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東京が素敵なまちになると良いと思います。皆さん、頑張ってください。応援してます。 

セーフティーネットの整備 

明るい未来の検討をお願いします。 

未来の東京は緑の緑化を推進し、ダイバーシティに積極的に取り入れて東京オリンピック・パラリンピックの成功になる

よう、努力をすべきである。 

強者と弱者に二極化した社会ではなく、一人ひとりの特性にあわせて活躍でき、笑顔で暮らせる社会であって欲し

い。 

先端技術なども活用して医療が飛躍的に進歩し、死因の一位である癌と生活習慣病（糖尿病など）が根絶され

安心して健康に暮らせる社会を実現して欲しい。 

世界から憧れられる東京にしたい。暮らし、経済、安全など、すべてにおいて世界のトップ水準をキープ。 

東京都の情報だけでなく、全国あらゆる場所の情報も集まってきて、全国の情報の発信側と終着点になれる、首都

らしい首都になってほしいです 

東京の F1や GTナイトレース、ロードバイクの専用レーン、皇居お掘りの手前にプール 

受動喫煙がゼロの、タバコの煙に煩わされない東京・日本 

【地上は建物・緑のみ、地下はインフラ・交通】 

・水道・電気・ガスインフラが高度にネットワーク化。インフラ整備コストが大幅に削減されると同時に、地下空間が最

適化・有効活用化 

・MaaS・シェアリングエコノミーが浸透し交通量が減少  

・自動車が通行できる道路は全て地下道のみとなり、地上は人々が自由に歩きまわれる遊歩道、緑地に 

【区市町村ごとのイメージ・シンボルが明確】 

・非連続的かつコンパクトな都市構造になっており、区市町村ごとに大きく景観が変化する歩いていてワクワクする街

並みとなっている。 

【いつでも・どこでもアーバンスポーツ】 

・ボルダリングや BMXなど個人が気軽に行える施設が複数整備  

・スポーツ設備の大半は民営化されてお、特色のある設備が提供        

【全ての人がプロシューマーとなった高度な共有型社会】  

・人々の生活へのモチベーションが、金銭の所有から組織・コミュニティへの所属へと移行 

・金銭を介さずに相互協力を行う事業や取引が、都市全体で実現 

・様々な価値観を有した人々の意見や知識がオープンになっており、イノベーション・有力なベンチャー企業を生み・

育む環境が醸成 

公約の実現を望みます。 

ボランティア＝無料でやらせてあげると言う考え方がなくなります様に願っております 

誰もが生きていて良かったと思える社会になるように、税金を子どものために思い切って投資してほしい。 

誰もが自分のやりたいことにチャレンジでき、そのリスクを東京都が保証してくれる。 

街のあちこちの空き地で、様々な年代が様々なスポーツ(＆遊戯)に興じる。コミュニティ、居場所、自己実現。高齢

者や元選手が子どもらを見守り、時には教え、時には教わる。その空き地は、ある時はイベント会場に、ある時は避

難場所となる。天然芝生ならなお良し。維持管理は、AI搭載のロボットか。 

都民意見大募集 自由意見一覧 
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東京につながりを！通勤電車の殺伐とした空気。我先にと急ぐ現代人。街で倒れていても誰も助けようとしない

人々。でも、みんな楽しく、助け合って活き活きと生きていきたいと思っています。もっと気楽に話せる、集まれる空間

を作りませんか？ふらっと寄れて、お茶や水を飲んだり、持参したお弁当を食べれたり。みんなが集える町の憩いの

場。解放スペースを作ってもらい、それ NPOなどが管理してイベント（婚活、健康相談などなど。。。）。どうです

か？  "集いの場 TOKYO"皆が集って語らい、幸せに！ 

欧州や米国や東南アジアの各国都市と東京を比べ、未来の東京のあるべき姿を考えると、今後も海外から見て魅

力ある東京であり続けるには、都市の発展の中に日本らしさが主張されるべきである。 東京の高層ビル群と夜間の

光は世界でも有数なので近代的な光を整備しつつ、一方、例えば花火や提灯、篝火、灯篭など日本伝統の光を

メインとしたエンターテイメントを確立してはどうかと思う。 特に花火大会は東京各地で開催されるので、もっと海外

向けにアピールしても良いと思うが、現状多くの人が安全に見れる場所が確保される花火大会は少ないので、東京

湾花火大会をより多くの人に安全に見てもらえるよう整備し復活してはどうか。夏ではなく、各国のカウントダウンイベ

ントと同様元旦に開催し、海外からのカウントダウンイベント客を狙っても良いかもしれない。 日本の伝統を活かしつ

つ発展する将来の東京をこれからも楽しみにしたい。 

東京は世界の都市と比べて、歴史的建造物が極端に少ないです。それは国際観光都市にとって大きなマイナスで

す。そこで、江戸城天守の再建と鹿鳴館の復元を提案します。特に鹿鳴館は明治外交に関する非常に歴史的な

意味がある建物で、戦前まで残っていたので、かなり忠実に復元できます。昼は歴史資料館として、夜はレエセプショ

ンや披露宴など民間活用もでき、建設費の回収も可能です。場所は少し本来の位置からはずれますが、日比谷公

園が適当でしょう。必ず東京の新名所になるはずです。是非ご検討ください！ 

原発に頼らないゼロエミッション 

若者が子供を産みたいと思える都市になって、子供の声がいつも聞こえる東京になればいいな。 

脱プラスチックを世界に先駆けて大胆に実践する都市東京にしてほしい。大雨の降るたびに大量のゴミとなるプラスチ

ック傘。日本は世界一の消費国と言われている。コンビニ等で消費されるカップ類、飲食店のストロー、さらに放たれ

るビニール風船、人間が安易に使い捨てるプラスチックゴミで空の鳥、海の生物達が、飲み込む。アザラシの赤ちゃ

ん、鳥の巣の中に餌と間違えて運んでしまった餌でヒナが死ぬ。人間は地球の自然に対してもう少し謙虚にならなく

てはいけないと思う。年々酷くなる猛暑もこの付けではないかと思う。日本に来る人には日本は日本は便利でなんで

も売っていて、何でも簡単にゴミにする国と思われたくない。環境先進都市東京になってほしい。最後にこの記入欄

がとても書きづらい。狭い、見直しができない、確認ボタンが見つかりません。見直しも出来ないのでひどい文章になっ

ているかと思いますが、意見を伝える機会を下さり有難うございました。 

世界一安全な都市として、世界に誇れる東京になってほしい。 

道路の無電柱化事業に一言 東京都の地理的な形が東西に長いのと、道路を放射状に優先整備してきたのが

原因で、南北を円滑に繋ぐ道路が大変お粗末なのが現状。特に生活道路が然り。至近な例で言うと、鎌倉街道と

荒玉水道道路（甲州街道?青梅街道）。道路の両サイドに電柱が２０～３０メートルおきに林立。そのため、

非効率かつ危険この上歩道のある幹線道路の無電柱化の効果は美観目的？。どちらを優先すべきかを問う。 

東京が世界で有数の安全かつ文化に富んだ都市であることに異存はありませんが、過密性、人にやさしい環境、イ

ンフラ、モラル感に富んだ人心という意味では本質的に大きな変化や改革が必要だと感じます。 

高層ビルで空へのびるのではなく地上を豊かな緑など延びる東京であってほしいと思います。 
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東京湾や小笠原諸島の海底資源を発掘する事で豊富な財源を確保する。無電柱化、川の沿岸でのコンサートの

開催、伊豆七島と小笠原諸島での水上祭りの開催、空き家の活用を行い幼児と高齢者や海外諸国の方々との

交流の場を増やす、都民と都知事が目安箱で繋がる、10月 1日の都民の日には、都民全員参加のイベントを企

画するなどなど 

環境に優しい生活に潤いのある東京を目指してほしい。 

人生のどこかでつまづいても再生できるシステムがある場所。誰もがいずれは死ぬ。東京都公務員は初任者研修で

介護施設と保育施設に行って働き自分の人生について考える機会を設けると良いと思う。 

生産性で人を判別したり、表現の自由や人権が萎縮している時代になってきたので問題を再認識したい 

道州制導入のために模擬議会を開催し、明治維新の廃藩置県から再度改革を実施する東京維新を目指す。 

デジタルディスプレイがあちこちにあって、スマホと連動して地図やいろいろな情報が得られる。ひと昔前の電話ボックス

のイメージ。 

年数をかけてでも下水道を分流式にするべきです。海が大腸菌だらけで泳げずスポーツすらできないのは恥ずかしい

です。 

また白熱電球を LED電球に無料交換できる施策はよいと思います。 

華々しい施策は、もう結構。成果の検証が難しい為、放置されている地味だけれども生活に密着した、本当に都民

が困っていることの解決に力とお金を注いで欲しいです。一時の祭りより、健康で平凡な日常がどれだけ大切か、どれ

だけ苦しめば気がつくのか。 

東京が発展してこそ地方との共存共栄が構築できる、という発想から脱却しなければ地方との真の連携・共存共栄

は成し得ないと思います。課題 35 で「関係人口」の創出という新たな考え方も含め、とありますが、東京都は本気

になって議論するつもりですか。地方にとって関係人口の創出とは、移住・定住を前提にしたものです。この点を共有

しなければ取り組みにすれ違いが生じるだけです。既に地方は、国の支援なども受け、体験ツアーなど実施していま

すので、それと同様の取組をしても地方のニーズに応えたとはいいがたいと思います。もっと具体的にマッチングさせた

り、事業費を提供したりすることのほうが一歩進んだ取り組みになると思います。リンカーンは言っています。「人間は、 

たとえ相手が自分の一番関心のある目標に 導いてくれる指導者であっても、 自分の気持ちを理解してくれない者

には、 ついて行かない。」と。 

認知症の高齢者と統合失調症の若者が交流することでお互いに刺激が生まれて良い結果が生じるのでは？と思い

ます。 精神障害者の方を介護人材として活用できないか？と思います。 

地方と協力した一極集中でなくなる事・世界の雇用、労働環境と同レベルで生活しやすくなる事・政治参加が活発

になる事・伝統を守るために積極的にセールスが出来生産者が儲かる街に・学校教育が楽しくなるように 

・都民無料バス券が６０歳から使用できるようになり、健康に動き回ることによりお金が循環する。・お金の知識を

授業に取り入れることにより、国民の資産運用率が上がり、政府に頼らない自分の生活の確立。・それぞれの地域

の独自性があり、支えあう社会 

2040年はすでに私はいないと思います。未来の東京がどのように変化しいることが見れないことは大変残念なことで

す。せめて非現実的なことではなく当たりまえに平和で都民がいつでも笑顔で溢れている街であってほしいと願いま

す。それには一人一人が充実した人生を送っていることが東京都民全体に波及していることが条件でしょう。 

老若男女が週３回以上スポーツを楽しみ、病気に負けない 健康なプラス思考の人間を育てる日本の先駆けにな

った東京。その見本として東村山市の市民スポーツ現在小学生から８０代まで楽しんでいる、テニスバット （室内

テニスに似たスポーツ）を都民にも 広め将来は日本全国に広めたら良い。 
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自動車の通行を制限し、ウォーカブル・シティとして、健康的に歩きながら観光・買い物のできる街。至る所に図書館

を増設し、小規模ながらも文化講演会やディスカッションする機会に接することのできる街。 

不法入国者を絶滅させて犯罪を減らす 

東京は世界の都市の中でも女性が夜ひとりで外を歩いていても安全だと言われてきました。しかしながら最近の私の

体験の感想は女性にとっては以前より住みにくくなっていると感じられます。治安は絶対の都市にまたもどってもらいた

いと思います。そのためには現在無料の施設、図書館などは少額でも有料にし、男性職員を必ず、配置するとか、

対策を練っていただきたいと思います。私は市営のプールを利用していますが有料で監視員も男性が多く一度も嫌

な思いをしたことはありません。またスポーツには優秀な選手に報奨金などを出したり、またマスコミや地方自治体も賛

美をあらわすのに比べて、日本人が苦手と言われている英語などの外国語が堪能で社会でも役立っている人たちに

対する助成や尊敬の念をあらわすメディアが少ないように感じますので未来の東京ではぜひ報奨金などを用意してい

ただきたいと思います。これは絵、ダンスなどにもあてはまり、私は絵やダンスをやっていますが絵の具やレッスン代など

補助していただければ大変ありがたいです。スポーツだけでなく文科系の分野、および芸術の分野でも経済的に安

定した東京を期待します。 

強者がより強くなっていく社会ではなく、富が適切に再配分され、人権はもとより、すべての生命が尊重されている都

市。また、東京だけが生き残るのではなく、地方都市とともに、歩んでいける都市を志向すべき。多摩産材を多用し

た建物やオノンピックメダルで実現できたような、本当の意味での循環型社会を実現し、プラスチックごみ問題をはじ

めとする環境負荷を可能な限り低減できる都市。 

格差がなく、日本人らしさを失わず生き生きと暮らせる東京 

玉川上水の流れる小平に住む一員として、8月10日、23日の新聞記事、「水の都構想」と、「20年大会を契機

に玉川上水の流れを復活させ、東京のシンボルであるお濠の水質を改善できれば素晴らしい遺産になる」との都知

事の言に大いに注目いたします。私は次のように考えています。（1）水の都・水循環都市東京の再生に取り組む

べきは今です。（2）2020東京五輪のレガシーにすべきは、「連続した水と緑と風の道」玉川上水・分水網です。

（3）玉川上水に多摩川の河川水を自然流下で流し、緊急水利の水源に活用すべきです。合わせて外濠に河

川水を流すことは、アオコ対策にもなり、ヒートアイランド対策にもなると考えます。（とりいそぎ 3点） 

東京を歩いて思うことは、建物は近代的になったが、他国の大都市と比べて水と緑が少ないので息苦しい気がす

る。また街や地下鉄などのいろんなところでストリートミュージシャンのような表現をする人がいてもいい気がする。歩い

ていても潤いを感じる。ﾓﾉや金だけでなく文化的な表現の自由ができる空間のほうが外国人が旅行に来ても一息付

けて楽しいと思う。カジノはやめてほしい。この書く欄はもっと大きいほうがいい。お役所的な姑息な感じがする。 

舞台とアプリこの二つを合わせてみたい 

高齢化が進んで、交通の便が良くなる為、有楽町線新線やエイトライナーやメトロセブン等の鉄道路線を作ったり、

延ばして、人身や踏切事故を無くす為、線路の高架化や地下化、ホームドアの取り付けを宜しく御願いします。後、

東京メトロと都営地下鉄の統合の件も検討をお願いします。 



 

 

5 

 

大きな災害や事故に対してのみならず、日常の生活に直結するささやかな防災・防犯などの安全対策を地道に行っ

てほしい。 

☆ガードレール・街路樹による自動車事故から歩行者を守る 

☆駅ホームの転落防止柵 

☆子供の命を守るべく児童相談所と警察・行政窓口の連携 

☆消防車も入れないような住宅密集地解消や水没危険地域から多摩地区への積極的住み替え応援施策 

☆空き家問題解消と若者層の住宅取得マッチング 

☆外国人や地方からの若年人口層を受け入れ、活用し、都内の活力にする 

☆日本語ができない子供への教育と偏見によるいじめ撲滅 

☆議員や企業・公務員の女性就労者への上級職就任を積極支援する 

☆通勤飽和状態を緩和するためにも中央の区部に集中する行政や企業の分散化を図る 

オリンピックは大反対。でもいまさら中止にならないのは本当に悔しい。 

オリンピックなどに使う予算はもっと違うものに使う道はあるはず。 

「東京」といっても、過疎化する地域と人が密集する地域のバランスが取れていない。 

外国人や観光客はもういらない。 

住民ファーストの都政を望むとともに、高齢者が住みやすい町づくりに取り組んでもらいたい。 

「高齢者」は明日の我が身という認識を若者にも持ってほしい。 

生まれも育ちも東京です。区部で生まれ育ちましたが、建物が増え人口が増える一方で、緑がどんどん少なくなり、

現在住んでいる多摩地区から実家に戻ると、空気がどんよりとして不快な感じがするようになりました。多摩地区も、

どんどん宅地開発で緑が減っており、車の交通量も多いため、空気も以前に比べて悪くなっているように感じていま

す。人が集まる都市だからこそ、二酸化炭素を吸収して空気をきれいにしてくれる緑を増やして、健康で住みやすい

街にしてくれることを願っています。緑を増やすことで猛暑や災害にも効果があると思います。 

東京が世界一の都市となる事を目指し、人々が活き活きと生活している景色を、大人になった子供に見せたいで

す。 

寛容で成熟した社会となって欲しい。 

自己責任という考えが無くなり、思いやりにあふれた東京。 

環境負荷を最小限となり、持続可能な東京。 

全てにおいて公正な東京。 

他の経済的大国と同様、完全な男女平等を確立しジェンダーフリーが当たり前の社会を築き、全ての人々の人権

が尊重され、誰もが幸せに暮らせる、セクハラやパワハラのない本当の意味での平和な社会を構築する必要があると

思います。それは、未来の課題ではなく今現在の課題だと思います。そんな社会を実現するためには、男女差別、セ

クハラ、パワハラ行為を厳しく取り締まり、罰を行使する必要があります。政界や企業内でそのような行為が発覚した

ら、それを擁護したり隠蔽するのではなく、違反者を即解雇し罪を償わせる必要があります。 

男女格差をなくし真の平等を実現するためには、弱者の声を社会に反映する必要があります。そのためにすぐにでも

管理職や議員の女性の割合を 50％に増やすことです。 

東京がどの都市よりも率先して他の都市の見本となれる社会を築いていくことを強く希望します。 
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だれもが安心して子供が育てられるよう、保育園の整備だけでなく、女性が出産後も職場に復帰しやすい環境があ

らゆる職業で実現されるよう、企業を支援する制度が充実している東京が実現されてほしいです。 

かつ、日本を代表する世界都市として国際的な都市間競争を戦いながら、日本の中心都市として全国の発展を

支える役割を担う都市であり続けてほしいです。 

お先真っ暗な東京。 

議員、都区職員ファースト。 

どんだけ無駄遣いすれば気がすむのか。 

受動喫煙、喫煙所撤去。 

地方税を馬鹿にするな。 

偽善。 

未来なんてない。 

高齢化に向かう人口構成最先端として、労働力の観点からも、AI と人智を融合を試みる実験場となる社会にした

い。 

定年廃止。正規と非正規の社会保障費の平準化。行政機関のミッションの見える化。 

短時間労働者も社会保険適用。 

地方税制の独立性の確保。外国籍の居住者を定住化させないための税法の改正。住民税は前年の所得に基づ

き課税なので、一年働き居なくなると住民税の取りこぼしが多いから、外国籍の居住者の住民税は前払いで貰う。

何故なら社会保障費の費用は地方税からの拠出が多い。 

単に世界の都市ランキングで上位を目指すということだけでなく、世界の中における東京という都市の存在意義を考

え、その役割をより高いレベルで果たすためには、という観点で長期戦略の焦点を絞るべきである。具体的には、世

界に類のない唯一無二の歴史的・文化的蓄積、安全で安心できる都市インフラや自然環境、航空路で欧米とＡ

ＰＡＣの中間に位置する地政学的特性、様々な人種や民族、宗教等を自然に受け入れられる包容力、等を活

かしながら、より多くの人々がその特徴、優位性を享受でき、世界中の人々に自己実現の場として選んでもらえるよ

うな多様でかつ普遍的な魅力のある都市をめざしたい。特に、現在の東京に欠けている、「エンターテインメント機能

の充実」、「ナイトエコノミーの推進」、「水と緑や公共空間の活用」、「多言語対応等外国人滞在者のＱＯＬ向

上」、そしてそれらをつなぎ、ネットワーク化する「ウォーカビリティ」をメインテーマとして、法制度の改革も含め徹底的に

かつスピード感を持って取り組む必要があると考える。 

現在の高齢者ばかりを優遇する世の中ではなく、子供が希望を持って生きていける東京となれば良いと思います。 

AI とヒトの融合。 

AI にヒトが入ったり、ヒトに AI が入っている。 

地球温暖化対策を《日本ならでは》の技術を用いて、TOKYO が全世界の見本になっている。 

それくらい住みよい街になっていると嬉しいです。 

少子化対策。 

子育て環境のハード、ソフト両面からの充実。 

差別がなく、暮らすのが楽しい住みやすい街にしてください。 

収入格差の是正 

世界一快適で、すべてのものがある都市 

徹底したデジタル化がすすんだ都市。 
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自然災害等が起きた際には罪悪感等なく自ずとテレワークをしたり休暇をとったりすることができるような働き方が進

むといいと思う。先日の台風 15号の際も、まだ電車復旧めどが立っていない段階から改札前には会社員の長蛇の

列ができており非常に残念に感じた。日本にはいつまでも「はいつくばってでも出社する文化」が残っていると思う。 

電信柱の撤廃は急務だと考えています。 

今回の台風でも電信柱があったことで災害が拡大してしまっているところもあると聞きます。 

都民が費用負担してでも行う課題と考えています。 

「Society 5.0」の実現による世界一のデジタル都市であると共に、日本の伝統や特有の文化を世界に発信する都

市であって欲しい。 

緑と自然が多く、高齢者に優しい街になることを切に願います。 

・例えば自販機をみても種類はあれど、外国人には中身がわからないと思います。物の充実の前にソフト面のフォロ

ーがもう少し必要に思います。 

・東京都フリー切符１枚（例えば1日1500円）で都内の会社路線が関係なく乗れるタッチ式の乗車券があれば

良いと思う 

日本だけでなくアジア、世界の中心都市として、日本の誇りである技術や文化、エンターテイメントで最先端の情報

発信都市となり、活力ある街としたい。 

小池知事は電線電柱地中化に積極的スタンスで、これを大いに支持します。これは阪神大震災時に、倒れた電柱

が道路をふさぎ、消防車救急車等の緊急車両の活動を著しく妨げた事が動機と聞いています。まもなく来る首都直

下型地震に備え精力的に推進される事を期待します。さらに電線電柱地中化は大地震の時のみでなく、今般の

台風１５号の直撃を受けた千葉県の各市は三日以上予期せぬ停電を引き起こし復旧が遅れている大きな原因

が数多くの市街地電柱の倒壊に由るものとなった。パリ、ロンドンは戦前から１００％地中化を完了しあの韓国の

首都ソウルでさえ５０％の地中化を済ませている。より文明国先進国を自認している我が首都東京はわずか７％

の地中化率という恥ずかしい実態。国も自治体も電力会社も共同責任は無責任丸出しの実体見せている。小池

知事の牽引力に大いに期待してやみません。 

東京の街はゴミとかプラスチックのゴミが多すぎる。ゴミを減らすには事業者の責任を持って、ゴミ箱を増やすのではな

く、環境の考えてリュースできるような仕組みを作り、プラスチックゴミが減らすになると思います。 

東京のゴミはあちこちに汚くて、東京オリンピック・パラリンピックを迎えない。 

環境問題を関心になるよう、広報やメールマガジンの活用、イベントの工夫をしてもいいと思います！ 

衣食住のコストが高すぎて、在住や職場環境として豊かさを実感しずらいのが東京です。 

仕事さえ確保出来れば地域で豊かに暮らしたいが、職場同僚の大半意見です。 

世界に誇る産業集積地で発展し続けることと、 

暮らし子育てしやすいようなまちづくりをお願いしたい。 

日本全体が少子高齢化で衰退しては困るので東京はさまざまな機能を積極的に地方分散していって欲しい。 

近年、AI(人口知能）や IoT（ﾓﾉのインターネット）、ロボットといった第４次産業革命がもたらすイノベーションが、

一人一人の生活や社会全体を画期的に変えようとしています。こうしたイノベーションによって経済発展と社会的課

題の解決を両立する未来社会「Society5.0」を実現し、都民一人一人の生活を目に見える形で豊かにしていくこ

とが重要だと思います。「Society5.0」の実現により、「交通・輸送」「医療・介護」「ビジネス」「農業」「防災・減殺」

といった分野での成長が期待されると思います。 

とにかく、安心できる教育 



 

 

8 

 

過去と未来が融合された、映画で見るような未来都市をデザインして欲しい。 

地域と東京の人流、物流、商流がより豊かなカタチの形成。 

特に地域に対しては、関係人口を中心とした交流の拡大に期待。 

区部については数十年前から人口が都市のキャパシティーを超えているのは誰の目にも明らかで、住居費用と交通

渋滞を中心として、デメリットがメリットを超えているような状況が続いています。 

住居については、もっと手軽にファミリー向け（3、4人の所帯を想定）の物件を増やしてほしいです。不動産会社

はただでさえ少ない土地を細切れにして、単身者向けの狭小な物件ばかり開発、販売しています。また、今流行り

の高級タワーマンションは、一般庶民に対する解決にはなりません。一般的なサラリーマンは神奈川、埼玉、千葉に

住まわざるをえません。 

交通渋滞については、通勤のための移動の必要を減らすことが重要だと思います。店舗を構えるビジネスでもない限

り、必ずしも全ての会社員が毎朝通勤する必要は無いはずです。ITの進化により、顧客対応や物理的に物を扱う

仕事以外については、パソコンやスマホで完結します。上司や部下、同僚とのコミュニケーションも十分にネットででき

ます。私は常々、駅に多くの人が殺到している状況はセキュリティー的にかなり危険な状況だと感じています。人が密

集している状況で災害やテロがあったら被害は甚大です。また、毎日、駅構内や電車内で起きている数々の事故や

事件は人が減るだけで解決します。例えば、平日の朝や夕方、駅に入場制限をつけてみてはいかがでしょうか？ 

都民の生活上の問題に対して、国や特別区や民間企業で解決できることには、かなり限られているので、都が主体

となって取り組んでほしいです。都にしかできません。それだけの権限とお金はあると認識しています。 

東京都上空に飛行機が飛ばない静かな街づくりを進めて欲しい。第二羽田空港を作ってもいいのではないでしょう

か。 

羽田空港国際線の充実 

美しいデザインの自転車の駐輪場を増やして欲しい…、違法駐輪を取り締まるだけてはダメです。渋滞の緩和のた

めにも、自転車道路を作るなど、自転車を活用できる環境を整えてください。 

グローバル都市という言葉のイメージは欧米ですが、欧米にこだわることなくアジアと共存した都市になるとよいので

は。 

障害があっても行ける街、入れるお店、どんな障害でも必要のある人には移動支援を付けられるようになって欲しい

です。 

アジアのトレンドや知、それを創出するひとの集積地点になれるとよい。 

人口は減少し今よりもコンパクトになっていることが望ましい。 

リモートワーク等の多様な働き方が推進され、デュアルライフを考える人も多くなってきている昨今。言い換えれば、東

京にいなくても情報は入ってき、仕事もできる環境の国民が増えていくということだと思います。様々な意味で日本の

中心である東京ですが、実際に東京に来ないとわからないこと以外は地方でも情報を得ることができ、もはやその中

心と言えなくなる部分も出てくると想定してます。つまり「東京とは？」を再確認検討する時期にきていると思い、なか

なかアイデアはないのですが、なにかソフト面での強いアピールポイントを東京も持つべきだと思います。「世界一のお

もてなしの街・東京」とか「世界一健康な街・東京」とか「世界一高齢者に優しい街・東京」とか。「東京に来る・居る

意味」はなかなか考えさせられます。地方は地方で町の存続をかける気持ちで頑張ってます。そのハブであり続けられ

る東京を目指したいですね。 
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私の夢 

「マンションの集会所が自由に集える場所として活用され、地域の老若男女の笑い声が聞こえる」 

こんな情景が至るところで見られる、なんと素晴らしいことでしょう！ 

災害時、子育て、高齢者の独り住まい、色んなことが一挙に解決出来そうに思えます。 

私はボランティアスタッフとして、ミニデイサービスの運営を行っています。 

正にマンションの集会所を無料で提供していただき、20名程度の利用者の方（95才 2名を含む）と 7～8名の

ボランティアスタッフとで運営、笑い声が聞こえて楽しい時間を過ごそう、そして、みんなでワイワイお話しをしよう～をコ

ンセプトにしています。 

この活動には区も支援していただいていますが、「高齢者」に限らず「地域の支え合い」に広げていくための仕組み作

りに、東京都が先頭に立って旗を振っていただきたい。 

切にお願いします。 

・気候変動に耐えうる生活環境は、整備されているだろうか。 

・気候変動に伴う農作物の収穫量、また漁獲量や魚の種類はどのように変化しているだろうか。 

・地球温暖化に伴う気象の狂暴化に、都市や住民は対応できるのか。 

・火力発電に頼らないスマートシティは実現できているか。電磁波のない健康的な空間は。 

・人間の、「長幼の序」「夫婦和合」といった秩序は保たれているか。 

【ゴミ問題について】 

私達がゴミと呼んでいる物は私達が住んでいる地球から頂いた貴重な資源でした。もっと地球を大切にし、地球に感

謝しなければと思います。 

ゴミ問題、環境問題を解消するため、まずは東京から、ゴミという名称を変えることを発信したいと思います。 

・道路、橋梁といったインフラ施設の再更新 

・ロボットや自動運転などの人類叡智の最先端が取り入れられて、日常的に使われる社会 

・誰もが起業や転職、学び直しなど新しい取組にチャレンジでき、失敗してもやり直しがきくセーフティネットが充実した

社会 

・一つの会社に定年まで勤め続けるのではなく、社会の変化に合わせて職を変えることが当たり前の社会 

・在宅勤務や、成果型労働が当たり前の社会。 

地域との結びつきができ、東京一極集中型のビジネスから東京をハブに地域・日本が活性化しているといいなと思い

ます。 

具体的には、混雑通勤、渋滞、週 5日 9時 17時勤務、一社のみ勤務、の固定観念がなくなっている。 

リニアや航空移動手段などの発達で移動が楽になり、ネットワークによりリモートワークができ、東京2日、地域2日、

もう一つの地域に 2日など、自分の拠点が増えている。 

地元で暮らしたいのに職がないから東京に来る人がいない。 

東京で働く人も、せかせかせずにゆとりを持って働き、コミュニティに属している。 

コミュニティに属することで都から給与が支給され、1社にしがみつかずとも、やりたいことをやりながら人とおおらかにつ

ながっている。 

そんな東京になってほしいです。 
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時差出勤を推進するため、都庁を始め民間企業に10時始業、11時始業を普及させてほしい。残業を減らすわけ

だから、朝早く出勤させるより、朝ゆっくり出勤させる方が良い。 

あとは、広い意味での若者支援。 

・ホワイトな労働環境の整備（都の権限内となってしまうが、労働行政の強力な活動などにより。） 

・子供を安心して産み、育てられるよう、若者子育て世帯の都民税負担の軽減や支援金の助成、男性育休取得

の推進（都庁から隗より始めよ、男性育休を 1週間や 1 か月取っただけで「育休取りました」と大きな顔をしない。

3 か月、半年、1年取得を当たり前にする。また、キャリアステップ上、それをハンディとしない風潮に。 

・高齢者向けばかりの施策では困る。もちろん、これから高齢者がますます増えるわけだが、その先を見据えれば、若

者支援がより重要だということは自明である。 

・住宅を安くして欲しい 

・戸籍の多様性(夫婦別姓、同性婚、etc..) 

・バリアフリー 

・エスカレーターは下がる方が重要 

 (膝や腰が悪いと階段を登るより下がる方が 

  痛い、辛い) 

・都庁のアプリを作り、都民の意見交換の活性化 

電信柱の地中化。 

企業連携の強化により都立、公立の大学の学費を無料化し、若者の創造力を育成すると共に、その創造力を企

業へ還元するパスを支援することにより東京都の生産性、恒常性、発展性を向上すべき。 

高齢化社会で、車無くても、移動が楽な交通網の整備が必要である。 

従来の発想にとらわれない斬新な発想で東京をますます発展させていく。 

東京にある個々の企業が保有している知識を他の企業とも共有する「オープンイノベーション」 

で事業を発展させていく。 

正規社員として働けなかった人材についても働くことが可能な真の働き方改革。 

満員電車のない東京 

空気が綺麗な東京 

安心して屋外を歩きやすい東京 

東京ファーストではなく各地域と共存している東京 

国内外からの交流人口がストレスなく訪問でき、楽しめる都市。バンコクのようなデザイン性あふれる都市。（東京の

景観はおとなしすぎますし、最新でもありません） 

共生社会に繋がるように、手と手を取り合える社会。 

条例による地方消費税の撤廃又は還元により消費マインドの上昇、景気の底上げが達成された東京 

Society 5.0と５G通信網の発達により、テレワークが進展し通勤電車の概念が消滅。またドローンや自動運転車

両等の物流網の発達により交通渋滞等も解消されたゆとりのある東京 
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・都知事の政治塾や新党作りを禁止する条例 

・都知事・都議に最低 4年間・在任期間中は全選挙の選挙公約・広報・会見動画等の保管と公開を義務付け 

・情報開示請求を 

・電子メールで受け取れるようにすること 

・手数料をクレジットカード・オンラインバンク等で支払えるようにすること 

・政治資金パーティーのチケット購入者は金額の多寡に関わらず全て公開を義務付ける 

多くの空き家がリノベーションされることで、シェアハウスとして活用されるなど都内都下に安くて住みやすい美しい街が

整備される。 

若者の自立と成長を促す施策が社会保障への安心感を育てる。 

年金生活者には金銭だけでない人的互助が充実し交流と責任のある老後を過ごすことができる。 

看護、介護、サポートなどの仕事の重要度と専門性が認められ給与も上がる。多くの人が従事したい仕事となる。 

義務教育から高等教育までの門戸が大きく開かれ、教師の人数も大幅に増えて負担が軽減。学校教育自体の創

造性や個性が認められ横並びの教育システムは見直される。 

単身者、夫婦だけ、家族連れといったどのような生活形態でも、 

不便なく尊重されて過ごせる東京にしてほしい。 

何よりも東京への一極集中がなくなっていることを願います。東京とともに地方の都市も成長、成熟し、地域間の交

流も活発になり、どこに住んでも暮らしやすい日本になってほしいです。 

固定概念から開放され、本当の意味で外を知ること 

大学授業料の年収別の補助の拡充、子供の数におおじて授業料の免除など、大家族の人が自分の子供達全

員、大学に安心して行かせてあげられる様にしてもらいたい。 

小学校からの仕事の紹介、タブレットや PCなどで、子供では、なかなか見えない仕事の紹介を分かりやすく説明(ゲ

ームが好きなら、ゲーム会社プログラミング、販売、商品ＣＭ、営業など、1 つの仕事にはいくつもの部門があり、どの

ような関わりで 1 つののものが出来るかなど)して、小学校から将来のプランなど考えられるようにしてもらいたい。 

金融、株、政治など小学校でもニュースの重要性と自分達の関わりなど、普段は気にしてない世界も興味を持たせ

る授業をしてもらいたい。 

大学の授業料を、所得の低い人や、子供の多い人などに免除や補助の拡充。 

小学生から PCやタブレットなので、職種の専門性の高いものや、1 つの仕事で如何に多くの部署が関っているのか

など、職業別で説明ができるプログラムがあるとよい。 

小学校からの株や政治、投資などの学びなどしてもらいたい。 

様々な世代ごとに未来の東京を考えてもらうための漫画や絵本を出すと良いと思います 

子どもは絵本 

学生は漫画 

大人も漫画 

(内容や作画を分けて) 

宜しくお願い致します 

年齢や国籍、障害の有無などに関係なく、社会参加がしやすく、人々の支えあいの意識が高い都市であってほし

い。そのための制度の整備と、民間レベルの活動に対する支援が充実していくとよい。 
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当方は埼玉県から東京都へ電車で通勤している。満員電車で混雑している状況は、1964年の東京大会から全く

変わっていない。都知事は、満員電車の解消に向けて、様々な施策を講じているが、東京都だけの問題ではなく、

近隣の県や鉄道事業者と協力して解消していかねばならない課題である。大都市特有とも言える公共交通機関

の混雑解消が、未来の東京では解消されていることを強く願う。 

1歳の子供が認可保育園が決まらず都営線で 8駅離れた認可外保育園に毎日通学しております。幼児を連れて

いるので他の方の迷惑にならないように優先席を利用しようとするとラッシュ時間に重ならないように時間を変えて利

用していますがそれでもサラリーマンや若者が優先席に座っていて気を使います。座る席がないのに開けてもらえない

ことも多々あります。優先席以外の席が空いていてもです。家の近くに保育園がないのはしょうがないとはいえ公共交

通機関で保育園に通うことも大変となると子育て世帯は仕事できないのかと思ってしまうほどです。 

札幌の地下鉄のように都営線も優先席ではなく専用席に変えて頂けませんでしょう 

そうすれば認可保育園に通えなくても少し遠くの認可外保育園を利用する選択肢もできて今の保育園問題の助け

になると思います。またシニア世代やヘルプマークをつけた方も安心して働ける東京都になると思います。 

障害者の分離教育をやめる。インクルーシブ教育へ返還する。 

その中で多様性を受け入れる人格を形成し、認め合うダイバーシティ東京をつくる。 

福祉を充実させて税金を使うのではなく、一人一人が社会参画し、自助、自活して生きていく街、国づくりを推進す

る。 

世界に向けた大都市として、「健康」を意識した首都であるべきだと思います。 

今までは経済や軍事など、世界の意識は「外側」に向けられていましたが、今後は「内側」、すなわち人間に向けら

れる事になるのではないでしょうか。 

そのため世界的に、医療・健康・精神と言った人間の内側に関する研究が盛んに行われています。 

世界に誇る大都市「東京」として、最も重視すべきは健康都市ではないでしょうか。 

世界中の方に関心を持ってもらえるように、「東京は世界で一番健康に意識した、人間が住みやすい町」というのを

発信していきたいです。 

現在の東京は、あまり健康を意識しているとは言えません。 

特に、飲酒・喫煙が野放しにされている状態は、世界的に見ても恥じるべき事だと思います。 

特に喫煙状態は先進国とは思えないもので、日本の印象を悪くしてしまう一因ではないでしょうか。 

東京都で条例が制定されることもあり、少しずつ改善はしていますが、まだまだ取り組みは不十分。世界的には劣っ

ている部分が少なくありません。 

喫煙・飲酒のない大都市にして、世界に向けて健康都市「東京」を発信してきたいです。 
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首都東京の明るい未来に向けた具体策 

１．男女の定数（定員）をすべて平等に 

女性活躍社会と言いながら、ジェンダーギャップは世界 110位。女性というだけで、入試差別、就職差別、賃金差

別、昇進差別。女性だけが家事、介護、子育て。「日本では 男女平等 トイレだけ」などと言われないよう、女性

の声を政策に反映させる仕組み、つまり男女の定数を平等にすることが重要（議員定数、大学入学定員など）。 

２．「No Smoking」のおもてなし 

受動喫煙推進といいながら、公園は喫煙所と化し、歩きたばこはなくならず、街中を通行する青少年、妊産婦、高

齢障がい者などは、いつもたばこの煙によるおもてなしを受けている。 

プールを一般レーンとおしっこ可能レーンに分けるのは無意味。同様に施設内を分煙にしても、煙（猛毒）はつねに

漂い続ける。 

つまり、完全禁煙を本気になって推進する必要がある。そのためにはタバコ代を NZ並みに２０００～３０００円

に引き上げるべき。 

東京飛地計画 

地方に東京都の飛地を作る。小さな集落や観光スポットの一部を都が買い上げ東京都の一部とする。税収も都が

行う。 

その飛地の観光開発を都が行い、周辺地域の活性化を促し共創を図る。 

地方の活性化に繋がるだけでなく、都の地方情報ネットワークが強化されると考えます。 

今よりもっと多種多様な生き方をお互いに認め合わなければ生きられない時代になると思っています。今のような不

動産のありかたをリセットしましょう。型にはまらず自由に選択できる住まいや働き方ができる社会にしたい。 

今後労働人口の減少が懸念される中で、AIや IoTの導入支援やテレワークの推進等、企業の生産性・効率性の

向上となる施策を具体化し取り組んでいくことで東京都の経済をより活気付けることができると考えます。 

安全に暮らしながら、誰もが夢を語れる東京になれればいいなと考えています。 

大学入学に伴い東京で 4年間過ごしてきましたが、一部を除くほとんどの街は、効率性・機能性を重視しすぎてお

り、景観美を損なっています。渋谷のような都心でも、足立区のような住宅街でも、歩いて楽しいとは言えません。 

私の理想の東京は、建物の高さ・色に統一感があり、かつ日本らしさと東京らしさを備えていることです。 

さらに、空には電柱がなく開放感が広がり、歩道幅も広くて人に優しく、街路に使われる舗装はアスファルト以外の優

しい素材がいいです。 

加えて、ベンチや広場が至るところにあり、人々の憩いとなる公共空間をさらに増やすことが、未来の東京に、絶対必

要です。 

以上すべてを備えた東京であれば、東京に暮らすあらゆる人がそれぞれの街に誇りを持ち、輝ける街になると思いま

す。 

活気のある都市であり続けてほしいです。 

犯罪、テロなどへの防犯の強化 

女性だからや男性だからがない性別にとらわれない選択ができる社会 

どんな環境の人でも孤立しないコミュニケーションを築ける地域 

子供が将来東京に住み続けたいと希望をもてたら嬉しいなと思います 

いろいろな選択肢があり、相互に価値観を押し付け合わないまちであってほしいと思います。 
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忙しすぎて心を壊す人をたくさん見てきました。お金がなくて子どもを、諦めた人も。心も体も余裕がなさすぎます。もっ

と余裕を持って生活できる世の中になってほしいです。 

満員電車の緩和お願いします。 

次の世代の人達に負の遺産を残すのではなく、希望が持てるような明るい社会になってほしい。 

職業・性別・国籍関係なく、老後も豊かに住める地になって欲しいです。 

東京都の中でも中央に集中していることに危惧しています。 

災害が起きた時だけでなくいつでも昼間に活動できる人がいない地域ができているのが不安です。 

テレワークという旗印は素晴らしいので 

都庁の中身が都内全域に分散したらそれに伴って企業も移転していくのではないでしょうか。 

都庁の中の空いたスペースは立地も良いので都民へのサービスをしながら収入を得る施設として使って税収にも雇

用にもつなげられたらいいですね。 

もっと各区や市町村の垣根を取っ払って協力して東京都全体を活用して格差のない都民生活を送れる都市にして

行ってください。 

異常気象や環境問題、交通事情が改善されている未来。 

ワークライフバランスが整い、子供と過ごす時間を犠牲にしなくても充分な収入を持てて将来に不安のない社会 

医療が充実し在宅でも遠方でも充分な治療が受けれる社会 

未来の東京は、全ての世代の人が暮らしやすい社会になってほしい。具体的には、バリアフリーの充実など。エレベー

ターの数を増やす、段差のない道など小さいことからで良いので人に優しい街づくりに税金を使ってほしい。  

若い人が子供を育てやすく、生活がしやすい場所になっていて欲しいです。 

東京は意外と緑も多く、川の水もキレイになりました。 

あとは空気がキレイになって、世界を驚かせたい。 

20代で仕事をやり始めるけれど、産んでも続けられるよう。会社に保育園付きがあたりまえ、個人経営はベビーシッ

ターがつくようにしてほしい。 

出なきゃ子供を産みながら働くのは過酷でした。 

楽しい毎日 

ダブルインカムの家庭だと、平日子供を習い事に連れて行かれず、やりたいこともやらせられない環境になっているの

で、送迎サポートや、家事サポートがもっと充実して、利用しやすい環境が整ってるといいなと思います。 

高齢化が進み、インフラの老朽化も顕著になっていく日本を、力強く牽引する首都東京であって欲しい。 

色々な世代の人々が、日本国内のみならず、国際社会の人々と、未来に向かってより発展した社会、共存できる

環境を作りあげていって欲しいと願います。 

利権にとらわれず、みなが平和で幸せに暮らせる街であって欲しいです。 

いろんなご意見が集まることと思いますが、一つ一つの施策が若い人の活気に満ち溢れた都市に結びつくよう進めて

いただきたいです。 

既存のインフラが仇となり日本はデジタル後進国になりつつありますが、ヒトモノカネが集まる東京からデジタライゼーシ

ョンの波を起こして欲しいと思います。 

政治家や役人が私利私欲なく社会を良くしようと動き、だれもが未来に希望を持てる、格差や差別の無い平和な

都市になっているとうれしいです。 
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メトロのバリアフリー化を進めてほしい。階段だけの駅とか多すぎ。 

国道近くに住んでいて、騒音や排気ガスの匂いなど気になって暮らしています。エンジン音の小さい車や排気ガスの

出ない車がもっと普及してほしいです。 

また、大きな台風など温暖化の影響を感じる事も多いです。光化学スモッグなど、地方から出てきた私には衝撃でし

た。より綺麗な空気と緑の多い都市へ、環境面でもリーダーシップを取って行ってほしいです。 

安全で住みやすく、子供達がすくすく育つ環境が整った街になって欲しい。 

ユニコーン企業が次々と生まれて、産業のグローバル化が活性化されている状態 

2040年になっても、さらに 20年先もその先もずっと、生活したい、働きたい、遊びに来たい東京になればいいです

ね。 

そのためには今の若い方々がもっと未来の東京について考えるきっかけがある仕掛けが大事になるかと思います。 

マンションや住宅密集地には、緑があり、清潔感のある広場や公園がある街になって欲しい。 

どの年齢、国籍の人でも、共通のテーマによって、集える場や機会の提供が増えていること。 

●お年寄りや子供が自由に歩いて回れる街。徒歩で行ける範囲内で買い物や医療が完結する街作りを進める。 

また、住宅にはパッシブハウス（エネルギーに受動的な家）を導入する。中心市街地の歩行者天国化を進める。 

●外国人との共存共栄が可能な社会。おもてなし施策だけではなく、都に居住する外国人側が日本社会になじむ

努力を後押しするような仕組み作りを行う。 

●働き方改革による、誰もが働きやすい環境づくり。残業させた企業、上司への罰則強化、規制強化による改革。

世界の国々と比較して良い待遇・働き方でなければ良い労働者は集まらず、東京の経済の衰退につながるため、

上からの主導による改革が必要。多少はサービスの質を低下させてでも労働者が働きやすい環境を。 

●環境ビジネスの振興を徹底的に支援し、環境都市として世界でナンバーワンになる。環境ビジネスは、地球温暖

化対策が喫緊の課題として世界中で叫ばれている中、最も成長力がある分野だと思う。 

●高等教育のレベルの底上げ→義務教育段階での他言語教育の徹底化による、大学での多言語学部を増や

し、世界中から優秀な人材を呼び込めるようにする。 

●リスク等も考えた AI の正しい活用、規制。 

より、過ごしやすい空気の綺麗な東京都 

ゲリラ豪雨や地震、津波への対策を優先してほしい 
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保育士、介護士の待遇の改善。 

介護分野へのロボットや機械の導入を進めて欲しい。楽に安全に介護ができ、人手不足を補えるように。 

介護士等へのセクハラ、パワハラなどサービスを提供するひとへの顧客からのハラスメントを取り締まれるようにして欲し

い。 

電車やバスなどの交通機関での痴漢や犯罪防止のため、車内に防犯カメラを設置して欲しい。 

性犯罪が確実に起訴され、裁かれる世の中になって欲しい。正しい性教育を義務教育で行なって欲しい。男女とも

に自分と相手の体と心を大切にする必要があることを小さい頃から学んで欲しい。 

また、裁判官、検察、警察に教育をし、必死の抵抗をしなかった被害者が責められるようなおかしな判断がなくなる

ようにして欲しい。 

学校でのイジメを傷害事件として犯罪として扱って欲しい。 

家庭科の授業で、お金、保険、資産運用、詐欺など身近な経済や犯罪について学べる機会を設けて欲しい。 

ヘイトスピーチなどの取り締まりを強化して欲しい。 

オリンピックについては、国内の家電メーカーや建築メーカーに協力してもらってでも、きちんと必要なクーラーと屋根を

つけるなど、万全の暑さ対策をすべきであると思う。 

柔軟で自由な生活スタイルや働き方の確立。人と環境に優しくて美しい都市。 

都市改革を行う。 

道路：どのような小道でも、消防自動車が入れる道にする。 

水道、ガス、電気、通信は今の経路が止まっても正常に動く用にして置く。 

その為に、少なくとも 3通りのやり方を考えておく。 

河川：川や湾で泳げる水質にしておく。（水の底が見えるぐらいにして置く  電気：有線ではなく、無線で送る方

法を考える。     

地下水の研究。地下水は陸の奥深い所を通って,海へ流れてる。この海え流れた水を利用する。 

未来の乗り物。乗り物の場所：場所の起点として、今の鉄道の駅の場所の上方を考える。  

通勤電車の混雑や交通渋滞について、今後 society5.0、ビッグデータ、5G等先進技術を活用して、交通量の最

適化を図り、東京都が今以上に牽引、主導し、解決をはかってほしい。 

東京一極集中の解消を望みます 

高齢化社会になり、若者の減少、施設には入れない、老々介護、今よりさらに高齢者が生きづらい東京にならない

でほしい。 

そんな仕組みが東京にもできたらと思います。 

投資信託の「東京への、魅力的な投資商品を用意して」一般から投資を募る、不動産リート、環境、海外からの

投資 交通網「大江戸線、拡充新規プロジェクト」 大量のごみ処理問題 川などの水質改善、東京の新規プロジ

ェクトに対しての資金を投資信託で行う。 
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子育て応援スペースについて 

駅などに、この車両に子育て応援スペースがあると言う案内表示があるわけでなく、車両も限定されているので見つ

けるのが非常に困難だ。また、たまに見かけても結局サラリーマンや若者などが席を占領していて座ることも出来な

い。子育て応援スペースの前にサラリーマンや若者が立っていて利用が難しい状況である。優先席を専用席にする、

または専用車両を設ける全ての優先席をキャラクターの絵などを塗ってサラリーマンや若者が利用しづらくするなどの

対応を取った方がより効果的かと思う。そもそも優先席という曖昧な区分のため席を無理に譲らなくてもいい、座り続

けても問題ないという甘えを生み、実際に必要としている人に席が行き届かないという状況を助長しているかのように

感じる。子供を抱えて利用する者として、わざわざ声をかけて席を譲ってもらうのは非常に気が引けるばかりか身の危

険、子供の危険すら感じる。 

子育て応援スペースだけでなく優先席をきちんと必要としている人が安心して利用できるように専用席と名称を変え

てはどうか。女性は専用車両という車両があるのに子育て世帯等は専用スペースがないというのは不公平だ。 

先ずはこのような機会を考えて下さった事に感謝します。 

今回のように細かくアンケート方式で都民の声を吸い上げていくべきだと思います。 

アンケートで声を聴く事を恥だと思わないでください。 

万に一つであっても人に考えられなかったアイデアを出した人を褒めてください。 

メールだけしか意見言えないのはおかしいと言う方には広報にアンケート用紙を印刷して切り取り線で切ったものを郵

便ポストに入れると都庁に届く仕組みを作ればいいと思います。 

とにかく都民の声を広く吸い上げる事を考えてください。その方が安上がりです。 

これからの日本を押し上げるのはアイデア力です。 

一つ具体的にいいですか？ 

空き家問題が進まないのがよく判りません。 

１０年固定資産税を払わなかった土地は自治体が借り受けて、建物や備品を処分できる条例を作ったらどうです

か？最初の一年は公園か駐車場にして、２年目以降に土地を貸し、もしも土地の所有者が現れたら滞納した固

定資産税に延滞金と撤去費用全てに延滞金付けてそれを払ったら返せばいいと思います。 

「タバコ(ニコチン依存症)の無い東京」を実現して下さい。まずは市区町村(必要あれば他県とも)と連携し徹底した

無駄削減でタバコ税収不要な予算を構築し、他自治体の税収低下分を都から交付する事も検討し、喫煙率低

下を進めて下さい。 

タバコの推計超過死者数は、東京都に出入りする人口を 10%とすれば、毎年東京で 1万人強/1千人強が死ぬ

大災害が起きているようなものです。 

しかも天災ではなく、政治による人災です。本来このような薬物を規制し民を守るのは政治の役目ですが、国のたば

こ事業法及び各自治体のタバコ税収依存が喫煙率低下の障壁となっています。一部市区町村は、子どもを受動

喫煙から守る条例/東京都受動喫煙防止条例が成立しても、積極的に取り組めない一因となっています。 

タバコ問題は、全ての人に利害関係があります。 

「分煙」「吸う人も吸わない人も心地よい社会」は正解なのでしょうか？一見美しい響きですが、その実態は真逆で

はないでしょうか。 

喫煙率 0%、タバコの無い東京はきっと、皆が他者を思い、政治が資本主義に内包された危険から民を守ってくれ

る、健康という価値で世界をリードする優しい都市になります。 
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・テレワーク、多様な働き方を認める都市と、高度で快適な移動が実現された結果、東京に集中する企業が先進

的な働き方を発信できるよう、行政からも大きな働きかけを企業に対して行って頂きたい。 

今回の”オリパラ”は、文化づくりをレガシーとしていくべきと考えます。そのうえで、以下、希望を記しました。 

◆老いも若きも…が理想ですが、20～30年のスパンで、40～50年前のように子どもの笑い声が至るところで聞こ

えるような社会に戻すことは難しいと思います。 

◆上記を踏まえて、少子化対策と並行して、日本に、東京に余力があるうちに、高齢者が笑顔になれる街づくりを

考えるべきです。今後も、高齢化（高齢者の比率の増加、経済的な格差の進行）が進むことがやむを得ない中

で、”働き手”としてだけではなく、多様な選択肢を持ってお年寄りが幸せに、不自由なく生活できる文化とインフラ。

オリパラは、未来ある若者たちにスポットライトが浴びがちですが、先のオリンピックから今の時代を作り上げたお年寄り

たちもフォーカスされるような運営にして頂き、未来の東京の方向付けにして頂きたいと思います。 

◆言うまでも無く高齢化は先進国共通の課題であり、そのモデルになれば、鉄道・水道などのインフラで国際貢献が

出来ている今の日本同様に、社会の高齢化に対応する制度、街づくりで国際貢献が出来る東京を作れると思って

います。 

綺麗で美しく、洗練された街として存在していくために、絵画や音楽などに親しむ場を増やしてほしい。 

音楽は、特に会場が減ってきているので。 

核家族化など、孤立することも増えていると思うので、地域で支え合える東京から。近く起こるであろう地震等の災

害時に悲しい思いをする人が少しでも減って欲しい。 

働かないという選択が許容される社会。 

労働者として社会に認知されなくてよい社会。 

ニートや浮浪者をありのままに認める社会。 

お金や肩書などから解放された社会。 

スポーツや芸術、学問などの文化的水準が高まり、それによって様々な考え方や生き方を持った人が自由に自分ら

しく生きることができる都市になればいいなと思います。 

日本は世界的に見ても他者に寛容ではないと感じます。にもかかわらず、グローバル化はどんどん進み、労働・観光

では日本人のみならず海外の方々の受け入れがより進んでいるように感じます。 

東京が目指すべきは、海外の方々が日本人は優しい、日本の街は素晴らしい、日本に住みたいと思ってもらえるよ

う、数ある障壁をクリアすることが重要と考えます。特に、バリアフリーと言語の違いによる不自由さの解消は重要と思

います。英語を皆がしゃべれるようになるのがもちろん一番良いのでしょうが、それも短期的には難しいと思うので、少

なくとも社会インフラだけではなく、海外の方が情報取得に困らない、情報弱者にならない、日本人と同じレベルで情

報を取得できるようにしていくことが実現できている社会・街になればよいなと思います。（具体的なアイディアがうまく

言葉にできませんでした。申し訳ありません） 

まともな HTML を書く受託者を選定できる東京。 

都政は世界最先端の行政取り組みをもっと貪欲に吸収，活用していくべき。東京が始めないと，他の都道府県は

ついてこない。キャッシュレス化，デジタルガバナンスなどの流れは不可逆的であり，デジタル都市としての気概をもっ

て行政を進めてほしい。 

人を減らしましょう 
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少子高齢化の中であっても、誰もが活力をもって将来に希望をいだきながら活躍できる社会の実現。支援を必要と

する社会的弱者に対して、容易に気軽にサポートを受けられる社会の実現。環境や生物多様性の保全に優しい

社会の実現を願います。 

人種や性別に囚われない都市を目指したい。(特に同性婚や女らしさ男らしさの廃止)被雇用者に優し法律作り

(労働基準法罰則の厳格化. 最低賃金をあげる)消費税減税 

駅や公共施設に当たり前のようにソーラーパネルが設置され、湾岸部や島嶼に風車がたくさん設置され、クリーンエネ

ルギーが主要電源になっているとていると素敵です。 

後世へと受け継ぎ、永続的に発展し続けられる都市であって欲しいと思います。 

オリンピックを契機に日常でスポーツできる場と機運が高まることを期待しています。 

そのようなこともきっかけとして、顔の見える地域コミュニティが広がって、活気のある東京になって欲しいです。 

高齢者が住みやすく、子供たちが健やかに育ち、田舎の人や、他国から来られる人に優しい東京。 

まず、第一の課題としては将来を担う生産人口の生産性の向上だと考える。 

それに何より有用なのは賃金の無条件増額である。 

働く時間はそのままに、基本給を上げる（もちろん税金の増額も無し）。すると、 

・残業してでも稼がないと生活がままならないため、毎日睡眠を削ってでも働く人が減る 

・節約のため粗食し健康を失う人が減る 

・給料が少ないため子供を産み育てることをためらう人が減る 

このように、賃金を増額しただけで人々の生活は健康になり、健康になることで生産性が上がり、余裕が増えると子

供を産む意欲がわき、いずれ働き手が増える。 

今一番必要なのは手取り賃金の増額、これ以外にはないといえる。 

また、経済的余裕は心のゆとりにもつながる。近頃の東京の人々は余裕がなくピリピリしている。それは比喩でなく貧

しいからだ。心にゆとりが生まれれば、助け合いが生まれ、再び優しい街になることだろう。 

未来の東京について、子供を安心して育てられる・災害時でも安心・安全に暮らせる都市・ゼロエミッション東京の実

現を希望します。 

子供を育てられる環境として、妊娠・出産・養育に関する費用の無償化。 

災害対策として、都市インフラ整備・二重化や被災時専用の大型シェルターを作る。 

ゼロエミッション東京は、蓄電池・再エネ・発電設備設置費用の無償設置や新たな発電（雨・振動・雪）システム

の構築。 

日本の首都として、安心・安全・環境にやさしい未来ある東京の実現を期待しております。 

未来の東京について、子供を安心して産み育てられる都市、災害時も安心・安全な都市、ゼロエミッション東京の

実現を希望します。実現に向け、以下の取組が必要と考えます。 

子供については、妊娠・出産・養育費用の無償化、手当の増額。 

災害時の対策は、都市インフラ整備や水・電気等が自給できる大型シェルターを設置する。 

ゼロエミッション東京は、省エネ・再エネ・蓄電池・発電設備の無償設置や新たな発電（振動・雨・雪）システムの

構築 

日本の首都東京として、安心・安全・環境にやさしい笑顔が絶えない「スマイル東京」を目指してほしいです。 

通勤ラッシュによる慢性的な混雑が解消、働き方が柔軟で真のライフ・ワークバランスが確保された社会 
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多様性の持つ強みを活かす東京になってほしい。人種、国籍、宗教、性別、性自認等、障害の有無、すべてを包

含し、違う視点・考えをプラスにするような東京になるといいと思う。 

・目先のわかりやすい部分だけでなく広い視野で物事を考え、本当に効果のある施策に取り組める都市になってほし

い。 

（たとえば、水素をエネルギー源として利用する場合、水素なら水しか排出しないから環境に良いという考えではな

く、水素の製造や貯蔵等にかかるエネルギーや CO2排出量までトータルで考えて環境に良いかを判断できるような

都市） 

・安いことが正義ではなく、物事の価値をきちんと見極め、必要なことには見合うだけの金銭を支払うという意識が根

付いた都市になってほしい。 

「首都東京」よりも「千葉県船橋市」「鹿児島県（国体が有るから）」の方が、「先進的」。 

東京は世界的にも稀に見る人口集中かつ政治、経済、文化等の多機能集中型の都市である。これから東京はそ

の特長を最大限に活かし、安全かつ誰もが暮らしたいと思える魅力溢れる都市を目指し、世界をリードするパイロッ

トリーダーとして挑戦し続けてほしい。 

東京というイメージが山手線の内側に、マスコミ因って作られたイメージが強く反映されています。しかしながら外国人

観光客の方々は、失われつつある東京の良さを下町から奥多摩まで、新鮮に映し出されたものを SNS を通して情

報発信しています。東京のど真ん中には代々木公園や皇居周辺のように緑の佇まいも沢山存在しています。 

成長から成熟へ。それは東京が無機質な巨大な発展ではなく持続可能な社会、公共性の高いコミュニティーへの

発信をしていく時に来ている気がします。 

かつて東京砂漠と言われた時代がありましたが今はさらに永久凍土的な冷たさが加味されて来ているようにも感じま

す。温かみのない社会は見た目以上に速い速度で崩壊を続けます。ホッとできる安全地帯がこれからはさらに必要

になると感じます。 

東京の中でも多摩をもっとフル活用するなど、２３区と三多摩、奥多摩という環境の島分けの意識を変えていくこと

が大事ではないでしょうか。優越から共生へ。 

東京、日本が生き残るために必要なのは来て良かったと思われる東京だと思います。東京が無機質なTOKYOにな

る前に。 

私は、東京都に対して、疑問点が、いくつかある。まず、何故、東京に住んでいる人々は、左側を歩くのか。地下鉄

や、JRなども、左側を歩くように、表示しているが、何故か。次に、最近、ベビーカーが社会問題になっているが、公

共交通機関とか、特別に優遇しているが、何故か。車椅子の人とかなら、理解出来るが、ベビーカーに乗っている、

赤ちゃんは、障害者なのか。昔は、ベビーカーは、折り畳んで、交通機関とか利用していた。若い親を楽させて、他の

人に、迷惑かかっても、平気なのか。ベビーカーのまま、電車に乗って来る事は、傘をさしたまま、電車に乗って来る事

と、同じだと思う。少子化対策かも知れないが、それでは、日本の国のレベルが、低くなると思う。しつけをキチンと出

来るシステムを作って子供を育てるべき。それから、歩行者や、自転車の事だが、広くない歩道を物凄いスピードで

走っているので、危ない旨を伝えに行ったが、逆に、自転車が危ないから、歩道を走っても良いとの返事があった。都

民の血税が、この様な、治安を守るべき立場の人間に使われていると思ったら、怒りを通り越して、もう、諦めの感を

否めない。 

誰もが暮らしやすいまち 
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高い生産性のもと、仕事もプライベートを両立できる幸福感の高い都市を作って欲しい。 

そのためには 5Gなど先端技術の活用、人々の意識改革が必要。 

また、超高齢社会を見据えて、公共施設や道路のバリアフリー化を推し進めて欲しい。都内の歩道は車椅子やベビ

ーカーがすれ違えないほど狭い箇所が多く、優先順位をつけつつ、対策が急務ではないか。 

長期ビジョンに向けた行動計画をいかに作るかが重要と考えます。 

具体的なアイディアはありませんが、地域の発展・ダイバーシティ組織の構築・地球温暖化への対策などを行うことに

より、企業が儲かる仕組みを自治体が仕掛けていくことが手段の一つではないかと考えます。 

都民の安全の為東京都立城南特別支援学校について敷地の横の歩道が狭く、危険な為、支援学校の敷地をセ

ットバックして歩道の幅を、東京都立六郷工科高校の幅に合わせて拡張してほしい。 

都民の健康増進の為多摩川のサイクリングコースが、狭くて事故が多発しているので、荒川のような広いサイクリング

コースを上流まで整備してほしい。 

東京は江戸開府以降、多くの災害、戦災等の困難を乗り越え発展を続けてきた。 

これからも未来にわたり発展を続けるであろう。 

しかしながら、最大の障害は天災と少子化である。 

障害を乗り越えるため、下記について早急に手を打つ必要がある。 

・耐震性、耐火性が低い建物の補強、改修の促進 

・電柱の地中化 

・保育園、学童の整備 

何よりも安全に暮らしやすいプラットフォームを整備する事が肝要と考える。 

国（政府）に同調しすぎることなく、独自に国の負債（バブル崩壊後の生産性低下）を払しょくし、持続可能な

社会に向けて取り組んでいただきたい。 

そのためにも、アジアの中で中国（各都市）が台頭している中、都道府県の中でも特に発信力があり、東京

2020大会を控える東京都が先導役を担っていただき、大阪府、愛知県、神奈川県、福岡県等、他の国内有力

都市との連携による「Cities of Japan」外交及び貿易戦略にも踏み込み、その政策についても発表していただきた

い。 

東京一極集中は災害時などに不安が増えます。周辺地域、日本全体の発展を考慮して考えて欲しいです。 

世界と戦うためには、さらなる鉄道ネットワークの整備やデジタル化やMaaSなどのモビリティ対応が必要であり、民間

の発想・連携が必要。まずは大阪を見習って東京メトロに比べて遅れている都営地下鉄の民営化をしてはどうでしょ

うか。 

健康でスマートなライフスタイル実現のために、新技術やMaaS等の新しい発想により、都内の自転車移動が容易

になる世界の実現に力を入れて取り組んでほしい。 

定期利用駐輪場がガラ空きにもかかわらず駅前が駐輪場難民になっていたり、狭い歩道に鈴を鳴らす自転車が

次々通る等、暮らしにくい現状を変えたい。 

・スポーツを振興し、気軽に楽しめるようにするため、公立の体育館やスポーツ施設等の料金をもっと値下げしてほし

い（代わりに、広告やネーミングライツなど増収の取組みを並行して行う） 

・公共交通を安全に安心して利用できるように、ホームドアやバリアフリー設備の整備を加速させてほしい。 

地下空間の活用 
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誰もが低廉な料金で、自由に移動でき、情報がつかめるような世界一の都市『東京』。そのために、自動運転、

MaaS、5Gなどのインフラ整備はもちろんのこと、民間企業が仕事をしやすい大胆な規制緩和に期待したい。 

日本、世界における代表としとして、最先端の取り組みを積極的に実行できる都市であってほしい。 

埼玉県との協力 

束縛が少なく、自由に暮らせる都市であり続けてほしい。田舎のような近隣住民からの監視ややっかみがないのが、

東京の最大の魅力なので。 

高齢化は免れないと思いますが、それでも活気ある東京になって欲しいと思います。 

最近の社会には「夢」を感じられることが少ないので、こうして夢を掲げることはものすごくいいことだと思います！ 

電車でもwifi を快適に使えるとありがたいです。 

今後、医学や技術の進歩が益々発展してほしい。 

全て安心できる世界一の都市を目指して欲しい 

原子力発電に依存しない都市になっていてほしいと思う 

地震対策が重要なリスクだと思います。特に、昨今やや忘れがちになっている火災対策の充実をお願いします。次

に、様々な人（外国人、ハンデのある方など）がともに暮らしていける街づくりをお願いします。23区は仕切りが多

すぎるので、23区を一つの市として扱うぐらいのほうがよいように思います。その前段としては、東西南北の４ブロック

ぐらいで。 

大都市でありながら緑の多さやきれいな空気が保たれた環境を望みます。具体的には新築の高層建築物にある程

度の屋上庭園などの設置の義務化をするなどです。 

20年後は、70歳。もうこの世には居ないかもしれないが、希望する人全員、必要な介護が受けられるといいな。そ

の際は、介護のプロに頼みたい。子供とか女性に介護を押し付けるのは、東京は住宅が高すぎる。空き家が多くなっ

ているので、安く提供できる仕組みや借りられる仕組みがあるといいですね。 

ビルの屋上や壁を利用して緑地を増やし、ヒートアイランド現象を抑制する。 

企業と協力して、プラスチックのレジ袋を廃止する。 

男性が育休を取得しやすいようにする。 

ヒートアイランド現象をなくすように取り組んでほしいです。 

老人、子ども、若者、ハンディキャップのある人、それぞれが孤独にならないようなコミュニティ作りを応援してほしいで

す。 

多様な文化が共存する社会になってほしいです。 

頑張ってください 

首都として世界に向けて存在感を発揮して欲しいです。 

日本だけでなく世界の人々が羨む（住みたいと思う）東京になって欲しい（なるよう力になりたい）。 

活力あふれる東京を目指して欲しい。 
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東京都においては、飲食店や公共施設での受動喫煙被害防止施策が取られていることを喜ばしく思います。 

しかし、現在最も問題になっている住宅での受動喫煙被害については、まだ何の対策も取られていません。 

住宅での受動喫煙被害は、行政からも不動産など関係業界からも軽視され、無策だと思います。 

飲食店は選ぶことができますが、自宅で受動喫煙被害に遭っていては、もともと健康であった人が、休息を妨げられ

疲弊し、呼吸器や自律神経など受動喫煙症を患い、苦しむことから逃れられません。 

住宅受動喫煙の被害者の多くが立場の弱い女性であり、さらに単身者が多いことも知られています。女性にとっての

問題でもあるという認識を行政には持っていただきたいと考えます。 

この問題の解決には、禁煙の賃貸物件を増やし（国民の 8割が非喫煙者なのですから、賃貸住宅の比率もそれ

に見合ったものであるべきです）希望するすべての人が禁煙の住環境を選択できるようにし、また、改正健康増進

法の定めのとおり、受動喫煙を及ぼさないようにする義務があることについて、行政、関係業界、都民すべてに徹底

する事が不可欠であると考えます。 

〈働き方について〉 

時差ビズやテレワークのように、個々に合った柔軟な働き方ができる東京にしたい 

〈観光〉    

観光地としての日本になっていてほしい 

シンガポールのような観光立国になっていればいいなと思う 

誰もが生き生き、楽しく暮らせる街になって貰いたいです。 

この立地と限られた土地・資源をもって、各国の大都市に経済規模で勝とうとするのは現実的に厳しいものがあると

思う。人口減少も進み、空き家も増えるというのなら、ストックホルムのような環境都市として外国人観光客を呼び

込むのはどうだろうか。 

地球環境に関心が高まっている現在(そしておそらく未来も)、環境問題に積極的に取り組んでいる国のイメージは

相対的に見て飛躍的に向上している。また、残念ながら未だに海外では、東京は中心部の緑の少なさ、ビル群と車

の多さから、中国のような大気汚染のイメージも持たれている。 

今こそそのイメージを払拭し、本当に水と空気が美味しい、そしてそれに説得力を持たせるような景観が整った、環境

テクノロジー都市になるべきではないか。 

2050年頃までには都内へのたばこの持込を禁止する条例ができているといいなと思います。 

日本人の死亡は年間 130万人ほどいて、タバコが原因の死者は 13万人と 10%に上るわけですから、早いところ

廃止するべきです。多様性や愚行権で許容できる範囲を超えています。 

災害対策、交通安全、自殺予防など国民の命を守るための諸政策の中で、たばこ対策に充てられる予算は少な

すぎませんでしょうか。もっと優先順位を上げて取り組んでもらいたいものです。 

2200年頃にはすっかり地上からタバコは消え去り、銃よりはるかに多くの人間を殺した過去最悪の死の商売として

語り継がれていることでしょう。「日本政府がこの利権を手放さなかった中、2020年当時の東京都知事も、2050

年当時の東京都知事も勇気を持ってこれに立ち向かった。一部の人の利権よりも多くの人の命を守る東京の文化

は、その頃から形作られた。」と歴史の教科書に刻んでほしいものです。 
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人の集まる東京から、地震や自然災害対策、そして、世界的に問題となる温暖化対策を進めて行くべきです。その

ためには、電柱の地下化、車社会から電車へ(大江戸線の延線等)、アスファルトの材質見直し、マイボトル義務化

など進めていくべきだと思います。 

大江戸線については、身近な問題としてとても切実に考えています。一刻も早い沿線を望みます。子育て世代の新

たな町として、再開発を急いで頂けることを願っています。 

希望の持てる都市に。 

経済成長があってこそ、活気に溢れた東京になるとは思うが、物質よりも心の豊かな安全な東京であってほしい。 

働き方や生活が多様化し、多くの人がいきいきと生活できる東京が実現すればいいなと思います。 

防犯抑止、解決の為のプライバシーの守られる防犯カメラネットワークの構築 

自転車道を整備して、アムステルダムのように自転車と、車と、歩行者が、すべて分離して安心して過ごせる町。

（先進国で歩道の上を自転車が走っている町はありません。東京は道が狭い、と警察は言いますが、ロンドンやニュ

ーヨークはもっと狭いです。でも自転車は車道を走っています。） 

都内のオフィスビルの屋上を全て緑化する事で、CO2削減効果だけでなく、空気の浄化や癒し効果が得られると思

います。 

災害に強く、安心できる街、また多様性が認められる街になってほしいです。 

住んでいる人から愛される東京 

東京に住んでみたい、旅行したい、また訪れたいと思われる東京 

になればいいなと思います。 

経済、福祉、教育、少子高齢化対策も大事ですが、温暖化対策の最先端都市になって欲しいと思います。 

住人主体の街づくりで、大都会でなくスモールコミュニティを作る。23区の主体性をもった、街づくりをする。 

大江戸線を延伸させてください。何十年も前からある話なのに、いつ完成するんでしょうか。大変な作業なことは、理

解しています。しかしながら、土支田近くの新築戸建は、数年前から新駅予定地から数分だと売り出しています。そ

れに希望を持って家を買った子育て世代も多いです。光が丘駅は自転車置き場の契約も、キャンセル待ちが何百

人もいて 7年経った今も未だ順番が回ってこない状況です。もう、土支田あたりの人達は限界です。どうか、計画を

進めてください。 

「豊かさ」「満足感」等を感じることができる各種施策を、都民起点の考えでご検討頂きたいと思います。 

公共サービスについては、各種電子サービスの充実などデジタル化の推進を図り、コストを増やすことなく、生産性の

向上と都民の満足度 UP を目指して欲しいと思います。 

東京を誇れる街にしたい 

東京は、今後も高度な都市機能を持ち進化し続ける都市になると思われます。そういう中で、人と人とのつながりは

ますます希薄になっていくものと考えます。勝ち組負け組などと人をくべつするのでなく、お互いこの世に必要な人間と

して認め合う社会になってほしいと考えます。まさに人間中心の社会です。そのためには、小さいころからの教育が大

切であると考えます。いまも子供たちは競争社会の中で苦しみ悩んでいます。その最たるものが「いじめ」、これがなく

らない限り人間中心の社会は実現できないと思います。そのためにも人間中心の教育が必要であると考えます。 
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地方に比べ東京は情報や仕事が集まる場所だとは思うが、住むには狭苦しく感じる。 

いつかは地方の田舎暮らしをしたいと思う気持ちは変わらないが、 

少しでも電車内の混雑が緩和されたり・街に緑が増えたり・天井の高い建物が増えたりするだけで少しはストレスから

解放されるのではないかと思う。 

街を歩けば個人店よりもチェーン店が多く占めているのも機械的でスタイリッシュな東京らしさを感じる。地方に行けば

個人経営のお店がたくさんあるイメージだ。 

そこには優しさや温かさが溢れているイメージが強い。そのような温かみを東京でも感じたいと思うので、個人のお店が

経営しやすいような制度があれば嬉しい。 

すべての薬物のない、クリーンな東京。麻薬や覚せい剤の温床となる場末の清浄化を考え、カジノや飲酒場所の縮

小、タバコや大麻などの徹底的な取り締まりにより、受動喫煙のない街をめざしてほしい。そのために、昼間活用の施

設（ジム、プール、図書館、クラフト、料理）の拡充と廉価の使用量とする。自然との接触として、公園や登山道の

整備、散歩コースの充実などが求められます。自転車のコースなども必要です。電車も自転車ごと載せられるような

車両も必要です。 

駅のまわりの再開発をし、周辺はバスのみとし、郊外に車両用の低額駐車場を設置する。 

電柱はすべて地下に埋設し、自転車と公共バスのみとなれば、静かな街並みとなる。二酸化炭素の排出も少なくな

る。 

子供を産み育てたいと思えるような、子供に優しい街であってほしい。 

世界中の人が住みたいと憧れる街になるといいなぁと思います。 

明るく開けた街 

安全で快適な街 

東京に暮らし、働くことが自慢できるような街！ 

最先端の技術を駆使した街づくりを行い、COOL TOKYO と外国人に言わせたい。 

良いことも良くないことも含めて好きでいられる都市にしていきたいです。 

待機児童ゼロ希望です。 

移動円滑化が図られた町 

明るく楽しい街 

世界一のまち東京 

清潔な水、緑化、公園、統一感の取れたまちづくりがある東京 

無電柱化 
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私は、墨田区で自営業を営んでいます。 

最近、宮坂副知事が就任され、これから 5Ｇなどのインフラ整備の政策を行うとの報道をしりました。経済の面から

世界の都市を目指す東京都にとって必要だと思います。 

しかしながら、地方から若い若者を呼び寄せて成長しているブラックホールだと考えています。何かのきっかけで若い人

が来なくなったとき東京都は取り返しつかない痛手をおうことになると思います。どうか、重要な問題と考えてもらい行

動されることを望みます。 

もう一つ、都民の一人として介護士の養成をお願いします。建物はお金を出せばつくれますが、人はそのようなことは

出来ないと思います。 

都に介護士の養成学校をつくってください。 

10年働けば返済義務のない奨学金制度や寮の整備や食堂などです。 

労働条件があまり良くない介護士のお仕事と伺っていますが、上記の要件を整備すれば定着率は上向すると考えま

す。 

一般の都民にとって介護の心配は大きなものです。 

どうか、税金を投入して整備してください 

お願いいたします。 

東京都の合計特殊出生率 2.07 を目指すことについて、強く賛同致する。さすが小池知事と思う。では、どうやって

2.07 を実現するのか。東京都は、不妊治療に関しては腰が引けていると感じている。不妊治療に取り組めるほどに

子どもがほしいと強く願っている夫婦に、子どもを持ってもらえる支援を遍くしてほしい。まだ見ぬ子を愛し抜くという覚

悟を何度も決めて治療に取り組んでいる人たちに子どもを成してもらうために、不妊治療を無償化することを提案す

る。 

単身者を除く、東京 23区に住む世帯の 31.2％は年収 900万円を超えているというデータがある。このデータから

言えるのは、不妊治療に対する都補助の 905万円という水、準はいかにも不十分であるということだ。都は何らかの

調査結果から905万円が90％をカバーする水準と算出したのだろうが、子を望む全ての世帯に対して分厚い助成

を施すくらいのことがなくては、目指す権利もない高みだと思う。 

東京都に描きたいアイデアはたくさんある。でも、最も重要な目標である合計特殊出生率 2.07 に対する提案に絞

る程度には、これが一丁目一番地である。ぜひ令和二年度より開始できるよう、予算取りをお願いする。 

・都内、都心部の自動車の流入規制（曜日ごと、末尾ナンバーごと）。中心部の自動車所有者への増税または

規制、カーシェア推進。タワマン居住者など、高所得者への増税。逆に低所得者への減税。災害対策強化、無電

柱化。 

新しいものと古いもの、どちらも大切にしたコンテクスト豊かな東京でこれからもあってほしいです。 

高齢になるとお買い物もたいへんなので、どこでも乗り降り自由なコミュニティバスやタクシーの高齢者割引などがある

といいですねえ。銀座のデパートで 5000円くらい買い物をすると割引券がもらえる仕組みとか。経済をまわす人には

それなりのメリットがないと。インバウンドの人は税金払ってないし！ 
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●複数地域居住 

勤務・休日・ボランティア等のシーンに応じた住まいの選択が可能 

スーパーメガリージョン構想（リニア開通による巨大都市圏の形成）、空飛ぶ車等の新たなモビリティが導入され、

移動のストレスが解消されることで、シーンに応じた豊かな生活ができるようになる。都としては関係人口の創出・交

流（国内外）する施策展開がポイント 

●Society5.0 の向けたまちづくり 

道路空間の再配分を推進し、車から人への転換（車道減⇒歩道拡幅）、自動運転車両やサービスロボットの専

用レーン化の実現による都市・ヒトの多様化に対応したまちづくりが実現されている。Society5.0 では、AI、IoT、

自動運転、ドローン等の技術に目が行きがちであるが、併せて、数年後には陳腐化する可能性もある。時代にあわ

せた技術を導入できるようにするためにもインフラ（ハード施設）の在り方も一緒に議論すべきである。どのような技

術がきても対応できるような空間を計画・設計時からしっかり議論して確保しておくなど。 

ブラック企業や芸能人の闇営業等の不祥事をなくすため、警察等による内部調査を徹底して国民の安全安心な

環境に導いてほしい。そうするためには、誰でも気軽に参加できるイベント・セミナーを開催して国民に自分を守る知

識や力を身に付けることが必要だと思う。 

インターネットが普及するおかげで、情報収集をするのに役に立つが、ネット犯罪が増えている現状を見ると、情報収

集も３ゲン主義（現場、現物、現実）に則り、手足で情報を探すことも必要だと思う。そこで生まれる人とのコミュ

ニケーションこそが SNS よりもずっと重要だと思う。 

例えば、朝市や会合など。 

一極集中の是正により、地方と調和の取れた日本全体の発展を志向すべきと思います。 

高齢者でなく、これからの未来を担う世代のためになる政策を実現してほしい。 

レトロと最先端が融合した街 

美観化（まずは電柱の地中化等） 

認知症検査を 50代から無料で受けられるようにして、早い段階から予防や投薬治療を受け心身共に元気で過ご

せる都になって欲しい 

歩きタバコ、ながらスマホ、自転車の逆走や歩道での道路交通違反などの取締りを強化して、歩行者が安心して歩

けるようにして欲しい 

適度な緑にあふれたキレイな清潔感のある街 

禁煙が進み空気がキレイな街 

集約したエリアを作り、そこで東京を発信できること。 

例えば、ニューヨークの「ブロードウェイ」、「リンカーンセンターエリア」さらに茨城の「つくば」のような。 

東京でも今後、「高齢医療エリア」「環境先端研究エリア」「芸術エリア」など、など。集約し、この分野なら「東京のど

こどこだ」と 

呼ばれるエリアを創出してほしい。 

東京都の拡大（地方の東京都化） 

動物愛護に関する考えがまだ日本は遅れている。オリンピック等で海外との交流を深めることで、そういった取り組み

について学ぶ機会を作ってほしい。特に地域猫に対する意識が低い区域がまだあるので、都として取り組んでほし

い。子供や動物に対する虐待は本当に胸が痛く、公的機関ではないと介入できない。動物を愛する豊かな都民性

を、日本で一番推進してほしい。そのことのを切に願う。 
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共働き世帯や単身高齢者が安心して暮らせる東京の街づくりを期待します。 

三宅島在住ですが、先日の台風などでは少しコースが違えば三宅島も大きな被害となったかと考えると、やはりインフ

ラの充実による災害対策の強化が、離島部では重要と考えます。しかしながら、島しょ部のインフラ整備は、地元業

者の人手不足などから十分な整備レベルには時間がかかるのが現状です。そこで、再度の噴火があった場合でも、

迅速に被災状況を把握する観測網の充実を図り、先進的な離島防災を確立していくことが重要と思います。 

また、避難指示解除から１４年が経過しますが、島内のにぎわいは噴火前に比べ未だ弱いものとなっています。災

害に強い島を目指すとともに、内地からの観光客の誘致策を充実させて、日頃の島でのにぎわいを生み出すことも

重要と思います。国内でも有数のダイビングスポット、景勝地がありながら情報発信が不足しており、活用できていな

いのが残念です。今回の長期計画の策定では、内地のみの計画とならないよう、三宅島空港の活用により観光客

がプライベートジェットで気軽に来島して、自然を心ゆくまで楽しめる絵姿を描いて、ＰＲを兼ねてもらえるといいなと

思います。 

よろしくお願いします。 

笑顔で溢れるまち 

「『未来の東京』への論点～今、なすべき未来への投資とは～」73 ページ ・受動喫煙対策の全面実施によるスモ

ークフリー都市の確立 

⇒・受動喫煙対策の全面実施によるタバコフリー都市の確立 と訂正する 

理由：スモークだけでなく、ニコチンが主成分のタバコそのものが無くなる社会、都市が望ましい 

各家庭、企業、学校、ありとあらゆる建物に太陽光発電と充電器を備え、基本的にそこで使われる電力はその場で

賄うというスタイルを確立する。（エアコンや冷蔵庫と同じ生活必需品にする） 

また電気自動車にも太陽光発電を装備し、ガソリン車を減らす（温暖化対策にも有効だが、震災時に起きると予

想される火災が自動車のガソリンに引火した場合、東京は壊滅状態になるため） 

余った電気は建物や駐車場で蓄電し売電する。東京の電力は東京で賄うという地産地消型発電社会を目指す。

（東京がどんな発電所より巨大な発電施設になる） 

しかも売電した電力の一部を設備費として徴収すれば都民の負担はかからない。 

これが実現すれば、温暖化対策にもなり、都民の電気料金は大幅に下がり（実質ゼロ、もしくはプラス）、都内に

張り巡らされた複雑な送電網も整備でき、災害時でも多くの危険を排し、より早い復旧が可能になる。 

都は小規模でも効率の良い太陽光発電と蓄電機の開発とその普及をぜひ推進して欲しい。 

子供達が今以上に環境問題で苦しむのでは無く、今よりも環境面でより暮らしやすくなった東京になっていれば親と

しても安心です。 

まだ子供が小さいのですが、保育所への送り迎えの際に、満員電車に乗るため子供にも周りの人達にも非常に気を

使っています。 

交通環境が今よりも改善され、更に女性に子供に優しい東京になることを期待しております。 

もっとスポーツへの取り組みが盛んになっている東京になっていれば嬉しいです。 

コンサートやオペラ、オーケストラなど劇場文化、音楽文化でアジアの中核都市として発展し、海外からの集客力を

高めてほしい。 
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・男性の負担が減り、男性が生きやすい東京を実現してほしいです。 

・最後の質問の選択肢の中に「女性が自らの希望に応じた生き方を選択し、自分らしく輝いている 

 東京 」とありますが、なぜ女性だけなのでしょうか。男性も自らの希望に応じた生き方を選択 

 できるようにするべきだと思います。この選択肢は男女差別ではないかと思います。 

災害に強く、みんなが過ごしやすい都市。通勤電車の混雑解消のために、テレワークを推進するとともに、新しい交

通網を構築する。 

地域のコミュニティで支えあう、そんな東京を見てみたいです。 

東京都の住民として、安全で美しい街をずっと維持できるような、我々の意識が高く保てる施策として、 

・ご近所の交流促進 

・ボランティア活動への企業の真の理解の促進 

をお願いします。 

相互にリスペクトしあえる社会の実現。 

心の豊かさを育む教育。 

きれいなものをきれいと言える教育。 

安全で、自慢できる町 

老齢者にも優しい都市を望みます。 

都外から通勤していますが、日々の混雑が大変なので、少しでも東京が交通混雑から解消されると良いです。 

世界のモデルとなるよう日本の良さである、思いやりがある都市に進化する東京 

健康と健全な収入、衣食住と、個々人それぞれの生きる喜びに、求めれば容易にアクセスできる社会、また、アクセ

スしようとする気力を持てる環境が整っている都市となればいいと思います。 

電車通勤が快適な東京にしてもらいたいです 

通勤緩和により働き易い東京 

鶯谷駅周辺は上野公園の文化的なエリアに至近であるのに、およそそれにそぐわない場所がある。 

集約大型化した見栄えの良いステーションホテルを含む商業施設に変えてください。 

・全ての年代が不自由無く、暮らすことが出来る都市を築いて欲しい。 

高齢者が住みやすい都市。 

住宅、各種施設、交通手段など。 

子供を育てやすい都市になることを望みます。 

ゆとりが感じられ、誰もが快適に仕事ができる場所になるとともに、仕事でなくても訪れたくなるような場所になると良

い。 

・障害者、高齢者など誰にとっても住みやすい街。 

・環境面における先進的な都市。 

世界の中で経済、文化、環境のいずれも No.１となれるよう、様々な規制緩和を行い特区による試行を連続的に

行えれば良いと思います。 

災害対策の充実 

防犯対策の充実 

都民全体が笑顔で過ごせるような東京になってほしいです。 

歴史や伝統も保存して欲しい 
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活気溢れる安全な都市になる！ 

核家族化や一人暮らしの高齢者など、人々の隣近所のきずなをもっと強くお互いに支えあえる地域社会ができたら

良いと思います。 

2020 の東京オリンピックを契機に働き方が多様化することを願います。 

全員が 9時に向かって満員電車で通勤する姿は海外の方々にとても滑稽に見えると思う。 

北と南の地下鉄が充実した東京。 

引き続き犯罪の少ない安全・安心な街づくりと、災害にも強靭な街づくりを希望します。 

向こう 1000年を見据えた都市づくり 

アスリートファーストの観点より、スポーツ施設のロッカールーム、シャワー施設等の充実を図っていただきたいと思いま

す。 

グランドは人工芝化しておりますが、選手のロッカールーム、シャワー施設が狭く老朽化している感があります。選手達

に持てるポテンシャルを最大限に発揮してもらう為にも是非宜しくお願い致します。 

若者たちが生き生きと生活を送る活気ある世の中・町づくりを期待します 

東京は何より、東京湾という大自然を有しています。また、規模の大小はあれど都内各所に緑地があります。江戸

時代から潤い始めた東京の海を今一度見直し、認知し、守り育てていきながら山や緑地とも繋がりながら、環境都

市として他に類を見ない都市にして欲しいです。時にはイルカやクジラにさえ出会える東京湾をもっと理解し、干潟や

海に触れ合える場所と機会を増やし、レジャーにとどまらず水産物も豊かな場所に出来れば、歴史、自然、都市が

融合し長く続いていくことが可能な魅力的な場所になると考えます。 

海外の好事例、バリアフリー、緑、産業などをもっと参考にして住みやすく働きやすい環境を作っていってほしい。 

東京に産まれてずっと東京に暮らしており今後も住み続けるつもりです。 

東京の変化をずっと見ておりますが、今後は高齢者、しょうがい者が安心して住み続けられる東京であって欲しいで

す。 

通勤時間帯の混雑が緩和されると嬉しいです。 

歳を重ねても暮らしやすい街になり、移動手段の発達を期待する。 

あらゆる人が、好きなことにチャレンジしやすい環境が整っていくことを期待しています。 

首都機能が他の都市へ移転されたコンパクトシティ 

地下の開発。 

イキイキと活気溢れる安心して暮らせる東京 

日本全国で幼児教育・保育の無償化が成されたが、出産費も無償化した方が良い。 

出産費が高くては子供を産むのに抵抗がある。 

未来の東京が今より暮らしやすい街になっている事を願う。 

緑と古き良きを残しつつ、機能的な街 

世界中の人が訪れたいと思う街にしたいですね！ 

子どもたちが希望や夢を持って生活できる環境が永続して欲しいと思います。 

平和で安全な都市 

子育てのしやすい街作り 

防災に強い街 

歴史と新しさ、もう少し緑のある環境 
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東京はこれまでも・これからも日本全体を牽引する存在だと思う。日本の労働人口の減少、ひいては経済的な衰

