリットとして外国人が結局就労できず治安が悪化することがよく挙げられます。
【日本語習得という参入障壁を活かす】
　日本語は他言語と比べて習得が容易ではないため、一定程度の学習意欲と学習能力が求められます。ゆえに日本語を
習得した外国人は、働く意欲とある程度の知性を持っていると考えられ、働くことができないために社会に貢献せず治
安を悪化させるといった懸念は少なくなると考えています。
【アイデア～日本語教育機関への補助と東京の魅力アピール～】
　➀日本人学校への増設・充実化への補助
　②魅力ある東京のアピール
　③さらなる技能習得をサポート
　④働き手と企業とのマッチングサポート

都民ファーストでつくる「新しい東京」～２０２０年に向けた実行プラン～

ご意見・アイデアの募集結果について ＜東京の理想の姿・未来の生活像＞
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8

　主要政策に対し、「自転車タクシー」を活用しても目標達成を提言させていただきます。
　前知事時代に4区（千代田区、港区、中央区、江東区）で実証実験としてスタートした「コミュニティー・サイク
ル」ですが、公共事業としてスタートしているものの利用者は限定的であり、その収益面では非常に疑問があります。
この点に関しましては「コミュニティー・バス」も同様な事が言えるかと思います。自転車タクシーの文化のない日本
では、“短距離の移動ツール”として経済的にも文化的にも新たなビジネスモデルの創出という点で、多くの可能性が
見込まれると実感しております。

9

　科学技術の進歩（IoT、AI、自動運転、ロボット 等）が挙げられているが、本当に必要な技術の選別が必要です。
　➀道路工事や建設の早期化が促せる科学技術を採用するほうがよほど喜ばれるのではないか。
　②ビルの効率的な解体→例：アスベスト対策で解体が長期化するビルがある。
　③道路の老朽化による保守費用の削減→古くなった高速道路や橋げたを安い技術で手早く構造入れ替え可能な技術
　　の採用
　④道路工事の工事前倒しに貢献する技術→トンネルや立体高架の早期建設に貢献する技術
　⑤交通安全に寄与する技術→周辺の見通しが良く死角にならない橋脚
　東京2020大会が終わったらＵターン・Ｉターンするという人が周りにいます。東京オリンピックが終わっても、Ｕ
ターン・Ｉターンさせない街になってほしいです。

10
　都全体に一律の政策目標ではなく、緊張地域（都心部）とゆとり地域（周辺郊外部）では異なった視点で街づくり政
策を考えることが必要と考えます。

11

　都議、都民、都職員に如何に2020 年実行プランの「関心・理解・共感」と「当事者意識」を持ってもらえるか？こ
れが「成功の鍵」となるかと思います。
　ただ一つ足りないのが、東京の未来をどうしたいのか？「未来を作る言葉」です。東京の未来に責任を持つ知事の明
確な「未来を作る言葉」のメッセージを発信し、それに基づき個々の政策に優先順位をつけ、戦略的に実行を進めるこ
とこそが、様々な利害関係者や抵抗勢力に対する論となり、良質の成果とスピードを生み出すことにつながるのです。
　知事の心の中の思いを引き出し、職員のみなさんが「これならいける！」といった「未来を作る言葉」を作り、都民
一人ひとりの共通の大義、指針、方向性、ビジョンといった「判断軸」として是非発信していただきたいと思います。
　私は「１０年後も、子どもたちが元気に走りまわる東京」をビジョンとして提言します。現在のような危険な街、子
育てできない環境、自分の利益しか考えない排他的風土が続けば、１０年後には、町で子供が走る姿はなく、互いに助
け合わない閉鎖的な中で、人知れず命を絶たれた方がひっそり眠る空き家があちこちにあるかもしれません。

12

　都内では、現在でもPASMOやSuicaの様な電子マネーが利用できるのですが、しかし多くの店舗での支払は電子マ
ネーが利用されていたとしても紙幣や硬貨で買い物をする人の方が圧倒的に多い様に感じてます。そこで未来の都民の
買い物では、「小銭だけを電子マネー化する」ようにするのが良いのではないかと考えました。
【アイデアの概要】
　＜概要1＞  スーパー等の店舗で紙幣での買い物をした場合、千円以下の釣り銭を電子マネー化する、これにより
　　　    　硬貨を使った買い物の煩わしさが無くなる。また、少額な釣り銭だけを電子マネー化して千円以上のお
                つりは紙幣で返却され、高額な紙幣の電子マネー化、デジタル表記化する事の不安はほぼ払拭される。
　＜概要2＞　電子マネーカードに貯まった電子マネー化された金額は、千円単位から紙幣に戻すことができる。
　＜概要3＞   おつりが千円以上の高額であった場合でも使用者の選択によって電子マネーカードを使って電子マ
                 ネー化する事もできる。また、これまでの電子マネーと同様に紙幣を予めチャージできる。
　＜概要4＞　電子マネー化されたお金は電子マネーの取引ができる店舗や交通機関で使用出来る。
【予想される問題点】
　＜問題点1＞  電子マネーカードを使って電子マネー化する為の機器が各々の店舗で必要になる。
　＜問題点2＞  貯まった電子マネー化された金銭を紙幣に戻すには、機器やプロセス作りが必要になる。

13
　「Beyond2020」「東京２０２０大会の成功とレガシーの継承」として、多くの人がハワイでなく、湘南でなく、
気軽に泳ぎに行きたくなるような東京湾と、川辺や公園で身近に自然と触れ合える都市に生まれ変わっていることを期
待します。

14

　人口急減・超高齢化というピンチをチャンスに変え、新しい国のかたちづくりに向け、次代を担う世代のために景気
回復を軌道に乗せる道筋の具体例は、下記になります。
　①命の尊厳を「食の視点」から総括的（水と食とエネルギーにやさしい社会）に見直して、国の食料自給率を高め、
　　医療費の削減を行う。
　②産・官・学の協力体制で藻類バイオマス燃料に力を入れ、クリーンディーゼル自動車、電気自動車等で温室効果ガ
　　ス削減に取組む。
　③産・官・学の協力体制でバイオコークスを国策として火力発電所に使用する。
　④パン用小麦「ゆめちから」に力を入れ、パン米粉用米（ササニシキ）とブレンドしてパンの自給率向上させる。
　⑤産・官・学の協力体制で『水からプラズマを発生させる装置』を完成させる。
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15