退リスクが考えられる今、東京が労働生産性向上の取り組みを行えば、これらの問題にダイレクトに作用すると思い

ます。 

よって、働き方改革の中でも労働生産性向上に繋がる取り組みを推進していただき、世界的に先進的な都市とな

ってもらいたい。 

様々な暮らし方が受け入れられるまちであって欲しいです。 

過疎化は進んで欲しくないが代表する都市であり続けて欲しい 

子供が安心してくらせる街であって欲しいです。 

自転車、歩行者、車の整備がきちんとされた道路を希望します。 

災害につよい都市になってほしい。 

可視化した街で、犯罪をなくしてほしい 

子どもから大人まで支えあい安心安全な人生 100年時代を過ごせる街にしていきたい。 

既成の制度や権益にとらわれず、都民が将来に希望を持てる街づくり、運営を進めてください。 

通勤ラッシュがなくなって災害に強い都市になってほしいです。 

必要な集中は大事にしつつ、遠方地に還元して日本全国をリードする都市であって欲しい 

高齢者の知恵を若者世代に橋渡しできる枠組みづくり 

具体的には、教育機関の講師は年齢関係なく高齢者を積極的に採用 

第一次産業では、ITや ICT を、駆使し作業指示は熟練工が講師となり、操作および管理は若者世代の就業機

会を提供する 

スムーズな移動ができる都市 

住民視点では、清潔で暮らしやすく、緑のある東京。 

環境に配慮したルール、習慣を皆が共有し、リサイクルをより一層促進する。 

経済的・国際的な視点では、豊かな発想が生まれる土壌があり、あらゆる立場の方がのびのびと自分の意見を言え

る。 

外国人ともフレンドリーにコミュニケーションを取り、国際化されつつも、日本の伝統芸能をはじめとする日本”らしさ”を

発信する場となる。 

東京のアピールのみならず、地方を含めた日本の魅力を発信する拠点となり、日本の良さを代弁する役割を担う。 

交通網を刷新して頂きたいです。 

学校のグラウンドを芝生化すること 

キレイ。 

安全。 

住みやすい東京へ 

通勤混雑が緩和されていると良い。 

東京はやはり日本の中心として、日本の経済を始め、生活の全てにおいて最先端を行き引っ張る存在でありたい。 

是非みんなが住みやすい都市つくりを目指してください。 

少子化対策、多様な補助の充実は必須だと思います。 

世界で最も先進的かつ世界中から敬意が払われる都市であり続けたいです。 

世界中の人々から魅力を惹きつけるような美しい都市を目指して欲しいです。 
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ゴミが無く、緑あふれる自然と、野生の鳥が安心して暮らせる街 

誰もが快適に働き、暮らすことができる都市 

もう少しゆとりある、落ち着ける東京が理想です。今の東京は、どこへ行っても人が多くて落ち着きません。特に外国

人が多すぎます。誘致はいいですが、東京で働き、暮らす都民の生活についても考えていただきたいです。 

バーチャルリアリティによる勤務やレジャーを可能になるとより面白いのでは 

人生 100年時代を生きがいを持って生活できる社会、東京を目指してほしい 

規制緩和につきる 

災害対策が万全の情報文化の発信都市。 

高速道路が各地点(ジャンクション)でつながり、より便利な交通網になってほしい。 

コンクリートが減り、緑が増えた省エネ社会 

子育て環境の整備。 

日本の中心である東京が最も子育て環境が整った都市となるべき。 

東京が変われば日本が変わる。 

ゼロエネミッションの実験を通じた、将来世代に誇れる東京の実現。 

電車に乗っている人、街を歩いている人、仕事をしている人、「普通の人々」が、すれ違う人に「にっこり」できる街に

なっていればよい 

東京湾に人口島を造ってカジノなど、IR施設を建築して欲しい。 

ハード・ソフトの両面で、真の意味で包摂的な地域社会の実現。 

誰もが豊かさを感じられる街にしてほしい 

小さい子どもが遊べるスペースに困らない都市になって欲しい。 

都心部に人口が集中するため、スマートシティになる必要があると思う。 

・新しい文化、産業の発信地でありながら、誰もが安全に安心して暮らせる都市であってほしい 

・人と人との健全なコミュニケーションが活発に飛び交う世の中であってほしい 

東京一極集中が少子化の原因の１つにあげられていますが、将来は東京にいてこそ、安心して子供を生み育てら

れ、東京が少子化を脱却したモデル都市として紹介されるようになることを夢見ています。 

環境に配慮したインフラシステムを構築し、子どもや外国の方々等、多様性に富んだ中でも、世界で一番安全な都

市になったら良いと思います。 

住みやすく過ごしやすいファッショナブルな街 

都区部は賃借の保護を緩めて土地収用を進め土地の高度利用を実現、広大な公共用地を確保しあらゆるスポ

ーツの専用スタジアムを建設、自然あふれる空間を確保。 

電線の地下化 

誇りある都市へ 

ボランティア募集や副業的な人員募集について、募集と応募をつなげるプラットフォームのような場が、アクセスしやす

い都庁や区役所などからもっと提供いただけるとありがたいです。 

建て替えを制限して、緑と空間のある街っくり。高さも制限。都心 4件を合わせて首都とし、テレワークの推進による

都市機能分散を。一つの地方都市とすることを目指す。 
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『20年後の東京』 

”福祉”を義務教育での必須科目へ 

現代社会においてもなくては成り立たない”福祉”について、きちんとその必要性･内容･対象となりうる人々や事柄に

ついて、正しく理解をしている人は果たして何パーセントぐらい居るのでしょうか。 

今後益々加速するであろう高齢化問題の他、身体障害者は勿論の事、目に見えない障害を抱えている人、急な

災害等での被災者支援等、時代は即に相互に支え合わなければならない社会を迎えているのに、それについて教

育の現場で何も触れないというのは逆に不自然に思われます。 

誰もが幼い頃から”福祉”に触れる事で、自然に”福祉”について考える社会となり、”こころのバリアフリー化”が進み、

偏見や負の差別がない未来を望みます。 

世界一魅力のある都市になっていること 

●障害者用トイレや普通トイレのベットが、ベビー用で小さいところが多く、小学生以上の障害者が使いづらく困って

いる。おむつ交換の必要な身体障害者のことを考え、商業施設や駅のトイレのベットを大きくしてほしい。また、男性

トイレにもベットを設置し、子供の世話は母親がするもの と言う概念を無くして欲しい。 

●駅のホームや商業施設のフロアにベンチや椅子を多く設置して欲しい。 

●働き方改革が叫ばれている中、ショッピングモールはは年に 1回のしか休みがない。ショッピングモールが休みになら

ない限り、中に入っている店は、休むことができない、バイトの人数が集まらないので店長や社員が休みなく働き、疲

弊している。ショッピングモールに月に 1回の定休日を義務付けて欲しい。 

●医療的ケアのある方が、特別支援学校卒業後に通える施設があまりにも少ない。医療的ケアがない方は当たり

前のように週 5日通うが、医療的ケアがある方は週 5日通えないのが常識になっている。至急改善して欲しい。 

●知的障害者 B型作業所は、毎日働いても工賃が 1万円以下が当たり前になっている。働く意欲が薄れている

方もいる。1万円以上工賃がもらえるようにして欲しい。 

人種や宗教、健常者・障がい者がお互いに過剰意識を持つことなく、貧困、犯罪と無縁で安全安心に暮らすことが

出来る東京 

子ども達世代が将来に対して不安に思うことなくのびのびと暮らせる東京 

世界最先端の技術や仕組みがあって、誰もが住みたくなる都市 

犯罪や貧困がなく、安心安全に暮らせる都市 

ボール遊びが出来る公園を増やして欲しい。 

ボールを使って遊べる公園がもっとたくさん欲しい。いつも混んでる。 

・高齢者、障害者が安心して日常生活がおくれるようより一層のバリアフリー化推進 

・自転車、歩行者通行帯の分離整備促進 → 「自転車」移動しやすい街づくりのアピール （健康促進、ＣＯ

２削減、エコ等メリット大） 

バリアフリーが充実し、誰もが快くサポートできる文化を持っていること。 

個人・法人を問わず、教育・弱者支援・社会資本整備に進んで寄付・出資でき、かつ誰もがそれを称える文化をも

っていること。 
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変革によるプラス面を考えるのは結構なことだが、同じことがマイナスに働く側面もある。 

居住者が多様化すれば考え方や生活レベルも多様になり、犯罪が増えたり貧困者が増加して支援が必要になると

いう側面もある。 

働き方が多様化すれば競争が激しくなり、自分の雇用とそれに基づく生活を維持することが難しくなる人が出てくる。 

マイナス面から目をそらし（目を向けさせず）、プラス面ばかり強調するのはいかがなものかと思う。 

なお、Legacy という英単語は「受け継がれる様々な恩恵」というニュアンスの言葉ではないので、用法として間違っ

ていると感じる。英単語の本来の意味を誤解させるので、このような使い方はなさらない方がよいと思う。 

災害に強い街つくりに期待しています。 

江戸の歴史文化に気軽に触れ合える東京 

将来子供ができた際に、制度面で住みやすい街になっていたらうれしい。 

一極集中しない街。 

東京がアジア圏の金融都市ＮＯ１になるべく、ヒト・モノ・カネを投入して新たな挑戦を進めて欲しい。 

金融機関との連携（包括連携協定等）について、過去は関係が希薄だったと言えるが「小池知事」都政となって

からは密な関係性が出来つつある。 

官民連携により新たなアイデアや発想が生まれ、一体となって取組を行っていく事で、今後より一層の飛躍が生まれ

ると感じており、引き続き関係強化を図っていって欲しい。 

少子化対策（保育園無償化等）も大事だが、全員一律の必要はない。高齢者が住みやすく、生きやすくする等

の対策もしっかり行ってもらいたい。 

支援も富裕層との差をつけ、東京都民が安心して生きていけるようにしてもらいたい。 

私自身が70歳を超え、どのような生活をしているかわかりませんが、経済、文化で日本を牽引しつづける東京である

ことは変わりないと思うので、子供や地域の方々が安心して心豊かな生活が送れる潤いと生活感の溢れる魅力的

な「ふるさと」であって欲しいと思います。 

オリンピックを契機に変わって欲しかった東京の現状の一つが、道路交通のあり方だ。東京は優れた公共交通網を

有した都市だが、この公共交通の過密もまた東京を象徴する負の側面として知られている。都市空間のうちのかな

りの割合を占める道路は、自動車偏重のものになっている。世界の都市では、道路空間を歩行者や自転車利用

者、公共交通を中心とした「人間中心の」ものに変えていくインフラ更新もスタンダードになっている。東京も、道路空

間再編の具体策を明確に打ち出し、オリンピックに合わせて実践してみせるべきであった。これは、東京の未来像の

重要な一面であり続けるはずだ。自動車を減らすことは気候変動対策としても重要であり、自動運転車や ZEV の

普及を待つまでもなく、今から取りかかることが可能だ。Society 5.0が「人間中心の社会」を謳うものなのであれ

ば、その道路交通は歩行や自転車といった他者との生身の交流が容易なモビリティーを中心に構成されるべきだ。

道路を自動車中心のものとして扱う前世紀の負のレガシーを振り払い、真に人間中心の都市空間を構想し作って

いくことが、東京都には必要なのではないか。 

オフィス街の夏の暑さ対策、公共交通機関のバリアフリー化・多言語表示推進などを進め、 

障がい者や外国人旅行者を含む、全ての人にとって快適な街になると良いと思います。 

誰もが安心して生活出来る都市 
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- 外国人に対する差別をなくす。そして外国人にも暮らしやすい環境をつくる 

- スマートシティ化し、まちをデータ管理する 

- 自転車に安全に乗れて、どこにでもいけるインフラを整える 

- シェアバイクを充実させる 

- 自然と緑を増やす 

- 居住地の近くにオフィス地区を設けるなどして通勤ラッシュと、通勤に人々が費やす無駄な時間をなくす 

- バス・タクシー・配達車両などの電動化（北京では既に進んでいる） 

- 水上交通（河川や運河など）を充実させ、河川敷周辺をもっと活用する 

- スタートアップ支援をより充実させる 

高齢化が進み、活力が衰えるのを防ぎ、将来の東京を牽引するのは世界から集まる若手人材である。日本の大学

制度は世界の先進国のそれと異なり、相変わらず「入学が難しく、卒業は簡単」方式である。これでは優れた外国

の若手人材は日本や東京に来ない、定住しない。遅くとも大学入学前に優れた若者を世界から呼び寄せる魅力あ

る大学を作り、人材輩出する。東京都が経営主体の都立大学を抜本的に改組して、文科省傘下の大学制度で

はなく、世界標準の大学に改革する（高い教育レベル、教育の質保証、国際的な教員・学生構成、英語教育な

ど）。安全・安心ほか優れた社会インフラに恵まれた東京こそ、国際的な若手人材集積センターになり得るわけで、

そのための抜本的大学改革が必要不可欠である。 

今以上に、都民が相互に活発なコミュニケーションを取れる都市になれば良いです。 

多国籍対応、これにつきますね。受入態勢というか。 

転勤族ですのでいろんな都市で生活して来ましたが、やはり東京は最も便利で快適、エキサイティングな都市だと思

います。世界中から憧れられるような年になることを期待しています！ 

子育てに不安がなく、また女性が子育てと仕事を両立できるような東京にして欲しい。 

公園などの施設や遊具を充実させ、安心して遊べる場所を増やして欲しい。 

東京しかふるさとの無い人が、継続して住める町。固定資産税などで祖父母→親と相続相続と続き、ふるさとである

東京に住めなくなってます。 

裸足で遊べる芝生などが整備された大きな公園や、日頃から通える小さな公園など、シーンに合わせた使い方がで

きる公園を多数整備して欲しい。 

２３区に人口集中しないよう、テレワークや事務所移転を後押しする制度があればと思います。 

テレワークなど、多様性に対応する柔軟な働き方 のさらなる推進 

言葉の壁がグローバル化を阻んでいるように思うので、公用語を東京都に限って日本語と英語とする、移民を受け

入れる、など国際化を進めることが重要と思う。 

テレワークや事務所移転を後押しする制度を推進いただきたいです。 

中心地の混雑や電車の混雑の対策を講じ、子育て世代から高齢者までが住みやすい都市にしてほしい。 

今後観光国としてよりよい環境整備を行うためには、景観も大きな要素になると思う。 

フランスのパリのように美しい街にするために、無電柱化を進められれば良いと思う。 

現在も未来も過去も全世界の人々が目指し、憧れるまちづくりをし続けて欲しいし、加えて東京だけが発展すれば

よいという発想ではなく、ノウハウを他の第二、第三の都市にも展開するという懐の深さも同時に追求してもらいたい

と考えます。 
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世界で一番住みやすい街としたい。 

・働きやすい街 

・子育てしやすい街 

・健康である街 

・安心・安全である街 

防災を含めた安心・安全をベースに、自動運転・多様な公共交通網などによる渋滞緩和・スムーズな移動などの快

適なまちづくりを希望します。 

安心・安全な環境が整備されている東京を目指してほしい。 

子育てをしながら女性活躍第一線で勤務しています。通勤時間が本当に苦痛なので、快適な通勤を心から望んで

います。電車増便、柔軟な働き方がより浸透できる社会にしてください。IOTデバイスなどをもっともっと活用して、あ

らゆる分野での業務を効率化して、誰もが快適な生活ができる東京にしてください。 

台風や大雪等の自然災害ですぐパンクする通勤ラッシュが緩和されることを望みます。東京2020大会を通じたレガ

シーとして柔軟な働き方が残って欲しいです。 

最新のテクノロジーや建設物と、緑・自然が融合した東京に住みたいです。 

また、東京湾湾岸エリアの交通の便が良くなると（バスだけでなく鉄道・メトロ延線等）うれしいです。 

自分も含めて、高齢化社会になっていく中、子供から高齢者まですべての人が過ごしやすい環境になっていくといいと

思います。 

今年からパラスポーツに関わる仕事をしているので、バリアフリー化を進めてほしいと思います。 

誰もが暮らしやすい街になることを祈っています。 

日本の首都として世界の経済をけん引する経済都市として発展することを望みます。 

安心安全に暮らせることは何よりも優先されると思いますので、震災・水害に強い街にしてほしいです。 

時差通勤などにより、通勤が快適になればいいと思います。 

子供たちが楽しく、明るく学校に行きたくなるような教育制度 

自然・住環境ともに快適な暮らしを望みます。 

伝統と先進の共存が東京の大きな魅力であり、先進を追求しつつも、守るべき伝統は守る。 

先進は時代とともに陳腐化するが、伝統は特が経てば経つほど魅力が増す。 

江戸、明治、大正、昭和、平成、令和の縦軸と、グローバルや自然といった横軸が共存する、今以上に魅力あふれ

る東京を目指してほしい。 

待機児童問題が解消されていてほしい。 

・都市部の自動運転システムの充実、公共交通機関の自動運転車化への移行 

・郊外の空き家対策の強化と都市部への移転を促す政策（買い取り・税の優遇等） 

・居住地区の整理と充実（店舗・病院・役所等の集中、ワンストップサービスの提供） 

・公共墓地の拡充（郊外地の有効活用） 

人が安心して暮らせる安全な都市 

ラグビーワールドカップのような自発的なおもてなし、ボランティアが文化になるとよい。 

治安を維持しつつ、多様性を尊重した活気あふれる東京 

災害に強く安心・安全世界一の街 
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高齢者・単身世帯が増える世の中になることが予測される。一人でも安全安心で、楽しめる東京であって欲しいと

思います。 

子供が安心して暮らせる街 

満員電車を解消してほしいです。 

環境に配慮した街づくりがすすんでいること。 

若者が優遇される東京 

工業的、電子技術的に発展することも必要であるが、自然や人間性と調和した大都市、東京で 

あってほしい。 

映画に出てくるような、科学は発展したが殺伐とした未来ではなく、夢と希望を持って生き生き 

と暮らせる“まち”であってほしい。 

誰もが定時退社する都市がいいです。 

みんなが暮らしやすい街になっていてほしいです 

・通勤・通学を含めた交通網の整備。快適な働き方が実現している街になているとありがたい。 

AI の発達により、より便利で安全な社会を望みます。 

年金がもらえるかが不安です。 

都市の成長を期待しますが、世界の中でも、日本の平和で安心安全な街作りは評価されているため、大前提とし

て、将来も災害や犯罪といった脅威から守られた街作りは第一だと考えます。 

そういった環境が保たれた中で、日本の美しさを残しつつ、新たなシンボルとなるような建造物や街が誕生し、世界ト

ップクラスの都市になることを期待します。 

東京が抱える課題を解決するためには、東京が日本の中心であることは変わらずとも、関西、東北エリアに東京に匹

敵する新首都を作り上げることが必要。 

多様性に対応し、人にも地球にも優しい街であってほしい。 

将来に不安をもたなくてもよいような街、国にしてほしい 

年々脅威になってきている、自然災害をはじめとした地球環境が今からとても心配です。子供達が平和に暮らしてい

けることを強く望んでいます。 

江戸時代、江戸中を運河が張り巡らされ、白い漆喰と整然とならぶ住居、中心部にたつ江戸城。見たことはありま

せんが、神秘的なものと思います。日本＝サムライ＝古風な雰囲気、をコンセプトに、水の青、木々の緑、住宅・道

路の白と茶、コントラストが映える、意図的なまちづくりをするべき。（高い建物を林立させることよりも、地方都市と

のつながりを意識し、集まり過ぎた建造物・人・ものを外に分散させるが、ネットや移動手段の高度化により、すぐに

参集しあえるような環境を作るべき。例）現状 大手町→新宿 約３０分 未来（期待） 大手町→相模原 

約３０分 

子育てしやすい街にしてほしいです。 

緑があふれる街になると良いと思います。 

環境にも全世代（特に子供、高齢者）にも優しい、街になることを望みます。 

働きやすい都市にすることで、人が増え、子供も増えていくと思います。 

東京主導で、さらに働き方改革をすすめるとよいと思います。 

高齢化社会を見据えて、医療・住まいが一体となった住みやすい街作り。 

高度に発展した交通インフラと情報の多様性、文化芸術ソフトの充実。 
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安心・安全な街になっていることを願っています。 

企業への働きかけをもっと積極的に行うことで、テレワークの活用を更に推進。交通渋滞の緩和・多様な働き方の推

進等につなげて欲しい。 

高齢者がいきいきと活動することができるＭａａＳの普及 

様々な分野でのモデルケースを東京から発信していけるような都市になれば嬉しいです。スポーツ一つとっても地方

都市では経済と人口からできないことが多くあると思います。お金があるからできることは反感も買うこともあるかと思い

ますが、成功していればそれを目指してついてくるものではないかと思いますので、地方を牽引していってほしいです。 

朝の通勤ラッシュを快適に通勤できるようになったらいいなと思う 

世界をリードする東京（日本）であってほしい。 

千葉から３０分以内に通える交通網整備 

東京が成長するためには、一時的に地方分権して、東京をリセットすることが重要かもしれない 

貧富に関係なく皆が安全・安心に暮らせる街。競争と平穏が共存する街。少子化とならない、世界に誇れる・規範

となる都市。 

様々な人が、差別なく、安心して笑顔で過ごせる街であってほしいです。 

多様性を受け入れ、様々な個性や能力が生かせる社会にしていきたい。 

若者が明るい未来を描けるよう、学習の機会や多様な働き方の提案を東京が率先して描けると良いと思います。 

一極集中ではなく東京発信からの地方創成のモデルで成功例を増やしていくことが、日本全体の発展となることに

繋がると思う。 

快適で住みやすい街づくりを期待しています。よろしくお願いします。 

ロボット・AI・IoT等のデジタルサービスの普及とともに、人間の精神性を高め、絆を固くする施設やイベントを充実さ

せる。 

現在の東京は、利便性は高いが、灰色のビルに囲まれてどこか殺伐とした空気が流れている。ここにデジタルの利便

性を加えることは、親和性は高いが、より一層人の住む街でなくなる懸念がある。また、世界の各都市もデジタル化

するなかでは、単に便利なだけでは、魅力のある街とはいえない。 

整備された街に、自然の要素が加われば、美しい街になる。全体として利便性を追求しつつ、自然との調和を図り

つつ、都内各地の文化的コンテンツの掘り起こしと同居とすることにより、 

「日本らしい美しい東京」のコンセプトでまちづくりを行うべきと考えます。 

交通渋滞をなくせるよう、地下や空も活用した交通を整備 

浮浪者がいない、皆がある程度の水準で生活できる東京であって欲しいです。公共の場で、汚い格好をした人がう

ろうろしていてはイメージダウンだと思います。 

公共交通を便利にすれば、車が減り渋滞も緩和されると思います。 

安心して暮らせるコミュニティー 

安心・安全で持続可能なまちづくり 

誰もが幸せに生活できる都市であってほしいです 

・災害が起こったときの備えに、電線の地下化を進めて欲しい。 

長生きしても安心して生活（経済、環境など）できる東京（日本）であって欲しい。 

地方と東京をつなぐ多くのパイプができてほしい。物理的にも、もっと短時間で移動できる手段や、低価格で乗れる

乗り物がほしい。地方で夢をもつ人をもっと呼び込める東京になってほしい。 
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電線の地下網が築かれると景観が良くなり、より観光客にも魅力的になると思います。 

婚活支援、子育て支援をもっと充実させるべきではないかと思います。 

医療機関や交通期間、企業、家庭等、わたしたちの日々の生活の中にデジタライゼージョンが深く浸透し、利便性

や生産性、先進性を牽引できる都市として発展させていくことに一役立ちたい。 

ヒト・モノ・カネ・ジョウホウ全てが東京一極集中の現状ですので、「地方の東京化」を推進できるような取り組みを都

に期待します。 

人が東京に集中しすぎて通勤がストレスになっている現状を変えてほしい。 

いつ起きるかわからない大規模な災害に対して、ハード面・ソフト面ともに万全に備えるとともに、各自治体だけでなく

民間企業とも連携し、強靭で持続可能な社会と街づくりをして欲しい。 

災害にあっても、安心して外国人が住む・働く・観光で来日することができるような、街づくりをして欲しい。 

通勤ラッシュという言葉がなくなればいいと思います。 

性別や障がいの有無を問わず、みんなが共生でき、将来への不安を感じない都市文化。 

多様性に溢れ、先進的な試みを積極的に行うポジティブな東京であることを望んでいます。 

今後、少子高齢化の影響で日本人人口が減り、外国人人口が増加することが見込まれますが、日本を代表する

大都市の東京であるからこそ日本の文化・色・特色を残し続ける都市であってほしいと思います。 

より安全・清潔な街になってほしい 

世界一治安のよい都市であってほしい。 

まだまだ仕事とプライベートの両立ができていない環境にあると思います。 

労働時間の削減、自由な働き方にもっと特化した施策がなされるべきです。 

凝り固まった昔からの働き方に対する意識はどこかで変えなければならず、 

未来の東京は、心に余裕を持って働くことができる環境に変わっていることを 

とても期待しています。 

現在の教育方針は大量消費、大量生産に対応するため平均能力を伸ばす内容になっていますが、地球というキャ

パシティに限界があるのだから、社会全体として少量消費へ変換しなければ世界が崩壊します。 

量より質の時代に変換するためには、個々の能力を伸ばす内容に方針を改めることが大切だと思います。 

日本人の職人技は世界に類がないほど優れていて、宇宙船に使うガラスは町工場で作られたと聞いたことがありま

す。機械で測定できない厚さを手で感じ取れるのは、いわゆる発達障害者といわれる方達でしょう。また、江戸の町

はトイレの落とし紙までリサイクルしていたそうです。 

私の友人は中小企業の社長をしていますが、息子さんは別の仕事としているから、自分の代で廃業すると言っていま

す。ほとんどの中小企業の社長は自宅を担保に借入をしているので他人への会社継承が難しいのです。 

そうであれば、技術の継承が親子間でなく他人でも出来るための仕組みを考えれば良いのだと思います。 

「幸せの青い鳥」は遠くでなく東京にいるのだと思います。日本文化の素晴らしさを見直し現代に活かせる手段を考

え、誇りをもって世界に発信して行けば良いのだ思います。 
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子育て世代・ワーキングマザーが社会で活躍できる環境整備 

・テレワークを中心とした働き方により通勤時間のロスを無くす 

・保育園・幼稚園・学童等の環境整備により子育ての負荷を無くす 

これにより、子育て世代・ワーキングマザーが社会で存分に活躍できる環境を実現する。 

文化スポーツ活動の活発化 

・世界最先端の交通インフラ（MaaS,パーソナルモビリティ等）の実現によって、イベントに参集する地理的障壁を

排除し、文化スポーツをより日常に密接な存在とする。 

交通ネットワークが整備され、多様な働き方ができる環境が構築されていればと思います。 

東京は世界でも誇れる都市になって欲しいと心の底から感じています。 

都市機能は既に世界に誇れるものが備わっていると感じていますが、文化や芸能、スポーツと言っためんでは世界の

他の都市のように誇れるものがまだ内容に感じています。東京オリンピックが開催されることでスポーツにおける競技施

設などはレガシーとなると期待しているので、環境や住民意識などを継続して発展させたいと感じています。 

多様性が認められ、一人ひとりが正義感をもって平和な社会を構築している未来の東京であって欲しいです。 

東京大好きで、今後も東京に住みたいと思っていますが、より、窮屈さのない街になるといいなと思います。 

栄えているエリアをさらに増やし、各エリアに特色を持たせていくことで東京都の土地をさらに有効活用する。 

例えば、西東京市エリアでは、緑と一体化した町、新宿等ではもっと開発を進め、娯楽に特化する等、駅やエリアご

との特色を出してほしい。 

現在は東京に人が密集しすぎて、通勤等で疲弊している人が多いと思うので、快適に通勤・生活ができるようにして

ほしいです。 

・交通機関が２４時間ある環境になれば良いなと思います。 

・ランニングをしている人が多いのは健康に気遣っているからだと思いますが、ランニングくらいしか気軽に運動できない

ということが隠れていると思います。ランニング以外にも運動が気軽にできるような環境があると良いと思います。 

海外の真似をすることなく、東京は東京独自の価値観を持った都市であってほしいです。 

子供が安心して生活でき、更に自分の子供も東京で育てたいと思えるまちになっていて欲しい。 

東京の中心に位置する外濠を世界に誇れる「外濠ジオパーク親水公園」としたい。それは、1）都民や東京を訪れ

た人々の憩いの場になる。2）都心における動植物の貴重な生息地となる。3）東京都の環境への最先端の取り

組みが今後の日本の環境対策の手本となる。以上 

世界中の誰もが憧れる東京に！ 

東京は人口が多く、物や金は豊かですが、人と人のつながりが希薄で生きづらさを感じている人も少なからずいると

思います。 

一方、農村は暮らす人すべてが顔見知りで家族のようにつながっていて互いに助け合う文化があります。そこに、都

会の人が心豊かに生きるヒントがあると思います。 

東京と農村が交流することによって、お互いの良さを学ぶことができれば良いなと考えています。 

定住を目指す街 

環境保護の模範となる、更に治安の良い街 

気候等に振り回されない交通機関の整備 

自動車に依存しない社会作り 

多様な人々全員が活気ある生活を送っている都市であれば良いと願っています。 
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複雑化している電車の乗換、バスの利用等がスムーズになるとうれしいです。 

今よりさらにテレワーク等のスムースビズの運動が広まり、時間や場所にとらわれない働き方が当たり前になる社会。 

誰しもが人間らしい生活を営めるような住環境であってほしい。 

東京の未来を語るとき、「高齢化」「少子化」「環境対策」「災害」といったネガティブワードを用いて対策が喫緊であ

ることを全面に押し出すより、「これだけ素晴らしい未来が待ち構えている」というイメージをにじませるのはいかがでしょ

うか。期待感が都民を動かすように思います。 

シェアオフィスや在宅勤務が進み、通勤ラッシュが緩和された状態をのぞみます。 

特別支援教育を学んでいます。 

今後、パラリンピックなどをはじめ、障害をもつ方々が意欲的に社会参加できる東京であってほしいと強く願います。 

また、障害をもつ方々を受け入れる都民の心を育てる教育、環境の設備をより充実していただけると、とても嬉しい

です。 

これからどのような社会になっていくのか、楽しみです！ 

建物の高さ制限を無くして職住余暇近郊の街になっていて欲しい 

東京の人口を減らしてほしい 

綺麗な洗煉されている都市 

夢や希望が損なわれない豊かな環境、ゆとりや癒しが適度に保たれる自然との調和の取れた東京 

今以上に治安の良い都市であり続けて欲しい。 

多様性に対応した都市 

古いものと新しいものが共存する、外国人に珍しがられる、多様で珍しい街であること。 

電柱の完全地下化 

首都高速の完全地下化 

ビル街特有の暑さがなく、ゲリラ豪雨などの災害が発生しない安全な東京がよい。 

排水処理施設が見直され、冠水などが起こらないクリーンな東京がよい。 

誰もが参加できるイベントを企画してほしい。例えば、応募数に対する参加数枠が少ないケースが多く、参加しにく

い。例えば、参加できない人を次は優先にするとかの対応をしてほしい。 

世界から注目される都市の見本となるよう、Society 5.1 を早く取り入れ、近代的な住みやすい東京にして欲し

い。 

この場所で「子供を産み育てたい」と思える国の首都であって欲しい。 

暑さ対策を希望します！ 

東京と地方との、(人と経済-産業、文化、など)の交流を通して、共生と発展を！ 

みなが思いやりをもって生活し、治安が良い東京であることを願います。 

高齢者に優しい町作りを期待します。 

足腰が悪く免許返納の後に行動に制限がかかり病院に行くのも苦労します。 

都営交通のシルバーパスは非常にありがたいと思いますが、ラストワンマイルが大変でタクシーなどの優遇措置を期待

します。免許返納の為にはそれらの措置がないと中々容易に返納し難い状況です。宜しくお願い致します。 
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・スポーツをする、見る、参加することが意義あることだと認められる社会になって欲しい。 

・そのために、スポーツをする環境の拡張と向上をして欲しい。 

・働くことが第一ではなく、スポーツをはじめとした余暇の過ごし方が第一に重要視される社会になって欲しい。 

・何においても経済効果や儲けることばかり注目される悪習を脱却して、快適に過ごせる社会かどうかが重視される

社会になって欲しい。 

・つまり、ビジネス第一主義、お金至上主義を捨てた、本当の社会の豊かさとは何かを議論できる社会になって欲し

い。 

年齢、性別等に関係なく、活動できる方の力は活用するようにしていくべきでしょう。 

人口減少局面を迎えた中で世界と闘える東京を目指すには、ネットワークと AI の最大活用による生産性・利便

性・快適性の格段の向上を志向した「Society 5.1」の実現が不可欠であると考えます。 

誰もが安心して暮らせる街 

ペットと何処にでも入場できる、ペット共生の街。 

何時でも何処でも好きな時間に好きな場所で、仕事が出来る労働効率最大化を実現した都市。 

東京が、残すべき伝統を大切にしながら、効率的で豊かな生活を過ごせるようなハイブリッドな都市となるためには、

効率的な交通・移動手段および、高速通信網の確保、高度なキャッシュレス化等の社会インフラの革新が必要と

考える。 

東京で二人の子供を育てた主婦です。世界中から様々な文化が入ってくることで、子供たちに多様な価値観を育

める一方、日本的な思いやりや、やさしさを失った雑多でな社会にならないような教育現場の強化が必要と思う。 

上記のような東京の発展は当然望ましいですが、一方で東京のみが発展することによるデメリットもあるはずで、他の

大都市や地方都市との共存・共栄という点も必要と思われる。 

■都内各所でバラバラに進む再開発に行政がもっと踏み込み、統一性のある街づくりを進める。 

■将来も人が流入し続けるためには、子育て支援が不可欠と考えます。首都圏の他自治体に負けない支援策を

期待します。 

バブル経済崩壊後の日本(とりわけ東京)は、ネガティブな話題が常にその中心にあり、それは少子高齢化、待機児

童、年金制度問題、就職難、引きこもり、外国人労働者の受け入れ問題等、それは東京が考える問題ではなく国

家が解決すべき問題でしょ？と言われてしまうかもしれませんが、現実に東京に住む都民一人一人にのし掛かってい

る問題ですから、国が全部解決してくれるなんて思っていたら、自分で自分の首を絞めることになると思います。東京

は日本の中枢であり、この国を牽引していくだけの人員と知恵と力を持っている都市だと思います。ちょうど今、ラグビ

ーワールドカップでスポーツを通して日本が一つになり、また海外から観戦に来ている人々とも素晴らしい交流が出来

ていると思います。ましてや来年はオリンピックですから、参加国の数も訪日外国人の数も桁違いだと思います。しか

し私達は、オリンピックを契機に人々の思いやりの精神や団結力を増して、今この国が抱えている様々な諸問題に

立ち向かっていくキッカケとし、できるようにならなければならない。前回のオリンピック後の経済発展以上の豊かな発

展を皆で力を合わせて成し遂げていこうではありませんか！ 

死ぬまで「誰かから必要とされている」と感じながら生きられる社会。マザーテレサは、「人が最も不幸と感じるのは、誰

からも自分か必要とされないと思いながら生きることです」と言っています。介護が必要となっても、誰かと繋がり活躍

するための支援をする施設や介護サービスが当たり前となり、車椅子で２人外出できる社会。ゆるい見守り助け合

いにより、お互いの幸福を育て合う関係、意識を育てたいと思っています。 
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1) 結婚する前に 20代で卵子の確保ができるよう、保険など援助がある東京 

2) 保育所、小学校、老人のデイサービスの一環教育ケア施設がある東京 

3) インバウンドが来なくても経済的に潤う東京 

知事、早くお辞めください。 

犯罪者やマナーの悪い者が廃除された、世界一安全で文化的な街。 

都市部の鳥が台風のとき避難場所と認識できるようなもの？があるといいなぁと… 

混雑帯の交通機関を何とかしてほしい 

今ある高層ビルを全て 16階ぐらいまでの高さまで低くし、木のぬくもりと緑が多いビルにして、風が通る街になる。 

自転車用道路を全ての道に設置し、歩道を自転車が走ることのないようにする。 

都市機能が各駅などを中心にコンパクトにまとまり、カーシェア等どこでも行ける自由な交通網がある 

今の東京が世界でも優れている部分をさらに進めて世界からリスペクトされる都市になってほしい。 

日本の中心地に加えて、世界の中心地と呼ばれる都市に成長している。 

地方から都会への人口流出が相次ぐなか、人口が増え続ける首都・東京が、地方に還元できる仕組みを構築して

ほしい。（テレワークの推進で地方にいながら東京の企業に就職可能など） 

あらゆる不安のない暮らし 

さらなる交通ネットワークの拡充により、より便利に移動ができる東京になることを希望します。 

通勤ラッシュ、交通渋滞等が解消されている。小さな子どもを連れてでかけやすい環境が整っている。 

世界の人から「デジタル都市と言えば東京だよね」と言われるようにする事。昨日、小池さんが言われた 6G がどうた

ら、と言った話は、東京に限った話ではなく、ベンダーやインフラを伴うもので東京ならではの話になりにくい。例えば

WiFi がどこでも無料で使える、と言った取り組みは東京ならではで出来ること。顧客を東京都民だけでなく、東京来

訪者にまで拡げたデジタルサービスの環境が期待される。また、ハードインフラだけの話になりがちだが、多様なサービ

スが提供、享受できる東京になるべき。そのためのインフラ、事業促進、補助金、規制緩和や、ニーズの吸い上げと

実現を都が主導することが期待される。 

「東京に行くとあらゆる生活体験が格別に便利になり、超過ごしやすい。東京に行きたい、住みたい、働きたい！」を

デジタルサービスで実現する。 

そんな都市になりたい。 

シンガポールのような都市計画 

満員電車が解消され、通勤のストレスがなくなることで、生産性の向上がもたらされると感じる。職住接近の政策、

支援を推し進めてもらいたい。また、オリンピック期間に台風が直撃し、各国の選手団や観客の皆さんに危険が及ぶ

と、日本の国際的な信頼は損なわれ、後世にまで悪い影響が広がると感じる。未来の東京は、台風が直撃したとし

ても、身の危険は一切心配する必要がない様、ハード・ソフトの両面から対策を進めてもらいたい。 

情報を自分から探しに行くのではなく、街を歩けば街の方から個人の属性にマッチした情報が入ってくる。初めて訪れ

た街であったとしても、街を歩くだけで古くから慣れ親しんだ街であるかのように感じられる。そんな街づくりを目指して

ほしいと思います。 

東京は日本の単なる首都であるだけでなく、日本経済の牽引役であり続けなければなりません。そのためには、更な

る都市機能の充実が必要だと思いますし、投資や世界中の人々が集う魅力ある都市になっていって欲しいと思いま

す。東京にはその可能性が十分にあります。 
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あらゆる世代、階層の人達が、安心して、快適に暮らせる街になってほしいと考えます。今、格差はどんどん拡大して

います。住まいで個々の住宅の質に差ができるのは仕方がなく、この分野に行政が補助金等で介入するのは、公平

の観点からも難しいと思います。しかし、街全体の環境や、公園などのインフラのサービスは、年齢や収入に関係なく

享受できるべきものと考えます。しかし、格差拡大の中で、このまちづくりを民間に任せていけば、東京は金持ちしか

住めない街になってしまう恐れがあります。公的機関の役割で、最後まで残るのはおそらく「規制」でしょう。今まさに、

その機能を再確認する必要があると思います。 

一方、インフラの更新にも膨大な資金が必要とされています。安定した財源を確保するためには、安定した税収が

必要です。そのためには、「不要な」規制を緩和し、ヒト・モノ・カネが集まり、世界経済を牽引するような都市になら

なければならないと思います。つまり、経済分野においては、規制の緩和です。 

まちづくりにおける規制と、経済分野における規制の緩和、どちらも公的機関の権限であり、その的確な対応が都庁

には求められています。 

他国に比べて東京は中心地なのに安全な街だと思うので、今後も中心地でありつつ住みやすい街になっていてほし

いなと思います。 

通勤時間が一日の中でも大変な時間であると感じる。オリパラ大会を通じて、通勤が楽になるような施策を更に加

速してほしい。 

世界中の人々が東京に来たい！と思えるような、活気ある東京を実現してほしい。 

身近に音楽が溢れる、心地よい街があるといいと感じる。 

多くの外国人の方が観光に来たいと思える東京を築いてほしい。 

環境と調和した都市空間の実現をして欲しいと思います。 

私個人としては、特にゼロエミッションへの取り組みに一番興味があります。 

開発業者がただビルだけを建てるはいつも残念に思っていたので、選手村での取り組みのように、街中の開発やオフィ

スにも世界一厳しい環境制限もしくは再生可能エネルギーを使うしばりをつけるべきだと思います。 

・全自動車の自動運転化（緊急用の道を併設）→ 高齢者が増えるので、誰もが行きたいときに行きたいところへ

行けるように、また事故が起こらないようにするため。 

・犯罪が起こらない街   

・すべての階段のある場所にエレベーターを併設 → バリアフリー 

人に優しく、環境に優しい、生き生きと住みやすい街づくりを期待します。 

多様性に富み、従来の日本人という一民族の文化や価値観だけではなく世界一誰もが固定観念に囚われず、

各々が自由に個性を発揮し多角的に強い面白い東京という街にしたいです。私自身も東京都新宿区ボランティア

に登録してイベント運営に携わって活動しており、自らも参加していきたいと考えております。 

あらゆる場所にデジタルツールがあり、誰でも使える便利な街 

・共助の進んだ社会で高齢化社会を自らが支える街 

・子どもの夢を実現できる環境と地方をも繋いだ情報発信・情報共有で地域格差を無くすリーダーシップ 

健常者だからとか、身障者だからとか、幼い子供を育ててるとか、介護者を介護してるとか、其々に優遇されない平

等な社会であってほしい。少し障害者や子供に片寄った政策が取られている。実際に給料から税金を無条件で天

引きされている我々には恩恵が無さすぎる。 



 

 

45 

 

【提言】現東京都を仮称「東京都・国」として独立させ、現日本国と並立すべきと存じます。 

［要旨］地方が寂れ、一極(首都圏)集中の東京ばかりが栄えるという構図の是正をはかり、地方と東京都との均

衡を再調整し、改めて共存共栄の道筋を求めたい。 

すなわち、本来あるべき姿の地方は日本国が支え、東京都・国は首都機能を資源に先進都市国家として日本国

を支える存在でありたいと存じます。日本国という在来の枠組みでは捉えきれない現状と未来が横たわっております。 

未来の東京について私は多様性の尊重が最も大切なことと考えています。日本は少子高齢化により益々、人口が

減り特に若者が減っていきます。東京は日本の中で一極集中による人口減は当面起こらないと考えられています

が、この状況が続けばいずれ人口減になります。外国からの移民を受け入れれば良いとの意見もありますが、こちらの

都合で外国人を受け入れるという発想は甚だ外国の方に失礼だと思います。その為には、東京が日本の先頭に立

って外国の方が住みたい街になる必要があります。 

都民みんなで外国の方の文化、言語を積極的に理解して、多様性の尊重、ダイバーシティな街を目指す事が重要

ではないでしょうか？まずその為に、一人一人が May I help you?の精神で外国の方に接していく習慣をつけてい

けたら良いと考えます。 

東京が日本の首都として、東京オリンピックを機にさらに発展することは望ましいことと思う一方で、東京一極化集中

がますます加速し、交通網も通勤時間帯のラッシュ、渋滞など限界を迎えつつあります。機能の集中化は人口の

益々の増加を招いています。現在、横浜に住んでいますが、東京に通勤するのに便利であることから、次々とマンショ

ンが作られている状況です。子供が増えるという良い面もありますが、その一方でラッシュアワー時の通勤電車は尋常

ではありません。 

そのための施策の一つとして考えられるのは都市機能の分散化、とそのための交通網の整備です。また、かつて東京

で生まれ育った私としては、都市東京にゆとりある空間がほしいと思っています。以前にも国政においてそのような構

想があったかと思いますが、具体化する時期に来ているのではないでしょうか。キャンベラ、あるいはワシントンＤＣを

目指してくれ、とは言いません。しかしながら、密集化した東京に緑、地面を取り戻してほしいと思う次第です。それが

人が営む空間のあるべき姿だと私は思っています。 

江戸は世界一の人口を誇った事もある大都市です。現在も世界有数の大都市ですが、今や成熟期に入っていま

す。あらゆる統計予測の中で最も的中するものは人口統計でなので、人口で世界一に返り咲く事は難しいと考えま

す。しかし、人口以外にも世界一になれる事は他にも沢山あります。201年前から続く歴史ある文化・習俗と、「初

物好き」の進取の気性という矛盾をはらんだ多様性は、創造的な街として世界一になれるポテンシャルは十分にある

のではないかと思います。例えば、江戸時代のリサイクルの先進性はその賜物でしょう。 

さて、東京を含む日本国にとって、それを阻害する最大のハードルは、「言語」と「現金主義」だと考えます。しかし、こ

れらのハードルは物理的に乗り越えるのが不可能なハードルではなく、語学習得の必要もなく異言語同士で会話で

きる自動翻訳インフラ、キャッシュレスを含むどんな通貨でも安全に売買ができる決済インフラといったテクノロジーで幾

らでも乗り越えられます。 

日本語や日本円を全く使えない外国人でも活躍しやすい都市になれば、前述の矛盾をはらんだ多様性はもっと多

様化し、東京はもっと創造的な街になると思います。 
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世界一のメガシティと名高い東京も、海外から見るとコンクリートジャングルというイメージが拭えません。スカイツリー等

の高所から東京全体を眺めた時それかがどこまでも続く大都市なら、そこに居心地の良さを加える事で更に特別な

都市になります。現代とハイテク技術の融合が魅力のモダン都市ならではの、日本文化の維持と都市の大規模緑

化を期待します。上野公園の歩道の脇には桜や紅葉や紫陽花が植えられていますが、東京の道路すべてがあれぐ

らい緑があると素晴らしいと思います。私は親の介護のため、毎日車椅子を押して晴海埠頭で散歩していましたが、

その時に一番有難く感じたことが街路樹でした。夏は日陰を作り冬は防風にもなり、季節の変わり目で変化する

木々は目にも心にも安らぎを貰えました。 高齢化が進む中、また未来を担う子供の情操教育、訪日外国人の誘

致にも緑は大きな役割を果たしてくれると思っています。都市の緑化を是非ご検討ください。 

未来の東京は、現状同様グローバルな観点での都市競争力を有するアジアのトップ水準の魅力を発信し続ける都

市であって欲しいと思います。東京が世界から注目されることが日本の世界におけるポジションにもつながるかと思いま

す。そうした姿の実現に向けては、最先端の各種 Tech を活用した都市機能や、世界の人々が訪れたいと思う独

自の文化を生み出し続ける仕組み作りが重要かと思います。その中でもＩＲに関しては、カジノへの異論もあります

が、世界規模のＭＩＣＥや、文化施設を新たに作り、世界に発信する良い起爆剤にもなるかと思いますので、ぜ

ひ前向きに検討いただきたいと思います。 

まず都から大胆な少子高齢化対策に取り組んで欲しい。都が国をリードして欲しい。 

東京に居住したい若者の直面する課題として、東京の家賃の高さがあると思います。空き家の活用などにより、若い

ファミリー層を中心に低価格で都内に住むことができるようになれば良いと思います。 

”東京オリンピック”で都民のホスピタリティをいかすボランティア精神は、オリンピックに訪れたお客様から、都民が住ん

でいるご近所(地域）の人へとつながっていきます。困っている人を支えたり、おせっかいの声を掛けたり等のコミニュケ

ーションは、お年寄りからこどもまで広がっていきます。心のつながりこそがバリアフリーになり、レガシーになればと思いま

す。 

オリンピックでのテクノロジー（IT)は、AI を駆使して個人一人ひとりに応じたサービス（介護・医療・教育等）をオー

ダーメイド的に選択できるようになるでしょう。また、AIは便利な生活を生み、時短になり労力の削減にもなる。人々

の暮らしの様々な場面でお手伝い（ハードもソフトも）してくれる力となっているでしょう。都民自身が、オリンピックを

通じてスポーツをする健康に意識を高め、AIで快適で幸せに安心に暮らせる街こそTOKYOであって欲しいと思いま

す。 

災害や犯罪から守られる未来 

少子高齢化進展の中、未婚、既婚子供無しの方と子供 2人いる家庭で所得、税制が同じと言うのは子供がいる

家庭からすると違和感を感じます。子供 2人一人前に育てる為の生涯支出は相応なものになります。 

日本の国力の底上げの為にも将来の担い手で有る子供達を相応のレベルに教育して行く事が必要あり、その為に

も最も人口が集約されている東京にて更なる優遇措置を考察いただき、子供を育てたい、育てられると思える街に

して頂ければと思います。 

教育に時間とお金をかける 

報道のあり方を考える 

一部の事象を繰り返し報道することの意義 

自己決定力 

大人が自己指導能力を高める 

中学生でも、留学できるシステムを確立して欲しい。 
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世界をリードする水素社会都市。 

経済も環境も豊かであり、人が個人で活躍できる精神的にも豊かな都市。 

これからは動画の時代と感じています。 

私はこれからの社会を担う世代として、未来の東京に希望を抱いています。結婚、出産を経ても継続して働ける社

会、障がいがあっても働ける社会、それぞれの働き方を尊重してもらえる社会になってほしいと願っています。 

世界の経済、文化・スポーツの中心であって欲しい。 

東京には沢山の人が住むのに、自分の住む地域に根を下ろしていると言い切れる人はとても少ないと思います。 

子どもがいれば、半ば自動的に地域社会に入っていけますが、そうでない人が圧倒的に多い。 

外国から来てどう地域に溶け込めばいいかわからない人も多い印象です。 

地域住民がお互いを理解し、自分が持つ文化や技能・経験などをどのように地域に還元できるか。そのヒントと交流

の場を与える未来の東京であってほしいです。 

東京都の住民の一人として、多様性を認めお互いを尊重する風土を持つとともに、孤独な人を作らず、高齢者も含

めて社会的役割をつくることで皆がコミュニティに居続けることが出来る都市としたいです。 

この数年海外からの観光客の来日増加と合わせ、東京がより一層来日外国人の満足を高める都市となるよう、都

が様々な施策を進めていることは認識しています。 

地味かもしれませんが、以下を新たな施策として提案します。施策を立ち上げ（投資）、効果が上がるまで時間の

かかるものでありますが、東京の文化の向上、そして若者への教育投資にも期待されます。                

〇「都内の大学を、観光資源として活用し、観光スポットもしくは観光客のオアシス化を図ること」     

ワルシャワとウィーンの街中にある大学は、その国の歴史や文化を感じ学ばせてくれる観光スポットであり、また観光

客が休むカフェや植物園、土産を求めるショップ、そして使いやすいベンチやトイレも有するオープンな施設でした。 

都内にはたくさんの大学があります。大学には英知もあり新たなアイデアが期待できます。また将来グローバス社会で

生きていく若者が学んでいます。海外からの来訪者をウエルカムする、むしろワルシャワやウィーンと同様にガイドブック

に紹介されるような観光スポット機能を合わせ有する施設に発展できるよう、都が推進することを提言します。 
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ボランティア振興による未来の東京構築策 

〇「ボランティア活動基金」の創設 

・基金の使途 

パラリンピック競技団体を始めとする障がい者スポーツ競技団体の支援です。多くの障がい者スポーツ競技団体に登

録してもらい、１年に１回、基金の一定額をそれらの団体に寄附 

・寄付の仕方 

寄付の一部は都民が応援したい障がい者スポーツ競技団体に 1票以上の応援権を持つことができるようにします。 

〇ボランティアカードの発行 

多くの都民に参加してもらうためには、学校等や都庁、区役所、その出張所、その他、置いてもらえるところ、回収可

能なところに置いて貰い、定期的に回収し、年に１回集計 

〇集計・寄附結果の報告 

障がい者スポーツ競技団体への寄附状況の報告を行い、各競技団体からのメッセージも掲載 

〇周辺活動（上記の取り組みを喚起する方策） 

・学校でボランティア体験学習の充実を図り、障がい者スポーツ競技団体と交流を希望する学校には、多くの障がい

をもつスポーツマン、スポーツウーマンが出かけられるようする 

・また、広く都民にボランティア感想文の募集を行う。 

ボランティアで温かく柔軟性に富み、活発な東京都が息づくと期待しています。 

＊日本の伝統芸能、及びそれに関わる伝統技術の推進、先導としての役割の主導。 

例:能楽など。 

次世代にツケや負担をさせない、明日への希望が持てる社会の構築。環境問題、財政問題、少子化対応等、今

さえよければ未来の不都合に目を瞑ることはもうやめにする。 

東京都だけの問題ではないかもしれないが、東京がリーダーシップを発揮して課題解決に取り組む。 

東京の一極集中を緩和して、東京だけが良いとこどりをしない。 

東京の実行モデルを世界の都市化、格差拡大問題解決のお手本として世界に示す。 

日本政府とも対立することなく議論を深めて、上記目標に向けて共同歩調をとる。 

夢の達成はとても難しく聞こえた。 

日本人高齢者が死ぬまで都心に住み、健康である限り週 1日または月に数日でも働ける環境を備えた都市になっ

たらなあ。 

これ以上の再開発はやめて、都心のビルを建て直すならば新規ビルに相当する容積の古いビルを解体する義務を

伴なった建設を促進してもらいたい。都心中枢部だけの再開発にとどめてもらいたい。 

東京はアジアの希望と夢に満ちた都市を維持するために渋谷や五反田付近だけでなく山の手線駅の幾つかの駅周

辺に最先端技術の開発とそのベンチャー企業の集積する町になったらなあ。 

深呼吸できる街 
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朝日地球会議に受講し、そのなかで 2050年に子供死因で最も多くなると考えられているものは、大気汚染と知り

衝撃を受ける。人間が生きていく上に必要な酸素(空気)を今のうちに考えていく必要がある。 

具体的に何をすれば良いか。緑化を進めていく、ゼロエミッションを進めていくのはもちろんだが、植樹する場所が少な

い都内には限度がある。やはり、人工的に酸素を作り出す必要がある。大気汚染された外の空気を、正常な空気

に変換していくことは出来るのだろうか。 

中国からくる大気汚染にバリアのようなものが張れるのだろうか。 

直ぐにでも取り掛かる事のできる酸素マスクの簡易スタイル、ボンベ式等の装着するタイプの開発普及か。 

私は、外の大気汚染を防ぐ場所、例えば地下通路や区画ごとの建物に、酸素ピットを築いていく準備が必要と考え

る。 

子孫の繁栄には、未来の子供達が苦しむことなく生きていく環境開発が今すべき必須案件と痛感する。 

誰もが通勤のストレスから解放される事により生産性が向上する未来になって欲しい 

精神的生活の質を下げる通勤ラッシュなどが無くなり、都民が東京をもっと好きになるような住みやすい場所になる

未来を期待します。 

様々な国の人とコミュニケーションが取れる自動通訳機が街の中に設置されている。 

地方と東京が密接に関係して協力し合える体制、交通網が整備されている。 

東京は日本全国から豊富な人材が集まっており、一地方というより典型的な日本の縮図ともいえます。ですから東

京で問題を解決することは、国の未来を決定することになります。様々な考えを持った人々が集積していることの利

点は顔を突き合わせて話し合うことが比較的容易であることです。この多様性の活用を促進して、今は主にアメリカ

から生まれている未来へのアイデアを東京から生み出せるようになることが重要です。分けても日本は「少子高齢

化」、「災害」を考えるのには最適の場所といえます。このピンチを卓越した創造性でチャンスに変え、世界に範を示さ

なければなりません。それは東京にしかできません。 

2040年頃の東京は転入超過が続いていて、住まいが確保できない可能性があります。 

住まいを確保するためには、23区よりも多摩方面で住まいがあればいいと思います。 

大きなライブ会場がある 

2020大会に向けた災害対策を通じて強靭な都市になれば良いなと思います。 

芸術家たちの憧れとなり、最高の芸術が集まる東京になることを期待しています。 

すべての都民や訪れた人たちが、前向きに暮らせる環境と整備が整っている街になっていることを望みます 

クリーンで安全で楽しい、いきいきと学び働く、住んでも観光でも世界で人気ナンバー1の都市になったらいいですね。 

東京は単なる一地方都市ではなく、地方であると共に日本の心臓部である。したがって、単に一都市の未来を語っ

ても国家の方針と整合性を保たなければ、二重投資等の無駄・矛盾が生じ意味のある投資ができない。そのため、

東京は「都」ではなく、東京省とし、知事ではなく東京省担当国務大臣となる。そのうえで、初めて効率的な未来へ

の投資が可能になる。そこで先ず投資すべきは山手線内側から個人の一戸建ての排除である。台風と大地震が同

時に発生する蓋然性が高くなりつつある事態において、都民・国民の生存を確保するためには、まず最初に着すべき

事項である。その後、立ち退きにより空いた土地を公園ではなく田・畑とし、生産と消費が完結できるように再開発を

行う。そして、多摩地方をハイテク都市化（シリコンバレーのようなスタートアップの集積と大学が連携している町）を

目指すというアイデアです。 

老若男女がみな未来に安心できるコミュニティーの形成 
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直近で大きな災害が日本全土（関東圏内にも）へ多大な影響・被害を及ぼしており、スポーツ・文化・経済等の

発展もさることながら、まずは国民（都民）の安全を第一に考えた街づくりが必要と考えます。 

都営バスの前輪近くの場所で「ここは荷物置き場ではありません」という貼り紙があります。網棚のような高い場所に

あるわけでもなく荷物置き場として適切にも思える都営バスのこの場合にこの貼り紙の意味がわかりません。 

都営バスにも網棚他荷物置き場の場所を考えてくださいませ。 

モデル地区を定め規制緩和や私権の制約、集中的な財源投入などを行うことにより課題となっているインフラ整備を

加速する。都市活動の基盤はインフラであるが、前回オリンピックから５０年、課題は十分に解消されていない、こ

れまでのやり方では２０年後も状況は大きく変わらない。モデル地区は、各区市町村から募集するようにすれば、

地域の特性を反映したまちづくりへの誘導も可能となる。 

防災に強く、皆が助け合える老人にも優しい都市 

"『少子化対策” の重要性と矛盾する ”羽田増便のための都心上空低空飛行』 

まず、早急に、東京都がなすべき未来への投資は、何を置いても”少子化対策” です。人口減していくなら「未来は

ない」ということですから、極端にいえば、安全保障から環境、経済等、様々な問題はもう解決の必要もないというこ

となのです。 

「子供を産もう」という気持ちになるための条件は 2 つです。 

(1) 経済的に可能か 

(2) 安心して育てられる環境か 

どうでしょうか。 

(1) についてはしっかりした病児保育もある保育園があれば可能です。 

(2) については目は離せないにしても、犯罪率の点では許容範囲です。 

ただ、東京都の政策で、少子化対策に逆行する、大変危惧する政策があります。それは、”羽田増便の為の都心

低空飛行する新ルート設定” を都も容認していること。「少子化対策」と「羽田増便のための都心上空低空飛行」

とは、矛盾した政策なのです。 

子供という宝物に必要な、静かで安全な環境を、大人が利権、経済優先等で奪ってしまうことには賛成できませ

ん。子供が安心して育つ環境を奪うことは、もの言わぬ子供の人権を軽んじているということです。 

少子化対策として子供 1人に対し年 100万 

3人いる家庭は300万になれば働きに出ずとも子供を産んで育てることが出来る。そうしなければこの問題は解決し

ないのだはなかろうか。 

離島に多額の整備金を与えるだけではただのバラマキでしかない。行くたびに無駄が増えているの、嫌気がさすが。建

築関係者ばかり儲けさせて何も解決しない。昭和かっ?? 

ゼロエミッションを推進して行くためには、生活に密着したゴミ分別意識とリサイクル意識の向上が求められると思いま

す。そのためにはリサイクルポイント制度を生活の多方面で活用出来るようにすることと、教育現場で子供の頃から

消費よりモノを大事に長く使うことが未来につながるという考え方を教え実践する授業を行うことが持続可能な社会

に繋がるひとつの方法だと思います。 

自分の子供達に色々な形の負債が残ることの無いよう、20年後も未来への希望を持ち続けられる都市になってい

ることを願います。 

スポーツ施設の充実を是非お願いします。 

選手として都営グランドのロッカールームが古く是非リニューアルをお願いします。 
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ネットワーク社会を作る時にインターネットの使用料をもっと安くして欲しい。 

世界各国から様々な人が集まり、それぞれの人が楽しめるソリューションが揃った都市。産業（先端技術、伝統工

芸）、ビジネス、芸術文化、スポーツ、交通、防災、自然等どれをとっても一流に触れられる都市。 

持続可能な都市としてのモデル都市『東京』。 

子どもがいる主夫・主婦でも収入が得られるような仕組みがあればいいと思います。 

内職という意味ではなく、育児や家事を仕事のひとつとして対価が得られれば、子どもを保育園等に預けなくてはい

けない人が減るのではないでしょうか。 

そうすれば自分を犠牲にして子育てをやらされてると思う人が少なくなり、家族のために外で働くという負担も軽減さ

れるのでは、と思います。 

オリンピック関連では，使うべきところに資金を投入できておらず，広告代理店や人材派遣会社ばかり儲けてい

る． 

正直，こんな都政では将来に希望が持てない． 

バイトでスキーのインストラクターをした事があり、スポーツビジネス社会のデメリット見ました。 

私は、そのデメリットをなくし、スキーを通じてスポーツを本当に楽しんで欲しいと思いました。 

サポートをしていただけるなら、これをきっかけに、個人から学校などの組織的レベルまで、スポーツ或いは体育の概念

をビジネスで新しく磨きあげたいと思います。 

災害のない安全な街の実現を期待します。 

世界で 1番初めに、100%クリーンエネルギーを実現した先進国の首都になってほしいです。 

「不可能ではない！」ということを国内外に示せる東京都であってほしいです。 

そのために、家庭用や企業用の再生可能エネルギーや蓄電池の普及も進めてほしいです。 

まずは、学校や市役所、自治体施設等、公的機関から。 

クリーンでなおかつ、色んな豊かさを備えた東京に！ 

東京が変われば、日本が変わる。日本が変われば世界が変わる！と信じています。 

公園や緑を増やし、子育てによりよい環境になればいいなと思います。 

行政に携わる方には、大局観を持って欲しい。 

知事をはじめ、配下の方に至るまで、報道で知る限り、自己保身や政治ショーを演じ、都民や東京を訪れる人々フ

ァースト？になっていない。 

そもそもこのアンケートも集計する数がゴールになっているように感じ都政は壊死状態なのですか？もっと良い都政を

僅かに期待します。 

テレワークにより混雑しない快適な電車通勤が当たり前になること。多様な働き方が可能となり誰もがお互いに尊重

される働き方のできる東京になることを望みます。 

今以上に多様性に富み、子供や高齢者に優しいインフラが構築された都市になることを切に願っています。 

この東京で子どもを産みたい・育てたい、と思えるような街 

都民の心の中に子どもを大切にしようというという意識や文化が根付いた街 

貧困や虐待がなく、経済、教育、福祉などの観点から子どもが守られて生き生きとしている街 

そんな街になっているといいなと思います。 

他の都市がどうとか、世界ではどうとか比較することばかりに目を向けるのではなく、住んでる人の声を聞いて住みやす

い都市にしてほしい。 
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東京には人やモノが世界中から集まっています。 

今も昔もそれは変わらないのですが、未来では更にそれが広がっていると考えています 

未来には今よりも交通アクセスがより手軽になり、ボーダレスの世界になって、人の移動が活発になっていると思いま

す。 

そのため、世界中の人々があらゆる場所に行くことができ、選択肢も多くなると思いますが、そんな人々がまず行って

みたいと思えるのが東京になっていることを期待しています。 

日本の文化や伝統、そして新しいものを融合させる力を結集して、東京に来た人々に喜んでもらい再び足を運んで

ほしいです。 

そんな未来の東京で、私も活躍したいと思います。 

私は都内の飲食店で働いています。 

今からオリンピックで世界中の方が来ることにわくわくしています。 

今の東京では、世界中のあらゆる食べ物が食べられれますが、未来では、それが更に進化していると思っています。 

未来の技術と融合して、食とエンターテイメントが更に楽しめると考えます。 

その現場で私も飲食に携わる者として頑張りたいと思います。 

わたしは小学４年生です。東京オリンピックのときは５年生です。 

とてもわくわくするきもちでいっぱいです。 

未来の東京はきっとくるまが空をとんでると思います。 

けど、空をとんでいても、みんなちゃんとならんでると思います。 

そこはかわらないのが、日本、東京のよさだと思います。 

私も空とぶくるまで東京中をドライブしたいです。 

東京だけではなく、「第２の東京」が日本各地にできるようなサポート機能を持った都市となってほしいです。 

将来高齢者増加に伴い病院、介護施設、葬儀の不足が問題になると予想されます 

高齢者にも優しい東京であって欲しい 

高齢化は避けて通れない問題であるが、一部の公共交通、施設では設備があまりに古いため、高齢者が極めて使

いづらいと思われるものがある。コストとの兼ね合いがあるが、障がい者の方々にも使いやすいよう、できる限りバリアフ

リー対応を進めて行く必要があると思います。 

人口と経済の東京一極集中を解消し、スポーク＝ハブ構造におけるハブの役割を果たす都市であってほしい。その

ためには、東京首都圏以外の地方都市が発展することが必要で、東京はむしろ地方都市が発展するための後押し

をするべき（ノウハウ提供とか、機能移転とか）。東京に全てそろえようとするような、上記の質問はむしろふさわしく

なく、都市機能分散化の観点を持つべき。 

政治経済のみでなく、文化、スポーツ、観光などでも世界を代表する都市に発展してほしいです。 

人が集まるが人が協力しあうあたたかい街 

災害に強くあんしんして暮らせる街 

通勤電車の朝夕の混雑はなんとかして欲しい。年金、医療費の世代間格差も東京都から積極的に発信してほし

い。 

緑豊かで涼しく快適な街 

安心感のある最後の砦となりうる都市であり続けてほしい。又、その責任がある。 

素晴らしい東京を造ってください。 
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災害に強く、防犯が行き届いた街。 

近未来の国を代表するような東京 

地域のつながり強化、人のつながりの強化、家族に関してはもちろん個人の判断だが、二世帯、三世帯の推進も考

えるべきでは。医療費の削減の観点からも。核家族で在宅介護、医療は仕事との両立、費用、マインド等限界が

ある 

生まれ育ったふるさとが東京です。しかしビルが乱立し、人口が増え（過ぎ）、ふるさとの光景はどこかに行ってしまい

ました。残念でなりません。首都機能を分散させるという話があって、これで少しでもふるさとを取り戻せるかと思いまし

たが、残念ながらそううまくはいかないようです。静かな町、混雑しすぎない町、かといって活気がないわけではない

町、できれば空が広い町（ビル多すぎ！高過ぎ！）がほしいと思います。 

地方との融合によって、東京だけでなく、日本全体が豊かな社会となるようなリーダーとしての東京の姿 

荒川区在住で独身、犬を飼っています。先日の台風 19号の際に荒川区の防災課の方に犬を連れての避難が可

能な場所の確認を行いました。担当者の方からは犬を連れての避難はご遠慮頂いていると回答されました。TVで

は荒川区も含め多くの自治体が同行避難を推奨しているそうですが、実際は違っていました。ペットも家族の一人で

す。防災マップの各避難所に[この避難所は同行避難可能です]等の記載をして欲しいです。また、東京都は子育

て支援等は充実しているので、良いとは思いますが、一番高い税金を払っている独身の私達の優遇はなく不公平だ

と思ってしまっています。 

東京オリンピックについては、東京都の税金を使って行うのに都民がチケット面で全く優遇がないのは納得出来ません

でした。1次も 2次も全落選です。何の為に払っている税金でしょうか？せめて、都民の希望者がオリンピックに携わ

れる様な機会があれば良いのにと思います。 

これから先は、東京都が独身の人にも住みやすい場所になってくれる事を願っています。 

未来の東京は、時間や空間による制約から解放された、個々人が思い描くアイデアや夢を実現することのできる社

会であってほしい 

顔認証付き防犯カメラを設置し、犯罪防止、抑止をする安全な東京 

全ての世代が安全・安心して暮らせる都市 

今回のオリンピックをきっかけとして環境問題、暮らしやすく緑豊かな街づくり、スポーツを通じた健康増進等、過去の

経済中心の街から世界中の憧れとなる「東京」に向かって進んでいく契機になって欲しいと感じております。 

災害に強い街。河川の整備。 

ハードおよびソフトの両面で世界一と言われるような誰しもが憧れる街 

 社会インフラなどについて、無駄のない街であることを希望します。 

健康で活き活きと暮らせる世の中 

日本全体にもいえますが、子供を育てる環境が、充実している街になってほしい。 

道幅の狭い住宅街を中心に電線の地中化（無電柱化）をもっと進めてほしい 

子供から大人までが安心して生活できる東京になってほしいです。若い世代が将来に不安を抱えず、自分らしく生

きていけるような未来になることを願っています。 

みんながお互いを認め合い、尊敬しあえる社会を期待します！ 

自由な働き方が認められる場所、家族を大切に思う人で溢れている場所の実現。 

いつまでも、「行ってみたい場所はどこか」という質問に真っ先に「東京」という答えが返ってくるよう、皆があこがれる場

所であり続けてほしい。 
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・禁煙区域の拡大（歩行中たばこ禁止） 

・電気自動車化による排気ガスゼロ 

・歩行中スマホ禁止 

毎日東京メトロ東西線を使って通勤しています。 

混雑が大変ひどく、結局のところ実質労働力が削がれてしまっていると思います。 

混雑緩和のため、新線の企画などをお願いしたいところですが、 

手始めに東西線の車両を 10両編成から 12両編成へ増設してはいかがでしょうか？ 

12両化を準備してそうな駅もチラホラみかけます（高田馬場とか）ので、ぜひご検討ください。 

未来の東京が災害に左右されないような都市になってほしい 

自然災害も多いけど、緑と豊富な水脈がある日本。これらを生かした、ほかの国にないインフラ環境を持った国に発

展してほしいです。弱者に優しくない日本。人にやさしい人が増えてほしい。 

いつでもどこでも働ける環境 

・GDP世界一を維持し、世界経済を牽引する都市 

・子供を産み、育てることに夢と希望を持てる都市 

・高齢者が住みやすく、バリアフリーが世界一充実した都市 

・禁煙区域の拡大（歩きタバコ禁止） 

・電気自動車化による排気ガスゼロ 

・歩きスマホ禁止 

東京の更なる発展は望むところですが、東京一極集中では地方がますます衰退し、結果、国力の逓減を懸念しま

す。これからの東京は、日本のリーダーとして、地方との連携・共栄を念頭とした垣根無き施策を期待しております。 

世界の模範となる方向性はそこにあると信じております。 

・鉄道が発達していることは非常に便利ですが満員電車はＱＯＬを下げる要素となるため、行政の立場から時差

通勤・テレワークを奨励するなど対策を希望いたします 

・直近で台風による甚大な被害がありましたが、災害に強くあんしんして暮らせる環境づくりに注力いただけるとより魅

力的なまちとなると思いました 

東京オリパラ２０２０を機に、世界中の目が東京に集中します。”おもてなし”の精神で、諸外国の方々を受け入

れ、一過性にとどめず、ボーダレス社会を内側から生成・レベルアップしていくべきと考えます。 

多様性を受け入れる中で、日本の伝統文化のすばらしさにあらためて気づくことになると思っています。 

また、高齢化に伴い、セカンドライフの長期化は明白ですので、これを充実させるためにも、アクセシビリティの高いコミ

ュニティーが多種多様な形で存在する街、東京であってほしいと思います。 

その中で、Society5.0 への進化がうまくシナジーしていけば夢が広がるのではないでしょうか。 

人と人との関わりのある、近代化と文化や自然が共存した都市 

海外の人が来ても伝統と夢のある印象を残すべく個々の高い意識のもと街づくりをしたい 

高齢化社会が進むことや国籍の多様化により、東京で生活する外国籍の人の数がより増加することが予想されるこ

となどを踏まえて、国籍や年齢、性別を超えてすべての人々が自然災害や犯罪の脅威にさらされることなく、安心し

て生活できるまちであってほしいと思います。 

少子化からの脱却には、将来の生活不安の解消が必要です。 

超高齢化社会においては、ベーシックインカムの導入などが必要と思います。 
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お金の心配がなく生活ができる街になってほし。 

・都心部ビルの壁面緑化義務付け条例導入等の施策による夏季の高温対策 

・湾岸部工場からの排水活用による温度差発電奨励策の導入 

・都立公園・庭園等での定期的なイベント開催等利用促進策による地域の活性化 

・利用頻度が低く赤字運営となっている施設の売却・貸出による公費削減 

・鉄道等交通機関のラッシュ緩和に向けたテレワーク環境の整備 

（無料wi-fi網整備やパブリックオフィス導入等） 

・都営地下鉄と東京メトロの統合による地下鉄網の合理化・効率化 

すべての世代が未来に不安なく過ごせるようになってほしい 

格差のない社会 

近未来的な建築物の増加 

交通渋滞や通勤ラッシュの緩和等を図り快適な都市を目指しつつ、緑化や文化を尊重をする都市になって欲しい 

環境破壊、温暖化による昨今の台風の巨大化、夏の猛暑・ゲリラ豪雨などますます深刻な未来が予想されます。

東京はマンションのタワー化で台風接近時は過去に経験したことのない強風が吹き、周辺建物の塀や樹木が倒壊

しています。先日の台風でタワーマンションの弱点が判明。未来の東京は高層階のビルは環境破壊、人の住みやす

い街にはならない気がします。 

未来の東京は高層ビルがなくなり、低層の建物、緑化、電柱のない空が見える街になってほしいです 

マイカー規制の強化、公共交通機関の拡充等による交通混雑緩和、高齢者の運賃無料化等による高齢者が街

に出かけやすい仕組みをつくってもらいたい 

ゴミ・タバコのポイ捨てやガムや唾を吐く人がいなくなるよう、罰金等でもっと取り締まるべき。 

シンガポールのように、公共の場でガムをかむことも禁止しても良いかもしれない。唾を吐く人も多く見かけるが、これ

は最悪の行為であると思う。このような行為を見逃している日本は街の環境に関しての意識が他国よりも遅れている

と感じる。オリンピックに向けて、東京が清潔で洗練された印象になるようもっと良い街づくりに積極的に取り組んでほ

しい。              

子育てにやさしい街がすべて。人がいなければ成長はない。税金は子供にもっとかけるべき（所得制限は２０００

万以上から、１０００万程度が税金や社会保険料も高く一番苦しい） 

東京への一極集中ではなく、東京を起点としながら、日本の地域全体が豊かになるような工夫が必要 

サイバー空間と現実空間のそれぞれの良いとところを融合し、自然豊かな、生命の多様性のあふれる豊かな都市 

東京オリパラ２０２０を機に、世界中が東京に注目します。”おもてなし”の精神で諸外国の方々を受け入れるとと

もに、一過性にとどまらず、ボーダレス社会を実現したいところです。 

また、高齢化が進展し、セカンドライフの長期化が明白な中、高齢者のアクセシビリティが高いコミュニティが多種多

様なかたちで存在することも重要です。 

それに向け、Society5.0 の実現が夢をさらに広げることになるのではないでしょうか。 

生きているだけでお金がかかるので、人生１００年時代と言われるとぞっとします。自身で寿命を決定できる制度

（安楽死等）の制定を望みます。 

災害対策や治安などは個人でも対応できるが、自然との共存や他民族をを受け入れる制度・設備投資などは個

人では難しい。 

統合的な美を感じられる街づくり（景観）を意識し、心も体も美しい人々が行き交う街、東京 
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「東京でスマートシティを」実現できたらよいと思います。また古くからのレガシーを払しょくし、多様性（さまざまな国・

性別・年齢を取り払い）を重視した、だれにとっても住みやすい都市になったらと希望します。 

日本の首都東京にふさわしい安全で世界に誇れる都市になってほしいと思います。 

日本の「おもてなし」精神をこの東京２０２０で実施、海外に発信されることで観光産業を潤わせることが、身近

な目標かと思います。 

アジア一番の観光都市になること。緑と大都市が混在し、よりクリーンでエネルギッシュな未来の東京になるきっかけが

このオリンピックであればいいと思います 

今回の自然災害、台風 19号に学んだように遠くない未来に遭遇するであろう震災等にも負けない東京になってほ

しいです。 

 現状でも十分であるが、より安全・バリアフリーなどが発展した都市を期待。 

国際都市として北京、上海、深セン、香港、シンガポール等を魅力で圧倒する都市 

問題を先送りにしているようだが、未来には再生可能エネルギーが作られているといいと願っている。 

満員電車など自分も含めて余裕がなく、イライラしていたり、殺気立っていて怖いと思うので、金融機関では個人情

報等の観点で難しいだろうが、強制的にでもテレワークにならないかなと思っている。 

都心には魅力的な場所、モノがあふれていますが、最近はどの時間帯も交通機関が混雑しており、疲れてしまうこと

が多いです。交通機関の改善（２４時間自動運行等）、フレックスタイムの活用、テレワーク等がより進むことによ

り、自由な行き来がもっとしやすくなるのではないかと思います。 

通勤ラッシュの緩和、ホスピタリティ溢れる地域社会との絆、歴史と共存する society5.0の実現、地震や災害に強

い都市機能、日本主要都市へのリニアモーターカの乗り入れ 

通勤ラッシュの混雑は危険を感じる程。精神的な苦痛を感じている方は多いと思う。東京をより良い都市とするに

は、人々の精神的ゆとりは大切だと思うので、おおがかりになっても解決してほしい。 

高齢者でも安心して住める街 

（治安、防災、地域コミュニケーション） 

子供やお年寄りも安心して移動できる交通機関、また、安心して生活できる街づくりが出来るといいなと思います。 

温暖化で今までになかった（少なかった）自然災害が増えてきています。それらの予想をし、事前に準備をしていく

ことが今まで以上に必要だと痛感しています。生活の安心感がないと未来への期待もなかなか難しいものだと思いま

す。 

首都東京に集中しすぎている機能を、地方に分散し、過度な集中のないゆとりの空間を持つ東京への変化を期

待。都市開発に際しても高さを競う建造物はもういらない。汐留に高層ビルが林立したために海風が通らなくなっ

た、そのためにヒートアイランドが一層加速したなどと言われるように都市設計において自然と調和した人間のエゴ・虚

栄心を全面に出したものは避けていくべき。 

東京オリンッピクが終わった後も、魅力的な都市であり続けて欲しい。 

短期的な視点にとらわれず、本当に必要な施設、サービスの生産を心がけて欲しい。過剰な施設の建設等は、将

来の世代に逆にデメリットになる。 

東京で生まれ育ち、東京が好きです。未来の東京では、満員電車がなくなっているといいなーと思います。 

働く大人たちが時間・仕事に追われることなく、困っている人や観光客を助ける余裕がある人たちで溢れていたらいい

なと思う。 

目立つような新しい建造物などより、今あるインフラのメンテナンス・維持を堅実に行っていってほしい。 
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子供やお年寄りが安心して移動できる交通機関、また安心して生活できる街づくりができるとよいなと思います。 

電車の混雑を何とか緩和してほしいと思っているので、企業のみならず東京都主導で時差勤務の推奨をしてほし

い。 

メトロと JR の連動企画が少ないので、もっと東京都近郊でいろんな試みを試してほしい。 

こんなに複雑な電車乗り換えは世界 NO と思うので、外国人にももっとわかりやくしてほしい。 

例えば、電車内の乗り換え案内をメトロと JR を両方掲示するとか・・・。 

東京都がリードし、多様な意見を集約して、実行してほしい。 

東京から地方、だけでなく世界が近くなっていればいい 

朝夕の通勤ラッシュ、災害時の交通マヒなど、交通網の整備が重要課題と考えます。 

・昨今、日本全国で大規模災害が増加しているが、そのような大規模災害にあっても機能麻痺を起こさない都市。 

・子育てがしやすい都市（子育て世代に対する税等の優遇措置が充実している） 

・温暖化対策 

・犯罪がすくない都市つくり 

東京は、環境、働きやすさ、物価、コミュニティ etc において、世界のトップレベルに値する都市と世界中の人に認識

され、都民が誇りを持てる都市になることを願います。 

高層ビルの建設ばかり目立ち、夏の暑さは殺人的です。 

もっと自然と豊かさが感じられる環境作りをお願いします。 

乗車率 200％の通勤電車のない快適な移動手段や猛暑に対する対策ができている安心・安全な東京 

日本が好きであれば、国籍に関係なく、自由に生きられる時代になってほしい 

公害もなく、自然災害にも強く、皆が安心して暮らせる街 

安心・安全でコミュニティが至る所に存在する東京。 

若者と高齢者が助け合えるようなシェアハウス等が充実してほしい。 

・緑が多く、スポーツのできるスペースが豊富な街 

・スマートな移動手段（例えば、自動運転バスや自動運転車など）が確立され、お年寄り等も安心して気軽に外

出できる街 

・犯罪の抑止ができていて、皆が安心して外出できる街 

夢をもって住める街 

・今後も東京に人、文化、情報が集中することは明らかなので、災害などに強い都市機能の高度化は必ず必要に

なると思います。その中で、地方との格差が広がらないように Society 5.0 を視野にいれた、強力な連携をけん引す

る都市となってほしい 

戦後の復興・高度経済成長により、負の側面として、地球環境破壊を招き、今回のオリンピックにおける暑さ対策が

必要になっている状況を考えれば、ＣＯ2排出量を最小化するという程度では地球環境を守るのには不足ではな

いかと考えられます。 

したがって、もうそろそろ、優先順位の転換（便利さ・快適さの追求より、環境回復を優先する）を先頭にたって進

めていくことが必要ではないかと思うのですが、今回のアンケートに記載された選択肢を見る限り、従来の延長線上

の内容ばかりであるため、少々、残念に思いました。 

（利益追求をせざる得ない企業ではなく、東京都のような公的な立場の方々こそ、本当に守らなければならないも

のがなんであるかを進めていくべきと思いました） 
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ＳＤＧｓを達成する東京 

満員電車の緩和。早く 2階建ての電車お願いします 

私はもう５７歳なので、２０年後の私が元気で希望を失わず、生きていける世の中になっていたらと思います。そし

て娘やまだ見ぬ孫たちが安心して暮らしていける世の中であって欲しいです。 

障がい者や高齢者などの社会的弱者が、災害や事故、犯罪からしっかり守られ、安心して日々をすごすことができる

東京であってほしいと思います。 

ごみの分別が区や地域により異なりわかりずらい。全国で統一できないものか。リサイクルできるものはごみではなく資

源なのだから。 

東京・西早稲田に住んで 50年、20年後は孫と共にここで暮らせるように、代々受け継いでいる住んでいるこの土

地が減らないような、相続税になってほしい。 

災害について十分な対応、また老後も安心して住み続けられる東京 

日本の首都として、世界に誇れる健全・安心・安全・機能的な都市であってほしいです。 

安全で海外旅行の方々も安心して訪れることができるう町 

自然と融合した住みよい街となってますよう、都心ビル屋上の緑地化計画をお願いします 

子育てしやすい環境を希望します。 

都内に集中している就業人口が分散され、快適な通勤環境（テレワーク含め）が整備されてほしい 

外国人、高齢者、障がい者が快適に暮らせる街 

地方の各都市がもっと雇用や魅力に溢れ、東京への一極集中が緩和・解消された住みやすい東京になって欲しい

です。 

人口減少、少子高齢化は出生率向上施策を行いつつも、トレンドとして進んでいくと思われます。それを前提とした

都市計画をすすめ、新たな東京を再整備することで、世界に誇る美しい東京にしていけたらと思います。ビルやマン

ションの乱立は将来を考えると好ましいとは思えないです。 

スポーツを通じて、生き生きととした生活が送れる幸せがある事を、子供達に伝えたい 

人生（の途中）に、病気や障害があっても、スポーツで生きる力が持てる 

応援する喜び、応援される喜びも伝えたい 

先日の台風 19号で多摩川が氾濫し大規模な水害となってしまいましたが、今後は防災ではなく減災という考え方

で復旧・復興していただきたいと思います。 

被害が想定される地域の非難指示・避難勧告につきましては、市区町村の首長レベルではなく、一日程度前に都

知事名で発した方がよいと思います。そのために避難所の整備も必要だと思います。 

行方不明者対策として、マイナンバーカードを普及しライン等で安全メールを市区町村宛に、簡単に送信できれば

良いと思いました。 

企業や都市、政府が協力し、誰もが生き生きと快適に過ごすことができる都市にしてほしいです。東京に限らずです

が、世界的に見て日本は生産性が高い一方、働きやすさ・過ごしやすさの面では課題があると思っています。世界

水準の快適な暮らしが送れる社会・都市にしてほしいです 
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趣旨と違う内容になりますが、オリンピックのマラソン・競歩の開催場所が３００日を切っているのに変更（ほぼ決

定）になったことに憤りを感じる。 

小池知事の存在感がまるでない。前石原都知事の時の方が存在感もあり、東京都のことを考え、行動していたと

思う。 

きっと IOCにたいしたい意見も言わず、引き下がることが目に見えている。そんな知事では未来ある東京になるわけが

ない。 

ダイバーシティが根付く街。 

世界一安全な都市、ゴミの落ちていない綺麗な都市として世界に誇れるのが東京だと思います。オリンピックを通し

て子供たちに夢や希望を、国際都市として英語等の多言語で会話ができるようになってほしいと思います。 

人口を集中させないようにし、土地高騰をなくす 

通勤ラッシュ・渋滞の緩和のため、都内企業の勤務体系をフレキシブルにすることで24時間快適な環境づくりにつな

がると思う 

職住近接（or テレワークの充実）を目指し、道路の渋滞緩和・電車やバス等公共交通機関の混雑緩和・自転

車の活用（自転車道路の整備）等により、ワークライフバランスの充実、環境問題への取り組み、健康増進で世

界をリードする東京になって欲しい。またできたゆとりで他県にどんどん出かけていき、他県の良いところも体験し、日

本の良さを発信する東京になって欲しい。そんな仕掛けを作ってもらいたい。 

ちきゅうおんだんかをくいとめるにゆうこうなみどりをふやす 

しんぱいごとのすくないとし 

世代格差のない、誰もが「機会」を与えられた社会（やりたいことが年齢・性別などを理由として不可能になることが

ない社会）を東京で実現できたらよいと思う。 

子供が安心して生活できる環境を提供してほしい。 

高齢者や障がい者がスポーツを通じいきいきと生活できる取り組みを推進していただきますようお願いします。 

首都機能を地方に移転し、余った土地を都民・国民のために有効活用する。災害時にも活用できる大規模な公

園やスポーツ、イベント等に活用できる施設を街の美観を損ねないように効率的に作り、クルマが入れない空間を最

大限生かすなど。 

ラグビーWC で、メンバーの出身国は７ヶ国であるが、日本人だけよりも考え方、行動が多種であり、正にダイバーシ

ティで、だからこそ強いチームとなっている。そして、2020 オリパラでさらに世界の人々と交流ができ、オモテナシとダイ

バーシティの完成型ができるだろう。これこそが東京が目指すレガシーであろう。 

東京は防災、経済、科学技術、福祉厚生、人間力開発に注力し、資産、知恵力、民間力を生かし、次世代に

向かって AI、IoT をフル活用してスピード感をもって世界をリードできる都市になるべき。 

中でも科学技術研究開発で世界を圧倒する都市をめざし、人材を育成し、大学、研究機関の集積する東京だか

らできる未来への投資を都、国、民間で共に実行すべきである。資源のない日本の生きる方法として科学技術研

究開発で成果をもたらし、世界をリードできる東京を実現する。ノーベル賞受賞者が毎年いて、GDP5%以上で推

移する東京がある。さらに、ダイバーシティの進んだ東京だからこそ世界の人々が押し寄せる。大人も子供も男性も

女性も外国人も日本人もみんなが、ニコニコ、ワクワク、ドキドキ、明るく楽しく元気に生きる街東京を実現しよ

う！！ 

高齢化社会に伴い東京が住みやすい都市になるとうれしいです。 

みんなが幸せに暮らせる街になってほしい。 
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高齢者、障害者、外国人などなど、だれもが不自由なく、自分らしく明るく暮らせる都市になってほしいです。 

地球温暖化対策等、私たちが住んでいる地球・人々のために、世界で１番取り組んでいる、お手本となる東京で

あって欲しいと思います。 

近代的なだけでなく、歴史的財産を大切に守り受け継がれていく街であってほしいです。 

未来の東京は移動をあまりしなくても、様々なサービスや経験ができるような便利な都市になっていると嬉しいです。

自宅での仕事はもちろん、仮想空間で買い物や映画を見ることができ、力仕事はロボットの力を借りながらできると

便利だと思います。ただし、IT化が進む半面、サイバーセキュリティの重要性は高くなるため、サイバー人材の育成が

必要と思います。 

オリンピック後の施設利用等がスムーズに永続的に運営されることを切に望みます。他の国での対応状況があまりに

も杜撰な状況になっているので、無駄遣いは回避してほしい。 

通勤ラッシュや交通渋滞が無く、ストレスが少ないことを希望します 

誰もが安心して暮らせ、自然豊かな街になればよいと思います。 

こどもが希望をもって成長できる社会であることが未来の東京の発展に重要だと思います。こどもを産んで安心して育

てることができる経済面（教育費が非常に高いことがネックで高収入世帯のほうが大学や習い事にお金をかけるの

で教育費が高い⇒消費拡大の可能性あるのと質の高い教育を受ける機会を与えることが未来の社会への投資に

なるので幼児教育無償化等所得制限なしの政策が必要）と環境面（核家族、高齢出産、共働きが多いので母

親の負担が大きい⇒保育園の利用拡充、保育の質の向上、遊び場の拡充、地域でこどもを育てて一人で負担を

かかえこまないで済むような環境整備）の整備をぜひしていただきたいです。 

東京には仕事ができる女性が多く集まっています。その女性たちが仕事をしながら子育てできる環境で活躍できる

と、経済発展につながると思います。 

老若男女すべての人にとって住みやすい都市の代表を目指してほしいです。 

高層マンションの、太陽光発電の義務化。 

高齢者が元気で過ごせるような、街ぐるみの支援（緊急ベルで駆けつける体制） 

世界のモデルとなりうる環境に優しい（ＣＯ2排出量の最小化等）都市の実現 

考えを柔軟に持つ人がたくさんいたら発展すると思います。おかしいと思ったらちゃんと言える社会になって欲しいなと

願っています。夢は編集者です。 

少子高齢化がさらに進み、年金問題も深刻になっており、長く生きることに希望が見出せない現実のなか、上記の

20年後のまちの選択肢とかけ離れていることに大きく違和感を感じる。 

日本の良さを残しつつも世界に開かれた文化都市。環境先進都市。 

東京一極集中ではなく、周辺地域とも共存・共栄を図る首都でありたいと思います 

国内の森林整備を推進するために、国内の材木を活用したおがくず道路の整備 

観光客や労働者等の流入により、多国籍な環境となるのは良いことだが、治安やごみ捨てなどの生活ルールの維持

を希望します 

心が豊かで他人への思いやりがある人々が暮らす街になって欲しい。 

少子高齢から脱却できる対策がとくに現在かかげられていないいのにそれに期待するのはおかしいかもしれないが大

切なことだと思う。 働き方をもっと柔軟に対応してほしいし賃金の積極的な改革もすすめてほしい。 
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東日本大震災、台風１９号で被災した方々（近年の災害を含めて）を思うと、果たして来年のオリンピックを開

催することが正解だったのかと疑問に思います。 

温暖化対策は最も取り組まなければならないこと。時間差での通勤を実現し、車の通行量を規制する取り組みをし

て欲しいと思います。 

そして原子力発電は止めて欲しいと願うばかりです。 

交通事故が絶対に起きない道路を実現したい 

・電柱（電線）や高速道路を地中化して、空が広く見渡せる景観の実現 

・台風・地震・降雪などの自然災害に強い耐性のある都市づくり 

人や動物等にやさしくモラルを持った世界に自慢できるような人達が集まるような、東京にしたいと思います。くだらな

い動画や SNS を配信することができない、または配信制限を持たせるような仕様と 

なれば良いと思います 

現在、雇用、若年層の集中をはじめ、多くの面で東京が一人勝ちし、地方の疲弊が際立つようになっているように

思います。東京と地方が相対する関係ではなく、協調して繁栄していけたらと思います。 

電柱の地中化を早く整備・実現してほしい。 

「年金生活」という言葉が過去のものとなった今、高齢者増加に向け、経済的に老後の生活を安心して迎えられる

都市になればいいと思います。また、高齢者施設等にも一般市民が入れるよう、福祉を充実させてほしいです。少

子化に歯止めがかからないのは、生活に不安があるからだと考えます。 

天候にかかわらず快適に移動できる地下通路、地下街をさらに整備し、活気があり快適な東京になってほしいで

す。 

安心安全快適なまち。 

みんなが希望をもって笑顔にあふれるまち。 

老若男女問わず、みんなで交流し、支えあい、楽しみあうまち。 

最期の一秒まで楽しいと思えるまち。 

心豊かな人が溢れて、互いを尊重できる人であふれることを願っています。 

・東京全電柱地面下 

・傘のいらない都市 

環境問題を解決して暮らしやすい、住みやすい街にして欲しい。 

世界から羨望される街であってほしい。 

江戸文化といった伝統文化が残りつつも、一方で「Society 5.0」が発展しているなど、伝統と最新が融合した街が

いい。 

伝統文化は、狂言、落語等の芸能や、古流剣術といった身体文化が伝わっていると、なお良い。 

北京オリンピックのとき、世界からは中華文化や、カンフーといったものが期待されていたにも関わらず、実際は最新技

術のお披露目の場になってしまったのは肩透かしであったと評されたことは記憶に新しい。 

自分は日本の古流剣術の伝承者であるが、海外の方に見せるときには誇らしいし、日本人に期待されていることを

したからこそ、非常に喜ばれる。 

世界から期待される伝統も誇りたい。 

交通が便利な社会 

子どもを育てやすい街、会社づくりができればいいと思います。 
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子供たちが健やかにのびやかに育つことができる環境が整うといいなと思います。 

何よりも子供を産み、育てたいと皆が思えるような社会になるといいなと思います。 

すべての世代において住みやすい、働きやすい都市であって欲しい。 

・大規模な区画整備による近未来的な都市構造の構築 

・高齢者より未成年・若年層に重きを置いた行政による少子化対策 

・世帯で子供をもうけることに対する大きなインセンティブの付与 

ロシアでのサッカーワールドカップの時は、地下鉄・バスが無料でした。 

今後、国際的なイベントを行うときには無料化を考えてほしい。 

今回W杯ラグビーの開催で期間中、台風被害など思いがけない災害などもありましたが、日本代表の頑張り、各

国代表チームの熱戦の日々は日本中に元気を与えてくれました。来年のオリンピック開催に際しても、ひとりひとり心

に何かをつかむと思います。未来の東京は、ビジネス面だけでなく文化、教育、医療あらゆる面で世界のトップでリー

ダーシップをとれるような、パワフルな街であってほしい、また誰もが毎日幸せを感じ、充実した毎日を送れるような社

会であってほしいと願っています。そのためには高齢者の問題、引きこもり、格差社会の是正といった、負の面にも積

極的に取り組み、解決策、対応を協議することが大切だと思います。 

人口の集中はデメリットではなく、だからこそ互いに支え合いながら、働き方も生き方も多様な選択ができるはず。東

京砂漠ではなく、多くの人々がお互いを認め合う東京オアシスであってほしい。 

未来の子供たちのために、経済・環境ともに安心安全な東京となってほしいです。 

個々のライフスタイルに応じた柔軟な働き方ができる環境の確立 

言語の壁をなくすためのツール（高機能な翻訳機）を誰もが携帯し日本に居ながらグローバルに活躍できるワーク

スタイル 

安全、安心、環境保全 

再開発などで新しい高層ビルがどんどんできていて、大きなエネルギーを感じます。一方で外からは敷居が高くまた潤

いを感じることは少ない気がします。 

新ビル建設で新たに生まれる都市空間や少子高齢化で生まれる郊外の余剰エリアに、潤いを感じる仕組みや空間

を作っていってほしいと感じています。 

多様な人々の集うコミュニティ、スタートアップ企業のコミュニティ、自転車道や登山道の整備、スポーツ施設への気

軽なアクセス、渋滞のない道路など、より生きがいややりがいを感じられる仕組みづくりをしてほしいと思います。 

車社会から脱却し公共交通機関を今より発達させ、街並みは自然と人が共存できる都市。 

車道はなるべく減らしほかに活用する。 

・災害に強い街づくりをしてほしい(電柱の地下化、川の氾濫を防ぐ貯水池、避難施設の充実など) 

安心安全は当たり前であってほしい。 

その他の項目はそのうえで、だと思います。 

自然災害に強い都市 

障がい者とか区別なくどの年代も充実した生活を送れるような都市 

いろいろな分野で躍動するパワーは持っていてほしいが、安心安全は当然の前提として進めてほしい。 

未来の東京（日本）については、温暖化がとても心配です。 

節電を心がけ、少しでも環境に良い影響がでるように生活を送りたいと思っています。 

そして啓蒙活動に重点をおいてほしいと思います。 
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日本の首都でありつつ自然もあり、治安もよく、環境に配慮して共生し続ける東京。 

いろいろは価値観を持った方々が見ても、魅力にあふれた街東京。 

国内からも、国外からも行ってみたいと思われる街東京。 

犯罪の少ない子供が安全に遊んだり生活できたりする東京にしてほしいです。 

温暖化防止と快適な生活が出来る交通整備の実現。 

世界一安全な国になるよう治安整備を強化してほしい 

オリンピックを祭りとして終わらせないで、景気後退しないよう対策をお願いしたい。 

世界の主要都市の中で、独自の魅力・存在感を持つ都市になることを期待しています 

快適に生活できる街 

若者も高齢者も安心して暮らせる東京 

仕事と生活が両立できる町になってもらいたい 

公共交通機関のさらなる発達により、道路渋滞、排煙公害、満員電車、列車遅延なく、誰でも好きなときに好き

な場所へ短時間で移動できる環境を実現してください 

未来の東京に期待することは教育や研究の充実です。高度な学習・研究の場が整備され、東京の能力向上を目

指していただきたいと思います。そのために、学校教育の現場で働く教員の方々の待遇改善、大学などの研究機関

への助成、生涯学習などの分野への投資をお願いしたいです。 

税金で無駄な箱物を作ったり、やたらとビルを建てたりせず、たとえば緑地として人々の憩いの場所とすること（子供

たちの遊び場になるような）。とにかく税金の無駄遣いは許しません！また、人と人とのさりげないコミュニケーションが

取れるようになること。交通渋滞の解消。 

温暖化で台風の被害が甚大になっている２０１９年。世界の終わりが近づいているのかと思えてしまいます。２０

年後環境はどうなっているのでしょうか。今の生産性ばかりを重視し、使い捨てが当たり前のような生活は変えていか

なければいけないと思います。それを東京から発信できたらいいのにと思います。 

20年後、息子は社会人１年目です。そもそも就職できるだろうか。お金がなくてどうしようか。結婚できるだろうか。

などマイナスで悲観的な悩みではなく、やりたいことがたくさんあってどうしようか。自分の家族とどんな生活をしていこう

か。とポジティブな悩みで将来を描けるような、子どもから３０代ぐらいまでが希望にあふれる政策の整った街であるこ

とを望みます。 

治安の良い東京になって欲しいです。 

地区による住宅価格、治安の差がない、均一に安全で所得格差の少ない都市 

環境に配慮した、クリーンな空気の街。 

次世代の人々が自然に触れ合える、世界に誇れる緑が多い街であって欲しい。 

未来の東京、全てにおいて最先端の近代的な街になっていることでしょう。でも、今年の台風の被害の状況を見て、

東京は守られ過ぎているていると思う。東京という視点より、日本という視点で物事を考えられる未来であって欲しい

です。 

都心への自家用車の乗り入れ、トラック等の通過を原則禁止し、バス、電車などの公共的な乗り物をもっと増やす。 

世界中の人が共に共存・尊重しお互いを共に支え合う東京。 

ゼロエミッションが当たり前となる緑あふれる東京。 

増加する高齢者が生き生きと安心して暮らせるまち 

また、緑豊かでクリーンで安全なまちになっていけたら良いなと思います。 



 

 

64 

 

多様性がポイントになると思います。 

誰もが安心して安全に健康的に生活できる東京 

災害に対応できる都市 

安心な生活を確保できるように、災害対策（特に川沿い）を実施したほうが良いと思う。 

東京は場所によって高低差が激しいため、降雨量も増加していることからも災害対策の見直しが必要だと思う。 

希望の持てる未来・助け合いの世の中 

個人プライバシーも尊重しながら、お互いの距離感を縮めていく 

多種多様な人材や考え方などを、広く受け入れ、共有できる未来を望んでいます。 

電柱のない災害のない東京 

安心安全な街であることを望みます 

災害のない都市 

住民税０都市。ふるさと納税による資金流出が防げる 

完全キャッシュレス都市。東京では現金を完全廃止し、マイナンバーカードや民間企業のインフラを活用。仮想通貨

も積極的に活用。 

シェアインフラの整備。地域住民であればマイナンバーカード情報等で民間業者への登録なしでいつでも利用できる

ような環境を作ってほしい。育児シェアができるような環境もあるといい。 

通勤電車の混雑緩和 

・時間的にも経済的にも余裕がある暮らし 

・家族みんな健康的に仲良く暮らす 

みんなが住みやすい東京になれればと思います。 

一極集中が緩和された東京 

最先端をいく美しい東京であることを期待します 

区・市ごとに特長となるわかりやすい個性が、より広く発信できるとよい。 

また、今後ますます温暖化が進む。「電気を使って冷やす」や「水を撒いて冷やす」だけでなく、庇のような構造物や

吸熱する素材による建築など、ただそこにあるだけで涼を得られるような、パッシブな仕組みや街並みが必要になるの

ではないのか。 

環境破壊を少しでも食い止められるよう、ゴミの減量や、CO2 の削減など、緑を増やし、 

自然エネルギーの有効活用など都が中心となって都民や都内企業が協力しあって取り組んでいける 

環境があればうれしいです。例えば、地元のボランティアで清掃した日は出勤扱いになったり、余暇を犠牲にせず、活

動できれば参加者も増えそうですが、それには企業の協力が不可欠になると思うので、国や自治体からの働きかけ

があるといいかと思いました。 

生産性向上により経済成長が実現 

税収増加に伴い税金の低減、安価で利用可能な社会保障の拡充が実現 



 

 

65 

 

東京にとっての最大の脅威は地震をはじめとする自然災害だと考えられます。今後起きうる地震、スーパー台風の

襲来への対策は、計画性のある都市の再開発と思われます。現在は無計画に都市開発が行われる傾向にありま

す。そのためには個人所有の土地であれ、強制力をもって収用をふくめた秩序ある街づくりが必要です。防災とは異

なりますが、ヨーロッパでは町の景観を守るために強制力で管理されているところも多々見られます。また、災害の拡

大防止は治安の維持とも連動されますので、警察、警備会社、交通機関だけでなく、大企業が積極的に協力する

ようなしくみづくりも必要と考えます。防犯カメラの設置をより強力にすすめ、犯罪の抑止力、検挙の迅速化に協力

できるよう人の交流が必要です。 

今の子供たちが安心して、夢を持って暮らせる環境が整うとよいと思います。 

温暖化防止は必須だとおもう 台風はますます酷くなる このままでは近い将来にみんな死んでしまう 少なくとも１

０年前?５０年前あたりの環境をとりもどせないか？ 

もっと木を植えよう 

できる限り日陰を作ろう 

ゴミになるものを作らないようにしよう 

安いものを大量に売る店舗をやめよう（物を大事にしなくなるから） リサイクルを徹底しよう 

大企業は今やっている健活のように環境に配慮した取り組みを社員に徹底しよう 

学校でも温暖化防止の策を教える授業をしよう 

自分たちの（みんなの・社会全体の）未来の子供を守るために 

子供たちが希望に満ちた将来を描ける街 

人々の心に余裕のある、本来日本人が持っている思いやりあふれる街でありたい 

働き方改革により、通勤電車の混雑や交通渋滞が緩和されることを望みます。 

性の視点からの防災・災害に関して、東京都、世田谷区の女性リーダー育成研修の取り組みに参加しています。 

多様性を重視した様々な局面に対し、いつでも声を出せる環境づくりができることを期待します。 

上記 A が実現された東京 

東京一極集中は解消されていてほしい 

・安全面やソフト面等、世界と比較しても素晴らしい優位点が多々あるので、それを国として諸外国に発信に魅力

的な都市と認知いただくことで、国籍を問わない多様な人々が集まり、そういった人たちによって東京が発展すること

で、来てみたい・住んでみたい・働いてみたいと思えるもっと魅力的な都市に発展していくと思う。 

・まずは外国人から見て何が東京の魅力なのかわかるようマーケティングを行って、発信していく必要があると思いま

す。 

自動車の自動運転化が進み、高齢者による自動車事故がなくなったり、医療が劇的に進歩したりして、超高齢化

社会に対し先進的な対応が進んでいる世の中 

外国人流入に備えた防犯体制の整った都市 

情報化が飛躍的に普及し、キャッシュレス化等も浸透していく中、高齢者や地方都市が置き去りになったり、高齢

者を対象にした詐欺事件が後を絶ちません。 

情報化を推進するうえで、誰もが安心して利用でき、処理方法も簡潔でわかりやすいものでなければ、社会の発展

はありえません。 
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人々が心身ともに健やかにすごせる世界一の魅力あふれる東京になってほしい 

弱者に手を差し伸べられる心のゆとりの持てる人々であふれている都市になっていることを望んでいます。世界一思

いやりのない国と言われないよう… 

人口減少や少子高齢化が進行していく中で外国人労働者受け入れをすすめているが、多様性と無秩序をはき違

えないよう厳正な審査をしてから入国・雇用してほしい。 

自国民の雇用の減少や最低賃金の低下、治安の悪化を招いては元も子もない。 

東京五輪に向け日本全体が熱くなってきており、東京開催後も未来に希望を感じます。 

経済成長よりも安心、安全、環境に力を入れてほしい。 

・羽田空港、成田空港をそれぞれハブ化し、品川駅とのトライアングルでリニアモーターで繋ぐ 

・経済特区を設置し、AI をはじめとした第５分野で中国・米国に伍する（カジノも積極招致） 

 経済特区で EV自動車、自動運転を超えた、空飛ぶクルマの開発、全世帯への普及促進 

 経済特区でガン特効薬の開発（手術不要、飲み薬で完治）等の飛躍的医療の高度化 

・東京五輪後も電柱の地中化推進（パリのように完全地中化） 

・東京２３区の再編（東西南北４区）区議会議員、都議会議員の大幅削減（現状人員の半減） 

 ２３区外も大胆に再編 

住民が安心して暮らせる環境 

誰もが夢と希望を持てるような日本。その代表が東京であってくれればよいと思います。 

老後が辛いではなく、老後が楽しみと思いながら、元気に暮らしていきたいです。 

電線を地下にするかフリーWi-Fi の様な形態にするなどして、空の空間をすっきりさせ安心安全で過ごしやすいように

する。 

緑豊かなクリーンな町、世代間の交流、また様々な文化との交流がある、人とのやさしい触れ合いのある町。 

他の文化や、自然から常に何かを学ぶ謙虚な心。 

従来より中国、西欧などより文化を柔軟にとりいれ、その中で自国の「和」の文化も作りだしてきた風土を継承する。 

当然、災害、貧困、犯罪のなどの負の部分に対する対策を常に工夫し実践している。 

地方地域との交流が盛んになり、発展だけでない交流たくさん始まるとよいと思う 

暗い道をひとりでも安心して歩ける東京 

一生涯不安なく快適な暮らしを約束され高齢者が人生を元気に活躍できる東京に。  

希望と夢にあふれた町 

世界に誇れる整った環境を整備してほしい。 

政治・経済・文化がこれほど集中し凝縮されている都市は世界でも珍しい。日本の経済は現在停滞気味だが、さら

にヒト・モノ・カネ・情報が集積され、そこから得られた富が、東京から日本全体に波及するような都市になってほし

い。 

東京 2020大会が歴史に残るよう、何らかの形で「祝日」にしてほしいです。 

江戸の伝統文化（街づくりや暮らし方など）を生かすべきだと思います。 

渋滞や電車の混雑が緩和されるとよいです。そのためには、働く時間のズレなど多様性が認められることが必要かなと

思います。また、都心部の暑さ対策や、ゲリラ豪雨対策が進むとよいと思います。 

誰もが住みよく安全に暮らせる街になればいいと思います。 
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安全性、安心感、安定感が高い都市「TOKYO」に世界の方々が訪問され、楽しい人生のひとときを過ごすことがで

きるようになることを夢見ています。 

人口と環境のバランスのとれた都市 

環境への配慮と、暮らしやすさ・働きやすさが兼ね備えられた街 

自動運転技術の活用による近未来の交通手段が、全世界に先駆けて整備される東京 

・世界の大都市を見てきて思うのは、東京ほどクリーンで住みやすい大都市は非常に稀だということです。この、東京

の良さを残しつつ、新しい挑戦が次々と生まれる国際都市になってほしいと思います。 

・朝夜の通勤ラッシュがなくなること 

・物価が安くなり、高齢者でも生活がしやすいこと 

・安心して街中を歩けること 

細やかながら以上希望いたします 

歴史と現代が融合した町。多くの世界や文化の人が集まりマナーがしっかりした住みやすく働きやすい環境 

日本の方、海外からの方を問わず、マナーをしっかり守っていただけるようになっているとうれしいです。 

オリンピックの開催時期も、季節を考えて設定できるようになっていてほしいと思います。 

テレワークやワーケーションなどの柔軟な働き方が浸透し、生産性の向上と個々人の私生活の充実がより両立する

社会になるといいと思います。また、オープンで緑と文化のあふれる、寛容な雰囲気の都市であるといいと思います。 

全ての年代から活気が溢れる東京が実現してほしい 

外国人旅行者が安心して移動、滞在できる街。伝統と先進技術の融合した街。都心からでも富士山がくっきりと

見える空気のきれいな街。 

常に sdgs の視点を持って政策を行って欲しい。具体的には以下の１０の項目に力を入れていただきたい。 

１、未病改善の取り組みおよび地域医療体制の整備 

２、障害・高齢者服対策の推進 

３、都内経済・産業の活性化 

４、行ってみたい東京の魅力づくり 

５、スマートエネルギー施策の推進 

６、安全で安心なまちづくり 

７、子ども・子育てへの支援 

８、東京２０２０オリパラに向けた取り組み 

９、都立高校改革・都立教育施設整備および共生社会の実現に向けた教育の推進 

１０、SDGs の普及啓発のための講演会やワークショプの実施 

上記の施策を展開し、sdgs未来都市に応募することをおすすめします。 

地球温暖化による災害の増加、外国人の増加等による治安悪化の懸念が強い 

50代、60代、それ以上の高齢でも働ける職場を沢山増やし、歳をとっても安心して暮らせる東京となってほしい 
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ゆりかごから墓場まで。 

福祉行政のさらなる充実により、安心して産み、安心して高齢世代になることができる社会へ。 

ストップ・ザ・地球温暖化。 

再生可能エネルギーが広く行き渡り、プラスチックごみ対策も行政レベルでなされて、地球の環境が守られる社会とし

て、世界のお手本に。 

教育・保育の質の向上。 

知識記憶型一斉教育から脱却し、北欧などに学ぶ真の知恵獲得のためのせいかつたいけんがた学習へとシフトして

いく。 

支えあう社会。 

経済対策として、持てる人がさらに優遇され、貧しい人から搾り取るようなあり方を見つめ直し、持てる人は分け合う

制度へと勇気を持って移行していく。 

少子化ではない子供の笑い声が溢れる明るい未来へ 

そして、待機児童ゼロに向けて保育園の増設と共に、保育士や幼稚園教諭の優秀な人材確保の為に教育の場の

支援、基本給料のアップや労働時間の短縮、手当てなど人気とやる気が出るような働きやすい環境作りをして、子

供達を地域のみんなで育ててもらえるような都会だけれど、暖かく優しい東京になってもらいたいです。 

東京都が推進している「ゼロエミッション」をより加速する為に、電気自動車の普及に繋がるより現実的な施策を提

案させていただきます。 

電気自動車の専用レーンや、専用の駐車場、そして急速充電器を、人が集まる場所を中心に設置を行う。例え

ば、首都高や都内の国道、都道など。最初は専用レーンの割合は少ないが、電気自動車の普及に伴い、割合が

逆転する。また、人気商業施設や都心のオフィスビル駐車場を中心に、専用レーンと同様に電気自動車専用の駐

車スペースを設置。最終的には、専用の駐車スペースの割合が逆転すべき。現状でも、電気自動車用の充電器は

増加傾向だが、設置場所は有料駐車場などが多く、充電する為に、駐車料金を払わないといけない場面も少なく

ない。都心の場合は、一戸建てでは無く、集合住宅に住んでる方も非常に多い為、自宅に充電器を持てない。従

って、コンビニの駐車場など、もっと普段の生活の中に、急速充電器が設置されるようになれば、電気自動車の普及

にもつながると考える。最後に、病院や幼稚園、残すべき自然地帯などには、電気自動車以外は乗り入れ禁止とい

う制度も取り入れてみてはどうでしょうか 

東京の新規起業者は 5年目まで確定申告は不要で、5年目にまとめて利益とマイナスを清算できるなどの特例が

あるといいなと思いました。 

私の場合、本業で出した利益で、飲食店を経営も始めましたが、イニシャルコストでかかる金額が減価償却の対象

になるため、黒字倒産しかかりました。 

雇用を前提とした小さな企業が安定するには 3年はかかると思います。盤石にビジネスを展開するためにはキャッシュ

を次の投資にまわしたい。5年猶予があればまとまったキャッシュで、大企業にも負けないアイディアを形にできる企業

も増えるのではないかと思いました。 

それから、経営者にも産休休めるよう手当てをください…中小企業経営者は、上述の通りなかなか安定しません。 

自分レベルの人の雇用はまず難しく、育て上げるにもリスクと時間がかかります。妊娠しても、産休も取れず、起業仲

間の女性は出産後 2週間で会社に復帰しましたが、大きく違和感を感じています。 
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東京オリンピック 2020 に合わせて、パートナーシップ協定を都全体で導入してほしいです。 

東京オリンピック 2020 でパートナーシップ協定を都全体で導入すれば、世界に東京のダイバーシティを発信できると

考えます。 

また、現在のパートナーシップ協定は戸籍が同性のカップルしか利用することができないので、パートナーシップを戸籍

が異性間でも利用できるように改革し、より当事者の性自認を尊重する制度にしていただきたいです。そして、東京

オリンピック 2020 で日本に訪れる外国人観光客の中には、トランスジェンダーの方も多くいらっしゃるはずです。誰で

もトイレが設置されているお店や施設にレインボーのステッカーを貼ったりして、おもてなしの精神と東京のダイバーシテ

ィをアピールしていくべきではないでしょうか。 

2040年までには、東京都全体でLGBTフレンドリーのお店や施設にレインボーのステッカーを貼り、スタンプラリーなど

を開催することができたらとても嬉しいなと思います。社会の啓発活動にもつながりますし、当事者の社会から孤立し

ている感覚も改善できるはずです。相談所の存在を知る人も、もっと増えるのではないでしょうか。 

自身の健康管理義務化（健診受診の義務化、運動習慣のある人は国保料減額など） 

いろいろある中で、一番忘れてはならないのは人も自然の一部だということです。 

ただ、環境問題等をそのままみんなに投げてもあまり効果はありません。 

そこで私は教育に取り入れるべきだと思います。幼稚園 保育園～小学校低学年時代は森の中で自由に遊び、

自然の中で遊ぶ楽しさをじゅうぶんに味わう。その後、実はこの森にはこんな問題を抱えているんだよ、3年生以降、

学びの時間も入れて行く。そうしたら、あの大好きな森をなんとかしなきゃ、と、こども達自ら学ぼうとするのではないで

しょうか。 

森林大国日本の未来をこども達がこの国土の中、どのように感じながら大人になって行くのか、待った無しの状況だと

思っています。多摩地区にある幼稚園がその先駆け的に様々な取り組みを林業の方、自然保育の専門家などと共

に進めています。まだまだ小さな流れですが、今後、全国的な流れになっていくことを願っています。 

少子高齢化や人口減少で外国人労働者の受入によって日本人と外国人が共に暮らす共生社会を築いていく必

要性があります。その共生社会が上手くいくために外国人労働者を受け入れていくのに際して日本文化を体験しな

がら学んでもらう研修をしていく必要があるのではないでしょうか？ 

具体的な研修内容は、さまざまな日本文化の中でもまず、日本の親が子供に教える家庭内にある日本文化を教

えるのがいいと思います。家庭内にある文化、季節の年中行事、室礼や神社、お寺のお参りの仕方の違いなどで

す。 

これらの文化研修を外国人を受け入れる企業にやってもらうことで労働のために日本に来た外国人に日本人の心に

触れてもらい、共生社会の第一歩にしていきます。 

・日本のエネルギーがあふれ出す東京 

エネルギーとは人の活力をイメージしています。また、あふれ出すということは、東京だけに日本の力が集中するのでは

なく、東京から地方に力が広まっていくことをイメージしています。日本の可能性を最大限発揮させるきっかけを東京

が創っていければすてきだなと考えています。 

子育て支援の一環として男性トイレにもオムツ台を設置するように働きかけて欲しいです。 

せめて女性トイレに設置しているところは、男性トイレにもあるとうれしいです。 

グローバルな視点をもった先進的な都市づくりを期待します。 
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厚い文化の都心部と、快適に子育てのできる中間地域と、手軽に自然の癒やしを得られる西側と島しょ部の 3つの

部分が溶け合ったところになるといいです。 

自然を楽しめる西側は、 

・公共交通の移動が不便なので、相乗りしやすい仕組みを採用する 

・泊まれる宿が少ないので、民泊の規制が（例えば 180日を 240日など）ゆるやか 

などの特区にしてもらえると、活性化されると思います。 

また、主に人が暮らす中間地域では、学校の校庭や体育館など避難場所指定施設での脱インフラキャンプなど、楽

しみながら災害にあったときの体験ができるイベントの実施。 

東京都水道局の水源林を全小学生に見学してもらって、山林の大事さを考えるきっかけとしてもらいたい。 

様々な国籍の人を受け入れる、快活で懐の深い都市になってほしいです。そのためには日本人が世界の知識や語

学力を高めることも必要であり、学校教育の見直しや、40代ぐらいまでの戦力世代が学び続けられる環境づくりを

進めてほしいと思います。 

災害が恒常化している今日、すべての人が助け合い、支えあえる都市となるべく、ひとり一人が人との絆を大切にす

る社会の実現が求められますが、行政面からも、避難施設や防災インフラ等の拡充を図っていただきたいと思いま

す。 

東京が、日本の中心都市としてだけではなく、世界の多様性のハブとして、持続的な発展ができればと思います。 

車での移動を少なくするために、地下鉄を増やす。 

交通事故のない、安全で快適な交通網が発達し、子供も高齢者にも住みやすい街。 

グローバル化することにより、犯罪が多くなることと思います。 

まずは、日本の子供たちの道徳を強化し、強い心を養えるよう、大人たちの教育が必要だと思います＜母親セミナ

ー。父親セミナー。子供セミナー。外国人セミナーなど＞。 

トコジラミなどの外国人から入ってくる虫などの駆除強化が必要。 

まずは、小さなこと、できることから進めていき、そして未来につなげていく必要があると思います。 

東京の一極集中に歯止めをかける施策を東京自らが提案・推進して過疎化が進む地方の活性化を促進させ、日

本全体が世界から認められるような国になってほしい。 

従来の規則に捉われない改革をお願いします 

スポーツを楽しむための環境がさらに良くなり、ひとりひとりが健康に暮らせる町になっていくとよいと思います 

機会均等 

人口減少傾向に向かう中、介護施設の増設、待機児童撲滅に向けた保育所の増設（外国人労働者の積極的

な受け入れや、保育士資格保有者の再就職支援と処遇の向上）を世界都市として先端を進む取り組みの推進 

オリンピックの東京でのマラソン実施可否に拘わらず、道路舗装の温暖化対策等を進めて欲しい。 

様々な面で世界に誇れる都市としての存在を目指していただければと思います。 

安全、安心な東京 

災害に対応出来るようにしてほしい。 

水害・地震に強い街づくり 

・通勤が快適なインフラが整備されている東京 

・様々な試みを実証できるアクティブな東京 
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3.11 の復興も進んでいない中、なぜ誘致したのか疑問でした。 

しかも秋ならともかく真夏、結果、マラソンは北海道となりました。反対する理由はありません。危険だからです。最初

から分かっていました。反対はしませんが、これで「東京オリンピック」なのでしょうか？どれだけの税金を使っているので

しょう。そのために消費税が上がったのではとも思ってしまいます。復興等に使われるのなら納得できますが、無謀なオ

リンピックのために税金が使われるのは納得できません。オリンピックしている場合ではないと考えます。 

被災地の方にも夢や希望を与える？その前に復興です。 

来年のオリンピック中に今般の様な大型台風が来る可能性も大です。東京は麻痺します。 

オリンピック中でなくても、荒川の決壊等懸念は多数あります。こんな危険な地でオリンピックをする意味があるのでし

ょうか？ 

東京の未来。 

首都を本気で移転したら良いと思います。 

狭い東京に集中するから危険な埋め立て地のタワマン等が生まれるのでしょう。川が決壊したら東京は水没するとわ

かっているのですから、対策を急がないと東京は滅亡するのでは。 

未来の東京について、企業や学校、地域社会の様々なコミュニティ等で、もっと語り合う機会を数多く、継続的に創

出していくことが大切だと思う。 

江戸時代に庶民の子弟教育の場として、読み・書き・算盤・道徳などで国民全体の教育・文化水準の向上に大い

に貢献した寺子屋がありました。ＩＴ技術を活用した「ＩＴ寺子屋」を現代に復活してはどうでしょうか。次世代通

信ネットワークでは、多様な情報（文字・音声・動画）を複数拠点間（パソコン、モバイル端末）で同時に通信で

きます。これにより、地理的制約から解放された「ＩＴ寺子屋」を構築します。提供する内容（コンテンツ）として

は、学童向け補習授業、文化講座、よろず相談（育児・子育て・近隣問題）等が考えられます。また、講師として

時間に余裕のある高齢者を採用する事により、高齢者の地域社会参加の場としても活用できます。 

少子化対策の一環として、不妊治療等、子供がほしい人が安心して治療に専念できる環境を用意するため、早急

に保険適用にすべきと考えます。 

東京都ではこれに先行（保険行政が追いつくまで）し、不妊治療に対する助成と情報提供を充実させることを実

現してほしいと考えます。 

世界中の人が観光に行きたいと思える交通の便がよく、近未来な都市 

高齢化社会に対応したインフラ整備を重要視してほしい 

義務教育の無料化 

勤務時間の自由化 

自宅業務の強化 

若者、子供が明るい未来をイメージできるような世の中になってほしい。 

近年、若者による新宿や渋谷等での大騒ぎが目につき、多少不愉快に思うことがあります。 

そのエネルギーをもっと違う方向（社会に役立つ）で生かしていけるような東京になってほしいです。 

・電柱の地下化 

・緑を増やす 

・公園を増やす 

・電車の 24時間化 

災害に耐えられる街になっていてほしい 
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「安全」「親切」「美しい」「便利」など、今、海外の方が思う「COOL JAPAN」の全てが存在している、「いち都市の

東京都」ではなく、「日本の東京」となり、「日本」の起点・中心・模範となるような存在となっていただきたい。 

そして、世界中の方が考える「日本」を「ただの空想」ではなく「現実」にあるということを発信する、「ALL JAPAN」の

「オリンピック」にしてほしい。 

「東京」とはそうゆう「存在」なのだと、そうあるべきだと私は思っています。 

デジタル社会の到来を踏まえて、中国深センとは異なる進化を遂げる東京であって欲しい。監視社会ではなく、自

由と個人情報が守られた上で、世界一便利で快適な東京であって欲しい。 

楽しみにしています。 

人口減少、さらなる少子高齢化に対する漠然とした不安を多くの人が感じていることは間違いないと思います。景気

にも影響しているのは明らかです。不安を払拭するには、財政赤字の解消に向けた対策・計画を検討して公表する

必要があります。将来に負の遺産を残し続けていいはずがありません。 

労働人口の減少に対しては、既に外国人労働者の受け入れが行われており、この対策が有効だと思います。アイデ

ィアとして、彼らと都民の交流の場を設けるのはいかがでしょうか？今、都民の多くが英語の学習に意欲的です。せっ

かく、多くの外国人が周りにいるのに、ほとんど接点がありません。さらに言うと、保育園・幼稚園から外国人と一緒に

過ごせる環境があるとグローバル人材の育成面で効果が期待できます。 

東京が、世界中の人と日本人の交流の場になり、活気に溢れた都市になることを願います。おもてなしを体感した

外国人はリピーターになり、観光収入は財政赤字の解消にもつながります。 

東京がオリンピックで成功すれば、大阪の万博でも活かせます。 

現在でも地方都市と比較すると、先進的な取り組みを行っていると思う。 

今後も、国内のみならず世界の都市から参考とされるような取り組みを実施していける都市でありたい。 

交通網の発達に伴い、都民以外もその先進性を享受できる環境が構築されていくと思うので、東京都の取り組み

が全国に広がるように、暑さ対策・少子化対策・介護問題等直面する問題を技術的に解決していけるよう、民間

のナレッジを吸い上げ、形にしていけるとよい。 

若年者が生きにくい世の中、子どもを産み育てにくい世の中になっていると思うので、若年者が希望を持ち、子どもを

持ちたいと自然に思えるようになれば良いと思います。 

都知事の公約にもあったような満員電車 0 を目指していきたい。 

そのためにも働き方改革やテレワークなどが重要となってくるので、働き方に関する条例などを作り働く人に優しい街の

代表が東京となればいいと思う。 

行政が動けば市民も動くと思うので、まずは行政からアクションを起こしていただきたい。 

経済格差のない、みんなが幸せに暮らせる東京を実現してほしい 

・自然災害の対策として電線・電話線・ケーブルテレビ回線等の地中化の早期推進 

・落下事故防止の為に主要駅のホームドアーの設置の推進 

IT等が進み便利になったり、育児支援等により子供を産む方が多くなる一方で虐待やいじめなどで大切な命が奪

われるということも多くなっています。もっと人の心をいやすような環境つくりがこれからは必要なのではないでしょうか。

高層マンションが次々とたてられていきますがほんとうに必要なものなのかと思ってしまいます。開発・進歩も必要では

ありますが、ちょっと立ち止まって人々がもっと穏やかに暮らせる環境を作ること、考えることが必要なのではないでしょ

うか。時間の流れについていけない人もいます そんな若者たちを大切にし育てていく環境も大切なのではないでしょ

うか。個人情報保護も手続き上だけ厳しく本当の意味で役立っていないような気がします。 
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テレワークの促進による東京全体のどこでもオフィス化 

夢やアイデアを自由にいえる場があればいいと思います 

人口が増え、世界からも人の集まる国の都市として、経済を発展させてほしい。 

成田・羽田がハブ空港として重宝されるようになってほしい。 

子供から老人まで安心して住み良く暮らせる集合住宅は分譲と賃貸で一般的にもあるが、これを低所得や高齢者

に低価格または一定価格で提供できるよう、保育施設の上をそういう施設にするなどセットでふやす。 

いろいろな人種の人が、秩序と規律を重んじて、清潔で犯罪のない安全な街になってほしい 

様々な人が集う、美しい街 

誰もがポジティブに生活できる街になってほしい 

地方出身の方が多く集まっていますが数少ない東京生まれ東京育ちの私達がいつまでも暮らしやすい街であり続け

て欲しいです 

・国際化が進むなか言語による意思疎通に障害があるため、翻訳機の配布や提供 

・テレワークは個人が多いが、複数での会議や情報共通が可能になるようなシステム構築や企業で不要となったパソ

コンの無償配付などによる在宅勤務充実 

・高齢者の活動の場や小児とのコミュニケーションを図れる場をつくる 

 例えば、保育所の職員のサポートとして高齢者を活用することにより、子供は生活の常識・高齢者とのコミュニケー

ション力を学べ、高齢者は痴呆防止に繋がったり、元気になったりと医療費縮減 

老若男女問わず差別も無く、みんなが暮らしやすい街 

働き方改革が柔軟な東京へとなってほしい。 

ニュージーランドやノルウェーのように、2030年までに、タバコを吸わない、買わない、売らない都市になってほしい。タ

バコが男女ともに不妊症の原因となり、環境汚染の原点にもなっているので、根源を断ってほしい。ストレス社会の

開放策としては、スポーツや歌や劇など安い費用で参加、鑑賞できる都市にすることです。毎日家でくすぶっっていた

り、地下のバーでたむろしなくてもすむ楽しい都市となるはずです。 

日本は世界に比べてゴミも少なくきれいだと思いますが、それでも飲み物のゴミや台風の後の壊れたビニール傘、歩き

タバコが散見されます。これは個人の意識の低さだと思いますので、都民一人一人への教育が必要です。 

飲み物のゴミはお店の責任もあるので、予めデポジット価格に含め、返却時に返金する制度を、ビニール傘は駅に回

収ボックスを設置すると良いと思います。 

きれいな東京を誇りに思いたいです。 

犯罪がない平和で治安の良い都市になることを期待しています。 

日々の生活では、働き方の多様化が進んで通勤ラッシュなどが緩和されていてほしいです。 

まずはタバコのない世界。を希望します。 

タバコはタバコ産業の嘘偽りにもかかわらず、人を害し、自らを傷つけます。 

これが無くなるだけでも，素晴らしい都市になるでしょう。 

私は前回 1964年大会が開催された年に生まれましたが、今日に至るまでの間、科学技術の進歩等により、良き

につけ悪しきにつけ、生活スタイルや価値観が大きく変化するとともに多様化してきました。今後、その変化のスピード

はさらに増し、価値観はさらに多様化していくばかりですが、それに伴い新たな課題が次から次へと発生し山積してい

ます。それらを的確かつ冷静に受け止め、経済的豊かさと精神的豊かさが融合するまちづくりを進めてほしいと思いま

すし、私自身もその一員として参画する機会がれば嬉しく思います。 
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この所の自然災害には脅威を感じます。色々な問題がありますが、やはり地球温暖化等による環境汚染が原因の

一つと考えられると思います。 

また、プラスチックによる環境への影響も大問題だと思います。 

深夜の電力削減や買い物袋の再利用（エコバック利用）、スーパーマーケットであってもなるべく紙製品で代用する

等できることから対応していきたいと思います。 

この機会に様々な年代に対応できる心地いい町にできるとよいと思います。 

高齢化に向け、更なるバリアフリー化と体が不自由な方も外出しやすい環境を希望します。 

地下鉄等も今はエレベーターが 1 つですが、それぞれの出口にあると動きやすく便利だと感じます。 

Q1 を必須回答とするならば「」という選択肢がないとまともなアンケートとしては成立していません。 

温暖化対策、CO2排出量の最小化の対策が急務 

台風被害の恐怖を目の当たりにし、災害対策(得に水害)を早急に強化してほしい 

超高齢化問題、環境問題などに対する課題解決先進都市として、解決モデル（東京モデル）を構築し、成功事

例を国内他地域や諸外国に輸出、横展開を図る将来像が実現すればよいと思います。 

研究をする学生への支援が手厚く、知があつまる都市になってほしい。 

高齢者が外出しても、安心なまちつくり・サポート体制の充実したまちつくり。 

今以上に様々な人々が行きかう活気のあるインターナショナルな街 

老若男女、多様性のある人たちが共存できる、住みやすく、生きていきやすい都市（国）であってほしい。 

すべての人が安心して暮らせる街づくりをお願いいたします。 

諸外国から仕事や観光で訪れた外国人（又は日本に居住している外国人）に対し、日本人の子供も老人も最

低、英会話でコミュニケーションが図れるように税金を活用して欲しいです（もちろん本人の意識や努力も大切です

が）。都内のデジタル化等により外国語での案内も便利になりますが、世界の共通語として使用される英語でのコミ

ュニケーションが図れない国民では、不便な場所になってしまうのではないのでしょうか？アジアを旅した時に痛感しま

した。 

日本の伝統と文化を護り育てる都市  

日本の絶滅危惧文化をお金出して護れ 

伝統と新しいものが融合し、年寄りと若者が寄り添う都市 

「幸せ」を実感できるまちづくり 

こどものいない家族は税金を多く収める都市 税金は多く納めるが多様な権利が護られる都市 

こどもが二人以上いる家族は社会保障が優遇される都市 

各地域の商店街等が活性化され、多国籍な住民が自然と集まり、賑わう街を希望. 

人が集中しすぎているので適度に分散し快適な移動・通勤ができるようになることを望みます。 
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日本の未来は厳しい現実が待ち受けているものの明るい兆しもあるのだというメッセージを「スポーツの力」によって発

信していくことが大事だと思います。 

変革の一歩目を、オリンピックの勢いと情熱で踏み出し、持続的に成長していく世界最初のモデルとして東京（ひい

ては日本）が発展していくことを望みます。 

＜生産性を向上させる契機としてオリンピックを利用する＞ 

官公主導でオリンピック期間中に働く時間の制限をかけてしまうことが最も効果的だと思います。 

＜新しい価値観が生まれるための契機としてオリンピックを利用する＞ 

働く時間を制限して働き方を改革するということは、働く意味・価値観を変革することにつながります。世界最大のス

ポーツの祭典に観客・ボランティアとして参加できれば、それは自分が生産性を向上されることで生まれた時間の新し

い使い方を見つける大きなきっかけになると思います。 

＜スポーツ先進国として心を育むチャンスを得る＞ 

スポーツを学校教育の延長として終わらせるのではなく、日本人が持つ「相手を尊重する」心を育むための「ツール」と

して発展させられるよう、オリンピックを活用できるのではないでしょうか。" 

日本らしさを残しつつも最先端技術を取り入れ、様々な考え方・生き方ができる社会になってほしい。 

税金をもっと上げて医療や養育費を安くする等。 

人種問わず多様な価値観を持つ人が働きやすい世の中になると良いと思います。 

日本らしさを残していけると良いと思う 

東京都に限らず自らの問題から政治まで自分ごと化して、お互いに支援しあえるコミュニティーになること。これがグロ

ーバル観点からモデルとなること。 

様々なイベントに参加する機会が均等であることが望まれる 

今後、益々グローバル化が進んでいくと思われるので、デジタルの活用等により、時間や場所を問わず、いつでも何

処でも、誰しもが多言語で情報を取得できる仕組みがあると良いと思います。 

（アクセスの仕組みの構築等により、実現できるのではないかと思います。） 

子育てを皆で考える街になっているとよいと思います。 

子供を産み育てることについて不安に思うことは、経済的なこともありますが、例えば、子供を連れて外食がしづらい

雰囲気（周囲の目が気になる）があるなど、子供を育てるために犠牲にするものがあると考えられることも大きいの

ではないかと思います。 

周囲から子育て世代に優しいまなざしを向けてもらえる社会になるよう、社会運動のような啓蒙活動が行なわれると

よいと思います。 

環境にやさしく住みやすい街になればよいです。 

共生社会の模範となる都市になることを願います。 

皆が希望をもって生きれる社会 

安全で多様性を受け入れる街 

子どもほど希望を持てる都市。 

一極集中を解消しつつも、世界的な都市として発展し続ける街。 

子供の世帯への補助 

最先端ＩＣＴを自在に活用できる世界をリードする都市となることに期待 
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子育てと仕事の両立がより図りやすい企業体系の構築 

（会社に託児所がある、子供も一緒にオフィスに行ける など） 

東京と言えば「これ！」という何か強みや魅力がある都市になればより良くなるように思います。 

転勤で東京で勤務するようになって 3週間ですが、東京には何でもあるんだろうという住みやすさは感じますが、まだ

これといった魅力も感じていないのが実際のところです。 

良くも悪くも、東京への一極集中化がますます進むと予想してます。 

従来の枠組みにとらわれない柔軟な発想と法令整備で、交通網や住宅、その他各種インフラの整備をお願いいた

します。 

お年寄りからこどもまで、昔のようにご近所同士の顔が見えて助け合える関係を持てるような地域にしたい。 

芸術やスポーツで心豊かな人間形成ができる未来の東京であってほしい 

同時通訳機能の充実された各国の方が過ごしやすい東京にしたいです。 

災害に強い都市開発と豊かな自然が保たれる都市 

市町村区別々になっている福祉制度の都内統一化。 

（例）子どもの医療費助成制度 

これまで以上に地方都市との交流を活性化させ、引き続き国内をリードする首都として成熟した都市を維持してほ

しい。 

今後継続的に東京を発展させるためには、東京に本社を構える大企業を増やし、法人税・所得税収入を増やして

いく必要があると思います。その一方で、東京に出勤するスタイルではインフラ（電車やビル、災害対策など）の整

備には時間がかかり、東京の成長率を阻害する要素となる可能性があると思います。 

したがって、テレワークを推し進め、必ずしも毎日東京へ通勤しなくても勤務できる環境を整えることが必要と考えま

す。しかし、日本人はテレワークよりも対面での勤務を重視する傾向が強いことから、東京都としてある程度強制的

に推し進めることが必要と考えます。 

世界に誇れる日本であり、牽引すべき東京であってほしい。 

未来を築く子供たちが夢を持ちチャレンジできるセッションを強化（学校教育の強化）し、自らが考え、企画、実

行、反芻できる仕掛けづくり。 

厚生労働省の喫煙室設置の為の補助金は失敗している！撤去の為の補助金とするべきです。今ある喫煙所

(室)は禁煙啓発所(室)とするべきです。都営団地を禁煙として入居率の 100%を目指すべき！ 

「原子力爆弾等軍事力を使用せずに平和を維持する憲法システム」 

武器武装に替えて理論武装による平和維持が必要である。理論武装で平和維持を担保できれば、資源資材及

び人的資源を平和で建設的な分野に投入できる。特に、緊急性が要求される地球温暖化対策に資源資材・人

的資源を集中投入しなければ地球灼熱危機は回避できないと言わなければならない。理論による平和維持情報

を発信できる素晴らしい都市東京にしなければならない。 
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都バスにおける車椅子乗降時のボランティア活動の提案。都バスを利用する車椅子のお客様対応は運転手が全て

対応しています。車内車椅子固定エリアのお客説明と座席解放依頼の後、座席収納し車椅子スペース確保。中

扉横のスロープ板搬出スロープセット後車椅子のお客様を車内へ誘導。 

固定し運転席へ戻り出発確認し運転しています。車椅子のお客様が降車の時は乗車時の真反対の対応していま

す。運行時間を遵守し安全運転で運行するためにも運転手さんの手助けができるボランテア制度を提案します。都

バス営業所単位でボランテア募集し座席解除と座席復旧の実施訓練など車椅子乗車に関する教育を実施して講

習修了者を「都バス車椅子乗降時ボランテア」として証明書の発行を行い、少しでもワンマンカ―運転手さんの負

担軽減による安全運転向上に役立てばと提案します。あくまでも主体は運転手さんですが講習を受けた「都バス車

椅子乗降時ボランテア」は車椅子誘導時に車内の座席の収納や復旧作業・作業分担で時短・安全・安心への向

上が期待できます。 

ちなみに、わたくしは、東京消防庁「災害時ボランテア」をしております。 

路上喫煙禁止の千代田区でさえ、路地に隠れて喫煙され、歩行中にタバコの煙に曝されています。 

又、喫煙所の周辺はタバコ煙が漂い近寄れない場所が多々あります。受動喫煙症の自分でも安心してどこでも歩

けるタバコの無い社会、タバコフリー社会の実現が自分の希望です。 

１：自然災害に強い都市構造であること 

２：住民間のコミニティーが豊かな地域を築けていること 

３：子供を社会全体で育てるシステムが備わっていること 

４：公共交通機関＋私鉄がシンプルに連携されていること 

５：人口増を抑制しゆとりある都市スペースを確保すること 

６：現在以上の幹線道路の拡張は不要と思います 

エネルギー自給率の低い日本は、頻繁に石油・天然ガス等を輸入する必要のない「地産地消（資源循環）エネ

ルギー」の選択肢は、最も重要な選択肢です。 

東京都に対して、下記の「地産地消（資源循環）エネルギー」を早急に実現するべきだと思うので提案します。 

１．火力発電所のイノベーション（技術革新）を特化してやる。 

２．地方自治体の下水処理場で藻類バイオマス燃料（人造石油）を生産することで、下水処理場が人造石油

生産工場に変わることで副産物から収入が得られるシステムに。 

３．廃天ぷら油などから作るバイオディーゼル燃料活用。 

４．紙ごみと生ごみからバイオブタノール又はエタノール生産、およびメタンガスの製造設備の開発。 

５． 100度以下の低温熱で発電（余剰排熱を活用、熱発電チューブを開発）。 

６．プラスチックの代用品を考えるよりも焼却して水素を取り出せば一石二鳥になる。 

７．国際戦略の一環として発送電を分離し、「高圧直 流送電線（スーパーグリッド）」を確立し、「東西周波数

（50Hz と 60Hz）の統一」と「電気自動車(EV)推進のため無線給電（走行中に道路から無線で給電できる仕

組み）構築」。 

日本人の人口減少により、想定される人手不足問題に対して、海外からの移住者の受け入れを積極的に行うこと

による、国際都市東京の活性化を提案いたします。 
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東京といえども人手不足、高齢化に直面しているだろう。人的資源を有効に活用するために役所＋民間で活躍で

きるハイブリッド人材の開発を促進。地域の活力を維持するための活動および節度をもった営業活動であれば公務

員にも副業を認める社会。複数の仕事を行うことを当たり前とし、機動的に人的資源がコンバートする先進都市。

むろん、健康管理、労働者保護は重要だが、自己実現、就労機会の向上、働く人の競争性、人選の透明性など

人のつながりというアナログと AIなどデジタルを融合させたポジショニング。人は減っても成長がつづく都市。 

・煙草ゼロの街を望みます。 

・非喫煙者の街を創りたい 

自宅で 24時間、近隣からの受動喫煙被害に遭っています。呼吸困難で倒れます。自宅に居られず、一歩外に出

れば路上や公共施設、交通機関で受動喫煙被害。（3rdハンドスモーク含む）居場所がありません。人と会うこと

ができません。災害で避難しようにも、避難所に行けません。 

煙草で人生を奪われない街を、どうか、創ってください 

道案内がホログラム化されている。 

高齢者が生きがいを持ち活躍できる都市にしたい。 

少子高齢化により、人口が減り続ける社会において、地方創生は愚策である。公共事業、災害時の問題も含め、

過疎地に住む人達を都市への移住を進め、村を閉じ、自然に還すくらいの方が、効率的である。財政難が叫ばれ

る中、赤字の地方財政を少しでも減らすべきである。 

東京も郊外では、人口の減少が始まっており、これ以上の人口減を食い止めるため、都市への 

一極集中是正から推進へと大きくかじをとり、東京の魅力を海外はもちろんのこと、国内にもアピールし、経済の効

率化を図るべきである。 

世界に誇る鉄道網やダイヤ、バリアフリーといったことも、人口集中があったからこその実現であり、これからも日本の中

心として、多くの人を集め、交通・商業施設等さらなる発展を遂げていってもらいたい。 

SDGS を誰もが意識し実現している社会を期待しています 

人口減少と高齢化による労働人口の減少（縦軸の低下）については、定年を伸ばすこと（横軸の拡張）で労

働力人口の「面積」を維持し、活力維持に努めていただきたい。 

また人口減少や高齢化対策の一環として、東京の自然部、あるいは他県の自然部については、無理に「過疎化対

策」「地方創生」などと言わず、自然は動植物に返してあげて、都市にインフラを集約し利便性を高めコンパクトシテ

ィをめざし、老若男女が生き生き暮らす街を実現してほしい。 

高齢者が健康で元気よく活躍している 

すべての人が安心して働き、安心して暮らせる、格差が是正された明るい社会になればよいと思います。 

東京オリンピックで培われた各国の言語による案内の整備をさらに継続・伸長し、外国の方がコミュニケーションに困

らず、必ずリピーターや定住者になってくださるようなグローバルな観光都市づくりを目指すこと。 

子供の未来が安心して生活できる社会になりますように。 

やがて訪れる超高齢化社会や空き家問題をクリアにすべく対策の必要性 
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○災害のない東京 

先の台風や今後起こるであろう地震など、東京を取り巻く環境は過酷なものです。一度災害が起きると甚大な被

害が予想されます。なんとなく東京は大丈夫という都市伝説なども蔓延しているなか、今一度、防災に対する意識

を高め、未来永劫、世界をリードし続ける安心な街を目指して欲しいです。 

○高齢化社会 

これから迎える超高齢化社会に向けて、バリアフリー化などで住みやすくするのはもちろんですが、真の住みやすさを

実現して欲しいです。 

一つは、地域でのコミュニティーはいくつもあるのでしょうが、自分が会社を退職して、そのコミュニティーに入っていくのは

あまり想像できません。気恥ずかしさやプライドなどが出てしまい、結局孤独になってしまう事は大いに予想されます。

今までの経験やスキルなどを更に活かせる場があれば、そのコミュニティーにもすんなり入って行けると思います。 

そんな高齢者がより活躍できる場があり、一生元気に過ごせる東京がが望ましいです。 

また、今も東京は緑が多いと感じていますが、これを維持し、自然溢れる見た目にも豊かな東京が未来にも実現で

きていると良いです。 

毎日のようにどこかしらで電車の遅延があります。 

飽和状態だと思いますので、一極集中ではなく、もっとゆとりのある町になると良いと思います。 

魅力ある街づくりに向け、自分自身もできるかぎり参加してまいります。 

治安を良くして、住む人が笑顔になれるような取り組みをしてほしい 

多様な文化が集い、様々な組み合わせによって新たな価値創造がたくさん生まれるような東京になるととても魅力

的だと思う 

安全・安心で世界中の人が集う街になればいいと思います。 

住みやすい街 

ゆとりある生活 

心豊かな人でいっぱいの都市になれば、犯罪もなくなり、人にも自分にも優しい環境になると思います。そんな、生活

のしやすい街を望みます。 

誰もが気軽にスポーツに親しめる街、文化を築く。 

環境問題、少子化について真摯に取り組み、解決策を見出し、活気あふれ、人生の選択肢が増えている環境とな

ればよいと思います。 

通勤・通学の混雑緩和を是非お願いします 

東京発信のさまざまなアイデアが、日本全国に浸透し、暮らしやすい日本であり続けること 

子育てのしやすい環境を整えてほしいです。 

聴覚障がい者は見えない障害なので、明らかにわかるようにアピールしたい。 

どんなひとでも、不自由を感じない東京であってほしい 

・首都高の改装 

・優先席の普及（杖をついて電車に乗っていても誰も席を変わってもらえなかった。東京って冷たいと感じた） 

・災害に強い街づくり。 

・教育費の無料化と言っているが、一番お金がかかるのは大学生。 

・通勤ラッシュを軽減できるようにしてほしい 

安心安全な世界中の誰もが訪れたくなる都市 
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高齢化が増えていく中で、高齢者に優しい世の中になっていくことを望みます。 

気候変動問題に強く取り組んでほしい。 

未来も戦争のない平和な国でありますように願います。 

長期ビジョンを持って、計画的かつ効率的な運営を実現していただきたい 

共生社会の再構築 

高齢者が安心して暮らせる安全で安心できる都市へ向けた物理的・精神的バリアフリーな計画。 

安全で安心して生活できる東京 

高齢化社会が進むにあたり、高齢者が暮らしやすい社会環境になることを希望します。 

高齢者が自動車を運転する必要がなくなるような仕組みができたらいいと思います。 

すべての母子にとって健やかに暮らせる街であってほしい。すべてのですよ。 

東京は、地方と違って近所付き合いがないのでもっと、ご近所の方とコミュニケーションが取れるようになっていてほしい

です。最近は、自然災害が多いため助け合って暮らせる東京になってほしです。 

環境にやさしい、明るい東京になってほしいです。 

住みやすい街に 

自由で居ながら、秩序と思いやりに満ちた町になって欲しいです。 

スポーツやボランティアを通して、未来ある子供たちに一杯教育して欲しいです。 

自身中心ではなく他人を思いやることが出来るゆとりある人生 

外国人の犯罪が増えることのないよう、安全で住みやすい東京であってほしいです。 

子どもたちが安全・安心に暮らせる街を目指してほしいです 

柔軟な働き方が浸透した東京になればいいと思います。 

台風や地震などの災害への対応が十分にされていて、安心して生活できる東京になってもらいたいです。 

来年のオリンピック・パラリンピックを通じて、日本、東京に来た世界中が魅力ある国、街と感じてもらい、また来たいと

思うような街であってほしいです。外国人が来日して、なるべく不便を感じないような街づくりに期待しています。私自

身も外国人を身近に感じ、語学力を身につけたいと思います。 

住んでいる人にっては災害などの心配がなく、働きやすく、様々なコミュニティに属することのできる住みやすい街であ

り、観光等で来てくれる国内外の人にとっては観光地として魅力的でありつつ、住んでいる人との程よい距離感を感

じられるリラックスした時間と空間が提供できる街であるとよい。 

地震・風水害を前提とした強靭な社会基盤の再構築 

都民が省エネに取り組み環境問題を自分のこととして考えることが大切。今の東京に住んでいる人は自分のことだけ

で精いっぱいな気がして寂しい。 

高層マンション建築や住宅の密集化を制限し、ゆとりのある住宅環境が作られることを希望しています。 

自然がたくさんある東京。 

ほたるがみれたり、星空が都内でもよく見えたりする東京がいいです 

自然災害におびえることなく過ごせる東京になるようにしたいです  

将来に明るい希望が持てる社会を想像できるような都市にしたい（特に子供たち、若い人たち）、子供が増えると

よいと思います。人口問題などが解決できるとよいです。 

災害に強い東京になることを願います。 
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公共交通機関の混雑や、遅い時間帯の治安の悪さなど、年々住みにくくなっているように感じるため、都会ならでは

の課題を改善し、便利かつ暮らしやすい環境をつくりあげてほしい。 

東東京に人口が集中しているため、西東京の交通機関の利便性を高める。治安の悪さについては、夜通し営業す

るお店が多すぎるため、軽減させることで治安改善だけでなく省エネ効果にもつながるのではないか。 

国籍を問わず、みんなが協力しあい、住みやすい東京が夢です。他人のことを考えるのは自分に余裕がないと難しい

ことです。心に余裕がもてるそんな都市であるといいですね。それには、バリアフリーの充実などは不可欠だと思いま

す。 

安心して暮らせる町 

近年の異常気象により、都市機能が停止してしまうことが度々あります。大型台風・降雪に強い町づくりを希望しま

す。 

今の東京は人が集まりすぎて渋滞、娯楽施設の待ち時間が長い、通勤電車の混雑等々子連れだと更に大変なの

で、そこらへんが改善された東京になってほしい 

子供からお年寄りまですべての人が住みやすくなってほしい 

人口問題（少子高齢化）から脱却し若者人口が増加して活気に満ち溢れた世界を実現するには、将来の経済

的不安（教育費、老後資金など）を取り除き出産を支援することが最も重要。そのためには、希望する者全員に

受験対策費用や先進技術の習得費用等を無償で提供し教育費の不安を解消するとともに、保育園への補助金

などで保育士の処遇を改善し保育園の数を増やし保育料も下げて出産後の職場復帰を支援し、出産を後押しす

る政策が必要。社会保障が賦課方式である以上、出産しない人も将来的には子供世代に支えてもらうのだから、

出産する人への支援策には一定の合理性がある。少子化問題が解消されれば、老後・介護資金などの社会保障

も解消できる。 

国がやすべき問題ではあるが、東京都としてできる部分もあるはず。 

子供を産み、育てやすい場所になってほしいと思います 

すべての子供や若者が、健やかに目標・希望・夢をもって自分らしく生きてほしい。 

漠然としていますが、伝統と最新技術を取り入れた町が構築され、日本らしい人格を失っていない教育、だれもが安

心して受けられる医療システムが設備されていること等当たり前ですがさらなる未来を期待できる都市であることが希

望です。 

アニメが注目され、ゆるきゃらや企業広告等で一文化として取り入れるのもすばらしい事ですが、もっと日本文化を注

目でき、伝統を継承できるような取り組みにも取り入れるべきだと思います。 

様々な生活の進化がありながら、大きな駅やデパート等はそれほど昭和と変化がないように感じなす。また各地方と

の密な連携を持ち農業や地方再建の力となる都市の存在を発揮して欲しいです。 

実行の事実を記録としてで残すだけでない活動を期待します。 

「アジアと言えば、東京」というような、訪れたい都市、生活したい都市となるよう、期待しています 

それには、安心・安全な都市づくりを、温暖化対策も含めて目指していただきたいです 

最近、ニュースで多く、交通事故（自動車や、自転車の事故が多発）歩道を歩くことも怖いです。特に自転車の

身勝手な走行です。たとえば、自転車専用の道路を作る、子供たちに自転車の走行ルールの徹底など、怖くて歩

行ができません。歩くのも命がけでしっかり前を見ながら歩いています。未来の東京へ向かって何とかして欲しいです。 
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経済発展はさておき、首都の美しさと豊かさを象徴するような大規模な緑地化・公園化・施設化などにより、以下の

ようなことの都市計画に注力することで、本当に世界に誇れる環境都市にすることが望ましいと思います。 

・大規模災害時に即時対応できる基地づくり、・都市に暮らす人々の日常生活における癒やしへの貢献、・美しい

景観の中でだれもが交流できるカフェの増大、・小さくてもどこにでも家庭菜園ができる農地を供給しわずかでも自給

自足をする意識の醸成、・常に都市機能がマヒする危険性のある一極集中を回避するドラスティックな都市計画 

人にやさしく住みやすい都市にしたい 

現在はさいたま市在住ですが、生まれてから 26年間東京都住み実家も東京都です。東京は地方出身者の集ま

る所で隣に住んでいる人さえ知らないという人が多いです。今後の超高齢化社会を迎えるにあたり、隣人とのつなが

りが密になれるような市区町村単位での取り組みを増やすことが今後の健康寿命の延びにつながっていくのではない

かと考えます。 

マラソン・競歩は、東京での実施を希望。 

マラソン・競歩は会場に行かなくても、近所から応援できる数少ない競技。 

やり方を工夫すれば実施可能。時間の更なる早期化、日陰になるコースに変更、もしくはコースに日陰を作ってしま

うなど。 

スポーツが盛んに行われた活気ある都市 

子供からお年寄りまでが、住みやすく楽しめる暮らし 

東京への人口・産業の集中を解消する取組が必要と考えます。首都圏以外への居住や就業（本社移転等）に

ついて税制面での優遇措置を行なうなど。 

安心安全な東京。世界で一番住みやすい東京。 

・天皇家を京都の御所に戻し、江戸城を公園として一般に公開する 

・江戸城本丸に天守閣を再建し、新たな観光資源とする 

・首都機能を地方に分散・移転し、起こるべく関東大震災に備える・ 

治安が良いことを願います。 

繁栄・発展とともに持続可能な社会の実現を目指して、熟年層・高齢者の力を生かし、若い世代や子供たちが、

希望をもって安心して暮らしていけるよう、日本をけん引する東京であってほしい。 

ラグビーワールドカップを熊本で観戦したが、交通の便や会場誘導など地域社会が一丸となった努力が感じられ、東

京への帰宅まで含めストレスなく過ごすことができた。東京で同様の対応ができるかというと実際難しいと思うが、求め

らているのはこのレベル感であるのではないかと思う。７月に当社でも時差出勤やテレワーク推進が行われ、通勤に

関して改めて考える機会となったが、おそらく会社ごとで取り組みや認識に差があると思う。日本は世界でもトップレベ

ルで睡眠時間が短く勤務時間が長く、また生産性が低いことで世界に知られているそうだが、高度経済成長を支え

た勤勉な働き方からライフスタイルにシフトした働き方、都市部の仕事集中からの脱却（場所を選ばない働き方）

など、海外には既に存在する働き方が日本でも“特別””あの企業は進んでいる”のではなく、”普通”となるよう固定

概念が刷新されていってほしいと思う。 

ペットショップでの生体販売がなくなりブリーダーの資格制度が適応されること。不幸な動物がいなくなる東京に期待

したいです。 

今も未来も住みやすい街にしていただきたいです 

０メートル地帯の住居について、高床式のようにして（一階は駐車場化）し、川の氾濫に備えるまちづくり 
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様々な人が生きやすい多様性に富んだコミュニティーには多様なヒトが集まり、ヒトに伴って情報が集まり、情報がカ

ネ（価値）を呼ぶと考えます。そのような活性化した社会で、次世代の子どもたちがまた新たな価値を産み出してい

くことが、健康な組織体（organization）のあり方だと思います。 

新しいものばかりでなく日本の文化がもっと広められ、若者だけでなく、高齢者が活躍できる街になってほしいです。

伝統工芸などが消滅することなく、後継者が育てられていく環境を作ってほしいです。大量生産で物を安く買えるの

はありがたいですが、一方で手間暇かけて作られる物が時間と手間に見合った収入が得られず、なくなっていくのは勿

体ないと思います。 

東京 2020の各種イベントにより「外国人おもてなし」ボランティア、都内のご案内ボランティアの登録希望を出してい

る。年齢によらず、これまで活動の機会がなかった都民が、それぞれの持ち物を活かし、共有（活躍）できる機会を

もっと増やしていただければ、と思います。 

混雑して通勤地獄がない交通機関の開発を希望している 

新しい住宅もたっているが、古い住宅がたっていたり、劣化によりいつ崩壊するかわからないような建物も散見されま

す。 

景観が悪くなることにより、犯罪が多くなる可能性もありますので、古い住宅の整備、そして同時に狭い道路などを、

整備いただきたいです。 

交差点の見晴らしを良くし、出会いがしら事故などを削減するような整備も望みます。 

整備された環境のなか、こどもたちが、自由に遊べ、自然と触れ合い易い環境になることを望みます。 

多摩川・荒川・江戸川と、歴史ある自然豊かな河川もあり、海にも面しておりますので、豊かな自然にアクセスしや

すくし、将来を担うこどもたちが、楽しく暮らせる都市にすることが、本当に美しい都市になることだと思います。 

緑あふれる高齢者に優しい街にしたい。 

持続可能社会をインフラ面はもとより、メンタル面からも意識の高い、世界に誇れる都市になって欲しいと思います。 

人にいちばんやさしい東京都を作ってほしい 

少子化対策の一環として、女性が働きやすい社会環境の整備 

子育て世帯としての意見です 

少子化といいながら、都内は全く少子化とは思えない現状です（特に待機児童問題）。 

保育園に入るための育休早期切り上げやポイント稼ぎのための情報収集・対策ばかりに目が行って、本質的な保

育園選びができないのが現状です。もちろん国・都が手を打っていることは分かっていますが、当事者としてはまだまだ

不満が解消されていない状態だと思っています。 

待機児童問題を解決する前の保育料無償化は、我々子育て世帯からみると「なぜ今そこ？」と思っている層が大

半かと思います。もちろん様々な政策的な背景・事情があることは分かっていますが。働く世帯にとってはお金の援助

よりも、働ける環境を快適に整えることができることのほうが重要で、保育料無償化になったところであまり恩恵を感じ

ないのが正直なところです。 

都市機能と自然環境が融和的に交差する指令都市。 

働き方改革の最先端を行く、ワークライフバランスを先行した子育て向きな街 



 

 

84 

 

おそらく東京オリンピックパラリンピックのマラソンと競歩は札幌に行くのでしょう。この協議がなければ、チケットも買えな

い都民の大多数は、ただ、都内が混みあうだけのオリンピック期間です。テレビ観戦ですから外国でやっているのと何ら

変わりません。この費用を都民税で払うことは都民はなっとくしませんので、小池知事には頑張ってもらいたいです。 

そして、ひとつ前向きの提案は、「東京マラソン」を今後、オリンピックで使用するはずだったコースにしてはいかがでしょ

うか。いかに素晴らしいコース設定だったのかを内外にアピールして、「東京マラソン」がより魅力的なスポーツイベント

になるのではないかと思います。 

文化や人の多様性について、人の意識も施設設備もまだまだ対応が追い付いていない、前時代的な考え方が基に

なっていると感じることが多いので、世界の都市のいいところを前例として、積極的に参考にして取り入れてほしい。 

今までと同じではなんとかならない時代が来ているため、新鮮な考えとアイディアをもって、誰にとっても生きていきやす

いと言える街にしてほしい。 

一般人の感覚や実情と乖離した政策が進んでしまわないように、どうか広いところから意見を聞いて生かしてほしい。 

格差が少なくなり、安心して生活できる環境が欲しい。 

災害から命を守れる強い町にしていきたい。 

ペットがいるから避難所に入れない、区民じゃないと避難所に入れないなどの報道を聞くと 

自分が子供を産んで育てる際に守っていけるのだろうかと不安になる。 

また金銭面でも自分の生活で精一杯なのに子供を産んで育てていくことに大きな不安がある。 

地域の絆を深めることにより、昨今希薄になっている人間関係も改善されると思う。 

自治体ごとに行う支援であったりにもっと力を入れていく。地域が盛り上がり、関係を深めていくことで地域住民たちの

親交も深まり災害時など助かる人が多くなると思う。 

また近隣住民に親交があるだけでかなりの防犯になると思う。 

子育て支援はもちろん大切だと思うが、一人で住んでいる若者、子供のいない夫婦など中高年にもメリットがある社

会が望ましい。 

子育て支援や、母子家庭への支援だけではなく、本当に必要な人に増やし(現状維持)収入や、支援が不要で育

てられる場合は削減の対象にするべきだと思います。 

限りある時間、資源、財源を都民一人一人が大切に使える社会になっていければよいと思う。 

誰もが安心して幸せに暮らせる街であってほしいです。 

東京への人口密集は、あらゆるリスクを生み出すこととなっており、少子化対策でさらなる人口の増加をめざすより

も、地方との共創に重点を置くべきだと思う。 

土地を有効活用して地価を下げ、都心でも個人が家を所有できるようにする。もしくは地方に住んでも遠隔地でテ

レワークなどで会社勤めが出来るような環境を作る。 

江戸城の再建。(東京オリンピック前に実施して欲しかった) 

花粉症の根源である東京都西部のスギ等を植え替えてアレルゲンを減らす。(生産性の向上に繋がる) 

犯罪が無く、自由に生きることの選択ができる東京。 

自動車中心社会からの脱却。人や自転車、車椅子、小型の EV が中心となった都市計画が進んでいるといいです

ね。 

ゆとりある、高齢者が住みやすい都会を目指してほしい 

多様性のある人々、多様性のある街並みで、それぞれが希望をもって過ごすことのできる東京。 
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上記２つの問いとも、東京だけで実現できるものではないし、東京だけ実現できても意味ないものと思います。もっと

視野を広く持ち、広域（日本中または世界と）で連携する必要があるように思います。マラソンを札幌でやってもい

いんじゃない？ 

深夜ではなく早朝から活動できる場があると良い。スポーツ、食事等。 

誰もが自由と倫理を両立させることができる、人が住む街であってほしい。最近の犯罪を見ていて 

日本人の中から道徳感がどんどん薄れていくようで悲しいので。 

暑さや大雨の時に通勤しやすい街にして欲しい。 

思いやりあふれる、心豊かな人々であってほしいと願います。 

子どもを安心して生み育てられることが理想です。 

保育園の拡充、義務教育後の教育費、子育て世帯への支援などの更なる充実があればよいと思います。 

地球温暖化等、全員が環境問題に取り組んでいる。（現在、海外旅行で日本に来ている方はコーヒーショップでプ

ラスチック容器ではなく、マグカップで頼んでいるのを多く見かける） 

公園に遊具だけではなく、だれでも手軽に、簡単な筋力トレーニングができる器具の設置（韓国に行くと公園に器

具があり、老若男女運動している姿を見かける） 

確かに前回オリンピックでは多くのレガシーが残り発展に寄与しましたが、景観を崩す首都高速など困ったレガシーも

見受けられます。未来に困らせるものを残さないよう、サステナブルな都市であってほしいと思います。 

貧富の差が解消された将来を期待します。 

スポーツ文化が更に根付いた東京であれば良いと思います。 

経済面で更なる競争力を持った都市を希望。 

子供達の世代に環境面で課題を残さない都市としての発展を望みます。 

女性が治安面で暮らしやすくなれば良いと思います。 

郊外都市との更なる連携を希望致します。 

最先端技術都市としての成長を期待します。 

都内の通勤混雑解消を何とかして欲しいです。 

女性がより子供を育てやすい環境になれば良いです。 

環境面で世界トップクラスの都市になることを期待しております。 

子供が安心して暮らせる都市になれば良いです。 

オリンピックを契機として、更なる発展を期待します。 

金融機関が活動しやすい環境が整えば良いですね。 

東京が世界文化の中心都市になることを期待します。 

交通渋滞が無い社会を期待。 

教育水準の向上を期待。 

高齢者に優しい社会をお願いします。 

更に東京発信の技術革新が成されれば良いと思います。 

東京に世界の最先端の情報が集まる都市になることを期待しております。 

前提として、老朽化したインフラの再整備は絶対。 

人口集中による、通勤負荷などが著しいので、都が率先してテレワークの推進、そのために必要な通信インフラ整備

への投資を行うべき 
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LGBT への理解がより進展した社会になれば良いなと感じています。 

オリンピックを通じた都市成長を願っております。 

ボランティア活動への注目度を高める施策を期待しております。 

高齢化がさらに進んでいると思うので高齢者が住みやすい社会になっていてほしい。 

日本の文化の発信地として更に飛躍すれば良いです。 

バリアフリー化の推進をお願いします。 

スポーツへの取組みに関する施策をもっと実施して欲しいです。 

環境汚染の問題が無い社会都市になっていることを願います。 

東京で天の川が見られるようになればいいです。 

高齢化がますます進んでいくと思うので、弱者にやさしい東京になってほしいです。 

世界中から魅力を感じてもらえる都市であり続けでほしいです。 

安全に暮らす。治水整備 

誰もが住みやすい街になればいいと思います。 

世界一の IT都市を目指してほしい。 

災害や治安への不安のない環境 

さらに高齢化が進む中、自らも高齢者になっていることから、高齢者に優しい東京であればよいと願います。 

高齢者に居場所のある社会。たとえば、高齢者のみが働ける場所や機会があったならよいと思います。もちろん、働

きたくない人にも何かしらの居場所が作れたなら、さらに豊かな都市になるのではないかと思います。 

人口の東京一極集中を避けて全国に分散させるとともに、地震・水害等の災害に対して強い都市機能を整備して

もらいたい 

ゼロエミッションについて都は早急に自転車専用道路の整備に取り組むべきです。海外主要都市と比べても対策が

遅すぎます。今ある歩道内での棲み分けや車道にマーキングは全く意味がありません。3車線道路は 1車線を自転

車専用にすれば良いのです。自動車から自転車、e-bike への乗り換えに補助を出し積極的に展開すれば 3車線

も必要なくなります。ぜひご検討願います。 

経済特区や交通特区などを策定して、活発な議論や発想・企業設立などが起こる街にしてほしいですね。 

東京オリンピックは招致時点で想定していたものと別のものになっていて、場当たり的な運営がされているように感じま

す。 

東京の未来については、より子育てがしやすい環境になると良いと思います。 

人口が減少しない都市となるために、東京郊外の魅力度向上、首都機能の分散を検討する必要あり 
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ステップファミリーでも輝ける東京（ダイバーシティ）を提案します。 

近頃、8050問題、ダブルケア、ひきこもりなど、複数の悩みを抱えている家族が増えてきています。ステップファミリー

も同様に、離婚や再婚の増加に伴い増えてきています。 

 しかし、周囲の理解不足、相談先が不明確などが原因で生きづらさを感じているため、解決していくことが必要で

す。 

このため、課題 09 のソーシャル・インクルージョン推進体制の構築、課題 12 の悩みや問題を抱える子供・若者など

に対する相談体制の整備に、ステップファミリーを明記し、誰もが活躍できる社会を目指して検討を進めていただきた

いと考えます。 

こどもの教育現場、地域で生活する人々、相談窓口で応対する職員などの理解不足で傷つくことがないよう、理解

を深めるための条例を全国に先駆けて制定するなど、ステップファミリーでも輝ける未来の東京を創っていただけること

を切に願います。 

都内については、規制が理由で世界規模のイベントが行えない状況が続いていると聞きます。安全面の課題はある

と思いますが、既存の規制を見直すことで、各国から大勢の人が集まるイベントが開催出来れば、東京都の新たな

魅力になるのではないかと考えております。 

歩きスマホする人がいない ゴミがないきれいな東京  

札幌オリンピック会場の出身なのですが、当時の選手と小学生の時に交流があり、とても感銘を受けました。オリンピ

ック村に選手のサインがあったり思い出深いです。東京オリンピックも次世代の子供たちに同じような夢のある思い出

に残る祭典にしたいと願います。 

あらゆる情報が入りにくいろう者（聴覚障がい者）に優しい街を作ってほしい。一日も早く手話を日本語、英語等、

同じ「言語」として東京オリンピックまでに認めてほしいです。 

今後も地球温暖化により、異常気象による自然災害・人的被害はさらに増加していくと思うので、いつでも安心して

暮らしができる体制を構築していただきたいです。 

（区ごとにシェルターや救援物資等などの安全に避難できる環境を整えてほしい） 

未来を背負う子供たちのためにも東京を今まで以上に快適な都市にしていきたいと思います。 

高齢化が進み、100年時代と言われているので子供の無償化のように、老人の無償化も整備してほしいと思いま

す。 

災害に強く、だれもが希望を持てる社会にできたらよいと思う。 

オリンピック開催までに交通渋滞解消の事前準備や開催場所の再検討などされて、オリンピック終了後もその経験

が活かされると思います。 

シングルマザーが子供を育てやすい、また子供が虐待から守られる社会を期待します。 

シングルマザーになっても、子供と不安なく過ごせる生活を守ってあげてほしいです。 

また、社会もシングルマザーにもっと柔軟に対応してあげられるようになってほしい。 

ベビーカー、車いすに優しい駅になることを願っています。 

現時点では、駅のエレベーターが少なく不便に感じている方が多くいます。 

特に都内の駅ではエレベーターは少なく方向も逆方面に行かないと利用できないといった 

駅もあります。 

車いすやベビーカーは今後も増えると思うので、ぜひ整備環境を整えていただきたいです。 

今後も日本の代表都市として発展することを願います。 
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「様々な国の人々がともに集い助け合う多様性に富んだ国際都市東京」 

東京のように先進で安全で便利な環境に拠点を置きながら、地方での自然も享受できるよう、季節や時間帯別の

複数拠点での生活を実現する。 

渋滞や満員電車などがない、快適な交通が整備されるといいと思う。 

未来には空間を利用した、空の道、空飛ぶ自動車などあるといい。 

高齢化を鑑みて、自動運転の自動車ができるといいと思う。 

20年後には、自然と生き物を大切にする。 

行き過ぎた近代化、テクノロジー崇拝社会でないことを望む。 

自然も生き物も機械と見做す社会風潮が蔓延していると感じる。 

テクノロジーで何が出来るかと、何をすべきかは全く別ものである。 

ネットやスマホの出現によって、ヒト、家族、組織、地域、国家、世界、全てで消耗が進行している。 

「情けは人の為ならず。」である、自分のことだけ考えていては何も進展しない。 

東京のことだけ考えていても何も進展しない。 

いま最優先ですべきこと、「すべての子供・若者が将来への希望を持って、自ら伸び、育つ東京」（に限らず世界）

を目指す。 

いつでも、どこでも、誰でも、良質な教育を受けられる環境を作ることである。 

目先の利益を追ってるうちは消耗戦は終わらない。 

世界の中で、はじめに高齢化社会の課題を解決する日本の首都東京でありたい。 

物理的にはもちろん、生きてゆく心のバリアフリーの実現のために、科学、技術、産業、医療、教育、公共各分野に

その志向性を設けることが必要と考える。 

老若男女が充実した生き方ができる東京、寛容な日本を実現し、56年ぶりの東京五輪のあとに次のオリンピック、

パラリンピックは28年後2048年あたりにまた東京で開催してほしいと、世界中の人々に望まれるような人類に素晴

らしい影響を与える都市になりたい。 

企業の本社がもっと東京以外に分散されて、通勤も住居も余裕を持てる町になると良いです。 

災害が発生した時の避難所の整備がされ、避難先が満員になる事がないと良いです。 

交通機関を充実させてほしい。 

ゼロエミッションを考慮し、交通ネットワークが構築された通勤電車の混雑や交通渋滞の緩和された社会 

子供が 3人以上いる人が住みやすい東京。(学費、税金免除) 

インターネット検索が今以上に使われ、新しいソーシャルネットワークが登場すると思う。 

また、男性女性問わず、誰もが自分らしく働けて、犯罪や事故が減少していてほしい。 

スピード感のある政策決定を望みます。 

少子高齢化や温暖化は本当に待ったなしです。 

若者が投票に行きたくなる仕組みを作って欲しいと思います。 

上記に矛盾しますが人口が多すぎる弊害が目立つと思います。東京から発信して３大都市・中核都市をつなぎ日

本国として発展する、その中心的存在としての役割を果たせる都市であればうれしいです。 

市民一人ひとりが快適な生活が送れるよう、交通渋滞、災害問題その他様々な課題が解消に向かう姿が望ましい

と思います。 
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高層ビルの乱立や空き家の増加などによって、都市が虫食い状態になるように思います。 

他の国内主要都市圏に比べれば多いですが、緑をもっと増加させ、ヒトが回収しないといけないところは、コンパクト・

スマートにし、住みよいまちづくりを進めてほしい。 

なお、緑は、人工的な緑ではなく、極力、自然な生態系を生かせるようなものが望ましい 

一極集中はよろしくないと思う。東京だけでなく地方も含めた未来を描くべき。 

空を飛ぶ車がたくさん走る街 

今後はデジタル化が進み、機械が人をサポートするのが当たり前の世界になってくると思います。 

その中で取り残されるサービス・人がいなくなるよう行政としての支援もお願いできればと思います 

少子高齢化、熱帯化、災害、環境破壊など、怖い将来しか思い浮かばないが、ぜひ将来の恐怖に打ち勝つような

政策をぜひとも考えて実行してほしい。 

選挙に勝つ事だけしか考えないような議員の方を排除して、ぜひ日本の将来に役立つ政治をお願いしたい。 

国際都市化を実現しさらに多様性を認め女性や高齢者の多くが働く東京。 

人口減少の歯止めに成功してはじめて未来が描けると思う。 

東京は世界中から見ても、緑が多く美しい、しかも安全で快適な都市だと思います。 

ただ、残念なことにほんの一部分醜い場所があります。 

渋谷駅前の多くの人が行きかう場所に大々的な喫煙所、三軒茶屋、五反田等々。 

名ばかり分煙の飲食店も同様。 

これらの見苦しさを変え、健康都市でいてほしい。 

それには、喫煙者を大幅に減らす努力。 

せめて都の職員は非喫煙者が望ましいです。 

温暖化の影響による災害が大変恐怖です。 

東京は地下貯水槽など対策は取られていますが、更なる対策と、都民として必要な努力があれば、発信していただ

きたい。 

1．外国人労働者に対しても日本人と同等の権利と環境で働けること。 

2．暴力団を抜けたかた、また刑期を終えて出られたかたの就労支援をさらに力を入れて頂きたい。 

1．2は事件と事故の抑制に繋がると思います。 

古くなった都営スポーツ施設を新しくして欲しいです。 

高齢者になっても貧富の差を気にせずに暮らせる福祉制度の拡大をお願います。 

東京都の最先端技術に関する施策に期待しております。 

通勤混雑の解消を期待したいです。 

子供たちが暮らしやすい環境が今後も続けば良いと思います。 

東京都が世界の中心都市になることを昔から期待してます。 

女性がより一層、活躍出来る場になることを期待してます。 

緑と水の都市として、今後もより世界をリードするような発展をお願います。 

通勤混雑をなんとかして欲しい。 
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わたしが望む、未来の東京は、誰もが意思をもって生活を選択できる力のある都市です。 

わたしは地方出身です。田舎で育ち、希望を持って大学に入るときに上京してきました。 

「東京にはなんでもある」そう思っていました。 

東京にきて思うことがひとつあります。考えなくなったということです。 

今日はこの服を着て、家を何時にでて、ランチはどこでだれと何を食べる…、その小さい判断に、なんでもある東京だ

からこそ、労力をかけなくなりました。こんなちいさいことならいいのですが、なんとなく東京で暮らす人は「まあなんとかな

るや」と思ったり、自分の選んだ選択肢に理由をもたない”思いつき人間”が多いような気がするのです。 

誰もが自由に暮らせる生活を、とどれだけ唱えても、当の東京人にもどう暮らしていけばいいかわかりませんよ、というこ

とです。なんでもある選択肢のなかで、生活を選ぶ意思がすこしでもなくなってほしくないなと思うのです。 

ふわっとした文章ですが、きっと大事な、にんげんとして、根になる部分だと思います。 

だれかに流されず、ひとりひとりが芯があってこそ、多様性のある東京が未来にあればいいのではないでしょうか。 

温暖化は最重要課題と認識しています。ゼロエミッションには積極的に取り組んでいるのは知事の講演で理解しまし

たが、更に踏み込むため風力発電等検討ください。 

日本をリードする都市が東京だと思います。 

少子化対策を積極的に行ない、日本の少子高齢化に歯止めをかける周りが驚くアイデア・施策を東京が実施して

ほしいです。 

子育て世代（２０~４０代）の給与大幅アップ、減税対策など積極的な財政出動により、子育て世帯への手

厚い補助を促進をして、将来の生産年齢人口を増加させる取り組みに期待しています。 

都内適所の電柱地中化の徹底、耐震建築物の建設並びに耐震強化 安全かつ来年に控える東京五輪での

人々の一体 上記が叶えば良いと思います。 

誰もが東京に住んでよかった、と思えるまちづくりを期待します。 

娘が安心して暮らせる世界でありますように 

外国人の有効就職先 

誰もが安心で豊かに暮らせる東京になってほしい。 

母が足を悪くし、歩道が狭くまた段差も多い箇所、ガードレールがない道は本当に危険だなと思いますので、誰もが

安全に歩ける街の整備をがさらに進めばいいなと思います。 

また、自身の働き方として、子育てをしながらでもテレワークなどで仕事を続けやすい会社の整備が更に進んでほしい

と思います。 

東京都は国の重要機関が集中しているので、自然災害に強いまちになって、災害時にも指揮系統が機能するよう

になってほしい。 

若い人たちが夢を持て、住み続けたいと思える持続可能な都市であってほしい。 

そのためには自然エネルギーの活用やゴミを出さない社会の実現が必要と思います。 

世界の人々が集う情報発信都市として発展する場所になって欲しい 

エコな暮らしができる街づくりを希望します。 

ストレスの少ない社会作りをすれば、みんなが幸せになり、犯罪や自殺が減りより生きやすい社会になると思います。 

近年、毎年発生する災害を防ぐ対応をきちんとしていただきたい。 
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世界随一の福祉都市として、医療（および費用負担軽減）の充実、交通インフラ（CASE・MaaS）が充実し、