【未来を担う若い人たちに、夢を実現する努力と継続力を伝え、教え、育成することと東京オリンピック出場選手の競
技人生後の支援を目的とした、選手のレガシー化、資産化事業】
　東京オリンピック出場選手が、世界最高峰の舞台でなしえた功績や経験してきた努力や継続力を広く日本の学校や企
業、自治体などの若い人たちに伝え、教え、未来を切り開く人に育てるモチベーター、インフルエンサーとして、育成
するプログラム、システムを開発・構築し、オリンピックの新たなレガシー、資産化の一つとして社会に活かします。
　そのために必要なコミュニケーション、ティーチングなどの教育、トレーニングをオリンピック選手に受けてもら
い、各学校や企業、自治体などにモチベーターとして一定のカリキュラムに沿った講師として派遣する収益事業を行う
ことで、競技人生後の新たな雇用機会も創出します。併せて、なかなかスポットの当たらないパラリンピックに出場し
た選手の義足や五体を支える様々な製品開発、技術研究を行っている科学者や技術者、企業などを表彰、支援するファ
ンドなどを設立します。

16

１　「東京の理想の姿」、「未来の生活像」について
　①世界中から人・モノ・金・情報・文化などが集まる、②職・住・遊・学が近接し、1人1人が時間を自由に豊か
　に活用できる、③多彩で先進的な文化が街の中に溢れている、④地震が起こっても誰も犠牲にならない、⑤どこで
　も、誰にとってもバリアがない
２　「Beyond 2020」東京の未来の実展に向けて
【規制改革】
　成長戦略を推進するためにも、例えば、都民や都内事業者からの規制改革要望を募り、それを議論する東京都版の規
制改革推進会議を設置するなど、東京都や区市町村の条例・運用に関しての規制改革に取組むべきだと考えます。
【都市計画権限の再編】
　木造住宅密集地域の解消や大型団地の再生、老朽マンションの戦略的な建替えの推進など、区市町村の単位ではな
く、東京全体の視点でビジョンを持って取組むべき都市計画上の課題も多く存在します。都市再生プロジェクトの適切
な誘導・推進、都市計画上の課題への広域的な視点からの適切な対応のためには、区市町村を越えた一体的な都市計画
の充実を図ることが必要であり、東京都の都市計画権限を拡充する方向で再編することが不可欠だと考えます。
【昼間人口の声を行政に反映させる仕組み】
　都心区では、夜間人口を大きく上回る昼間人口がいるものの、選挙権がないため、行政にその声を反映させる方法が
パブリックコメント等に限られており、実際に夜間人口（居住者）に偏った政策となっている場面も多くあります。広
い意味での「都民ファースト」を実現するため、昼間人口の声を都政や区政に反映させる仕組みの導入が必要だと考え
ます。

17

　道路の上空に、既存のロボット技術を応用した新たな個人用の軽量軌道システムである「空中交通システム」(特許)
と言う新しい乗り物を提案致します。任意の位置での乗降を目的とし、車以上の利便性を持ち合わせます。
　東京都は最初に、世界に類の無い「空中交通システム」を提唱し、この実証に向けたプロジェクトを立ち上げます。
そこに産学を巻き込み、その評価を世に問う事から始めるべきです。これにより2020年のオリンピックの頃には、模
型レベルあるいはプロトタイプのテスト走行を目指すべきです。これにより、歩道や緑地帯の拡幅を可能にし、より安
全で美しい都市へ変貌が期待出来ます。そして、物流面では、このシステムを利用した低料金の無人配送が普及しま
す。物を運ぶ点を利用すると、家庭ごみの自動収集が出来ますので、生活ゴミ問題が解消され、美しい未来都市「東
京」が見えてきます。
　このシステムは、支柱構造の為に、降雪があっても問題なく走行します。特に支柱自身もロボット化(特許)を提案し
ている為に、軌道高さ調整を可能にしますので豪雪地帯でも対応すると言う自動車では考えられないメリットを有して
います。巨大地震や豪雨等で道路が寸断された際、自律型のロボット支柱を利用すれば、一夜にして臨時の軌道システ
ムを完成させる可能性を持っています。被災地など救難作業や復旧作業では、万能な交通システムとしても応用が可能
なのです。
　道路の上空利用(空中権)と言う法的整備が必要な事から、東京都が推進する事は、非常に重要です。東京都が推進す
る立場を表明する事で、従来の自動車業界やロボット業界等の参入を促します。

18
　「IoTが浸透し、自動車等から渋滞情報、気象情報、道路の劣化情報等が集まり、行政活動が充実・効率化する」等
がいかがでしょうか。

19

　重要項目でありますが、いずれ共に余りにも漠然としています。まず、少子高齢化のトレンド変化は困難であり、そ
れにより従来型の資本主義は国際的にも限界に至ったと考えますので、少ない人口で豊かに生きる為の政策を真剣にお
考えください。
　道路の整備の計画・建設のような形できる物は、物の量や順位を問うのと似て、ある意味で安易と云う事ができま
す。しかし、「質を高める」事は実測・評価が容易でないため、手掛け難いところですが、そこを考える事が未来を創
るという事です。

20
　科学技術が進歩するにつれて、それを悪用する人、機械の暴走が危険だと思うので、その対策はよく考えるべきだと
思います。

21 　昔ながらの町並みも大切にしつつ、実行してほしいです。
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22 　飛躍的じゃなくていいです。

23
【通勤ラッシュの完全解消】
　時差通勤の導入や、都心３区以外の周辺区や多摩地域へのオフィスの分散を推進させる。

24

　現都政の改革には①行政論理の問題改善と、②都内の将来に向けた都市機能の改革・改善という問題があります。
【論理の問題改善】
　老朽化した築地市場の移転先について十分な検討もせずに、築地市場の移転を決めたのか。売り手の東京ガスの瑕疵
担保責任の放棄を認めてしまったのかという疑問が残ります。将来、市場に働く従業員や買い物客に必ず影響を与える
この手抜き工事は、幸いにして発見され、小池知事により移転延期になり、巨費が空費される結果となっています。都
にはＥＳＣＲＯＷ機能の創設と環境調査、環境監督局の機能不全等改善しなければならない事項が沢山あります。責任
者達は百条委員会にかけ、懲戒解雇し、事実関係を都民に公表すべきです。
　豊洲移転有りきの観点から事を進めていますが、今こそ移転中止に向けた対応策の検討を進めるべきです。豊洲はあ
きらめて他に１０箇所もある中央卸売市場に分散待機し、老朽化した築地市場の再建を目指した方が無難です。
【都内の将来に向けた喫緊の都市機能の改善と問題解決】
　小池知事の考える安全な東京とは何か？知事第一期終了の二〇二〇年七月末には、更に老人が増え、認知症患者が増
え、空き家が増え、高齢者による運転事故が増え、急増した外国人観光客のホテル問題と緊急時の避難問題、予測され
る首都直下地震の切迫性や空き家を含む木密地域不燃化対策等、今よりも問題が多く発生すると考えられます。解決策
は都民の誰もが希望を持って暮せる未来都市、このような悲惨な運命に遭遇しない為に造られるのが未来都市ＦＴタ
ワー構想です。