若者から高齢者まで好きなときに、好きなところへ行くことができ、豊かな人生を送ることができる都市になってほし

い。 

人のあったかさを感じられる東京になってほしいです。 

５G通信を用いた在宅テレワークの発展 

将来に不安を抱えたまま生活することなく皆が生き生きと生活でき、安心で安全な東京になってほしいと思います。 

本当に必要としている所に十分なアイディアや資金が投入され利権に縛られない社会を作って欲しいです。 

日本の経済機能の中枢が集まる東京において、自然災害が日本全体に大きな打撃を与えることは間違いありませ

ん。地震・風災・水災といったこれまでに経験したことのない規模の災害に備えるインフラを整えることが重要だと思い

ます。国土強靭化の一部である BCP とはよく言いますが、個々人の命を守る対策が十分に取れてる街であれば、

人もモノも更に集まってくると考えます。 

様々に年代の人が集まり、昭和チックなアナログなコミュケーションが取れる場所として、裸足で走り回れるふかふかな

芝生の広場が、一定の割合で存在する都市。 

都市機能はデジタルで、人との繋がりはアナログで、そんな東京に住みたいです。 

１．東京都民が英語に対応できるようになる。 

  東京都主導での無料言語変換アプリの提供など。 

２．高齢者が外国人観光者対応できる環境づくり。 

  外国人観光客は「江戸」文化の興味が強いので。 

３．ホームレスゼロ 

  見た目改善や治安の良さアピール 

東京オリンピックを契機に日本を訪れた外国人が自国に持ち帰り、日本の優れた文化や環境を情宣してもらえれば

よいなと思っています。 

また、これを機会に外国人に対する日本の課題を洗い出しし、今後の対応に結びつけていければと考えています。 

我が子や未来のある人たち皆が安心安全で楽しい生活が送れる社会になって欲しい 

税金を政治家の保身の為に使うのではなく、未来の子供たちの為に使って欲しい 

多様性に富み、世界から情報と人財が集まる国際都市 

誰もが仕事やプライベートを楽しみ、生き生きと生活している未来 

年金受給や老後の生活を心配する必要がない未来 

地球温暖化や少子化等、様々な問題が解決に向かっている未来 

他人に優しく接することができる、心の余裕ができるような生活水準を維持できる東京になってもらいたいです。下を

向いて、スマホばかりみているような社会では未来は不安でしかありません。 

もっと他人や政治、環境のことなどに興味を持ち行動できる人が増えることで、東京はもう少し良くなるのではないで

しょうか。 

近隣の県とも連携し、行き来が快適にでき、高齢者も楽しめる都市。 

１．高齢者が安全に暮らせる街へ 

・高齢者専用車両(電車) 10:00～16:00  

２．公共トイレの有料化(チップ制) 

・集まったお金については、利用方法を公募 
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地球温暖化、少子化等、様々な問題が解決に向かい、人々が健康で生き生きと生活している未来 

世界に誇れる東京 

どんな国際イベントでも候補にあがるような東京 

持続可能な社会の構築、子供がたくさんいて安全に暮らすことができる環境づくりのために、法整備をもっと行うこと

が最善と思う。 

例えば、喫煙、飲酒の規制、緊急車両以外の電気、水素自動車の義務化等。 

2歳の子供を持つ親としてバリアフリー化などまだまだ課題を感じます。電車についても満員電車の時間帯は避ける

など気苦労が耐えないというのが現状です。そんな今の子どもたちが大人になり親になる未来の東京にはそういった悩

みがなく子供がのびのびと成長できる社会を期待します。 

もちろん、子供を持つ親だけでなく様々な境遇・国籍・性別の方が互いに認め合い支え合えるようなコミュニティを形

成することを是非促進していただきたく。 

私は不妊治療をしています。本格的に始めて 1年になりますが助成金制度を活用しても金銭的に厳しい現状があ

ります。 

子供を産む、育てるという点には賛成ですが、『産む』に至っていない人についても諸外国を手本によりケアをしていた

だけると嬉しいです。 

未来の東京は少子化に向けてより取り組んでいっていただきたいです。 

高齢化のため、どうしても高齢者への対策が進んでいるように感じます。 

古き良き文化、建造物を大切にする文化を広く広めるべき。 

未来に向けて自然を尊重し、科学と融合させた技術の発展。 

特に発電の重要性を考え、自然にあるもので生み出すことを目指すべき。 

原子力発電や火力発電をなくし、地熱発電、太陽光発電（水上利用）、波の力による発電など 

世界に誇れる先進都市になってほしい。 

世界すべての人種が魅力を感じるシティ形成、最先端技術を施したインフラ網の確立で、世代を超えた交流が当た

り前となる環境の誕生 

スポーツ、文化を楽しめる。安全な人が集う街。 

緑がもっと増えている街になるとうれしいです 

子どもを 3人産んでも、経済的・時間的に余裕を持って生活できる都市になればと思います。 

今回のラグビーW杯で日本での開催が感謝されたように、都市としての最新の機能を備えたまちづくりをしていくこと

はもちろん、日本でしかできない「和の心」「おもてなしの精神」を兼ね備えた街作りを 

していくことが、世界の中心との大きな差別化になると考えております。 

誰もが住みたいと思い、弱年齢層から老人まで活気に溢れたまちづくりと、郊外の豊かな自然と落ち着いた雰囲気

は残していってほしいと思います。都市化による治安の悪化のないようきれいで住みよいまちになっていけば良いと思

います。 

海外から多くの人や文化が入り、世界で最も住みやすく魅力的な街になる 

多様な価値観・文化を持つ人々が集まり、「分断」ではなく「互いの違いを尊重し合う」ことが定着している街にした

い・そうなってほしい。 

子供を産めば産むほど生活が苦しくなる（保育園・幼稚園不足により働きたくても働けないなど）環境の打開。 

犯罪を厳しく取り締まり、一度犯罪を犯した人が真に反省をし二度と犯罪を犯さない都市になっていてほしい。 
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不公平のなくしてほしい 

自然と先進技術が共存する心地よい都市となることを期待しています。 

頑張ってください。 

東京に限りませんが、すべての企業が、すべての人が健康で文化的な最低限度の生活が送れる、給与体系になり

ますように祈ります。オリンピックなどの大きなイベントがあったとしても、数千円、数万円のチケットを買うことさえ経済

的な厳しさがあります。文化的、という定義には様々なことがあるかと思いますが、こうした行事・催しに参加し楽しむ

ことに伴う経済的苦痛は払拭してほしいです。 

欧米のように、建物を建てる際にはバリアフリーを必須とするというような規制を作り、ディスアビリティーや高齢の方へ

の対応で先進の国を目指すよう様々な先進的な取り組みをしてほしい。 

通勤ラッシュのない未来を期待します 

世界一安全で最先端の都市になっていたい。 

少子化に歯止めがかかっていてほしい。 

世界中から人や情報が集まる都市にしたいです。特にインバウンドが右肩上がりになると予想されている今、海外の

観光客が必ず東京を訪れたい都市にしたいと思っています（日本には東京の他に大阪や京都、福岡等、海外の

方が魅力に思う都市が多く存在し、東京に立ち寄らないケースも多いと認識しています）。他都市は文化や芸術が

中心となっている中、東京は日本の最先端を楽しみに来ている方が多いと感じますので、今後、ビジネスや芸術、エ

ンターテイメントを含め、どんどん海外で注目されているもの、日本ならではのものを取り入れ発信していただきたいと

考えます。今回のラグビーワールドカップや次年度の東京オリンピックなど、積極的に誘致し、知見を広げていってほし

いですし、それを体感したいと考えます。 

東京が全国民にとって、物理的に精神的に近い都市出会ってほしい。発展していく東京を別世界のように眺めてい

る国民が多ければ、真の発展はない 

緑があふれ、自然と人工物が調和した住みやすい環境になればいいなと思います。 

治安がよく子供から高齢者まで安心して暮らせる都市になることを願います。また、若い世代が意欲的に夢に向かい

チャレンジできる機会が増えるといいと思います。 

2020年、東京は２度目のオリンピック・パラリンピックを迎えることで、競技のみなならず、街全体の活性化を期待し

ます。それと同時に、電車混雑に伴い、テレワークも推進されるかと思います。長時間残業が良いのではなく、効率

的に業務をおこなうい、公私ともに充実する生活を送れることを期待します。 

ローカルとグローバル、歴史と未来、様々な人種・言語・文化の混沌とした中から常に新しいものが生まれる街。行

政・企業のサポートの中で、個人が費用をかけることなくそうした交流・発見を体験できるスポットが多数常設されて

いる。「行ってみたい」と思わせる行政サービスを実現。 

自然災害（風災、水災、地震など）による想定外を超えることが、ここにきて多すぎますので、より安全な地下環

境、地上環境、交通整備、生活環境などを一部の人達だけで考えるのではなくいろんな角度や視点から見ていか

なくてはならないと思います。安全・安心の生活のために。 

日本の首都として、日本の各都市の模範としての東京を期待します 

日本の首都として、世界に誇れる街にする。大人や子供、高齢者が生き生きと、生き方を選択できる世の中になっ

ていてほしいと思います 

誰もが安全・安心な生活ができる社会 

もっと自由な働き方が主流になっていれば良いなと思います。 
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老若男女だれもが暮らしやすく、安心安全な社会であってほしい。東京から世界へたくさん良いもの・情報を発信

し、世界トップの都市であり続けてほしい。 

人生１００年時代を迎える中、すべての施設にバリアフリーが施されてる世の中になればと思います。 

エコカーと自動運転車が全体の 50％超を占めるエコで楽で安全な東京にあっていたら良いな、と思います。 

世界に誇れる都市として、日本の良さを残しつつ多様性を受け入れる場所であってほしい。 

自然災により年々甚大な被害が起こっている。災害に強い東京となっていることを期待します。例えば、地震や水災

に強い建物にするための建築基準の見直しは急務ではないかと思います。 

その上で暮らしやすく、多様な働き方もあり人生の殆どの時間を会社で費やすことのない環境になっていることが夢で

す。 

正解一安心安全な街を実現するために、犯罪発生率が世界最低、極小化した街の実現。 

そのためには、監視カメラの充実且つマスコミ等で監視カメラの充実を徹底 PR し、世界の人々に対し、犯罪抑止の

意識付けを図る必要があると考えます。東京では犯罪を犯すと直ぐに補足され、逮捕されるという認識を全世界の

人々に植え付けることが必要。 

又、サイバー犯罪に対し監視強化し、物理的な犯罪だけではなく、ネット環境上の犯罪も東京では直ぐに補足さ

れ、逮捕される環境づくりが重要。警視庁内に世界最高のサイバー監視組織を作り、世界に対し PR し、東京では

犯罪を犯すと直ぐに補足され、逮捕されるという認識を全世界の人々に植え付けることが必要。 

悪いことができない街東京、世界一安心できる街東京、ネット犯罪に遭わない東京 

高度なネットワーク環境の構築、ヒト・モノ・カネが集まる情報集積都市としての機能を担う都市を構築して、アジア

の中のハブ都市としての都市造成を進めてほしい。 

世界最先端のインフラが整った、子供から老人までが安心して暮らせる街になってほしい。 

出生率が低下し続ける日本において東京を中心に出生率を上げる取り組みが必要かと。例えば第１子には 1000

万、第２子には 1500万、第３子には 2000万補助金が配布されるなど、思い切った施策があれば確実に変わる

と考えます。財源は消費税 15%にしてから。 

個人・法人が時間や場所にとらわれず、社会に生産性を供給できる環境や制度を整備していくことが持続的かつグ

ローバルな成長に貢献すると考える。公的交通機関や金融、各種サービスの２４時間稼働や、テレワーク・モビリテ

ィサービスの充実など個人の都合を社会が包容できる未来が既に始まりつつあるので、これを民間だけでなく、都政と

して強力に推進してもらいたい。 

通勤ラッシュがない自由な働き方ができる会社が増えるよう、まずは東京都から始めて広げていけたら良いと思いま

す。 

そうしたら、子育てや介護で離職する人を少しは救えるのではないでしょうか。 

老人も若者の笑顔の東京なるためにも古い風習でなく海外より新しい風を取り入れていくべきだと思います。 

旧来の日本文化と世界が目標とする近未来都市の融合する、外国人観光客と労働者に優しい魅惑の都市であ

ってほしい。 

スポーツ、文化、仕事を楽しみ健康的な生活をおくれる安全できれいな街。 

自然と調和している（川・海・山・木々・公園など） 

災害による被害や交通事故 0 の都市になったら良いなと思います。 

満員の通勤列車に毎朝乗らずとも在宅勤務が可能となり、オフィスへも必要に応じて出社する就業スタイル。大き

な事務所が不要となり、余った土地に緑あふれる公園や文化的施設などをつくる。 
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世界に誇れる、特徴のある都市を目指していただきたいと思います。そのためには、世界中から人が集まる魅力ある

都市、住んでいる人にとっても、さらに多方面にわたるエンターテイメント溢れる楽しい街づくりを目指していただきたい

と思います。 

現在の東京は人や金があまりにも集中しすぎており、決して快適と呼べるものではありません。特に鉄道においては

朝から夜まで常に満員でビジネスマンはもちろんのこと、小さい子供やお母さん、そして外国人にとって不快極まりない

環境です。車を所有するなどということは到底できない環境です。したがって、駐車場価格や都内自動車価格の引

き下げ、空飛ぶ車でも結構です、とにかく交通インフラの快適化ということを目指していただきたと思います。 

子供達が安全に暮らしていける東京 

これ以上高層ビルを建築するのはやめてほしい。神宮の周辺の大規模開発も老朽化対策であれば良いが高層ビル

は不要である。都内を歩くと空が見えないエリアが急激に拡がった感じがするのは残念としか言いようがない。渋谷や

新宿・銀座など商業施設の集まる街はとそうでないくつろぎのある街をしっかり分けて開発していくことが大事だと思

う。 

一人ひとりが東京という街に誇りを持って、世界に発信できる街になってほしいです。 

自然災害が多発する昨今、防災設備の更なる強靭化を望みます。 

通勤時間の満員電車が緩和すればいいなと思います。 

環境整備が整い、夏の酷暑や、台風にも強い街になり、住みよくなると良いなと思います。 

色々なイベントも開いて世界の人との交流も大切にした都市が良いです。 

緑化を推進しヒートアイランド現象を軽減する。天気をコントロールし、集中豪雨を防ぐ。 

東京２０２０オリパラ以降にも多くのビジネスチャンスが広がり、そこに雇用が生まれるようなしくみが出来ると活気が

出て良いと思う。 

老朽化した都心部の首都高を取り壊して景観を良くしてほしい。 

都民全員で支え合える社会にしてほしいです。また、東京がふるさとである自分にとっては、便利さよりも、ゆとりのあ

る都市にしてほしいです。 

世界のモデルとなる交通インフラの革新（自動運転等）や災害に強い街作りにより世界中から人が集まるアジア

No1都市となること 

すべての子供・若者が将来への希望を持って生活できる社会の実現のためにも、年金制度の抜本的改革を行い、

老後の希望が持てる社会が実現していることを希望します。 

オリンピックの招致によって様々な国の方がいらっしゃるかと思います。 

治安の良さ、思いやりを持った人々に定評のある日本、日本を代表する東京が、今後他国の方々も訪問しやすい

ような、安全かつ多様性を受け入れられるような地域になっていってほしいと願います。 

大都市でありながら、安心して暮らせる東京。 

更に国際化が進むことを期待します。 

日本で一番人が集まる東京なので、これから先もずっと進化し続けていくのだろうと思いますが、東京と地方との差が

大きくなってしまうことは少し寂しく思います。 

東京でも人と人が近い距離感で支え合って生活できるようになってほしいです。 

現在は郊外にスタジアムが多いが、都心部にスタジアムが多数あることでスポーツを通じて活気が生まれる街 
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・人々が微笑みながら行き交うことができるように、歩道を広くしてほしい。 

・自転車が車道を走りやすい環境になって、歩道は歩く人が安全に歩けるようになってほしい。 

・台風や水害の多さをみるにつけ、電線の地下埋め込みが進むとよい。 

・広々とした、芝生がきれいで、様々な人が楽しく過ごすことができる、有料ではない公園がたくさんできてほしい。 

世界に先駆け自動車自動運転のモデル都市 

観光産業を発展させていく 

akaruimiraitosi  

最先端のものが導入され、地球に優しい東京 

老若男女仲良く暮らせるようになれば良いと思います。 

観光とビジネス両方で魅力的な都市になってほしい。 

より効率的でシームレスな交通網とあわせ、働き方の多様化により集中緩和ができるとよいと思います。 

仕事や勉強だけでなく、またはゲームなどに依存することがなく、体を動かしスポーツをすることが自然に日常生活の

一部となっている若者がたくさんいる東京都になっていてほしい。 

スポーツをする施設や、スポーツの良さ、障害者と共存することの重要性を教える学校教育、が充実している東京都

になっていてほしい。 

健全な人間が育つことで犯罪の軽減にも繋がってほしい。 

スポーツに対する熱が冷めないよう、特にパラリンピックを契機としてパラ大会の応援席を満席にし続けてほしい 

色々な人がより多く住めるようにできれば、より多くの文化・価値観が取り入れられて「 文化やエンターテイメントで世

界を惹きつける東京 」に近づくのではないかと考えます。具体的には、都心以外の土地もしっかり住めるように活用

することや交通アクセスを便利にすることなどが考えられます 

昔ヨーロッパを旅行した際（どこの国か忘れました）ただの一本道でも至るところに地図があり、とても旅行しやすかっ

たのを覚えています。地図と言っても観光地をメインにわかりやすくたどり着けるように矢印が書かれていました。都内

は駅前によく見かけますが、十字路交差点とかにももっとあるといいと思いました。 

各都市で開発が進みこれまでより一層画期的な都市となる 

働きながら子供を育てる女性が生きやすい都市であってほしい。 

東京を訪れてくれた人に第二の故郷と思ってもらえるような素敵な街になればと思います。思いやりに溢れる街になる

ことを期待しています。 

次々に猛威を振るう自然災害に立ち向かう策を講じ、安心して暮らせる街が理想です。また、最近は自己中心的

な人が増え様々なトラブル、事件に発展しているように思うので、昔のように人を思いやることができるように、生活の

余裕と優しい街作りを希望します。 

２４時間中央線等の主要鉄道路線の稼働。（金・土限定でも可） 

世界中から一目おかれるような町になっているといいなと思います 

障害を持つ方、高齢者、小さなお子さんなど、どんな人でも自由に出かけられるようなまちづくりができるとよいと思い

ます。また、そういう場所に出かけるための情報がどんな人でも手に入るように、テクノロジーが発展等でサポートでき

ればよいと考えます。 

すべての世代が住みやすいまち。都心部に住居・商店・オフィス・医療機関・行政機関を集中させ、自家用車不

要、公共交通機関で移動可能とする。 

すべてがネットで完結する中でも、人とのつながりがある場所 
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たばこのポイ捨て、歩行喫煙が酷すぎる。罰則強化の徹底を！ 

満員電車が緩和され、交通網が充実した都市になることを望みます。また、車いすの方なども移動しやすい都市に

なっていてほしいです。 

自分の会社のオフィスに縛られることなく、家でも外でも自分のニーズにあわせて働くことができる街になってほしい（も

っと社外のワーキングスペースが増えると良い）。 

上記も含め、柔軟な働き方ができる企業がもっと増えることで、通勤ラッシュがなくなると嬉しい。 

（これは超個人的な意見になってしまうが）私の住む晴海エリアにも地下鉄を通し、オリンピックの遺産も活かした、

便利で住みやすく活力のある街にしてほしい（いまは何をするにも、月島・勝どき・豊洲のいずれかに出なければなら

ず不便）。 

様々な人がともに住みやすい環境でダイバーシティを推進した未来が良い。 

電車の路線・本数が増え、移動時間の短縮や移動環境（満員電車の排除など）が行われ、スムーズに移動でき

る環境がほしいです。 

また、東京の一定のまち（新宿・渋谷・東京等）に人が集中しすぎているので、ほかの街や地域（他県）の開

発・発展に力を入れてほしいです。 

少子高齢化が深刻化する中で、東京（または大都市）だけに人が集中することは日本全体にとっても良いとは思

いません。高度な情報集積や諸外国との接点としての機能を強化し、住環境・育児環境などの面は地方に分散す

ることが必要と考えます。その為にはテレワークなど、場所を問わない働き方を率先して推進していくことを期待してい

ます。 

人と技術が高次元で共存している、世界一「住みやすい都市」の実現。 

地球温暖化で先頭を走る先進都市になってほしい。 

茨城県から毎日通勤しています。 

東京の良いところは、世界でも地方でも、他に類を見ない交通網の充実です。 

都内に在住していると気が付かないと思いますが、電車、地下鉄、バス、タクシーが充実していまるので、文化施設

や病院等へのアクセスが充実しています。 

従って、今後、この長所を更に強化して障害者、高齢者、妊婦等にも優しいまちになって欲しいと思います。 

世界中から憧れるようなキラキラした都市になっているといいなと思います。 

いろいろな働き方ができる東京になればより楽しい街になるかと思います。 

世界中から投資対象となるようなアジアの中心的地位を維持し、さらに、子育てもしやすい、働きやすくかつ住みや

すい街となってほしい。 

電動スクーターやセグウエイなど移動の自由を安全に実現してほしい。 

AI について学び、スタートアップとして資金を得るスペースを作って欲しい。 

職のない人は AI エンジニアになったらいい。 
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■安心・安全・便利な建物・乗り物の街 

 ・自然災害による脅威に対して備えが万全の街 

 ・自然災害に耐えうる強靭な建物、交通乗用具が普及している街 

 ・高齢者が住みやすいインフラが整備された街 

 ・自動運転車等による日常生活サポートで高齢者の一人暮らしが安心 

 ・重大犯罪の圧倒的に少ない街 

今、心配なのは日常化した自然災害への備えや超高齢化社会での一人暮らし。 

もっとも日本で豊かな街東京にその対策ができなければ地方ができるはずはない。 

“未来の街”を東京が世界に先駆けて築くことを期待します。 

交通事故のないまちづくりを推進したもらいたい。 

少子化に打ち勝つためにも、妊娠出産のせいで経済的に苦しむことのないよう、手当等たくさん出してほしい。 

可能であれば、結婚において性別の縛りがなくなってほしい気がしますが、これは少子化になる原因になりうることでも

あるとは思っています。 

もっとたくさんのことを選択できる東京であってほしいです。 

高層ビル化が進んだり、便利な施設が多々設立されていますが、ビルばかり増やすのではなく緑も同じくらい溢れた

社会にして欲しいです。 

また近年は災害があちこちで起こっていますが、災害に強い街であると同時に、うまく共存できるような仕組みをつくっ

て欲しいです。 

経済的な豊かさやデジタル都市も大切だと思いますが、それ以上に心の豊かさを享受出来、環境に優しい東京であ

ってほしいと願います。 

自動運転、データサイエンス、エネルギー、気候変動など、さまざまな課題についての実験場となるような先進的で、

オープンな都市。（経済特区等、政府との協力必要） 

・通勤通学で疲弊しないため、交通インフラが整備されたり、テレワークで気持ちにゆとりを持てる労働環境が整って

いてほしい。気持ちにゆとりが出ることで新しいアイディアや行動が生まれやすくなると思う。 

・東京は何をするにもお金がかかる（地方より高いものが多い）ので、もっと安く、かつ生産者側にも負担をかけない

仕組みができていてほしい。 

アスファルトやビルの照返しの少ない環境で、自然と共存できる東京 

自殺者・交通事故死者数を極限まで減らしたいです。 

ヒト・モノ・カネを惹き付ける先端都市東京 

緑豊かで、芸術があふれ、美しい建物や町並みが続く東京 

日本の中心として牽引する東京であって欲しいです。 

ただ、少子化を脱却するには、東京は人が多すぎて、結果、不動産価格が高すぎます。 

東京が魅力的過ぎるので、企業と連携しながら、日本の中で姉妹都市連携（税収を一部シェアする等、直接的

に経済的な支援）をしたり（テレワークであらゆることが出来るようになるし、リニア沿線はより近くなるでしょう）、一

部東京に吸いよせられ過ぎている力を分散しないと、東京以外がスカスカになりそうで恐ろしいです。 

突き抜けた魅力で、世界中から東京に引き寄せながら、その力を日本全体へシェアする東京であって欲しいです。 

電柱は地中化し、ビル群や緑地がバランス良く混在する景観よい東京を夢見ております。 

生涯教育の充実と生涯就業の環境 
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東京は、治安の良さや豊かな文化を背景に、世界から高い評価を得ている。 

しかしながら、東京一極集中化が進む中で、地方との連携が今後必要なのではないかと思う。 

また、グローバル化が進む中で、一層存在感を増していくため、人々のグローバル化と文化のオープン化が必要であ

ると考える。 

無電柱化による景観改善と災害抑制を一層進めてください。無電柱化が標準となり全国に広がることを期待しま

す。 

経済性を優先するのであればシンガポールのように徹底して東京一極集中を行うべきかなと思います。移民も多く受

け入れ、英語教育も盛んにしていき Internationalな都市づくりをすべきでしょう。 

一方で、経済性よりも人の住みやすさを優先するのあれば、職住接近を徹底し、都庁を新宿だけでなく、八王子、

赤羽、蒲田あたりに分散させたり、もっとさいたま新都心活用できないかとも考えます。 

自然と街が融合した利便性と環境の両面を備えた「東京」になっていてほしい 

ヒト・モノ・カネが集まる東京であってほしい。それに向けて先ずは、モノの設置（建物に限らず、イベントの企画な

ど）をすることによってヒトとカネを集めることができる。 

朝東京へ向かう通勤電車や帰宅時のラッシュなどの混雑の緩和。また、体の不自由な人や妊婦等にも公共交通

機関に乗りやすい環境を作って欲しい。（現在、優先席でも普通の人が席を譲らないことを多く目撃する） 

電柱のない街作りを進めてほしい。 

日本人外国人ともに、住みやすく、観光しやすい街であることを望みます。 

先日、成田空港に行く際に日暮里で京成本線に乗り換えしました。その際に一般の成田本線にのりたいとおもった

のですが、表示を外国人向けにするばかり、日本語表記がなくとてもわかりづらいと感じました。私自身は英語を話せ

るので問題ありませんでしたが、一般的な日本人にとってはわかりづらいと思います。また、そのほかのスペイン語話者

や中国語韓国語話者にとってもわかりやすい表記である必要があります。 

電車表記は記号や数字を使ってわかりやすくしようとしているとはおもいますが、日本人であっても東京の電車の乗り

換えになれていなければ、やはり海外の地下鉄に比べると難しいように思えます。 

クールジャパンとして、観光産業に力をいれていますが、電車等のアクセスが難しい以上、快適な観光はなかなか提

供できないとお思います。 

自然災害が起きても安全・安心なまちづくりは必須かと思います。 

東京はすべての先進技術の集まる都市として、発達してほしいとは思います。 

ただ、昨今の災害などのこともあり、さまざまなインフラ、ブレインなどが東京に集まっていなければならないと考えるのは

ナンセンスとも思います。 

通勤ラッシュ、交通渋滞のないインフラ整備が進んだ街 

公園や緑化が進んだ自然と調和のとれた街 

大災害に強い街 

犯罪のない街 

弱者にやさしい街 

世界中のひとが憧れを持つ街 

こんな街になってたらうれしいです. 

誰にもビジネスチャンスがあり、チャレンジャーが集うイメージのある都市をなってほしい。 
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九州出身の私が小さい頃、まさか東京で働くなんて一切考えていませんでした。 

そのように思っている全国の若手はまだまだいると思います。交通機関も整っていますがどうしても費用が高く、東京へ

の夢を諦める人も存在すると思います。 

将来リニアモーター等、昔では考えられなかったことが発明されています。 

その中で交通手段を誰もが平等に扱える東京になれると嬉しいと思います。 

公共交通機関が２４時間運用される活気のある東京が持続されること。 

経済的な豊かさではなく、人として幸福を感じられれる都市が良い 

スポーツ施設の利用についてより簡便な申込みが可能となることでスポーツが日常生活に溶け込むのではないか 

働きやすさを整備された東京のビジョンを描いています。 

有給休暇や産休など休暇は福利厚生としてはあるものの、仕事量が多かったりすることで、とれなかったり、とりにくか

ったりするのは実情です。 

フィンランドなどは幸福度指数が高いように、フレックスで働いたり短時間勤務が普通です。自分の仕事をすればいい

という考えがあるように、日本にも自分の意思で仕事量を考えその仕事を最大限にこなす。そのような働き方をするこ

とで、積み重なっていく仕事を消化しきれず、残業時間が増え、その結果心身ともに不健康になってしまうと思いま

す。 

どうか日本がまずは東京からでも他先進国のような社会づくりをしてほしいです。 

よろしくお願いします。 

安心して暮らせる街にしてください 

動物と人間が共存でき、３世代後にも快適な暮らしができる. 

日本全体の少子化が進む中で、東京への人口一極集中が加速していることを危惧している。 

東京『のみ』が発展するのではなく、東京が中心となりつつも、地方の発展をリードできる存在としての東京に期待し

たい。 

下記ポイントが改善されていることを願います。 

・働き方の多様化（在宅勤務や時短など） 

・バリアフリー施設の増加 

・通勤ラッシュの改善 

・公共施設の外国語対応 

女性がもっと働きやすい社会になっていると良いと思う。 

大きいけれど小さい（コミュニケーション豊かな）街 

いつまでも世界の中心で世界から注目される中心都市であり、いろんな人々が交流できる社会であること 

すべての基本となる「安心」「安全」な街となることを期待します。 

目先のことにばかり囚われて大局を見失った政策を進めることはよくない。 

そもそもオリンピックも8月開催に限定されているわけではないのだから、最初から10月開催にすれば、この時期にな

ってマラソンの開催地変更などで混乱せずに済んだはずである。知事はあれこれ文句を言っているが、開始時間を早

めるなどの対応では限度があるし、選手のことを考えてない対応は問題がある。3時スタートなどになったら応援する

人がいなくなる。観光地を巡るコースにした意味がない。 

子供は国の宝です。子供にフォーカスした政策を期待します。 
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地域と若者がいかに繋がれるかについて、夢のある将来像を描けると、東京の将来がより明るいものになると思いま

す。 

環境にやさしい、人にやさしい、住みやすく、自然も豊かで人間らしい暮らしができて、その一方で、高度な技術の発

展による進化した機能的で都会的な便利な生活の融合した未来があるといいなと思います。AI が多用されて便利

になる反面、仕事がなくなる不安も抱えつつ、若者には変化への希望と不安が入り混じった未来が到来するのかも

しれません。子を持つ親として、何か明るい展望を持てるそんな未来が訪れるよう、私達世代ができること、子供にし

てあげられることを考えながら、すべての人の暮らしが豊かなものであるよう願っています。 

私個人としては、今は完治が難しいような病気も研究が進み、元気で老後を過ごせるような未来があると嬉しいで

す。運動をしたり、趣味の活動を楽しんだり、旅行に行ったり、人生を終える直前まで元気でアクティブに過ごしたいと

思います。 

狭い東京という土地の中で、１０００万人を超える人が住むなか、データも活用していろいろなことを最適化するこ

とでストレスの少ない都市を目指してほしい。 

また、少子高齢化、人口減少を食い止めるため、家族を持つことをモチベーションできるような都市を目指してほし

い。 

外国人など多様な人々が暮らしやすい街 

オリンピック後もスポーツを通じて世界各国から人が集まる東京になってほしいなと思いました。 

男性女性問わず、誰でも前向きに働き、活躍できる東京になっていてほしい。 

また、女性も男性と同じ職業だったり、収入を得られる未来であってほしい。 

アジア最強（最協）の都市として世界に君臨して欲しい。 

金融ではロンドン、シンガポールに負けず、産業育成（起業）ではシリコンバレーやイスラエルに負けず、福祉面では

北欧に負けない、そして誰もが充実して生活できる都市を目指しましょう。 

毎日の通学で満員電車を利用するのが大変です。オリンピックパラリンピックを機に、混雑が解消されることを期待し

ています。 

街に若者だけでなく子どもや高齢者も賑わう東京 

交通機関に関して問題があると思うので改善できたらと思います。 

zero踏切。 

国民にとって暮らしやすいこともそうだが、海外からの観光客、在留外国人にとっても暮らしやすい東京を目指してい

ってほしい。 

「誰もが」に含まれる人ができる限り広くあってほしいと考えます。そのために「排除のない」という言葉を使い共生社会

を創造していく必要があり、人と人の関わり合いから少し離れたところに位置する人々（場合によりいくらでも例に挙

げることができます）に目を向け続けなければなりません。社会参画できる人だけで理想を述べて社会を作っていくの

ではないことを踏まえながら政策を進めていただければと思います。 

行政と分離させて考えるのではなく、様々な機関や団体と共同することでよりよい未来がつくられればなと思います。

私のまわりには、日本の現状に見切りをつけて海外にでていこうとしている友人も多くいます。私は日本に残ろうと思

っているので、よりよい未来になることを期待しています。 

未来の東京はもっと緑豊かで、生きているだけでストレスを感じるような街から脱却していて欲しいです。 

地方に住む親戚は、東京は人が住む場所じゃないと言っていました。 
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世界では温暖化、日本では少子高齢化が進む中で、まずは少子高齢化を改善していくべきだと思う。２０５０年

には６０歳以上が半数占めると言われている中で、働き方、結婚の考え方など多様になっている今、結婚しやすい

環境、こどもを産みやすい環境が私には必要だと思う。 

外国人労働者の視点を忘れてしまっては、今後の東京は語れないと考えます。今や全国の 30%の外国人労働者

が東京都にいて、重要な労働人材、また家庭を築いています。しかし、その外国人労働者への対応がまだ整ってい

ないので、ここに関して考えるべきです。相談窓口やハローワークを拡充することで、外国人労働者が過ごしやすい地

域を作ることで、未来の東京が明るくなると考えます。 

東京都がより都民にとって身近なものになること、そして個々人の要望が行政に届き実現されるようになってほしい。 

交通混雑の課題は、東京ならではの問題であり、毎日の混雑やトラブルに対処する方法があれば良いと思う。ま

た、鉄道を自殺場所に選ぶ人なども減ると思う。 

誰もが快適に安心に暮らせる街、働きやすい環境、ダイバーシティーに富んだ働き方 

世界に誇れる東京都を創造すべく、１社会人として貢献していきたい。 

東京の地域の絆を都の絆、全国の絆にまでつなげられたらいいと思います。 

少子高齢化問題を解消し、自分自身も子育てをしやすい世の中になっていてほしいです。 

私は東京の市部に生まれた時から在住して 20年になります。区の抱える問題と市の抱える問題には共通点もあり

ますが相違点も多いと思っています。 

オリンピック・パラリンピック東京大会までの道のりと当日、そしてその後も含めて、東京全体がより活性化し、私自身

が経済的に自立する年齢になっても同じ東京都に住み続けたいと思えるような施策を期待します。 

私は北海道から憧れの東京に上京して 2年目の大学生です。東京はやっぱり人が多くて、日々圧倒されています。

人口 1600人ほどの小さな村で育ってきた私にとっては異世界です。そんな異世界である、東京の未来を考えてみ

ると、誰もが生きやすい共生社会であって欲しいと思います。 

society5.0 にはとても興味があるので自分が生きている間に実現してくれると嬉しい 

・自動運転の自動車が走行する未来都市 

・週休３日制度が普及し、ゆとりある生活で余暇を楽しむ 

・充実した社会福祉（健康保険、年金など） 

・子供をたくさん産み・育てたいと思える社会 

東京オリンピック時にも想定できるが交通渋滞、通勤電車の混雑の緩和の改善を望んでいます。東京オリンピックで

地方や海外から来た人たちは荷物が多く人一人分以上の幅が必要であり、朝の通勤通学時間帯に被ると普段交

通手段として利用している人々に対する負担が大きくなると思います。 

今まで女性や高齢者、障害者は社会的弱者として見受けられてきたが、その概念をなくなるような、誰もが生き生き

と個人の能力を十分に発揮できる社会になればいいなと思う。 

重要度が高い施策として、都市部（２３区内）の格差を無くす。福祉・就労・住宅環境・結婚・小育て支援・

等々。例えば、放置された土地や集合住宅。一極集中の物・金・政治、できればドイツ型の地方分権を希望す

る。東京の離島や西武地区を６次産業化へ。災害に強いまち造りを優先しないと、１１．３の再来になる。 

東京オリンピックで海外の方にアピールしていくことも大切だが、国内特にまずは東京都内の地域で、若者と地域を

結びつけていくことが必要になると思いました。 

少子高齢化問題など様々な問題が増進していくと思うが、その問題を解決できていればいいと思うし、できていなくて

も前向きに取り組んでいるような東京になればいいと思います。 
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子供がいる家族が暮らしやすい社会になってほしいと思っています。そのためには、簡単なことではないですが、保育

園・幼稚園の充実、地域コミュ二ティとの密な関わりを持てる環境になると良いなと思います。 

外国人が多く集まる東京で見直さなければいけない問題点が多くあるので、20年後の東京の未来像に外国人から

の論点も取り入れるべきです。 

現在都内で一人暮らしをしているので特に感じるのが、女性の一人暮らしでも安心して暮らせるような、犯罪の少な

い街になっているといいなと感じます。 

誰もが暮らしやすい街になればいいと思います。 

少子高齢化を改善するための一つの策として子供食堂を通じて、世代を超えて人と人が繋がることは重要であると

感じた。人と人との繋がりは高齢者にとって生きる活力になり、また日本の活気に繋がると考えます。 

子供食堂に行くことが当たり前になることを目指した活動、政策を意見としてあげさせていただきます。 

心寂しい想いを抱えている人が 1人でも少ない社会が実現してほしいです。どんな生き方であっても認められてほし

い。 

みんなが笑顔で居られるまち。 

支援団体それぞれが互いに協力し、子育てに関して和気藹々としたコミュニティができた未来が望ましいです。和気

藹々としたイメージを確立することで、子育ては身内以外とも協力して行うイメージになればいいなと思います。 

女性の働き方改革とともに、男性の働き方についても見直しが必要だと考えています。男女が協力して子育てに注

力できる社会を目指すことが、少子高齢化の解決策の一つだと思います。 

今回の授業において発表してくださった方の話はとても面白く思いました。私自身が地方出身ということもあり、多くの

方が都心の問題に絡めて地方創生についても考えていることが伝わってきて嬉しかったです。 

多くの外国人労働者が東京で生活しており、その数が今後も増えていくであろうことを踏まえて、国籍や日本語能力

にかかわらず、誰もが安心して暮らし、教育などの権利を享受できる都市になってほしい 

多くの課題を抱えている日本、でその課題は地域によって色が異なっていると思います。それでも東京ができる役割を

見つけていくことが首都 東京の仕事だと思っています。 

平等社会、地域コミュニティの希薄化など、目に見えない、量ではかれない課題を改善していくのは非常に難しいと

思いますが期待してます。そして「国がやってくれる」的視点でなくて、当事者意識を持った人がもっと増えたらいいと

思います。自助の意識を高めるのは難しいけどこれから必要になる生き方だと思います。 

free-wifiを増やす。若者目線だと紙媒体への抵抗が高い傾向にあると思われるのでインターネットでの機能拡充を

進めてほしい(投票など)。 

データ活用を用いて渋滞や満員電車が改善され、交通の便が改善された東京にして欲しい。 

加えて、空き家問題を解決（処分）すれば空き地が増えるのでその分一つの家の土地あたりの面積が広くなるよう

にすればもっと快適な街になると思う。 

未来の東京について地域と東京を繋げてより良い地域コミュニティを構築したいという漠然とした願いはあるが、実際

にどのように関わって行くべきか、まだ曖昧な部分があったのでもう少しそこを深く考えてみようと思います。 

日本の首都として、世界でもトップレベルの先進的かつ安全な都市であって欲しいと思います。 

東京を軸に働きながら、働き方改革によって生まれたゆとりの時間を、東京でのコミュニティづくりや地方地域との繋が

りを持てるような活動に使うことができる生き方ができたらいい。 

東京は緑が少ない場所も多いので、緑を増やし、都会的なだけではなく、自然と調和した社会にしたいと思います。 
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車の自動運転化が進み、事故のない社会。 

車も環境に優しい車で公害のない社会 

電信柱が地下に埋められきれいな青空の見える社会 

東京都は、住むところというよりも、働くところというイメージが強い。もちろん日本の首都であるし、経済的なイメージ

が強いことも大切だ。しかし、「住む」、「暮らす」にフォーカスを当てるとホームレスや、孤独死、虐待、災害などマイナ

スなイメージばかり思いついてしまう。現在、自分が住んでいるとことである東京がそのイメージが強いことは悲しい。未

来はもっと東京都が住む都市として最適であると、日本国民にも世界の人々も思う都市になってほしい。 

都市部（山手線の内側）にスポットが当てられがちですが、多摩地区、島しょ部と一体となった東京を実現してもら

いたいと思います。（エリア毎の特色もあり、多摩地域にもスポットがあたりつつありますが）ゼロエミッションは是非ス

ポーツイベント時のボランティア、あるいは被災ボランティアなどを通じて都民が携わる機会を増やしてほしいと思います 

東京は世界有数の大都市であるにも関わらず、緑が多く水も空気も美味しく素晴らしいと思っています。一方、電

柱が多く残っていたり道路の舗装に工事跡のムラがあるなど街並みが美しくないなと感じる事があります。未来の東

京はバリアフリー化や災害対策などにより誰もが住みやすい街であると同時に、整然とした美しさのある街になって欲

しいと思います。 

大学で外国人労働者の現状について学んだため、本当の意味での多様性が実現される社会になってほしいです。 

東京都内で行われる各種イベントなどを都民全員が共有できるような情報宣伝手法を開発してほしい。現状は、

在住している各区や各市町村ごとでの情報誌でしかわからないことが多い。 

高齢化社会が進んでいくかと思うが、納税者となるのは現役世代なので、若者に魅力となる東京を目指すのがよ

い。若者の政治離れも進んできており投票にいかないためか、政策は高齢者に対するものが多く散見される。若者

が海外での活躍を目指すと納税額が減るため、税収確保のためには高齢者への働きがいのある働く場の提供、専

業主婦への魅力ある社会進出の場の提供（または専業主婦であることはデメリットとなる状況※）が必要と考え

る。 

※福祉が必要な状況もあるので考慮は必要 

世界中の人が自然な交流をしながら、お互いを尊重し合う東京になると良い 

五輪を景気として、東京がニューヨークやロンドンのような国際都市に生まれ変わることを目指してはいかがでしょう。

経済は弱くても、学術・思想・文化・芸術・情報などの面で東アジア随一の都市になる潜在力が東京にはあると思

います。 

まず第一に、東京都の未来の構想が現実と乖離しすぎていると感じました。具体的な策がないまま、理想像を掲げ

多数派の支持が得られそうなもののみ政策が進むのではないかと、とても危惧しました。より少数派の人に目を向け

るべきだと思います。例えば移民は政策で管理できないと言われています。支援をし、暮らしやすい社会を作らなけ

れば、治安が悪くなることは諸外国を見れば明らかなことです。ここで重要なのは、排除するのではなくどのように共生

していくかを考える事です。日本に来てもらい、労働力として働いてもらっていると言うことを感謝すると言う心持ちで

政策を考えていただきたいです。 

日本だけでなく世界の主要都市のなかで、最も安全で環境対策が進んだ都市になって欲しいです。そのために、

Maas が重要であり、鉄道などの大規模輸送と組み合わせる新たな交通手段（バスとタクシーの中間）が必要と

思います。多くの人が安全かつ快適に都内を移動でき、排ガスも抑制できると思います。 

とにかく安心・安全に暮らせる街であってほしいです。 

電線地下化は早急にすすめて欲しいと思います。 
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保険会社に勤めているのですが、近年自動運転化になることが盛んに話題となっています。 

自動運転化はもちろん、ドローンで人が移動したり、無人タクシーでタブレットから行先を決めることなど交通が発展

するのではないかと考えています。 

近未来では、アニメの世界が実現可能ではないかと感じています。 

世界の中で、金融都市としての東京の認識は低く、経済が好調であっただけに残念です。 

モノづくり・観光・安全性については一定の地位を確立しているので、金融面において強さを感じられる東京にして欲

しい。日本の金融業界の疲弊原因は長期に渡るデフレであり、東京に住んでいても豊かさが感じられない。日本を

訪れる外国人に何故か「豊かさ」を感じてしまいます。 

極度の人口集中が一層加速が予想される現状において、資本・労働力の集中も加速される。地方とうまく連携を

とりながら、都心・地方双方が発展する構想を是非、考えてほしいです。 

未来の東京は車は空を飛び AI がすべての生活にあたりまえに共存し、在宅ワークも普及し近未来都市になってい

ると思います。地方に住み東京に通勤、日本中が賑わいをみせ高齢者・子供に優しい東京を望みます。 

築地跡地に、高額な入園料を必要とする高級遊園地をつくり、海外のセレブたちが集う場所にする。高級ホテル、カ

ジノ、ゴルフ場、エステ等もあり、マナーのある家族が安心して子供と一緒に父も母も祖母も祖父も楽しめる場所に

する。テーマパークのように、外国人の子供だけでも安心して歩ける街にすれば、大人もゆっくり楽しめる。国内にある

ホテルのように完全ロボット接客のホテルなど、東京の最先端技術を披露したり、伝統工芸をあしらったホテルや施設

などで日本の伝統文化も広める。周辺の銀座も潤うし、歌舞伎等の文化施設にも足を延ばしてもらえる。海外セレ

ブ達やインフルエンサーが集うことで、さらに東京への旅行者が増えるし、東京で国際会議が開かれるようになる等、

波及効果が高い。海外だけでなく、日本人にも、いつか行ってみたい夢の場所、として接待やデートに使われる。こん

なに広い土地で、街の中心で、銀座の高級感がある土地が手に入ることはもう二度とないので、このチャンスを逃し

てはいけないと思う。シンガポールのように世界一インスタ映えする街にすべき。 

子育て世代がより住むことを選択したくなる体制づくり。都立学校の他地域との差別化など。 

世界の全年齢層の人がそれぞれの「夢」を持つことができる都市として憧れる「東京」になることを世界中に発信して

いく！ 

夢・理想）世界で最も住みたい街ランキング第 1位を恒常的に取り続けることの出来る総合的に優質な環境を備

えた街 

これからの社会を担う若い世代が、十分な教育を受け、あらゆる文化に触れることで、他の都市に比べて成長を実

感できる環境と、補助金などを柱としてあらゆることに挑戦できる基盤を提供できる都市になってほしいと思います。

世界中の若者が東京に魅力を感じ集まってくることで、活気が溢れ、経済が活性化することが願っています。 

生まれ故郷であり愛着があります。安全・安心な街であり続けてほしいと思います。 

・災害時も都民が安心に暮らせる東京 

→大規模災害時の対策や都民へのケアを事前に考え、迅速に復興対応ができるような準備をしておいてほしい。 

高度な通信技術や交通システムのハブとして機能する都市であり、地域へのアクセスが活発になることで人口の偏

在が解消され、地域の生活しやすさを享受しつつ、日本の文化の中心として個性を発揮する都市である。 

アニメのキャラクターの出ている映画みたいな次世代的な街 

エストニアのような全てが電子化された世界。世界中のどこにいても、どこの国の人でも日本の企業で働けるような仕

組みを作る。日本の中でも東京が率先して行うべき。 

税金をあげてもよいので、子供や高齢者にとって暮らしやすい社会にしてください。教育面も同じです。 
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安心して子育てが出来る環境と、交通網がより整備された街であって欲しいと思います。 

他者を思いやり、心豊かにで生活できる環境であること 

多様性に溢れ、オープンマインドで成熟した街になっていたくれたら嬉しいです。 

東京都を災害から守るべく、他県の周辺関連インフラ整備への寄与を推進していただきたいです。 

災害に強い街になってほしい。 

安全のために東京に住みたい！と思えるような街になってほしいと思います。 

持続的な成長が可能な基盤が整い、すべての人々（人種・年齢・国籍などを問わず）が活躍でき、幸福を実感し

ているような理想形を実現した日本だけでなく世界をリードするような都市になっていてほしいと思います。 

大地震・水災・パンデミック対策が進んだ街になって欲しい。 

東京に人が集中しつつも日本としての人口が減少する中で、生産性高くコンパクトな街として世界の中で存在感を

示している東京であってほしいと思います。 

大学生時代と社会人になってからと毎日神奈川から東京へ通っている身で感じたことがあります。大学生時代は通

勤時間帯が遅かったこともあり通勤通学にストレスを感じている人や人の嫌な部分はあまり見えていませんでしたが、

社会人になって改めて周りを見ると、「満員電車内で些細なことがきっかけで喧嘩→電車が止まる→電車が遅れる

→更に怒る乗客→会社に遅刻、ストレスが増す‥」というような悪循環が生まれており、それが仕事のクオリティや生

産性、睡眠時間や体調不良といった私生活にも影響していると感じています。 

満員電車だけが原因ではありません。長時間労働やパワハラ気質な職場、低賃金、人が育つための環境作り‥な

ど、人が人らしくいられて「こうでなければいけない」という呪縛に縛られず、愛に溢れ、幸福度の高い人生を過ごすこ

とができる場所に東京がまず、中心となって発信し、それを日本国内、そしてに広げていかなければならないと私は考

えます。 

下町のような伝統的町並みや文化は維持され、最新の生活環境も整列され整備された街 

災害に強い東京 

住みやすい東京 

きれいな東京 

働きやすい東京 

子供が育てやすい東京 

にしてほしいです!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

一極集中しない東京。多様性を受け入れ、住みよい働きやすい世界の見本になる都市として。 

あらゆる災害から都民を守ることができる安心安全の街にしてもらいたい。 

・地震、津波、台風、洪水などに耐えられる街を創るには、個人・法人・その他の所有の土地を都が一括して借り上

げて更地にし、０からインフラを含めた都民が安心・安全に暮らすためのあらゆる計画を策定して東京を再構築する

しかないと思います。（歴史・文化やランドマーク等は残さなければなりませんができるだけフラットにしないと意味がな

いですが） 

・どれだけ科学が進歩しているかわかりませんが、都市全体を覆うバリアみたいなもので全ての災害から守ることができ

たらいいですね。同様に天気や自然現象をコントロールできるようになれば災害はなくなりますね。 

緑の多い街。未来型自動車のみで事故が無い住み易い街。 

ぎすぎすしない、みんなで助け合う環境や、街づくりができるといいなと思います。 

自分にできることは何かは明確なものはありませんが、地域に貢献できることはしていきたいと思います。 
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環境に配慮した街の再開発を行い、エコに積極的に取り組む街に変わってほしい。 

人口一極集中からの脱却 

多種多様な人が安全に生活できる街。 

・女性がより働きやすい環境であるとともに、男女関係なく育児や介護に理解のある考えをもった人で溢れてほしい。 

・より便利な公共交通機関の開発により、事故や満員電車の減少期待 

ゴミの分別が簡単になるように、すべてを同じ日に出せるシステムを作る。 

自由な働き方が定着している東京を目指したい。 

観光客も住民も快適に過ごせるようにＡＩやロボットが活躍する街 

日本人と外国人が安心して暮らし、国籍によって何事も制限されない魅力的な国際都市。 

日常的にボランティアを見かけ、自身もボランティアに参加できる社会 

世界と日本の国内・地域をつなぐ架け橋となる都市を期待しています。 

■「NIPPON フォーラム」の開催 

・世界各地から人を呼ぶ 

・国内地域は単なる農業や地域の産業を披露するのではなく、世界に発信するべき工夫、先進性と地域との融合

の方法を世界に発信できるように取り組む 

・東京都が中心となって、各地域に呼びかけ 

東京において、観光客としてだけではなく、ビジネスマンとして海外の方を見ることが日常化し、日本人も言語障壁

無く当たり前のようにグローバルなコミュニケーションが取れるような環境となっていれば、素晴らしいと思います。 

国籍に関わらず誰でも住みやすい街になってほしいと思います。看板などの表示を他国が使用する表記と統一化し

たり、案内表示を多言語にも対応させたり、歩行不自由者等のために段差をなくす街造りなど、誰にとっても住みや

すい東京を実現させてほしい。 

アニメに描かれた近未来都市 

このままだと国内で働く人もいなくなり、廃れていってしまうと思います。 

日本には資源がないので、高い技術力を世界に発信する必要があるかと思います。 

そのためには教育に力を入れ、技術をもった人材を増やすことが重要なのではないでしょか。 

様々なストレス・苛立ちのない住みやすく、働きやすい環境。 

日常でボランティアを見かけ、自身も気軽にボランティアに参加できる社会 

元気な子供があふれる街がたくさん出来て欲しい。西葛西の様に。 

少子高齢化で今後益々外国人労働者や海外旅行者の受け入れが進むと思いますが、やはり治安が悪くなるので

はないかという不安があります。また、途上国からの外国人労働者には自国にいる家族に仕送りしている人が多い

印象があり、資金の国外流出への対策はどう対処(制限)するのか気になります。 

すべての人が快適に生活ができる都市 

都外からの通勤でも、それが快適になっていてほしいです。ペーパーレスを謳って企業の紙文化を抑止し、働きやすい

文化を醸成していただきたく。 

古き良き顔と先進的な顔を併せ持つ、多様性に富んだ街の実現 

交通機関のさらなる高度化が進むことを期待します。 

JR、私鉄以外にも東京には地下鉄・都バス等多種多様な交通手段があり、それらを組み合わせた一人ひとりに最

適な移動手段を皆が選択できるようなシステムを行政と民間が協力して構築してほしいと考えます。 
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公共交通、公共施設、学校、医療等がスマホで予約決済（キャッシュレス）で利用可能な便利な街づくりを期待

します。また、空いた空間を活用し、子供が自由に自然と触れ合える環境、誘拐や通り魔等の犯罪リスクを少しで

も減らすような見守り機能を備えた街になっていることを望みます。そのためには貧困家庭の減少、誰もが平等に学

べる教育環境、子供が子供らしく過ごせる制度が必要になると考えます。将来の東京都を担う子供たちへの政策を

増やしてほしいです。 

外国人の健康保険制度や生活保護制度の悪用は排除してほしい。 

未来においても、日本独自の伝統や文化を大事にした方が良いと思います。 

将来に希望が持てる暮らしができるようになるといいと思います。 

今は不安しかないです。 

ゆとりある、活力に溢れた街になっていて欲しいです。 

空の道を整備し、移動ストレスのない社会を実現していただきたい。 

文化・芸術・学問・レジャーなど、多様な暮らし方や楽しみ方ができる都市で合ってほしいと思います。 

コンパクトシティの実現 

東京湾の有効活用（ウォータフロント）によるビジネス（雇用拡大）・テーマパークの拡充、これらによる諸外国か

らの交流活性化、魅力増し。 

子供がいる家庭が住みやすい街にして、少子高齢化を食い止めたい。 

◯「島しょ部における 5G基盤の整備」 

島においても 5G基盤をいち早く整備し、島内バスの自動運転、建設機械等の自動化による人手不足の解消、遠

隔医療の導入による応急処置の高度化、ICTスマート農業による生産性向上等を目指し、各分野で必要な投資

をこれまで以上に積極的に進めることで、これまでとは次元の違う持続可能な島づくりにつなげる。 

◯「島しょ部における創業・サテライトビジネススペースの整備」 

島での創業の拠点となるようなコワーキングスペースや、都内企業のサテライトオフィス用スペース、一時宿泊用スペ

ースを整備し、島内の若者や移住者等の創業を支援するとともに、都内の IT系企業等による島でのサテライト拠

点を誘致することで、新たな雇用とビジネス交流を生み出す。 

◯「島しょ部における ICT スマート農林水産業への先行投資」 

低迷する島の農林水産業の収益性を大幅に向上させるため、各島に ICTやAIを活用したスマート農業や陸上養

殖の先端技術実証施設を整備するなど、未来を見据えて思い切った先行投資を行うことで、若者の農林水産業

への就業や定住への意欲を喚起する。 

電車や首都高速は発展しているものの、もっと自転車を活用したラストワンマイル、ファーストワンマイルを網羅して、

歩いて楽しいまちづくりを検討してほしい。それによって小売店も活性化できると思う 

具体的なことはありませんが、世界中の憧れる町でありつつ古いこと良いことが残る町であり、日本人、外国人などい

ろいろな人を受け入れる町であってほしいです。 

新しいものができてもたとえば渋谷と新宿はここが違うとか池袋と上野はここが違うなどの町のカラーが残る町であって

ほしいです。 

満員電車、駅などの公共の場所トイレの行列をどうにかしていただき、快適な東京になってほしい 
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近い将来、南海トラフ地震や首都直下地震が起きると言われており、とても不安を感じます。東京都で何か対策を

していたとしても、着実に都民に届けなければ意味がない、けれど現状は全都民には届いてはいないと思います。超

高齢化社会の今、高齢者が全員、スマートフォンやパソコンを使ってのインターネットを活用して情報収集していると

は思いません。全都民に着実に届く何かを見つけていかなければと感じました。 

これからの東京都発展の為、多種多様な人材を東京都に招き入れる準備をする。英語を話せる人材を増やす、

外国の方も東京都で子育てしたいと思わせるような取り組みなどを実施する。 

台風１９号や大雨の影響で交通網が麻痺し、帰宅難民が続出しました。帰宅難民を減らすため、意識改革をす

る。 

経済だけでなく、生活面でも、他の都市が羨む先頭を走る都市であってほしい。 

車が変わる社会 

時代と共に変化する家族の形態について。 

昔話となり大変恐縮ですが、地域内に住む方々みんなで子供の面倒や教育などができるような環境があれば良い

かなと思います。 

東京自体が利便性が高く人々で賑わう安全・安心な街であることはもちろん、日本国内の他の地域とデジタル・リア

ルでつながりを深く持ち、東京をハブに地方の活性化に波及できる仕組みになってほしい。具体的には、スポーツイベ

ント等の同時開催（単なる放映ではなく、複数都市で同時中継開催）など、オリンピック・パラリンピックに関連する

ことから始めていく。 

若者が集い、夢や希望に挑戦できる街。 

子供や子育て世帯が安心して生活できる街。 

になって欲しい。 

欧州サッカーの国際大会の誘致 

「婚外子 50%」は、父親が家庭にいない子を増やし貧しい男を絶滅させる間違った女性活躍・少子化対策であ

り、絶対に容認できません。両性活躍のために都が推進すべき事は、格差是正・多世代同居・男性に支配されて

いるのではない平等な専業主婦・家族制の復活・「孫の顔を見せてくれ」・両性が離婚せず末永く仲良くするおしどり

家族・高校生でも妊娠したなら産んでよい中絶ゼロ・女性のキャリアを「仕事→出産」から「出産→仕事」の真逆に

変える、といった事でしょう。 

誰でも自分の遺伝子を残したく、自分の子供が嫌いな生物はいません。「子を産み、育てたい人で溢れ」などと言わ

ないで下さい。既に溢れていますが、産みたくても産めないのです。 

少子化脱却の鍵はやはり家族の復活、現在 50・80歳の豊かな世代の手助けです。本当なら孫の顔が見たいが、

うちの子は非正規社員だから仕方ない…という絶望を誰にも言えず抱え、仕方ないので余った金と時間を旅行やボ

ランティアに使っています。「最大限の手助けをする！！孫の顔を見せてくれ！！」という大キャンペーンを打っても良

いでしょう。 
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・大規模災害にも強い都市にしていくことは必須。特に公共交通機関(地下鉄、新幹線)が災害時、機能停止とな

った際、物流や人の移動手段が制限され経済へ大きな打撃を生じさせるため、災害時の避難はもちろんのこと、そ

の後の対応方法などを人々に周知させる必要があると考えます。(現に台風19号の際、公共交通機関が途絶え、

それでも仕事に向かう人が多くいたことからさらなる混雑を招いた。災害時は国としてもそうした混乱を避けるため対

策を打つ必要がある) 

・2020年のオリンピックに際して多くの外国人観光客の来日が予想されるが、その後もオリンピック効果を維持出来

るのかが不安である。外国人観光客受みけ入れ体制がまだ不十分だと考えるからである。ラグビーワールドカップの

際も外国人のビール消費量を予想できなかったために、効果を最大に生かせなかった経験がある。これに通づること

で、私が海外に行ってよく思うことは日本と外国の文化の違いである。そうした文化の違いを教える教育を小学校低

学年から指導し、外国人との交流体験を通じて異文化理解を養う必要があるだろう。一人一人の意識で日本はさ

らにダイバーシティーに飛んだ国となるだろう。 

誰もが未来都市と思える空間づくり 

空飛ぶタクシー等 

移動の混雑が緩和されていて、高齢者も若者も生活がしすく、安全で美しく、様々な国籍の方が活躍する訪れる

東京になっていて欲しい。世界に誇れる日本の都市づくりよろしくお願いします。 

人々にゆとりのある東京 

(仕事に追われる人が多すぎる。もっと心に余裕が出来る働き方、給与体系、税務体系を確立させたい。) 

スマートシティの実現 

すし詰めの満員電車がない、首都高の渋滞がない社会をイメージしたい 

有明をスポーツの街にしてください！ 

オリンピックレガシーが山ほど残る街にしたい。スケボー、BMX、テニス、体操、住民は歓迎しています。 

スポーツが盛んな街であって欲しいです 

スポーツ施設が沢山ある 

東京都の人口密度は異常だと思うので、日本の中枢機能を集約させるが、居住機能は郊外に分散させるべき。 

丸の内や渋谷のように、古い街も代謝によって新しく生まれ変わり、活力が持続する街作りを期待しています。また、

電柱の地中化は即時実施をいただきたく。 

オリンピック競技のアーバンスポーツが盛んに行われる環境、施設が多くなることを望んでいます。 

大会後、有明にアーバンスポーツ施設を残して欲しい 

働き手の減少が街の活力を失わせていくと考えている。未来の東京がこれを解決するためには、・高齢者が生き生き

と働ける環境づくり、・移民を受け入れた活力あふれる街、・子育てに優しい街（ハード面だけでなく、例えば電車で

赤ちゃんが泣いてもそれが当たり前と思える意識改革なども含む）、等を積極的に考え実践していくことが必要と考

えます。 

都内に BMX やスケートボードをできる場所がないから、是非有明の会場を起こして、みんなが乗れる場所を作って

下さい 

有明に住むものですが、オリンピックで BMX会場が出来るので、そのまま長期にわたり、スポーツの象徴として建物を

残し、スポーツ文化を根付かせて欲しいです。 

今以上に街の美化が進み、利便性が向上している 
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オリンピックを契機に、都内が整備され、未来に向けた様々な対応がされているので、終了後も維持できるようにして

ほしい 

シェアリングエコノミーが発達し、より便利になりつつ、人との絆やつながりを大切にできる未来 

都バス地下鉄 700円共通紙カードを磁気カードにしてほしい 

東京一極集中を避ける為、東京独自の施策を推し進める。 

日本中の高校生が、大学卒業の就職のしやすさを考え、東京の大学に出てきてしまう。 

地方は産業も育たず疲弊していくばかりであり《負のスパイラル》 

これを断ち切る為、東京から全ての大学が首都圏以外に出ていってもらう施策を打つ。 

２０２０年以降東京に入ってきた人間からは、倍の住民税を負担してもらう。 

東京の人口を今の７割に減らす。 

災害などで危険な地域と言われている東京ですが、今後は世界から見た東京が最も安全で住みやすい街というイメ

ージになって欲しい。そして世界中の人が集まり世界の素敵な文化を東京に結集させ、子どもも大人も毎日楽しく

過ごせて笑顔絶えない東京になってほしい。 

最近はタワマンがたくさん立ち並び人に溢れていますが、緑もたくさん並び空気が美味しい街を維持してもらいたいで

す。 

アーバナイズが益々進み、どんどん進化する技術を柔軟に取り入れることができるインフラを整備している東京 

多種多様な国籍と文化が融合した新しい日本の形を先進的に表す。 

あまりに人が多すぎ、交通が発達しているが、混雑緩和を目指す空の交通網を開発。 

有明という場所にせっかくオリンピック会場ができたのでそのレガシーを残して欲しい 

・再開発→高層ビルを建てるという形式が多いように思えます。しかし防災の観点、景観の保護の観点から私には

良いことには感じられません。これらを考慮した人に優しい街づくりを行ってほしいです。 

・特定の箇所にオフィスエリアを集中させるのでなく複数に分散した方が良いと思います。通勤の混雑緩和になるから

です。 

東京が中心にはならなければいけないが、東京一極集中ではなく地方にも同程度の権限や人口を分散させる必要

がある。 

東京は、山手線の内側、外側、多摩地区、奥多摩別に機能的な街づくりと、羽田・成田空港・リニア・新幹線、高

速道路など交通インフラ整備や災害対策に注力して、基盤を更に強化してほしい。 

子供たちが夢や希望を持って、自然と共生して生活している街になってほしい。 

・G5や VR技術の活用により、東京都内の美術館や博物館、音楽ホールのイベントを、内外に発信し、自宅に居

ながらにして、文化や芸術を発信する東京。（コンテンツの提供は有償で可） 

・東京全体を VRで体験（旅行）できるようにし、東京の魅力を世界に発信。 

札幌でマラソン競歩やるなら東京オリンピックとはいえない。東京都は開催地返上を申し出るなど IOC に対し揺さぶ

りを掛けるなど、激しい抵抗を示して欲しい 

温暖化対策の強化。 

洪水や、気温の上昇を抑えるための工夫など、現実に差し迫った状況を解決できるようにしていって貰いたい。 

ゴミではなく資源として活用する意識を都民全員がもつ。自分では不用品でも、他の人にとっては使えるものかもし

れないので、玄関先に出しておけば自由にとってよいという文化を醸成する。 

障害者が尊重される都市になってますように。 



 

 

112 

 

インフラ整備や電柱廃止への取り組みを進めて下さい。 

本アンケートの選択肢が難し過ぎて答えづらい。もっと簡単でわかりやすいアンケートで都民の意見を集めていただくこ

とを希望します。 

イギリスのように、美術館や博物館が無料で入場できるようになり、常に学べる環境である未来であってほしいです。

常に無料でなくても、ボランティアをしたら、回数券などを発行するなど工夫をして、税金をうまく使い、そのような環境

にしてほしいです。 

また、体験学習や裏側ツアーなども催してほしいです。 

誰もが安心して暮らせる災害のない東京であり続けてほしい。 

人災からも天災からも安心安全な強い都市 

インフラとしては、災害にも強く、環境負荷が低減された、持続可能な社会を実現したい。 

文化的な側面からは、多様性を重んじ、違いを認め、相互理解をバイタリティに結びつけられる都市を実現したい。 

情報化時代、バーチャルな世界の中で、自由な発想が交差するが、face  to face 、in  personな出会いは、

やっぱり Tokyo がいいよねと思われる個々人の発想には寛大な社会を実現したい。 

環境問題について皆が取り組めるような社会を目指したい 

緑あふれる東京 

利益だけを追求するのだけでなく、地球の環境問題を東京都から見直せるようにしたい 

皆が人に優しくなれる街になってほしいです♪ 

・人口の一極集中で、都内の生活環境・通勤環境はかなり劣悪です。 

・東京にいなくても東京と繋がることができれば、みな東京に関わりつつ、その他の地域でのびのびと暮らしていけると

思います。 

日本を率いていく、日本の中心として新しいことに積極的に取り組んでいただけたらよいと思います。 

一方で都民税が高く、私たちがお支払した税金は何にどれくらい使われているのだろうと思うこともあります。新しかっ

たり革新的だったりする取り組みはもちろんウェルカムなのですが、わたしたち都民が納得できるようなことを進めていっ

てくれたら嬉しいです。 

オリンピックが東京で開催するにあたって、会社ではテレワークが進められており、とても嬉しいです。オリンピックがさらに

近づくにつれて、様々な変化があるのかもしれませんが一都民として変化に順応し楽しみながらオリンピックを迎えたい

と思います。わたしはオリンピックを機に、さらに外国人の方々に東京の魅力を知ってもらえたらと思います。英語のす

ピーキング力がなく日々苦労していますが、オリンピックの際には困っている外国人のかたがいらしたら進んで助けてあ

げられたらと思います！(それまでに英語の勉強頑張ります！) 

やはり、災害大国の日本として、その中心で有る東京が災害への強さを示していくことが重要。 

又、ノウハウの有るシニアの積極的起用(低賃金ではなく)が高齢化社会対策の一助となることは間違いない為、シ

ニア層もワクワクする社会作りを実現して欲しい。 

東京の一部地域で未来都市計画を実験し、それを日本全国に広めるようにすることが急務。 

先ず災害に弱い戸建て住宅から集合住宅への移転を推進し、保育施設・学校・病院・介護施設・交通手段（電

気自動車・水素自動車）・情報ネットワーク（テレビとインターネットの統合）の整備を充実させたモデル未来都市

を作る。 

そのモデルを全国に推進し、災害に強い核都市（城壁で囲まれた中世の城市の近代化したもの）を作る。 

そのインフラによって、農業とか流通とか交通とかを AI またはロボットを使った自動化を推進する。 
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街並みなども意識した開発がされ、住みやすい街になっていて欲しい。防災の面からも、電柱の地中化など進んでい

たら良い。 

貧富の差がなく、実力のある子どもが高等な教育を選択できる社会。 

タブレットを小学校から使うような、その時代に合わせた最新のものに触れて育つ社会。 

不登校やひきこもりになった人を社会に戻して生産労働人口につなげられるような仕組みを確立していただきたいで

す。 

環境に優しくエコな街で、災害にも強く、海外から来た旅行者も便利に分かりやすく使える交通機関が充実してい

て、みんなが安心して生活できる東京であって欲しいです。 

「日本の顔」として歴史、経済、文化、情報、治安、技術(システム)など様々な点で先端を走っていたいが、一方で

はヒト、モノ、自然を大切にする都市であって欲しいと願います。 

観光やビジネスも大事ですが、東京在住者が「住み続けたい」「住んでいて良かった」と思え無ければ悲しいです。 

経済・文化の面で世界の人々から注目される都市になっていければよいと思う。 

みんなが希望を持てる町 

みんなが触れ合うことのできる町 

であればよりよいと思います。 

子どもを産みたいと思える社会、子どもを育てるのが楽しい社会になってほしいです！ 

妊娠したら分娩できる病院を早く見つけないと、既に予約がいっぱいで選ぶ余裕もなく大変でした。どんな分娩方法

があるのか選択肢を知った上で病院も選べるようになってほしいです。 

子どもを育てることが楽しい！幸せ！と思えるように、入りたい保育園に行くことができ、地域でも子育てを頼りやすい

社会になってほしいです。職場への復帰のときは保育園が見つけられるかわからず不安でした。 

保育士のお給料が上がりスキルアップができる研修制度も充実することで、保育士も増え、保育の質が上がることを

願っています。 

私は一児の母であり、保育士です。私は保育士の仕事を続けながら、質の高い保育とは何か考え、子どもたちの気

持ちに寄り添える保育を目指して頑張っていきたいです。 

夢は子どもや親が気軽に集まれるスペースをつくりたいです。使わなくなった衣類や玩具のおさがり交換しあったり、買

い物や美容院に行くちょっとした用事の間子どもを預けられたり、ごはんを一緒に食べられる場所があったらいいなと思

います。 

グローバル企業のハブ拠点として名実共に知られる都市としたい。そのためにはシンボリックな施策が必要。 

川の水を透き通る位いきれいにしましょう。そしてその水を有効利用したいです。 

夏の炎天下のアスファルト、乾燥した花壇に撒きます。１センチも積もれば車も歩行者も身動きできない冬の積雪

に融雪用に撒きます。もちろん火災の消火にも使用します。 

水の流れはなるべくポンプなどの電気エネルギーは使わず、都内に張り巡らしたパイプに川の上流の町から町へ自然

落下で通水します。 

道路の排水溝から下水道を通じて川に戻る時も、フィルターに通して綺麗にしてから川に戻します。 

先進的なものばかりに目がいくのではなく、日本古来の伝統が十分残り、日本人のかねてより良き心も消えることなく

育っていく都市になってほしい。 
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「食の築地」を更に進化させ、豊洲新市場を活性化させるために、築地と豊洲の一体開発を進めてはどうでしょう

か。二つの距離は数キロほどですからシャトルバスで結ぶなり、連絡歩道を整備すれば、築地・豊洲が一体となり、

「食のテーマパーク」を含む、食に関わる一大拠点が出来上がると思います。観光客の分散も避けられます。是非両

地の一体開発を検討下さい。 

町単位で幼年者，老年者への細かいケアをする仕組みが必要と思う。 

安心して子供を産み、子育てができる環境 

ハード面，ソフト面とも整えて人口減少に歯止めをかけることがとても大切だと考える。 

妊婦加算の廃止・保育園の増設・子育て世代の減税・補助・医療費補助・など 

今は東京一極集中になっており、人口過密が将来的にさまざまな弊害をもたらすと思う。東京がゆとりのある社会を

作り出すためには、地方がもっと魅力ある街になり、人口の分散を図ることが必要だと思う。そのためには国が環境整

備、インフラ整備を主体的、計画的に行うことが最も重要だと思う。 

単身世帯が増えているので、そんな人でも孤立せずに新しい結びつきで生きていけるそんな仕組みを作っていきた

い。 

子育て支援も重要だが、人が一生を不安なく暮らしていける街でありたい。 

日本人の働き方は異常だと思っており、完全すべき点がたくさんあります。多く祝日を定めないと日本人が休まない、

という環境がまずよろしくないと感じており、過去に海外で働いたことがありますが、皆 17時には帰宅し、それぞれ自

己研鑽や家族との時間に費やしています。そのような環境であればわざわざ祝日を増やす必要もないですし、そんな

業務後の時間の使い方をすればもっと仕事も効率が上がるとおもいます。また上司の目も気にせず能率的に仕事が

できる環境を創造していくべきだと思います。 

地方と東京が融合して機能発揮 

「未来の東京」への論点の課題 18 に「羽田空港の更なる機能強化」とあるが、これに基づいて第 5滑走路を新設

する場合、到着時に都心上空を通らないルートとしてほしい。 

例えば、国土交通省「首都圏空港機能強化技術検討小委員会の中間取りまとめ」の D滑走路に並行して第 5

滑走路を新設するルート（暫定時間値 102回）にしてほしい。 

到着時に都心上空を通るルートは、住民に甚大な騒音と落下物の危険、大気汚染などをもたらし、不動産価格も

下落するため、運用すべきでないからである。 

以上を踏まえ、国土交通省や関係自治体との協議や検討を進めてほしい。 

ダイバーシティが推進され、誰もが差別されない自由がある街であってほしい。 

オリンピック競技を通じて世界中の人々と交流を持つことができる機会が提供されるので、それ以降も仕事と自分の

時間が両立できる住みやすい街を創ることで、魅力ある都市を持続して貰いたい。利便性のみを追求するのではな

く、生活の視点で off タイムも充実した街創りを目指すことで、一段高いレベルでの都市開発を実現して貰いたい。 

ヒト・モノ・カネをすべて東京に集めるのではく東京以外の地域発展におけるリーダー的な役割を期待します。 

都市計画（建築物、交通網、環境、道路等）をトータル的に考慮して、新規、改善を行ってほしい。 

・過度な開発は抑制し、自然環境の多い、住みやすい街を作る。 

・移動手段としての公共交通機関の充実と自動運転などのインフラ整備。そのことにより、交通事故防止や環境に

優しいまちづくりと高齢者にも移動手段を提供する。 

■空き家問題解決に向けたシェアハウス化 

■荒れた農地の週末開放 
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清潔で安全というイメージを維持しながら、自然を多く残し誰もが過ごしやすい街にしたい。 

バリアフリーで暮らせる開かれた都市 

世界の時差に対応できる 24時間対応の区を、設定できるといいと考えます 

小さな子どもの頃からボランティアなどに気軽に参加できるような環境があるといいとお思いいます s 

私は東京で生まれ育ち、これからも東京で子育てをしていきたいと考えていますが、現状働きながら子育てする環境

が整っていないと感じているので不安です。安心して子育てできるようになってほしいです。 

・誰もがチャンスを与えられ夢を実現できる東京にしてほしい。 

・世界の中心として、何か特色あるものを実現し、世界中の人が一度は行ったみたい東京にしてほしい。 

・老後も安心して暮らせる環境を整備してほしい。 

子育て支援について、日本のリーダーシップを東京都に担っていただき、それが全国に波及していくことを切に願いま

す。 

大航海時代から植民地を作りものを売り成長を続けていた先進国したが、すでに搾取する地域が限定化されたこと

で成長に陰りが出てきており、ポピュリズムが台頭してきた。これは世界史や時代の流れを鳥瞰すれば起こるべくして

起きたことであり、当たり前のことだと考える。 

このように、世界経済・歴史を紐解いた上で、日本とその首都である東京のあるべき姿を単なる夢ではなく、現実的

な形で考えたとき、少子高齢化（これも起こるべくして起きた）が進むことを前提にすると、多様性と先進性により

人々を引きつける必要があると考える。 

日本人ホスピタリティーを前面に打ち出しつつ、多様性を前提にした人と環境に優しい街作りを切に願う。 

老若男女がいきいきと生活できる都市になってほしい。 

高齢者から乳幼児まで安心して暮らせる、災害に強い東京になって欲しい。 

高齢者施設の充実と、子供が沢山いる家庭への支援の充実があれば、人は集まり継続して栄えていくと思います。 

すべての機能を集注させることなく、地域への種々の機能の分散化をはかり、高度に発達したネットワークを通じた管

理・強化をはかりながら、より多くの自然と空間を持ちながら住みやすい環境を創造することが望ましい姿ではないか

と思う。 

世界をリードする先進的な都市 

ITやスポーツ振興、観光において常に NO１を維持できる世界中から海外旅行なら東京に行きたいと思ってもられ

る街になってほしいです。ヨーロッパからの観光客を多く来ていただくことでさらなる発展臨めると思うので交通手段とし

てすべて日本語と英語表記が必須だと思います。ラグビー・ワールドカップで外国の方々から電車の乗り換えについて

何度も声をかけられました。又先進的な国の象徴として東京都は日本の都道府県内でもトップにあるべきなのでま

ず車の自動運転は必須だと思います。街中の清掃もきちんとしておかないと汚い街には二度と訪れないと思いますの

で街の美化にも取り組んでほしいです。 

東京は、経済・防災・環境・ダイバーシティ等、日本への貢献のみならず、世界全体をリードしていくべき重要な都市

だと思います。故に、災害等による影響によって都市機能のマヒは絶対に起こしてはならず、強靭化対策を急ぐ必要

があるものと思います。現状の時間軸では十分とはいえず、オリンピック開催を梃子に更に前倒しで進めていただきた

いと思ますし、税の使いみちとして生きたお金を使うことになると思います。その対策を進めた結果が、スポーツ振興や

高齢者・若者、女性が生き生きと生活できるマチ作りにつながるものと思います。 

子供やお年寄りが安全安心に暮らせることが最優先だと思います。 



 

 

116 

 

ビルの屋上、空間などの緑地化が進み、熱（脱温暖化）を出さない空気のきれいな都市になっていて欲しい。臨

海部分の津波対策、ヴェネチアが考えているような海底から壁が立ち上がる（何メータ用意すればいいのかは学者

の方へお任せ）地震時のための都心地下部分の強化、また道路幅を確保し、災害対応の緊急車両が入れるよう

になっていて欲しい。 

快適な生活のための人口抑制・分散、治安の維持を望みます。 

キレイで暮らしやすい街になってることを願います。 

多文化共生を軸に、従来と異なる都市機能の発揮が必要。 

人口集中を地方に還流させる施策を検討すべきと考えます。 

自然災害に強い街づくりをお願い致します 

住んでいたい、夜出歩いても安心でき、文化芸術部門では、無料参加できる街（ロンドンやパリのように美術館の

無料化）住んでいる人も旅行者も自由に往来できる交通機関の低価格化を望みます。 

自家用車を所有しなくても交通機関が充実している街 

誰もが環境問題に関心を持ち、無関心を装うことなく人とのつながりを持てる街になってることを願います。 

地方と東京を結ぶ交通網のさらなる拡充。東京都近郊の県にハブ駅を設け、ハブ駅から多数の地方を結ぶ。高速

化も実現。 

過労死などという言葉がなくなり、誰もがゆとりある生活ができるまち。 

今はいろいろと窮屈に感じる時代なので、もっと誰もが生きやすい世界になるようにあればいいと思う。 

台風や人身事故などとにかくどんな状況によっても移動手段に困らない交通網を構えるような東京都の実現。 

東京オリンピックで使用した施設を未来に向かって最大限活用して新たなスポットとして恒久的に開拓する。 

さらに働きやすくなっている社会を望みます。 

時間にとらわれない働き方や多様性がさらに考慮された未来を望みます 

高齢者でも事故なく自由に目的地に到着、道路の渋滞が発生しても、快適に目的に到着できるような自動車の

開発が進むこと。 

暗闇や女性の一人暮らしでも安心して生活ができる防犯体制が整った住空間、街づくりができている東京になるこ

とを期待しています。 

196０年生まれですが今の殺伐としたから早く抜け出し若者が生き生きと生活できる世の中にしたい 

誰もが生き生きとした社会。 

ジェンダーレスな社会。 

緑と都市の融合がなされ、古き日本と新しい技術の調和が取れた社会。 

こんな都市になって欲しいです。 

自動運転などを先進的に取り入れて、交通手段において世界のお手本となる街。 

・働き方が多様化され、通勤ラッシュがなくなる都市 

・障害者の人も安心して外出できる街 

・お互いが思いやりをもって、声を掛け合える街 

安心、安全、便利、綺麗 これからのキーワードに関して世界 No.1の都市であり続けてほしい。 
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アジアの中心であってほしい 

そのため多様なアクセス（羽田の拡充で空路整備、海運によるアクセスも整備） 

古いもの、新しいもの、文化・魅力が多様で雑多な「まち」が密接して都市圏を形成しているのが東京の魅力。多

様性を容認してそれぞれが発展する行政。東京周辺の一段の魅力開発とアクセスの確保。 

高齢化社会を迎えすべての年代の人間が住みやすい優しいそして安全な街としてほしい 

世界に誇れる、渋滞緩和を達成した交通網の構築 

単身高齢者が安心して暮らせるまちづくり 

こどもからお年寄りまで生活していくうえで不便を感じることなく、生きやすい社会・東京になってほしいと思います。 

子供を育てやすい環境になることを願っています。 

少子化対策として、子供を産みたい、育てたいと思える環境を確立していってほしい 

交通網が発達し、満員電車がなくなり、誰もが東京に行きやすい街作り。 

交通渋滞や満員電車等の問題から開放されたい。 

天候や災害に強い交通網を構築してほしい 

アイデアは書けませんが、安心して子供を産みたい・育てたい、こんなことに挑戦したいなど、将来への希望こそが

様々なことへのエネルギーになると思うので、次世代層への資源投資を真剣に考えるべきだと思います。 

もっとバリアフリーにもっと多様性を認め合える東京に。特に観光客が集まる渋谷・新宿は海外のファミリーがベビーカ

ー移動で困っている姿を見かけるのでエレベーター・エスカレーター・多機能トイレをたくさん設置していただきたい。 

電気自動車が普及すれば排気ガス、CO２排出量も少しは減らせると思う。 

安心、安全な日本でさらに発展しつづける首都東京で、自動運転は当たり前でさらにや映画でみるような空飛ぶ車

などがみられるのではないかと思います。 

海外からの旅行客が増えているのに対して、日本文化や芸術の振興はまだ不足している気がする。 

例えば歌舞伎のチケットの買い方などをもっと積極的に案内していくべきだし、アニメやマンガのイベントなども海外から

のお客様への対応を考えていく必要があると思う。 

あるいはアイドルなどのポップカルチャーをどう世界に広めていくか。 

オリンピック・パラリンピックを機に、日本らしいものや文化を見直し、どうしたら海外の方にも伝わるかを再度考えて行く

べきだと思う。 

・多文化共生が実現している東京 

翻訳機の普及により、誰でもかんたんに各国の人と交流ができている 

・交通手段が充実により満員電車がなくなる 

空飛ぶくるま、電動キックボードなど、交通手段が充実することで満員電車がなくなっている 

・働き方改革が実現 

在宅勤務や時差出勤があたりまえになり、誰もが働きやすい環境が整っているストレスフリーな社会が実現 

在宅勤務を利用してみて、当たり前だと思いこんでいた通勤ラッシュが仕事の生産性をかなり低下させることを実感

しました。首都圏全体での改善を望みます。 

災害に強い都市づくりを基盤として、障害者や外国人にも優しい都市になればと思います。 

日本を代表する街であり続ける。環境を重視し住みやすい街になる。 
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高齢者・障害者が不自由なく生活できるようバリアフリー化を徹底する 

若者が安心して働きながら子育てがきるよう保育施設の充実を徹底する 

再開発と併せて緑地拡大を推進し都民の生活環境と健康増進を徹底する 

エコ、通勤混雑の緩和や健康推進のため、自転車通勤ができるように自転車専用道路があるのが当たり前の東京

になってて欲しい。現在の道路では自転車レーンは出来ているがフェンスはないため、専用とはなっていない。ガードレ

ールのようなものできちんと分離されている状態が好ましいい。自転車の人もドライバーにとっても危険でお互い安心

して走行出来ない状況であるため、是非改善して頂きたい。 

高齢化に向けて、都立や区立の介護施設の設置や増設など、環境の整備をお願いしたい。 

避けられない少子高齢化を受け入れた上で、社会を作っていけばよいと思う。 

次の世代に希望をもって引き継ぐことのできる「安全でクリエイティブな街＝東京」を夢見ています。 

通勤通学が苦にならない各個人の事情や状況に応じた働き方が今よりも浸透している東京になっていてほしい。テ

レワークの積極推進等を企業の取組みではなく、都政として改革を行ってほしいと思います。 

出生前後への負担軽減。（費用、子供の数＜保育園の数等） 

東京で生まれ、東京で育ち、未来の東京を創り、世界に羽ばたいていくヒトを増やせる環境整備をすすめてもらいた

い。 

韓国の（主に音楽などの）国を上げた文化振興は成功しているし、広く海外にも浸透しているように見える。日本

も国を上げて歌舞伎などの古典芸能、アニメやマンガ、アイドルなどのポップカルチャーなど、日本らしい文化の振興を

行っても良いのではないかと思う。 

特に東京はそういった文化が集まっているし、例えば歌舞伎をどう鑑賞しにいくのか、この週末にどんなアニメやマンガ

のイベントが行われているのか、アイドルのライブはどうやってチケットを取るのか、そのようなことをもっと海外からのお客

様に向けて、発信していくべきだと思う。 

正直に言えば、未来の東京は「若さに満ちあふれて世界の最先端を走る」都市にはならないと思います。年齢は重

ねていても、むしろその経験と財産を活かして世界を支える役回りが求められるのではないでしょうか。 

平和な社会になればいいなと思います。 

手塚治さんが漫画で描いていた世界が現実となっている現代、車や電車が自動運転があたりまえ時代となり、交通

事故がなくなり、コンピーターが世界を動かしているかもしれません、それはそれでちょっと寂しい気もします。昭和の時

代は、隣近所、顔見知りで自分の子どもでなくても悪いことは悪いと叱れる時代、みんなで子育てすることも良いこと

だったのではと思います。 

医学が進み高齢化の時代、バリアフリーや介護にコンピーター(機械化・効率化)が入っていくことはいいことだと思って

います。 

来年のオリンピックでもコンピーターを使うことで、安心安全、みんなが笑顔で輝いていたと未来の人たちに胸を張って

素晴らしいオリンピックだったと言える大会になることを願います。 

スポーツイベントが盛んに行われて多く参加したい 

異常気象による自然災害に対しても柔軟に対応し、日々変化を遂げ日本らしさを保ちながらも近未来的な都市と

して成長し続ける。 

緑が多く環境に優しい東京になっていきたいです。 

通勤時の満員電車がなくなり、個人の家で仕事ができる世の中になっている。 
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人生１００年時代を迎えるにあたり、美術館・動物園・スポーツ施設等が低料金で使用でき心豊かでいきいきと

生活ができる東京であって欲しい。 

現在渋谷の地下に貯水槽がつくられていますが、 

立て続けに起こる水災を機に、他の地域でも住民を守る土地づくりによって、安心して暮らせる方が増えるといいなと

思います。 

世界一安全な国、世界一奇麗な街と言われてきた日本・東京が、最近ではそうではなくなってきているように感じま

す。そして、高層ビルが立ち並び、人が暮らす住居も狭苦しく（海外に引けを取る）、環境面にも、そこで暮す人々

にも優しくない街になってきています。これからも未来は、人々がもっと住みやすく、人間らしい生活が行える東京にな

ってほしいと願います。 

犯罪のない安全な街作りのため、太陽光などのエコのエネルギーで街灯や、防犯カメラをふやす。 

未来の東京は子育て家庭だけではなく、独身女性が安心して生活できる社会になってほしいです。 

生きにくい日本になっている現在を、生きやすい日本に変わっていてほしい 

災害が多くなってきている時代において、都民が安心して暮らせることはもちろんのこと、これから入国される海外の方

にも台風地震に対しても強いというメッセージを東京オリンピックをとおして見せる必要があると感じております。 

キャッシュレスを始めデジタル化が進む 

上記参考。 

世界中に情報発信する都市、世界中がこう有りたいと思う都市に東京がなってほしいと考えます。 

多くの人々が集まる大都市でありながら、これだけ安心や安全が守られていることが、何よりも貴重だと感じていま

す。 

時としてそれを脅かすような出来事もありますが、これからも小さな子供から高齢者までが安心して暮らせる都市であ

り続けて欲しいと願っています。 

今年、東京で開催された RWC により、東京だけでなく日本や世界が盛り上がっています。また、ラグビーのスポーツ

性のおかげか、「多様性を尊重し、国籍などに関わらず、互いに支え合い協力する」精神が培われたと思います。この

意識や精神を浸透させるために、子どものラグビー教室の拡大や教育（体育）への導入、ラグビー留学への支援な

どを検討してはいかがでしょうか。 

日々電車通勤をしておりますが、すでに東京都の交通機関は限界をむかえていると思います。 

それも東京都に一極集中していることが原因かと思います。 

地方は過疎化がすすみ、東京に人口が集中している状況は、トラブルや犯罪率が上がるだけでなく災害やテロに対

しても非常に危険なため、東京都が中心となり、この問題に対して取り組んでほしいと思います。 
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１．人口集中による弊害を解消 