25
　人口減少、少子高齢化、成熟社会への変化、産業構造の変化に対応した政策であるべきです。その際に、都全体に一
律の政策目標ではなく、緊張地域（都心部）とゆとり地域（周辺郊外部）では異なった視点で街づくり政策を考えるこ
とが必要と考えます。

26

　人口急減・超高齢化というピンチをチャンスに変え、新しい国のかたちづくりに向け、次代を担う世代のために景気
回復を軌道に乗せる道筋の具体例は、下記になります。
　①命の尊厳を「食の視点」から総括的（水と食とエネルギーにやさしい社会）に見直して、国の食料自給率を高め、
医療費の削減を行う。②産・官・学の協力体制で藻類バイオマス燃料に力を入れ、クリーンディーゼル自動車、電気自
動車等で温室効果ガス削減に取組む。③産・官・学の協力体制でバイオコークスを国策として火力発電所に使用する。
④パン用小麦「ゆめちから」に力を入れ、パン米粉用米（ササニシキ）とブレンドしてパンの自給率向上させる。⑤
産・官・学の協力体制で『水からプラズマを発生させる装置』を完成させる。
　地球の人口は確実に増えつづけ、資源、エネルギーの不足が起こることは間違いのない事実です。命の尊厳を「食の
視点」から総括的に見直して、国の食料自給率を高め、医療費の削減を行うことが、武力を持たずに平和になることだ
と思います。そのためには「化石資源を日本は使わずに経済を安定させる」ことです。藻類バイオマス燃料、バイオ
コークス、クリーンディーゼルエンジン車等と石油のある国が次世代のために注目する日本なのだから、智恵を出し
合って、この問題を解決していかなければなりません。将来の文明や都市のあるべき姿をいち早く提示・実現できる
チャンスが東京オリンピックであり、新しい生き方を提案していくべき機会だと思います。
　藻類バイオマス燃料やバイオコークス等を特化させ温暖化緩和策を実行してください。

27

【「広域拡散型レンタ(コミュニティ)サイクルシステム」の提案】
　①便利な機材や機器の開発が進む中で、例えば子供二人乗せ電動自転車を利用する期間は5～6年程度と推測され、そ
　　の後は駐輪場対策の産物となっている。これこそ、シェアの対象とすべきであると思われます。
　②本システムは、Wi-Fi通信を介して利用され、その主軸を形成している「自転車用カギの貸出機」に内蔵されている
　　「マイコン」を利用してバッテリーを追加することで、添付資料に記載はないが、貸出機内部に、防犯カメラを付
　　属しての防犯対策や、携帯電話と連携することで自治体などからの情報の発信基地としても拡大を検討中です。

28

　ロボットが増えたのに人の労働時間は変わらないどころか、どんどん伸びていませんか？なんのためのロボットなん
でしょうか？
　人がゆったり生きていける助けとなるような、死ぬまで働かなくてもいいような社会はこないのでしょうか？夢がな
さすぎます。

29 　仕事を辞めないで働いている。

＜都立学校分＞
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番号 ご意見・アイデア

30 　楽なくらし

31 　人々が安心して暮らせればいいと思います。何よりも犯罪をなくしてほしいです。

32
　①つらい仕事はロボットがやってくれる。
　②出勤／退勤が自由

33 　今は東京は日本の中心などになっているけど、世界の中心になれるくらい頑張ってほしいです。

34 　ロボットによって職を失うのではないでしょうか。

35 　空飛ぶ車

36 　古き良き日本のような、子供が活発に遊んでいて、大人も、笑顔でいられるような社会を。

37 　一家に１台、免許を持っている人が一人でもいる家庭に車を配布。車離れ問題の解消にもなると思います。

38 　安全で、生活しやすい環境で誰もが誇れる場所

39 　資料に書いてある事はとても良いのですが、2020年には都知事がどうなっているのかも不安です。

40 　国の電気が全て自然エネルギーで発電できればいいです。

41
　①災害に強い都市
　②テロのない都市

42 　良いと思います。

43 　医療が進歩することにより、高齢化がさらに進むから、子供についての政策をもっと考えたらよいと思います。

44 　いいと思います。

45
　①高層ビルを減らし、熱気のこもりを防ぐ。
　②緑化運動と都市のデザイン性の強化の融合（緑のあるオシャレな街）
　③都心の大きな駅にホログラム案内が設置できるように技術を上げる。

46
　①施設や観光地の国際化
　②山間部の自然を生かしたまちづくり
　③シャッター通りの軽減

5
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47
　①長時間労働がなくなり、残業をしなくてもお金に困らないような社会
　②環境に優しくなっていてほしい。

48
　①世界の中心都市として機能できるような街にしてほしい。
　②様々な人が過ごしやすいようにしてほしい。海外の人や高齢者、こども

49 　駐輪場の増加

50 　高層ビルを減らしてほしいです。

51 　誰もが幸せになれるようなまちにする。

52 　次世代を担う子供がのびのびと暮らせるような東京

53
　①景気がよく、子供が多い。
　②外国人も多く居住し、共存
　③教育にもっと税金をかけて、大学までみんなで支える。

54 　自動運転とかロボットはなんだかんだ怖い。壊れた時とかどうなるのか分かっていません。

55 　着実に一歩ずつ進んでほしいです。

56 　笑顔でいーっぱい！

57 　悪いニュースが少ない都に。失業者を減らす。

58
　持ち帰り授業がない。もしくは家で仕事ができる。通信機器が発達しているのでわざわざ電車に乗っていく必要がな
くなる。食糧自給率100％

59
　鹿児島や富山のライトレールのような、路面電車を東京全土に復活してほしいです。道路とそこを走る車を減らし
て、暑さも減らし、空気もきれいに！

60
　①ロボットが家事や仕事、子育てなどを手伝っている。
　②緑に囲まれた自然豊かな都市になっている。
　③空を移動できる自動車みたいなものが登場する。

61
　①外見だけでないく中身まで東京の人が変わる。
　②科学や医療の発展に甘えない東京を目指す。
　③人間の尊厳を守る街

62
　①自由な働き方ができるように。
　②子供を産みやすく育てやすくするように。
　③休みが増えてほしい。

6
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63
　性別も、年齢も、全ての垣根を越えた都市にしてほしいです。
　上辺だけの政策じゃなくて、この年代の、この性別の、こういった環境下の人は何を求めているのか、目安箱ではな
いけれど、こういう意見を聴く場は設けるべきだと私は感じました。

64
　①病気の治療は確実
　②機械化に完全に頼らない。→人間らしさ、人間活動の根本を残す。
　③環境問題に悩まされてない。

65
　あまりロボットに仕事を奪われたくないです。医療技術の進歩などにおいてはとても良いことですが、接客業などは
人間がやるからこそ成り立つと考えています。

66

　型にはまらない教育・学習を。
　高校を卒業した大学へ入学し、大学を卒業したら就職、という決まりきった型を変え、本当にやりたいことを探しに
旅に出たり、１年間くらい農業を体験したりと、海外のように自由に、生きられる枠組み。どうしてもそういうことを
すると就職がと考えてしまう。自分らしく、１度の人生を有意義に有意義に過ごせる町にしてほしいです。

67 　e-sportsが普及してほしい。PCが普及してほしいです。

68 　例えば、万人が考えて生きている社会。生き方が固まっていないシステム

69
　新しい東京として挙げていますが、2020年までの政策に加えて、具体的に実行していかなければ、東京オリンピッ
クで一度経済成長などが止まりかねません。具体的な案を出し、同時に進めてもらいたいです。超高齢化社会でも成長
できるような人材を育てたり、超高齢化社会に対応した社会になってほしいです。

70

　①待機児童、長時間労働、全て死語にしてほしい。
　②子供は自分の明日を、若者も自分もその家族の明日を、高齢者の方も、自分の明日を楽しみに、安心して今日を
　　過ごせるような東京にしてほしい。
　③平日は17～18時までやりがいを持って仕事、夜は家族と団らん、趣味の時間も、海外の方とコミュニケーショ
　　ンとったり、楽しみを持ちつつQOLの高い東京になってほしい。

71 　なんでもかんでもロボット化は、ヒトの役割を消していくだけだと思います。

72

　たった３年でできるのか不安があるから、造りあげていく段階、過程を都民に示してほしいです。
　世界に自慢できる都市に。
＜将来像＞2026年東京
　家族を持っている人達への支援、子育てに不安がない社会（幼稚園など）、発展していけるような技術力を伸ばせる
社会。移動が楽でなるべく安い。大学の支援

73 　大きな不安なく、子供を産んで育てたいです。

74

　望めば努力で好きなことを学べる東京であってほしいです。現在科学技術科や総合芸術高校のような、幅広い分野を
学べる位高校が増えています。しかし東京は広く、交通費や交通の便の悪さなどが原因で受験できない人も多い。家が
遠い人は交通手当を出したり、寮や一人暮らしを認めたり、特殊な学校を増やすなどして、学びたいことを学べない人
をなくしてほしいです。

75
　①就職がしやすい。
　②地震対策→公園を増やしたい。

76
　①移動（電車やバス）で気持ちの悪い思いをしないで出勤・登校できるように。
　②どこでもネットが使える。

7
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77

　①女性が働きやすい社会を！
　②緑の豊かな町、空気のよりおいしい東京
　③ロボットを活用した街にしてほしいが、人間の雇用は減らしすぎないようにしてほしい。
　　（例：電車の自動運転で車掌さんの減少）
　④空飛ぶ車での移動

78 　今と大きく変わってほしくはないです。

79 　平和であればそれ以上はいらないです。今のままで十分幸せです。

80
　東京に住んでいる人たちが叶えてほしいことはたくさんある。正直全てを叶えるのは難しいですが、４～５個くらい
は叶えてほしいです。

81

　①いじめがない。
　②みんな就職できる。
　③過労死しない。
　④美しい

82

　①ホームレスが減っている。
　②全ての道路を舗装しなおす。（綺麗なまちづくり）
　③ビル風軽減
　④新宿駅などの大きい駅での乗換をスムーズに。
　⑤医師の水準を向上

83
　CO2排出量の減少、電気・水などの使用量減少
　①積極的に新エネルギーを使用、②一時的な節電運動ではなく、長期的な活動

84
　①公園増やす、トイレの整備
　②まちがごちゃごちゃしているのをなくす。

85

　①自然豊か
　②少子高齢対策で子供に金を回す。
　③介護はほぼ機械化
　④地上のさらに上に床をつくり、土地を増やす。
　⑤自動運転車当で事故があったら、責任はどこにあるのかが気になる。

86
　①東京五輪の効果で、世界的な都市へ。
　②ソーラーパネルがほとんどの家につく。
　③人間に困難なことを、機械がやってくれる。

87

　①携帯電話などを電波などで充電できるように。
　②自動調理器
　③ベッドなどに様々なセンサーを付け、高齢者や幼児の体調を管理する。
　④自動運転の箱のようなものを地下につくり、どこに何時に行きたいかを入力すると、中央でそれを照らして、効
　　率よく移動させる。
　⑤人工知能を発展させすぎない。
　⑥主要な仕事は全て人が行う。ハックされても国を維持できるようにする。
　⑦生活保護は、お金ではなく物資で渡す。

88

　私が大学に行き、大学院を卒業する頃には、科学技術が今よりももっと発達して、多くの仕事がコンピューター・Ａ
Ｉによってできるようになって、人間のやる仕事が減っていると思います。ただでさえ就職難で何社受けても受からな
いという状況なのに、仕事が減って、更に就職が難しくなるような未来にはなってほしくないと思います。将来、就職
難が解消されていてほしいです。

89
　①健康を全てネットワークで完全管理。食事なども全て管理する。
　②精神状態のチェック、ストレスフリーな街に。
　③ドローンを使った警備、工事現場など、危険な仕事を人に代わって行う。

8



番号 ご意見・アイデア

90

　仕事を人間のかわりにロボットがやるのではなく、できるだけ人間がやり、温かみのある街が残ればいいと思いま
す。近所の人たちときちんと付き合って良好な関係をつくり、地域の関わりを持ち、犯罪を防ぐことにつながれば良い
と思います。年金が上がってほしい。不正がない東京、電車の椅子を増やしたい。自転車の駐輪場を駅の近くにふやし
てほしいです。

91
　科学技術の進歩はいいが、機械が使えなくなったら、例えばスマホがなくなったら何もできない人が増えてしまうよ
うな方向に進歩はしないでほしい。人の仕事をなんでも機械に任せて、人対機械の関わりが増えるのではなく、人対人
のつながりがより深くなる社会であってほしい。楽さを追求して、過度に機械化しないでほしいです。