 ・官公庁・大企業従業員の通勤期間にフレックスタイム・在宅勤務の本格導入 

 ・交通インフラ（電車）の強靭化：多少の事前災害に左右されないような対策 

２．労働人口減少対策 

 ・シルバー人材の活用：給与所得金額に関係なく年金減額を実施しない仕組み 

 ・外国人労働者の拡大：技能実習生・特定技能の推進 

 ・対企業従業員の副業の推進 

３．教育費・住居費の削減 

 ・公立大学まで教育費無償化 

 ・空き家の有効活用、UR家賃の減額、高齢者固定資産税の削減 

都心に人が集中しすぎている状況が改善させることを望みます。 

大企業などに、都下や他県に事務所や本社を作ってもらうよう推進することで、通勤電車の混雑や経済の偏りが減

るのではないでしょうか。 

過ごしやすい未来 

東京だけでなく日本全体に言えることだと思いますが、高齢化が進み高齢者の住み難い日本になっていると思いま

す。介護・年金等々の問題を東京が先頭を切って、日本全体を安全で安心して暮らせる日本にしてほしいと思いま

す。 

東京都内でも人々が集中するエリアに偏りがあって人が多すぎて移動等大変なことがあるので、エリア毎に特色を持

たせて人々を分散させて快適な東京の街作りができたらと思います。 

日常でベビーカーを使用して移動しようとすると、エレベーターの無い駅や施設がまだまだあります。車椅子を使用して

いる方や高齢者にも優しいバリアフリー化を今後も推進して欲しいです。誰もが快適に移動等ができる街が夢です。 

数年後の未来、現在の子供たちが安心して暮らせるまちづくりが必要と思います。 

子供が対象となる事件が起きるなか、大人の目が行き届いていないと感じることが多くあり、 

親が働いていて家に一人でいる子も多くいると思います。 

親との関わり、地域との関わりを深めるため、在宅勤務のさらなる推奨、地域で交流できる場を増やせる未来が実

現できるといいなと思います。 

未来の東京は江戸時代の江戸の環境や制度を参考にすると良いと思います。 

東京は江戸の良いところをさらに深く広く研究していくことが発展につながると思われます。 

・ほとんどの車が電気自動車にかわり、排気ガスのない東京 

・電線が地中に埋まり、災害に強い東京 

・自然を利用した電力に加え、核分裂原発にとってかわる核融合原発の道筋が見えて電力問題の解決がおおむね

見えてきた東京 

・空き家を排除し、排除した箇所に植物を植えて実現した、緑豊かな東京 

少子高齢化社会に対応できる環境整備に期待したい。 
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台風や地震などの災害で、交通機関が停止、もしくはダイヤ乱れがあった際、東京都が会社に対して、事前に優先

度をつけ、通勤指示をだしておく必要があると思う。 

例：A社は優先度大→交通機関が回復したら出社 

  B社は優先度中→必要な社員のみ時差出勤（交通機関回復３時間後） 

  C社は優先度小→休業  など。 

事前に国の機関が会社に対して指針を決めて置かないと、日本人の性格的に出社しなくてはいけない、と思い、優

先度の低い人も交通機関に殺到し、結局は大幅な遅延や事故が増え多くの人の時間を無駄にしてしまう。電車も

バスもタクシーもいっぱいで、空港に行き来できなかった人もたくさんいた。オリンピック中にこんな状況が続いてしまう

と、海外からの来客者に大変迷惑をかけ、東京都の評判が落ちると思う。 

東京都が交通機関とタッグを組み、対策案を考えていかなくてはいけないと思う。 

犯罪や事故などから都民を守る安全安心な東京。この世界に誇れる街をより一層安心安全で世界の最先端の都

市に変わっていって欲しい。その一翼を現都民が担えるのであれば、変革を受け入れる覚悟はあると思っています。 

少子高齢化社会に対応した環境整備に期待します。 

インフラ整備や働き方改革により交通渋滞を解消し、人の密集地域がばらつくような各地域が魅力的なまちづくりを

してほしい 

未来志向の中に、東京、日本の歴史の豊かさも活かせるようにしてほしい。過去の歴史に恥じない東京にしてほし

い 

高齢者社会だからこその地域コミュニティの充実 

情報が公開され、オープンで意見が言え、聞いていただけるような都市 

利権が一極集中しない都市 

子供達が大きな声で外で自由に遊べる都市 

風通しがよく災害があっても隣近所で助け合いができるようなると日本全体が良くなると思う 

都心に企業や住まいが集中しすぎない東京を目指したい。 

都下では、まだまだ、自然あふれる環境であり、高層ビル群のある都心とは、交通や生活面でかなりの差がある。通

勤ラッシュや人口の多さを感じさせない街になってほしい。 

都内に企業が集中しているため、満員電車に乗って毎日通勤しています。 

小池都知事が掲げた満員電車をなくすために方法の一つとしてテレワークが更に進めば良いと思います。 

日本の安全社会を維持しつつ、世界最先端の IT技術を駆使した街の実現。 

住む人に優しく、自然災害などで万一被災しても安心してくらしていけるサポート体制。高齢者だからこそ住み続け

たくなる都市機能。一方で緑を増やし、ゴミが落ちていない、犯罪が起きにくい街作りをしてほしい。 

誰もが安心して暮らせる環境になっていればよいと思います。 

（障害者の電車・バスの乗降がスムーズに行える） 
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今年は台風による降雨災害に悩まされたと思います。今回、一番話題が上がったのはダムの緊急放流についてでし

ょう。１９号の際は緊急放流の事前連絡ができており、良かったと思います。意見というには変な話なんですが。台

風 15号の時、埼玉に住む祖父母で隣接する区が避難の呼びかけにあった際、祖父母も一緒に避難しました。そこ

まではよかったのですが、しかし、午前１時くらい台風と雨が止み始めた後、周りの方が戻りはじめ、戻ってしまったの

です。河川はダムだけでなく、地面に浸透し地下水脈を通って、後から河川の水量が上がるのがあります。幸い何事

もなく終えましたが、台風や降雨災害が来る前に、そういった情報を周知して頂けれると幸いです。 

現在の日本は GDP も伸び悩み、アジア諸国や欧米諸国に経済面・デジタル面等様々な分野で後れをとってしまっ

ています。 

高度経済成長期の負の遺産（長時間労働、年功序列等）がまだまだ根深いですが、茹でガエルから脱却すべ

く、よりいっそう柔軟な働き方や、子どもを産みたいと思えるような希望溢れる社会になっていけばと思っています。 

外国人を積極的に誘致し、国際的で様々な価値観を尊重し合うことを、他の道府県に率先して取り組む都市に

なっていることを期待しています。 

逆説的ですが、Society 5.0時代の到来に向けて、東京に一極集中しない（させない）ことこそが東京の役割だ

と思います。 

・高齢者を支えるための資金（年金などの社会福祉費用、税金等）で少子化世代に負荷がかかることのない未

来 

・社会福祉制度の成熟 

安全・安心を最優先に、コミュニティを大切にし、住みやすい街を望みます。 

女性のリーダー達に対して、旧弊な考え方をする主に世代交代をよしとしない人々による阻害がなくなってほしいと思

う。 

また、人生１００年時代となるならば、もっと誰もが生きやすい社会になってほしいと思う。 

世界、とくにアジアの経済、文化のハブとして発展していくため、交通、通信、治安、治水などインフラの安定的整備

と文化、スポーツ、科学技術などが闊達に育まれるような多様性ある創造的環境をつくって魅力ある都市となる。 

住民一人ひとりが生き生きと生活できるような環境整備が望まれる 

ずっと活力ある都市であってほしい。 

世界中の子供達に、未来への希望をもてるきっかけを与えられる東京を目指したい 

世界に開かれ、多様性を重んじる未来都市を想像しますが、その持続性を確保していくためには、 

台風、地震等の災害を想定した対策を綿密に構築しなければ長期間にわたり、発展を阻害しかねない懸念がある

と思います。 洪水の際の大規模貯水施設のように、例えば人員収容のための巨大シェルター等を想定します。 

経済的な豊かさに加えて、精神的な豊かさを日本、世界に誇れる都市になるために、自分も役に立ちたい。 

子育てをする身として、どんどん都会化する都内においても子どもたちが自然の中で地域の人たちと豊かなつながりを

持ち、受験勉強などに追われず、個性を伸ばしていける環境を作っていければいいなと思います。 

多様な人種、思想、考え方、趣味が受け入れられる場所。 

世界中から様々なことを求めて人が集まるような魅力ある都市。 

生活不安のない街 
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教育環境の充実（公立中学・高校に安心して通わせられる環境） 

子供とお年寄りが接する機会が増えるといいです。 

（子供が通っていた保育園でも年１回交流会がありましたが、それが特別なことではなく 

日常的なことになると良いと思います） 

関東大震災のような巨大地震や異常気象に起因した巨大化した台風や異常に発達した積乱雲等による風水災

に見舞われても、微塵もしないような異次元の都市再構築を異次元のスピードで実現することによって全国自治体

のモデルを確立する。（新しい資金調達手法や経済的・効率的な対策手法のアイデアを企画立案するチームを都

庁内に立ち上げて、それぞれ得意分野を持つ民間企業にもアイデアを募り、参画の機会を作る。 

一極集中を避け、様々な都市とともに発展、牽引していけるモデルのような都市になっていほしい。オリンピックのおか

げで様々な場所が改良されているが、オリンピックのあとも、バリアフリーや公共福祉の面でも、多様な人を受け入れ

る動きが進むよう、期待したい。 

東京自体の進化・発展も大いに望むところですが、通信環境の飛躍的な発展が見込めると思うので、他都市との

共栄を図ることにより、日本全体が豊かになるような方向性も、是非模索していただきたいと思います。 

日本の首都、経済の中心として少子化からの脱却に向けて、保育園の充実、女性のワーキングバランスのさらなる

促進により、結果と効果を生み出す、リーダー的機能を果たして欲しい。また、経済面において、既存考え方にとらわ

れず、若者が新しい産業にチャレンジすること今より、さらに支援する施を積極的に打ち出して、若者が生き生きと働

き、高齢者にもやさしい、都市として、世界にアピールして欲しい。 

未成年者、高齢者の両者にメリットとなる公共交通機関の充足に向け、自動運転による公共自動車の拡充 

少子化から脱するためにも、貧困の問題にも目を向けてほしいと考えています。 

女性が子どもを預けやすい環境にあることや、男性も育児に参加する環境を整えてほしいです。 

転勤の有無や働く場所で給与が決まるのではなく、仕事に対して報酬を決定してほしいと思います。 

女性の役員も 30％ではなく、目指すのであれば 50%を女性とする、としてほしいと思います。 

そのためにもまずはお役所の要職に就いている人を 50％にするために環境をどう整えたら良いか、ということを考えて

ほしいです。誰かにとって働きやすい環境は、みんなにとって働きやすい環境となると思います。 

子供が大人になるまでの負担がないような、子供に優しい東京都にしてほしい 

税金を払った分は目に見えるかたちで還元してほしい。（北欧のような福祉等） 

将来子供ができたとき、今より安心して子育てできるまちになっていてほしいです。 

首都として・日本経済文化の中心地としての責任を果たしつつ、地方創生の下支えとなる役割も担うべきと考えま

す。 

バリアフリー化が進んでますが、あくまでも健常者目線で不便を感じます。高齢化が進む中で街の開発等誰もが快

適に、自由に行動できる街づくを作って欲しいです。 

都内の空き家問題とシェアリングビジネスを融合して東京都として旗をふって 

住環境に秀でた世界有数の都市としての東京を期待します 

東京という街は今でもとても生活しやすいですが、今後更に外国人観光客や移住者が増えるかと思います。 

日本人がいくら安全でキレイなまちづくりをしても、そのような人たちによってスリが増えたり、ポイ捨てが増えたりというの

を街中で見かけるたびにとても悲しい気持ちになります。 

日本人ももちろんですが、外国人に対してもルール徹底できるような何かを考えてほしいです。 

また、女性が働きやすい環境づくりをこれからもお願いします。 
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オリンピック・パラリンピックを機に、安心かつ快適に暮らせる街づくり・インフラ整備が進むとよいと思っています。 

誰もが暮らしやすく、平和な街 

街が整備され、大規模な災害が起きても安心して住み続けることができる東京になってほしい。住民ひとりひとりが、

災害に対しての意識を高く持ち、備えを各自が行い、また実際に災害が起きたら、助け合える社会であってほしいと

思う。 

テクノロジーと自然の融合 

自然豊かで、省エネ化や再生可能エネルギーの活用によるエコな東京。かつ先進技術が人々の安全を守ったり、快

適な生活をサポートするような東京であるといいと思う。 

世界に負けない最新設備があり便利な東京 

オリンピックを機会に、バリアフリー化を進めたり、福祉を充実するなど、みんなが住みやすい環境を作っていってほしい

です。 

自然災害に強い東京を作って欲しい。 

大震災発生時にも、都内ひいては日本国内の日常への影響を最小限に留めることができるような海底都市(東京

second)を東京湾に創造することを夢見ます。 

江戸川区在住です。先日の台風 19号で防災・災害に強い東京になって欲しいと強く思いました。荒川が氾濫した

ら東京は大打撃です。福祉も大事ですが、まずは皆が安心して住める街を目指してほしいです。 

誰でも安心に災害に強い都市になればいいと思います。 

ゴミが落ちていないキレイな街であってほしいので、シンガポールのような条例があってもいいと思います。 

世界共通で求めているものは「心のゆとり」だと思う。 

近代建築や超未来型都市などは、どの国でも（特に中東など）取り組んでいるが、逆に世界的にみて自然と調和

した街や高齢者が安心できる街はまだどこにもない。 

日本には自然を敬う心、愛でる心があり、またとてつもない勢いで高齢化が進んでいる。 

その日本がモデルとなるべく今後の都市開発を「心のゆとり」をテーマに構想・開発していけば、東京は世界をリードし

ていけると確信している。 

例）高速道路の地中化による景観の取り戻し 

  段差のない道路による高齢化対策 

  山手線内の自動車の撤廃（ウィーンで実施していると聞いている） 

  マルシェの活性化（コミュニケーションの活性化と農業支援および農業地域との連携強化） 

平和な東京を期待します 

多様性を尊重し、国籍などに関わらず、互いに支え合うまちを期待します 

現代社会では少子化が進んでいる一方でお受験戦争が白熱し学歴重視の子育てが実施されている。公立小中

高の学力・内容を高めていただき世の中の学歴社会を緩和していただきたい。 

住みやすい東京になればいいと思います。 
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様々な施設、設備においては高層化・地下化を促進し、地上、都心部においては緑地や公園が多くある都市の実

現を希望します。 

省エネ化や大幅な再生可能エネルギーの利用は、20年というスパンではなく、半年・１年・２年で各省庁、企業、

事業所にミッションを課し、本当に実現して欲しいなと思っています。その号令掛けは、今の都知事であれば実行で

きるのではとも思います。 

そして、酷暑や災害懸念があるためにオリンピック競技（国際試合）を他都市で、と言われるようなことのない、

様々な面で対策やネットワークの構築された都市になればと思います。 

地方創生を政府が推進する中、日本の首都（代表の都市）として様々な意味で一歩先を行った都市であること

が東京のアイデンティであると考えます。 

子供を産み、育てたいと思う人で溢れ、少子化からの脱却に成功している東京  

リモートワークの推進により、都心部へのオフィス集中による通勤ラッシュとそれに伴う低い生産性は解消されていて欲

しい。 

エコ活動を推進する 

現在は未婚ではありますが、将来的に家庭を築き働きながら子育てをする【働くお母さん】になることを夢に掲げてい

ます。しかし現状は子育てはお金がかかる、子育てしながらの労働は難しい等マイナスイメージしかありません。晩婚

化、少子化が進む中でも夢を諦めたくないという若い世代はたくさんいると思います。若い世代が明るい未来をイメー

できるような世の中になることを強く望んでいます。 

朝、満員電車の緩和が進み、快適な交通手段と働く場所が進む 

近代的なシステムと緑あふれる（人工と自然）の共存できる 目標とする場所になってほしい 

誰もが回りにやさしい東京。目が不自由な方やヘルプマークを付けている人がいれば誰かが誰かにバトンタッチしなが

ら目的地まで誘導できるような東京。 

災害の脅威から都民を守る強靭な体制を構築し、都民が暮らし易く文化的に世界を牽引するような都市を目指し

ていただきたいです。 

「世界から人が集まる街、東京」になってほしいと思っています。最近、外国人訪日者が増えて、 

道を聞かれる場面が増えましたが、案内する際に目印となるものが不足しているなど、まだまだわかりやすい標識・案

内の拡充が必要と感じています。 

また、交通網が複雑であるのが東京の難点だと思います。自動運転の実現に向けて、交通網を抜本的に整備し、

専用道路の作成をしてはいかがでしょうか。 

その他、空港から主要都市へのアクセスが他国よりも複雑かつ時間がかかるのも難点です。直通道路等ができるよ

うになれば、世界中から人が集まるのではないでしょうか。 

オリンピックを契機に東京の問題点と新たな可能性を模索し、将来に活かして行っていただければと思っています。 

とにかく通勤が大変。時差勤務や在宅勤務ができるようになればいいなと思います。 

私は埼玉県草加市在住で、子育て中であることもあり、都心への通勤は時間がかかるため、仕事を選ぶ際に選択

肢にいれることができませんでした。 

今後はそのようなことのないような、快適な働き方ができるようになればいいなと思います。 

日本を訪れた方と日本に住む人が同じレベルで生活することができればいいなと思います。 

世界に誇れる安全、やさしい、刺激のある、美しいまちになっていけば嬉しい 
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できうれば、江戸の町のような、水（運河）と緑溢れる都市になっていてほしい。手入れされた雑木林のような多様

な生き物が生息している場所が身近にあれば、そこで多様な人々が集えるのではないか。そんな魅力がある町なら、

世界中から人が集まり、そこで生活する人は自らの町を安全で助け合いながら環境保全に積極的になってもらえる

のではないかと思う。そんな町に、犯罪者を寄せ付けない力やバリアフリーは弱者を守ろうとする思いが芽生えるのだ

と思います。 

世界とのつながりを強め、情報を地方に発信していくことで、日本の活性化に繋げられるような都市になっていること

を期待します。 

本当の意味での子どもが自分の意思で未来を生きられるように 

家庭環境 保護者の心身ともに健全な生活をあらゆる面からサポート、不登校、学費、虐待 

弱者であるこどもが健全であることは、社会環境も健全であることの証だとおもうから 

世界中の人が集まる東京で、まだまだ暮らしの整備（トイレや設備）や設備が整っていないと思われる。観光拠点

がある場所でも外国人がいると懸念してしまうところもある 

台風や災害があったときも外国人は取り残されていると思った 

高齢化が進んでも、安心して医療に専念できて、若者が子育てをしやすい社会保障を整える 

多様性を尊重し、誰もが住みやすいと感じる街になってほしい。 

災害（水害、雪害、風害、地震）すべてを想定した街づくり。 

満員電車がなくない、人身事故や災害ですぐに止まらない電車網。 

太陽光の利用をもっと促進すべし 

犯罪から弱者を守るため、IT を駆使した安全エリア（通学路、公園、ショッピングセンター等）の実現 

balancing between the quality of life and the economic progress! 

空飛ぶ自動車、自動運転車、ドローン、清掃用ロボット、「やさしい日本語」の普及と義務教育の中で、英語、中

国語、韓国語、ベトナム語、タイ語、フィリピン語等で少なくとも６か国語程度は極めて簡単な日常会話や読み書

きが習得できる授業を設けて欲しい。 

誰もが希望を持ち、目標に向かって努力し、報われる世の中 

今後、ますます東京一極集中が加速すると推察します。 

定年後も東京に住む世帯も多く存在します。 

定年後に生き生きと働ける場所・環境（例えば学校の教師など）やのんびり余生をくらしたい 

場合の地方への橋渡し集団でのコミュニティづくりなどの政策を推進してほしい。 

高齢者が働ける環境の整備が必要 

高齢者は今までの経験や知識で社会を助け、若年層はパワーで社会に貢献できるように 

高齢者や障がい者にもやさしい街になることを願います。 

渋谷や新宿駅が良い例ですが、駅構内外の通路幅はとても狭く、まだまだ整備が行き届いていないため車椅子の

方や白杖の方にとっては危険な箇所が多いかと思います。 

そんな方々が我々健常者と同じように自分一人で移動できるような街に変わることを願っております。環境整備に加

えて、人々の意識の変化も重要かと思います。 

子育てや働き方改革など、他の道府県が羨んで真似をしてもらえるような制度が確立した街になってほしい。 
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未来の論点 

課題１８に「羽田空港の更なる機能強化」 

第五滑走路を新設するのであれば 

都心上空を通過しない滑走路を造ってほしい。 

「羽田空港のこれから」国土交通省のホームページ、来春３月２９日からの新ルートは誰もが納得しない筈であ

る。国際都市として観光インバウンドを望むにも、CO2削減、にも相反する愚策。 

都民は「まさか頭上を航空機が飛ぶなんて」思いもよらず。東京都知事が羽田新ルートの国策を了承し進める事は

許し難い。 

安全安心にストレスを軽減し暮らすために、東京の何処でも行けるように、東京への来訪客の方々のために、羽田

新ルート都心低空飛行を速やかにストップできる新滑走路を建設してほしい。 

建設までの期間について、ガラパゴス的な日本のみ行われている離着陸の時間を短縮し、今迄通り海から羽田へ

離着陸するよう強く希望する。 

騒音、落下物の危険性、墜落を覚悟する精神、資産下落、大気汚染、気温上昇の懸念、非常に迷惑である。 

以上を踏まえ、都心低空飛行しない第五滑走路建設を早急に東京都から国土交通省へ検討するよう、おし進め

てください。 

・多様性を尊重した都市として、企業のダイバーシティ推進の役割についても、一層推進すべきと思料いたします。 

・駅等の公共的な施設について、バリアフリー化をもっともっと進めていただきたいと思います。 

働き方改革をもっと企業に強く働きかけるべきと思います。 

日本人は働きすぎ、メリハリのある会社が増えるといいと思います。 

アイディアはないですが、自分がもっと若かったら、そういったプロジェクトに携われたらよかったなと強く思います。 

先日の台風および大雨に負けないような都市作りを期待します。温暖化が進みこれからは大きな災害も予想される

ため、危険な時は躊躇せずに誰でも会社を休めるなどの意識改革も必要と思います。 

世界中から向上心あふれる人たちが集まり、世界をリードする都市である東京を実現してほしい。 

温暖化について対策する。高速道路の標識をわかりやすくして自然渋滞を減らす。 

オリンピックで作った建物を利用しやすくする。 

AIと公共交通機関、さらに自動運転乗合自動車等を組み合わせた、ストレスなく自宅(または出発地)から目的地

に移動できる環境整備があれば住みよい都市になると考えます。 

それに加え、個人情報を侵害しない範囲での公共施設の監視と官公庁への連携･迅速に機能する警備体制があ

れば、世界中から移民を受け入れても治安を維持できると考えます。 

風災対策・景観対策として、電線の地中埋設を進めていただきたいです。 

2020年東京オリンピックを通じて、東京から、日本のおもてなし精神を世界にアピールしたいです。そしてオリンピック

終了以降も、世界からの観光客が途絶えないような、人気都市として輝く街になることを期待します。 

どんどん便利になるのはいいのですが、ヒト（特に高齢者）がついていけなくなっていると感じます。すべてのヒトが便

利と感じられる環境整備にも目を向ける必要があると思います。 
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自然豊かでスムースな移動手段がさらに整った東京が理想です。 

大企業は、まだまだテレワークが進んでいないところが多いと感じていますので、もっと国や地域から企業に対してテレ

ワークの推進について声をかけていただきたいです。満員電車がきつすぎて、それによって仕事に対するモチベーション

や想いが低減するのではと感じています。 

働き方改革といえども正社員は休暇が増えても給料は変わらないが、私のように時給で勤務している者は休日が多

くなれば、給料が下がり、生活は潤えない。未来に向かい、この点も考慮いただき正社員以外も安心して住んでい

ける東京であってほしい。 

在宅勤務などを取り組んで交通混雑対策に勧めたらいいと思う。 

少子高齢化が進み、東京の街は空家が一層増加すると思われる。 

都が主導し、その土地（空家や高層マンションの跡地）を利用して「高齢者が参画するコミュニティー」を設置し、そ

こは単に集いの場ではなく、高齢者が得意分野を活かし、自ら収入を得て生活（居住）ができる自立型コミュニテ

ィーとし、「生きがい」と「自立」と「人（若者）との接点」が得られる場「高齢者のテーマパーク」として再整備ができれ

ば良いと考える。 

例えば、コミュニティーは単なる集合の場ではなく高齢者主導のテーマパークとして、明治・大正・昭和調のレトロな

街並みとし、高齢者は経験で得た「料理」「編み物」「着付け」「大工仕事」「楽器」「絵画」「俳句」「囲碁・将棋」な

どを教えたり販売したりして収入を得る一方、若者はそこで日本の文化を学び、後世に繋げる場になればと思う。当

然ながら若者の集客を目論んで、未来ゾーンも設定し、ゲーム等で近未来を考えるエリアもあるテーマパークであれ

ば良いと考える。 

・近未来において、日本人人口が急速に減少しているものと思われます。社会インフラが地方都市では衰退し、東

京など大都市に集中してくることは避けられず、現状東京都内では抱えきれなくなるものと想定されます。千葉埼玉

神奈川などと合併し、流入人口増加を受入れられる面積の広大化が不可欠と思われます（現在のような高層化

では想定外の自然災害に対応が困難となってきているため）。３次元ではなく２次元の拡大が必要と思われま

す。 

・高齢者の人口比率が減少し社会保険料収益が好転した場合、物流インフラ整備を推進してほしい 

物流の「LAST １マイル」はどうしても人間の手で行わざるを得ないが、これからは AI を駆使しここの部分もオートメ

ーション化できれば労働者不足に対応できると思います。 

すべての子供が将来希望を持てる街となってもらいたい。地震・台風やゲリラ豪雨など必ず起きる前提で、避難施設

を見直してもらいたい。 

子供たちが気持ちよくクラス犯罪の少ない社会になってほしい。 

すべての子供が希望の持てる環境が整った街を目指してほしい。 

家庭の経済状況によらず、誰もが進みたい道をめざすことができる社会 

治安の良さを保ちつつ、国際化が進み外国の方とも一緒に働くことが当たり前のような東京になっていたらいいなと思

います。 

2番目の質問に対する回答のとおりです。 

ダイバーシティが進んだ活気ある都市とするためには、世界各国の方が自由に行き来できる環境が必要です。世界

に例を見ない交通インフラの革新をすすめるべきと思います。Maas で世界を牽引すべきだと思います。 

東京フォーラムに参加しました。あのような技術を備えた時代が到来するのを楽しみにしてます。 
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ラグビーＷ杯の日本代表の活躍に感動しました。 

東京でこのような試合を見れる機会があって本当に良かったです。 

災害に強い都市作りを期待します。 

東京は世界でも自由でぶっ飛んだ発想ができる都市だと思う。 

ビジネスの街・東京、品川など、ファッションとサブカルの街・原宿 若者の街・渋谷、下町・浅草だったり巣鴨 これら

の異なる文化が、これだけコンパクトにまとまっているのは珍しい。 

しかも、世界のなかでも安全に暮らせる街。 

そういった個性を大事にして、これからも育んでいきたい。 

また、大事にするものとは別に、変えていかなければいけないこともあると思う。 

「日本は単一民族国家」なんていうのは昔の話、日本を活躍の場に選ぶ外国人が増えてほしい 

女性が活躍をあきらめず、自分の選んだ道を進めるような育児支援、社会の体制づくりを 個人が自分の性癖、趣

味趣向を恥ずることなく、誇りを持つことができる雰囲気づくりを いろいろあるけれど、みんなが愛する東京であってほ

しい。そう思っています。 

災害が絶えない国となっている昨今、首都である東京は強く安全な街である必要があります。今後高い可能性で発

生する地震、地球温暖化により激しさを増す気候の変化。それなかにも負けることのない強く安全な街となることを

望みます。 

また、オリンピックを起点としてよりグローバルでオープンな社会になれば良いなと思います。労働環境では女性の働き

やすさにスポットがあたることが多いが、若者、LGBT、外国人など様々なところの意識の変化を望みます！ 

足が悪い人でも快適に暮らせる都市になれば良いと思います。 

東京都でマラソンと競歩が開催されることを期待してます。 

仕事柄、東南アジアの国々に行くことが多いが、常時交通渋滞の状態で大きな時間をロスし、社会的にも非効率

で大きな損失であると感じる。これらの国々の模範ともなるべく、物理的な移動を伴わなくてもテクノロジーを駆使す

ることにより大半のオフィスワーカーがどこにいても仕事をすることが当たり前の街に東京がなっていてほしいと思います。 

また、今回の台風の影響に見られるように自然災害の頻度とインパクトが共に猛烈な勢いで増加しており、温暖化

防止の対策だけでなく、現実的な自然災害への対応についても世界をリードする先進都市になってほしいと思いま

す。 

交通インフラの整備とともに、企業の地域進出と働き方改革の推進により、地域社会・コミュニティーの活性化、その

起点となる年を目指してほしい。  

これからの東京は、オリンピック・パラリンピックを境に、より他道府県や、外国からの観光客が増加すると考えられま

す。多様化するニーズに応えるべく、日常を取り巻く生活環境をより良いものにする必要があると考えております。 

来年度から社会人になり、東京で働くにあたり、このような東京の未来を実現できるように精一杯職務に励みたいで

す。 

スポーツを通じ多種多様な人材が活躍できる社会を実現すること。 

高齢化社会は東京だけではないが、特に人口が集中している東京の高齢者をうまく利用し老若ともに共生できる

街になるといいと思う。 

安全で住みやすく豊かな文化の育つ街になってほしい 

災害のない世界に誇れる都市になってくれれば良いと思います。 
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江東区・江戸川区など低地における浸水対策および今回明らかになった二子玉川等の堤防対策（その他神田

川・目黒川も同様）など災害に強い街作り。 

少子化対策は、まず子供を育てる気になる街作り。保育所等の増設が急務。 

首都高などのインフラは建設から５０年、大地震でも災害が起きない街作り。 

道路が狭くて真っ直ぐではない東京における避難経路の策定。大地震の時に避難できる場所作り。 

（通勤者全員が皇居・新宿御苑・日比谷公園に全員入れるはずがない。） 

高齢化社会に対応する福祉施設、公共交通機関の整備と、様々な人種を受け入れるための準備（安全、安心

がまず第一）を行い、若者が安心して教育を受け、結婚し、子供を産み育てる東京になって欲しい。今回の東京

オリンピックが終わったあとも大事だと思います。東京だけでなく日本国民が気持ちを一つにして、災害にも立ち向かっ

ていけるようなパワーをオリンピックが与えてくれるのではないかと希望します。 

高齢者が元気な時代、快適に働ける場所が必要だと思います。また、そこに通うための交通機関の充実かつ、わか

りやすくシンプルであること。満員電車、複雑な乗り換え、階段、改札混雑など、鉄道だけみても、高齢になるほど通

勤が困難と感じるので、交通機関の充実や労働時間の見直しは大事だと思います。若い世代が、長く希望を持っ

て仕事ができる環境を作って欲しいです。 

日本では先進国の中で、比較的 ICT活用に遅れが出ているといわれています。そのため、東京都が先頭に立ち、

企業や自治体・国と協力しながら AI、IoT等の活用を推進して欲しいです。その結果として、都民の利便性向上と

経済活性化を実現して欲しいです。さらには日本がアメリカと並ぶような IT大国と評価されるまでに発展して欲しい

です。 

羽田新ルート絶対反対！！ 

東京を中心に日本全体が好景気となっていて、社会保障や年金が充実していて、どの世代も将来の不安がない社

会が理想です。仮想通貨だけでなく、観光もバーチャルで体験できるようになっているかもしれません。現実の商品の

必要性や体験の重要性を訴えていく必要があると思います。また、東京都は、いろいろな文化を取り入れ、区内や

都下で特色ある地域づくりを指導して欲しいです。 

昔のイメージを払拭させるため再開発後地名を変えたために元の土地の形状がわからなくなっており、この間の台風

で水害の被害が発生してしまった。 

再開発するときに水害などといった自然災害のことを考え、皆が安心して暮らせるような街にしてほしいです。 

また、西武線などは電車が未だに下を走っているので、開かずの踏切などがあり渋滞も発生している。渋滞を回避す

るために全部の電車が上を走るようにしてほしいです。 

高速道路、橋、水道管等の老朽化問題に積極的に取り組み、大地震や自然災害に備えて 

安全なまちづくりをしてほしい。 

いろいろなことをするのに費用は掛かると思うが、東京は日本の中心なので街づくりにしても費用が掛かることは仕方

がないと思う。外国人や障がい者、他いろいろな人たちが楽しく毎日を過ごせるような未来になっていればいいと思

う。 

子供から高齢者まですべての年代の人にやさしい都市であってほしいです。 
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「動物・子ども・高齢者・外国人、すべての生き物が平等で共生できる街」 

東京に限らず、今の日本には昔からの差別が色濃く残る。例えば、職場での男女の差別。 

男女雇用機会均等法がありながら、今でも女性が雑務をやるのが当たり前な社会。 

また災害大国である今、被災時には企業での BCP策定は進みつつあるが、ペットはどこに避難するのか？と行ったと

きに自治体での受け入れ体制がまだまだ整っていない。むしろなぜ人より先にペットの命のために食料を支給するの

か、と疑問を持つ人も多い。 

このような自分主義で他人の価値観を受け入れることを嫌がる日本人の考え方を変えるべきだし、それを東京から

発信していくべきである。 

交通機関の便利性、ラッシュや遅延などないストレスフリーな環境。 

スポーツ施設の開放、スポーツ観戦やスポーツに参加するのに躊躇しない環境。 

犯罪を減少させ、子供、高齢者等の弱者が安心、安全で暮らせるまちづくりの推進 

日本の首都として、多様な情報が集まり今後も東京で働き続きたいと思える都市づくりや働く環境の整備が整って

いる未来を期待します。また代々その良さを受け継いでいける世の中であってほしいと思いますし、自分もアイデアを

発信してゆける存在として貢献できたら嬉しいと思います。 

東京都外からの通勤混雑がより緩和されるようなアイティアがあればと思いますが、 

なかなか思いつきません。 

企業がシフト勤務、在宅勤務、シェアオフィス等、より活用できるように 

東京都が指導していだだくことも必要だと思います。 

・有用なレガシーを残せるという前提で話を進めるのは如何なものかと思います。 

・暑さ対策として「午前三時から」「かぶる傘」「打ち水」といった根本的ではないその場限りの解決方法ばかり模索す

るのは如何なものかと思います。行政内の政治などに惑わされず、きちんと根本的な解決策を取るべきではないでし

ょうか。 

・五輪開催に必要なスタッフをボランティアで調達するのも如何かと思います。働き方改革も勿論ご存知とは思いま

すが、適切な労働には適切な対価を払う姿勢をきちんと行政から見せては如何でしょうか。 

・新国立競技場でザハ・ハディド案を廃案としたことは残念に思います。 

子どもたちが、過ごしやすい東京になっていて欲しいです。 

教育、レジャーなどの施設をもっと増やす。 

港区は子供が元気に野球など球技をする公園がありません。増やしてほしいです。 

災害の脅威から都民を守る強靭さがありつつ、豊かで美しい東京になっていてもらいたい。 

人生 100年時代に向けて、まだまだやる気も元気もある 50代、60代がやりたかったことにチャレンジできる東京に

なってほしいです。 

現在、わたくしは 50才代ですが、まだまだこれからも働いて社会に貢献したいし、年金だけで貧しい生活をしたくない

です。人の役に立ちたい、ずっと現役でいたい、自分らしく生きたい、仕事は生きがいでもあります。20代のころなりた

かったＣＡ、今だからやりたくなった看護師や公共の福祉に役立てる公務員としての仕事・・・すべて年齢制限があ

り、今からできる仕事は派遣社員やパート、正社員になることがとても難しいです。20代や 30代にはない情熱や経

験があるのに、やりたい仕事につけません。年齢とともに地位もひくくなり、給料はわずか、差別を受けている世の中に

息苦しさを感じます。いろんな世代が仕事をして、いきいきと共存できるような社会になればいいな、と思います。少

子高齢化は進みます。高齢者にもどんどん仕事をください。 
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東京を学びの都として、学びたい若者への積極的な援助を行って欲しい。 

今でも成績優秀な学生を優遇する制度は存在していますが、成績だけで測ることが難しい 

非凡な才能を持った若者を救える仕組みを導入して、天井の見えない成長力のある都市を 

目指して欲しい。 

高齢者の自立した生活を維持できる環境をもつ東京 

できることは自分で、できない事は支援をうける 助け合える環境をもつ東京 

キャッシュレスや IT化が進み、テレワークやテレビ電話等が街中の至る所でできる 

日本の首都として、多くの人が共存しやすい環境であってほしい。老若男女、思想、人種等価値観の多様性を認

められるような大きな器であってほしい。 

また、いまの東京では時間の流れが早すぎる。もっと働き方改革等推し進めてほしい。 

高度な都市機能だけでなく自然公園や緑化等、自然と共存・環境に配慮した人に優しい都市として世界的に発

展して欲しいと思います。 

東京中心地からの放射状の利便ではなく、南北の動きに対応した道路、交通網の整理された全方位の環境整備 

住みやすい東京を目指してほしいです。 

誰もが安心して生きられる環境、仕事や教育、医療の充実。幸せな老後がおくれる制度、施設の構築を望む。 

災害対策は必要だと思いますが、人口が減少していく状況では、巨額を要する施策についてはこれまで以上に費用

対効果に留意する必要があると思います。 

例えば、洪水対策としてダムや堤防を整備したとしても、想定を上回る災害が発生する可能性は決してゼロになりま

せん。浸水リスクの高い地域からリスクの低い地域への移住を促進できれば、長期的な視点からは有効であるといえ

る場合もあると思います。 

・まずは自然災害大国でありながら、被害の少ない強靭な街を望みます。 

・単に目新しい技術、話題、人が集まるだけでなく、それらを受容できる価値観が醸成された街であってほしいです。 

・オリンピックはきっかけでしかないかと思うので、オリンピック終了後にも引き続き政策や取り組みを継続してくれる政

治であってほしいです。 

暑さ対策、マラソンコースの道路が工夫されていると聞きましたが、効果があるのであれば全ての道路に施されるとい

い。とても便利な東京ですが、ますます高齢化社会にもなり、また子育てのサポートになるためにも一休みできる空

間が多くあるといいです気軽に運動ができ、安全な公園のような広場のようなところがたくさんあるといい。 

首都機能の分散、在宅勤務の推進による交通渋滞の緩和 

どんな言語の人でも生活できるような多様性のある街になればよいと思います。 

災害に強い防災対策・インフラが整備された東京を期待します。 

また、交通手段も空を活用した移動手段が実現する事を期待します。 

スポーツ文化が根付き健康的な生活を送ることができる街 

障害のある方も高齢者や様々な価値観を持った方や外国人な多様性に対応できる安全・安心な都市 

。そして交通インフラの整備に向けや自動運転の進化。さらに災害に強い都市機能（分散）課題は山積していま

すが、世界一魅力ある未来都市を目指したい。 

多様な民族が快適に暮らせるダイバーシティの街をめざす。様々な文化・思想・民族の英知がTOKYOの経済的な

基盤をより強固にするとともに、安全で暮らしやすい街を実現。世界に冠する街になってほしい 
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furukiyoki,nihonnobunnkawonokoshi,nihonnodenntouwo,sekaini,hasshinndekirutokyo,wo 

mezashitehoshii. 

zeikinnwo denntouwokeisyousurutaneni tukatte hishii 

少子高齢化が進み、ゴーストタウン化や空洞化が問題になる等、近代都市として、さまざまな問題が発生すると思

います。 

そんな中、高齢者が住む地価の高い土地が、若者が住みやすい環境や地価となるよう、取り組んでいただきたいで

す。 

他の先進都市のモデルになるような住みやすい街になることを期待しています。 

このようなアンケートの取り組みは初めてで、面白いと感じました。 

交通整備。満員電車の解消。 

東京にとってはマイナス思考かもしれませんが人口分散が日本にとって必要なのかもと考えています 

首都は東京であるべきとは思いますが地方創生を考えた東京であるべきではないかと感じています 

駅の混雑がかなり酷いです。 

障害のある人が通勤して働くにはかなりのハードルがあります。 

ヘルプマークをしても、なかなか座ることが出来ません。健常者の人も、ラッシュを避けるために工夫しているため、なか

なか、難しいところがあります。 

もう少し都市部の賃貸が安くなると通勤時間が減ると思います。 

都市部の空き家を使えば家賃も抑えられると思います。 

空き家は持ち主がわからないと何も出来ないですが、何年かたっても、回答がなかったら工事はするべきです。 

エレベーターは増えましたがエスカレーターが少ないなと思うことがあります。 

エレベーターだと、ベビーカー優先と思いなかなか乗ることが出来ません。 

地下鉄は特に階段が多いため改善して欲しい。 

世界各国から労働者が集積し、多様性のある都市となる可能性が高いことから、ダイバーシティを意識した教育が、

多様性を認める社会により近づくと考えます。 

多様性があり持続可能な日本の首都として、環境的にも文化的にも最先端のまちづくりを期待しています。 

廃棄食材をなくす、リサイクルをより一層活性化するなど資源を大事にする都市になるといいなと思います。 

高い生産性を誇る、世界の商中心地であって欲しいと思います。 

観光特化して通勤する事も無く 

当たり前のようにテレワークできるような環境があったら夢のようですよね 

それが実現できれば少子化に関しても解決できるんじゃないですかね 

やはり通勤時間は無駄だし勿体ないですよね 

便利であるだけでなく、住みやすく災害にも強い都市にしてほしい。 
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第一に、ITや AI、ロボットの活用によって、危険な仕事や厳しい仕事をサポートし、どのような仕事であってもやりが

いをもって働ける東京都になってほしい。 

例えば、介護の現場において IoT技術をより普及させることで介護士の方の負担を軽減することや、自動運転技術

やドローンの普及によって、厳しい労働環境にある運送業界の負担軽減につなげるといったように、厳しい労働環境

にある仕事を最先端技術によってサポートしていく社会となってほしい。 

第二に、AIやビッグデータの活用によって、人々の助け合いがいっそう進む東京になってほしい。例えば、人材バンクと

AIを連携し、ボランティアがしたいと考える人材と助けを求めている人材を適切に、迅速にマッチングすることで助け合

いの風土が高まっていってほしい。 

人口集中の分散を図っているスマートな都市 

水害の無い街づくりお願いします。 

東京一極集中の緩和 

人が分散しないと住めない。 

文化やエンターテイメントの充実 

羽田空港の周辺をさらに開発し、衣、食、ふれあいの里等、集団と個人の思いが互いに共存できる都市空間をつく

って欲しい。城南島海浜公園のような場、あそこはもっと整備されるべき良き場所であり、あのような施設を広範囲に

造ってほしい。 

サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を現実的に融合させた世界の中心都市 

未来の東京は、人々が自らの想像する理想を自由に実現できる、画期的でポジティブなものになっていてほしいで

す。また、世界一の災害大国日本では、人々は、近年未曾有の大災害の脅威にさらされながら生活しています。

災害に対する不安を感じることのない、安全で暮らしやすい社会を望みます。 

成長と成熟が両立し、大きな格差が生じない未来を期待します。 

日本と言えば治安の良さ。 

未来の東京において、IoTや AR の技術を用いて、世界一安心安全な街作りをしていただきたい。 

他国に比べ、勢いを失っている日本を先導するような先進的な都市になってほしい。（機能面でも文化面でも） 

肢体不自由の方のために各施設ごとのエレベーターの普及や、障害者理解推進活動を各企業ごとに、自治体を通

してより多く、年齢層を問わず広げていくべき。 

自然と共存する、潤いと癒やしを感じることができる高度な都市機能を持った東京 

豊かな文化を発信する東京 

世界的な都市のひとつとしてより発展した東京であり、すべての人にやさしい都市となることを望みます 

守られてる東京を感じる。緑溢れる東京であって欲しいです。 

自然も人も共存できるまち 

首都圏の交通渋滞緩和に向け、本格的な時差出勤や在宅勤務を積極的に推進して欲しい。 
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・現状、不活性な街が都内区部でも多いと思います。 

 人を呼び、活性化させる工夫が必要。 

 そのために、不活性な街には思い切った行動が必要です。 

 使っていない都所有の建築物（学校・公共施設等）を区分割で極めて低額で賃貸し人を呼ぶ。 

 地域別に芸術特化した街や商業に特化した街を作り、その周囲の商店を活性化させる。 

・若い人が集まらないと活性化しないので、若い人を集中的に集める工夫も必要。 

 飲み屋やパブ的な商店も必要です。型から突き抜けた思考で全体のデザインをしてほしい。 

・高齢者施設を充実する前に、高齢者も若い人も共生できる地域作りが必要だと思います。 

 それながないと都内ではスラム化現象も発生するのではないかと危惧しています。 

社会的課題を一つ一つ解決していける社会 

人、モノ、金が東京に一点集中しない未来が来たら良いと思う。特に人が多すぎる。 

高度な都市機能と豊かな自然の両立する街、どちらか一方ではダメで、両立が必須。 

自然災害が増加しており、対策が急務。停電に対する対策は早急な手当てが必要と考える。また、都市部の治水

対策は、貯水施設の整備が有効ではないかと考えている。有事の際は人々の安全を確認、確保したうえで、地下

施設を臨時貯水施設として使用するなど。 

地震・台風・洪水・高潮（津波）等の自然災害は必ず発生します！ 

自然災害への備えはどんなに行ってもこれでよいという基準（ゴール）はありません。 

常に従前の想定以上の災害が発生すると考え、可能な限りの施策を実施して都民が安心して暮らせる街を作り上

げてもらいたい。 

先日の台風 19号では、長年取り組んできた環７地下河川等の設備が機能して水災を免れた地域が多数あっ

た。今後も莫大な予算がかかろうともこのような備えを継続していただきたい。 

特に荒川・江戸川等の氾濫による下町地域の水没に対する備えを充実していただきたい。 

子どもたちが安全で安心に過ごせる社会を望みます。 

世界のどこよりも働き方に溢れ、色々な国籍、年代の人が自由に交流を持つことができるような都市になってほしい

と思います。 

山手周辺と若干離れたサテライト地区（八王子等）が通信インフラで接続されて、サテライトの生活拠点が業務・

私用ともに充実した生活ができる集合体としての東京。 

経済や政治の中心でありながら、人が集中しすぎない都市になればいいと思います。 

保育所、学校、地域コミュニティ、障害者施設、高齢者施設の相互交流を推進し子どもから高齢者まであらゆる世

代交流が認めあい、理解しあえる街 

安全で住みやすいまちづくり 

無電柱化が進むと、災害だけでなく、景観もよくなり、道路の安全性も高まるので、無電柱化が進み、安心安全で

きれいな街であって欲しい。また、東京湾の漂着ごみに対して、ゴミを拾うボランティアの継続だけではなく、もっと積極

的に海を掃除する方法を検討し、機械を導入する等都で入札をを実施し、新しい知恵で美しい海をアピールして

行けたらと思います。 

暮らしやすく、働きやすい街づくりを進める一方、従来の東京のイメージを壊してほしくはない。 

ゴチャゴチャな街のイメージなど。それを、海外の人にセールスポイントにできたら。 

また、省エネ化や再生可能エネルギーについては、思い切った改革を期待します。 
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バリアフリーなど、誰しもにとって暮らしやすい街になってほしいです。 

高齢者だけではなく、子供や若者が将来を悲観せずに希望をもって過ごせるような都市になってほしいと切に願いま

す。 

特に災害に対する強靭な土壌づくりを最重要課題としてお願いしたいです。 

世界に誇れる先進的な都市であることはもちろんのこと、米シリコンバレーのように起業家が集えるような特区がある

都市。 

また、大胆な税制優遇等で富裕層の海外流出に歯止めをかけるとともに、全世界の富裕層が東京・日本を目指

すようなことも必要では。 

東京一極集中の排除を東京から発信し、全国都市圏、地方創生を実現しながら 

混雑や人口集中等によるひずみのない首都圏を実現すること 

若者に金が回らないのは、派遣社員・契約社員といった仕組みができたからです。短期のアルバイトやパート以外は

すべて正社員として、企業はしっかりと若者にも賃金を支払うべきです。 

企業ばかり優遇する社会は、一握りの金持ちと貧困層に二極化して、中流階級が育ちません。以前の日本は中流

階級が多く存在していましたので、富の再分配がうまく機能して、皆がそこそこ幸せでした。 

未来の東京には、是非、中流階級を増やす旗振り役として機能して欲しいと思います。そのためには、まず、東京都

は率先して派遣社員・契約社員といった働き方を条例で禁止してもらいたい（希望者は全員正社員になるという

意味です）。そして日本から派遣社員・契約社員を根絶すべく、国に働きかけてもらいたいと思います。 

超高齢化社会に向かう日本は、それを支える若者や中堅社員をリッチにしなければ、社会そのものが持ちません。

東京都は、是非その旗振り役になってください。 

福祉が充実し「弱者」が安心して暮らせる・生活できる街であることが必要です。安心・安全が世界に誇れる街にし

ていただきたい。 

テレワーク・フレックスの定着化 

便利さより自然や動物との共存、スローライフよりな生き方や社会を豊かであるとする値観の変換。スピードや量では

なく価値のある生産性。高度成長から一つ先の先進国のスタイルのモデルとなれるよう意識改革をすべきと考えま

す。それにより、ライフの充実、皆が豊かな心で子供を育て、高齢者が活躍し災害等にも強い都市、人間が長期的

に育てられると考えます。 

・子供のための施設（保育園・幼稚園・児童相談所 等）の建設が反対されない社会の実現 

・地域のコミュニティが機能している社会 

・地域のコミュニティが機能して、家庭単位じゃなく地域で子供を見守れる社会の実現 

高齢者の核家族がプライバシーを確保しつつ近隣との繋がりを保ちながら安心して生活ができる高齢者住宅の整

備。もちろん年金所得の範囲内でかつ余暇を楽しむ生活費の余裕が持てるように工夫が必要。 

最近、東京に人が集中し過ぎていると感じます。東京が魅力的な土地であることは喜ばしいことですが、少子化の

中で地方が衰退してしまうことは国全体の問題であり、人を受け入れるだけでなく人を都市集中させないことを発信

出来るのも東京の課題として意識を持つべきではないでしょうか。 

・さらなる東京都の発展を望んでいますが、過疎化が進む県へのサポート・支援を行ってほしい（大都市への集中が

進まぬように） 

・自然環境に率先して取り組む東京都を望みます。都民の意識改革・地域の環境保全等をおこなってほしい。 
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お年寄りや子供が安心して生活できるまたは充実した人生を送れる都市になってほしい。 

お年寄りであれば、心も体も健康が継続できるような仕組み 

子どもであれば、可能性や未来・夢が持てるような、世界にはばたけるような、そんな期待ができる都市になってほし

い。 

交通事故死者ゼロを目指して、自宅のリビングにいるような快適な移動手段で、行き先を設定して目的地まで到

着できる社会の実現 

高齢者が増えていく中で、今後、交通手段・物流が鍵になると考えます。 

東京都の交通手段、またはサービスの利用方法（宅配技術）が発展し、都民の足の活用法が全国のロールモデ

ルとなるよう望みます。 

（また個人的に、東京の路線は海外と比較すると非常に表示がわかりにくいと感じますので、改善が必要だと思って

おります。オリンピックを機会に、AI技術を用い、初めて訪れた人でも一瞬で認識できる表示が増えることを期待いた

します。） 

障害者の方々も生きやすく、今や増え続けている精神疾患を持つ方が減り夢や希望が持てる東京…いえ、日本。 

それを叶えるにはどの世代の方々からも理解が必要。 

難しいのは分かってますが、虐め･虐待が減り安心して住める場所にして頂きたいです。 

私のような小学低学年から虐めを受け、高校 1年から今現在も心療内科に通い続ける方が少しでも減りますよう

願ってます。 

１ 誰もが安心して暮らせる都市 とうきょう 

 (1)  高齢者・障碍者が安全に活動できる環境作り バリアフリー化の推進 

 (2)  交通弱者への配慮 

 (3) 自宅で暮らせる条件整備を進める。 

２ 外国人との共生を実現する都市 TOKYO 

 (1) 多言語表記の充実 

 (2) 外国語教育の充実 自分の考えを外国語で伝える 

 (3) 外国人が安心して暮らせる町作り 

３ 歴史と文化を発信する都市 東京 

 (1) 国際都市としての価値を再認識する取り組みの充実 

 (2) 高校生の活動を支援し、活用する。 

４ 環境先進都市 トウキョウ 

 (1) 自然エネルギーの活用 

 (2) きれいな水の維持 

 (3) 美観の推進 

 今まで述べた取り組みを柱として、2040年に世界一の国際都市東京を目指したい。 

ヒト・環境にやさしく、多様性を兼ね備えた世界中の人を惹きつける都市になってほしい。 

地震津波対策をもっと進めて欲しい。 

住みやすさ、本当の豊かさで世界一を目指すことを軸として、どの項目でも世界一番になることが夢です。よろしくお

願いします。  
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多様性が求められている今世界中の人が集まり、多様な文化を理解し合えるためにも幼い頃から日本だけでなく

様々な世界の文化や人を知る機会を増やすことで、多様性のある未来の東京ができると思います。 

住みよいまちになって欲しいです。 

東京は、世界で１，２を争う程の大都市であり、利便性はもちろん東京では欲しいモノは何でも揃い、あらゆること

の最先端があり、大変魅力的な都市となっています。 

しかし、これからの日本の人口減少は東京でも同じであり、空き家問題などもさらに深刻化してくると思われます。 

そこで、商業エリアと居住エリアを分け、居住区は従来から人々が暮らしていたような宅地で暮らすほうが、災害の被

害が少ないのではと思います。ベイエリアのタワーマンションも気候の良いときは素敵ですが、埋立地だったり、最近の

災害の多さを考えると不安もあります。 

これからは、安心して暮らせるということを意識した都市づくりをしていくと、先に述べた東京の魅力に住みやすさも加

わり、そうなると是非東京に引っ越ししてみたいと思います。 

デストピアよりユートピアを望みます。今後しばらく続く少子超高齢化社会。ここ数十年でさらに悪化した格差社会。

それらを緩やかに解消するために利用すべきは企業の内部留保なのではと思います。 

では内部留保をどのように使うか。企業の福利厚生等に使うのが妥当と思われます。最大多数の最大幸福の視点

からまた人財育成からも企業は従業員にあらゆる援護をすると良いのでは。単身・扶養無関係に住居費の補助、

食事代の補助、教育の補助他、考えうるあらゆる補助を講じれば給与の金額とは別の側面から求職者にとって魅

力的な企業となり働き手の確保につながります。企業の内部留保を従業員の福利厚生等に転化することにより従

業員の生活の下支えとなり生活の負担が軽減されることにより個人消費が伸びると考えられます。 

従業員（労働者）＝消費者なのです。ただしこの取り組みは各社が個々でしてもうまくいかないと思います。 

社会全体の共通認識として行われるべきと思います。こうして緩やかに格差を解消していき、人生に過度の不安を

抱かず生きていける社会になれば数十年後には少子化が解消され、人口も増えていくと思われます。 

人種や年齢層を問わず快適な街としての東京になればいいと思います。 

住環境が充実した街づくり、景観も美しく保つためにひとりひとりが地球を大切にする意識をもち小さなことから積み

重ねていく社会になってほしい。ゴミを捨てない、歩きタバコ禁止など単純だけど守れない人が多いのが現状なので社

会全体で当たり前のことになるよう働きかけをしてほしい。 

平和で住みやすいまちづくりを期待しております。 

災害に強い東京、人に優しい東京 

道徳を教え・学ぶ環境がつくられ、助け合って暮らすのが当たり前の世の中になっていることを願います。また、医療の

発達を切に望みます。 

・デジタル技術を活用した教育構造の改革。 在宅教育が可能となり、学校に通わなくても教育を受けることができ

るようになる。生徒一人ひとりにあったオーダーメイドの教育カリキュラムの設計による人材育成。学校での教育も最

適化され、教員の負担が減り、いじめ問題がなくなる安心して学校に通える。  

・働きやすい環境の整備及び働き方に対する抜本的な改革。 女性が扶養や子育てによる働く時間・収入の制限

がなくなり、女性がもっと自由に働けるような環境整備。男性は残業ありきの働き方から解放され、自己研鑽や家

庭・プライベートに使う時間が増える。働く時間・場所に取らわず、自由に選べるようになる。（長時間通勤がなくな

り、東京はもっと移動が快適になる） 

スポーツ・文化が充実するとともに、安心とゆとりのバランスが取れた住環境が実現されていることを希望します。 
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東京に１点集中してしまうと利便性は向上するが、生活費（居住費など）が高騰することになる。 

そのため、東京と同じような役割を果たす都市を複数設置していく必要がある。 

安全で老若男女すべての人々にとってくらしやすい街。 

最先端であるよりも古き良きものを大切にした街づくりを。 

スウェーデンやデンマークなど、税率は高いが医療費・教育費・出産費用が無料など、もっと国民に優しい？（国民

が幸福に感じる）制度を充実させたらいいのではないかと思う。日本は年金が払われない可能性があるなど富裕層

以外は高齢になるにつれての不安要素が多々あるように感じる。 

日本は幸福度ランキングは５８位。一国民としてはもう少し順位が上がるといいなと思う。 

災害に強い街、子供から高齢者まで豊かに暮らせる東京になってほしいと思います。 

高速交通網の発展により首都機能を郊外へ移転し一極収集中化を避けるまちづくり 

通勤帰宅ラッシュのない街。どの住宅からも徒歩圏内に駅（電車）がある街。 

先日「今までにない」と言われているような強い台風（19号）がありましたが、東京は近隣の県に比べてそこまで甚

大な被害もなく、強靭な街であるなと感じました。自分が今勤務している会社も含め、都内に本社を持つ会社は多

くありますが、何かあった時に本社が機能しないと色々と立ち行かない場面が多くあると思いますので、是非今後とも

東京には災害に強い街であることを求めます。 

グローバルな都会の良さを活かしながら安全な地域を維持してもらいたい。外国人の増加を遮らず共生できる仕組

みやインフラを拡充することで、個人生活の充実と都市の魅力増しに繋がる施策を期待します。 

来年の東京オリンピックマラソンが今更この段階で、どうなるのか、ほんとうに、気がかりです。チケットには、はずれてい

ますが、唯一チケットがなくても、都内に住んでいるので、みにいける競技かなとおもっていたので、ほんとに、がっかりで

す。小池都知事も非常に、困られていると思いますが、マラソンが東京でなくなるのは、オリンピックを東京開催するこ

との意味がなくなり、なんだか、開催前なのに、オリンピック熱が完全に、しらけてしまいます。お金の問題も、あとで、

東京に追加で払えといわれても、税金がそこに使われるのは、納得いきません。日本は、台風などの被害も受けてい

る中で、そのようなことで、無駄に税金を国も都も、決して使ってほしくありません。朝５時からスタートそれで、いいと

おもいます。テレビ中継だって、夏のその時間なら、太陽がではじめてます。決定事項だからと、一方的に都知事はじ

め、都民を無視して、決まり事だからと、札幌開催となるのは、絶対に納得がいきません。許せないです。 

そんなことなら、すべて、東京でやるのは、おことわりだと、こっちから、海外のお偉いさんを、つっぱねたい気持ちです。 

利便性もありつつ、緑もある東京の街が理想です。 

昨今の台風に見られるように想定外の自然災害が毎年当たり前のように発生すること、首都直下型地震の発生が

近年予測されていることなどを踏まえ、万全な治水対策やインフラ点検・整備が計画的に実施され、安心して暮ら

せる災害に強い都市となることを期待します。 

文化の醸成が関西地区と比べてイマイチかなと思っております。 

阪急沿線の独特の醸し出す文化は関東になく、住民一体感となった文化の発信（宝塚などはいい事例）はこれ

から先の東京にも必要な気がします。決して真似するわけではなく、東京に住むことに誇りを持つものがほしいです

ね。 

２４時間以内に災害地域の支援体制ができる環境。（テントやベッドが災害地域に設置ができるようになる） 

恒常的に残業を重ねなくても社会が回るようになってほしい。 

東京オリンピック楽しみにしてます！ 
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オリンピックレガシーを仮ではなく残して欲しい。 

無計画で安易なタワマンの建設はやめていただきたいです。 

２０代に幅広いチャレンジの選択肢と、働き方の多様性がほしい。 

遊びの選択肢・仕事の選択肢はそれぞれ多いが、ワークライフバランスが取りにくい。 

２０代が働き詰めの場合、晩婚化が進み少子化に拍車がかかる。 

不妊に悩む３０代が多すぎる。 

災害ばかり起きているので、河が氾濫しない事や高温などから、東京を守ってくれるような事を考えてみたいと思いま

す。 

・女性活躍が進み、共働き世帯が増えているが、専業主婦世帯が一定いる。 

・人口増加が続き、待機児童がいることや、一部の都市に人口が集中している。 

人口が増加することに伴って様々な問題をかかえている（かかえることになる）が、全ての都民、東京に訪れる人に

とって、快適でストレスフリーな東京になってほしいと思います。 

また、最近災害が続いていますが、災害に強い都市であってほしいと考えます。 

都内の交通といえば電車ですが、電車に集中している傾向があり、朝は特に満員電車が苦痛です。 

様々な交通機関が発達し、利用者が極端に集中しないといいなと思います。 

世界に誇れる文化発信の街としてさらなる発展をし、次世代につなげられる東京でありたい。 

人が集まる都市は魅力的だと思いますが、最近の渋谷のように、イベントがあるたびに集まって騒いでいるような状況

は望ましくありません。単に人が集まればいいというわけではないと考えます。 

・ラグビーW杯であったような屋外ヴィジョンを常設 

・観光客とのコミュニケーションできる場所を上記のような常設施設をつくることで、案内人（高齢者）の仕事を増や

す 

・J リーグのように地域を細かく分け、観光客とのつながりをつくる 

 少人数による小さなコミュニティーを旅行会社とタイアップして作る 

・東京はいつまでも日本の最先端都市でい続けてほしい。 

 最近では外国人観光客の地方都市への旅行も増加しており、喜ばしいことだが東京の魅力ってなんだろうと考え

させられることもあると思う。 

・今後の東京はスマホなどのデバイスもなく、身体ひとつあれば何でもできるような都市になってほしい。例えば、電車

も交通系 IC カードも不要で通り抜けた人を認識して、何らかの決済方法で乗車料金を支払えるとか。買い物もか

ごにものを入れて店を出たら自動で計算されてお金を払えるとか。そんなハイテクな東京になってほしいと思う。 

・ただ、ハイテクになりすぎるとコミュニケーションがあまり必要ない世の中になりそうなので、そこは地域のつながりをもて

るような場を設けてほしい。 

こどもたちに安心と安全な生活環境を提供するために今回のオリンピック・パラリンピックで利用するインフラを活かして

ほしいです。 
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未来の東京は、これまで以上に「日本の、世界の憧れの都市」を目指して頂きたい。基本は「安全安心」が第一。

特に自然災害による被害を最小限に留める最新の機能を整備し、世界のモデルになっていて欲しい。また流入する

雑多な人々をどう受け止めるのか(住居の確保、移動手段の整備、教育機関の整備、雇用環境の多様化など)を

よく考える必要がある。地方の衰退、犯罪の増加問題、貧困問題などをどう解決していくか。地方に東京の技術や

知恵を還元し、地方の暮らしの充実を図り一極集中の人口増加は抑える必要がある。それには交通のさらなる整

備、地域の安全の確保も必要。 

その人毎の特技や特性に合う役割を与え、皆が生きがいをもって東京の生活を守る仕組みを考えていけるといい

(自治会活動などをより組織化し、権利を与え、それにより収入も得られる仕組みができれば…。自分の街、自分の

安全を守るための活動で且つ自分の特技を生かし、多少なりとも収益もあればすすんで行ってくれるのでは。) 

今の自分が感じている幸せが、子供や孫などにも引き継がれますように願います。 

日本がいかに恵まれた国で、平和で過ごすことが出来ているかを感じ、考えるようになるために、年代を超えた多世

代の交流がもっと自然に行われていると良いと思います。 

電線の地中化。緑地増加。 

便利で安全に暮らせる都市 

田舎から出てきた私としては、いつまでも憧れる街、東京、であってほしい、と思います。 

誰もが明るく、優しく、かっこいい街、それが未来であってほしい。 

資源を活用し、ごみの量が削減されたきれいな都市 

日本文化の特徴として外装、豪華さにとらわれない「こころ」の統合、衣食住における「和」の考え方が世界の人々

に感銘を与えられれば、一神教文明社会で紛争の絶えない事態を救済することができると考えます。 

ゴミのないきれいな街”東京”を希望します。 

バリアフリー化が進み老人や障がいのある人でも気軽に外出ができる。 

低所得層が救済され、貧困家庭０（ゼロ）となり、子どもたちが進学や将来に希望がもてる。 

環境保護の推進により、温暖化に歯止めがかかる。 

２２日の即位礼の儀をテレビで観ていて、東京は思ったより緑が多いと感じました。 

東京は、狭いようで広く、山も海もあります。さらに緑や自然を増やし（例えば、高層ビルの屋上は緑化を義付ける

など）"自然豊かな大都会" を実現できれば素敵だと思います。 

人口は減るかも知れないが、都民は増える気がする。ますますストレス社会になるだろうから、都民の憩いの場、都

市の緑地と水辺の計画を充実してほしい。 

河川、海の汚染対策、微生物利用など、進化していって住みやすい街にしてほしい。 

高度な情報、知識を無料で提供し勉強する機会を与えすべての人がなりたいもの、したいことを選べる東京 
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水道連結型直結式スプリンクラーの設置の件 

東京都の水道はスプリンクラー作動に必要な水圧が確保されております。小規模の建物には、水道工事に準じた

費用でスプリンクラーが設置出来るはずです。雑居ビル、民泊、小規模居住区、有床 

診療所等に設置すれば、東京から火災を追放できると信じております。 

水道直結式スプリンクラーの都内設置実績は、平成２９年度に、練馬区１件、荒川区４件、東村 

市１件、さいたま市１件のみです。水道局はこの工法を認知しておりますが、東京消防庁管内の各消防署（稲

城消防署を除く）全部には認知されていないのと設置価格が安すぎる事す。   （従来の価格の１／１０程

度） 

これが大きな原因と思われます。是非本件を調査の上、東京を火災の無い街に」していただきたく、お願い申しあげ

ます。 

蓋然性の極めて高い首都直下型地震への備え。都内在住者のみならず、都内勤務者の中間人口に対応する災

害用備蓄・避難施設の準備・確保の充実した街。 

昨今、非常に治安がわるくなってきているように感じます。 

港区は主要都市だと思いますが、開発途中であることを含めても非常に治安が悪く、家の近くでも殺人事件が毎年

おきます。 

未来はそのようなことがない住みやすいまちになるといいと思います。 

マラソンは東京開催でお願いします。 

子育てをしていて思うのは、子供を連れて公共の場に出かけるときの不便さです。 

例えば、駅のホームが狭くベビーカーを押して歩くのが危なく感じたり、エレベーターの場所が離れていて乗り継ぎに時

間がかかったり、子供が少しでも騒ぐと周囲の方の視線や態度が冷たかったり…。 

もっと、いろんな人（子連れだけでなく、障害のある方や高齢者等）が、なんの不安もなく外に出られる環境が整っ

た東京（日本）になることを願います。 

便利になるのもよいですが、守るべき文化は保守し、景観も人も産業も、美しい東京であり続けてほしいと思いま

す。 

子供から大人、高齢者が安心して暮らせるよう道路を整備し自転車で散策できるようにする。公共の施設を増やし

て音楽やスポーツの楽しめるようにする。 

抽象的になりますが、住みやすい・働きやすい・学びやすい・リフレッシュしやすい等、環境が少しでもより良い方へとな

っていただくのを期待しています！ 

東京都でもフレックスタイム制度を導入していただきたいです。 

国際色の強い民間企業であれば、自主的に同制度を導入している会社も多くありますが、国内色の強い企業や中

小企業、地方自治体は東京都のようなトップの自治体の動きに合わせる風潮があります。 

東京都がフレックスタイム制度を導入すれば、ほかの会社に広まり、より多くの会社員・自治体職員のワークスタイル

が柔軟になります。残業が減ったり、子育て中の女性が時短制度を利用せずに働けたり、通勤の混雑が緩和できた

り、朝早く出勤して早く退勤できたり、出張申請の手間が省けたりします。慣れるまで管理が大変かもしれませんが、

最近は一人一台スマートフォンを持っているので、管理アプリを導入し、社員証を兼用したり、都庁の職員昼食支

払いもアプリ社員証等で支払いできるようになれば、とても便利だと思います。 

私も今後、結婚・子育てを予定していますが、働きたい！という意欲が強いので、フレックスタイム制度で子育てと仕

事を両立しやすい社会になれば、うれしいです。 
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インターネットの匿名性をなくすこと 

オリンピックのマラソンと競歩は都内で見たいです。 

安心して暮らせる都市であってほしいです。 

東京は人が多くあらゆる物が集中し豊かではあるが、一方で人に無関心な町と思います。通勤の風景を見ると、公

共の場でも自分の世界に没頭し、全ての人がタブレットをいじっているのは他国には無い異様な光景です。 

高齢化が中で、このような東京で高齢者が人生 100年を元気に過ごすことは困難であり、何かをきっかけに、真の

共生社会実現に向けた変化があればと思います。 

・昔からの文化（祭り）などを大切にしていきたい。 

・公共施設の完全バリアフリー化 

・すべての子供に平等な教育 

・緑豊かな、公園、スポーツ施設を増やす 

現在、問題となっている一極集中による土地の高騰、渋滞などが少しでも緩和され、みんなが住みやすい東京にな

ればいいな、と思う。 

機能分散化を推進し、空間と時間にゆとりがあり、緑のあふれる都市になってほしい。 

ラグビーワールドカップがとても盛り上がっていて街も活気があったように思います。 

東京オリンピックでも同じような景色がありまたそれが一過性のものではなく良いほうに維持できるといいなと思います。 

多様性があり、区・街ごとの個性が発揮されている東京になってほしい 

職業の多様化 

「労働＝疲労」の脱却 

「はたらく」を楽しく、あらゆる人、層の社会進出 

女性の職業の充実 

責任ある選択の自由 

緑と自然を増やし、年配者から子供まで、ポジティブに生きられる街。 

誰もが安心に過ごせる都市（未来の東京） 

人、モノ、機能の過度な集中が緩和され、いろいろな意味で「快適」な都市になっていてほしいと考えます。 

誰もが憧れ、そして訪れたいと思わせる東京であって欲しい。そのために治安維持はもちろん最先端科学技術は取り

入れながらも自然豊かな場所も確保されているような都市を目指して欲しい。 

海外の人にとって、来てみたい街を目指したい。 

たとえ人口減で経済力が他国に劣後しても、ヨーロッパの諸外国のように、独自の魅力を備えた、旅行で行ってみた

い都市にしたい。 

仕事と子育てを両立したいと思っていても、保育園問題や、近くにサポートしてくれる親族などがおらず、諦めざるを得

ない方が多くいると思います。 

保育園の拡充と、手当の拡充によって安心して子供を育てられる環境になることを願います。 
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交通渋滞・通勤ラッシュ他県から通勤・通学する人間にとって苦痛です。 

前回のオリンピックでも交通網の整備がされました。 

交通量増大による首都高速の老朽化。その維持費のために通行料金 UP。 

マイナスのスパイラルです。CO2 もいっこうに減少している気がしません。 

したがって暑さ対策も進歩していません。 

今回のオリンピックを機に斬新な交通網の整備を図ってほしいです。 

オリンピック開催期間の特例ではなく、開催後に首都東京がどう変わったか。 

都民の税金が使われています。 

首都高速の無料化（エコカーへの補助）または交通車両の制御（大型車両の通行時間）通勤ラッシュ緩和の

ため、通勤通学車両ごとの人数制限（事前予約）などできることはいっぱいあると思います。 

これまで以上に安全で清潔で開かれた地域となるよう、社業を通じて貢献していきたい。 

社業を退職したあとは、これまでに身に着けた知見を、東京という地域の発展に活かして活きたい。 

子育てが孤立せず、親も子も社会とのつながりの中でたくさんの学びを得られる未来であってほしい。 

多様性・一人一人が違う事が当たり前として受け入れられ、人々が健全で安心して暮らせる街になって欲しい。AI

などを活用・共存して人に優しい寄り添える街になって欲しい。 

今の東京は、毎日沢山の海外からの観光客で賑わっています。 

海外から来た人でも、県外から来た人でも安心して観光できるまちづくりができれば自ずと東京で生活する人にもい

ろいろな意味で余裕が生まれ、周りに優しく温かい対応ができると考えています。 

SNSやメディアを使った、見えない犯罪等私の暮らす街は歩きタバコに自転車やバイクに乗りながらの喫煙吸い殻を

排水溝へ毎日捨てる人をたくさん見かけます。 

誰もがまず相手を疑うような街よりも、すれ違いざまに笑顔が生まれるそんな東京がいいです。 

子育てが孤立せず、親も子も社会とのつながりの中でたくさんの学びを得られる未来になってほしい。 

オリパラを契機として社会インフラが高度に発展し、再び世界経済を牽引する都市となることを望む 

渋滞緩和など交通インフラが変わってほしい。 

温暖化対策に力を入れて欲しいです。節約できる事、投資しなくてはいけない事を改めて考えて頂き東京オリンピッ

クの成功してほしい。そして近い将来もう一度日本でオリンピックができる事を願います。 

このたびの「マラソンは札幌で」という決定を引っくり返してください。ＩＯＣ理事会の決定を断じて承諾しないよう頑

張ってください。調整委員会の三日間が勝負です。 

東京都内にある緑の多いスポット（皇居、代々木公園、芝公園など）に人が集まる仕組みの構築。公園の中心

に地下鉄の駅を作り、高層ビルを中心とした縦に伸びる街ではなく、広さを活用して横に伸びる街作りをしてほしい。 

首都一極集中ではなく、地方都市に資源を分散する方が良いと思います。 

国境や居住地を超えて、最新デバイス等を通じ、あたかもそこにいるかのような体験を発信できる都市 

ラグビーワールドカップのように、様々なスポーツの国際大会を誘致して、日本全体で盛り上がれるようになって欲しい

です。 
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すべての子供・若者が将来への希望を持って、自ら伸び、育つ東京実現に向けて以下を実施 

実施項目 

１ 税金の引き下げ 

２ 教育の充実 

３ 産業の発展施策の充実（大企業と中小企業を分けた施策には意味はない） 

４ 安全安心な町作り 

内容 

１ 頑張る子供の教育費は大学卒業まで無料 

２ 頑張れなかった子供でも何度でもチャレンジ出来るシステム 

３ 産業発展施策はビジネスの成功のための手法と法律や規則の理解浸透を重視 

４ 防犯災害対策の強化 

財源確保手法 

１ あらゆる分野での補助金交付を全て撤廃 

２ 税収増加が見込めないため補助金に頼らず教育と産業の発展施策の展開で財源を確保する。 

人口減少社会が迫っている中で、全世代の人々が共存可能な社会を作る必要がある。特に、子どもを育てやすい

環境整備は喫緊の課題である。 

●東京が国際競争に打ち勝つためには、東京 2020大会の競技施設や未利用地が残るベイエリア（臨海副都

心及びその周辺）を、環境・バリアフリー・健康などイノベーションを生み出す先導的なエリアへと発展させていくことが

必要と思う。 

●MICEや IRなどの機能を誘導するとともに、臨海副都心と都心や羽田空港とを結ぶ交通の利便性を高める取

組が重要と考える。ソサイエティ 5.0の実現に向けて東京版MaaSをこの地域で展開したり、時差ビズによって混雑

緩和を図ることも重要だが、抜本的には鉄道ネットワークを整備して時間短縮を図ることが不可欠と思う。 

●構想の実現には、国、地元区、鉄道事業者、都市開発事業者など多数のタスクフォースの合意と一致した協力

が不可欠である。都は、関係者が一堂に会した調査体制を組み、採算性の検証や事業スキームの構築に向けて

オープンな議論を始めること、それが構想実現の第一歩と考える。 

シナリオを描き利害を調整できるのは東京都の行政担当者、そしてそれに息を吹き込むことができるのは東京都知

事です。都民・国民の目線で、未来の東京を支えるプロジェクトの実現に果敢に挑むことを切に希望します。 

先端技術を効果的に活用している都市であって欲しいと思います。例えば、交通の分野では完全自動運転の電気

自動車が走行できる環境を整えることが効果的であると考えます。自動運転車が無人タクシーのように公道を巡回

することで、いつでもどこにいても車に乗ることができるようになれば、今後増加する高齢者の移動手段として使うこと

もできますし、会社員は通勤の際に満員電車に乗る必要もなくなります。自動車以外の交通手段としてフェリー等

の導入も効果的ではないでしょうか。オーストラリアのシドニーでは実際にフェリーがメジャーな交通手段の一つとなって

おり、通勤や観光で多くの人々が利用しております。 

今後、東京をより良い都市にしていくためには、既存のやり方や考え方に従うのではなく、何が効果的で実現可能な

のかを考えていく必要があるかと思います。 

若者に取って希望のある東京にしていきたい。１人１人が持てる力を懸命に発揮することが尊いことであるという精

神が根付き，利益を生み出す人は頑張っている人に還元することが自然な社会になってほしい。金銭的に過剰に

豊かになる必要はないが，頑張れば(汗水垂らしてはたらくことにより)未来がある社会にしていきたい。 
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私（男）はまだ東京に１６年しか勤務していませんが、大好きな街です。 

３８歳時に会社の転勤で来たのですから、青春時代を過ごしたわけでもありませんが、無限の可能性を感じる街で

す。 

この街で、第二の人生を創っていきたいと思っています。 

女性が生き生きしていることが、必須条件でしょう。 

女性が、苦痛なく輝きながら働き収入を得、かつ、個人ライフも充実している生活を送ることができれば、きっと良い

社会が出来上がっていると思います。 

一緒に、一員として創っていきたいと思います。 

IoT、ロボティクス、 AI革命、どんな夢でも見られそうなはずなのに物質的に豊かになり需要が満たされ低迷する経

済状況の中、夢を見る力さえ失われてしまった。 

テクノロジーは私達の夢や未来を支えるツールでこそあれ、夢そのものではない。テクノロジーによる環境変化でなく、

それをどう使うか、人々の自発的かつ活発な活動を背景に新たな需要が生まれ、技術が革新されて行く、そんな

2030年の東京を望みたいし、それにより豊かになった 2040年の東京を夢見たい。 

そのために今の東京がすべき事は、紛れもなく自発的かつ活発な活動を支える環境づくりであり、変化への対応スピ

ードも人々の活動があってこそである。そのひとつとして挙げられるのはコンプリート・ストリート。もうひとつ挙げられるの

は、前回大会のレガシーと言える新幹線に代表される鉄道網と自転車を組合せ、今大会後レガシーとして残る各

地の競技場を訪れ、過去と現在をつなげる事。人々の成長や行動の変化は良質な体験の積み重ねによってなされ

るべきであり、未来の東京を見据えた今の東京に自発的かつ活発な活動を支える環境づくり同様、その環境づくり

を望みたい。 

オリンピック関連などで 東京の夏の暑さがクローズアップされているが、暑さを加速させてきたのは 環境面をないがし

ろにして都市化を進めてきたせいもあると思う。住宅は過密し、マンション比率が増え、戸建て住宅も庭もない小さな

家が密集して建てられている。道路も含めコンクリート部分が増え、緑が減った。私の家の周囲でも今まで農地だっ

た土地が、売却されて次々に小さな建売り住宅が建っている。そんな状況で、今になって焦って緑地化を図っても、

空いているスペースも少なく、環境の大幅な環境改善はむずかしく思う。 

我が家の隣には、エネファームというガス器具がつけられ、これが原因で 我が家の周辺は常に微弱な熱が漂って環

境が崩れ、機械から出る低周波によって家族は健康被害に苦しんでいる。 

そういった面もあるので、今後は、やみくもに都市化を進めるのではなく、少し昔に立ち返ることも必要かと思う。そし

て、災害に対する対策だけはしっかりとして、安心して住める街づくりをしていってほしいと思う。 

命を守ることの出来る、まちずくり再開発をお願い致します。 
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「気候非常事態」の宣言を希望します。 

安全・安心に暮らしたい気持ちは皆さん高いと思いますが、気候変動による長期的かつ普遍的な脅威は殆ど理解

されていません。 

これをアナウンスするのは行政の使命だと考えます。 

科学は気候リスクに関してどのように言っているでしょうか？ 

おそらくはそれについてリストアップされているかと思いますが、ぜひれを市民の皆さんに広く知らせてほしいです。 

仮に船長が天気を読み間違えれば、嵐と共に私たちは海の底に沈みます。 

すべてに先んじて人命が第一です。 

幻の宝島を目指して難破するか、非常事態を共有することで生き残りのための協力体制を構築するのか。 

これは行政にしかできない役割です。 

何とぞ「気候非常事態」の宣言をお願いします。 

近年、想定外の災害が頻発してます。大地震に備える事はもちろんですが大雨、台風への備えを万全にして誰もが

安心して暮らせる首都であって欲しい！ 

それが世界都市東京の責任でもある、と思います。 

日本国憲法の活かされた東京。貧困格差のない、個人の尊厳の守られる、生きていたいと思える東京。安全優

先!都心上空を低空飛行する羽田増便計画を止めてもらいたい。 

1.ハザードマップで水没する地域の人が自力で資産を守れるようにその地域の容積率を、一階を駐車場にする条

件付で緩和する。それによって、地価の下落も下げられるので税収も減らない。 

2.マンション建て替え問題が本格化するが、対策として今後マンション自体の収益力を上げることが重要。具体的に

は一階部分は共有部分として必ず貸し出して、その収益をマンション建て替え費用に充てること。を法律で定めて、

今後の建て替えに自力で対応出来るようにさせる。 

そうすれば駅から遠い地域にマンションを乱立させ、売ったらもう知らんぷりの無責任な販売業者も減るのではない

か？ 

東京だけを守るために周辺県に対して災害対策を要請している分、他県に費用を出してほしいです。 

大きな水害から東京が守られているのは、東京都自身の努力もさることながら、川上に位置する県たちの治水工事

によるところがあります。 

そちらへ費用を出してほしいです。 

また、大きな台風などが発生した際に、東京に大きな被害が無いと「大したことなかった」かのような報道をするのも控

え、他県へ手を差し伸べてほしいです。 

（報道に関しては報道各社の自由意志によるものですが、大きな報道局は東京に集中しているため、東京の被害

が軽微であればそのように報じてしまいますので） 

 税金などの負担が少なく、福利厚生のしっかりとした社会になって欲しい 働いても貧乏な世の中はイヤ 
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スローな交通政策を実現して生き生きとしたまちにする。環状線内は路面電車と環境対策バス路線を張り巡らし、

自家用車の乗り入れを禁ずる。 

理由 東京の街並みは現在、コンクリとガラス、高層ビルばかりのまちになってしまった。 

どの駅でも、どのショッピングビルも同じのっぺりした風景しか産んでいない。 

新しいイノベーションは、生き生きとした多様な人、まちとの出会いからしか生まれないのだから、これでは、衰退する

都市になっていく。ゆったりした移動、多様性のある街並み、人間サイズの居場所のための枠組みとして、スローな交

通網整備を実現したい。これは、持続可能で、環境対策になるまちづくりでもある。 

緑が豊かで近代化された便利な街、芸術を身近に感じられる街 

通勤電車の混雑や交通渋滞などが緩和された、快適な移動・通勤は元より多様な働き方を受けいれる東京を望

みます。また金融機関においてもペーパーレスかの積極的推奨を政府として打ち出すことも重要かと思慮します。 

東京は、「個」というイメージが強く、人が触れ合うコミュニティが少ないと感じます。今回の東京オリンピックをきっかけに

し、人々が強くつながる社会を実現できたらと思います。 

高齢化が進み、若者が働きやすく、みんなで支えていける東京 

地下・地上・空などがそれぞれ整備され、住みやすい居心地の良い地域になればよいと思います。例えば、電柱がな

くなり、車と人・自転車がそれぞれ通行しやすくなり、空のルートも使用しやすく、住宅環境もゆとりのあるものになれ

ばいいと考えます。 

世界からも住みたい街として思われるような東京都を作って欲しい。 

オリパラを機に、東京中心に日本が明るく盛り上がるとよいです。 

優秀な人材・企業が日本から流出することを防ぐため、「世界中からヒト・モノ・カネ・情報が集まる、世界一オープン

な東京 」を目指すべき。そのために、日本のスタートアップ企業の成長の機会を東京都として、今まで以上に用意す

べき。 

東京２０２０の成功を心よりお祈りするとともに、自身も都民として何らかの形で東京２０２０の成功の一助と

なれれば幸いです 

東京２０２０開催をきっかけとした各種投資により、今以上に住みやすく、若年層が将来に希望をもてる街づくり

を期待します 

日本が京都議定書の採択に中心メンバーであったはずにも関わらず、日本のＣＯ２排出量は減っていません。世

界の資源が限られる中、日本がゼロエッションを実現するには、日本の中心となる、「東京」が先頭にたたないといけ

ないと考えております。 

新たな技術、産業の開発、発展をしながら、ゼロエッションを実現できるのは「東京」だけだと思っております。我々も

都民として頑張りますので、一緒によりよい社会の創造をしていきましょう。 

グローバルな開かれた魅力的な都市になって欲しい。 

台風や地震などの災害のニュースをたくさん見て、不安になることがあります。 

どんな災害が来ても都民が安心して過ごせる社会になってほしいです。 

最近子供が生まれたので、子供を育てやすく（保育園、金銭面など）、かつ育ちやすい（社会とのふれあい、安

全）東京になると良いなと思います。 

今は、育休中ですが、職場復帰がし易いよう保育施設や支援が充実した東京になることを望みます。 

人口増加による一極集中がいい意味で解消され、治安が良くエンターテイメントが充実した国際都市。 
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子供が生まれ、現在育児休業中です。職場復帰を考えておりましたが、保育園に入れることができず、やむを得ず

育児休業を延長しております。このままでは、2人目、3人目は考えられないです。女性がもっと社会に進出するため

にはそういった点の整備をしていかないといけないと思います。ぜひ、よろしくお願いします。 

東京が交通面、環境面、災害対策面が整備され、豊かな都市になっていくことを期待しています。 

安全に暮らしていくために、災害対策だけでなく、老朽化している、または老朽化が予想されるインフラの計画的な整

備が必要と思う 

世界の中で日本のプレゼンスが落ちていることは非常に残念。日本の首都東京が更に活性化し、日本を牽引する

存在となることを期待しています。 

このところ日本が台風災害に見舞われ続け、被害状況を TV で見るにつけ、災害に対する強靭な備え、対策などに

大いに期待するものです。 

弱者と言われる障害を持つ方々、高齢者、子供、妊婦さんのみならず、外国人居住者、外国人観光客に対して

も漏れることなく手を差し伸べる東京となって欲しいものです。 

日本にとどまらず、世界からみても誇れる東京でありたい。 

少子化問題がなくなっているといいなとは思う。 

若い人が多いとより全体が活気づくと感じる。 

日本の伝統文化の大切さも失いたくない。 

着付やお茶・お華といった日本ならではのことを若いうちに触れることができる機会当たり前のように作って欲しい 

東京がより一層世界に誇れる都市になることを願っています。 

老若男女問わず生活し易い街になっていて欲しい 

子供が生活しやすい環境であって欲しい 

子供がにぎわう街であってほしい 

県外から東京への通勤者に対する、子育て環境の整備 

世界中の方が共存できる街であってほしい 

日本の優秀な企業・人材の流出を防ぐためにも、日本のスタートアップ企業に対する支援策を、東京都として考えて

欲しい。 

保育料助成より、保育園の整備が進むことが喫緊の課題と思います。 

幼児と老人の融合 

世界中の人が集まる安心安全の東京にしていきたいと思う。 

世界中の人が集まる安心安全の東京にしていきたいと思う。 

多様性が尊重される都市づくりを希望します。 

日本人に限らず、世界の人たちを惹きつける都市であり続けて欲しい 

車に頼らなくても人が自由に動ける交通網の構築 

世界中の人が集まる安心安全の東京にしていきたいと思う。 

オリンピックのチケットが欲しいです。 

世界中の人が集まる安心安全の東京にしていきたいと思う。 

イベント開催より、働く環境の整備と保育園の拡充が必要だと思います。 

日本人だけでなく、世界の人を惹きつける都市に 
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BMX会場跡地を近隣地域住民にとって有意義な土地活用をして欲しい。 

公園、文化施設、簡易的ではない交番など。 

人口が五万人弱になる街だが、オリンピック開催決定を機に、かなりの世帯が引越しました。 

この街がさらに魅力的な街となるようにより一層の行政の工夫、試みを期待いたします。 

よろしくお願いします。 

オリンピック・パラリンピックを通じて外国人にやさしい環境が整備されていくことを期待しています。 

東京オリンピックのために建設した施設、設備は使わなかったものも含め、最大限に有効利用することはもちろん、世

界各国からのアスリートや観客をお迎えし、交流した無形資産もより大きな形で育てていきたい。島しょ部を含む東

京都全体を斬新的なアイデアを活かせる特区にして、積極的にいろいろなことを試して行ってはどうか？例えば、無

料WiFiで繋がる場所を都全体に広げることができれば、夜間や災害時の安全や安心にも繋がると思う。学校教育

にしても今までの枠を超えた様々な試みがあっていいだろう。バラエティーに富んだカリキュラムを選択できるようにし、ミ

ニマムを担保するために標準コース以外を選択した場合には各段階で検定試験を受けることにするのはどうだろう

か？世界に通用する人材を育てることが東京の発展には重要だと考える。 

次を大事にする東京都の街作り 

・IR を必要としない経済活動の推進 

・伝統と革新を融合した都市形成 

・文化遺産（江戸～現代）の保全・維持 

・全世代が交流でき、子育て・教育支援が行き届いた環境作り 

・先進的なデジタル技術を取り入れた都市の構築 

・再生可能エネルギーなどの利用により CO2削減に取り組む都市計画 

地方や、世界に貢献できる東京であって欲しい。ミニ東京を地方に作りたい。 

海外旅行、国内旅行から帰ってきて、外国も地方もいいけど、やっぱり東京が一番だね、と誇らかに言える町、ほっと

安心できる都市であり続けますように。 

将来のことを考えた都市整備が続くとよいと思います。 

オリンピック、楽しみにしています。 

首都東京として、海外から誇れる先進的はまちつくりを期待しております。一都民として陰ながら応援します。 

楽しみにしています。 

「治安」が良いことがすべての大前提。その上で「利便性」に富み、「快適」な生活を実践できる環境構築なされるこ

とが望ましいと考えます。当該基盤が他都市等に秀でて構築されていれば、各活動主体の自己最適化に基づく多

様な魅力に富んだ東京を実現出来るのではないでしょうか。 

「治安」が良いことがすべての大前提。その上で「利便性」に富み、「快適」な生活を実践できる環境構築なされるこ

とが望ましいと考えます。当該基盤が他都市等に秀でて構築されていれば、各活動主体の自己最適化に基づく多

様な魅力に富んだ東京を実現出来るのではないでしょうか。 

区民スポーツセンターなどをもっと魅力あるもにしてほしい。 

未来の東京は誰もが住みやすい・治安の良好な・綺麗な都市が広がっていればいいと思います。 

オリンピックのマラソンは東京で開催してもらいたいです。 
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不安に思うことがあります。 

子供が生きてく未来、昨今多い自然災害、自分の老後等みんなが明るく不自由のない生活がおくれる未来の東

京、日本を期待します。 

よろしくお願いします。 

東京への人口集中緩和のための地方との連携 

「治安」が良いことがすべての大前提。その上で「利便性」に富み、「快適」な生活を実践できる環境構築なされるこ

とが望ましいと考えます。当該基盤が他都市等に秀でて構築されていれば、各活動主体の自己最適化に基づく多

様な魅力に富んだ東京を実現出来るのではないでしょうか。 

さらに世界に誇れる首都東京となれるべく、陰ながら期待しています。 

オリンピック楽しみです 

オリンピック楽しみです 

仕事でオリンピックのキャンペーンに携わっています。 

オリンピックの成功を祈念しています。 

オリンピック楽しみです 

世界に誇れる首都であることを実現できるように、検証と改善に注力して、高齢者が安心して生活できる水準を確

立したいと思います。    

東京だけに人口が集中せず、ラッシュ緩和、土地の価格も低くなればいいなと思います。 

現在、外国からの訪問者が持つ東京のイメージというのはアニメやマンガの二次元文化と伝統や都市という三次元

の融合世界です。 

世界の各都市にはそれぞれのイメージがあり、観光客はそれをファインダーに切り取り思い出に残すために訪れます。

東京という街もそのイメージにあわせる開発や発展をしていくべきであり、ホログラム投影や NFC タグ等を活用した観

光案内やインフォメーション提供、サイバー環境の整備等を進めていくことがクールジャパン普及の大前提です。 

ただコンテンツを喧伝するだけでなく、適切な手法で広く発信してこそ、クールジャパンの成功があると考えます。 

私の夢は東京、日本を象徴するような 2.8次元アイドルユニットをプロデュースすることです。オタク文化を抑えつつも

軸足は三次元に置いておく、これまでの 2.5次元ではない新次元のプロモーションをするためにも、前述した「街頭ビ

ジョン」などを越える新たなメディアの設置やテクノロジーを駆使した「ネオトウキョウ」の策定をするべきだと考えます。埼

玉県等には負けていられません。TOKYO という素晴らしいイメージを生かして開発していくことを提言します。 

 バリアフリー化をもっとちゃんとし、誰もが住みやすい環境を整え世界一きれいで治安よい東京になってほしい。若者

も老人も共に接点が持てるような環境をつくる。 

高齢化が進むことは必然であるため、高齢者が生活しやすい環境がさらに整ってほしい 

タワーマンション内のワンフロアを児童館にするという提案をします。 

放課後の子供たちの居場所になるだけでなく、共働き世帯のこどもが児童館に来て、その世話を専業主婦の方や

既に退職された世代が好きな時に来て面倒をみることで、地域のつながりが強化される。というアイデアです。 

高齢化社会が進む中、高齢者が安心して暮らすことができるようなまちづくりを期待しています。 

交通の整備や住宅の整備など 

男女問わず、仕事・子育てを両立できる環境が東京から発信できるといいと思う。 
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人に優しくゆとりを持って暮らせる都市。伝統文化が承継されていく都市。 

オリンピックで建設した晴海地域の選手村や築地市場跡地等、臨海地域の有効活用をして欲しい。 

ただ、設備があるだけではなくどんな世代の人も利用ができるスポーツ施設の開放や憩いの場所にして欲しい。いろい

ろな国の人と交流ができる設備等 

東京が先進機能が集積するまちになってほしい 

超高齢化社会を国民の負担少なく乗り越えられるような社会になっていたい 

災害に強い街である必要はあるかと思います。住んでるいる人はもちろんのこと、私のように在勤している人、買い物

や観光などで一時的に来ている人などがいるため様々な人を受け入れる施設がもっと必要なのでは？と思います。 

また、千葉県民の私にとって高齢者のバス無料などはとても羨ましいですが、もっと不妊治療や待機児童対策など都

民の望むような施策を率先して行い、成功事例を国や周りの県に連携いただくことで日本全国でいい取り組みがひ

ろがっていく。それを率先してい東京都になってほしいと思います。 

先日、多摩センターの駅に大学生のときの友人と子供と遊びに行きました。 

ベビーカーを押しながら一緒に遊んでいたのですが、バリアフリー化があまりされておらずでとても大変でした。 

バリアフリー化が進み、足が不自由な方・妊婦・子供連れのお父さんお母さんが過ごしやすい環境になっていてほしい

です。 

少子高齢化や人口減少時代をむかえ、都内においても空き地空き家が増加するのではないかと危惧している。 

現在は地価等の問題から狭い住空間や都市空間で生活せざるを得ない状況だが、空き地空き家の有効活用によ

り、ゆとりのある空間で生活できるような政策を期待したい。 

交通ネットワークについては、未着手の都市計画道路の整備を早急に進め、利便性向上のみならず、防災性や環

境性も高めてもらいたい。 

また交通渋滞の理由の一つに信号制御の問題があると思う。技術革新が進んでいるかと思うが、AI技術を活用し

た交通制御により交通渋滞が減少するのではないだろうか。 

【都市環境について】 

ディーゼル規制やごみ対策など、様々な施策の効果もあり、全体としては東京の都市環境は着実に改善していると

感じる一方、部分的には、例えば建物の高層化を背景とした景観の変化や日陰の増加、都内の主要都市の均質

化・平板化などの問題もあります。 

今回、『「未来の東京」への論点』に記載された論点や課題はどれも優劣の付け難い重要なものであり、大変よくま

とめられたとの印象であり、ぜひとも課題解決に向けた取り組みにご尽力いただきたいと思います。 

他方で、今回語られた論点や課題の他にも、過去に東京が抱えた様々な課題のなかに、未だなお解決していない

課題があり、また、今後も様々な課題が発生するものと思われ、継続的な検証とブラッシュアップを期待します。 

前述の質問（東京 2020 を通じて実現したいこと、2040 にどんな東京になっていてほしいか）にあった項目は、す

べて実現して欲しいことでどれも重要だと思います。まず、混雑緩和・バリアフリー・気候変動対策があり、その上でス

ポーツ、芸術が存分に楽しめる我が街・東京であってほしいです。 

様々なバックグラウンドを持つ人が集う国際都市として、或いは災害大国の首都としての機能を維持し発展させてい

くためには、法規範よりも黙示的な慣習やローカルルールを優先し、それを共有しない人を排除するような日本的風

土から脱却していくことが不可欠になってくると思う。多様な視点や考え方を持つことを可能性と捉える意識や、安全

な街作りのためにルールを守る意識がもっと当たり前のものになると良いのに。 
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2040年、私が思う「東京都はこうなって欲しい」という夢はこうです。 

【スローガンではなくリアルを追求した TOKYO】 

・医療／マイナンバー（サブカード）に紐づけたカルテの共有 

・現代の地域問題に一丸となって立ち向かう TOKYO 

・地域／ルールを設けてオープンなやりとりをする 

・国内外向けの情報提供 

・緊急時、災害時情報共有と対策 

・健康と生活／高齢者傾向を正しく広く伝える 

・陸路、空中、水上の交通網整備 

・インフラ 

・末永く、だれでも楽しめるＴＯＫＹＯ 

・高齢者にも安心のＴＯＫＹＯ 

・健康と銭湯／あったかい都市ＴＯＫＹＯ（物理的に） 

私が、20年後までといわず、なるべく早く実現して頂きたいと期待するのは以下の通りです。 

1) 東京算配分を、一部だけでも民意を直接汲み上げる方法を採用して決定して頂きたい。 

2) 都市計画道路整備の必要性を再検討して頂きたい。どうしても実施するケースでは、建設局が単に道路を作っ

て終わりとするのではなく、道路周辺の住環境が道路建設前より道路建設後に改善されるよう都市整備局や市区

町村が建設局と一体で参画する形式に改めて頂きたい。 

3) 中長期的な持続性の観点で大いに疑問符がつくと考えざるを得ないマンションの新規建設許可を格段に厳しく

して頂きたい。特にタワーマンションの新規着工を認めないでいただきたい。 

4) 都道のみならず、全ての道路沿いにある電柱の地中化を進めて頂きたい。 

2040年代を見据えた長期戦略を策定する試みは、高く評価しております。 

都民の意見を反映するプロセスを組み入れて頂いたことも、高く評価しております。 

現役世代のみならず、後世の世代にとって、住みやすい、働きやすい東京都となることを期待しております 

授乳室を各公共施設にせちいして欲しい。赤ちゃん連れの方に優しいだけでなく、使用されていない時には女性用

更衣室などとしても応用できると思うから。 

また、公共施設での全洋式トイレに温水便座に設置して欲しい。外でトイレを借りると便座が冷たく、不便だ。 

あとは、高等教育（高校・大学）の授業料を無償化して欲しい。意欲があっても、お金がないことで学業を断念す

る若者たちに学びのチャンスを与えるべきだと思う。 

高齢者が一人でも行動出来るよう、バリアフリー、駅ホームに椅子設置してほしい。 

子供からお年寄まで年代・性別を超えて楽しむことができる街づくりを目指して欲しいです。 

スポーツ施設やコンサートホールなど充実した設備をさらに増やして欲しい。 

高層ビルがそびえ立つ東京ですが、いつまでも清潔な都市であって欲しいです。 

多様性を尊重し、国籍などに関わらず、互いに支え合うまちになったらいいと思います。 

最近 SNSやニュースなどを見ていて寛容ではない人をよく見るようになりました。 

多様性を尊重しひとつの考え方にとらわれれない人々が集う都市になればいいなと思います。 
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東京生まれの東京育ちのため、昔と比較して年々通勤ラッシュが激しくなること、人口が集中し過ぎることに戸惑い

があります。 

地方に移住させたり、テレワークの活用率に応じて税金を安くする、助成金を出す等、企業にとって大きなメリットを

与え、働く人々の移動を大幅に減らす。 

高齢者や外国人観光客が安心して歩けるゆとりある、人に優しい東京であって欲しいと思います。 

首都移転 

人口集中が緩和された東京で働きたい 

性別・国籍を問わずフレキシブルに働ける環境（例えば週休３日など）がある。 

東京都は他の都市部に比べお金をかけられる都市のため、できるだけバリアフリー化が進む都市になることを希望し

ます。 

現在、公共交通機関などでの移動の場合、車椅子・ベビーカー利用者には不便な場所が未だにあることで行きたい

場所へいくこともままならない状況があります。 

車椅子のまま、ベビーカーのままでも乗れるエスカレーターの設置やそれに伴う移動場所の確保など、もっとゴミゴミし

ない都市になれればいいとなと考えます。 

※電車やバス通勤ラッシュ時も車椅子のみや目の不自由な人専用の車両（小型車両等）があってもよいと思いま

す。 

自然エネルギーの活用 

羽田空港のこれ以上の増強は必要ありません。 

都心に住む人が増えている中、低空で飛ぶ飛行機の下、不安な中の生活を過ごすことには反対です。 

未来の東京は、外濠が東京に潤いをもたらす水辺空間・憩いの場として整備され、人々が「豊かに生きる」ための経

済的成長を成し遂げた利便性の高い都市空間と、多様な生物が生息する自然空間、および江戸城を中心とした

歴史文化を感じられる文化空間が共存する世界となっており、未来世代の「豊かな暮らし」をレガシーとして実現し

ている。 

健康的な環境と、誰もが不自由の感じない街づくりを達成。 

チャレンジ精神溢れる子供たち、若者はビジネス、芸術で世界を席巻している。 

楽しみです。 

スポーツを通じて地域コミュニティともっと繋がりたい。 

鉄道、道路等の交通が整備された安全で快適な東京 

オリンピックに向けて、準備を整えた東京の良さを世界中の人々に知ってもらい、旅行者や転勤、及び、移住する人

が増えると良いと思います。そのためにも、マラソンは東京開催であることが必要です。東京開催でないのなら、日本

はオリンピック参加を辞退すべきだと思います。 

様々な面で"安心"を感じられる街であることを期待しています。 

世界一の交通網を備えた都市にしてもらいたい 

自己を大事にするとともに、他人を許容できる寛容な社会 
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資料を読むと、ヒトモノカネ、経済発展、世界を牽引する、などとたくさんかかれていますが、お金や便利さだけを追求

するのが、2040年の東京ですか？ 

それが東京に関わる人にとって幸せでしょうか？ 

それを追い求めることが、幸せから遠のき、逆に人々の首を絞めているとも言えるのではないでしょうか？ 

経済発展や情報化社会の発展を進めることが間違っている、ダメだとは思いませんが、それによって人々が得られる

ものはなんでしょうか？ 

人間が人間らしく生きられる東京にするなら、「幸福」の観点を含めて考える必要もあると思います。 

正確なデータはわかりませんが、日本は国民の幸福度か低いと思います。日本よりも、東京よりもお金がなくても国

民の幸福度が高い国もあります。 

発展する目的としていろいろあると思いますが、それによって人々が幸せかどうかということも考えるべきだと思います。 

オリンピックやラグビーワールドカップのような世界的イベント招致を増やし、世界的な観光・交流都市となってほしいで

す。そのためにも、通勤混雑をはじめとした交通問題解消やリモートワーク等働き方改革を推進することが必要だと

思います。また、空き家問題の解消に取り組むことで、より有効な土地活用を実現し、居住・ビジネス・観光が相互

に良い影響を与え合う都市づくりを実現してほしいです。 

はんざいのない世界、ゆずりあいのある世界 

地震や大雨などの自然災害に強く、安心して暮らせるまちを実現して欲しい 

有明に BMX の競技場ができて、目の前で世界トップの選手たちの活躍が見られるなんて凄いことです。有明はコミ

ケと展示会しかない場所だったのに、アーバンスポーツの世界選手権が行うことができる場所になったのは感激です。

しかも 2020東京からの正式種目、というのは正に残す価値のある資産ですよね。 

オリンピックの後も世界のアーバンスポーツのトップアスリートが集う聖地として、世界に誇れる場所であってくらたら嬉し

いです。 

「東京」は、以前に比べて階層化（収入・社会的地位等）が進み、同じ都市内でも意識の上で分断が進んでい

るように思う。 

多様な人が集まる一方、人々がつながり、溶け合う都市であって欲しいと思う。 

安全で快適なまちづくりをすすめていただきたいです。 

ＡＩが生活の中心になり、便利になる一方で一人一人の個性がより大切な時代になるのではないでしょうか。 

人間の直観力や個性を生かしたコミュニティが沢山生まれ、ネットワーク化できる社会になればよいと思います。 

夢を実現できるチャンスのある都市になってほしいと思います。 

今回のラグビー・ワールドカップでも日本の「おもてなし」の素晴らしさを世界に発信されています。その日本のなかでも

特に東京は「人に優しい、それでいて経済・産業の中心である」ことが可能な都市だと思います。 

あらゆることを「まずは東京から」発信・チャレンジできれば、さらに魅力的な東京になると思います。 
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私は、少子化が東京で生じているのは二つの要因大きくが関わっていると思います。 

非正規雇用の増加について                                                  

雇用が増加していることは、いいことなのですが正規社員でない方が増加しており結婚後も金銭面での不安から子

どもに苦労をさせたくないからといった理由から子どもを産もうとする家庭が減少していることです。そこで難しいとは思

いますが、企業に非正規労働者と契約できる人数の制限をするとこの問題は解消されるのではないかと思います。 

ワーク・ライフ・バランスの乱れ について 

正規労働者として働き始めても、残業や共働きなどで子どもを育てる時間が取れないなどの問題が生じてきます。在

宅で仕事をできる技術が増えてきているので、企業に在宅ワークの導入を試験的に行うことを義務付けることを行っ

ていくことで共働きや風邪などの問題が子どもに起きた際にどちらかが臨機応変に対応できる環境を作っていくことで

解消できるのではないかと思います。 

帰宅難民など交通網の混乱が短時間で深刻化する傾向が強まっていると感じる。空・陸/地下・海/河川を多様な

移動手段が相互に代替・補完しあう世界でも例のないさらに高度な交通網システムを作り上げ、現在の何倍ものキ

ャパシティを備えて、人が集まり過ぎることに伴う弱点を克服して欲しい。 

自動車を中心とした道路作りから脱却し、歩行者や自転車、車いすを利用する方が道路の主役となり、安全にか

つ早く移動できるような都市になってほしいと思います。 

そのために、現状の歩行者・自転車が混在する道路や、歩行者とは分離しているものの自転車と自動車が混在す

る作りの道路ではなく、歩行者・自転車・自動車の三者を完全に分離した形での道路整備を望みます。 

いくら自転車・自動車の乗り方を啓発しようとも、それだけでは、やはり道路の構造上限界があると思います。 

歩道上の自転車通行帯も近年増加していると思いますが、自転車通行帯を歩いている歩行者も散見される状況

があります。 

これらを解決する策として、車道に「自動車が侵入できない形で」もしくは、歩道に「歩行者が侵入できない形で、脇

道毎の段差をなくして」自転車専用通行帯を作ることを望みます。 

自転車移動がしやすい道路が増えれば、環境にやさしい移動手段の利用を促進できるだけでなく、きれいな空気と

適度な運動で健康な生活が後押しされたりするなど多くのメリットがあると考えます。 

世界最高品質のサステイナブルな次世代の医療・ヘルスケアシステムの実現にむけて、統合的なオープンイノーベー

ションの推進必要です。これが実現されれば、感染状態を高感度に見守りながら感染う危機管理が可能になってき

ます。感染症見守りシステムの性能を最大限に引き出すためには、先端産業の育成や経 済成長の好循環を生み

出すビジネス環境、エコシステム、Society 5.0 、などを活用していく必要があります。 

東京オリンピックに向けても、選手村での感染の蔓延対策、脳炎症状の原因検索など、感染症サーベイランスや危

機管理が必要と思います。 

高感度なサーベイランスシステムを社会実装することで、より健康に配慮したスマートシティにしてい欲しいと思いま

す。そうすれば、世界中から以前のように衛生的な最先端の国として日本に、いい意味で世界中からヒト・モノ・カ

ネ・情報が集まる都市、次々と新しい産業が生まれる、世界一のスタートアップ都市、住みやすい都市になっていくと

思います。 
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東京の下町は、人情味の溢れたところだったと、TVや情報等をみて感じています。東京都の人口の集中はこれから

も続いていく中、技術の進歩で便利な時代がこれからも続いていくとは思いますが、人口の多い東京都は人との繋が

りを大切にしていく都市となってもらいたい、なるべきと考えております。具体的な方法としては、子育て中のお母さん

の活躍です。子供と散歩に出かけながら、定期的に近隣の高齢者の方の家を訪ねていき、コミュケーションをとりなが

ら、高齢者の体調等を確認していく。高齢者は小さな子供と会うだけでも元気になられる効果が出ると思います。隣

に住んでいるのが誰か分からないような、今の時代ではなく、人口密集を長所として捉え、人と人との繋がりを大切に

する東京都であってほしいと思ってます。人と人との繋がりがあれば、子育て世代から高齢者まで元気な街東京都が

できると思います。back to the future東京で、下町のような人情味溢れる街になることを期待します。 

・つながりにより幸福度が増加すること。地域コミュニティの活性化すること。 

東京で働く日本人の多くは働きすぎで、人とのつながり・精神的やすらぎ・生活充実度が満たされていない。働き方

改革は上からの表面的なスローガンに過ぎず、中身が伴っていない。サービス残業の常態化、長時間労働はいまだ

に大きく変わることがない。想像力と知恵（アイデア）がないと、ただの歯車になってあくせくと働くだけとなり、新しいも

の（イノベーション）は生み出せない。 

・子どもを産みやすい、育てやすい環境づくり。 

現在、大都市・東京は他都道府県に比べて出生率が著しく低いにもかかわらず、出産までには多額の費用がかか

る。通院にかかる費用も定期健診以外での費用は、保険が適用されず、完全に患者負担となっている。出産まで

の費用・出産後の費用は、完全に無償化すべきである。 

・発信力のある東京 

現在、世界への発信力があまりなく、国際競争力は高いとは言えない。各人が自ら発言できる場所・機会を増や

し、自信をもって世界へ発言できるように幼少期から教育していくことが必要だ。 

誰もが自由にすめる街 消費税をやすくなっている街になってほしいです！ 

海が大人しいのでハワイみたくリゾート開発+海洋資産を開発・ロボット開発ランドを作り、開発をしながら人を呼ぶ

+学べる+開発+リゾート+見る+住めるなどＥＸＰＯ的ランドを未来の見本になる場所をアピール 新スポーツを

開発 e スポーツモーションキャプチャーやＶＳロボットなど etc 

都内の英語標記を増やした方が良い。たいへんなことたくさんおきない東京になればいい。 

誰もが住み心地の良い東京 明治期～古い建物・文化を残し再生しつつ、現代にマッチした環境を。 

ケンカのない平和な東京 

環境にやさしいエコな都市になってほしい。 

世界から注目をあび続ける、ミリョクある町であり続けて欲しい 伝統と新しい技術、考えがどんどん融合し続けられる

地力を持ち続けられる様に政策提供頂きたい 

子供が安心してくらせる東京になってほしい 

平等な生活の出来るまじめに働く人に有利なこと 

公共交通の一律化と利便性向上、自転車道の整備、自動車を敢えて必要としない社会 

子供が安心して生活出来るように 

くらしやすく、みながやさしいくらし。 

子どもを大切に差別ない都市 

事故や犯罪がない、おだやかな東京であってほしい。 

ブラック校そくがなくなるといいです。 
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自動運転が確立され、公共の交通機関は専用の通路が確保され渋滞のない社会へ 

皆が元気で暮らせますよう 

給料たかめる 

住宅が安くすみやすい東京 

戦争がない未来。 

障害（肢体、知的共に）がある人ももっと仕事が出来、給料ももう少しアップできるようにしてほしい。今はＢ型だと

あまりもらえません。パラリンピックがあり、障害者についてもっと光をあててほしいです。 

電柱の地中化など災害に強い町づくりを希望してます。 

子供がのびのび育てられるたくさんの自然、公園がたくさん増えてほしいです。 

東京の中心なので、みんながこられるような町作り 

今現在、シルバーパス等頂き、楽しく散歩等小旅行をさせて頂いています。これからも続くことを願います。 

個の利益ばかりに重視せず、全体を良い環境にすることで個にとっても利とつながるような東京へ。 

こども食堂が各地に増えてますが世代・性別を超えて集える場所がもっとできればと思います。 

湾岸エリアの高層化に反対・海風川風などヒートアイランドに反対。 

時給￥1000（奥さんは子供がいて働けない）（５人家族として）1時間働いて一人当たり￥100 そこそこしか

使えない 子供が増えたらミラクル。がし寸前 

老若男女が幸せを感じる未来 

いじめ・ぎゃくたいの無い社会と街づくり 

安心して暮らせるよう 

だれもが笑顔で声をかけあえる東京にしたい！ 

これ以上近代化は進まなくて良いので皆が自分らしくゆったりいられる環境を望みます。 

ゆっくり暮らせる街 

ともかく今は高層ビルばかりで海からの風が東京都心へ入ってこない。もっと樹木を植えないと…温暖化にはどめを!! 

都知事が小池百合子でない 

災害対策にちからを入れてほしいです。 

通勤ラッシュが緩和されるといいな 

動物や植物や生き物の保護 

安心で、豊かな未来を期待しています。 

東京で生まれた。ずーっと東京に住んでいたい 

明るく、平和な日々をおくれる東京 

子供が安全かつやりたいことに挑戦できる環境があるといいですね!! 

昆虫がいっぱいいる町 

政治家・役人の変革が不可欠 

いつまでも進化しつづけ、人が集まる場所であってほしい 

東京の街は緑がとてもきれいなのでいつまでもきれいな東京であってほしい!! 

江戸城を一日でも早く実現して下さい。 

昔の下町のように、人情にあふれたおおらかな街になってほしい。 
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ゆめは、パンやさん 

日本人が住みやすい町。 

安心・安全、生活しやすい東京に。 

子供達が公園で遊べるように安全対策をしっかりしてほしい。 

希望のある町、考える力を養う教育。 

大きな樹木を切らないですむ方法を考えてほしい 

結構、いっぱい考えて、実行してるに見えます。大変と思いますが…喜びと共に頑張って下さい。 

よく頑張ってると思います。考えが沢山ですごいと思います。 

じこがないまちになってほしい。 

アイデア等はないのですが、子供たちが笑顔で住める素敵な都市であってほしいです。 

自然を大切にしてほしいです。 

快適にくらせる街にしてほしい。 

外国人と会話を日本でしたいです。 

災害対策をしたうえで、下町や人が集まる街をそのままの状態で維持する 

環境問題を中心に、これからの子供たちが暮らしやすい東京になって欲しい。 

・東京で、一人一人が楽しくなるようにしたいです。 

都主導の働き方改革求む。残業の禁止など 

私の夢は、みんながやさしくながいきすることです。 

経済のみでなく、すべての人がどんな職種に就いても、平等に豊かに暮らせる社会になってほしい 

国際化がもっと進み、誰もが仲良く暮らせる都市になって欲しいです。 

世界の環境、東京中心に。 

じょうもん時代はすごかったという、言葉があったが、初心にかえり生物の生き方と、科学、技術の進歩とを共有した

世の中になるといいと思います。上野動物園の生き物を見て、まずは自分の身は自分で守る、その上で世の中の進

歩の中で生きることが大切と思う 

お年寄りが安全安心な住みやすい町になってほしいです。 

自然豊かな東京、古いものをいかす。 

高齢者が安心して末期を迎えられる都にして欲しい 

障害者に対しての手帳の保有。知的障害者が 18才での審査で今までの保有資格が無くなっている事が私の周り

でかなり話題になっている 

未来の東京が優しく楽しい東京が出来ることを私はねがいます。 

さまざまなスポーツ観戦ができるスタジアムがある東京。 

1.東京に世界大会を開ける専用カーリング場を作って、東京チームを育成、冬期五輪に出場してもらう。1GAME3

時間×約 10Game とすると、東京を大 PR できる！ 

2.東京メトロと都営地下鉄の合併。わかりやすくしてほしい。 

3.スミダ川とか定期船で移動できる（バス的船便。しかも観光船みたく高い運賃じゃなく、200円～300円くらいの

格安運賃で。） 

暑さの対策をして欲しいです。 

たのしい、おもしろい東京！ 
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便利さばかりを追求するよりも、どの世代にも優しい東京にして下さい。東京オリンピックは（今さら）無理だとは思い

ますが、開催時期が悪すぎます。大人の事情ばかりでなく、参加する選手や観覧のお客様の事を考えてほしかった

です。チケットも買いません 

税金元に！クリーンな東京 

誰もが安心して住める東京 

誰もがお互い助け合いゆとりのある東京になってほしいです。 

車いすの方が（人の力を借りずに）気軽に運動できる場所の整備をお願いします。 

全ての人が暮せる安全安心な町を期待しています。 

子どもと高齢者にやさしい街になってほしいと思います。 

みどりたくさんの東京 

たくさんの人が災害がいつおこってしまっても大丈夫な東京にしたい 

平和で自由な都市を世界にアピールして下さい。 

70才以上は医療費無料!! 

緑をもっと大切にしてほしい！ 

学生などがせっきょくてきにボランティアをする。 

あんぜんな町 

あんぜんな町の東京になってほしい 

すべての世代が希望を持って自分らしく生活出来る都市、災害につよい都市 

ビルばかりで、なんかきゅうくつに感じます。たまに緑のある場所に出るとおちつきます。外国の人が多いので、そういう

人達が、わかりやすい案内があると心せつです。大阪へ行った時、東京の安内はいかに親切かわかりました。でももっ

とわかりやすいと良いです 

公共機関が集約された暮らしやすい東京にしてほしい。 

みんながけんこうで長生きできる町 

地しんや、火さいに強い家がふえてほしい 

地いきの人があんぜんにくらせるように工夫する。 

高齢者がもっと、働けるように。 

東京には、英語の案内などが少なく、来日の外国の方は、まだかなり困っていると思います。もう少し海外からの方

に、わかりやすい街作りが出来たら…東京で、海外の方が楽しめる所は沢山有ると思います。 

古い慣習のうち、良くないものはなくなってほしい。子どもは生みたい人が生み育てやすい社会になってほしい。子ど

も、専業主婦にやさしくないと日本はなくなってしまうと思います 

平和で生活を薬しくすごせて人の力を活用し、機かいやコンピューターばかりでなく、人と人とが利用できる毎日が 

子供達が希望をもてる都市になってほしい 

良い町にしたい。 

オリンピックたのしみです。 

もっと元気な高齢者のサポートを育事、軽作業、専門職に役立てたら良いと思う。 

若者が将来へ安心して、生きていける日本。高齢者が増える中、先に先にする事は沢山あるはず。 

安全なエネルギー生活ができるエコロジーな町になっていてほしい 

グローバル化 学校にクーラー設置 ポンッ！ 
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サッカーや野球等できるようにしてほしい（公園） けんかしないでみんなの気持ちに余裕があってほしい。悲しい事

件が多すぎです。 

落ちこぼれるのは中高生だけではないと実感しています。高齢者や、ひきこもりの人（中高年）を助け共生していけ

る社会を願っています 

みどりが増え、労働者も子供も高れい者もみんなが豊かに暮らせる様に、せいびしてほしい。 

保育園で働いてなくても一時保育ができるようなシステムが欲しい 兄弟がいると上の子の幼稚園の行事であずけた

くてもあずけ先がなくて困っている。たくさんの子どもを生める世になって欲しい 

子供の未来があかるい社会にしたい 

自由で、開かれた都市であり、世界中の人が集まり、平和な、町、治安のよい町。 

東京にもカブトムシがたくさんいる森を 

これからはだれでも有料の公園を無料にしてほしい 

住みやすく、共存していける街になって欲しい。 

地方の活性で東京一極集中が解消される（希望） 

環境を考えた都市 自然を大切に ムダな物を作らない（会社を含む）考え方の世の中になるとよい→ゴミが出な

いように 

公共工事は未来の事を考えて、長期的に回数は少なく普遍的ユニバーサルデザインの町を造っていってほしいです。 

子供が自由に遊べる公園がほしい 暑いから、プールや外遊びを中止するのではなく、暑さの中でどのようにすればで

きるのか考えてほしい。（室内プール等） 

ボール遊びや花火ができる公園がほしい 

世界中の人々とコミュニケーションをして、文化など交流をする。 

高齢者が年金だけでも余裕で暮らせる東京になって欲しい 一般企業の始業時間を 9:00 を基本にせず時差通

勤がフツーの世に！ 

おれおれサギのような、事件のない、安心してくらせる東京。 

皆にやさしい東京 

夏の暑さ対策がされていてすずしい東京 

父母が今まで暮らしてきたいいところを残した町づくり。皆が平和に暮らせる町。町会がまとまって近所の人皆で助け

合える町。 

安心した街で子供を育てられたらと思います。 

上野の発展 緑と共に都市化 

税金、有効的に使ってほしい 都市の緑化で温だん化をなんとかしてほしい 

地下リニアモーターカー（外国へ行来する）の駅 

親世代（私たちも）（→今のうちから健康でいられる様体づくりしています）子どもも自立した生活を送れる様にし

たい 

東京のルールをまもってほしい。※たとえば歩きスマホなど 

世界の模はんになれるよう一人ひとりが他人を思いやり健全でやさしい都市を目指したい。まずはタバコ０の東京

に！ 

バリアフリーが都内すみずみまで行き渡っている町づくり 
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北欧のように、「全体」が整っていることを期待しています。例えば自転車の車道への誘導や、歩行者との道を分ける

なとの、ルールが、場所によって異なるので、それ以外も含めてもっと全体感をもって推進して欲しいです（統一

感!!） 

安全性の高さが自慢出来る様な都市になって欲しい。 

日本人としてほこりをもって生きられる町であってほしい。 

バリアフリーで自然の共生している東京をめざしてほしい。 

バリアフリーとトイレいっぱいつくって 

公園にトイレをたくさんイスができるとうれしいです 

・みんなが暮らしやすい町 

・自転車道路の整備。都内どこへでも自転車で行けるように。 

バリアフリー進んでない 

・ちゃんと安全にくらせる町。 

・こうれい者、としよりにやさしくする。 

23区の外環を繁ぐ線（世田谷区とか江戸川区とか）があれば（電車）便利かな。 

世界中の人と交流してみたい 

緑が増えた街 

緑のあふれる街になってほしい 

だれもが英語でコミュニケーションが出来る環境？を是非作って欲しい 

いろいろな種類の発電所があればエコで、災害時にも、発電ゼロにはならないと思う。 

美しい街並みと人・自然が調和した先進的かつあたたかな街になって欲しい。 

事こなどがない町 すみやすいかいてきな町 

長く往んでいたい（いれる）街（相続が高くて往めなくなるよー） 

エスカレーターを歩く人がいなくなる東京。なるべく早く。電車内マナーの向上。ドア脇に立つ『門番』や仕切りに寄り

掛かり、背中を座席側に入れ込んで来るマナー違反の撲滅。 

通勤ラッシュの緩和。通りの名前をつけてほしい。無電柱化。 

電柱をすべて地中に。 

「多様性」は必要ない。これ以上外国人が増えるのは絶対反対。犯罪が増える一方だ。東京はただでさえ外国人

旅行者が多いのだから外国人定住者はむしろ制限してほしい。「多様性」など夢物語で、犯罪や問題は増える一

方になる。日本を守るためには「鎖国」をしても良いぐらいだ。むしろオープンにしてはならない。住むためには高いハー

ドルを設けるべき。日本の美徳を守り続けるために必要なことである！ 

どうかまっとうな知事がえらばれていますように。 

地域のお祭りなどで、年令を越えて、楽しむ時間が多くあるとよいですね。広報で伝えて欲しい。 

ダイバーシティの推進 

文化に触れる機会が増えるように入場無料のイベントを増やしてほしい。又、男女機会均等法が本当に実施される

都市であってほしい。 

戦争やテロのない世界が続くこと。 

戦争の無い平和なくらしが叶う日本。文化的に優位を保ち世界から信頼され世界の先進的位置を築いていくこと。

ああ日本に生れてよかったと思える国へ。 
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皆で支え合える優しい街にしたい。 

幸せを感じる日常を大切にしたいです。 

そらとびたい。 

皆が互いの事を尊重しましょう。 

現金を必要としない全電子マネー化 

子育てがもっとしやすい東京 

子供達が夢や希望を持って生きていかれる世の中になってほしいです。 

満員電車 0 の公約の実現待ってます。 

自然・経済環境がより一層よくなる社会をのぞみたい 

子どもが安心して過せる東京であってほしい！ 

以上の件・最善を作って戴きたいと思います 

暴力団とサギ商法がなくなってほしい。通勤混雑も解消されればと思う。天気予報がより当たればよい。あと動物に

やさしい世界。 

混雑のない交通網の整備とだれもが生活しやすい道路・公共施設の整備、税金のムダ使いをなくして欲しい（お役

所仕事が多い） 都と区で同じ重複している仕事をみなおして欲しい 

少子・高齢化に歯止めをかける為に、大胆な都政のリーダーシップを！ 

動物や自然との共生。 

犬猫の殺処分ゼロ!! 

都民ファースト!!誰もが暮らしやすい街に！ 

全体的に叶う東京に─。 

住み易い都になって欲しい 

・高齢者も住みやすい都市 

経済発展。 

ユニバーサル化が進めばみんなが住みやすい町になるはず!! 

どんな人からも東京が世界で一番と言われるような街にしてほしい。 

ゴミゼロ！ 

東京都の給料を 2倍にすれば良い 

都民の日などのイベントをいろいろと充実してください。 

人口が集中していても、もう少し暮らしやすい町になっているといいな。世界的な地名度のある場所になってほしい。 

より住みよい都市になってほしいです。 

バリアフリーで誰でも移動が楽な交通システムが発達してもらいたい。 

子供が安心して産める社会。保（幼）小中高一貫校 

シルバーパス 65才から配布して下さい。 

◎甘い話のじょうずな政治家をなくし「安全安心な東京」 

オリンピック後の東京のビジョンをしっかりと持って、有意義な五輪としてほしい。世界各国との結びつきを意識して、活

力のある東京を目指して欲しい。 

カジノを東京に！ 

ちきゅうにやさしい東京 
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・誰もが安心してくらせる街になってほしい。 

安心して暮らせる街にしたい。 

平和な日本（東京）が続けばと思います 

世界一の東京 世界のモデルになる東京 

未来につきましては、地震や災害時に少しでも不安が減少される町作りを望んでいます。又、現時点で困っている

方が多数いらっしゃいます。まずは、その方々に力をかしてあげて下さい。 

緑が多く、歩いてて、休める場所の多い街。 

高齢者がのんびり、公営交通が利用出来るようになってほしい！ 

自然あふれる森や川を中央部分に沢山作ってほしい 

子供がのびのび自由に遊べる場が増えると良いです。（公園でもボールや自転車に乗ることができない所が多く、安

全な所でこれらのことにチャレンジさせたいため） 

いきいきとしている効率の良い未来都市にしてほしい。 

大きなスポーツ体育館がほしい！ 

女性が子育てしながら働くには、男性の働き方次第で疲労度は違う。公務員はさておき民官は特に改善されてい

ないため 

国の借金がなくなり、年金もらえますように!! 

笑顔のあふれる東京 

子育て世代への不安をなくさない限り少子化は止まらないと思います 見せかけの助成ではなく本当の意味での対

策が必要だと思っています そのために若者が選挙に行くような働きかけ、教育を求めたいです。 

バリアフリーの場所が増え、各駅にエレベーター、各車両に車いすスペースがあれば嬉しい。満員、人の多い電車にベ

ビーカーで乗っても嫌な顔されない広い車両があれば良いと思う。 

道に屋根をつける！暑さ対策 校庭など暑くても子供が走り回れるように 

しぶ谷のそう音 0 にしてほしい。 

災害のない若い人が働ける都になって欲しい!! 

オリンピック楽しみ。 

・子ども達が、キャッチボールやサッカー等ができる公園が、どの区にもどの地域にもある街 ・母子家庭の子ども達の

貧困脱却や障害のある方の生活が保障されるシステムのあるくらしづくり 

公報の東京都だよりに都議会の日程表をのせてほしい TV でやるのはわかるがライブも見たい 特に委員会のぼう

聴ができればなお良い 私はアナログ人間なのであまりにスマート社会には不便を感じる 予算の上で使わない人間

がいることを忘れてはいけないと思う この事は先進国共通の答えだと思う 

人口の分散化と自然環境の充実した緑化と公園を多く。 

・もっと緑を増やしてほしい。 

・外国人が増加するので治安維持に努めてほしい。 

世界中の人々が安心して楽しめる町。 

住みやすい、快適な生活が過ごせる東京。東京に人口が集中しすぎている。通勤のラッシュはたいへん。時差出勤

ができるように企業に提案するとか空飛ぶ交通きかんあったら良いですね。 

東京オリンピック不要 国か出すならしかたないか私の都民税か使われるのに同意したおぼえはない そのお金をもっ

と都民のために使えると思う オリンピックに使うお金でいくつ保育園か立つか 
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交通ルール（チャリ）を守って健全な東京に 

道路での禁煙・特に人の集まる駅近辺 

本屋、プールがいっぱいある。 

都会の中に少しでも多くの緑を。子供たちがのびのびできる環きょう。 

きれいなとうきょう 

カジノ 

税金沢山納めてます。とにかく、「世界一の街」にして下さい!!世界一素晴らしい 

もっと子育てに優しい東京を望みます。 

AI のしんりゃくを防ぐ 空とぶ車などのアニメみたいな未来 

多様なスポーツをハイレベルで体験できる都市にしたい。子供たちがあそべる、まなべる場所がもっと身近に増えてほ

しい。ハイハイ期の赤ちゃんがあそべるところが少ないのでふやしてほしい!!0～6 さいだと、大きい子と小さい子がいる

ので 0 さいのみ、1 さいのみなどわけてほしい 

・未来よりも現在の改善をすすめるべき 

ゴミゼロのきれいな街。 

ミドル・シニア世代とても元気です。うまく活用できるシステムがあるとよいです。ボランティアなど興味がある方は多いと

思うのでハードル低めで挑戦しやすく！ 

ひと多すぎ 

動植物との共生。 

本当に女性が子供を産みたくなるかんきょう作りを本気でかんがえてほしい 

豊洲の通勤かん和 

交通事故をへらす為の知恵を出し合う事。罪をへらす為の知恵 特にサギ。モラルの低下 

誰もが夢を持てる東京 

だれもが支えあえるような安全なくらしをふやす。 

今よりも、もっともっと楽しい「TOKYO」を期待しています。今もとても楽しいですが、2020 を機会にさらなる広がりを

のぞんでいます！ 

都民の日は都民だけの特典があるといい。例えば動物園、庭園など無料は都民だけでよいのでは？税収 UP になり

ますし。 

今すぐ幼稚園もすべて無しょうにすべき。働いている人の方がゆうぐうされてる。働きたくても働けない（転勤など）人

のそちがない。不妊治療ももっとゆうぐうされるべきでは?? 

色々の人が元気にうんどうをしたり差別をなくす。 

誰もが（今の子ども・若者）安心して暮らせる社会 

子供のあふれる日本。 

孫、子供達が安心して住んでいられる社会 

働き方かいかくにて、正雇用の方は良いが非雇用である私は、残業も出来ず 7月分の給与が手取りが少なく、たま

げた。退職金 2000万なんてとても考えられません。足・腰が動くうちはなんとか正社員に働かせてほしいものです 

住みやすい街になってほしいです 

自然豊かな街であって欲しい。（環境の良い）交通便の良いのはもちろん治安の良い子供から高齢者まで安心し

て暮らせる街になって欲しい 一人一人が伸び伸びと暮らせる東京になって欲しい 
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あんぜんなとうきょう 

お得感のある東京!!給食費ゼロ・老人雇用が盛ん 

よりすみよい都市になると良いです 

安心して生きていける（子供を産み、育てる。老後の不安がない。就労の機会がいくつになっても与えられるなど）

社会になってほしい。 

幸に暮せる東京であってほしい 

安心出来る東京 

緑の多い街なみが増えるといいと思います。 

安心して住める東京 

たのしくすめる 

満員電車やバスにならない電車やバスが欲しいです。2階だてバスとか。電車は、アイデアが今のところないです。 

エレベーターを沢山設置し、車いすやベビーカーの人が住みやすいまちづくりをしてほしい。緑や公園など沢山ある街

にしてほしい。 

住みわけ必要 

通勤ストレス（満員電車）の解消 子育て世代に対する優遇制度（子どもが多い程得をする） 

日本らしく豊かな社会 

今後確実に人口が減るのにこれだけタワマンが増えている現状にとても不安と恐怖を抱いてます。子供達に負の遺

産を残さないでほしい。子供連れに優しい社会になってほしい。エレベーターなど弱者を優先する優しさをもっている

人達でいっぱいの東京になってほしい。 

犯罪の少ない都市 

心ゆたかな生活のできる東京へ 

たのしく生きていきたいです。 

安全な東京 

ゴミ問題（特にプラスチック）がもう少し解決に向けて取り組んでいってほしい。 

野球などが自由にできる広場を求めます。子供とキャッチボールができない！ 

子どもがのびのびすごせる町に 

ゴミの散乱がひどいのでいたる所にゴミ箱の設置と公園の植木、枯葉の清掃を徹底する。 

ゴミの散乱がひどいのでゴミのマナーを守って欲しい！ 

住みよい東京 

どうぶつのほんをうってください 

だれでもが集える場 高齢者、子どもたち 連けいした 施設・コミュニティー・カフェ 

都知事等、選挙で選出する方法は当然でしょうが、立候補都の資格を確り決めた方が良（希望＝法の改訂） 

例）行政に長期にたずさわった。法科出身者。当然品行方正。 

あんしん・あんぜんなまちでいてほしい 

スポーツがたくさんできる東京にしたい 

都民すべてが安心して、安定した生活ができるように 

高齢者の住みやすい何の心配もなく孫達とくらす生活が夢です 

子どものあそび場学ぶ場の多い東京 
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子供が毎日笑顔で過ごせる街 

やさしい町になってほしい。 

生活保護者査定を厳重に 支給額を下げる 

こどもたちがたのしくすごせるまちになってほしい。環境にやさしい電気自動車等が、公共的にのれる町。 

こどもたちがたのしくすごせるまちになってほしい 

子どもが何かを夢見た時、それを社会全体で応えんできる東京 明るい未来！今は暗いと思うのはナゼなのか。 

バリアフリー化進んだ町がつくれるようにがんばってください 

地球温暖化を止める!! 

電線の完全地中化。歩道をもっと幅広く 

子どもが安心して暮らせる場所がふえてるといいなぁ 

計画中の鉄道を早く開通させて、もっと便利にして、特に東部は交通不便地域でありますので、メトロセブン等を作

って、もっと便利にして、交通混雑等を解消してほしいです 

自然を大切にしたい。じこのない町にしたい。 

みんなが、幸せを、感じられますように 

誰れもが住みやすい東京でありますように。 

高度せいちょうは、もう終ったので、これ以上、スマホ等より、しぜんに、かえる生活を、世界中が、心がけたい。 

ムダなところにお金を使わず、大切なところにお金を使って下さい。特に子どもについて手厚くお金を使ってほしいで

す。 

スポーツ、文化、食 etc.学区域単位でのコミュニティ創出 そのコミュニティをつなぐネットワーク創出で、人と人のつな

がり、見守りを大きくする 

誰もが明るく希望をもてる都市 

世界をリードする文化経済都市になる。 

全世代に平等な、心豊かな暮らしができる、東京であって欲しい。（現状は、高齢者優遇に思え、今の若者が壮

年、老年期は不安な状況に見える） 

ボランティア文化にもっと興味が出れば良いと思う 

通勤混雑が緩和されてほしいです。税制度がシングル単位になれば、働き方、生き方がより自由に選べると思いま

す。仕事（自営、主婦等）により年金や税金が変わるのはおかしいと思います。 

自然と科学が共存する町 

子どもがすごしやすくみどりいっぱいの社会 

資源やエネルギーを有効に使い持続可能なエコな街 

・地下鉄の一元化。料金をわけず、通れるとうれしい。 

・緑化をすすめて暮らしが豊かに夏、涼しくなるといい。街路樹、公園の芝と木々必須。 

都民税ゼロがいいな!! 

災害に強い町づくり。 

子どもからお年寄まで、笑顔で生活していけるようになっているといいです!! 

公園をもっと自由につかえる所にして下さい 

平和の東京町作り。生活の安定 

安全。ケーブルの地中化。 
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みんなが安全でしあわせになればいい 

◎子供が、幸せな生活を、送れる都であってほしい！ 

電線地中化を、早く完成させて下さい。 

障がい者が生き生きと働き、輝ける環境が整うことを期待しています。 

安心して子どもを預けることが出来ないと、女性の活躍する世界・社会は出来ないと思う。学童が1年生までしか預

けることが出来ないのが現実。学童をもっと増やしてもらいたい。 

ボールをつかってあそべたり、アスレチックのあるこうえんがほしい。 

誰もが支え合える国 

みんなが仲よく安全にくらせる場所。 

来年には東京でオリンピック・パラリンピックが、続く 2025年には大阪で万博が行われるが、特に我が国の首都であ

る東京は、世界に誇れる日本一の都市として、国内と海外を繁ぐ架け橋になってもらいたい。 

みんながやさしい心をもってほしい。 

子育て世代にもっとやさしく、なにが必要なのかを考えてほしい。収入が多くても、なかなかギリギリの生活をしている

人もいることを知ってほしい。（奨学金の返さいなどで） 

美しい自然を残しつつ、仕事面では新しい機能が充実した街。 

子供や高齢者が共に暮せる世の中 

子供がゆっくり遊べる施設の充実。 

・公共交通機関が発達した町 

・緑が多い町 

・川が有る町 

子ども達が自由に遊び学べるかんきょうになること 

世界一安全な主都にする 

災害にも安心に対応出来る、町づくりがされていれば良いと思います 

体の不自由な人も、安心安全に、いろいろな所へ行くことができるようより一層のバリアフリー化が必要。道路の段差

や傾斜など、健常者にとって、何でもないことが、危険なので、まずは、身近な所から改善していくことが大切 

もっと緑の多い東京を!!空が広く高く見える、東京であって欲しい。 

どんどん気温が上昇しているから、例えばエアコンの導入だけではなく、根本的に、もっと熱が生活の中ででないような

工夫があるといいなと思います。 

安心感（生活）ある都市になりますように 

皆ときづなで一つになりますように 

災害に強い東京 

自由な生き方が尊重される日本を望みます 子育てしやすい、出産しやすい社会を望みます 

マンションの近くにコンビニがほしい 

マンガに出てくるような未来 

子どもがいるから出来ないということが多いのでそんなことのなくなる社会になれば良いと思う 

8号線の延進、快適な東京… 

子供が、自由にのびのびと遊べるスペースが数多く存在する東京 

地下鉄 8号線早期延伸 
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メトロ半蔵門線と有楽町線の直通（8号線の延伸） 

子供の為に住みやすい都市になるといいです 

子どもがたのしく遊べて安い施設を たくさん出来て欲しい 

色々な意見を出し合える場を（様々な人々が参加できる）多くつくって、できるものから実現する環境 

バリアフリーカが進む 

へいわにわるい人がへって、じこのおきない町。 

日本国憲法の理念を忘れて戦前の天皇中心主義で生まれながらの不平等を徹底した 2019年より後退すること

なく、いっそのこと天皇が生まれる前のアニミズム信仰まで立ち返り人間のみならず全ての事象を尊重しあえる原点に

戻ってさらに進化した自由、平等、自己実現の徹底された世の中になってほしい。天皇が国家元首としてオリンピック

の開催宣言をするような後退した東京じゃムリだと思いますが。 

安全 

大学まで無料になってほしいです！ 

ホームレスのいない未来 

みんなが仲良くゆずり合って、世界の人全員で協力する東京になってほしい。 

じこがないやさしい人が多い 楽しいイベントが多い 

ゆかいな町にしてほしい 

素てきな未来になりますように♪ 

子供達が自尊心が育てられる東京 夢希望をたくさん持てるかんきょう 

子育てしやすい東京になっていてほしい 

とくにないが、自然保護のいきとどいた町ならいいと思う 

子供達にとって明るい良い国でありますように。 

会社それぞれが独立しているのではなく、協力してより良い環境が整うといいと思います。浅草駅など、都営、東武、

東京メトロとバラバラで、オリンピックに向けて変化はあるのでしょうか。 

もっとユニバーサルデザインがすすむといいな。 

喫煙者がマナーを守れる街にしていって欲しい。さらに喫煙所も、道路に枠だけを書くだけでなく、部屋式の喫煙所

の建設を進めて欲しい。なぜなら、喫煙では、副流煙が 1番怖く、禁煙者が受動喫煙によって「マイコプラズマ肺炎」

等の病気にかかってしまうことが懸念されるから。そのために、禁煙者を保護していくことが重要じゃないかと思っている

ので、このような設備を建設、推進していって欲しいと思います。 

まずは都民にやさしい街に!! 

明るい東京！ 

全ての人が未来に希望を持てる東京にしたいです！ 

新しいものを造るだけでなく、持続可能な社会の実現を望みます。 

自動化された交通網。事故のない安全な街であってほしい。緑の多いまちづくりを目指してほしい 

子供を産みやすい環境や育てやすい環境 世界一大きい公園 

マンガみたいなまち 

災害（自然など）がとくに少なく、安全に安心にくらせる東京。 

きれいな町になってほしい 

緑がいっぱい、子どもがいっぱいの東京になって欲しいです！ 
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子どもががんばった分むくわれる東京であってほしいです。 

子育てに優しい東京 

たすけあいができる東京 

もっと便利に、豊かな東京になりますように。 

教育への予算化強化 

教育や、子ども、若い世代にしっかりと投資を。子どもに金をかけないと将来性は薄い。 

はんざいのない東京 

多文化共生のデメリット（モラルの崩壊、犯罪増加）をカバーし、これまで住んでいた人が嫌なことに遭わないように

なってほしい。 

安心、安全、オープンな思考をみんなが持ち、住みやすい街になってほしい。 

・ビルがもっと近未来的でオシャレなものになってほしい。 

・歩道がもっと広く、自転車道と分かれてほしい。 

駅周辺の地下街の構築して欲しいなと。 

まだバリアフリーがすすんでない所もあるので、すすめてほしい 

都営交通の運賃値下げ 

都営地下鉄と東京地下鉄の合併 

若い人達にしわ寄せが行かないような対策をしてほしい。政治家の方がもっと若者が日本人で良かったと思うような

政治をしてほしい。 

犯罪のない東京 

老人でも人がやさしい親切な町。互いにゆずりあって助け合って楽しい毎日をくらせるように。（乗物で平気で敬老

席（シルバーシート席）に座って（十代・二十代・三十代の人が）いて平気で足を組んでいる。気くばりを忘れな

いでほしい…。 

子供の育てやすさを考えてほしい 

一人住いの年寄りにとっても住みやすい街になってほしいです。 

電車の混雑をなくしてほしい 

絶めつしないでほしい 

文化とは、情報と愛である。 

みんながなかよくしてほしい 

首都移転で人口を少しへらす 

メトロと都営の料金一体化 

オリンピック後も施設が活かされ、活用できるしくみを作ってほしい 

英語をネイティブクラスへひきあげる 

子供に広かれた未来が広がる。英語のすべての人の修得 

川と崖が魅力になる東京。 

100年安心してくらせる。 

スポーツがさかんが夢。 

心が豊かで犯罪の少ない国になれると良いです。 

ゴミを正しくすてられるようにしたい。 
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どの世代も安心して生活できるバリアフリー化 人と人とが優しい気持ちになるような。 

明るい東京 

あかるいとうきょう 

子育ては経けんしないと分からないもの。できれば皆が経けんし、優しい国へ 

誰もが安心して暮らせる東京になるといいですね。 

早くすべての駅等バリアフリーが出来、年令が高令でも出て歩ける街にしてほしい。 

全員長生きできいいと思います 

ゆたかにしたい 

安全安心な東京 

素敵な未来になるよう私たちも心掛けたいと思います 

子どもや高齢者にやさしい東京 公園がたくさん欲しいです。 

緑の町づくり 

安心して暮らせる街東京 

緑が豊かで子供達が住み良い街 

家族で成長につれて上野動物園にくること！ 

もっと動物えんをふやしてほしい 

・温暖化対策をもっとして欲しい 

・電柱の地柱下をもっとすすめて欲しい 

安心と安全を第一にみんなで子供やお年寄りを支える街に!! 

教員を外部いたくしてほしい 

空き家をなくし、土地の値段を下げて、子育てしやすい街にしてほしい。 

地震災害が発生した時、高層ビルの間にも小さな公園を作り、一時避難場所にする。上野動物園にも避難場所

の機能を持たせる。 

和を強調した町づくり。和太鼓をきけたり、音楽が充実した町づくり。 

今後外国人の急増（移住、観光等）で治安悪化が心配。外国人にもルールを守ってほしい。 

芝生の公園が増えてほしいです。 

だれもが楽しく、仲が良い東京！ 

日本の文化を世界に 

子育てが楽なシステムの構築を!! 

スポーツだけでなく、世界から注目されるイベントをたくさん行ってほしい。子供たちが夢を持って、がんばれる都市であ

ってほしい。 

築地に住んでおりますが外国の方に道を聞かれる事が多い もう少し案内表示があればと思う 

東京都がもっと動物福祉に力を入れて世界一の国となってほしい 

高齢者でもわかりやすく住みやすい土地なってほしい。 

平和 

インターネットがどこでもつかえる 

インターネットがどこでも使える。 

弱い者に優しい。お互い支えられ楽しく幸せな気持ちで生活できるように。 
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環境問題を解決するといいな。 

明るい町に 

楽しい東京 

明るい東京 

みんなが安心して暮らせる街になってほしい。 

将来に経済的な不安を感じず安心して暮らせる。公園など子供や動物が自由に遊べ、過ごせる空間 

東京はもっとエコになってほしいです。たとえば、たくさんビニール袋またはパッケージのかわりに紙製の袋そしてパッケー

ジをつくってほしいです。 

車のハイキガス ゼロ。車の渋滞なし、首都高のスムーズな運行。 

町の発展と街の進化がバランス良く成り立っている東京になってほしいです。 

少子化問題から脱却！ 

こどもをそだてやすいところ。 

地球温暖化がなくなるよう木を植えてほしい。 

安心してくらせる東京 

・日本、世界をリードする、尊敬されるような政策をしている都市。 

・貧富の差が無くなっている。 

世界中の人々が行きたい都市 No1 となるような東京であり続けてほしい 

混雑の無い通勤 

ドウブつフやしてほしいです 

土地が限られているので空間（地下や上空）を利用してほしい 

歩きスマホやたばこをじめんにすてないでほしい。町をきれいに!! 

色々な店がある東京。 

もっと多様性を尊重する町になって欲しい 

女性への偏見がなくなるといいと思う 

ベビーシッターや、預り所など、子供を誰でも気軽に預け、親も子も自由に動けるようなところ。多様性、決まった時

間に動くということからの脱きゃく。 

・国会議員も定年があるべきと思う。  

世界のお手本となる自然と最新技術を取り入れた街なのに、古き良き文化も存続している東京であって欲しい。 

インターネットだけに目をむけることはしないで緑を大切にする。 

とそうこうじをして、小学校とかみためがきれいになるとうれしい。 

弱者（高齢者、障害者）も安心して住める街づくりを期待します。都内でも都市部でだけ、納税の思恵が感じら

れるのが残念です。 

みんながんばってほしいです。このまちをすてきにできるのはあなたたちしかいません！ 

せかいの人がやさしくなってこわいニュースがなくなるまちでいてほしい 

楽しいスポーツがふえてほしい 

もっと住みやすい街になってほしい 

体育が広まるといい 

公園の中にプールや動物とふれあえるものがあるといい 
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世界一安全で安心して暮らせる東京であってほしいです。 

今の日本、特に我々の学校には意地悪な人が多いです。学級委員は何故かいけずです。日本はまず、意地悪な

人をなくすべきです。意地悪と差別をなくしましょう。 

都内在住の人は、いろいろ特権があってうらやましいと思う。（出生地、東京です）増々、住みごこちの良い東京を

期待しています。 

・お客様意識でなく、他人への配慮ができる人が増えてほしいです。 

・残業なし、子育て中でも働きやすい東京になってほしいです。（うちの職場は管理職が時間を守らず休憩時間も

ありません。） 

あつすぎず、さむすぎない町。 

地震等、災害に対応でき、高齢者が安心、安全に暮らせる、子育てしやすい都市の世界的モデルとなっていて欲し

いです。 

災害がおきた時の準備をどんどんグレードアップしてほしい 

災害があっても、迅速に対応し、安心してくらせる町、都市として、力をつけていきたいです。 

防災対策が進み、環境問題がクリアになった都市 

よりきれいな町。 

鉄道がもっと活やくできるように、みんなにやさしい鉄道になってほしいです。（都営地下鉄好きです！） 

高齢者、体の不自由な方の活やくの場を増して！ 

平和で安全な未来に 

自由でやりたいことができる東京になってほしい。 

幼児連れで沢山の国に行きました。アメリカ、ヨーロッパ諸国の公園は常に多くの子供達でにぎわってます。まず石砂

ではなく転んでもクッション性のある地面の公園にしてください。 

住みやすい東京でありつづけてほしいです。 

平和が第一 

子供たちが健康に生きてゆける街づくりを！ 

きれいな街 世界に誇れる都市、東京。 

美しく治安がよく若者のボランティア精神のある東京（電車に乗った時の若者の寝たふりは如何なものか。） 

東京だけが富むのではなく、東京を発信の中心として地方へ、そして日本全体に潤う未来になればいいと思う。これ

を機に具体的に何ができるかを考えてみたいと思います。 

規律のある、活気があり、自由な街、東京 芸術・文化・スポーツが豊かである街 

こどもや女性が住み良いところが、みんなが住み易いところだと思っています。 

年をとっても歩ける道路を作って下さい。 

一極集中をなくしたい。 

すみよい東京になってほしい。 

バリアフリーの道・住居・レストラン etc に対応した都の発展を世界に誇る提案ができればと思っています。 

小学生の娘がいるのですが、1人で遊びに出すことが心配です。安心な街づくりを希望します。環境対策で、もし私

が身近で気軽にできる事があればさん加したいです。環境先進都市であれ！ 
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だれもが、みんなに優しく助けあいができる環境を作りたいです。税金を上げるのは、いいのですが、その分、海外みた

いに、教育や老後の不安を解消できるような使い方をしてほしいです。後は、とにかく動物達の未来が明るくなること

を心から願っています。今の日本は、動物の命を軽く見すぎていて、法律などがすごく甘いです。海外をみならってほし

いです。 

すみやすい町になって欲しいです。 

わるい人もいないへいわな町になってほしい 

◎世界の大都市に比べ、都民が無料で楽しめる公園、町全体の緑が少ないと思うので、経済発展は重要だが、

人々が快適に心豊かに暮らせる素敵な都市になってほしい。 

◎東京都全体が同じような高層ビルの建つ町ではなく、それぞれの町、それぞれの地域がもつ独自性も大切にして

ほしい。 

安全で安心な町に東京がなってほしい。また、東京の環境や緑、水もよくしてほしい。 

子どもを産んでそだてたいと思えるいろいろな体験のできる東京になってたらいいと思います。自然もある、便利さもあ

るいいとこどりがいいです。 

バリアフリー 緑の整備 車社会から公共交通機関の充実化 

今よりもいい所 

すべての人が共生できる様な町 

高齢者が楽しくくらせたらと思います 

いろいろな国の人がなかよく出きる東京にしたい 

バリアフリーで安全、安心で老人も楽に行動できる街 

すべての子ども、若者が希望をもって生きられる都市になって欲しい。 

安心して（福祉等）暮らせる東京を希望します。 

東京都内でも地域差格差がない都市でありたい 

子どもたちが将来の夢を持てるような福祉的に支えられるような東京であって欲しいです。若い世代が物造りで仕事

が出来ると良いと思います。皆、大学へ行って事務職では物作り日本がすたれてしまう。資源ない国日本では物作

りで世界にアピールしていくしかないので大切にして欲しいです。 

一人一人ががんばることがひつよう！だ 

子供をあたたかく見守り合える社会にしてほしい なったらいいな 

都会でも地産地消できるような、パーマネントカルチャーを取り入れた生活や誰もが集えるコミュニティーの確立の出

来ている東京になって欲しいです 

少子化をくいとめる政策が欲しいです。 

地方と都市との共生。 

東京オリンピックで使用されたしせつ等をむだにせず、多様な事に活かしていただきたいです。 

すていぬやすてねこのいないしゃかい 

きれいですてきな東京になってほしいです。住みやすい東京 

みんながくらしやすい環境になってたらいいなと思います。 

自分たちのやりたいことやすきなことをしてもおこられない東京。 

世界中から、日本の伝統文化を多少でも学ぼうとする人々が参加し易いシステム。 
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空気のきれいな住み良い都市。どんな言語でもみんなが対応できる様な機会等がお店や、公共施設に必ず置いて

ある 

じゆう。 

すて犬やすてねこがいなくなり、動物にとって幸せな東京！ 

もっとすてきな家に住む 

みどりがたくさん 動物園がいっぱい 

小さい子供連れでも気軽に外出できると嬉しい。（ベビーカーでの移動のしやすさなど） 

車イスやベビーカーどこでも行ける（ペットも） 

下町文化の存続 

ずっと、東京にいたいです～ 

老若男女、快適に暮らせる街。 

町がきれいになってほしい 

渋滞の無いスマートな街 

電柱を地下に全てうめてほしい！ 

先祖代々東京在住なれど（江戸から）最近子供の所へ移りました。 

宇宙旅行が気軽にできるといいと思います。もしくはギジ体験でもいいので。坂道が多いので、年配者や、しんたいし

ょうがいしゃでもラクに歩けるといいと思います。 

高れい者に住み良い、安心と安全、子供達の将来、いじめのない社会を築いていってもらえたら、良いと思います。 

平和で住みやすい町になりますように 

すてきな町になってほしい 

子供の教育 

みんなが空をとべるようになる。 

東京だけに人が集まりすぎる。少子化と云ふが日本全体では 7～8千万くらいか良い。金もうけは止める頃ではない

か 

どんな人も尊重される社会かんきょう、考えになることをねがいます。 

自由王国 

防犯カメラを住宅地にも設置できたら良いと思います 

だれでもスポーツができる。 

災害に強い東京を整備していただきたい 

多文化的な東京！ 

あんぜんでたのしいまち 

バリアフリー、多様性についての教育 

幼児教育無償化じゃなく各未就学児の親に均等額を現金で配布しそれぞれの価値感にあった教育を選べるように

してほしい 近い保育園だけでなく様々な選択肢がほしい 

全電柱の地下化と緑と自然を戻す。フラットな社会。 

通勤ラッシュ時も子供を電車やバスに安全に乗せられる町 

バリアフリー化、駅を誰もが不自由なく使えたらいいと思います。 
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東京が世界に誇れる街であると同時にここで生まれ育つ子供や親子が暮みやすく平和に安全に住めるようになりた

い。 

高齢者をうまく活用できる町→保育所、子育て支援、地域の安全等 とにかく未来ある子供を守る町であってほし

い。 

いろんな家族のカタチが実現できる住居環境 

緑、公園がいっぱい 

子どもに対して高れい者が、高れい者が子どもに対してなど、互いが互いを尊重できるまち。子どもの声をうるさいとい

わない。高れい者に席をゆずるのあたりまえ、みたいな。 

マンション等高い建物が立ち過ぎないよう、ある程度は見渡しのいい住環境 

税金のムダづかいなのでオリンピック反対!! 

通勤する人が減り社会の環境変化にともないみちがえる東京となると思う いいも、悪いも 

働き方改革はやめて、残業代がしっかり払われる、仕事を増やして欲しい。1日、8時間労働で、手取り、15万で

は、生活できない。1日 12時間働いて、手取り 40万はないと、子供もうめないし、結婚もできない。休みが多くな

ってもお金がなきゃ何もできない。経済がまわるはずない。 

まず増税をなくしてほしい。上げるならちゃんと意味のあることに使ってほしい 

・交通費安く。  

・他人とはなしあえる所。 

・あつさ対策 

世界一安心な街になってもらいたいです。 

世の空気と逆だが、良い意味で一極集中が継続していく魅力を維持してほしい やはり田舎者の自分にとっては憧

れがいまも続く東京なので。 

夢が叶えられる町へ 

住んでて安心な都市作り。 

都民一人一人が自信を持って誇れる都にしたい。性別やセクシャリティの壁を無くしたい！ 

高齢者、交通事故対策にて、キセイする。 

障害者の人にやさしい東京 

安心で楽しく希望が持てる生活ができる町づくり 

バリアフリーがすすんで欲しい。 

子ども達が夢をもてる、東京 

・緑や大きな公園、広く安全な道路（車道、自転車道、歩道）の確保 

・多摩川沿いを奥多摩～羽田まで安全なサイクリングロードと散歩道造成 

ゴミ（ポイ捨てタバコ）がない、きれいな東京であって欲しい。人とのつながりが、うすい東京というイメージがあるので

地域で子育てできるような＜たて＞の関係がある街であって欲しい。 

子どもも大人も安心して、安全に生活できる（治安、生活など全てにおいて） 

水と緑の東京 

東京へ企業人口が集中する事なく、日本全体で発展していけるように、そのリーダーとしてがんばってほしい。 

安心して住める町 

昔ながらの文化は、大切に守ってほしいです。 
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子供にやさしく、笑顔があふれる町になってほしいです。 

生き物など（人間も）が楽しくゆかいにくらせる街（東京） 

今まで、ゴミと認識されてすてられていた資源の見直し。老人が亡くなると全てをゴミに出す風ちょうがあるが、価値あ

るチョード品は、リサイクルして直して残そう。 

街があまりにもきれいになりすぎると街の持つ個性がなく面白味のない街になってしまう。ゴチャゴチャした街の中に楽

しみを見出せる様なまちへ 

公園や緑が多く、子供たちが安心安全でくらせる町であってほしい 

とりあえず上野動物園のモノレールは残してほしい 

何も変えないような都知事が出ない未来の東京であってほしい!! 

くらしやすい街を目指し、バリアフリー化を推進すべきである。 

1人 1人が自信を持って輝ける環境の整った東京になってほしいです！ 

安全で安心に暮らせる街であってほしい 

自然をふやす 

安全な街 子供が安心して遊べる街を望みます。 

もっと子育てがしやすくなる東京へ。 

もっと室内で子どもを遊ばせられる所が増えると嬉しい!!（無料の） 

東京の首都なのに、緑がいっぱいわき水もある！畑もある！ 

バリアフリー化がもっと進んで世界に恥ずかしくない都市として発展していってほしい 

空中移動、水上移動をもっと多用する。 

LTR鋼の再構築 

夢や未来を語るのもけっこうだが、雇用をなんとかしてもらえると嬉しい。 

みんなでなかよくできる東京 

世界の人々がつどえる町 

車（自家用車）なしでも不便を感じない街に。自転車で、どこへも行ける街に 

交通きかんなどでおんだんか、などがふせがれたあんぜんにくらせる所 

・緑と都市が共存する街 

・伝統芸能の継承 

・江戸街並の体感スポット 

・日本文化の体感スポット 

いい生活になる、いいです。 

地下をもっと利用した方が良い（都市、電柱） 

バリアフリーの進んだ安全に暮らせる街。 

使われていない地区センター等の施設を民間へ開放する（一部の人に情報や予約が片寄らない） 

・水（川）のきれいな町 

・道徳教育の充実した町 

・障害者のもっている力を生かせる町（多様性をみとめる人作り） 

平和な人がべんりにくらせる町になるといいと思います。 

ものがやすくなる 
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なんでもできるまち 

みんなが笑顔が一番。 

安全安心にくらせる社会 

安全で住みよい街に 

野生動物と共存できる街 

若い人の人口の増える工夫にあふれた東京であってほしい 

老若男女が安心して暮らせる町 

公園の遊具が老きゅう化で撤去されると「危ない」や予算縮少、維持が大変などの理由で撤去されたら再度遊具が

置かれることが少ない。「危ないから撤去」は分かるが、全てを 0 か 100 かではなく、他国の公園事情を参考にする

など、対策して欲しい。子供と行っても遊ぶ物がなく、ボールもダメ、何もかもダメでは、小さい時の事故は防げても自

分の限度を知らずに育てば、 

空気と水と緑を大切にする東京であってほしい。 

都民税をもっと有効に使って、東京を住みやすい、又、生きていくのに生活しやすい、世界が憧れる街になってほし

い。無駄に使わないで下さいね。 

安全・安心に平和に過せる東京に！ 

ゴミゼロに、のいしきを私達都民にねづかせる活動をして欲しい。私の住む港区はだんだん外国人ツーリストが増えて

いますが、ゴミポイ捨てのマナーが悪いので、しゅうち微ていして頂きたい。 

すべての公共機関でのバリアフリー化 ベビーカー、小さい子どもたちを連れた家族の住みやすい町。 

空気がきれいになる 

台風が近年どんどん巨大化しているので、電柱（電線）を地下に埋めて、停電にそなえてほしい。 

スポーツがじょうずになりたい 

子供が暮らしやすい世の中 

もっと通勤・通学のしやすい東京になってほしい！ 

どの駅にも使いやすいエレベーターがあり移動しやすい東京に 

地球温暖化防止に積極的に取り組み、自然豊から街作りと、世界に対しても環境問題の解決にリードして行く尊

敬される都市になって欲しい。 

みりょくてきなまちにする。 

駅、や美術館など公共の場所、まだまだバリアフリーが整備されていない所が多く、ふべんです。あと、目の見えない

方や、車椅子の方にやさしくない東京の町。なんとかして欲しいです。 

子供達が幸せに暮らせる町になってほしい 

多くの人が 100才まで生きられる町 

舞台への助成金求ム!! 

高齢者、子育て世代は特権階級ではない。誰もがほとんど経験していく時代で、誤解を産まないサポートを望む。あ

たかも特権階級のような勘違いは、疑問に思います。 

子どもを育てやすい都市と、農業も食育やスキルとしてとりくむような教育環境があるといいなと思います。 

とりあえず都知事は変えた方が良いと思われ 

誰もが安全で楽しく暮らせる街にしたい。 

自然あふれる東京をめざしたいです。 
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上野動物園の改革・発展 

しあわせやへいわにみんながなる。 

テレポート可能な町 

軍事基地のない東京 

最低賃金もっとあがってるといいな… あと、路上ライブとかにもっと寛容に、できる場所ふやしてほしい 

治安、安全、安心の都市へ。 

地下鉄がいっぱい。 

子供達が過ごしやすい東京になってほしいと思います。 

〇住みやすく、皆に優しい街並み（バリアフリー） 

〇お年寄り、子供達、安心して暮らせる。 

すべての人が安全にくらせような東京になってほしい 

じどうなものがいっぱいでとてもきれいな東京になってほしいです。 

もう少し長生きして、未来の東京、子供の生様がみたいけれどそれもげん界があるので、これ以上車をふやさず、温

だん化、自然を取り戻してほしい 

老人の住みやすい施設等を増やして下さい。 

活気に溢れ、文化性が高く、誰もが笑顔でいられる町であってほしいです 

〇広くてひさし（日陰）のある歩道の通りが欲しい。 

〇高層の建築物は少ない方がよい。 

〇防災と憩いを両立した河辺の整備。 

電柱を地中に埋めて、キレイな街づくりをすすめて欲しいです。 

子供も安心して育てられ ゆりかご～墓場まで安心していられる日本 

緑が増えてほしいです！ 

面積に対する適正な人口になればよいと思う。モノ、人が集中しすぎている。 

みんなもかいてきでらくにすごせる 

子供達が健康で安心安全な都市を目指してほしい、未来の東京を守るためにも！ 

いくつになっても学んだりできる環境がすぐ近くにあって誰でもかんたんにはじめるころができる。 

子どもが大きくなっても住みたい場所だといいな、と思う。 

二階建て電車の実現を早く！！杉の木をなくす花粉が出ない木を早く！！ 

若い人が金銭的に余裕を持てる暮らし 

自然と文化にあふれ美しく豊かで安全な世界一のあこがれの都市になってほしい 

世界一番きれいの東京 

子育てしやすく自然がいっぱいの都市になる事を願います。 

杉の木を切って欲しい。花粉症を国指定の病にして欲しい。外国人の入国を規制して欲しい。日本は優しすぎてど

こもかしこも中国語やら韓国語やら文字で表示してるが必要ないです。郷に入れば郷にで日本に来たら日本語を覚

える事です。 

災害に強い、そして乳児から高齢者まで安心安全に生活できる都市造りを期待しています。 

お年寄りや身体の不じゆうな方の移動など（車）（買い物や）もちろん無しょうでサポート出来たら良いですね 

多摩地区も含めて発展してほしい。 
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高齢者：子供が安心してくらせる町 

交通事故のない町へ じてん車の運転がわるすぎる為 

自然があふれる東京 

家賃が下がることを期待 

考え方自体全くちがうものにしないかぎり東京も都庁じたいも生き残れません。他の意見を書くところ（選べ式ではな

く）を公募しないとだめ。 

〇若者が夢を持てる都政 パートが少く若者が安心してくらせる。 

世界に誇れる東京になってほしい 

障がいのある人や子ども達を育てやすい東京であって欲しいです。 

子供に優しい東京を。 

東京五輪ガンバ！ 

オリンピックに向け、交通渋滞（公共機関）を通勤優先車を作って下さい。普段の生活を穏かにくらしたいです。 

今回のオリンピックでも、これをけいきに経済が「成長」まで言わないまでも安定してほしい。どちらかと言うと自分は

「失われた３０年」どんぴしゃりで安定した仕事がなかったので、非正規雇用の仕事は少なくすると、今の子供たちが

成人して、安定した仕事があれば少子化などがかんわされるかと思う。 

緑が増えてほしいです。年をとっても就職できる環境を作ってほしいです。 

〇東京→←世界、地方がゆきかい、活気のあるまち 

〇閉じた都会ではなくオープンな世界一の都市になればいいなと思います 

〇葛西水族園、上野動物園 etc世界に誇れる研究拠点がある。東京からエコか生物多様性、次のステージの大

都会を発信したい 

オリンピック施設を災害時の避難場所として有用な災害に強い都市であってほしい 

通勤の際に満員じゃない電車 文化への積極的投資 

将来子どもを育てる上でお金の面でとても不安なので子育てしやすい環境にしてほしいと思います。（医療費無料

など） 

ポイすてがない世の中 

子供と元気に安心して暮らしていける世の中になってほしい 

〇世界中から観光客が訪れ、日本や東京のすばらしさを感じてもらいたい。 

〇だれもが思いやりをもってくらせたら良い。 

子供も大人も男も女もワクワク☆‴キラキラ‷☆みんなの心が豊かな国、東京☆‴ 

柔軟で先進的な労働環境の導入 

まだベビーロー等のバリアフリー化がすすんでいない 都内に水泳場など同じ施設は 2 つはいらない 

でんしゃのりかえ より分かりやすくする。（外国人含み） 

海外にいるような人と人のつながりに隔たりなくフレンドリーな場所 

高令者が安心して暮せる都市である様に 

海外からの移民労働者を増やし トップダウンで多様性を増やそうとするのは失敗し、むしろ排他主義の原因となる

事は EU で実証された。日本そして東京は EU圏（パリなどが典型）の大失敗を他山の石とすべき。あと子供たち

のために上野動物園のモノレールを更新してあげて下さい 

緑を増やす。ゴミを減らす。 
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ゴミを減らす。 

はんざいしゃがないせかいが、いい。 

エアカーの飛び交う街 

安全にくらせる東京になっているといいです 

もっともっと明るく楽しい場所になってほしい。 

都バスは、車いすの方が自分で乗れるような設計にしてほしい。カナダ、バンクーバーでは自らでバスに乗れていまし

た。乗る方も、他の乗客もストレスフリーになると思います。 

一部の人がゆうふくでぜいたくをするのではなく、ホームレスや貧困者をつくらない行政と裁判を望む。司法かんれんに

携わる人の人間性向上。 

みんながしあわせになればいいそれがぼくのゆめです 

〇重複するが・安心・安全な街づくり・環境に配慮した街づくり 

自然を大切に温暖化をくいとめ、子供達が安心して生活していける事を願っている。（母として） 

働きながら子育てしやすい町になってほしいです。 

そらとぶくるま 

みどりがいっぱい 空気がきれい 

みんながたのしく生きれるように 

もっとたのしい街になりますように 

公平な都市になってほしい。幼・保の無しょう化が今日から始まるが、保育士の給与、待遇 UPの方が先ではないか

と思う。平等な税金の使える明るいまちの未来を。 

犯罪の無い東京へ 

将来は教員になって、子ども達に明るい将来を提案していきたい。 

・子育てしやすい環境（保育園・育休のとりやすい世の中） 

オリンピックを機会にますます魅力的な街になって欲しいと思います。 

子供を育てやすい環境 eｘ、授乳室をもっとふやす。電車時のベビーカーの利用をもっとスマートにする 

世界の中心都市として、住みやすい町になってほしい 

〇鉄道が全て均一料金で利用できる。 

若い世代の安心できる（就職生活） 

自然環境と調和した住民生活の向上に、子育てには島しょや緑あふれる多摩の自然の中で生活を向上させ、その

後に大学入試環境などに対応できる都民への支援策を講じていく 

全ての人間に夢と希望を！ 

子供が生きやすい都市になってほしい。 

満員電車がなくなればいいと思います。 

古い時代おくれな制度のしがらみから逃れたまちにしたい 

ひかげを多くして、ねっ中しょうにあまりならない東京 

安全な都市であってほしい 

高齢者が安心して暮せる東京 

いつまでも人が集まりたくなる街でありますように 

すべてのビルの屋上に緑があふれているのが夢。義務化。温暖化防止につながると思う。 
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電力に付いては水素発電を実用化し自家発電電気自動車の利用 

高齢者がどんどん増えて、子供がへってくのでもっと議員をへらしてほしい。何もしない役人が多い気がする。町がなく

なるというから。 

緑豊かで、困っている人には声をかけ合う、やさしさあふれる東京であってほしい。AI には勝てない、人間らしい思い

やりをもった人々が暮らす東京でありますように！ 

箱物ではなく社会福祉に資金を投入すべき 

ゴミの排出の少ない、自然豊かな東京 

クリーンエネルギーの利用が進んだ東京 

環境に配慮した緑豊かな都市。 

安全な町 

子供をあずけて働らける街じゃなく、働らかなくても子供が育てられる街にして。にんぷもバスやタクシーが安くなったり、

ベビーカーやママにやさしくほじょもほしい 

自ぜんのおおい東京 ごみがすくなくてきれいな東京 

働く女性の為に、保育園の整備を進めて欲しい。 

埋立地を干潟にもどす 

安全で平和な国際都市 

緑豊かな街。動物や人間が関わりあえる街 

動物とふれあえる町にしてほしい！！ 

車をなくして、動物さんたちをいっぱい歩かせてあげたいです。 

心が豊かで安心して暮せる未来になってほしい。 

せんそうをなくしたい 

東京にしかないと思われる物を作りだし東京に行きたいといつまでも思われる東京であって欲しい 

もっと外国人を受け入れて活気ある都市になるといいです。 

べんりな道具でこまっている人をたすけられるような町 

みなが楽しく生きられる安心安全な東京になってほしい 

へいわな東京 

シニアにやさしい東京 

今の子供が住みやすい環境や生活が送れたらいいと思います。 

夢や希望に子供達が安心して進める街をめざして！！ 

都をもっと元気にしたい。（協力も必要） 

・あまり一極集中しない適度な都会であってほしい 

・若い人がもっと増えると良いと思う 

犯罪 0 で生活にスポーツが定着していて明るい町 

東京の人、ひろく、日本人として、元気に希望をもって生きていく、日本の手本となる、東京になってほしい 

明るい人を作ってほしい 

世界の人々が平和でありますように 

普通の国になること 

色々な人種、年令が生きていて良かった。この東京で生活できてステキだったと思える都市に是非なってほしい。 



 

 

183 

 

車が自動運転できる街になってほしいです。 

人々がたのしくくらせる明るいまち。 

住みやすい町 

ステキな街をつくって下さい。 

インターネット投票で、直接政治参加がフリーになる制度 

東京への一極化からの脱却 

エコな時代をたくさん！認知症のすみよい街づくり 

世界の人々が仲良く共有出来ることが一番良いと思います 

東京湾がよりきれいになって、マリンスポーツをもっと近くでできればいい 

CO2 をへらしてほしい 

平和、安全犯罪のない東京を願います 

都市集中型ではなくなって欲しい 

リサイクルをもっと充実させよう。 

東京湾の水質向上を願ってます 

多言語支援してほしい、外国人のかたでも安心にくらせるように 東京の一部の大手銀行だって、日本語しかない。

日本に来たばかりの外国人にはいろいろ不便だなあと。 

子どもが安心して暮せる東京にしていきたい。 

東京オリンピックの都市ボランティアに採用出来ますように 

字をもう少し大きく書いて下さい 都知事さんへ thank you so much 

温暖化には政府企業が取りくむべきである 

犯罪や事故のない東京 

安心して住める街 

古い街並も残しながら、新しい都市 

個性がいかした活気あふれる東京 

楽しみ 

時短正社員を当たり前に 

動物達や自然も人間と共生していける明るい未来が続くことを子供達と一緒に考えていってほしい 

温暖化がとても心配なので、環境について皆が意見やアイデアを出しあったりする機会をふやしてほしい。 

・電線地中下早くすすめてほしい（地震の時などの対応） 

・子供が不安なく生活できる（もっと児相職員ふやして、ぎゃくたいを 0 に！！） 

世界の tokyo と言える、ほこりに思える都市にしてほしい！ 

へいわで、きれいな町 

自殺のない町。努力がむくわれる町。思いやりあふれる町 

観光客（外国人）にとってもっと動きやすくなる、観光客用専用バスとか 

私は、シルバーバスで、大変助かっています。余り人のお役にたてなくて、心苦しく思っている今日この頃ですが、少し

でも元気でいたい 

元気に楽しく、生活できる都市、人々の共生 

公務員にもっとやさしく 
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老人にやさしい都市を切望する 

弱者にやさしい都市、バリアフリー、車の自動運転 

・２４時間自動運転で電車が動く（通勤混ざつかんわ） 

緑が残って動物との共生 

どの世代にもやさしく住みやすい東京であって欲しい 

人口集中過なので郊外をもっと重要化する 

小池知事も考えている電線地下化 

人が寛容の精神を持った、余裕のある社会 

空気のきれいな緑が少しでも多くだれでも安心してくらせる街になっていて欲しい 

少しでも住みやすい東京になれば良いです 

せわしない街になってしまった気がする、→落ちついた街になってほしい、平穏な日常 いつもイベントでいっぱい！

N.G！ 

大学生まで安心して通える費用が出ると嬉しい（かった！） 

人に優しい町 ベビーカーで電車にとても乗りにくいです。 

２３区のみではなく、市町村の部分まで、都市機能、文化、芸術の発信機能があるようにしたいです。 

夢ではないのですが、都営地下鉄と東京メトロの統合を１日もはやく実現させてほしい 

♡ 

みんなが協力し合って生活できる東京になれたらと思います。 

たすけあう東京 

子供が住みやすい（子供服等が）簡単に近くで買える町にして欲しい。 

犯罪が少なく皆が安心して暮せる東京 

子どもを何人産んでも育てやすい、お金に困らない東京 

多様性のある人が集まり、相互コミュニケーションが開発な都会と田舎が融合した様な街/環境づくり。 

イベントなどの国際交流の機会を増やし日本のおもてなしの心をアピールする。 

世界に誇れる安全な平和な町 

安全な町になれば良いです 

多文化の共生を制度とソフト面から推進すると活性化してよいと考えます 

子供の住みやすい未来 

子育てしやすい国 

ゴミの少ない社会 

年をとってもそれぞれの持っている力が生かされる東京 

安定した政治が維持できる町づくり 

子育てにやさしい国になりますように 

世界中が平和になってほしい 

これからも、今まで以上に、もっともっと努力をして、よい街・環境にぜひして下さい 

なかなかむずかしい質問ちょっとでは書ききれませんが皆がすみよい、（働きよい）えがおで生活が出来る所がいっぱ

いあるまちになってほしいと思います 
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みんな楽しく、けんかやせんそうのない、安全な町 