92
　①長時間労働が死語になるのを特に期待します。
　②自動運転車が少し怖い。

93 　近代的な都市（金属と植物の融合）のようなものの実現

94

　①中高一貫校の増設
　②都市部での公園増設
　③地方分業
　④子供たくさん
　⑤人をもう少し少なく

95
　東京中の人がわだかまりなく交流していくことができ、身近の安全は人々が、大きな安全は東京が行う関係になって
いく社会になってほしいです。

96
　①バリアフリーの完備
　②人口グラフがつぼ型になる。

97 　ものの質や技術が向上していく中で、人と人のつながりを重視する社会・東京になってほしいです。

98
　人と人の結びつきが強くなり、互いに助け合うことができるような社会にしてほしい。安心、安全に暮らせ、希望を
持って働ける環境を揃えてほしいです。

99 　誰もが充実した生活を送れている。.技術や医療も発展し、経済発展や長生きなどできる。

100 　道広く、車道に自転車の道を増設してほしいです。

101 　保育園・保育士の増加、公園などの施設も増えたらもっといいです。

102
　どんな人でも安心して暮らせるべき。殺人などの犯罪をなくすよう努力
　都市の活性化のし過ぎを防ぐ。伝統的なものを残していく。

103 　安心安全で快適な暮らし。若者、お年寄りに優しい

104 　若者が就職できる社会

105 　いろんな人種がいて、みんな笑いあえる都市

9
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106 　誰もが不自由なく暮らす。

107
　年齢問わず運動ができる施設の増築。災害時等での基礎体力をつけることができ、日々の仕事、生活面でのストレス
を解消することができます。特に、スマートフォンなど体を使わないものが多く普及している現在では必要です。

108
　実行プランもものすごくしっかりしていて良かったが、もっと他の人の意見を入れることができるのなら、入れて
いってほしいです。

109 　緑がたくさんあって、人々も幸せに暮らせるのが一番の理想

110 　誰もが笑って暮らせるまち

111
　都内は緑と日常的に触れ合える場所が少ないと思います。木などの植物を人工物とがもっと身近であるような場所に
してほしいです。

112
　路上喫煙の分煙強化をしてほしいです。オリンピックの冊子や、東京都で作っている紙資料を減らしてほしいです。
日本を代表する東京として、各都道府県の良さ、魅力を東京に集めたら、外国の方がもっと東京だけでなく日本を好き
になると思います。

113 　人間元来の生活、「自然と生きる」まち。個性を持った人々が個々の強みを生かせるまち

114
　ＡＩの発達は必要だと思います。でも人と人のつながりも大切にしてほしい。「例えば」の内容はとても良いと思い
ます。

115
　手軽に海外の人々と交流できる手段があるとよいです。言語の壁などを乗り越えられるような、もっと簡単に世界に
「自分」を「日本」を発信できる何かが開発されると良いと思います。例えば、翻訳機の性能アップや、もっと手軽に
語学が習得できるもの、世界共通の絵文字などを用いたコミュニケーション手段ができるといいと思います。

116 　街中にサイクリングコースがある。都内でもロードレースができる。もっとロードレースを盛んに。

117
　３つのシティをまとめ、新しい東京を形成していくこと、そのために私が考えることは、「国際化した社会でありな
がらも、多様な仕事が発展し続ける。時に災害が発生しても、より世界が一つにまとまり、協力していくこと」が大切
であると思います。

118
　①大学まで学費無料
　②都心にいっても空気がキレイ
　③人がみんな温かい

119
　持続可能な成長に向けて、SDGs（持続可能な開発目標）との協力をしてみてはいかがでしょうか。世界で東京を見
る人が増加するはず。未来について、東京が世界のリーダーになって良いと思います。

120 　実行プランにどのように財源を確保するのかを付け足してほしいです。

121
　日本国民全員が、自分の好きな仕事や、やりたい仕事につき、プライベートも充実する社会。働くことが楽しくなる
社会。子供が増える社会。悲しい事故や事件がない社会

10



番号 ご意見・アイデア

122 　挨拶が絶えない東京。サッカーが強い東京。落ちているごみがゼロの東京。世界に訪れる東京

123
　大きな施設など新たに設けたりするのではなく、今ある環境で、地域の小さなところから、変えていくことも大事な
のではないかと思います。

124 　テロが起きたとき、都民が不安がる時間も与えないほど、早く鎮圧できる警察力を各要所に配置する東京

125 　新しくすることが優先され、改善してほしいことが後回しになっている。・・【理想像ではない】

126
　AIを導入しすぎるのはやめてほしいと思います。一番大切な人間性の部分が失われては元も子もないです。人間性の
ある温かい都市を目指してほしいです。

127
　車いすの人がどこへでも行けるように、バリアフリー化をもっと進める。たまにエレベーターのない階段があるとき
もあるので。

128 　世代に関係なく優しい社会、スマートのなかにも穏やかさがある社会にしてほしいです。

129 　23区だけじゃなく、多摩にも外国人と気軽に交流できる。

130
　①自然を生かした科学技術の有用。光合成のようにエネルギーを取り出すことはできないのか。
　②インフラの整備、渋滞の解消
　③子どもが外で安心して遊べる環境づくり

131
　過密が進んでいるので交通の便を良くすることで、都外からも楽に通えるようにするべきです。外国人の文化の理解
を進めるべきです。多くの高齢者が（ロボットの力を借りてでも）暮らしやすいように科学技術の進歩が必要、また、
高齢者も仕事がしやすい環境をつくるべきです。

132 　全ての面で東京を誇りに思えたらいいと思います。

133 　多くの文化が存在する、いい意味でいろんな顔をもった東京

134 　もっとコンパクトでクリーンなまち

135
　高齢者が働けるように、60歳・65歳を超えると突然会社から出ていかせる風習をなくすべきです。定年という概念
はそこまで必要ではないと思います。

136
　①国際社会の実現を目標とし、海外の政策で学べる点は参考にできればいいかと思います。
　②ゴミ処理問題について、先延ばしにせず、すみやかに対処すべきと思います。

137
　脱！少子高齢化。少子化対策で、子供ができる人や子育てする人に対して、良い条件を出していてほしいです。
　例：子どもを生む人数が増すにつれて、子供手当の金額が増える、など。

138
　観光都市としての発展を見据え、街に観光案内所を多く置いたり、観光案内員や通訳を多く置くのが良いと思いま
す。外国人は観光をするときに、店などで言語の壁に苦しんでいると感じるため、このように提案します。

11



番号 ご意見・アイデア

139 　都市としても成熟期を迎える頃だと思うので、持続可能な社会を賢い判断でつくっていってほしいです。

140 　どこでもドアを開発してほしいです。

141
　障害があっても、面接で履歴書を突き返されない。「ブラック企業」、「ブラックバイト」そして「ブラック高校」
がない。お金がないせいで勉強ができない子でも大学に行ける。貧困に苦しむ家庭がない、一億総中流

142
　自動翻訳機で世界中の人と交流ができるのは良いが、それだと、外国語を学ぶ重要性が薄れる。翻訳機を本格的に導
入するのであれば、国語にもっと力を入れるべきだと思います。

143
　屋上で何か育てたり、緑のカーテンなどをもっとももっと増やせるような政策がほしい。暑さ対策につながると思い
ます。

144
　自営業の人もすべての職種の人が楽しく働ける、子供にも安心して教育を受けさせられる。そんな社会が良いので
は。

145
　社会保障にお金を回してください。税金がきちんと回るのなら私は増税にも文句はありません。私は、将来、福祉関
係の仕事に就きたいと思っています。そこが安心できる職場になっていることを願います。