子どもたちが安全に楽しく遊べる公園などのたくさんある東京であってほしいです！緑もいっぱいの東京！！ 

子育てしやすい社会になってほしい。 

安全で住みやすい町 

もっと住む人口が、広域に分散すればいいのにと思います。集中しすぎなので… 

学生が学費などを気にせず自由に勉学にはげめるようになれば良いと思います！！ 

人が多過ぎない暮らしやすい街をのぞみます。 

若い人特に若い人が希望と自信の持てる日本を残していく。 

子どもがたくさんいて、幸福感にみちている！ 

安全な生活、治安の充実を 

東京オリンピック後の施設が、むだにならないようにしてほしい 

世界の東京を目指せ！！ 

子供達が笑顔で遊びまわれる首都 

学童充実 

安心、安全、楽しい、ユーモアのある街 

どんな人も楽しくくらせる安全・安心の東京 

他人に気遣いが出来る東京 

安全・安心に永く住める都市にしてほしい 

安全にくらせるように、防はんたいさくをしっかりしてほしい。 

副流煙の被害を受ける人がいなくなるよう、法令を定め、皆が健康でいられるようにして欲しい。 

いろいろな生きものや人をささえたいです。 

・かんきょうおせんや、テロはん罪の無い街づくりにはぐくんでいきたい。 

・戦争のない世界 

・川のおせんをなくして魚をふやしていきたい。 

自転車に依る快通な移動 何処でも、徒歩圏に文化施設 

大都市の東京は人口密度が過じょうすぎてますから施設など（文化・スポーツなど）郊外の利用をもっと考えていく

べきかな… 

女性が生きやすい生活しやすい都市になれば 

自然豊かな街になるよう心掛ける 

楽しさを失しなわないでくれ たとえそのきもちがなんじゅくかいうらぎられようと私のねがいだ 

夢のある楽しい社会を望みます。 

財政出動してインフラ整備に力を入れてほしいです。 

電気自動車や、エコなものが、より広まってほしい。 

地形や地域の区割りなどに応じた人の活動と自然環境のすみわけ（区分け）ができ景観としても良く、都会の生き

物と共存できる街になると良いです 

〇高令化社会に向けてのバリアフリー化。 

・治安の良さ・緑・日本の文化 を大切にできる町であってほしいと思います 

安心、安全な東京に 
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安心で安全に住める街づくり、心豊かに暮せる環境づくりを望む 

あなたのみちをあるけるまち八王子 

高齢者が健康維持できる施設を徒歩で行ける所に作ってほしい（できれば無料） 

みんなで協力する。 

誰もが平等な世の中 

健康でいつまでも長生きできるようにしたい 

スマート都市をめざして下さい。 

皆が安心して暮らせる東京（どの世代も…） 

バリアフリーが進んで、老若男女誰もが外出しやすい街になればいいな 

歩みをとめて、足ぶみしながら、地ならし。 

マンガのキャラクターがほしい 

緑の多い街が良いです 

バリアフリーが充実した場所 

人々が楽しく住める街であるといいと思います。 

午後だけ働くとかラッシュのない電車、英語が話せる人が増える、エコ意識が今より向上、杉の木切って花粉が減っ

て欲しい←切実 

東京だけに限らず地方創生などで日本中が活発になればいいと思う。LGBTOなどでも言われているようにもっと多

様化が進めば生きやすいと思う。例えば中学生の制服を女子でもズボンが着れるところを増やすとか。 

すみやすいあかるいまち 

世界のお手本となる都市 

老人にやさしい社会 

すごしやすい都市 

自由な地球になってほしい 大人も子供もたのしめる空間がふえてほしい 

年寄りばかり優遇する事なく、若人子供達の住みよい東京に 

味スタでサッカーをしたい 

新しいビルばかりや、再開発だけではなく、古い街並みを残して欲しい。 

自治体のサービスをもっとわかりやすく 

安心して暮せる様にお願いします。 

世界の人々が素直な心で交流できる町 

CO2排出量を減らす LED を東京都全部付けてほしい 

空家対策 

うちゅうにひとりひとりがゆけるような、ぎじゅつをほしい 

各人種の人々が共に暮せる開かれた地域にする。 

老朽化した建物を積極的に建てかえられるような制度をつくってほしい。 

夏に向かってのスポーツ観戦対策にきたいしてます、今後のためにも。 

子育て世代の働きやすい環境作り、パパの子育参加のしんとう 

もっといろいろなことをやってほしい。 
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犯罪が少なく、安心してくらせる町。 

誰もが取り残される事のない、格差がなくなり、多様な生き方が保障された社会 

平和でやさしい町 

〇安心・安全な都市として、老若男女が協力し合って住みよい町になることを願います 

〇安心して子育てが出来る環境の整備 

良い町 

憲法 9条を後世に残し、他国の武力行使の波にのみ込まれず、国民の平和と安全を第一に考えられる都市となる

ことを望みます。 

もっときれいなかんきょうにしたい 

税金の使い道の明瞭化、国民に一つ一つがしっかりと細かい所まで公表される社会 国会議員の質の向上 幹部

の給料を下げるべき、国際社会における日本の地位の向上へ向けた都市づくり 

世界の人たちが仲良くできる東京にしたい。 

子供が安心して暮らせる東京にして欲しい 

災害時に大混乱することなく、コミュニケーションや、整備等、助け合える東京にしていきたいです。 

電車、地下鉄の 24時間運行 

高齢者やハンディのある人が生活しやすいバリアフリーをもっとひろめてほしい。 

子どもから高齢者が住みやすい東京希望！ 

子供が優先される時代になってほしい 

外国人も、日本のルールを守る、住みやすい所になっていってほしい。 

選挙にばく大なお金税金を使うのはやめてほしい。シンプルでよいので、本当に優秀な人を選べるような仕組があると

いい。 

〇真夏にオリンピックを開催するような愚策を見直すべき。10月になっても夏のように暑いのに、7,8月にやるのは無

謀、死者が出たら誰が責任取るんだ？明確に示すべき！ 

安全・安心な町づくりを第 1 に！！お願いします。 

子どもたちがのびのびとすごせる場所やイベントがたくさんあり、みんなで育てていける東京でありますように 

ゆめはけんどうせん手です！ 

これからも子供達に優しい東京都であります様に 

高層ビルだらけ、移動しやすい乗り物が多い 

オリンピック後も世界の人がたくさんやってくる東京であってほしいです。 

もっと自然をふやす取り組みをしてほしい！ 

自然にやさしい東京になってほしい。 

地域の人達が交流し合える場にしたいです。 

平和で安全 

東京の中でも子供同士交流があるような事。 

ますますの発展を期待してます 

〇道徳教育を学校で勉強して欲しい（大人もふくめてです） 

子供達に道徳教えて欲しい 

空き家を無料でプレゼント のりもの等移動はタダにし皆がどこにでも行ける東京 
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都外から通勤していて、職場の駅に降り立つとやはり格段に暑い。都心のヒートアイランドが少しでも緩和されている

と良いと思う。 

年収が上の人達にも沢山子どもを産める助成をふやし、お金がまわる社会に。親だけでなく、地域の人達みんなで

安全に子どもを育てられる社会。 

子ども達が安心してあそべる環境 みどりあふれる東京がいい。 

未来は交通の便が良くて、安心安全な首都を望みます 

便利さよりも弱者にやさしい東京。空気と水がきれいな東京 バリアフリーが徹底した東京。全ての駅に転落防止設

備 WiFiはフリーで。電信柱が無い東京。 

他の国にはない おもてなしのできる日本（東京）を知ってもらい、他の国と仲良くずっと平和でいられることを願い

ます。 

今の都心は人が集中しすぎており、窮屈に感じる。都区部を現在の多摩地区の様にゆったりとした余裕が欲しいで

す。なので多摩地区へ都庁の一部機能移転を検討してほしい。民間企業へも移転で優遇する等の対応は必要と

思う 

東京湾をきれいな泳げる、生き物の住める海にして、水辺を眺めるだけで、心が落ちつくようにしたい 

公園とかがふえてほしいです。 

すみやすいとうきょうと。 

未来は、みんなを助けるようなすてきな大人になりたい。 

エネルギー資源を循環型に。景観を良くする街づくり 電柱の地中化 

地域の元気なシニア、専業主婦を選択した女性など活躍できる有償ボランティアの形態構築。子育て世代の孤

立、ワンオペ解消 地域とのつながり↑訪問事業拡大 

老後もくらしやすく 

東京の治安をよくしたり、緑が豊かな自ぜんがあり飲酒運てんをへらすために例えばうん転しゅの息からアルコールをか

ん知すると、うんてんしゅにけいこくをする車があるといい。 

みんながじゆうなせかい 

60才以上の方々が仕事・ボランティアする場をもっと自由に選べる社会を希望します。年代ごとのすみわけをすれば

社会経済がもっと発展すると思います。 

治安が良く交通事故の無い 

住みやすく税金下げて 

親子で楽しく暮らせる tokyo にしたい 

すべての人が安全・安心できる東京になることを希望します。 

はんざいやじこのないあんぜんなとうきょう。 

バリアフリー化が進んで欲しい。そのために、まず歩道と道路の段差を0にしてもらいたい（車イスが大変そうなので） 

女性の独身者でも、一人で生きられる世の中 

東京の昔を再現（日本橋近辺など） 

オリンピックの人たちをおうえんしたいです。 

子供が楽しく遊べる感境を作っていってほしい！ 

スポーツや芸術が町に溶け込んだ環境になるとよいとおもいます。 

たのしい町 
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子どもにあふれる町 

様々な人達たがいの文化を尊重し合う東京 水や緑などで温暖化を防ぐ東京 

けんかのなく、みんながびょうどうになるとうきょう 

パプリカのような明るい町 

きれいな空気とあんぜんな町 

子供たちが健全な体と心を持つことができる環境が整うことを望む 

もっと健康な所にしたいです。今の成人スペースを取締り活用すると、もっといいでしょう 

自然をふやしてほしいです。 

住みやすい町にしたい。 

きれいな道路で、広い歩道人も自転車も（安全な）、せまい道路、せまいボロボロな歩道が多いです。 

みんながハッピーな街になります様に！ 

格差の無い社会 緑の多い都市 

ぼうはんカメラをたくさんつけて、安全な都にして、たくさんの外国人をホームステイさせて、こうりゅうをもっとふやしたいで

す 

公共施設、道路等完全バリアフリーを目指してほしい 

バリアフリー、外歩き楽にして 

あんぜんなすみやすい町 

子育てしやすい国、NO、1 になってほしい！！ 

バスケット選手になってオリンピックに出たいです。 

女性、子供が住みやすい、子育のしやすい東京になってほしい。 

幅広い世代が交流できる街 

平和な未来になってほしいです。 

人々が助け合える一番の東京。 

子どもに負の遺産を残さないように 

日本人であることを哲学するマチ 

もっと自然がふえてほしい 

女性がはたらきやすいようにしてもらいたい。 

世界とより深く交流ができる東京 

どの病気でも治せてだれもが健康で長生きできる世界にしたい！！！ 

地下鉄がすべてにつながって、地下の街が広がる素敵な東京☆ 

緑豊かで過ごしやすい東京を期待します。人々のいこいの場所がより多くなることを願います。 

世界人々と交流ができる 

世界との交流がさかんな東京 

子供も大人も安心して不自由なしに普通に生活できる 

・働きやすい東京 

・子育てしやすい東京 

事故がなくてきれいな街・東京になってほしい。 
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日本人から進んで海外の文化に触れ、今よりも貿易をよりよいものにし語学を通じて日本人全員がコミュニケーショ

ンをとれるようになりたい 

人々がかいてきな東京 

今の子供達が大人になっても過ごし易い住みやすい東京であってほしいです。 

今のまま 

だれもが助け合える東京にしたい 

せんせい（学校） 

発展すると良いなと思います。 

安心、安全でけんこうな人がたくさんいるとうきょう 

人々が健康で緑豊かな環境で生活できる都市 

核家族化からの脱却、同居等（親との）を含む 

子供が自由に安全に遊べる環境 

緑の多い東京であってほしいです 

緑化も進める。 

明るくキレイなまち 

〇全世代、たのしく幸せに暮らせる東京 

〇海がキレイで魚がたくさん 

治安がよい 

子供がのびのび育つ東京であって欲しい 

人があつまる 

交通きかんの発達 

物理的な建設ではなくソフトを活かした街にしていくべき。人やモノが集まる場所としての首都機能は必要です 

ラッシュがない東京になってほしい。 

平和で安全な東京にしたい。 

夢はサッカー選手 

緑の多い東京にしてほしい 

人に思いやりがある東京を、つくりたい 

子育てのしやすい東京、教育の充実をお願いします。 

外国の方ともっと住みよく暮らしやすい街にしていきたい。 

チャンスが平等にある街 

格差のない社会 

オリンピック開催時は第二子を出産予定なので子供が安心、安全に遊べる公園、自然がこれからも続きますように。 

緑いっぱいで海であそべる都市 

子どもが、げんきであかるく、学校にいける東京。 

門しまわずに安心できる様な快適都市になってほしいです。 

森などを増したい。地球温だん化を少しでもおさまってほしい！！ 

テレワーク等自由な働き方をしたい。 
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自在な働き方が出来る様になっていると良い。 

子供達が住みやすい街にしてほしい。 

子どもの住みやすい町になってほしい！ 

自然と共生できる都市 

パラリンピックを盛り上げましょう！ 

貧しい人でも学校にかよえる 

高校の無償化。 

子育てママの得することを行う。例）２児のママだとすると２０％多く給料がもらえるなど。税金免じょなど。 

障害がある人にも優しく、住みやすい街づくり 

子どもが安全にくらせる東京へ！！ 

事けんやぬすみなどがないじだいになってほしい。 

バリアフリーの公共施設特に交通機関、外国人にはわかりにくい路線名○○号線のように数字標記を入れた方が

良い。リサイクルの進んだ東京。デジタル技術を公共にもっと取り入れて利便性をｕｐさせる 

子どもが幸せにくらせる東京。 

犯罪のない、暮らしやすい、世界からあこがれるような未来になってほしい 

子供が安心してすごせる社会になってほしい。 

子供が無料でいける水族館などの設備の建設希望 

前回の東京オリンピックでは会場ボランティア今回は都市ボランティアを行います 

戦争がなくて平和 

子供たちの住みやすい未来を目指したい 

交通もっと便利になる都市 

争いのない未来が夢です。 

東京一極集中をかんわし、日本国全体の住み易さ、生活の維持発展出来る施策を願います。 

日本に外国人にいたのはボランティアに参加してほしいです。 

オリンピックのために新しく建設された施設がムダにならないようになってたらいいと思う 

２０２０の取組みをきっかけに、安全、交通面ｅｔｃ快適な東京になるといいです。 

自然との共存できる東京 

もっと緑をふやしてほしい 

いい世の中 

安全で楽しく。 

ケーキやさんになってたくさんのひとをえがおにする 

ゆめはサッカーせんしゅになることです。 

高齢者から子供までが安心して生活が送れる未来が来る様になりたい 

かんごしになって人をたすけたい。 

ゲームの会社をしているゲームをやる責任がある 

都バスが時間内（３ｈ）とか乗りつぎ自由なシステムになるとより利用されると思います 
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スタジアムのそばに住んでおり、どんどん進化していく様をずっと見ています。世界にほこる、日本の文化を発信し、世

界中の注目をあびていますが、たくさんの外国人が入ってきて、治安の心配もありますが、日本人らしさを失わずに生

活できる町 

政府を動かせるくらい力をつけて、皆が差別なく、快適に生活できるように、頑張ってほしい 

じこがないようにしたい。 

ぼうはんカメラをもっとつける！ 

緑多き町になってほしい、土地を無駄にしない町になってほしい。 

みんなが子供に優しい町になってほしいと思います。（電車内のゆずり合いなど） 

歩きやすい町づくり 

生活、気持ちなど全てにゆとりある東京に！ 

都民を守る安全安心な東京 

交通事故や災害のない平和な東京 

きれいであんぜんなまち 

安心、安全な東京ダイバシティーな東京色々な体験ができ、子供たちが好きな事をみつけることができる東京 

有名テーマパークも東京都の一部にいれてください 

やさしい人や子どもをちゃんとそだててくれるとうきょう。 

高齢者も元気にスポーツする環境のある緑も多い街 

定年のないいつまでも働ける東京であってほしいです 

仲の良い東京にしたい。 

とにかく安全なとうきょうがいい 

お花がいっぱいの東京 

誰もが住みやすく平等に生活でき、税金の使い方が正しい世の中になってほしいです。 

社会に活躍できるようにしたい 

給料が高くなって、家賃が低くなって、住みやすい東京がなると思います！ 

無駄のない税金が使われる東京 

すみやすく、安全！ 

へいわなまち 

エコにしっかり取り組む 

みんなげんきな東京にしたい 

空気のきれいな緑豊な東京都 

バリアフリーのない国にする。 

みんながゆたかにくらせる。 

オリンピックについて、多くの所でオリンピック後の建物などの有効利用がなされていない国が多くありますが、東京オリ

ンピックで使われた建物は是非とも有効利用してほしいなと。（しせつをこわすなどはやめて、と、ムダなので）交通な

ど、くふうして開さいすると思うので、そのノウハウを今後にいかし、交通の混雑などかんわしてほしい。 

子供達が希望を持ち、安心安全な都市 

様々なマイナースポーツができる施設を民間、公共に増やしたいですね 

子ども達が笑顔で過ごせる安全の街になるよう住民がもっと関心をもってほしい。 
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緑を増やして温暖化対策 

緑や自然が増えたらいいと思います。あと子供たちが気がねなくボール遊びなどできる公園も最近少ないので、たくさ

んつくって頂きたいです。 

災害のない住よい町を希望します。 

・のんびり、ゆったりくらせる東京 

・子どもの声で溢れる東京・お年寄が大切にされる東京 

・緑豊かで自然と共生できる東京・犯罪のない、助け合える東京 

ＩＲなどもうけばかりに目をむけない、すべての人の健康と生活が守られる町にしたい。 

子供のワクチンの無料、種類がふえてほしい。 

自然に触れる場や、経験の出来る場が多様になる場所を作る。沢山のビオトープなど 

遊園地をなくさないでください 

再生可能エネルギーを区単位で持つ事！ 

様々な事業の再公共化が必要。コスト≠金。 

日本食を世界の人がもっと東京に食べに来てくれる 

・災害がある時まで会社に行かなくてよい社会。 

・仕事の効率化をはかり、定時に帰れたり、副業時間をとれるようにする。 

・投資の授業の導入（小・中・高と）をすべきだと思います。日本のお金はどんどん外国人に持っていかれてます。 

緑が沢山あってスポーツにとりくめるよう施設の充実してほしい 

地方に比べ隣人とのコミュニケーションすらない東京 小さくても生きたコミュニケーションが欲しい 

動物園とかを増やしてほしい 

安心、安全、不安なく暮らせる東京！！ 

バリアフリー化が進んだ快適で安心な暮らし 

みらいのとうきょうは、くるまがじこをおこさないとうきょう 

しぜんを大切にするまち わたしの夢は、いしゃです。なおらないびょうきをなくしたいです！！ 

世界の誰もが来たくなる東京になって欲しい 

高齢者が安心して過せる町に 

全ての人々が暮らしやすいまち 

子どもに優しい東京であってほしいです。 

思いやりが大事だと思う。 

事故・災害・殺人などがない所。 

電線がもっと地中化されるともっと景観が良くなると思うので実現を期待します！ 

多少不便でも科学エネルギーにたよらない自然で緑のなかで暮らしたい 

みんなが平和に楽しくすごせる日本になってほしいです。 

緑をもっと増やしてほしい！ 

人が分散して、ゴミゴミしていない東京 

犬がたくさんいる。 

人がぶんさんしていぬがたくさんいるまち 

どうぶつがくるまち。 
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自然豊かな都市 

交通渋滞の少ない住みやすい町、東京になって欲しい 

子供達がサッカーや野球をもっとやりやすい公園がたくさんあったら良いと思います。 

アイデア…事件がなく人々が仲良くする未来 

アイデア…世界中の人たちが、安全でくらせるように 

子育て世代がもっと子育てを楽しむことができる東京になってほしい。 

自然災害に真剣に取りくんでほしい。犯罪者にはもっと罪を重くしてほしい。働かない人達をなんとかしてほしい。 

高齢者が老後不安なく過ごせ、若者、女性の働きやすい環境など整うとよいなあと思います。 

誰もが希望をもてる。明かるい街に・・・ 

住みやすい東京 

年配の方々にも住みやすい東京完全バリアフリー 

事故の少ない都市になればよいな。 

未来の東京はカネもちの人がおおい東京 

自由にいきられる社会 

天候にめぐまれてよかったです 

自然災害に強い都市にしてもらいたい 

安心、安全な生活が送れる様になっていてほしい！ 

国際化で外国人の暮らしやすい都市 

もっと子育てしやすい東京になってほしい。 

住む人がのどかで安心できる場所であってほしいです。おとずれる方々をおもてなしするには、住む者が誇りをもって迎

えられる環境であることが大切だと思いますので。刺激だけの街ではなく。 

FreewiFi の充実化をすすめてほしい。ビジター用は全然接続できない。補助（子供関係）よりも女性や主婦が

充実して働ける環境をつくって欲しいいちいち小さいクレームに反応しないで政を行ってほしい 

公園にやねのある所があると雨ふったら助かる 

図書館司書等文化に関る人々を人材として大切にあつかってほしい 

＜子育てのしやすい東京＞もっと広い視野で！！ 

・都バスに双子ベビーカー乗入可能な設備を！！ 

・地下鉄全駅にエレベーター設置！！ 

人生 100年時代、老後の生活が不安なくおくれるように。 

子育てしやすい街になって欲しい。 

きれいな街になっていて欲しい。 

安心してくらせる町 

安全で住みやすく、自然も残っていて、生き物、虫も住んでいる東京 

みんながやさしい町 

水上バスで気軽に通勤出来るシステムが確立してればよいです 

みんながルールをまもれるようなかんきょう 

保育、教育、及びそれにたずさわる人たちに平和を！ 

きれいなとうきょうがいいと思います。 
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ゼロエミッションの実現に向けて、幼少期からの取りくみを。 

子供から大人まで(お年寄まで）安心して住むことができるよう多様な人々な文化を受け入れてくれる都市にして下

さい。 

刑務所の方が生活が楽という貧困な人がいない世の中にしてほしい。税金の使い方を考え直してほしい。 

安心・安全な町づくりを期待しています。 

環境問題は１人１人が節電節水、いかにゴミを出さずに生活していくかを考えて身近なちょっとした事に目を向ける

べきではないかを思います。 

チェーン店ではなく自営の個性的なお店がふえてほしい 

安全・安心の街 スポーツがさかんな街 楽しい街 きれいな街 福祉が充実した街 

みどりがいっぱいある町 

なんでも東京中心にならないことが必要です 

日本の首都としてもバランスのとれた東京を目指してほしい（労働力、環境、経済、福祉、自然など）何かを得意

とする市町村各々魅力ある東京を保ってほしい 

年令問わず仲良く出来る街作り 

東京一極集中を打破する為、アイデアとして例えば東京ともう一つの地方都市をリンクさせた制度を創設する。（そ

の都市は、都民が自由に選べることとする） 

お互いを思いやれる都市になっているといいですね。 

地球温暖化がこれ以上進んでいなくて、少子化が改善されているといいな 

緑もあって安全安心の町になればいいなと思います 

台風や地震災害に備え、電線、回線の地下化を進めてほしいです。 

らくで水ぞくかんがちかくにある。（目黒区） 

目黒区に水族館があればよい。 

子供がのびのびと遊べる所が増えるとよいです。 

スポーツがもっとたのしくできるようになってほしい 

未来の世界を平和 

楽しく明るい東京が、いつまでも続きます様に！ 

行政のむだ、不作為など組織の改革をすすめる。行政と専門団体が連携することで、効率的、即効性、予算、人

的課題も解決できる。 

水ぞくかんにいっぱいさかながいる 

緑が多く、たくさんの遊具もあり、みんながすごしやすく、無職の人にも職がつけるところをつくってほしいです。 

緑（自然）豊かな街並み、ジェンダーレスな社会創りをしてほしい。 

東京オリンピックに向け、もっと誰もが自由にスポーツが楽しめる街作りをしてほしい。そして、交通もよくしてほしい。 

たのしい町 

バリアフリー化がすすんだ、障害をもっている人でもだれでも楽しめる街にしたい 

誰もが自分の能力を存分に発揮できる東京になればよいと思います 

安全でキレイな町に 

自分らしくできる毎日がいい 

水、緑でゆったりとした生活 犯罪等ない明かるい未来を期待したい 
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自分のまごの時代が安心出来る時代になってほしいです。ぼうりょくはんざいのない 

ストレスフリーな街がいい 

ぼうはんかめらをたくさんつける 

ぼうはんかめらをいっぱいつける 

自然と共存できる社会を作ってほしいです。 

あんぜんな東京になってほしいしてます。 

老人や障害者などが安全にくらすことのできる東京になっていくと良いと思う。 

子供も老人も一体で活躍できる街となるように 

マンガかになること！ 

みどりや小動物がたくさん住める東京 

車イスの人もうごきやくなるといいな。 

老人や目の見えない人が町をあるくときに安全にあるくことができる東京 

都内のいろいろの住民の無料カード（交通バス等）他いろいろあってうらやましいです。 

若い人達が安心してくらせる都市になったらいいと思います 

自然を守る。 

・オムツがえのできるトイレ、ふえるとうれしい 

・発達障害の人もくらしやすい働きやすい都市。物理的だけでなく心のバリアフリーがすすむといい 

車が空を跳んでいる東京の町 

東京オリンピック、パラリンピックで何種目かを同時に行ったら、と思っていましたが・・・。 

ゆとりと潤いのある東京 

安全、安楽な東京 

思いやりの多い笑顔で楽しめる街 

２０２０年に向けて、英語をより深く学んで行きたい！ 

オリンピック後もオリンピックで使用した物、設備等を有効に使っていくようにすればいいと思う。 

交通もうが古くなっているので新しい何かを！ 

デモなどでのちあんをまもりたい 

自由にいきて人にしはいされない 

ゆたかな生活をおくれるようになってほしい 

じこのないとうきょう 

安心、安全な東京になることを願います。 

もっとたのしいところ 

・町でたばこをすってる人がいなくなって、受動喫煙がなくなればいいと思う。 

・道を歩いていると、たばこがけむい。 

何度も訪れたくなる東京を実現したい 

・自然・都市景観・歴史史跡・食文化スポットなど 

空気がきれいで、星を見ると良いと思う。でも明るさは必要←安全のため。 

犯罪がおこりにくく、コミニュケーションを大切にお互いに思いやりをもって生活出来る町 ゴミ（プラ、ペットボトル）を

なくす 
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皆が仲良く協力して暮らせる世の中になってほしい。 

オリンピックで造った建物が無駄にならない見本になる東京に！！ 

平和な東京になったらいいと思います。 

スクールカウンセラーになる！！ 

・災害にたえられる町づくり 

・年金がきちんと還元される町 

にぎやかで楽しくきょうりょくできる東京。 

安心安全豊かな緑の都に 

幼稚園の無償化が実現したので子供たちが高校・大学まで安心してみんな進めるようになれたらいいなと思います。 

いい東京になりたい 

とてもすごしやすいまちになってほしい（品川区） 

歩きたばこもない、クリーンな街づくり 

マンガに出てくる道具が使えるようになっていたらステキだと思う（不自由なひとがかいてきになるもの） 

若者が未来に夢を持てる東京を作りたい ニュースでとりあげるのが若者の生きにくい世の中 どうしたものだろう！ 

平和に安全に暮らせる。子育てしやすい環境。 

みんな、なかよく、くらせる東京 

バレエ・オペラなど、もっと身近に（チケットが少し高いです） 

自分の子供たちがいろいろな体験ができるグローバルな環境を望みます 

あんぜんにはたらきたい。 

皆が安心安全して暮せる東京 

安楽、安全な生活できる東京 

誰もが助け合い多様性に柔軟な対応をそせっんして受け入れることの出来る都市になってほしいです。 

子どもたちが増え、自信を持って、”世界一幸福な街・都市である”と手を挙げられるように！！ 

障碍者、バリアフリー化の安心な暮らし 

せんそうのないくに 

こわくないまち 

都知事かえろ 

住みやすく、汚れていない 

子どもたちが安全に過ごせる街に。 

オリンピックをま近にひかえ外国の方が多くお見えです。日本の良いところ少しでも感じて頂き、お互いの国の発展を

願いつつ仲良くコミニケーション出来ればと思います。 

失われつつある人情味なども重要視しつつ、より発展してほしい 

安全ですみ良い TOKYO空気キレイ！ 

バスケットのできる公園が増えてほしい 

アメリカ式の大量消費の文化ではなく、ヨーロッパの様に自国の文化を大切にしたい。 

バスケットボールがたのしめる所がふえてほしい 

公共の場等エレベーター、エスカレーターが設備された街に・・・。 
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とうきょうはこれからもはってんしてたのしくくらせるように 

避難場所、トイレの場所を印した数ヶ国語の地図を各地域ごとに作成し、配布する 

みんな（子供達）の夢や思いか、感情をやさしく見守る大人が増えることをきたいする。 

・働いていない中学生以下の子供にもお金にこまらない東京、中学生くらいになるとヲタクが増えるから。 

不妊治療に理解を！！！保険適用にくし！！！ 

高齢者が、くらしやすい近代的で、バリアフリーのととのった街になっています様になっていたら良いと思います。 

東京都にもっと遊べる場所を造ってほしい。 

緑が多い東京になってほしい 

安心して暮せる東京都になると良い 

安心して子どもがたくさん産めるような体勢ができていたら・・・。 

学校に、最新の技術が生かされてほしい 

ポイ捨てをなくす世界にしていきたい 

渋谷に住んでいますが、もっと緑をふやして欲しい 

色んな人が思いやりや人の気持ちを読み取って嫌な思いをせずに過ごせる街にしたいです。インターネットだけの情報

に流されない人々になってほしい！ 

本心としては、機械や IT に頼らず、どんな世代も豊かな心を持って犯罪や事故のない子供たちが安全・安心に暮ら

せる未来であって欲しい。それが難しくなってきた時代なので、どんな道や店にも防犯カメラ等を設置し、子供たちを

守って欲しい。 

もっと自然を 

少子化がほんとうに不安に感じます。子供は未来の柱と思うのですから。保育園の充実など（待機児童ゼロ）徹

底してほしい。 

公共施設の無償化。 

・みんなが元気に長生きできる！！・みんなが仲よく助けあえる！！ 

格差の少ない東京であってほしい。教育、福祉、住宅などサービスのインフラはより行き届いてもらいたいです。 

新共通テスト廃止 

たのしい世界！ 

多様性に対応できる、明るく平等な社会（都市）が実現するとよいと思います。 

・子供を産んで育てたいと思う都市がいいと思います。 

・観光客にやさしい都市 

じこやいじわるがなくあんぜんにくらしやすいところにしたい。 

平和で安全に暮らせる東京お互いに協力し助け合い安心して暮せる東京になってほしい（特に災害時） 

自然災害になやまされ続けている昨今、大雨、台風、地震災害に強い町作りを幅広く一般からも含めてアイデアを

つのり、それを計画的に実現できるようにプロジェクトを組み推進してゆく。そのリーダーを広く求める 

都市部だけでなく町や村のほう（西多摩）まで元気になれるように！ 

たのしくて、みんながえがおになるとうきょうになってほしいです。 

外国の人たち（いろんな人）が楽しめる、きれいな東京になたらいいなとおもいます。 

たばこを無くしはがんになる可のう性をおさえる 車じゃなくて歩きや自転車をつかいはいきガスをださないようにする ご

みがよく分別されている世界。 
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最近の公園は遊具がほとんどなく、年よりむけの健康器具やらベンチだけがあるだけ。子供が公園で遊んでいるとうる

さいとおこられる。場所を広くとっているわりにはボール遊び禁止。もっと子供が自由に遊べる公園があるといいと思う。

都内は色々じゅうじっしているけど、子育てしづらい。 

全地域で禁煙にしてほしい 

すべての子供たちが不安なく生活できる未来がきてほしい。 世界で勝てる人員になってもらうために教育には力を

入れていきたいので、都には子育て・教育のサポートを手厚くしてほしい。 

子育てしやすい制度を強化 

家庭と仕事の両立がしやすい東京になっているとよいと思います。一時的には家庭を優先しても働きたくなったら子ど

もを預けて働ける・・・そういう選択が自由にできるよう、保育園問題等が解決しているとよいなと思います。 

・治安が良くファミリー層や一人暮らしの人も生活しやすい街になるといいな。 

とりあえず・・・「高齢ゲートウェイ」はやめろ 高輪か芝浦でいいじゃん 

むずかしいきぎょう ITがある。 

へいわな世界にしたいです。 

海外の人とコミュニケーションをとりあっていけるような未来。 

ふるさとで高１のとき体育館で１９６４大会をみてから、時代が変化しついていくのも大変だったのでそこをかえてほ

しい 外交や技術、地域、親戚の知恵んど大事にしてほしい 

子育てしやすい環境が整備されるとうれしい 

自動車の事故の無い自動運転の都市 

住みやすくしてほしい。 

東京一局集中を緩和した方がいいと思う。 

都民の日に楽しめる場の追加 

日本の良さを世界へ発信したいです 

税金はとるべき、もっと楽しくすごせる人生をおくりたい 

楽しい東京！！ 

全員が主役！！ 

バリアフリーが充実した町 

地下鉄を分かりやすくしてほしい 

今のくさった政治家達の半分がいなくなり、新たな時代を築く政治家に人が人として生きれる街にできるか！？ 

自然あふれる町になれば良いなと思う 

地方出身者が多く集まる東京。それを生かした物づくりや取り組みなどに少しでもプラスになるような使われ方ができ

ないかな？と思いました。 

こうれいしゃのひとがのびのびできるにほんになればいいな。 

未来のために今からみどりを増やしていきたい。 

工場や車からでる CO2 をできるだけ減らす。石炭などをなるべく使わずに電気などを使う（風力はつでんなどの自然

にあるもので） 

子どもが暮らしやすい町になりますように 

子供が住みやすい東京 

夢）けんこうな大人 
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しぜんがいっぱあるまち。 

ビルばかりの街並みではなく、水と緑を配置して美しい自然との融合が良い思います。 

人こうが多い東京になってほしい。 

かんきょうをまもりたいとおもいます。 

就職する頃には、少しでも働きやすくなりますように！ 

自然を作って欲しい 

・お笑い・はってんしているまち 

混雑がもう少し解消され住みやすい街になっていてほしい。 

地震の多い日本南海トラフの地震が近い将来起きると言われておりますが、予測が早くにわかって安全に逃げること

が出来て死者が一人でも少なくて済むようにそんな日本を期待致します 

公園のホームレスをなくしていただきたいです。 

人にも動物にも住みやすい街 

誰にも住みやすく、災害にも強い都市を作ってほしい 

自然にも感じられる豊かな東京になってほしいです 

子どもが安心暮せ、ゆう福じゃなくてもいいからある程度お金にこまらなくて、経済をきにせず環境 

少子化が進んでいる世の中なので高齢者が働きやすい環境づくりが大切具体的に仕事の簡略化、賃銭の増加な

ど 

禁煙や分煙には基本的に賛成なのですが最近の「ただ喫煙所をなくすだけ」というやり方はどうかと思います。吸うス

ペースのなくなった禁煙者は以前のように道の端や路上で吸うようになり、歩行喫煙も又増えはじめたと感じます。副

流煙のない、キレイな環境を目指すならやはりきちんとした喫煙スペースが必要です。煙草は販売しているのですか

ら、責任持って整備して下さい。 

「セクハラ」は「性犯罪」だし、「いじめ」は「人権侵害」です。女性も男性も大人も子供も関係なく、すべての人が軽る

んじられることのない街になってほしいです。人を搾取して喜ぶの、いい加減やめませんか？「昔はこうだった」も、もう

やめませんか？東京オリンピックをきっかけに、すべての人々の価値観がアップデートされることを祈ります。 

カヌー、スローラム体験ができたらいいな。 

最低賃金がもう少し上がる。多摩地区にも発展させてほしい 

何でも電子化が進むのが不安アナログな人間にもやさしい東京を 

午前中のみの勤務をしているのですが、全日勤務の方の保育園はいくらでもあるが、４～５時間程（１３時や１

４時までの）保育所がないのが残念です。一的保育だと、時間が１０時からだったり割高ですし・・・。超短時間

保育という部類も作って欲しいです。 

子供にやさしい場所が欲しい、仕事で留守がちな子供たちの居場所、放課後や長期休みにお弁当をお友達とたべ

たり、安心して遊べる空間が欲しい。 

防犯カメラをたくさん設置し、テロや犯罪をなくす 

子供が増え、活気あふれる東京になってほしい 

暮らしやすい生活 

多摩地区の南北を移動する際、鉄路を利用するとう回が必要となり不便です。数十年後、多摩を縦断する新線が

建設・運行されることを切に願います。 

皆が安心して住める東京になってほしいです 



 

 

201 

 

東京が世界の見本となる様がんばること 

全ての面に於いて世界最高水準を目ざして頑張る都市！！ 

人が多いので、テレワーク、カジュアルなスタイル、環境を大事にする姿勢があり、人と地球にやさしいまちでありますよ

うに 

これからもよりよい都市に！！ 

世界で一番安全・美しい都市 

犯罪もなく住みよい街になってほしい。 

みんながえがおでたのしくくらせるかんきょう 

子供たちがのびのびと過ごせる街、公園のルールが多すぎて、ボールも遊具も使用が難しい！！ 

安全で事故のない環境。 

世界一住みやすい東京を目指したい 

自然も大事にする都市であってほしいです 

今の東京は世界から注目され、観光客も増加の一方です。若者もたくさんあふれていて活気のある都市だと思いま

す。しかし、東京も２０年後～３１年後高齢者がふえていきます。今の交通は高齢者には大変使いづらいです。

もっとバリアフリーがふえればと思います。 

自然をたくさん増やし、人と動物が共存するいい世界東京 

バリアフリー化がすすんだ東京 

すべての人が夢を持ち希望のある楽しい生活ができる世の中であってほしい 

ポジティブに出歩けるような交通環境の創造 

人とのつながりを大切に出来る東京を作りたい。 

自然に恵まれ、利便性や利益にとらわれ、人間優先の社会ではなく、動物や鳥類など、すべての生き物と共に共

生・共存していく社会になることを願います。 

高齢者が元気で 101才まで活動出来る東京でありたい。 

東京に限らず自己中心の人が多く 50年前の日本はもっと人情に厚く温かかった又子供の虐待が多く悲しいです 

振込サギなど耳にしたことなどなかった51年前、弱いものをいじめ自己満足の若者もっと思いやりの育つ社会や東京

であって欲しいと望みます。 

無職の方をなくすこと 

世代間の交流できる場づくり 高齢者と子供たちが交わえる場所（長い散歩しやすい道路（土など。）） 

まずは身近かな隣近所との声かけなどを大切にして温か味のある生活を心がけ大切にして行きたい。 

地震に強い 雨風に強い 美しい街並み 自然エネルギーにたよる蓄電が発達した世の中 

東京を一つの国と考え、国が決定した事を越える東京だけの決まり事があっても良いと思う。そんな考え方が、予算

の決定から使い方にも見えてくるのでは？今までと同じやり方は楽だが、新しい運営方法を世界に示して欲しい。 

はっきり言って、世の中悪くなるばかり 目先のごまかし（ex.軽減税率）でなく福祉、教育、医療、交通、通信

等、出すものは出してでも足元のしっかり地についた自然や人の共生する都市をめざして欲しいものです。 

今回の千葉の災害の事をみて東京は大丈夫なのかと思いました 電気水道道路他のインフラを含め生活のすべて

を見直して欲しいです。 
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少子化傾向とはいえ、多国籍国にはなって欲しくない。もっと国民都民が働く環境を作りあげて欲しい。日本文化を

大切に保存しつつ新しい文化をとり入れていく。今までの日本経済を支えて来た高齢者（納税者）に暮らしやすい

支援をして欲しい。（納税者に冷遇すぎる）今現状若齢者へだけの支援が大きすぎ子育ての責任が失いつつある

ように思う（子育て福祉だけが充実すればよいというものではない） 

ドイツに学び、全ての子が高度な教育が受けられる、入学はスムーズだが卒業が難儀で 大学は入学したらバイトと

遊びほうけて卒業してしまう、格差のない教育、医者の子だけが医者になるではなく・・・万人の子にチャンスを！！ 

孤独死などがないように老人でも双互コミュニケーションがいつでも出来る社会 

ようやっと歩いてスーパーに買物に行く老人の姿を見かけることが多い！木のベンチ等あちこちに配置して欲しい！地

域で老人の昼食会（無料）や無料宅配の食事（週 2）等やってくださると喜ばれると思う！栄養にまで気の回ら

ない老人が多いと思う。 

水と緑を豊かにするということは、人工的に作ることではない。自然の姿を活かし、大切にするということです。はき違

えないでもらいたい。 

税金の使い方を健全で有効なものにしてほしい 場当り的な使い方例ー消費税のゆくえ 

プラゴミを増やさない、プラのリサイクル徹底、水と緑と潤いのある東京 老若男女を問わず住みやすい環境の維持に

努める 

もっと街を整理して、道路と住居をきちんとしてほしい。（区画整理）古い家は耐震、耐火にたてかえる。法でそうし

てほしい。土地収用をして、新しい街にした方がよい。 

東京一極集中の将来は？ 

子供、若者、成人、高齢者みんなが生き生きと生活が出来る安心安全な都市になって欲しい。経済よりも幸福度

を重視。 

安全・安心して暮していける都市になって欲しいと思います 

たいへん 科学データに基づいた新しい知識を知ることができ、今後の生活習慣に役立てたいです。 

自然災害対策（電線の地下埋蔵等）道路の歩行者専用域の確保、バスレーン、自転車専用道路の整備 

北欧、スイスを越える超先進国の超先進都市を目指して欲しいです。（人類の敵、認知症とガン対策） 

緑豊かに犯罪のない誰もが安心して生活出来る町 最近若い人の独身者を減らす少子化を改善出来る、子育て

しやすい東京 

日本全体としては、人口は減っても、東京は、増え続けると思う。誰もが住みやすく、安全で安心して住める街作り

を！医療機関の充実が大事です。都立病院や大規模病院を減らさないで！健康長寿医療センターは、この超高

齢化社会において、多摩地域にも必要ではないですか？ 

都民皆家族 

日本政治、国家が国民に正直。国家は、きれい事で、国民をだまし不幸にしてはいけない。 

地震や水害などの天災や、大規模停電などに備える為に、老朽化インフラのすみやかな刷新が必要だと思います。

日本の自治体の中で、東京が出来なければ、どこがやるのでしょう。スポーツ施設も大切ですが、レガシーは、他にも

残すべきでは？ 

お互いに助け合う町。老若男女の人々全てが明るく楽しくなる町。住宅問題に困らない様に。 

東京は勿論日本発展の為には何としても、自国を愛する人々をふやして欲しいのです。 

⦿或る年令迄は、養育費・学費を支給する。 

⦿知的な子供を育てる為学校教育を充実させる。 
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問の Q のどれでも少しづつでも良い方に行ければ・・・と思います。 

スマホを歩きながら、見ない世界を作りましょう⇒事故を起こしたら罰金を取る 

戦後の貧い時代を生きぬいた人々、貧しくても心豊かな時代を過ごしました。現代社会は自分さえよければ、自己

主心の人が多く悲しくなります。これからの社会は助け合い思いやりのある人々を育ててもらいたいですね 

ますます高齢化する未来。老人が不安のない生活が出来る社会になってほしい！ 

古い建物を残すとして一階部分のみ残し、塔の様な高い物を建てている ニョキニョキと高く高くしている。どこに居る

のかわからなくなっている。希望ではないがつまらない町になっていっている。 

格差の少ない社会であってほしい。セーフティネットからもれる人がいないように政策をうってほしい。若い人も高齢者

も Happy に暮らせる社会を！全世界が日本・東京に注目しているはず！ 

人々が心豊かで、安心して暮らせる都市づくり。教育やコミュニティーの醸成、日本人のおだやかで、思いやりのある

心をいますように。 

犯罪をなくし、災害から守られ、光と緑の豊かなまちを望みます。 

誰もが安心安全を保て、思い合いのある社会 

大規模災害（地震）が、東京に８割の確率でやってくると言っているにも関らず備えはどこまで進んでいるのでしょ

う！電柱は大丈夫でしょうか？水と電気は生活と命には必須です。具体的な指針を示して下さい。 

・自然豊かで美しい街（灰色でバラバラとした人工物の集合は、外国から見ると汚い街と云われる。） 

・毎日を楽しんで暮らせる街（日本は安全？世界一安全な街に！）プライバシーよりも安全安心が大事。あらゆ

る公共的な場所に防犯カメラを！ロンドン並に！ 

・文化・教養の高い人々の住む街（犯罪や事故が多すぎる。細かなルールや規制が少なくても良い暮らしが可能な

街 

認知症予防、認知症の人との共生に力をいれてほしい。高齢者の無料の学びの場をふやしてほしい。首都大学の

試みは評価できるが、あんなにしきいが高いのでは役に立たない。もう少し庶民に開かれた高齢者用大学を企画し

てほしい。 

・自分の持っている力を地域に！！シニアの活動する場所を増やす 

・子、シニアが自然に触れ会える場所の構築。  

・働く場所に子どもと一緒に行ける様に！！第 2 に子どもたちが輝ける様に大事に宝であることの自覚を！！ 

金より人を第一にした多様性のある共生社会、憲法を基本にした平和と民主主義を実現する。教育・医療・介護

など完全無償となるように、軍事費をけずって、社会保障を充実させ、家庭地域を重視して、豊かで安心安全なコ

ミュニティをつくる。 

だれもが「自然とともに希望のある暮らしができる」ことがあたりまえにうけとめられる、そんな人々が集うまちであって欲

しい。働き蜂はさみしい。自然あふれる東京であっていただきたい。 

22世紀は AI の時代として更なる発展をして行くのだろうと推測するが、現在はその過程の中で高齢者が置き去り

にされている感(観）がある。そんな中から未来はアナログ的な物の見方、考え方も重視しながら便利さだけを重視

し追求するのではなく、人が人として大切なものを失わずすべての人が思いやりと助け合いを大切にして生きていて欲

しいと思う。調和のとれた社会を期待する。 
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・ゆるく人とつながれるコミュニティーがたくさんあること  

・医療の選択制度(安楽死を）  

☆様々な施策で暮らしを支えて下さり、感謝しています。穏やかに日々を過ごせるのは皆さまのおかげだなあと。いつ

もありがとうございます！ 

・世界に発信出来る”ノーマライゼーショウ city"から、持続可能な社会へ繋げて頂きたいです。 

・無電柱 

・多様性の共生の city  

・エコ エシカル消費の充実 

環境に良いことをすすめてほしい。 

治安のよさ、安心して暮らせるイメージを大切にしたい。 

多摩西部(特にあきる野、青梅、奥多摩）の活気が乏しい気がする。現在、JRで運転されているホリデー快速

（休日のみ）から特急化（平日、休日共に運行）にシフトした上で、魅力を発信して欲しいし、働きかけをしてみ

たらどうかと考える。合わせて、バスとの連携等も充実させて、檜原村、山梨小菅村、丹波山村と組んだら、良い観

光、登山がもっとできると思う。 

電柱を無くして欲しいです。 

水と森の都、東京。「東京に森を作る運動」を支持します。 

東京都は今後益々エコに力を入れないと先進都市として主導権を握れないと思います。 

高齢者の知的要求に答えるような施設、制度、例えば大学で無料で学べるとか高学歴高齢者が集えるようなサロ

ンを開設するなど考えられます。とにかく高齢者のエネルギーと知性が生かされていないと思います。ボランティアをもっ

と活用すれば介護現場もよくなるでしょう。 

災害後の対応で回りのすべての人々がボランティアで被災者の援助に対応するなど外国のイタリアと思ったが、被災

の避難所の充実はびっくりした。現在、他国で出来ているならこの東京でも出来るはずです。よろしくお願いします。 

多数、不登校、引きこもり、ニート、貧困に強くとりくんで！住宅問題も！ 

東京（日本）は、欧米先進国に比べ、土地所有者の権利が強く、理想的な都市計画（景観、利便性）が疎

外され（軽視され）ています。お役人の方々も、景観（デザイン）利便性に鈍感です。何とか向上するとよいです

ね。 

・電柱の無い都市  

・緑の多い都市  

・既存の川、運河、掘できれいで水遊び、船での移動ができる都市  

・自転車専用の道路及び自転車専用レーンが整備された道路が多く広がっている都市 

経済的に豊かで、これ以上消費税が上がらない 

・SDGS の実現。 

・だれもが安心、安全にくらせるような多様性をみとめることができる東京。 

まずいじめや会社などによる問題で悩む人、自殺する人を無くすべきだと思います。 

これからもよろしくお願いします。 

おもてなし親ぜん大使のような観光ボランティアとして気軽に活躍できる東京や、外国人観光客のニーズと東京なら

ではの文化が共存する東京 
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日本で働く人の多くがバタバタしているので、おちついた、ポジティブな場所になって欲しいです。自然も増やしてほしい

です。 

今も快適 

未来の東京は少子化からの脱却に成功し、誰もが(男女関係なく）活躍できる社会であってほしいと思う。経済的

な面での発達と同時に、緑化が進み両立した社会であってほしいと思います。 

お金がなくても、いろんな運動ができる公園や施設が欲しい。また、いろんな人が、一緒にスポーツできる空間が欲し

い。災害や犯罪から人を守るような東京にして欲しい。 

誰もが幸せに暮らしたり、男女区別なく仕事をできる！ 

・ネットワーク等をいかし、何でもできる東京を作る。  

・電車の混雑をなくす。 

差別がなく、誰もがのびのびと生きられる空間の実現 

これからオリンピックもあり東京は更に外国人を増え、世界とつながっていきます。そんなときに東京でみんなが同じ気

持ちで１つにまとまって何かを目指せるような社会だったらいいなと思います。かかえている環境問題や失業者の増

加など他人事だと思わずみんなが問題視できるようボランティアに積極的に参加できるようにしたいです。 

犯罪がなく、安心して暮らせるまちになっていて欲しい。 

自然を大切にし、多様性にあふれる東京 

犯罪や事故など心配せず、安心して往らせるまちになってほしい。そして一人一人好きなように自由に生きていける。 

・緑化、自然を尊重し、自然と動物が共生できる社会。  

・自然を愛護し、人間によって失っていった数多くのものを取りもどせる持続可能社会。  

・犯罪、テロなどが起きず、様々な人々（多様性の尊重）が共にくらしていける安全で平和な社会。 

安全で、交通が便利でインターネットツールを最大限活用した快適な東京になってほしい！ 

シリアやアフリカなど、他の国(発展途上国）などに協力できる東京 

電車がこんでるため、限られた空間の中でしかうごけないものではなく、別の空間を使って通勤・通学 

外国の人の訪れが増える中、お互いの価値感を認め合える東京になってほしです。 

不自由なく、安全に暮らしたいです。 

緑豊かで、自然あふれる東京になってほしい。 

誰もが快適で、安心してくらせる東京になっているといいなと思います。 

だれもがへんけんなく、平等にくらしていける社会になってほしい。 

・もっとスポーツにふれ合う機会を増やしてほしい。 

ビルの上に植物を多く育て、CO2 をへらす。一つの町に一つの大きな公園や交流できる場所をつくってほいし。電柱

などをなくしてほしい。(地下にうめこむ。） 

東京に訪れる人が増えても、路上にごみがなく、安全で安心な場所であって欲しい。 

2020年に多くの人が訪れるので、犯罪が起きないように安全、安心な都市を作っていくこと。 

無電柱化、道路拡幅、バスレーン設置など道路状況改善や脱満員電車化、着席列車の増発・新設を推し進め

てほしいです。 

快適に生活できる、きれいな空気に満たされた都市 

障害者と健常者のへだたりがなく、スポーツなどを通じて関わり合えるように、共用のスポーツ施設を区に 1 つずつ設

けてほしい。 
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年齢や性別を問わず、誰でも活躍できる東京 

少しでも病気になる人や犯罪をおかす人が減ればいいと思います。自然災害の対策も必要だと思います。 

生きていて男女差別を感じています。例でいうと、女性は結婚したら家庭に入るべき、という昔ながらの思考から抜け

出せないため、高校の数があまりありません。なので、未来は女性でも男性みたいにバリバリ働けるようなところになっ

ていてほしいです。 

森などで感じられる新鮮でおいしい空気を東京でもあじわいたい！ 

・緑が多く、自然豊かであり、高齢者や障害者や子どもなどすべての人が安心してくらせるようになる町 

・せっきょく的に新しい文化や建物を取り入れていく町 

災害などで電柱がたおれ、停電が続いてしまっている他の地域のことをニュースでよくみるので、安心安全できれいな

街を創るために電柱をなくしてほしいです。 

もっと道に木があって日影があると夏でも涼しく、快適に歩けると思う。 

私は最近通学する中で障害者の人を多く見かけるようになりました。そして、先日目の不自由な方が駅のホームから

転落したというニュースを見ました。やっぱり私たちの東京は、もう少しバリアフリー化した方がいいなと思いました。 

世界一の東京 

自然との共生が今よりももっと上手くいっている東京！！ 

地震などの災害は近いうちに起こると思うので、それに対応できるような町になって欲しいす。 

子供がスポーツしたりできる場所（b-ラボみたいな場所）がたくさんある。 

誰もが働きやすいところとなると良いと思う。 

いつまでも、伝統を受け継いでいく東京になってほしい。 

みんなが、助け合い、優しい人ばかりになったら良いと思う。 

至る所に自然がある東京 

色々な国から来た人と交流できるイベントがあると楽しいと思います 

東京ではもっと環境問題を考えてほしいと思う。また、それ以上にまだ復興が追いついていない被災地などがなくなる

ことが最優先だと思います。 

ポスターの肌の色がもっと多様になる社会になってほしい。 

自殺 0 休暇を重視。 

国際化をもっとすすめてほしいです。移民をもっとうけいれてほしいです。少子化で働き手にこまっているならそうするべ

きだと思いました。こういう意見から目をそむけないでください。おねがいします。 

美しく！The beatiful city 

きれいな街。アート性のある街。希望をもっていきいき暮らせる街。 

今よりもっと緑を多くしてほしい。 

運動を予約なしで、誰もが自由にできる大きな公園を設置して欲しいです 

もっと若者の意見を取り入れてほしい（選挙権を持っていない世代） 

グローバル化が進み、障がい者も輝ける東京がいい。また、緑も増えてほしい。 

国際的な教育が東京でも出来るといい。 

・いいにおいで空気がきれい  

・安全 

がんばって下さい 
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もっと外国語の表示を増やすのはどうですか？例）英・中・スペイン・アラビア・フランスなど 

アプリケーションゲームが世界各国で人気になること！ 

皆が住みやすい都市 

多様性の富んだ、豊かで緑の多い東京 

海外交流が多く環境に配慮された便利な都市になっていたら良いです 

ゴキブリとカラスが都内から絶滅する。 

がんばる 

・AR化 

夜空を暗くして、星が見える東京にしてほしい。 

住みやすいまち。ネズミを減らす。 

アニメのキャラクターが全国で大きな活躍すること 

人間と在来種のいきものが共存できるように！医療が充実したまち！ 

もっと小さな子供に寛容な場所になると良いなと思う(バリアフリー化や公道の整備が進んだ東京が良い）みんなが

穏やかにすごせるところ 

首都移動 人口減少 森林面積 up インフラ崩壊 

安心・安全な首都・東京を！ 

・外国語の授業で好きな言語を選べる（選択を増す）  

・もっとバリアフリー  

・もっと ICT をよくする 

ほとんどの人の夢がかなう、人がいきいきした東京！ 

安心・安全な首都、東京を！！！！！ 

未来が住みやすい東京になりますように 

平和で素晴らしい東京 

・未成年でもボランティアに参加しやすいように、学校にもチラシを配るようになってほしい  

・今回の台風のときとは違い、川が氾濫しないようにし、氾濫したとしても死人やけが人がでないようにしっかりと対応

できるようになってほいし。 

中学生以下の人がボランティアに参加しやすいように中学校や小学校にボランティアのビラを配布する 

情報化が進み、ハイテクで安全できれいな街になってほしいです。 

中学生以下の人がボランティアに参加しやすいよう、中学校や小学校にボランティアのビラを配布する。 

誰もが平等で１人１人が自分の夢に向かって活発的に行動できるようにするために、１人１人が自立し、協力し

ようとするべきだと思う。 

女性も子どもも将来に夢や希望を持ってその夢や希望を追いかけられる東京。 

どんな家族も東京に住んでみたいと思える、そして住みやすい町がいいです。私はとても生活はしやすいのですが、み

んなが良いと思れる町ではないのではと思うからです。子供を産みやすく、育てやすいようにして欲しいです。 

緑の多い、環境問題に配慮された綺麗なまち 

・都営三田線と大江戸線の延伸を！  

・さびれず輝き続ける東京 
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様々な国の人や文化とふれあうことのできるフェスタやお祭りを、都全体でひらいてほしいです。大々的に行えば、異

文化への理解も深まり、さらに発展した、お互いを尊重しあえる東京都になるのではないかと思います。 

いたる所に木や植物があり、空気がおいしい東京 ガソリンスタンドはなくなり電気で充電 

自然があふれる東京をねがっています 

ボランティア精神を養いながら、頼りすぎず人の仕事の価値に見合った対価の支払われる敬意を忘れない社会を東

京が先頭きって作られているといいです。あと、戦争はしたくないです。 

みんなが安心して相談し合い、支え合える東京 弱い立場の人にも寄りそい、いじめや自殺が少しでも少ない東京 

平和で安全に暮らせる町 東京！ 

ゴミ箱を都市に増やしてほしいです。 

東京を中心に日本に住む人がみんな笑顔な世界 

役所が移動して、その跡地に大きい公園か動物園・植物園がある。 

今の東京に足りないものや、改善すべき所を、一つずつ変えていけるような東京になるといいと思う。そのためにも、

色々と問題になっていること（子ども食堂など）をたくさんの人に知ってもらうことが大切だと思う。 

東京に通学している私から見ると、東京は忙しく、人と人との交流が少ないように思えます。だから、緑を増やして、

心にゆとりの持てる街にしたり、フレンドリーな街になったら良いと思います。 

小笠原へのアクセス改善 

防災 安全 少子高齢化など今ある課題をしっかり解決して、世界のモハンとなれるような都市になって欲しいです。 

アジアの途上国と共に成長する「東京」という 2040年のあり方を追求した方がよいように感じます。 

やはり少子高齢化を解決している東京都であってほしいと思った。 

外国語というより、写真や図が多い方がよいのではと思います。外国の方でも入りやすい店が増えていたらいいなと思

います。 

都市は人の集うところ。社会について、東京をケース/フィールドにして考える（人文・社会科学系のも） 学びの場

も強化していければと考えます。 

科学技術の最先端をゆく、世界に誇れる都市に。環境改善と減災を。 

実物資料や資産を後世に伝えていくことができる東京になってほしいです。そのためにも、現場で実際に働いている

学芸員の方やボランティアの方との繁がりを大切にしていければと思います。また色々なイベント（顔と顔がわかる）

が無くならないでほしいです。 

人の人数など地方とは違いより難しい問題に直面することが多いのが東京ですが、その壁をのりこえ、情報がクリアで

安心・安全でやさしい町になっていてほしいです。 

災害に強い東京 

世田谷区の区画整理が進んでくれるとありがたいです。 

世界に誇れるような都市。 

少子高齢化がまっ先に解決しなければならない問題だと思います。「地方の過疎化」「年金問題」「税金問題」とい

った多くのものは少子高齢化によって引き起こされていると私は考えております。人材が多ければ過疎化を止める意

見がでるかもしれないですし、税を払う若者が少なくなったことで「年金問題」が、また少子高齢化が起きる以前のサ

ービスを維持しようと増税といった結果につながっていると考えてます。 

高齢者のみに重点を置くような偏った政策が多い気がします。若い人達にも視点を置いた政策も増えればより住み

良いまちづくりにつながると思います。 



 

 

209 

 

東京と地方が一体になっていてほしい!!利便性など含めて。 

2040年に向けてという事ですが、2020年での使われた施設などがどうなっていくのか気になります。 

芸術にも力をいれる東京！ 

外国人受け入れ体制も整い、グローバルな街である東京！ 

世界的大都市東京になる！ 

世界一住みやすい都市を作る。→交通やコミュニティー。 

持続的な成長を遂げる為に、日本人だけでなく外国の人達にも過ごしやすい場所になればと思いました。 

外国人の方も自然と日本人とふれあい、多文化共生社会のように互いを理解できる社会を作りたい。 

外国人と一緒に気持ちよく生活できる社会へ 

教育とビジネスをリードするハイブリット国際都市 

幼児教育を通して、コミュニティを広げる  

ex）外国人留学生に、ボランティアとして保育園・幼稚園で英語を教える。また子供たちと一緒に日本の文化

（礼儀）も学んでいけるような… 

日本人と外国人が違いに支え合って生きてゆける社会。誰でも分かる、シンプルな標識や報告（災害）など。 

日本がうらやましがられるような環境が形成されると、日本がもっと豊かに、そして世界の中でリーダーとして引っぱって

いけるのではないかと思うのでそうなってほしいです。 

高齢化が進んでいく中、若者も生きやすい東京をつくってほしい。 

子供を産みやすい、環境や制度をもっと良くしてほしいです。子供が欲しいと思っていても、育てられる環境が不足し

ていては、実現できないかもしれない位、子育ては、時間と体力、お金がかかると思います。より良い制度が未来の

東京で実現しててほしいです。 

オープンスペース、サテライトオフィスの設置 

日本人であっても、外国人であっても誰でも快適に暮らすことのできる東京にできたらいいと思う。 

一人一人の国民が生き生きと生活できる東京、を目指していきたいです。 

田舎の良さ（地域性・町単位での協力）をもっと取りいれて、コミニティ間で協力できる社会になってほしい！ 

もっと若者が勉強するマチに!! 

文化都市 

東京は西と東のエリアで東側に開発が片寄っている。（西東ビジネス 2極化）もっと西エリアに力を入れて欲しい。

但し東エリアは災害対策を充分に！（メインテーマをはっきりと！） 

引きこもりは施設に入らなければならない。家庭で抱えるのには限界がある。 

個個人がお互いに尊重し、敬える様なコミュニティ作り 

もう少し若ければあれこれと意見を述べるところですが魅力のある東京を望みます 

東京一極集中を見直して、安心して住める街作りを望みます。 

都区内は、田舎から上京してもあまり大変革はのぞめないくらい成長をとげてきたが、同じ都内とはいえ、区以外の

場所は、設備面でも格差が多い。教育、働き方改革などどのレベルまで格差をなくするように予算づけができるか考

えたい。 

空気がきれい。食べ物がおいしい。一人一人が自由に思いどおりに生きられ、災害に強い都市が理想です。 

格差の拡大をとどめ、人口減少しても活気や希望がもてる東京。 

普通に 8時間働けば豊かに不安なく暮らして行ける社会・東京であってほしい 法人にも高福祉・高負担を 
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東京北部のサブカルを全世界にアピールし、南部よりポピュラーなエリアにする。 

台風の進路を予測できる時代になりました。これからは台風を“待ち”の態勢でむかえるのではなく、台風の進路をは

ばむ（例えば台風の目の中に巨大なドローンを打ちこんで“かくはん”）させるそうちの開発をせつに願います 

アンケート自体が読みにくく、記入しにくいと思いました。意見を本当に集めたいのでしょうか？ 

アンケートの構成が非常によみづらい 紙もかきづらく答える気がおきない 

誰もが必要とされる都市 弱者も働く意欲がもてる 

無料で参加できるコンサートや文化講演会などをたくさん主催して欲しい 

緑豊かな東京になってほしいです。 

CLEAN 

スマートシティーの実現により、少子高齢化の先進モデル国となること。 

誰もが生活しやすく文化芸術を身近に体感でき参加できる日本のリーダーとしての東京の街をつくってほしい。子供

達が公正にいろいろチャレンジし未来ある東京に参加できる様教育に力を入れてほしい 

水路の有効利用 

文化・技術・サイエンス 音楽をはじめとした芸術を日本・東京から発信する！！ 

東京在住の方は地方の暮らしにも目をむけて豊かに実る手助けをお願いしたい。 

小さいうちから、世界につながる教育をするべきだと思う。教育現場では、1 つ 1 つの用具が古すぎてできないことが

多い。これからの子供たちの活躍に期待するのであれば、子供たちの教育にお金を使ってほしい。海外の教育現場

を参考に少しでもいいので動いて頂けるとありがたいです。 

現在は、東京でしか学べない特異的な感じがします。東京で学んだことが地方に戻って生かせるような仕組みがない

と人は東京に集まる一方になります。まずは省庁を 23区外に配置していくことがいいと思います 

未来＝教育です。教育を大切に 子どもたちを大切に 

世界にほこる大都市である「東京」に緑や自然があふれていることをのぞみます。 

自ぜんと人がなかよくいきる東京 

緑も楽しめる未来でいてほしい 

日本の恵まれた土地、気候を生かし、ネットワークを通じて、東京から世界へ発進できる環境を作る、全ての人々が

自分の生き方を楽しめる世の中 

障害が特別なことではなく車イスでどこへでも行かれ、何にでも参加できるバリアフリーな都市の実現 

小池都知事にエールを送ります！ 

伝統や文化を守り、デジタルや IT化に頼らないゆとりある毎日を安心して送れる都市であって欲しいです。 

災害などに強い街にして欲しい 

家賃を下げて、人を集める。そして長く住んで、そこに愛着が持てるコミニュティー。 安全・安心があたり前の世界

に!!それがなければ、他のことは考えられません 

人手不足から、ロボットの活用を進めているが、コストと安全性の面からハードルが高くなっています。現在、安全性

は高くなっているので、理解を深める機会と導入におけるコストの削減について、支援があればいいなと思っています。 

ケータイ 5G が恐い。安全重視してほしい。 

1人 1人が使用電力、を見える化し、省エネを心がける！ 

誰もが音楽をはじめとする文化にもっと気軽に触れられる環境が整ったら素敵と思います！ 

治水対策をきちんとやっていただきたいと思います。 
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全ての人が安心、安全に暮らせる街にして欲しい。東京を“ふるさと”と思える場所に 

交通混雑をなくすため、道路や地下鉄の大改造 

カジノはいらない。老人の交通 

正社員で働ける、女性にやさしい東京 東京に住む人の目線に立った（市民）。お金を使わなくても遊べる施せつ

などをつくってほしい カジノはいらない 

地下鉄が都営とメトロが一緒に統一されれば運用面において便利。街中に電線がなくなると景観が良くなる。日本

橋の高速道路の橋をなくしたい。 

すべての人（子供、若者、高齢者、全て）が安全に安心して希望を持って暮らせる町 貧富の差の無い街。 

災害が起きた時の対応が迅速であって欲しい 都民ファーストで（税金を払っているので） 

もっと緑の多い東京と災害に強い東京を!!再生可能エネルギーを!! 

・全ての人々が安心し、夢のある暮らしが出来ること  

・絶対条件は平和である事を願います 

・世界一安全な都市。  

・オリンピックの成功 

自然にあふれた環境が充実していること。「障害」、「障害者」という言葉が不安となる環境作り。 

がんばってください！ 

日本、世界の未来がよりよい時代になる様身近な努力をつみ重ねていきたいです!! 

楽しい、おもしろい東京 

東京を中心に地方との連携を図り、日本中の人々が幸せになれるといいな、と思います。 

少しのせまい地域にも緑を植え災害の少ない町にしてほしい 

小池都知事、ガンバレ～～～！ 

常に進化しつづけて欲しい 犯罪のない都市でありたい 

東京の伝統技術で後継者がいない個人の技術を継承できるような環境作り 

住みよい町。 

真夏の東京オリンピックには反対。今回のオリンピックにも新しい建物などお金をかけすぎ。 

海外から観光客がどしどし来るように世界に向けて SNS を活用して都から発進してほしい 

・セイフティネット構築  

・災害に対する備えのため、スマホ等の電子機器に頼りすぎないコミュニーケーションネットワークを作る  

・東京に集中集約しすぎない？ 

2020年に東京でオリンピックがあったことを後世に残したい。 

東京は大都会のイメージが強いが、多方、島しょの魅力を強く発信すべき。都会でありながら、「自然」にすぐにアクセ

スできるが東京の大きな魅力と思う!! 

多国籍な東京になると思うので 

・コンサート、歌声広場、演劇、展覧会など、毎日のように近くの会場で、発表する場を作って、又観客として時間が

たっぷりある高齢者が、安い料金（無料ならなお良いが）で見に行けたらうれしい。 

日本の中心として、世界からも注目される都市として、指針となる様な街づくりをして欲しい。 
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今感ずることは、以下のとおり  

①まず何よりも、治安がいいこと。これが、監視カメラや警察といったハード面でなく、ソフト面で高度に維持していくよ

うな工夫が必要  

②国際化がより一層すすむため、手軽に外国人と会話できるような工夫（語学の研修など）  

③首都機能を維持するための災害対策 

まず、一にも二にも災害対策。それも今後 30年以内に起こる確率が 70％と出ている「首都直下地震」対策だと

思います。大きな発想転換をして、かつてのような（関東大震災）大災害にならないような対策を今後検討すべき

です。 

学校教育が「皆同じ」から「皆違ってて良い」へ。学力向上だけでなく、発想力、子どもが楽しく学べることが、子ども

の可能性を引き出せる。今の塾や親は、不安や圧力をかけすぎていて子どもに負担をかけている。 

ミニマリストの社会へ。今の生活は物や情報が溢れ、余裕がなくなっている。物を持たない暮らしはエコでコンパクト。

年寄にとっても安心。ゴミを減らすことができ、余ったお金で誰もが趣味やスポーツを楽しむ、そんな潤った生活。 

寂しい、苦しい、つらい人に眼をむけ手をさしのべる（個人も）明るい社会 

第 2子・第 3子を持てる程経済的安定を持てる人が溢れ幸福度の高い生活ができるようになってほしい。（なりた

い。） 

・今までの様安全、安心な都市  

・自由な都市（若者もあまりきびしくせず自由に生きてほしい 高度成長期の様に  

・私道を公道としだれでも家を新しくし、出来る町にしてほしい。戦後 70年もたっています。 

未来の東京について…日本の伝統、もの作りの職人さんの継承は今後も若者に引きついでいって日本でしか出来

ないものを作り上げていってほしい 高齢化社会に必要な元気なうちは働く場所を提供する必要性。AIには出来な

い心と心のかよいあいのある専門性の職種の必要性。 

全ての人 しょう害者もそうでない人も、老人も子供も、一緒に住める街、そして誰もが近くの人も見守る街 昭和、

初めのように、ご近所がみんな家族。 ※マラソン、競歩、絶体東京で!! 

潤いのある東京 都市機能を地方に分散し地方の過疎をなくし地方の農業が盛んになる。東京の食材は多摩地

域の農家さんが作る安心安全野菜で賄っている。多摩の元気は日本の元気 

誰もが自分らしく希望を持って活躍出来る東京を願っている。以上 

サッカーのW杯を開催することや、都内（区部）のスポーツ施設が充実すると良いなと思います。 

・イタリアをモデルに観光エリアとビジネスエリアを小都市（城壁で囲まれた町）のように考えて観光エリア内へは大巾

な交通規制をする。観光客が車の心配をせず、ゆっくりと歩いてまわれるエリアを提供し観光立国、観光都市東京

をアピールする。  

・モノレールを増やし、夜景の素晴しい東京そのものを観光の目玉とする。  

・夜も楽しい町づくりを歓楽街というイメージではなく、家族で夜のゆったり時間を野外で楽しめる場所を増やす。 

子育て支援の充実。自宅困窮者など経済的弱者への支援体制の充実。 

世界中から尊敬される國、マナー・省エネ、安全（食べる物も）で安心して暮せる東京でいてほしい。 

お年寄が元気に活躍出来る東京。 

5階建て以上の建物をこれ以上増さない、青空の広い町＝東京 電柱電線を全て無くす、屋上は緑化する 鳥と

花の町＝東京 都民全員が皇居のような環境に住める町＝東京 舟に乗って移動出来る水の町＝東京 
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子供が安心してくらせる、犯罪や事故のない東京となり子供をサポートできる場所がいくつかあると、相談する人が遠

方にいたり、すぐたのめる（一時的な奴）様な所があると不安の解消になります。 

1.環境対策・地球温暖化防止を進めていく。  

・ゴミの減量化（資源の再利用促進）…ゴミ焼却量の減量化  

・プラスチックゴミの管理、処理…海洋生物人の影響を軽減する。  

2.下水道施設に汚泥の消化処理を再活用し、汚泥の減量化と発生ガスによるガス発電を活用。  

・下水の汚泥処理…消化処理によるガス発電により電力活用（焼却汚泥がほぼ半減になる）  

3.下水道施設の大量スカムの燃料化。下水道管、ポンプ所、水再生センターのスカムを回収し脱水処理し燃料化

をはかる。 

世界の東京と言うけれど道路に関しては道幅の狭いところが多く、そこに電柱というやっかいなものがあり交通にも支

障をきたし又景観の面でもマイナスのイメージです至急電柱はすべて地下に埋設するべきではないでしょうか。 

電柱が無く川が復活した東京 

東京オリンピック・パラリンピックが終わった翌日から東日本震災、九州熊本、岡山、千葉等の復興へ取り組む先頭

に立つ、他県を助けていく中心として東京に活躍してほしい 今回のオリンピック・パラリンピックで遅れた復興を早く取

り戻してほしい 

スポーツ、日本の文化をより発信して活気あふれる東京になってほしい！ 

テレワークの更なる普及などを通して、都心一極集中、都心回帰を改め、住みよい郊外で、職住が完結するように

なってほしい。多摩地区を切り捨てず、インフラ投資をお願いします。 

・明日に到来する自然大災害に備えて都庁、各区役所、大中の病院、保険所、警視庁、各区警察署、現存す

る町内交番所、等々に災害対策本部を常設することを提案します。 

世界中から尊敬される國、マナー・省エネ、安全（食べる物）で安心して暮せる東京でいてほしい。 

・台風による浸水被害にあらわれたように、東京は自然災害による被害を受けやすい。タワーマンションが最近多く建

設されているが、今後地震による倒壊も予想され、建設規模について規制すべきである。  

・日本では少子高齢化が進むのは避けられない。外国企業や外国人の受け入れにつき、東京都がまず積極的に

進めるべき。  

・観光業の振興にも力を入れ、オリンピックを一過性のイベントで終わらせるべきでない。 以上 

・大人、高齢者、若者、子供、男性、女性、差別なく幸せに暮せる町  

・人口減少にともない空家が増えるので、その場所すべてに木を植えたり、公園をつくる（温暖化を防ぐ） 

おうちでお医者さん 自分の身体を内、外あらゆる角度からモニターでチェックできたりアドバイスをもらえる。 

人口減少をマイナスにとらえる人が多いが、モナコ、ドバイ、シンガポールのような超近代化が進み、美しさと調和のと

れた都市にして欲しい。 

通勤電車の混雑緩和が実現されてほしいです!!時差ビズのとりくみの中で、朝早くに出勤するのも良いですが 9:00

以降などの遅い時間帯の出勤ももっと推進されてほしいです。自分が将来子育てをしながら東京で仕事を続けたい

と考えているので、保育園に送ってからの出社を考えるとよりフレックスタイム制が充実した世の中であってほしいと感じ

ます。働く場所も、時間も自由な東京であってほしいです。 

地方の広告塔としての東京─地方と東京はある種お互いに依存関係があると考えており、地方を卑下するのでは

なく協働していける社会─ 
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空き屋が減り、地域住民との交流が活発になる。その結果、コミュニティが強くなり、地域内で保育や介護ができるよ

うになる。 

ボーダーレスな社会をつくる。デジタル化が進んでいるからこそ、直接的な交流ができる社会に 

都外からでも自分の時間を大切にしながら通える東京に！電車は遅延もトラブル（痴かんなど）も多く、何より満

員電車での湿度やつり革に不潔さを感じます。自動運転やリモートワークや UR技術が発達して、そんな思いをしな

くて済むようにして欲しいです。 

全ての人が、自由で多様な生活を送るための、基盤が出来上がっている都市になってほしい。 

・通勤のストレスが無く、デジタル技術の発展により日常生活が便利で豊かになっている東京  

・スポーツ観戦は会場に行かなくても、ホログラム上映で観戦可能 

Society5.0や交通ネットワークが完備され、東京と地方が今まで以上に強く密接に結びつき、日本中の人が世界

中の人が夢を抱いて集まる都市になれば良いと思います。 

もっとお金に振り回されない東京になっていて欲しいです。 

・多様な文化を認め合う東京→LGBTQや他文化に対して偏見のない  

・時間のながれがゆったりとしている東京 

未来に希望があればいいと思います。自分が選べる未来の幅、なりたい自分が沢山あってもそれが節度ある範囲で

なら受け入れられる東京であって欲しいです。 

「住民」という概念すらないくらい自由な未来！そこに住民票がない人だって住民。そんな多様な「住民」と集える空

間がほしいです。居場所（→ふらっと集まって語れる場所（しかもオープンで）をだれもがもっている状態。「居場

所」を社会保障の一貫に！）のあるまち、だからこそ多様な人々が集まりたくなる街が理想です。 

世界の他の大都市のどことも違う魅力がある町になっていてほしい。例えば、交通ネットワークの大いなる発達。今

は、地上と地下のみが利用されているが、それでは有効活用できていない空間が多いと思う。故に、空や川を利用

することができたら、もっと発達し、混雑した交通環境が改善されて便利になると思う。空なら家庭用サイズの飛行

物、川なら低コストの船 

東京 2020大会で世界に東京のすばらしさをアピールし、国際的に人気な都市になっていて欲しいです。 

20年後の東京はどこの人でも楽しく暮らせる国際都市になるほしいです！ 

陸海空全てを利用しスムーズな移動ができる。満員電車は解消。のびのびと暮らせるまち。 

データを総合的に集め、利用する機関の作成。交通や医療など個別のデータを集めるのではなく、複合的に集め、

新たな相乗効果を生み出す。 

水と緑を一層豊かな、環境に優しい都市にしたいです！ 

互いを尊重しあい、助けあえる社会、政治に興味関心をもつ社会になるといいと思います。 

東京圏を中心とした、都内に限定しない先進的な環境発展の中心になることを希望します。 

さらに世界に発進していかれる日本の東京にしていきましょう 

夢のある都市になると良いです。 

古いインフラの更新 

緑を増やす工夫を。自然を多く。 

人口減少、少子化、オフィスレスの時代に突入する日本。容積緩和の高層ビルは必要ありません。空き室を活用す

る等、既存建物を利用出来るシステムがあると良いと思います。高齢化に伴い、様々な問題が起こる事が考えら

れ、支援を誰もが受けられる、東京になっていて欲しいです。 
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地下鉄などの道路のインフラがめちゃくちゃでわかりずらいのでもっとわかりやすく整備すべき 

・安全で楽しい、多様化の街の実現をして下さい。 

きれいであること（ゴミやそうじの面で） 古いもの（建物）の良さを残して、快敵な街 

・世の中の高い技術やアイデアを一早く取り入れ、実行できるデジタル認承のインフラを整える。  

例）自動運転に必要な法規を、素早く判断し、取り入れ、実施する。今は、法規を変えたり、申請に時間がかか

る。世界と比べると、ガラパゴス化している。日本は島国だから、世界と比べたらやりやすいはず！ 

歩道がより歩きやすい街になってほしい 

皆の意見をきいて、それが反映されやすい所になってほしいです。 

東京は日本のリーダー都市なので、世界の他の都市が真似をしたくなる取組みのある街になってほしい 

電車など障害者にやさしいまちづくりをおねがいします 

安心・安全。世代に関わらず、人々が共に育み合える。 

人口増加はもう必要ない。日本国自体の人口減少を考え、都市計画すべき。具体的にはマンションの必要性はな

いと思う。既存のものをメンテナンスすべき時代に入っていると思う。 

バリアフリーでありつつ文化的であってほしい 

災害についての勉強を皆にひろめて望しい 足が悪いと町を歩く事大変です。 

子ども達の教育にボランティア精神を導入してほしいです 

古きよき歴史を残し、使いやすくするためだけに新しい物を造ってもらいたい。 

障害者の人も不便なく移動できる環境（みなさんたいへんそうで気の毒です） 一極集中にならない街づくり。子ど

もを学校に通わせていて区内の格差がはげしいですし、人数も偏りがあり、問題だと思います。他の先進国に比べて

緑が極端に少ないです。ハコモノを建てるのではなく、オフィスビルを増やすのではなく緑を増やしてほしいです 

東京の夜景を巡るバスツアーに参加したら、昼間の景色とは違って、あまり美しくなくてがっかりしました。パリの夜景の

美しさなど、世界の各地それぞれの美しさがあると思うので、東京も夜見ても安全安心で美しい町だといいなと思い

ます。 

文化が、息づくゆとりのある東京 

都市機能と自然が融合した街であってほしい。 

安全な街にしてほしい。 

子供がさずかったら、子供がすくすく安全に育っていける東京であってほしいです。 

マラソンを東京で開催してほしい 

・安心安全に豊かに過ごして行ける街  

・楽しいことが絶えないワクワクする日々を過ごしていけたら良いと思います。 

安全で清潔で世界の人々から、憧れられる都市であってほしい 

定年後も働ける東京であってほしいと思います。 

世界中の方が日本に来てくださるチャンスの時に、日本人のやさしさや文化、歴史に触れて感動して、帰っていただ

けるよう、努力したいです。特にコミュニケーション！語学力をつけたいです。 

治安が良く、安心して住める東京 

自然豊かで、平和な都市 

災害に強い、自然豊かな都市 

東アジアの国との関係を良くするために、いろんな eventなどが必要である。 
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楽しめる東京であってほしい 

競技施設がこわされないような活用を望みます 

災害が起きた時、近所の人々が助け合い、孤独死がおこらない東京になってほしい。 

発展はもうこれ以上しなくていいと思う 緑をふやすなど少し昔にもどる道がよい 

・皆が安全にくらせる町  

・バリアフリーがたくさん協力できる町 

障害のある子が学んだり、色んな体験（習い事等）ができるきかいが増えてほしい 

・海外からの観光客が、そこに行けばいろいろな情報が得られ、多彩なイベントやWSが楽しめるステーション（～夜

もオープン！） 

伝統が引き継がれ、古き良きものを守りながら新しいものと進化していく町になれば良いと思います 

住みやすい東京になるように。 

緑巾たかな。昔の町のあり方にもどっていってほしい インフラが整備されても、電気が止まったら、何も出来なくなる生

活は大変だとおもいます。 

東京に住んでいる人、東京を訪れる人、それぞれが心にゆとりを持ち、お互いに優しい気持ちで接することができるよ

うな、「スマイルキャンペーン」のような働きかけ！ 

住みやすく、子供、老人に優しい都市 

安心して住める東京にして欲しい 

過密都市の解決（一局集中） 

東京都の中の 23区でも情報交換をしより良い情報を交換することで全体を良くしてほしい 

木材を活かした建築が増えると「伝統」のイメージを打ち出せると思う。 

一極集中の緩和 

自動車の禁止。空気も良く、混雑もなくなる。 

成長だけが発展でないと思います。みんなが幸せになれる都市に 

東京は素晴らしい文化が集まる都市。さらに魅力を世界に発信していって欲しい 

スポーツが町のいたる所で出来る町。 

安心安全な将来を期待しています。 

世界の中の“東京”という価値（存在）に期待。 

授業の中でスポーツの歴史 DVD を見る 

公共交通機関の表記をもっと多言語にしてほしい！ 

山手線外に大企業の本社などの機能の分散化 

tax を落として欲しい。 

世界一安全な日本でも今は台風被害など世界からはキケンな国に見られている。オリンピックを機に東京から世界

へ発信し続けて欲しい。ガンバレ～!! 

人口の減少 

少子化、高齢化、人口減少の現実を踏まえた街づくりに本格的に取り組むべき。 

一局集中をさけ、地方の活性化を図るとともに、東京の活性化をはかる。 

通勤混ざつのないストレスを減らした東京を希望します。 

ゴミが落ちていない、きれいな東京 
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東京のシンボルとして江戸城天守を再建すべき！ 

自信を持って、誇れるような街。 

東京の良さについて世界にアピールできると良いと思う。現在、墨田区で行われている「街かど食堂」は、誰でも来て

ご飯を食べて交流できる場です。こういう場所がたくさんできると思います。 

若い人達が、今よりももっと希望を持てる世の中になっていることを希望します。 

安全・安心なまちを!! 

経済性や生産性だけを重視せず、自然や文化、人として大切なことを大切に生活できる都市にしていきたい 

若者も年寄も生き生き出来る社会 

段差が少なく電柱、高速道路のない街 

少子化対策を！ 

人と人とが、温かくつながる都市 

もっとボランティア文化が定着してほしいと本当に願っています。 

朝の電車の混雑の緩和 

人が人に優しくできる余裕のある生活ができる街。 

年令を問わず健康で明るい住みよい街として、世界が注目する都市を目指したい 

ビジネス、生活、レクレーション文化が調和する都市 

基本的に政治や行政がしっかりしていれば問題ないと思うが今は一番不安。いつどこで、いきなり切られるかわからな

い国なので。安心して暮らせて、楽しければ良いですね 

存在感のある街である為もっともっと世界中から観光に来てもらえる街になってるといいなと思います。 

東京に接する他県との連携の強化で災害や犯罪から守られる地域作りが必要 

先人の知恵と若者の行動力から、いいものを残してほしいです。 

もっとグローバルな考えを持ち、英語が普及し、真の交流が出来るようになって欲しい。 

プラスチックゼロの街になっている！ 

日本のハブとなるような地方に対してリーダーシップを持つ首都としての東京。その能力がある都市は他にないと思い

ます。 

都市計画道路を整備して下さい 

オリンピックマラソン札幌開催残念ですが、東京の観光地としての良さもアピールして他の事で発展してほしい 

自然を残しつつ、災害等に強い町になってほしい 

しぜん（緑）が多くなるといいね。 

地震対策を願います。安全な都市へ希望。女性が 1人でも夜歩ける街。 

オリンピックをきっかけにさらに活気あふれる街。 

年令に関係なく楽しく過せる町になると良いです 

東京どころか日本という国が生き残りをかけていかなければいけないので、東京都さんは死ぬ気で頑張っていただきた

い。移民なのか何かはわからないけれど、住み続けたいと思う東京であって欲しいです。まわりの人は日本から脱出し

てるので…。 

日本文化も大切に。 

公共交通網を充実させて都区内を歩くのが楽しくなるような都市 

車イスが、がたがたした道を通らないようになるとよいです。（デザインがよいと、押すほうもつらい） 
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災害対策をより進めてほしい。今回の台風に関して事前予測、計画運休など役にたったと思う。 

安全安心いろいろな意味でバリアフリーになっている街 

大人も、子供も、いつでも、学べて、地域で、居場所がある。自然を、楽しめる公園が、あり、空気が、いつもきれい

で、星がみえる夜空。 

隣の家と適度にキョリが取れるくらい余裕のある土地活用、道が広くなる。 

日本の中心であってもよいとは思うが、地方創生の観点から、若者が東京ではない地方に居住したい、働きたいと

思うようになるために、東京自体の発信ではなく、地方のための発信をするべきだと思う。若者は地方に分散し、高

齢者は東京に集まる流れができると良いと思う。 

自然災害への対策がしっかりできている姿が理想です。 

育った環境により自分の夢をあきらめる事のない社会であるといいと思います。東京は世界有数の企業もたくさんあ

るので、そういう企業に協力をあおぎ、人材を育て希望を持って成長できるまちになって欲しいと思います。 

駅や公共施設が今よりもっとバリアフリーになることを期待します。地下鉄の通路がもっとおしゃれになると気持ちが良

いですね。 

東京に集中しているものを再考し、地方へ分散させるのはどうでしょうか？ 

多様な人を受け入れる寛容な社会となってほしいです。 

ロンドンがオリンピック開催を機に欧州大陸により開かれて街としての快適さと魅力が増すのを間近で経験しました。

是非東京にも同じようになって欲しいと思います。 

地震・台風などの自然災害が起きても被害が最小限におさえられる様ないろいろな対策がとれている東京になってい

てほしい。 

シンガポールのような、世界経済のハブになれたらいいと思います！ 

安全で安心して生活でき、全ての人が、夢を持って生活できるようになっていれば嬉しいです。 

地味ですが、電柱を撤廃し、電線を、全て地下化すると景観の向上と災害対策につながるかもしれません。 

外国人が増えてくることは大歓迎。しかしながら、日本に居るにも関わらず、外国流を通そうとする人も多い。電車、

町中に日本のマナー、ルール、伝統を表現して視覚的にも、無意識にもすりこまれるような工夫（例えば一つの文

化になってる日本のアニメ等で）をすると良いと思う。日本の文化を伝えることも重要。 

多文化共生社会の実現。 

スムーズビズをもっと推進してほしい 

物価が高いのでもっと住みやすいまちへ 

満員電車が無い東京！ 

世界中から多くの人がもっと来日する街になったらいいです！ 

首都高、私鉄等の地下化。 

山手線ターミナル駅に保育施設を配備し、女性専用車両に加えて、育児専用車両を作って、ワーキングファーザ

ー・マザーをサポート。 

周囲の県にも良い影響を与え、日本を牽引する都市であり続けていることを期待しています！ 

「東京から何を手放すのか。」という観点が必要だと考えます。何もかもが集まり過ぎ（集めようとし過ぎ）で、日本

全体を眺めた時にあまりにもいびつです。 

・ダイバーシティが進み、多様な文化が各コミュニティでも受容されている世界 

→子供達の共通言語は英語になっていて、当り前にコミュニケーションが図れるなど 
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首都機能を敢えて地方分散する等、一局集中を東京都自らが解消する姿の実現。 

自然災害に備えて事前に対策をあらゆる面からとられていて、仮に被災しても安心な東京。 

障害者の方々が安全に屋外で移動ができる、バリアフリー化を更に進めてほしいです。 

高齢化社会を迎え、今後ますます住みやすい環境の整備が行なわれることを期待しています。 

子供たちが気軽に安全に遊べる場所を増やしてほしい。どの公園もボールを使った遊びは禁止していたり、体をつかっ

て自由に遊べる場所が少ない。また、公園は不審者が現れることもあり、安心して遊ぶことができない。 

日本国内各地への芸術・文化発信の拠点となってもらいたい。地方の方も、美術や、音楽、博物館所蔵品をバー

チャル等、何らかの仕組みによって、東京の美術館や博物館、コンサートホール、ライブ会場と同じ臨場感で、経験

できる仕組みの発信基地のようなイメージ 

地球環境に配慮した街づくりで世界の模範となっている東京 

・流行の最先端、外国からも色んな方がこられ、世界の中心に  

・道徳、モラル、清潔感のある都市、犯罪や小競り合いの無い世界  

・全国から頼りにされる東京、地方創生の発信地 

「日本、東京は安全」と思える、思っていただける東京であってほしいです 

都民ファースト 

障害者やLGBT等現時点で社会のマイノリティとして認識されている人々が生きやすい多様な人々が共生できる社

会になることをまずは望みます。 

世界中から人々が憧れを持って訪れるまちになってほしいです。 

人々が望む生き方を選択できる街。（同性結婚、選択的夫婦別姓が許容され、うけ入れられる社会） 

多様性を尊重し更に活気あふれる東京を目指してほしい！ 

出身国を問わず、日本で大切にされてきた基本的な価値感を共有する様々な人々が集まり、融和している社会。

東京と日本各地の双方向の人の行き来が活発になり、東京の発展が日本の各地域の発展につながっている未

来。 

未来の東京への希望は、本当の意味での「安全・安心な街」です。犯罪や事故だけでなく、病気（伝染病 etc）

や天災、人災（いじめ・パワハラ etc）が無くて、緑や芸術があふれている温くて優しい街が理想です。しかし、現実

は、貧困や他人への的はずれな批判を声高かに呼ぶ人々、ルールを守らない人々、高齢者の自動車事故等々ニ

ュースを見ていると暗くなることばかりです。人の気持ちには手の出しようがなく、これといって向上する要因も見当たり

ませんので、とりあえずちょっと工夫したら良くなりそうで私がうれしいことに丸をしました。とはいえ、空家問題やゴミ屋

敷問題など法律を見直したりできないと手が出せないことや、麻薬やサイバー犯罪等手口がどんどん巧妙になって行

くものに追いつく法案が難しかったりと本当は国を上げての対応が必要だと思いますが…。 

東京は日本の首都である。東京 2020 に向けてのまちづくりを通して、スポーツ、文化、情報、テクノロジー、防災、

防犯、インフラ、エンタメ、教育などどの文野においても先進的な取り組みを行い、日本国民が誇る、都民以外がうら

やむ都市であり続けてほしい。 

少子化による人口減少が成熟期に入った国の運命なのであれば、とっくに人類は滅んでいると思います。国によって

理由はさまざまだと思います。もっと子供を育てやすい環境を作るために、養育費補助や教育の無償化だけでなく、

若い世代が率先して結婚したり、子供を育てたくなるような施策が必要。 
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東京が影の首都になることです。現状の日本は首都東京にあまりにも頼りすぎですし、集権しすぎだと考えていま

す。それにより、日本の魅力である地方都市は疲弊し、地方創生が社会課題になっています。今後の日本は超健

康高齢社会だとも解釈しています。地方にいる多くの高齢者は身体的には非常に健康な人が多くなると思います

し、彼ら彼女らを活かす（活躍してもらう）方向に舵を切り、地方分権で日本社会・文化の底上げに期待していま

す。 

今回のラグビーワールドカップで多くの人が勇気と希望を持てました。オリンピック・パラリンピックでは、さらに多くの国の

人が様々な競技を行い、さらにたくさんの感動が生まれると思います。世界中の人に良い日本を見せる絶好の機

会、そして日本人は改めて日本の素晴らしさを実感できる機会だと思います。子供から大人まで将来に希望が持て

るよう、ぜひスポーツを体験できる機会、世界中の人と交流できる機会を創出してほしい。 

もっと都市圏を拡大し、人口密度を下げ、周辺部から中心圏への移動時間を短縮する都市設計にならないか。 

ヒートアイランド対策など環境によいまちづくりを進めてほしい。 

図書館など様々な属性の人が勉強できる場がもっとほしい。 

持続可能な、という点は大事だなと思います。最先端と、伝統的な文化の共存ができていくといいなと。 

通勤電車混雑解消のため、よりフレックスな勤務があたりまえになる社会になってほしいです。 

フランスパリ（文化）とロンドン、日本（安心・安全）が融合された東京！ 

・地下空間を活用した交通インフラや住居施設の充実  

・少子化にブレーキをかけるための補助金や医療費助成の拡大 

女性がもっと働きやすい社会になるように、制度 etc の拡じゅうを!! 