146 　東京でも満点の星空を見たいです。

147
　個人的には、国際的な東京が理想の姿です。国際的な意見交換が活発になれば、東京の社会問題も、開裂しやすいの
ではないでしょうか。

148

　今以上に技術が発展していくと我々が生活しやすくなるのは間違いないと思っています。例えば、待機児童、長時間
労働は死語を目指して頂きたいです。ですが、技術が進歩するということは今以上に最新技術を用いた犯罪等が増える
ことを意味するとも思います。もし、技術が進歩して、沢山の不可能が可能になったら、安全面に目を向けて頂きたい
です。

149
　何でも自動にすればいいという訳ではないと思います。翻訳というものは、言語と言語のニュアンスの違いというも
のが最も難しい点であり、それを自動で行うということは不可能であると思います。また、もしできたとしても、それ
では人々が勉強というものをしなくなり、それがいずれは国と国との間にすれ違いを生むと思います。

150
　2020年に開催される東京オリンピックの成功によって更なるグローバル化、国際社会が進展していき、外国人労働
者も増加していき、多人種社会になっていくと思いました。それによって、国々の考えの違いにより、町づくりが以前
よりも難しくなっていくと思いました。

151
　元々は東京だって小笠原などと同じく自然がいっぱいで、木々だらけの土地でしたが、今となっては、コンクリート
ばかりで緑を感じる機会はほとんどありません、今から自然を戻すのは無理かもしれませんが、せめて地球に害のない
東京になってほしいです。

152 　様々なところで工事が続いている。そういった工事が落ち着いて、安定した都市になればいいと思います。

153
　①車が空を飛んでいる。
　②安全な町

154
　「デジタル」に支配されない東京。「原点」を忘れないでほしい。人との交流、優しさや感情、機械は便利だけど冷
たいです。

12



番号 ご意見・アイデア

155
　東京は都民1300万人が支え、そしてそこに来る人口も支えて成り立っています。その人口一人一人が、安心し、活
力をもった日々を送れるようにすることが、持続可能な成長への近道ではないでしょうか。

156

　①医療技術の進歩
　②「週２休制度」や働く時間を制限するなど、働きやすい環境をつくる。
　③犯罪対策が進み、安心・安全な暮らしができるようになる。
　④ロボットの活躍など、他の国から「行きたい！」と思われるようなかっこいい日本(東京）

157
　①急激な変化でなくてよいので、着実に近くて重要な部分から改善してほしい。
　②東京も人種のサラダボウルに。
　③都会の良さも田舎の良さも持ち合わせた新空間

158
　①もっとオープンに都民に情報を発信。都のホームページを進んで見る人は少ないと思うからテレビで照会してはど
　　うでしょうか？
　②人々が関心をもって都の改革に携わり、みんなで良くしていけたらいいと思います。

159

　「ＴＯＫＹＯ］と世界の人々が聞いたら、何か１つ「これだ！」と思い浮かぶような都市になってほしいと漠然と考
えています（例えば、パリといったらファッションの町、ウィーンといったら音楽の都のように）。オリンピックに向
け、ロボット産業や交通網などいろいろな面で進化していくと思いますが、その中で１つ、「これだけは世界に負けな
い」と誇れることを持っていることがあったらうれしいです。

160

　科学技術の進歩などは、人間が作り出し発展させてきた物であるから、多くの人がそれに頼ってしまいなまけるので
はなく、さらに上のステップを目指すよう促進させる必要があります。超高齢化は、ベビーブーム世代が死んでしまう
と、負担はなくなると思います。その事も考え、逆に高齢者への産業が増えすぎないようにするべきです。超高齢化の
大きな原因は、医療の進歩にあります。その事もふまえて、2つの問題を考えていく事が大切です。

161
　東京の将来に向けて３つのプランを軸に多くの政策を提示しているが、これほど多くの政策を実行できるのかと疑問
に思いました。無理して多くのことを行うよりも、少ないものを一つ一つ重点的に行ったほうがいいのではないかと
思った。皆が笑顔でいれる未来(就職難×　待機児童×)。

162
　超高齢社会に対応した(介護環境向上のための法整備が進んでいる、運転免許に関する法整備)少子化対策→もっと子
供を産み、育てやすい社会に。

163
　日本の若者が、若いうちに世界に出て、世界と日本を比較することでよりよい日本をつくりあげていけたらいいと思
う。留学の推進や、外国人学生受け入れの強化など。世界を知ることで、もっと日本の良さなどを知れるし、足りない
所に気付けたりできると思います。英語は大前提として、第２外国語も学べる環境を整えてほしいです。

164
　ＡＩなどロボットを発達させて活用することも大事だとは思いますが、私は個人的に機械よりも人間の温かみが感じ
られる社会になって欲しいです。レジなど、機械にすればコストも削減され便利だとは思いますが、人間が生きる社会
なのだから、人間同士が関わりを持つことが大事だと思います。

165 　若者のための東京を。それでいて、老人と共存していける東京を。助け合いを大切にできる東京を期待します。

166 　もっとロボットなどの技術を高めて、人の生活に関われるようにしたい。

167
　国に頼りすぎなくても安定した給料で生活できるようにしていきたい。奨学金をもらうと同時に、成果があれば免除
もしてほしい。

168
　世界に向けて誇れる安全性と都民にも外国人にも安心して暮らせる街になってほしい。外国人と交流できる機会を生
かせる東京

169 　もっと緑化をして自然を見る余裕がもっとほしい。必要最低限の生活が出来ていれば良いです。
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番号 ご意見・アイデア

170 　老後も自分のかせいだ金で過ごす。

171 　仲良くできる都市(自然と人と)

172 　住人だけでなく、観光客（主に海外からの）も快適に過ごせるような都市になってほしい。

173 　自分達の食料は自分達でまかなうTokyo

174

　緑化の話になってしまうのですが、日本の持つ庭園技法を利用した緑化が出来ないかと考えました。都市部で限られ
たスペースの活用法が問われる中、限られた空間で独自に発展してきた造園、庭園技法は十分に活用できるのではない
のでしょうか。例えば植栽などです。手前は低く、奥は高く施された植栽は、遠近法により、空間を広く見せる効果と
非日常感を出すことができます。

175
　①レガシーが負のレガシーにならない事を望みます。→前のいろいろなオリンピックにならないよう。
　②どういった要因による変化なのだろうか。→（時代の変化なのか行政による変化なのか）

176
　①外国人観光客が行きたい所へ行けるように交通システムの整備を進めてほしい。
　②過労死という言葉をなくしてほしい。
　③待機児童をゼロにし、子育てのしやすい環境にしてほしい。

177 　電車の混雑をもっと減らすべきです。

178 　オリンピックのための施設は2020年の後どうするのか、ちゃんと考えて発表する。

179 自分が成人するころには長時間労働の問題はなくなっていてほしいです。

180
　何かに脅えたり、怖がったり、不安がったり、人の目が気になるような社会でなくなってほしい。今はすごく人が人
に対して敏感で、生きずらい気がします。子供を産むことに対する不安、結婚に対する不安がなくなるように保障制度
やサポートがほしい。期待してます！

181 　ロボットと共存しながらも自然を守っている。

182
　どこにいても安心できるような素敵な都市になっていてほしい。きっともっと便利で豊かな世の中になっているだろ
うから、今の良いところはそのまま引き継いで、悪いところは改善していけたらいいなと思いました。

183
　人工知能が人間に代わって色々な役割を担う時代になると思います。それに対し、ＡＩができないような、人間なら
ではの職業が重視されるようになるので、そういった場で活躍したいです。

184 　こうなっていることを願います。

185
　優秀なロボットが開発されて、多くの職業がロボットによってこなされているかもしれないが、それは良くないと思
います。機械類がよりコンパクトになっていけば便利で良いと思います。

14



番号 ご意見・アイデア

186
　東京オリンピックを機会に、もっとグローバルな都市にして、それを維持してほしいです。なんでもロボットに頼る
のは良くないと思います。人間が活躍できる社会にすべきだと思います。ロボットによって私たちの職がなくなるのが
怖いです。

187 　全ての上で男女平等

188

　①犯罪件数が今の半分に減少
　②世界で認められる都市
　③待機児童を無くして、もっと女性が働きやすい環境を作る。
　④多様性を受け入れることで、色んな人が一緒に働き、良い刺激を与えられる社会にする。

189 　文句を言う人がいなくなる。

190 　セーフシティとダイバーシティとスマートシティで新しい東京を作る。

191
　外国人旅行者が訪れてもテロが起きない町。もしテロが起きてもたくさんの命が奪われることのない町。町をより良
くするのは大切ですが、まず最初は悪くしないことが大切だと思います。

192

　①未来的な要素（ロボットなどが発達）と和（昔からある伝統文化を前面に）が究極に織り交ぜられているはず。
　②選挙の投票率が上がってほしい。
　③世界を見るグローバル化が進んでいる今に対して、2030くらいには、日本を見つめる時代になってほしい。
　　Ex）差別（沖縄など）、戦争と憲法について。

193 　店も施設も全て自動化されている。

194
　①やる気のある東京（enthusiastic）
　②アクティブな東京
　③口先だけの東京にしない。

195 　海外から来た人でも、ずっと日本に住んでた人でも困ることないように生活できる場所になってほしいです。

196 　ブラック企業がなくなってるといいなと思います。

197

　個人的には今よりそんなに発展していないでほしいです。私が時代についていけないのでね。そういうご老人も多く
なると思います。若者だけが先取りして老人はおいてけぼりなんて嫌です。
　現にスマホなどが普及したため家族との会話が減ってるご家庭も少なくないじゃないですか。陰湿ないじめも多くな
りましたし。今の良いところはそのままで、悪いところを修繕されていたらいいなあと思います。

198 　実現するために応援しています！

199
　自動翻訳機も良いですが、自ら親しみを持って言語に触れられるような環境を作るべきです。
　日本は英語がダメ→大学入試のための英語では外国人とのコミュニケーションは図りにくい、日常的に使えるものを
学ばせるべきです。

200
　失われた自然を取り戻す。資源の枯渇についての憂慮がいらない。無限のエネルギー源を活用。コンピュータが管理
する安全なまち

15



番号 ご意見・アイデア

201
　理想は、日本人だけでなく、外国人にとっても住みやすまちで、地震などの災害にも負けず、安心して暮らせるま
ち。テクノロジーが今よりももっと開発されて、よりもっと便利なものが発明されて、地球温暖化対策が今よりもっと
厳しくなっている。

202
　空気がきれいで、“腐ったみかん”と同じ理論で、シンガポールのように、厳しく取り締まってもいいかもしれませ
ん。少しの甘えがあるから、人は逃げてゆるくなって腐っていってしまうのだと思います。

203 　これ実現できるのかな…？

204

　①電車、交通の待機（乗り継ぎ）時間ゼロ
　②安全な、インターネット販売によるデリバリー
　③塾など、経済に左右されがちな学習要素の差を埋められる都主導の学習プラン
　④周りに、余暇を楽しめる施設がある（新宿などに行かなくても）。
　⑤若者が政治に興味のある都市

205
　2019年ラグビーW杯、2020年東京オリンピックという２つの大きなイベントを成功させる。その上で、その大会
の為に新しくつくられたもの、整備されたものをしっかり使って、活気のある都市をつくる。人が集まる都市

206 　何でも自動になることで仕事を奪われる人もいると思います。

207
　超高齢化が進んでいく中でどう対策をするか。どう手当てをするのでしょうか。定年が60→死ぬのは80強。この20
年間は生産性が０。少子化も進んでいて、この人たちを養っていくのは無理です。

208

　現実的ではないかもしれませんが、人がもっと心にゆとりをもって生きて行けるように、なればいいなと思います。
今朝も電車が大幅に遅延していましたが、あちこちで舌打ちが聞こえたり、押しあったり、申し訳なさそうに電話をか
けていたり…。大人になってきて思うことは、“皆、窮屈そうだな”ということです。私が働いている頃に、自分があ
んな風になってしまうのは悲しいです。

209
　外国との言葉の壁は技術の進捗によって取り払えるかもしれませんが、文化の壁を超えるには一人ひとりの理解が必
要だと思います。小さい頃から外国文化の理解に重点を置いた教育がなされるべきです。誰もが外国に対して寛容であ
るまちが、私の理想の東京です。

210
　満員電車０→混雑による遅延なし、痴漢なし、ストレスなし→仕事・勉強に集中でき、かつ心にゆとりが生まれて周
りにも気を配れる雰囲気

211
　持続可能な東京であるべきです。多様性→情報の多さ、多彩さ、正確さ、新鮮さ、これらを司どる日本の中心になっ
てほしいです。

212
　自動運転車が普及するなら、電車はどうなるのでしょうか。高齢ドライバーは今問題となっています。2020東京オ
リンピックで使うために作ったものが、変わらずに利用され続ける東京であってほしいです。

213
　朝・夕のラッシュがなくなっている。子どもの多い東京、女性が安心して子育てできる都市、合理的な判断（合理的
な政策を実施）ができる行政機関のある都市。

214

　科学技術を存分に生かした社会…セーフシティ、ダイバーシティ、スマートシティ全部に利用できる。けど！やっぱ
り人工知能が発展しすぎて逆に問題になるようなことにはなってほしくないので、あくまでも人間がコントロールでき
る範囲内で。
　それよりまずは、高齢化とか、障害者・女性の立場、育児、地震とかの今すぐ対応すべき問題を、むしろ生かしてし
まうようなシステム、技術を考えられるのではないでしょうか。

215

　科学技術が進歩することによって、確かに便利になるところは増えると思った（介護犬etc）。だが、それによって、
トラックの運転手が必要なくなる、人工知能によって、人間味のない社会になってしまう、という東京にはなってほし
くないと思います。
　超高齢社会はもはや避けられないことなので、労働力人口を確保するために、女性も働きやすい社会を。ライフワー
クバランスは本当に重要だと思いました。
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216
　あんまり現実的じゃないと思うんですけど、いつも思うのが、電車に乗った瞬間に頭の中を呼んで、降りる駅順に並
べてくれる装置とかないかなって思っています。そしたら「降ります！！」っていってドア付近の人みんな１回降りて
また乗ってって時間かかるので遅延とか減るんじゃないかなーと思います。

217
　自動運転車など今でも存在しなかった新しい技術を一部の企業が研究していくだけでなく、中小企業なども交えた
「オール日本」として社会に活かしていってもらいたいと思いました。

218
　ロボットなどの科学技術が発展しても、すべてをそれに頼り切りにせず、人間同士のコミュニケーションがもっと多
くなっているといいなと思います。医療が発達して、最期まで笑って暮らせるといいです。

219 　誰でも暮らしやすい社会になることが一番だと思います。

220
　東京だけでなく全国各地を活性できるくらいになってほしい。日本全国が世界に知ってもらえるようにサポートでき
るくらいに成長してほしいです。

221
　セーフシティ、ダイバーシティ、スマートシティをそれぞれが2020年までに実現不可能だとしても継続的にやって
ほしい。それぞれを成長させ続けることで誰ももが過ごしやすい理想の都市になる。

222

　外国の方は日本語にふれあいやすく、日本の方は外国の言語ともっとふれあい言葉のニュアンスの壁をできるたけな
くし、お互いの意見がしっかり伝わるようにしたらもっとよいです。
　外国の方が知らない日本の魅力（特に島根や鳥取に人が少ない）をもっと集めて世界に発信できるようになる。犯罪
やテロが起こらない治安のいい東京

223
　①オリンピックがゴールではなく、その後も接続可能なまちになっていること。
　②就職率の向上

224
　やはり子どもが安心して遊べる環境があってほしい。子どもがやりたいと思えることを存分に出来る環境が充実して
ることを願います。

225
　①外国とさかんに交流できるような東京
　②安全・安心な未来
　③東京としてでなく、日本として外国に知ってもらいたい→東京以外でも魅力はあると伝えたい。

226
　①老若男女、障害者、外国人など全ての人が安心・安全・平和に笑顔で過ごすことができる環境
　②経済状況などを考えず、誰でもやりたいことをすることができる環境
　③無理やりではなく自分の希望で遊びも勉強もできる環境

227 　自動運転の発展だけじゃなく、自転車、バイクにも優しい法整備、交通整備もしてほしいです。

228 　待機児童や長時間労働が死語になっているというのはいいなと思いました。

229  　都民全員が毎日を充実させる→雇用増が、賃金向上、交通の利便性

230

 　科学技術の進歩で障害のある方や高齢者の方を支えることができるのは喜ばしいことですが、特に不自由がないのに
利便ばかりを求めて科学に頼ると、人間一人一人ができることがどんどん減っていってしまいます。さらなる、利便性
を求めて際限なく自動化・機械化するのではなく、人間が自ら行うべきことを見定めて機械化すべき分野とすべきでな
い分野を定めるべきだと思います。自分が機械化の恩恵をあずかっている一方で、機械化の勢いに恐怖すら感じること
があります。

231
　海外ではレンタル自転車が実際に多様されている国もありますが、そのようなシステムが東京にも組み込まれれば、
日常だけでなく外国人旅行者も利用しやすいと思います。日本でも少し見かけるようになりましたが、より大きな範囲
での利用が可能になると便利になると思います。
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232
　「中央リニア新幹線計画」、「東横線、相鉄線、ＪＲ線乗入れ計画」等を基にした、更なる移動手段の強化に期待し
たいです。

233
　労働者がもっと楽に（生活とのバランスがとれた状態で）働けるような環境づくり、男性でももっと育児休暇がとれ
るようにする、残業手当、残業時間削減など。

234 　働きやすい、教育の質の向上

235
　自動運転などは、国（法律）と連携を踏まえた上で考えてほしい。全てにおいて、東京だけが先走りのようになるの
は避けるべきかと思います。

236
　医療の発展で、お年寄りでも元気で働ける。ロボットの登場で、つらい肉体労働をしなくて済む。たくさん芸術に触
れ合える場が増え、演奏会や絵画展に行きやすくなる。年の離れた人と交流する機会が増える。

237
　保育士が自分にとても適している、とか、こんな仕事がしたいと思っていても、その職では、時間、金銭の都合上、
1人で暮らせなかったり、子供を育てていけないといった職がとてもあるようなので、労働にみあった給料、人間らし
い生活のできる時間など、労働時間、給料の設定の見直しを行ってほしいです。

238
【住んでいて楽しくなる所】
　①休暇中も楽しめる場所（リゾートや商業施設等）が充実している。
　②昔ながらの景観も保ちながら、新しさが生み出させる街

239 　機械とともに、それぞれにしか無いメリットを生かして働ける場所が生まれていってくれたらと思っています。

240
　人以外の動物、植物もいきいきとした都市。美しく共存し合っている都市がいいです。クリエイター、芸術家などが
町で、もっとよく活動できる都市。（海外では駅の壁に絵がかかってあったりします。）

241
　AIの発達や自動翻訳機などで、グローバルな社会で生活する上で交流や仕事を互いの言語を知らなくてもできるよう
にしてほしいです。

242
　機械が発達し、交通も自動運転などによって、交通事故が起こらないまち、働き方も、もっとフリーにあってもいい
と思います。ただ、人間らしさは忘れず、機械に頼りすぎず、発想力、思考力、豊かな感情はこれからも育んでいくべ
きだと思います。医療技術の進歩で健康にみんなが過ごせるまちを目指すと良いと思います。

243 　私たちが65歳になったとき（退職したとき）に年金がもらえる。

244
　東京は、日本の主要機関があまにも集中しているように思われます。今、首都直下地震が懸念されていますが、現段
階でこの地震が起これば東京は一定期間、機能を停止することになります。だからこそ、他県にも日本の機関を設置
し、集中させないことが、本当の意味で災害に強い東京となるのではないでしょうか。
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