多摩から都心へのアクセス混雑解消することで東から西までスムーズに移動できる都市になる。 

自然災害にも強い交通機関となるようお願いします。 

先日の台風で東京の交通の脆弱性を感じた。災害時でも仕事や経済に影響が少ないまちづくりができたらよいと思

った。 

通勤電車の混雑が解消されれば気持ちよく一日がはじめられます。小池知事公約の実現を期待しています。 

いろんな人がチャレンジできるまちに!! 

東京の公共、民間施設の案内表示が日本語と英語の併記になって外国人が理解できるような環境が整備されて

いる事を望みます。東京の公共、民間施設のアナウンスが日本語に続いて英語でもアナウンスされ外国人が理解で

きるような環境が整備されている事を望みます。 

オリパラのレガシーを無駄にならないように 

災害対策のロールモデル都市として世界中からその技術を学びに人が来て、かつこちら側からも発信がなされ経済

成長にも貢献している姿 日本人以外の居住者の割合が 30％を超える国際都市。文化や経済交流が今以上に

盛んな状態 

昭和 30年代ぐらいまで戻して欲しい。 

外国人に萎縮せず、差別せず、認め合う東京。 

型にはまらない都市。 

キーワードは思いやり。子供、老人、身体障害、知的障害など、様々な社会的弱者が甘えることなく努力できる環

境や取り組みを。 

様々な人が様々な働き方、社会参加できる東京になるとよいと思います。 

東京に一極集中しすぎずに、日本全体として良い方向にむかってほしい 
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女性がもっと輝くことができる社会になる。小池知事がんばって下さい。 

人口減少社会の中でも持続可能性のある都市になる。 

来年のオリンピックが終わったあとも皆が元気になるようなイベントを開催していく。 

・今よりもっと安全な東京  

・男性・女性関係なく自分らしくいられる東京 

道路の混雑をなくして人にも環境にもやさしい東京になってほしい。 

台風 19号による被害が東京は思ったより少なかったと感じました。災害対策に必要な対策をしっかり行い、災害に

強い未来の東京を実現してほしい。 

世界をリードする活気にあふれた東京！ 

文化、産業、ヒトのあたたかさ等様々な面で世界中から人々をひきつける都市となることを期待します。 

世界を引っ張っていける発展を遂げている東京でありたい。（デジタル、スポーツなど） 

オリンピック開催という大イベントを通して、人々が多様性を認め合い、助け合い、手を差しのべあうことが当たり前の

社会をつくっていきたい！ 

ダイバーシティが普及し、世界から人があつまってくる東京になってほしいです。 

電柱のない東京 

・高齢者に優しい都市 

動く歩道が整備され、東京⇔横浜間の往復バスが 1時間に 3本、￥500-（定期、回数券も有）。70才以上

は、クラシックコンサートを￥500 で、S席で鑑賞できる。石油に代わるエネルギーが東京湾から発掘。 

みんなが仲良く暮らし、平和な東京 

・障害のある人とない人の差別をもっとなくし、だれもが同じように生きることのできる社会を作ること。  

・犯罪をなくす。 

東京にいると様々なかたよりを感じます（貧富の差、情報格差など）。地方も含めて、日本全体が思いやりをもって

ポジティブに生きられたら、いろんな物が自然と生まれるのではないかと思います。 

みんなが考えられるようになったら良いと思う。 

日本の未来のあり方のロールモデルになるような、自分らしく、ポジティブに活躍できる都市であって欲しい 

都外から通勤している者として、通勤時間はかなり苦痛です。また子連れは、通勤ラッシュ時間は避けなければ、周

囲の目が怖いです。満員電車が緩和され、快適に誰もが利用できるよう、取りくみをすすめて頂きたいです！ 

世界中の人があこがれる街になるといいなぁと思います。 

地方過疎化の解消を念頭とした対応策。東京で担っている役割の一部を他の都市へ分散する等。 

ビジネスだけでなく、スポーツや社会モデルにおいても、世界中から目標とされるような都市になっていてほしい。 

世界最先端の技術が駆使された未来都市で皆が健康で長生きし、それぞれの年代がそれぞれの役割を担って希

望あふれる人生を歩むことができる都市となることを願います。 

今後も温暖化が進むことが考えられるが、ビルの屋上の活用や公園など、緑を増やし、少しでも温暖化を防ぐことに

注力してほしい 

少し不便になったとしても原発に頼らず、子供が安全に暮らせる都市になってほしいです！ 

便利になるだけではなく、環境にも優しく発展していってほしいです。 

オリパラによって産まれた一体感が持続するような街づくりが出来ればと思います。老若男女問わず“住みたい”と思

える街!! 
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海外から様々な人材や技術が集まる街。 

世界一の首都として、首都機能だけでなく、景観を含めた環境への配慮が出来、さらに、最先端な技術が集う町。 

世界中から人が集りたいと思われる都市になってほしいです。 

どこにいても、ノータイムでオフィス化可能な VR ワーク。 

人口が集中し、混雑などの不便さや災害時の大きな被害が課題としてあると思う。具体的なアイディアは浮かばない

が（すみません）、現在の常識に促われない新しい慣習やルールが根付けば良いと思う。 

東京と言うと最先端というイメージですが緑や自然もあふれた街にしていく必要があると思います。 

・日本の人口、経済、文化が東京に集中しすぎない街を目指してもらいたい。  

・米国も、ニューヨーク、ワシントン DC にすべてが集中しているわけではないことを参考にしてもらいたい 

心の豊かさ No.1のまちづくり 

もっと外国人が来てまた来たいと思うような街になるといいなと思います。（お店の英語表記は当たり前等） 

HAPPY TOKYO!! 

リニアモーターカーで全国各地とスムーズに繋がっている東京。 

障害者の方も住みやすい街になってほしい。（バリアフリー化を進める） 

皆が安心して暮せる街作りを期待しています！ 

東京にも緩やかな時間が流れるような空気感の譲成を願います。 

快適な通勤・移動が実現できるといいなと思いました。 

緑の多い、災害のないまち。 

自宅にいながら、何でも用事が済ませられる時代が来ると思うと、便利な半面、外部との接触が減ることによるコミュ

ニケーション減、体力の低下など心配… 心も身体も、健康寿命が長い街になってほしい！ 

・日本を代表する都市として、最先端の交通技術を取り入れてほしいです。（自動運転、空飛ぶ車、ドローン）更

に、地方と東京を結ぶイベントや shop がもっと増えると良いと思います。地方の特産品や文化を、広く多くの人に知

ってもらうことで地方だけでなく、日本全体がより活性化すると考えます。東京がもっと便利に、住みやすくなるよう自

分たちもアイデアを出していきたいと思います。 

国籍、人種、性別、年齢の垣根を超え、各人が自己実現をはかれる東京。また、本多様性の実現に向けた安全

に対する備えがなされ、個々の尊重と思いやりにあふれる町になって欲しい。 

インターネットやスマートフォンの普及により、情報はどこでも取れるようになっているが、実際に他文化や他国籍の人

やモノに触れる機会はまだまだ少ないと感じています。日本が島国であるため、海外に行く費用も高いですし…。他

文化に触れ合える機会やチャンスを増やすことを期待しますし、（都民に限らずですが）英会話や第3言語の教育

ももっともっと強化した方が良いと思います。 

・「東京」だけでなく、東京と地方、世界をつなぐことにより、「日本全体」の発展に寄与するような都市であってほしい

と思います。  

・人々が明るく前向きに生活できる世界に誇れる都市であってほしいです。 

優れた民度を持つ都民、世界の人々から尊敬、敬愛を受けられる東京。学校教育の中で、必ず英語が話せるよう

にする。同様に、人間性を高める教育の実施。 

東京 2020五輪後に飛躍的な成長を遂げ、世界の都市間競争に勝ち残れる存在となって欲しい。イノベーション

革新に柔軟に対応し、世界を牽引していって欲しい。 
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ゼロエミッションに限らず、環境問題についても東京都として世界に発信できることがあるのではないかと考えていま

す。 

みんなが心に余裕があって周囲を思いやれる都市だと良いなと思います。 

外国の方から、東京の交通ラッシュがひどいとよく言われます。交通渋滞緩和のためにも、自動車等の技術向上が

急務かと思います!! 

地方から見てお手本となるような東京であってほしいです。 

・水泳の会場の水質がとても悪いというニュースを拝見したので、このオリンピックを機に東京湾の水質問題改善への

取り組みが動きだすことを期待します。 

人口減少や少子高齢化を解消する世界をリードする取り組みを促進する。災害（気象）への対応はゼロエミッショ

ンが不可欠。この両立をはかるために、市民の多様な声を吸いあげるジェンダー別、年代別等の委員会を構成す

る。意見集約の仕組みから変えていく。 

現在の東京は、世界から見れば、きれいで、人が親切で、マナーがいい都市だと思われるかもしれませんが、私は、

年々これらの水準が低下してきていると感じております。先進技術や産業の発展も良いのですが、市民の心の豊か

さ、誰もが誰にでも気配りができる、公共マナーの水準が高い都市が実現できる事を夢見ています。 

東京が様々な分野で世界一となれるよう牽引していってほしい。 

先日、車いすの方と東京を散策していましたが、坂が多いことや、階段のみしか通り抜けのできない道などが多く、非

常に不便な街であることを実感しました。各種施設のバリアフリー化は進んでいると思いますが、街づくりの観点にお

いても、より一層のバリアフリー化を進めていただき、グローバルという目線だけでない多様性に富む東京を実現してほ

しいです。 

安心安全住みやすい国にしてほしい!! 

人と人とのつながりをつくりたい。リレーマラソンだったり、ボランティア、年齢関係なくつながるしくみづくり。 

物価（食べもの）が安くなる→ビルの上に畑をつくる!!（←老人が健康の為に世話をする） 

子供・若者・高齢者全てが住みやすい安全安心な暮らしを目指す。 

災害に不安を感じない上での夢なので、早くより安全対策をしっかりしてから色々な夢をかなえてほしいと思います。 

緑あふれてリラックスできる東京！ 

性別年齢、問わず誰もが、安心して暮していける東京であって欲しい。 

自然を大事にしながら、東京の発展を願います。 

みんな元気で暮らせる未来になりますように 

先進国の中でも再び世界から注目される国の都市になるように、レジャー施設やエンターテイメント性のある方 

どんな立場、境遇の人でも最低限の生活、文化の享受が得られるまち。 

・高齢者の運転を減らす為、65歳以上の免許返納者の都内近郊のバス、JR、東京メトロの運賃無料化（通勤

時間以外の時間帯） 

緑あふれる自然とも心と体が一体感を感じられる空間が増えて欲しいです。 

・移動にストレスのない街。 

草・木など緑が溢れ自然と人の生活が融合した社会。 

首都高の Freeway化 

未来の東京で、世界を引きつけるエンターテイメントを体験したい 
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自分以外に守れる人、守りたい人が側に寄りそい、誰でも人を好きになりたいと思える。誰とでも、ふれ合える人達が

もっと増える世の中になってほしい 

災害の多い日本に沿った安心して生活できる東京になってほしいです。 

未来子供達や孫の時代が幸せに生活出来るような災害などない東京を!! 

一極集中ではなくなり、大手企業の本社が分散して、東京の人口が減り、緑豊で、自然があふれる、キレイな都

市。 

自分の子供達が、暑さや災害に苦しむことなく東京に住んでいることを誇りに思えるような、すべての世代に優しい、

心豊かな都市になってほしいです 

東京を周遊できる路面電車があればいい 

マラソンは東京開催！ 

消費税含め増税となっているが収入は増えていない、税金を子供や福祉にしっかり使ってほしい 

都知事が変わったらいい。 

全国の人が、えがおがみれる毎日がおくれる世の中!!パワハラのない世の中！ 

安全なまち 

子供や人々が笑っていられる活気にみちた東京 

Dream is your life. 

安全で住みやすい東京 

・整列乗車や公共施設をキレイに使う等  

・助け合いのボランティア精神（被災地含め） 大和魂、精神性の高い日本魂も、マネしてもらえるような。 

日本で一番多様性に富んだ街にしてもらいたい 

女性が一人でも子どもを産み育てられる社会のしくみが少子化に有効。結婚制度へのこだわりが、少子化の要因に

なっている。男性の子育てに対する当事者意識の高まりが必要。福祉に関わる人への給料アップ 

電車の中に盲導犬の専用席を設置してほしい 

盲導犬の席や場所を電車の中に設置してほしい。 

東京に住んでいる人で、電車通勤で盲導犬を連れている人達らに盲導犬の為混雑、満員電車に乗らない様に考

えてほしい。盲導犬がかわいそうです。 

これからも災害がますます増えていく中で、避難先の充実していくべき。空家や公共、民間を問わずビルを開放する

ようなシステムにする。狭い避難所や体育館でプライバシーもなくゴロ寝している姿を世界にさらすことは大東京として

恥ずかしいことです。 

戦争のない平和な東京であってほしい。 

多様性を認め、世界から人が来ることを期待。 

期待しています 

良い街にして下さい！ 

バリアフリーの街に！ 

未来に期待しています 

歩きやすい歩道、ゴミステーションの設備 

スポーツ大会の進化。 

今でも人があふれて人混みがすごいのに、さらに人があつまるとなると色々な人とであえそうですね。 
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虐待が完全になくなってほしい。 

今後、WPIの推進や働き方改革等で様々な勤務形態が実現すると思われる一方で、通勤・通学ラッシュの緩和

は重要な課題であると認識している。高齢の方や優先されるべき方（障がい者、妊婦など）が働きやすい街になる

と良いなと思っております。（毎朝、車いすの方が通勤電車に乗ってきますが、申し訳なさそうにしているのを見て

…） 

汚ないイメージが無くなればいいな…。あとポイ捨て。 

・会社にも保育園があれば助かる。都が働きかけして欲しい。  

・満員電車の改善 

・無電柱化が実現できたら、災害時に倒れる恐れもなくなるのでは。  

・排ガスが気になる。石原都知事の時代に規制されたとは思うが、地球温暖化が進む昨今、車の No.等で通行規

制を行なって、もっと排ガスを減らす施策を練っていただけたらと思う。←2019年台風 15号の際、バスや電車の運

行本数を減らしたり、停止したりしたことがあったが、特段不便を感じなかった。そんな感じで 1日のうちの数時間が

実施する。生活に支障ないのでは 

全世代が安心して笑顔で過ごせる東京 

素晴しい都市になっていることを期待。 

無駄なところに資金をさかない東京になってほしいです。変なところにお金を使いすぎです。 

歩行禁煙の徹底対策！ 

一人一人が自立しつつ周囲との協調性もとれる大人スマートな東京 

都立横網町公園のイベント等をもっと PR してほしい。 

テレワーク環境の充実した街 

分煙にして良いので、もう少し駅近くにきつえん所を増やしてほしいです。 

治安の良い街、子供が安心して生活できる環境作り。 

災害に強い都市 生きていくことをたのしめる街 充実した文化 

最低賃金が上げる 

世界中から色んな人が集まってくるので治安や衛生面（トイレ等）美しい東京を保ってほしいです。 

ゴミのない美しい街 

皆が好きな事で起業していけるような教育を、12才頃から取り入れていってほしい。 

駅前の公園がどんどんなくなっている。子供が遊べる公園を駅近に作ってほしい。コンクリートばかりで寂しい。 

子供が安心してすごせる東京になって欲しいです。 

コンクリートジャングルではなく、たくさんの緑がある美しい街 

災害に強く又被災した時の対応力に豊んだ都市であって欲しい 

観光客にやさしい街や施設づくり 
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直近で言うと台風 19号で被難された方の中に、「ペットと一緒だった」ため、被難が難航したという話を聞きました。

それは、被難所側がペット同判お断りをしたためです。東京だけと言う訳ではないですが、動物を「物」として扱う考え

方、それを利用して、何も言えない動物を対象に暴行や殺害を行う方が減っていないのも事実なので、考え方を改

めてほしいです。また、子供に手を上げ、殺害してしまう方にも、もっと重い罰が必要だと思います。子供も動物も同

じ命ですので、命を奪ってしまった事を心から後悔するような罰を望みます。殺害や暴行、それらに相等する刑罰が

いいです。後は、あおり運転です。あおり運転に対する厳しい刑罰を作り、実施するべきです。実際、あおり運転によ

って亡くなる事故が起きてます。ドラレコ設置の義務化や、車検の際、ドラレコが付いていなければ通らないような法

律、あおり運転やそれを原因とする暴行等、ニュースで沢山やっているのに…と感じます。早々の対応を考えて頂きた

いです。 

きつえん所ふやしてほしいが、ゴミすてに対しては、きびしくなってほしい。 

ゴミがなく、縁の多い東京 

思いやりのある、お互いを思いやれるまちになってほしいです。 

禁烟 

理不尽な事が多すぎる。都内こそゴミの分別をもっとやるべきだと思う。 

グローバルが多様化し、みんなが仲良く、分かち合える関係が築けたらと思います。 

自殺者の少ない街を目指す東京 

スマート社会の実現 

デジタル化によるストレスのない社会の実現 

もっともっと世界の人たちが集い、国際色豊かな街としてください。 

子供～高齢者みんなが安心してくらせる街。又人とつながりをたやさぬ為 

多様性や、デジタル都市の良い面が好きになれるように、犯罪等への安心感、高齢化社会への安心感、環境問題

への安心感がある未来であってほしい。 

温暖化が進まないように、グリーンな東京になりますように。子どもたちに優しい町になーれ 

・電柱の地下化（主要幹線以外も…）  

・「東京」と聞くと 23区内もしくは山手線内を「東京」というイメージでとらえられがちだが、多摩や島も含めてすべてが

東京とイメージされるようになることが大事。発信が一ヶ所集中でなくなれば良いと思う。 

少子化脱却できて、安心、安全に暮らせるような東京。あんまり進化せず昔ながらを大事にしてほしい 

東京の発展は望むが、一極集中ではない姿。 

森と公園を増やしてほしい。空気が悪いから改善してほしい。満員電車が嫌です。 

・喫煙所をたくさん設置して欲しい。JR主要駅、東京メトロ、都営地下鉄の主要駅にも全て必要。路上禁煙にす

るなら公的機関が喫煙者への配慮をするべき。 

東京は物価が高すぎるので、特に教育費用を抑えることが出来ないと少子化は防げないと思います。 

防災や自然環境の保護と、生産性の高い街であることが両立された東京になってほしいです。 

・特定の公共交通機関の利用者集中を緩和し、ストレスの無い通勤を実現。  

・電車移動の間を埋める移動手段の充実（公共自転車等） 

災害が多いので、対策を講じ、想定外に対応できる東京にして欲しい。 

バリアフリーで皆がすごしやすい環境。 
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地方から出てきた大学生と地域の高れい者をふれあいをもつこと。地方から来るとさみしいので大学生は、地域の方

と仲よくなってもりあげてほしい。単位をあげたらよいと思います。 

人が分散しないと住めない 

バリアフリー化を完全に実現。皆が住みやすい空間を実現。何より、台風や地震等に極めて脆弱な環境である事が

大問題であるので、その対策をしっかりして、安心な社会を実現してほしい。各国（中国、北京等）の近代的なシ

ステムに完全に遅れを取っている。常に最先端の都として居続ける都市となる。 

健康的な国の運営が可能な国になっていてほしい。 

現在の都市機能が地方都市に分散されている姿。 

人に優しい、環境に優しい街づくりを期待します。 

公園などで芸術的なイベントが常に行われ、通勤ラッシュをなくし、子供達を育てたいと思う都市（英語教育の徹

底） 

東京が「理想の都市のあり方」を実現し、それが日本中に伝播していくといいなと思います。 

路上駐車がなくなり、人・自転車・車それぞれの車線がしっかり整備され、事故のない東京になってほしい。 

高齢化が進んでいるので、若者が夢と希望をもって活躍できるよう大学の学費も無償化にしてほしい。老人が活躍

できるしくみ（長く働ける）も増やしてほしい。 

東京がプラットフォームとなり、日本の各地域の活性化がすすむよう願います 

先進的な技術や高度な都市機能を持つことはもちろん、古き良き東京が調和・共存している環境の中で、あらゆる

世代の人・あらゆる国籍の人が集まる東京となっていくことが希みです。 

どこにいてもつながる Free-wifi があるとうれしいです。 

・東京都民の全てが SDGsの真の目的を理解し、それぞれの立場で率先垂範する都市になっていたい。それが、日

本全国に伝播し、ひいては世界のリーダーとしての行動力につながっている。特に環境問題は待った 

子供と女性の住みやすい街にしてください 

都民として住環境や暮らし易さの改善も希望しますが、それ以上に、日本の首都として、文化的にも経済的にも世

界の中心に存り続けて欲しい。 

緑あふれる Tokyo 

世界一住みたいと思われる都市にして欲しい！ 

空を飛ぶ車がたくさん走っている都市。 

東京への一局集中ではなく周辺や地方都市も含んだ形で発展してほしい。 

東京だけでなく、日本全体が豊かになるように、東京に引っぱってもらいたい。ノウハウの共有。リーダー東京!! 

東京一極集中は望ましくない。日本の東京という視点で検討してほしい。 

子供達は「東京」に対して強いあこがれをもっております。東京オリンピックを機に、テレワークなどの柔軟な働き方がも

のすごい勢いで取りいれられ、地方在住者もその地に「根づく」とう選択もできる可能性が高くなっています。子供達

には生まれ育った土地で、根づいてもらい、その地域活性に役立ってもらえる未来になればいいな！と思います。 

誰もが自分らしく個性を発揮できる街東京を期待しています！ 

健康社会 

満員電車のない東京！ 
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・東京スタジアムでラグビーW杯を観戦し、一流のプレーヤーが真剣勝負をする姿に感動し、世界各国から集まった

人達の楽しんだ観戦スタイルには見習うところが大きかったです。  

・23区内はなかなか難しいと思うが、各市にそれぞれ競技場や専用体育館を作り、世界レベルでの試合を誘地し、

〇〇市はバスケット、〇〇市はクライミングのメッカとして人が世界中から集まり、世界中の人と公流ができる街づくり

をお願いします。 

住みやすい都市にしてください 

良い東京にしてください。 

海外旅行者などが多いので、駅や観光地に案内人（AIなども可）がいると外国人は助かると思います。 

未来都市、東京期待しています 

災害に強い街にしてください 

子育てしやすい街に！ 

世界一安全で快適な首都とのブランド確立を期待 

世界が手本にしたい街 TOKYO（住みたい、観光等） 

・無電柱化の推進、木密地域の解消等、災害に強い都市。  

・柔軟な働き方による、ストレスフリーな勤務対制（テレワーク、時差通勤等） 

経済・芸術・文化等あらゆる面で世界をリード出来る都市。東京が 1 つのチームの様な風土作り。 

電車乗り換えがごちゃごちゃしててわかりずらいです。 

災害に強く、交通渋滞・通勤電車の混雑が緩和されている東京 

公園の拡充、緑化の促進。 

電信柱がない街、TOKYO 

肌の色や言語に関わらず、様々な人々が共存できる東京を作りたい！ 

近年の台風等による災害は、今後ますます増加すると思われます。地震も心配ですが、風水害に強い東京都を構

築していただきたいと思っております。 

更にバリアフリーが進む街になって欲しいです。今も素晴らしいですが、足を骨折した際、良さを実感しました。 

出勤でも在宅でも、負担が少なく子育てができる東京。 

人、モノ、金、情報、企業すべてのものが東京に集中しすぎている。また交通網が発達しているにもかかわらず、混

雑・渋滞・遅延などが頻繁に発生するという点が課題であると思う。地方と言わずとも、都内・関東近郊でも分散さ

せてはどうか。 

防犯カメラの設置増大（抑止力・未解決事件をなくす） 電柱等に SOSの緊急ボタン設置（周りの人も異変に

気づける、ボタンを押すだけで、警察・救急車がかけつける※ボタンを押すと通報と同じに近隣の防犯カメラがうつしだ

されて何がどこで起きているかわかる仕組み） 

誰にでも優しい、住ごしやすい街。（ソフト面、ハード面ともに） 

交通事故や災害による停電防止のため電柱が地下にうめこまれていたらいいなと思います 

東京都への人口集中を避けるために、効外への居住を推進、TEL ワークを活用した通勤ラッシュの削減等を図る。

（→CO2削減にもつながる） 

日本の各地方自治体が真似をしたくなるような、素晴らしい都市になるとともに、真似をするためのノウハウ・資産を

提供してくれる都市となったら良いなと思います。 

人々の自由が守られつつ、世界で一番親切で便利で快適な街、東京であって欲しい。 
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東京といえば!!という強み・特徴をもっと作っていけると良いと思います 

飲食店前の歩道（地面）をもう少しキレイになれば良いと思います。 

日本は安全のイメージがあるので、これからも環境、犯罪が少ない日本でいたいと思います。そして子供を育てたい、

たくさい産みたいと金銭的な余裕もうまれないとむずかしいと思います 健康のためには運動と食生活です。日本の

添加物の多さは海外に比べ改革がおそいのでお願いしたいです。 

全ての人が不自由なく暮らせる街になればいいなあと思います。あとは、もっと外国の人に来て欲しいです!! 

～人を繋ぎ、支え合う居場所作り～ TOKYO Forest plan. 森の都会割り・都会の森割り。都会と森のいいとこ

どりをすることで東京都を自然と都会の心やすらぐ、憩いのテーマパーク 

「Tokyo forest Plan」東京都の森林を4割→7割 都内と森とのいい所をする。最先端の技術（自動運転）は

西東京から発信する。電気はスポーツをしておもちかえりする。（電力自転車） 

災害のない街東京にしたい、して欲しい。 

東京の全ての地域がそれぞれの魅力をもてること！「東京まるごと観光地化計画」 

東京都まるごと観光地化計画 

東京には人が世界中から集まるだけの魅力があると感じています。その魅力は、「人と人との繋り」からうまれるものだ

と思います。その人との繋りをもっと充実させることができる機会がほしいと感じます。地域での防災訓練など実施され

ている地域もありますが、そういった取組みを都全体で行うことができればと思います。 

子供から老人まで、誰もが「住んで良かった。」といえる CITY にして下さい。 

他国から来ている人から東京は道路にゴミなどが落ちてなくとてもきれいだと良く聞きます。CO2排出の最小化などで

四季の草花が常に見られる歩道が多くなれば嬉しく思います。 

子供達が自分の興味を持った分野にチャレンジ出来るような教育環境を整備して頂きたい 

Ｆ１の開催やストリートスポーツなど、様々なエンターテイメントが都市で行われることを希望します。同時にこれから

未来を担う「若者」への投資配布の比重を圧倒的に増やす傾斜配分の革命を都から起こしてもらいたい。老人ばか

りに目を向けるのではなく、若い人に光が当たる年へ！！ 

空飛ぶタクシーが日常にとけこめるような交通整備をして欲しい 

・東京に逃げ込めば、災害があっても強靭な対応ができる 

・どんな外国人でも住むことができる国際都市としての対応 

・ファッションや分野の発信都市としての東京 

・子供や子育て世代にやさしい都市 

・安全な都市 東京 

世界都市との交流が常にある国際都市の東京 

東京の一極集中、人口集積過多を解決するため、これ以上の開発を抑制し、地方への移住、移転を促すようにす

る 

無電柱の実現に向け地下配管、配線の規制緩和 

日常生活のあらゆる面（移動、買い物、景観、治安など）でストレスを感じさせない街づくりを目指して欲しい 

人生100年時代と言われていますが、私達の世代では介護難民が多数生まれるとの予想もされています。介護職

の地位向上と施設の充実を計り、安心して老後を過ごせる環境を整えて（故郷の東京に住み続けられる事は最

高に幸福だと思います）ほしいと思います。 
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テレワークなど場所にとらわれない働き方が進むと都心にオフィスを持つ企業や住む人が少なくなる可能性があるた

め、その分、水と緑を豊かにしてほしい 

公立の中学、高校においても、子供若者が国内外の素晴らしい人々と交流したり、海外に行くなど、将来に向け

て、視野を広げる機会が多くあると良いと思います 

自然環境を今より豊かにし、生態系サービスを中心としたゼロエミッションが実現された社会になってほしい。人同士

の絆から地球との絆、つまり自分の生活が地球とどうつながっているか理解し、改善をし続けられる仕組み。環境改

善を競うオリンピックなんてできないでしょうか 

交通量が多いのに狭い歩道しかない道路の電柱は、子どもたちの事故の危険性を増し、車椅子、ベビーカー等での

通行を不能にしています。このような電柱を優先して地中化し、少しずつでも東京に安心安全な場所を増やしてほ

しい。 

老人福しはもう今で充分としてよい 

若い人の生活が安定すればこれからは良くなると思う 

若い人の職業についての支援を大きく発展させると光が見えてくる 

様々なエコシステムが複合した効率的かつ自然と共生する都市 

東京都西部に学術都市をつくり、大学や研究施設を集約する大学ごとに設備やインフレをつくるのではなく、共有す

ることで、運用費低減。空いた都心の土地を別用途に利用できる。 

川や運河・水路を活かした町づくりをしてほしいです。もっと効率よく移動できる街になってほしいです。 

アンケートの調査設計に関してですが、質問文で質問意図を書きすぎており、誘導質問になっていると思います。

（成長と成熟など） 

働き方改革をもっとしっかりやってほしいです。コミュニケーションが増える街づくり 

自然災害に備えた地域づくりを希望しています 

世界中の人と気軽に交流できると良いと思います 

ＩＴを活用して誰もが教育を受けれる仕組があると良い 

誰もが、安心して暮らしていける住みよい街になっていけばいいと思います。これから、高齢者が多くなるので、健康

保証の部分も充実し、笑って暮らせる街になっていけばいいと思う。 

高校生にも給食があると助かります。共働き世帯が増加しており、我が家も父母ともに 7:00前に家を出て帰宅は

8:00pm過ぎとなることが多いです。未来を支える若者が、バランス良い食生活をおくれるよう、せめて優良な弁当

業者の都立校への参入を支援して欲しいです。障害者雇用等へつなげてはいかがでしょうか。 

少子化が叫ばれて久しく待機児童等の様々な施策を打っても少子化を食い止めるに至っていない。”子供の教育

費は親が負担すべき”という日本人古来の意識があるため、子供を持つことの経済的な負担感が少子化の遠因に

ある。一方、アメリカの大学生の７割は何らかの奨学金を得て、卒業後に自ら返済すると聞いたことがある。日本も

子供の教育費の負担について意識を変えることができれば（自分の子供が就職したら自分で返済する社会になれ

ば）もっと子供を産み育てる人が増えると思う。そのために、東京の子供たちの教育費を幅広くサポートするような奨

学制度・組織を東京都が作ってはどうでしょうか？奨学制度のすばらしさは理解しており、もっと幅広くだれもが使え

る制度になって欲しいと思います。経済的な事情の有無にかかわらず、だれもが普通に使う文化が根付けば少子化

が止まるかもしれません。 

・「fee wifi TOKYO」を利用出来るエリアをもっと拡大して欲しい（現状のエリア、狭すぎる） 

・都営地下鉄、都心部のみで構わないので、「週末限定で 24時間運転希望」 
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少子化対策に資する取組みに、重点をおいていただきたいです。 

安心・安全・信頼の都市になっていることを期待したいです。 

皆が気軽に見れるオリンピック 

・都民のストレス低減（働き方の自由、満員電車等、幅広いストレスの要素） 

・性別、年齢、障害、国問わず多様性にあふれた東京。 

幸福度が高く、笑顔あふれる街になりますように！ 

外国人の受け入れ体制強化策として、キャッシュレス社会の実現を望みます！個人経営店への負担軽減策として

補助金制度を設けるのはいかがでしょうか。 

共助のしくみが発達している都市になっていることを願います！！ 

自然環境を大切にし、人間らしく暮らせる街づくりをすすめてほしい。（無理にＩＴ化、デジタル化をすすめる必要

はなく、あくまでも生活者を中心に、人間らしく生活できる環境を大切にしてほしい） 

ハード的には、災害に屈しない強靭でしかも美しい街並みを維持、進化させること。ソフト的には、年寄りも、子ども

にも優しい制度があること。 

都心に集中するだけでなく、島しょ部、多摩地域の魅力を積極的にＰＲして欲しい。大規模災害時（都心の）に

おける多摩地域への機能移転も現実に起こり得る避難計画を策定（見直し）したら良いのでは。 

・北欧並みの福祉先進国 

・外国人との更なる交流 

・児童教育の無償化国家 

地球温暖化を防ぐために、二酸化炭素を減らす。減らすために緑を増やす。 

先進的なビジネス都市の実現とともに、子供が伸び伸びとすごせる環境づくりを実現してほしい 

温暖化の影響が軽減され、住みやすい都市になっていること 

自然災害に対する強靭なＴｏｋｙｏ！ 

ゼロエミッションや、水素、燃料電池車などは、確かに理想かも知れないが、実現のために超えなければいけないハー

ドルは高く、多数ある。実現可能性をしっかりと見据えて無駄に税金をつぎこまないようにしてほしい。将来に向け、

現実的で確実な前を進むことに予算をつかうべきと考える。 

一極集中が解消されて、バランスのとれた都市になっていれば良い。 

東京都民全員が必ず何らかのボランティア活動を行っている都市にする。どんなことでも良いので、社会的な協力を

全くしていない人が、一人もいない都市にする。 

東京に住む人が災害に不安を持たずに毎日くらせる町づくりを望みます。 

ヒト・モノ・カネ・情報を独占して奪い取ることのない都市”東京” 

災害に強い都市作りを目指してほしい。 

・オリンピック・パラリンピックが行われた会場で、一般人でも練習や試合ができるような東京 

・居場所がなくなった人でも気軽に行けるような場所を各地につくり、なるべくたくさんの人が長生きできるような東京 

しょう来バレーボール選手になってオリンピックが行われた会場でバレーボールのし合に出たいです。 

グローバル化がより一層活発化し、さまざまな情報や環境が変化していく中で、個人としても、会社としても、どのよう

にしていけば社会に貢献していけるかを模索していくことを続けていきたいと思います。 

首都高速の地下化を進めた空気・景観のよい東京の街に期待したいと思います。（首都高中央環状線山手トン

ネルを走ると、地下化の有効性を強く感じます） 
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緑あふれるスポーツの街が増えている東京の姿に期待したいです。 

災害（水害も含む）に強い街づくりに期待しています。 

不安と不満のない社会が実現されると良い 

通勤によるストレスがない。ゴミゴミした空間が多いので、ゆとりが欲しい。（人にも空間にも） 

平和 びょうきなし けがなし 安全第一 

多摩地域に市街地を複数形成し、都心部の空間にゆとりを持たせるまちづくり政策を望みます。 

電柱などはなく、道幅も広がり、車は自動運転となり、高速などストレスなく高齢者でも安全に移動できる。緑化が

進み、子供たちが安全にすごすスペースが多くあるような東京 

高齢者が積極的に取り組めるスポーツイベントを増やして欲しい。 

国籍・性別・年令の壁を超えて共通の目標に向かって楽しみたい 

地球は１つ。外国人、日本人の壁をなくして交流できる町を。 

世界でＴＯＰ３を維持しつつ、安全なマチでありつづけてほしい。 

国や他の自治体と連携し、一体感ある政策を実行していただきたい。 

人口減少に対応するには、外国人の導入が不可欠であり、そのためには英語を第２の国語にするような政策が必

要と思う。 

金太郎飴のような日本ではなく、個性を認め、活かせる東京！ 

様々なコミュニティーであふれ、障がい者も健常者も輝ける社会になっている。ハード、ハート両方のバリアフリー先進

国になっている。 

スポーツ体験できる環境が多くあり、楽しむ事が簡単にできる。街づくりのユニバーサルデザインの仕様統一。 

車いすを利用した際、少しの道路の段差やエレベーターのない施設など、今まで気付かなかった事に多く気付きまし

た。今回のパラリンピックをきっかけに建物だけでなく、人々の個々ののバリアフリーも拡がればと思います。 

ジェンダー平等が実現され、子供が産みやすく、全ての世代の人が安心して暮らせるような東京。ＳＤＧs の実現

（差別を無くすことや環境問題への取組みなど）や、今の現状をマスメディアなどをもっと活用し、全員が知り、改善

のために動くこと。また、貧困を無くし、生活やくらしが全ての人が平等で安心してすごせるように支援すること。 

公共施設としてテレワークスペースの設置（保育園併設等を含む）と民間との連携に関する法的な整備及び補

助金等の予算化。 

多様性を尊重し、個性が充分に発揮できるような教育環境の整備が必要です。その事がいじめのない世界、すべ

ての人が共に生きる社会につながると思います。抜本的な教育改革、特に６～１２才と大きな変化をする小学校

の教育改革を！すべての子供達が活き活きと輝く未来へ！ 

少子化対策が遅きに失しており、このままでは東京もいずれ衰退すると思われます。多様性を受容した社会を描い

ていく必要があると考えます。 

交通渋滞のない快適な暮らし＆世界をけん引する新たな技術の活用 

（2階建て電車発明・お年寄り専用レーン（動く歩道）の全面化） 

＜１０％になった税金の還元を感じる社会＞ 

例えば、、、65歳以上のタクシー＆電車乗り放題パス（月額制） 

       会社の社員食堂の無料化 

       会社の保育所の設置の義務化 

⇒ 少子高齢化だけでなく、成人・社会人の暮らしの充実度も UP!! 
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・若者が夢や希望もてる都市に 

・年寄りに優しい街に 

・独立都市となり日本に依存しない都市 

・不正受給者”０（ゼロ）”となる都市になっている 

誰もが暮らしいやすい街、東京（バリアフリー、ユニバーサルデザイン） 

未来の子供達のために住みよい東京にしていただきたい。 

応分な負担で皆で支えあう東京。誰もが義務を果たすことを厭わない社会。 

誰もが自らの描く幸福を叶えることのできる東京 

誰にとっても障害のない社会。 

地球温暖化の対策がすすんで自然災害が減っていること 

単身者や高齢者などすべての人々が安心してポジティブに暮らせるような東京になると嬉しいです。交通の更なる発

達やあらゆる意味でバリアフリーなど。 

幅広い人々が芸術を身近なものに感じ、日々の生活に無理なく取り込める街であってほしい。（ex. 演奏会の前

後に余裕を持って食事ができる。魅力ある美術展が数多く企画される。多彩なワークショップが開かれる。） 

トップスポーツだけでなく、年齢や特性に応じた楽しくムリない健康づくりができると、高齢化社会＝ねたきり とならな

い社会ができるのでは 

区部のみが「東京」として発展していっているので、未来は東京都全体で発展して欲しい。 

根暗な人でも街に出かけたくなってしまうような楽しい都市にしたいです。 

本当に世界から評価される安全で安心な東京の実現 

開閉会式演出の総合統括に狂言師の野村萬斎氏が担当となりました。日本の伝統文化を五輪のみでなく、五輪

後も継続して普及していただくよう希望します。 

災害に強い都市作り。特に早期の無電柱化を！ 

人種の差別なくお互いに思いやり、やさしい心で助け合って平和に暮することを望んでいます。 

ゆっくりと歩む時代と幸福を感じる生活を送る 

・再開発による整備された都市（４ｍ道路、バリアフリー、無電中化 100％） 

・公共交通機関の安全安心（満員電車の解消、踏切撤去、渋滞対策） 

・都市農業の充実（食料自給率向上、東京ブランドの農産品のＰＲ） 

交通も負うが便利に利用しやすく、健康でグルメ、街並み（アート）などを愉しみながら周遊できる東京になって欲

しい。 

・電柱を 2022年までに全国にうめる 

・日本のお金を 500兆にふやす 

・宿題をなくして子どもたちに学校後の自由をあげる 

人口減少が近々の課題であり、早めのくい止めビジョンを！明るい東京の将来の為に。 

高齢者が安心して生活できる街 

安全安心な首都圏を、住宅ストックの改良、ライフラインの強じん化、交通の整備とバリアフリー化などによって形成

する。格差社会と言われるが、働き方改革や最低賃金向上など、普通に働けば普通に暮らせる社会制度作りに東

京都は率先すべき。 
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大都市だからできる子供へのサポートを充実させてもらいたい。子供が産まれなければ、どんな都市も死滅してしまい

ます。 

オリンピックの開催によりすばらしい各種の競技場ができるので、オリンピックが終了しても取り壊すことなくスポーツがで

きる環境を継続していただきたい。 

出産、子育て環境の充実を。災害対策（自然）の進んだ都市。 

共生社会の実現に向けて、企業だけでなく、都民・市民全員でできることを明確にして、取り組んで行きたい。 

若者にもっとお金を使わないと東京の未来は暗いと思います。 

暑さ対策 

首都高速道路の更新による渋滞緩和。水害対策の見直しによる安全な町づくり 

日本の首都として誰もが行きかい交流し合う世界的な町として活躍してほしい。 

田舎にない町づくり 

東京になるべく短い時間で行ければいいな 

一部エリアに集中している開発や投資の分散（都内全域）。各駅に保育施設の設置。長時間の通学及び通勤

の緩和につながる都市政策。 

世界の都市として頑張ってほしい 

戦争をなくし、子供のいじめや虐待がおきない、平和な世界になってもらいたい。 

毎日を元気で楽しく、色々な事にチャレンジしたと思ってます 

これまでの 100年で東京は、大震災、戦争、バブル崩壊と様々な経験を重ね、都市として発展・成熟してきた。２

度目のオリンピックを控える中で、利便化だけでなく高齢化社会、労働人口の問題に向き合い、災害や治安に不安

に感じることのない町にして欲しい。 

みんなが心豊かに暮らせる東京 

世界から人・物・情報（流行など）が集まる都市。「東京に会社を作りたい」「東京に住みたい」と若い人が集まる

都市。高齢化で老人しかおらず、過疎化した田舎のように誰もいない都市にはなってほしくないです。 

都市機能をもう少し拡大し、人や物が移動しやすいようになっている。外環道を東名高速がつながっている。 

企業を都区内に集めず、地方に。東京だけでなく地方の活性化も一緒にやるべき。 

どんな人でも人間として尊厳のある生活ができ、外国人労働者の子供も小学校へ通うことができたり、浮浪者がい

ないことなど。衣食住が満足にすべての人ができ、幸せを感じることができる、貧富の差がありすぎる今とは違う自然

の多い首都圏にしてもらいたいです。＊ちなみに地方ももっと活性化してよさを UP してもらいたい。 
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西多摩地域の交通機関も青梅線と青梅街道が唯一の交通手段（圏東道青梅インターチェンジは市民の足として

日々利用出来るものではない） 

① 新青梅街道の上空部を活用した交通網の整備 

イ、２階建構造とし１階部分は、東京新宿～青梅インターチェンジを結ぶ高速道路の建設 

ロ、２階部分は、新宿・青梅間（青梅線河辺駅に連絡）の東京・青梅モノレールの建設 

ハ、青梅街道上の東大和市附近で多摩モノレールに連絡 

ニ、上記の青梅街道の上空部利用とは逆に、地下大深土 40ｍに建設する方法も考えられます。 

ホ 東京、新宿～青梅インターチェンジを結ぶ高速道路は地下大深土 40ｍに建設する。 

ヘ 上空部１階部分は、新宿、青梅間（青梅線河辺駅連絡）の東京、青梅モノレールの建設 

ト このモノレールの上空部を全面利用した新宿、青梅間の歩行者専用道路の建設 

② 青梅線の高架化の実現 

 ＪＲ中央線の複々線の高架化を立川駅まで速やかに完成させ、それに連動して青梅線の立川駅から東青梅駅

まで複線高架とし東青梅駅から青梅駅までは単線高架として頂きたい。 

 河辺駅は、東京青梅モノレールと連絡する為、基幹駅として整備充実して頂きたい。 

１、アイデンティティ籍～『ヒューマン・ビーング法』 

２、行政訴訟裁判所、憲法裁判所の設置に伴い『地球圏 東京支部』は、各国法の違いによる個々人の訴えを

とり上げる為に「（日本国内）行政ＡＤＲ」をスタート。 

３、『情報コミュニケーション法』 

情報棄民をなくし、情報弱者のアクセス権を保証。特に天変地異等に対応し災害や社会的安心安全のための情

報発信 

４、パスワード→フィジカルを最優先 複数選択、セキュリティのブロックを関東地方くらいのエリアで構築。 

５、地球上、どこへ行っても持ち歩けるマイクロカセットチップ 歯に埋め込み、読みとる側（救命や医療カルテ等）

の端末をしかるべき所セキュリティシステムで・・・居住の自由はもとより、移動の自由、医療や療養、看介護の自分

のデータを持ち歩く危機管理リスクマネージメントは個々人から発想が要 誕生→健康管理→死亡でチップを取り

出すまで個人情報は個人が責任を持つ 

６、ＡＩ・ＩＴ時台に国境も行政境もない。１人１人が自分とは何か？自分のアイデンティティは何か？自分が

属する集団とは何か（家族・・・・学校、会社、都民・・・）→地球市民としての新しい時代を１人１人が創造！ 

日本政府は政府機関が通信関連機器を調達する際、安全保障上の問題のあるものは排除を決めました。東京を

含めた地方都市でも閣僚級の国際会議など行われることから、東京も政府と同じように警視庁も含めたとの機関全

てで、通信関連機器選びには安全保障上問題のあるものは排除すべきだと思います。東京は首都の上、沖の鳥

島など近海に資源のある諸島を管轄しているのでハッキングなどに最新の注意が必要です。デジタル都市とか世界

経済を牽引する都市とかありますが、重要な行政、企業、技術情報を盗まれたら話にならないのです。 
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・泥棒のいないまちの構想を作って下さい。 

・子供を出産するに当たって、出生前診断の充実を計ること。 

・まち中の、商業地、工業地、住宅地の区分をしてください。 

・住宅地は、住みよい住宅を守ってください。 

・東京一極集中を解消して下さい。 

・羽田発着の国際線の発着空航は、新しい構想を立案して下さい。 

・奥多摩、青梅、等の景勝地に高齢者も行ける憩いの施設ホテル等を開発して下さい。 

・料理を捨てない対策として、折り畳みパックの普及に努めて下さい。 

・台風を何とかよける、小さくする方法を研究して下さい。 

・使われていない極限の地に世界中の国が集って、原子力発電所を建設して、安いエネルギーが世界中で使えるよ

うにしたら、エネルギー戦争は無くなります。 

・自衛隊、警察官、その他、生命の危険が伴うと判断された時、行動の辞退が出来る法律を定めて下さい。 

・国の建造物、その他を造るに当たって、組織、しがらみを持つ人々に加えて、一般の無名人の参加も出来るように

してください。 

・国民一人一人が自分の力で生きて行ける社会体制を作って下さい。 

・少子化の問題では、国の力で結婚しやすい方法、組織等を考えてください。 

空を飛ぶ車の開発期待しています！！ 

Q、東京の未来 

”政治・経済・文化・教育・福祉等の進化による。日本だけでなく世界をリードする生活社会拠点であって宇宙基起

点と成り、地球はもとより宇宙大の平和を担う宇宙都市としての東京がある（東京は宇宙中心都市です）。”その

ためへの過去・現在の歴史と現在の実情を踏え、未来創造を構築する環境整備が重要となり、一つひとつを解決

する必要がある。現況東京のなすべきことは、個々の生活の保全、支援等ことを始め、自然に優しい姿からＩＡ・

ＩＴの活用を加味した社会生活と世界の多様性を尊重した存在の都市空間の推進による。多重なる智の導入

活用とうとうの差別なき交流を尊守する都市となって、どんな課題にも対処する安心ある未来空間である、人種・老

若・男女に夢を感じる地になることであると思料します。その力量があります。以上東京の未来を進化形成すべく託

します 
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昭和 20年（1945年）の「終戦」の時から、74年の歳月が流れています。－民主主義の国なんだから、国民が

自由を謳歌するのは当たり前－という考え方が、ここ最近の数年間で、飽和状態になっているのでしょう。 

障害物や障壁が取り除かれたら、人は自由にのびのびと動き回ることができる。 

このような視点でしか、ものごとを考えられない。 

－という人々が、急増しているのでしょう。「○○フリー」という言葉の氾濫が、それを物語っています。 

【発送の転換が求められている】 

もし、あったら理想的なのに、実際には、ほとんどない。不足している。例えば・・・・他人の自由を妨げない、邪魔しな

いための思いやり、配慮、気遣い。そしてまた、他人の健康を妨害しない、侵害しないための思いやり、配慮、気遣

い。 

このような視点が足りないのだと思います。 

【22世紀に向けての試金石】 

『みんなでかなえる東京の未来（都民意見大募集）』に託されたビジョンは－来たる 22世紀を視野に入れたうえ

での、小手調べ、腕試し、試金石になるような気がします。 

温暖化防止をしている最先端都市になる 

＊＊温暖化の今に対応していくことも大切だが、未来の為に制限をかけて行ってほしい＊＊ 

高層ビル建設の制限 

風通しを悪くし、熱を放出し、温暖化が進むことがわかっていながらなぜ建て続けるのか理解に苦しむ。特に高層マン

ションは今後の人口減少を考えて建設しているのか疑問。 

ゴースト化した高層マンションは想像すると恐ろしい。 

電力使用の制限 

東日本大震災時、節電を呼びかけたら人々は驚くほど協力的だった。 

都民の意識のポテンシャルはとても高いし、正しいことへの判断力はとても高いことを知ってほしい。きちんと旗を振る

人がいれば必ず着いて行く。（特に女性は） 

↓ 

まずは繁華街のネオン・看板の制限 

ネオンを制限して放射熱を減らし、消費量も減らす。また見た目も考えて看板の統一性と設置場所の制限。もしく

はせめて夜中消灯してほしい。（深夜） 

それが無理ならいっそ昔の香港のように看板がアートになるくらい振り切ってほしい。 
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シルバーパスをについての意見提案です。 

老人たちのほとんどは、シルバーパスの携帯を辞退している。 

パスは年間 1,250,000円以上の所得があると、年間のパスは年間 20,510円である。年間の所得がそこまでい

かないと、パス代金は年間 1,000円だという。 

ところが、年金は所得だという。 そうなると一般的な会社勤めを終えた年金生活者は、他に働かなくても 20,510

円の口である。税金を納めたほうが、都の施設を利用するのに高い費用を払うということになる。そして少ない税金を

納めたひとは年間 1,000円のバス。 

80歳を越して働いている人は少ないし社会も認めない。働かないのであるから、乗り物にも乗らない。そして年金だ

けで老後を過ごしていく人が増えていく。その人たちを働くのではなく、花を見に、景色を楽しみに戸外へ送りだすので

す。その対策として 80歳になったら、シルバーパスの料金を年 1,000円にするのです。 

税金の額でパスの金額を決めるのではなく、年齢で決めるのではないだろうか。 

行き場所を決め時間を調べ、都営の交通機関を使って都内を見て廻る。時間は自由だし、すいている時間を選

び、よく歩く。これが 100 までの秘訣だと思う。 

東京は焼け野原から立ち上り、膨張をつづけ、もう充分に巨大、成長しすぎました。 

将来の姿は人口の減少へ向かいつつある今日をチャンスと捉え、国造り、社会造りを設計します。 

集権を分散し、断捨りを断行すべき時です。 

巨大建築、IT に依存しきって、組織や店、工場、構築物を拡大すれば、人事が足りないのは 

立ち止まり、夢を描き直し、後世に残すものは、やさしい空間を維持すること 

アンケートの設問は現状の分析が足りないと思います 

誰もが健康的に毎日を暮らしやすい街であってほしい。ゼロ・エミッションの追及も良いが、それに対するマイナス面に

もしっかり目を向けて、誰もが安心して生活づくりをしていってほしい。未来のためにやっていることが、逆に環境悪化に

なってしまうこともあるということを認識して、しっかり対策を練ってほしい。 

東京都の高齢化問題の提案 

新たな東京諸島の発展（再生）を考える！（人材高齢者の東京諸島への移住政策） 

都会生活から島生活への充実した（セカンド・ライフ）の推進！ 

実行①人材移住者専用の（家族用）住宅の整備（都営）！人口減少から人口増加の転換を計る。 

実行②人材移住者の地域貢献活動！地域産業の低迷から活性化への転換を計る。 

実行③コミュニティーの推進！都民と島民の交流活動。 

実行④都会暮らしから島暮らし！趣味・スポーツ・つり・漁業・観光ガイド等！ 

以上の４つの実行目標を上げました。是非とも、東京都の新たな政策として、東京諸島の自然環境と地の利を活

用していただき、東京都が抱えている高齢者問題の解決の一つとして、東京都主導による、島の課題解決のために

も、積極的に進めて頂くと期待したいと思います。 

東京諸島の課題には、東京都が力にならないと解決できない問題が多々あります。実験として東京大島から進めて

結果を出していただくようお願いします。 
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高齢者に安心できる居場所を 

核家族が進む中で昔のように、高齢者を家族であるいは知り合いで見ることが出来なくなっています。一人で活動す

ることなく家にとどまっている高齢者は多くいます。そのことは、本人にとって良くないことにとどまらず、病気をもたらすた

めに医療費の増大にもつながります。 

高齢者が家からほかの場所に目がいかないのは、家以外にどんな場所があるのか情報を取ることができない、手続き

ができないからではないでしょうか。そこで次のことを考えました。 

「義務教育の入学通知のようなものを７５歳を目安に出す。」そこには連絡先が書いてあり行ってみようと思う人は

連絡を取る。後は自分から申請しなくても進めてもらえる。 

これがうまく動くためには介護事業所の合理化をすすめることも必要になってきます。現在、小さな事業所が多くあり

ます。良さもありますが、それぞれで出費する額は相当なものです。使わなくなった施設を「高齢者の学校（場）」と

して作り変えることが出来たら「入学通知」も出しやすくなるはずです。 

東京都としてモデルケースを作り高齢者を安心させていただきたいと思います。 

かつての世界的名所の復元により東京を世界有数の観光都市に 

・文化遺産の復元による都市のアイデンティティー回復 

今後東京が未来への投資として最も力を入れなければならないのは、美しい都市景観等と並んで、東京のアイデン

ティティを確固としたものにする文化遺産の復元が不可欠であると考える。 

・都市が誇りとする文化遺産 

世界の主要国の首都でその国独自の歴史に根付いたユネスコの世界文化遺産がないのは東京ぐらいではないか。 

・都市の魅力と文化遺産 

東京の未来への投資を考えるうえで、世界から人が集まってくる都市としての魅力を高めることが非常に重要であり、

魅力・磁力の強化こそが肝要であり、その源泉はその都市が歴史的に形成してきた独自の文化遺産だと思う。 

・“観光都市”としての東京の現状 

東京を訪れる訪日外国人観光客数は頭打ちとなり、年々国内における訪日外国人観光客数のシェアは減少して

いるように思われる。それは東京には真の魅力が少なく、都市景観が美しくないことが原因であると思われる。 

→そこで、旧国宝建造物群がかつて建ち並んでいた土地（現在の芝公園）の公有地化、史跡公園化案を提案

する。 

自然災害から都民を守る事が喫緊の急務である。台風の来襲時に大地震が発生するというような最悪の事態を

想定して、防災・減災の対策を立てるべきです。又、人口減に伴って税収も減るので、税金を有効に使わなくてはな

りません。特に都市計画においては、現状に全く合っていない 50年以上も前に都市計画決定された計画は、全部

見直す必要があります。やたらに道路拡幅などを行うよりも、電柱の地中化などが災害時の停電防止に役立つので

はないでしょうか？限られた税金を無駄にしないこと、命を大切にすることを最重要目標にするよう、東京都に望みま

す。 

オリンピックでは、予想を超える厖大な予算を使い、大会は選手、ボランティア、観客が暑さのためバタバタ倒れること

が予想される。100年に 1度の台風が来るかもしれない。大会後のレガシーどころかたくさんの負のレガシーをかかえ

て東京はどうなるのか。不景気も予想される。 
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今の都庁舎は 30年経て古く上層階が大きく Sか Vにゆれ中の人が危険なので、建替えた方が良い。新宿区と協

定し、新宿中央公園に新庁舎を建て、古くなったら再び、今の所に戻って来れば、良い。土地を交換すると良い。

建設費を安くするには多摩材等、木材を使える所には使う。庁舎の形状は、頭部の、ゆれの小さい、台形（ピラミッ

ド型）が良い。食堂はスプリンクーラー故障してるといけないので別棟とする。 

障害の有無にかかわらず、誰もが安心して暮らせる東京を作ってほしい。パラリンピックをけいきに障害の理解が促進

することを期待。 

子供達、年寄りが生活しやすくして下さい。 

雇用増加、景気対策の観点から IR（カジノを含む統合型リゾート）に賛成です。東京都でも検討中とのことです

が、IR の候補地とされている台場地区は、若い人がイベントなどで大勢集まってくる地区なので、ふさわしくないので

はないでしょうか。ギャンブル依存症のことが問題になっていますが、東京には、すでに大井競馬場があります。この近

くならカジノを作っても反対する人は少ないと思います。なにより大井競馬場前駅は東京モノレールで羽田から直通

で訪日外国人に便利です。くだらない意見だとお笑いになるかもしれませんが、ご一考いただければ幸いです。 

年配者も安心して住める街に。 

1.皆さんが子供を大切にして、成長に協力すること  

2.老人をいたわること 3.経済力の弱い人々を皆んなで助けること 

「東京」と云うと、たいていの人、特に外国からのゲスト達は嬉しそうに“良い街”、“きれいに整った街”と返してきます。

私はそうは思いません。人口が密集している分、問題も事情も“多様”“過剰”と住人誰もがすでに口にしているの

に、立ち上がろうとする人のヤル気を、やれ役所、やれ自治体、やれ昔からずっと…といった具合で、常識的なことの

ひとつも叶っていない。又、3世代生活を捉さないと“孤立”は増える一方です。高齢の方にもっと現代の事情を知っ

てもらい、力や智恵をもらっておくべき。 

幸せが溢れてる 

子孫はんえい 

オリンピックやめる 保育士公務員化 水道民営化× 奨学金制度見直し 人命軽視しない 

満員電車がない世界 

おだいばの海がきれいになればいいなー 

へん差値等で格差の無い平等な学校（私立も含める） 

全ての学校で平等に学べ、それぞれの目指したい専門分野が学べること。 

普通科の廃止 

ゴミが少ないきれいな東京 

バリアフリー社会になりますよーに！ 

みんながんばろう 

マンガの道具 

消費税０ 税金少なく 

新聞と生理用品の税金のやつ改善して。 

バリアフリー化を目指す 

もっとグローバルに！！以上 

星が沢山綺麗に見える東京...。 

子育てのしやすい環境や社会せいどをつくれば少子化も脱却できるかもしれないと思う 
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電車がもっと快適に乗れるようになってほしいです。（特に東西線）←朝すごい 

安全な町づくり 

良い町づくり💛 

高い堤ぼうを作ってほしい。 

川に堤防を作ってほしい 

定年でも安定にくらしたい でも定年じゃない人には負担をかけたくない 

モンスターペアレンツをへらし、保育師になりたいと思う人を増やし、ほとんどの会社の１部を保育所にしたりしたらいい

と思う！ 

常識のない大人が多すぎてはずかしいし、アルバイト中に腹立つ。 

ねるだけで金がかせげる会社をつくってほしい 

すべての駅にホームドア設置。バスケットゴールやラグビーのゴールなどを増やす。認可保育園の枠を増やす。保育士

の給料を増やす。歴史にゆかりのある建造物、町を残していく。誰もが笑顔で暮らせる社会にしていきたい。 

税金なくして欲しい 

老若男女がいつでもスポーツができる施設をたくさん作ってほしい！！ 

バリアフリー化を進んでほしい！！ 

快適で安心な暮らしをしたい！！ 

家賃が安く住みやすい家々が並ぶ 

バリアフリー増やす。 

いい世界だ 

もっと便利な世の中になってほしい 

家から出なくていいようにしたいです 

子どもに対する問題や、国と国の問題がへって、旅行が楽しくできるようになってほしい。 

税金などを 20％にして公共施設などを豊かにしてほしい 年金欲しい 

今まで通りで良いと思いました。 

もっと環境のことを考えた町になってほしい。 

ゴミが一つも落ちてなくキレイな町になりたい。 

交通の便がもっとよくなってるといいな。 

バリアフリーが町全体になっていて車いすの人が安全や使いやすい町になるといい。 

バリアフリーがいっぱい増えて、みんなが不便だと思わないような未来がいいです。 

駅が混雑なのが少し不便に感じるので改善されていたらいいな。 

私は来年度から社会人になります。10年もたてば後輩もできバリバリ働ける人間になりたい。水道系の会社に入社

できるようになったので、社会貢献できる人間になり都内にかぎらず、発展途上国にも貢献していきたい。 

子供を産むと、その後費用が多くかかるので、その負担をしてくれる。 

全てが電子機械になるといいなと思います。 

どんな人でも快適に。 

平和な東京 

誰もが暮らしやすく、平和で安全な東京がいい。 

交流会をする 
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どこにいても快適に過ごせるようになれば良い！ 

若者が輝いて、夢を持てるような社会。 

安心安全の世の中 

皆が笑顔になる東京オリンピックにしてほしい 

老人のための施設を設けるのも大切だと思うが今はそれ以上に子育てのための施設を設けてほしいと思う。 

もっと、子供を育てやすい環境になってほしい。 

高齢者向けのアンケートもとってほしい。 

国籍が関係ない交流 

バリアフリーをいっぱいつくる 

日本経済が安定し誰も生活に苦しまない未来であってほしい。 

犬が住みやすい東京。 

発展しいて豊かな町 

僕はこのアンケートについて思ったことは、上記のようなことが今後の 2020年東京オリンピックや、その先の話では、

絶対にありえないと思います。理由は２つあります。 

１つ目、政治や経済が不安定な中で、これをやるのは愚策だということ。 

今までにない これ以上の幸せ 

平和な国にする 

無人レジを本当にやめて欲しい。目が見えない方からすると、パネルはどこ押せばいいか分からない。無人レジにする

のであれば凹凸をつけてほしい。 

性同一性障害にもっと理解をもって欲しい。特に教師。 

”犯罪”が悪いこと、怖い、恐ろしいことなのをもっと徹底的に国民に叩きこむ。 

すてきな場所になればいい 

みんなでオリンピックを応援する！ 

人々の差のない都市になっていて欲しい 

東京に富士山 

外国人への対応が手厚いのは良いが手厚すぎると外国人のずうずうしさに日本人が困まる気がするので、もう少し

日本人を尊重してほしい。 

レガシーを受けられる人間になるための学習をする 

自然がある住みやすい町 

建築士 

I love TOKYO 

😊 

どこに住んでる人とか関係なく都心に来れるようなこと 

がんばれよ 

さらなる発展 

最低賃金 2000円 

なるべく自由な社会 住みやすい社会 

消費税引下げ 
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もっと便利になってほしいです。 

楽しく生きる。 

働きやすくなってほしい 

できるだけ皆がポジティブな国になってほしい。そうすれば自殺などが減ってくれる 

暮らしやすい町 

ピアスやタトゥーの偏見がなくなればいい 

現在の便利な機械にたより、環境問題や緑の少なさ、動物への悪影響をまったく考えていない暮らしから脱すること

が将来叶えばいいです。 

みんなが仲よく、CO2 も排出量を減らす 

がんばってください。 

変なところに金使わないで。 

色んな人が差別なくくらせること 

ゴミのポイ捨てなどがなく、きれいな街 

すべてが楽しい東京 

・様々な人達が困まる事なく生活できる東京 

・若者が希望を持ち、自分から夢に手を伸ばせる東京 

自由な場所 

お金がほしい 

多県などの助けになれる都市。日本＝東京は良くない。 

お金の動きに、むだがなくなってほしい。 

税金なし 

税金無し 

貧富の差がない東京 

フルダイブ型 MMO の開発に関わりたい。 

いつまでも平和な東京。 

LGBT への理解を深める 

みんなが仲良く、多文化も受けいれられて、みんながかがやける東京にするために、英語とかを少しでもできるよう

に！ 

大人が子ども以下の行動（犯罪、迷惑行為）等をせずに、一つ一つの行動を後先考えて行動してほしいです。 

東京に子供が安全だと言える町にしたい 

災害の被害が少くなっていたらいいと思う。 

汚い東京でオリンピックを開かないこと 

楽になってほしい 

少子高齢化の改善、資源がある東京都 

偉い人が正直な世界 

もうちょっと自然を増す 

タバコが無くなっている 

寝てる議員がいる間は日本に未来はない 
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まだそこまで考えたことはない 

事故が今よりも少ない社会になればいいと思ってます。 

現在の東京では、公園が少なくなってきていて、公園があったとしてもボールが使えなかったりするので、子ども達の遊

ぶ場所がもっと増えた東京にしたい。 

グローバル化 

空飛ぶ車 

世界が平和になるように中心になってほしい 

冤罪をなくす。殺処分を０にする。多頭飼育をなくす。政治がちゃんとした問題に対処する。（沖縄などの問題） 

災害に強い東京 

問題のおきない町 

若い人が未来を支えないといけないのに生きずらい。年よりが得してる 

空気がきれいになってほしいです。 

イベント事をふやす。海外のをさんこうにする。 

スポーツをもっと楽しんで欲しい。 

誰もが住みやすい環境になってほしい。 

高いビルが建ち並び植物がビルの壁面に飾られていたり屋上の階が植物園や公園があったりする社会になってほし

い。 

テクノロジーが日本だけではなく、世界一になるように、ロボットや機械工学、プログラムなど、充実していて人々が暮

らすのが楽になるような都市。にしたい。 

様々な交流が増えたらと思います。 

ブラック企業がなくなればいいな 

みんな Happy にしたい。 

自由に生きたい 

とにかく楽したい 

ゴミが少ないきれいな都市になってほしい 

犯罪を０にする。災害に強く。 

税金をなしにする。 

・車の自動運転を全車につけてほしい。その為に道路の整備など。 

・会社に行かず家でも仕事ができるよう。満員電車が交通の渋滞もなくなる 

通勤・通学時の混雑のかんわ 

障害者が不便なくできる生活を送れる町作り 

戦争のない、安心、安全な町へ 

会社に行かなくても自宅で仕事ができる東京。 

映画館作ってください町田に 

東京はインフラ網の塊と言っても過言ではなく、そのインフラを東京都の郊外の発達につかうべきと考えます。より集中

させるだけの土地がもう 23区内には無いと思います。 

少子高齢化対策 

暑さたいさくをする 
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もっとパンプトラックを増やしてください 

もっと bmxができる施設を増やしてください 

スムーズに外出ができようになってほしい 

eSports ez 

SF esports 

VR を使用した授業をしてほしい。 

交通の便がよい街 

ゲーム一筋で食べていける。（e スポーツの発達） 

駅の場所をわかりやすくしたい。 

最低賃金が 2000円、税金を上げるなら給料もあげてほしい 

待機児童なし 

第四次産業革命で、最先端の IT テクノロジーで豊かな生活を送りたい。 

少子化をどうにかしてください。 

電柱がない東京 

過労死のないホワイトな社会 

人種関係なく暮せる東京 

安全で楽しい暮らしができる東京にして下さい。 

少子高齢化をどうにかしろ 

さまざまな人を活かせる場所 

ニューヨークを超える大都会になることをきたいしているのでがんばってください 

何不自由なく過ごせる東京 

自然をゆたかにする 

まず、政治を立て直した方がいい 

もっと自然を豊かに 

緑がなくならないきれいな東京がいい 

温暖化をとめたいです 

子供だけでなく、みんなが幸せに暮らせる町 

公園多め 

キレイなトイレ 

安心できる生活 

楽しい人生を送る 

空飛びたい 

生活しやすい街 

空気がきれい 

空気が汚い 

ＩＴ系の仕事についてお金をためて、いざほしいものができたときに買う。みたいな生活を一人でしていきたい。 

最近は犯罪とかが増えてるので犯罪をなくしていこう 
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税金の適切な利用と、適切な無駄の削減 

リニアモーターカー 

自然あふれる場所にしたい 

若者も生きやすい東京 

障がい者や老人の人が若者や子供たちと仲良く、安心・安全快適な街 

職業がなくなっている 

便利になりつつ暮らしに安全な社会 

自然と都市のバランスがとれている 

環境に優しい街づくりを進めてほしいです。 

将来つきたい仕事は福祉系の仕事 

エコで自然が多いい。スマートフォンばかりでなく本ともっと接したりしたい。 

交通ネットワークがしっかりする。 

もっとグローバルな東京 

まず、子供の教育環境をよりよいものにして多くの人材を育て、人材の確保をした上で若者を中心として更に日本を

発展させてほしい。 

常に笑い、常に学び、悩みを産み解決して、より良い社会をつくっている東京が見たい 

自然破壊（熊を撃ち殺したり木のばっさい）しないでほしい。 

ストーカーの対策などで警察がたよりない、信用できない。もっとしっかりしてほしい。法律で手を出せないものもわかる

が 

「らしさ」とは一体何かは分からないが１人１人が思う「らしさ」がつぶされない東京・日本・世界 

今の環境破壊を少しでも良くしてほしい 

事件がない 

子どもが住みやすい場所をたくさん作り、人であふれるような街があると良いと思う 

保育士さんの給料を上げてほしい。女性が子育てしながら働けるように。 

誰もが働きやすい社会になってほしい。上司からの圧、急な呼び出しなどがない。 

人が否定されない東京。同棲で入籍できる。 

もっと交通機関が便利になったらいいと思う 

リニアモーターカーなど、近代的なものが集まった都市になってほしい 

少子化が進んでいる原因として、若者に「まだ若いんだから」などと仕事を任せすぎ、プライベートの時間が少ないとい

うこともあると思う 

テロ対策等頑張って欲しいです 

自動運転で無事故無違反にする 

空気をきれいに 

空気を綺麗に！ 

安全で住みやすい都市に 

CO2排出量を削減し、自然がたくさんあるのに便利な東京がいいです 

可能な限り、全ての人に平等なチャンスと場が与えられるような東京 

今よりもっと緑があってみんなが遊べる場所がある所。外に出かけたいと思える街。 
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住みやすい都市にしてほしいです。 

伸び伸びと生活できる都市にしたい！ 

楽しく働いて生きられる東京にしたい！ 

世界の中心となる都市 

犯罪が完全になく安全な東京 

全ての場所が差がなく、近代化が進んだ日本になってほしいです。また、近代化というのは、ただただ建物やライフライ

ンが充実するだけではなく、自然と共に生活できる国になってほしいです。 

暮らしが便利になるとともに、人と人とが直接関わる場が増えていくようになってほしい！！ 

多くの人が個性を生かしながら能力を発揮できる社会になっていてほしい 

協力して発展していく東京！ 

教育制度を新しくし、現場の声をもっと聞いてほしい。 

都会にも、もっと緑を増やしたい 

便利 

すごく便利になっていると思います。ドローンがたくさん空に飛んでいそう。 

緑があふれる都市東京になること。 

都市として様々な問題に取り組める東京！！ 

スポーツを通して交流し合える東京！ 

みんなが平等にくらせるところ 

まず政治を行う人々が正しいことを行うべきだと思います。 

ごみゼロ、きれいな町 

今のままでいいです。 

今がいいです 

世界中のだれもが大都市だとみとめる Tokyo 

もっと自然豊かな東京にしてほしい！ 

環境に良い都市。海がきれいになってほしい 

平和であることが何より！ 

クール（かっこいい方）とナチュラルをかねそなえた東京！！！ 

大人になる 

武蔵野北高等学校学校を建て替えてほしいです。 

様々な世代の人が交流できるコミュニケーション豊な東京になってほしい。 

渋谷を清潔感のある街に。 

都民の日を増やして、家族や友達との交流をさかんにし、地域をより明るくする。 

野球を気軽にできる環境を作ってほしいです。 

敬老の日を増やす。今の社会を支えている方々に感謝を伝えたい。 

東京オリンピックで東京が明るく、活気に満ちた都になってほしいと思います。 

電気自動車が走っているきれいたまち。 

通勤電車、バスの混雑をなくすこと。 
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ＡＩなどを有効に活用して誰でも暮らしやすく便利に暮らせる街になってほしい。 

外でのびのびと遊べる場所になってほしい。 

どこにでもすぐ行けるようになりたい。 

自然を増やし、地球温暖化を抑える政策をしてほしい 

災害対策をお願いします。 

労働環境の向上 

日本人は東京から離れていって、別の場所で活躍して欲しい。 

災害が起きても電車などの交通機関や仕事に影響がない。普段と変わらない生活がおくれる 

日本内だけでなく世界の問題（地球温暖化など）の対策を積極的に発信していく街になる。 

犯罪ゼロ。みんなが手をとりあう社会 

犯罪がなくなってほしいです 

男女平等に、生きられる社会 

女性が子育てをもっとしやすい社会 

緑が多い町になってほしい。 

都民一人一人に対して充実し、自由な生活が認められるようにする。 

世界中の格差や紛争、地球温暖化等東京、日本の問題ではなく”世界・地球の問題”に目を向けその解決に向け

て世界一積極的に取り組んでほしい。 

全地域平均年収 1000万円越え。 

若者の政治への感心を高め、様々な世代の意見を取り入れられるといい。 

ビルの屋上や外壁の緑化を進める 

自由で尊重し合える東京 

より便利で政令都市以外でも貧富の差がなく平和に暮らせる 

環境を守る取り組みが盛んな東京 

災害をおそれない東京になってほしい。 

高校や大学にかかる費用が負担されるようになってほしい。 

日本の車、全部水素 or電気で動く 

2040年までには無理だと思うが、プレートの動きを制御して地震を防いでほしい。 

路上喫煙の禁止、自転車の右側通行の禁止 

東京中がどこでもアクセスがしやすく、移動しやすい。 

少子高齢化が止まり、犯罪もゼロ 

バリアフリー化などが進んで、誰もが住みやすくなる。 

緑が多く、空気のおいしい東京！便利さと災害対策のバランスが取れたまち。 

全ての人が安全で幸せになるシステムの整った東京都になるといいと思います。 

日本の中心だけでなく、世界の中心になってほしい！ 

AI が自分の気持ちにあった部屋のデザインに毎日変えてくれる 

犯罪ゼロ！ 

犯罪が少ない東京 

みんなが安全安心に暮らせる東京 
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外国の方も言語や文化の面で困ることがない東京をつくっていくために、学校の校外学習などで外国の文化、日本

の文化に触れられる機会を積極的に活用する。また、世界には様々な文化がある、という意識を持ち、多文化社

会を築き上げていく。 

色々な人にとって暮らしやすい東京になってほしい 

青梅に電車をもっと通して下さい 

エコな東京 

自然あふれる東京 

東京湾がもっときれいになってほしい。 

外国語を学べる体験プログラムが受けられる講座の時間帯や回数を増やしてほしい。 

すべての人がどこにいても笑顔でいられる社会！ 

事件事故０！！ 

日本の首都で多くの人が集う東京だからこそ、自分たちや他の国・地域への理解を深め、理解できるまちにしたい。 

多摩地域の縦の移動が少ないです。地下鉄、都バス、モノレールなどをたて、または円形にとおしてほしい。多摩にも

都の施設、特に多摩六都の人々にすみやすくしてほしいです。 

もっと庶民や多摩地区の人々のことを考えた政策や、その辺の地域を活性化させたい！都内での格差をなくす！そ

れがほしいです。 

町の看板に英語表記を増やす。空とぶ電車。人力車を交通手段とする。 

英語表示をもっと増やして、国際的な町づくりをしてほしい。 

モバイルバッテリーのレンタルの数が増え、Wi-Fi スポットも増えてほしい 

・電車のラッシュの軽減 

・低地の水没（水害）の対策 

ありあまっているお金を他県に・・・！ 

少子化から脱却している東京 

自然を大切にしながら快適で安全な暮らしが送れる東京になってほしい。 

緑をもっとふやす 

ガラス張りの建物ばかりではない都心をつくること。夏はもっと涼しい東京 

周辺県にもう少し人口を分散させてください。水道管の老朽化への対応をお願いします。持続可能な社会。燃料

電池車の普及 

公園をつくってほしい(サッカーできる） 

治安の悪い街がなく、緑があり、広々とした都市がいい 

東京五輪に向けてのボランティア等の活動は五輪終了後も何らかの形で続けて行って欲しいと思います 

電車やバスの通りをよくする 

少子化止めましょう 

犯罪の少ない誰もが安心して暮らせる街にしてほしい 

誰もが協力し合って、共生できる東京になっていてほしい 

人の個性を受け入れられる場所（東京）になっていてほしい 
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まずは五輪の建築物が税金のムダで終わってしまわないよう、維持費なども考えつつ、管理してほしい。そして、そこを

起点として、日本の文化を世界に広められるようにするといいと思う。 

みんなが仲良く、幸せに暮らせたら良いなあ。豊かになりすぎないで、ほどほどに。 

柔軟な構造や常識の改革をする。地方行政として素早い決断・行動する  

平和な街 

市のほうにもお金をまわしてほしい 

安心・安全な東京、世界の最先端をいく東京 

災害の被害を最小におさえることのできる技術を使用した世界有数の防災都市になれば嬉しいと思います 

自分の家と電車がつながって欲しい 

誰かが困っていたらすぐに声をかけてくれる人が増えたらいいです 

平和になってほしい 

東村山に明りを！ 

頑張ろう！ 

安全に楽しく過ごしたい！ 

安全なまちにしてほしい 

地球温暖化の解決に貢献する場所になってほしい 

環境対策の先進になってほしい 

良い街 

交通ネットワークが構築されたとても便利で快適な東京になってほしい。 

最近、周辺地域で子どもの憩いの場であった公園が保育園へと変わっている。待機児童を減らすのも大事だけど、

子供たちの遊ぶ場所（公園など）を減らさないでほしいです。 

将来的に私たちの世代も年金をもらえるようにしたい 

都心部の衛生などの環境が整った、きれいな街になること。 

障がい者の方々が過ごしやすい東京、外国人の方が親しみやすい東京、子どもが安心して過ごせる東京 

仕事の自由さを期待しています 

上司のパワハラが０になっている 

様々な国の人達を尊重して支え合えたら良いなと思います 

戦争のない平和な国を望む 

安楽死の選択可能化 

東京オリンピックの暑さ対策の道路舗装やアサガオなどの意味の無いところに税金を使うのではなく、教育やメトロセ

ブン・エイトライナーなどの交通網に税金を使ってほしい。 

少子化は色々な問題にもつながるので、親となる方々が安心して子育てのできる、子育てをしたいと思える環境がと

とのえばなと思います。 

英語の発音の改善、初高生からのコミュニケーションの強化 

都民１人１人の希望を直接伝えられる民主的な東京 

通勤・通学をもっと楽にしたい。電車が混みすぎてる。 

グローバル化が進めばいい。 
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日本らしさを取り戻し、グローバル化にしか目を向けていない今の東京を変えてほしい。 

大都市や経済の発展も重要なことだと思いますが、最近の自然災害による被害にも目を向け、被災地の復興にも

力を入れるべきだと思います。また、その自然災害は、地震や津波などももちろんありますが、異常気象によるものが

増えているように感じます。その為、地球温暖化の防止や、節電、節水、植林活動なども活発に行うことで、新たな

災害を防ぐべきだと思います。 

どんなに東京が成長してもそれが日本の発展につながらなければ意味はないと思う。だから東京が日本の首都として

日本を牽引し、他の都市、地域の発展を促し、いずれは世界で活躍する日本になってほしい 

みんなが住みやすい街（LGBT の人等） 

世界的犯罪率最低、ＡＩと人間がなかよく共存、スマホ一本で何でもできる（支払いなど） 

・東京メトロと都営地下鉄を一元化して、公共交通として、もっと便利に利用できるようにしてほしい。 

・東京メトロで行っている駅発車サイン音の各駅上下線区別化をしているのを見習って、都営地下鉄で行ってほし

い。ブザーからメロディーに変えた駅では、雰囲気が明るくなったり、乗客が、電車の出発を把握しやすくなっている。

駅別に変えることで、駅に個性があふれたり、エンターテインメント性が向上、視覚障害のある人にとってもとても分か

りやすいサイン、情報にもなると思います。なので都営地下鉄でも駅、上下線別でメロディーを変えてほしいです。 

犯罪や事故、災害が起きない東京、健康生活管理する東京、一旦鉄道の改札を出ないでも乗り換えやすい駅の

東京 

・様々な人が楽しく過ごせる都市にして欲しいので皆で話し合いのもてる場所を作ることが first 

・弱者（子、高齢者、障害者）が過ごし易くして欲しいので、楽しく、優しい人材を育成するプロジェクトの作成 

サッカーやバスケなど球技で遊べる公園を増やして欲しい 

電車がの混雑改善 

うまくいかないことがあっても、次に挑戦できる社会 

わたしは、知的障害者で一人っ子です。両親が亡くなったら、独りになってしまうので助け合える人たちと仲よく暮らせ

るような、お家をつくってほしいです。 

日本に来られる外国の方々が安心して在留できるように、もてなしができる AI を開発 

少子高齢化対策を率先していくべき 

今の東京は地方の人から見て、犯罪が多いことや人が密集して閉鎖的であるようなマイナスな部分があると思うの

で、よりオープンで明るいイメージの街になるといいと思います。 

今は小さい子供たちが無料で使えるような野球場やバスケットコート、サッカーゴールなどの施設が全くなく、東京都と

として子供の運動をもっと促進させてほしいです！そのことでスポーツに溢れた明るい東京都になれたらいいなあと思

います 

情報化に影響を受けすぎず、今よりも緑の自然豊かな町であって欲しいなと思います 

生き抜く 

犯罪がなく、いつなんどきでも安心して歩ける町 

都民のみならず守るべきモラルをしっかりと守ってほしい。電車で泣く赤ん坊に文句を言う人、障がい者を見てあからさ

まに悪口を言う人、痴漢等のモラルの低い人たちがいなくなってほしい。 

もっと芸術に触れる東京出会って欲しい 

満員電車のない東京 

安全な街になってほしい 
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マンガのキャラクターが現実世界にいる 

残業のなく、人間関係の良い、いじめがない職場の増加 

どんな世代でも、夢や希望を持てる東京 

自然が豊かな東京である事を願う 

ゴミがない街、電柱がない街になるといい 

男女、障害などの差別がなく平等な街にしたい 

もっとストレスの少ない社会、職場。 

残業がない世界 

児童による虐待死、虐待への取り組みを各児相や、福祉施設で、対策が取れるようにしておく。 

ストレスが少ない社会 

国籍や文化など関係なく仲良くしている。お金の使い道をもっと考えて欲しい。 

私は LGBTQ にもっと寛容的で優しい東京になればいいなと思いました。 

まず他国では当たり前のように同性婚が認められている地域もあるのに、東京ですら僅かな区のみ認められているだ

けなのはおかしいと思います。2020年オリンピックには様々な国の人が東京にやってくるわけで、その中には同性婚を

した同性カップルも居ることでしょう。その二人に我々が異物を見るような目で迎え入れる事になる事態は徹底的に

避けなければならないと思います。 

同性カップルを主人公にしたドラマの放映などにより、昔よりは人々の認識は改善されたとは思っていますが、まだ足り

ないと思います。 

高校の私立無償化はあまり必要ないと思います。それよりも、高校生の成績優良者の進学費を減らして欲しい 

人種、国、年齢、性別、他者と違う考えを持つ人が共生できる社会 

生きやすい安全な世の中 

空飛ぶ車が欲しい 

学歴社会を改善してほしい 

お金持ちになりたい 

多様性 

みんながムキムキのマッチョになっている。 

沢山の人が安全に暮らせる東京 

わたしは、助産師になりたいという夢があります。赤ちゃんのあるお母さんが安心して出産できる環境が大切だと思い

ます。また、産後のお母さんのサポートができる町作りが必要だと思います。その為に、高齢者に対する政策だけでは

なく、子供に対する政策をもっと行う必要があります！ 

渋滞がなくなる 

住みやすい場所になって欲しい。 

税金安くしてほしい 

誰もが楽しく生活できる場所になる事 

みんなが明るく生活出来る東京 

多様性 

みんなが楽しくて便利なものがたくさんある世界 
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スポーツの中継がもっとテレビで放送されて欲しい 

少子化がなくなったらいいなって思います 

きれいな街 

もう少し障害のある方やけが人妊婦などにも理解がある人が増えて欲しいと思う 

税金を国のために使えばもっと良くなると思う 

人を助ける仕事に就くこと 

将来、安全でなおかつ楽しい車を作っていきたい 

いろいろな人が便利に暮らせるような街。 

今の東京は忙しい人で溢れていて健康についてまで考えられる人がいないと思います 

だから、未来の東京は、栄養やスポーツに今よりも関心がもてていて老若男女疲労が減る世の中になって欲しいです 

皆んなが安全に楽しく暮らせるように治安を守る警察官などの職業をよりよくしていったほうがいいと思う。 

・労働の改革 

・サービス残業を無くす、手取り 25万以上にする、子供を産んでもハンデがないような社会、介護、自動車整備

士、看護師等々の賃金が低い職業を無くしていく、外国人労働者が働きやすい街づくり 

・無駄な税金を減らしていく、車に関する税金を減らしていく 

・奨学金制度を無くす、せっかく学べる環境の国なのに学びたいと思う人たちにわざわざ借金を作ってまで学ばせるの

はおかしい。そこを税金でまかなうべき 

・災害に強い街づくり、首都直下型の地震にもしっかり対応できていくような街にする 

世界の人からすごいと思われる都市 

早く走りたい！！アフリカとパプリカ！！スカイツリーと富士山の栄光の架橋をかけた方がよろしい 

通勤ラッシュがなくて、満員の電車に乗らなくても良い。 

安心安全な町 

楽に出かけられる 

誰もが夢を持てる町 

障害者が、安心して暮らせる街にしたい 

ゴミがなくて平和な東京 

犯罪率を減らしたい 

誰もがのびのび暮らせる 

児童保育に携わりたい。 

のびのび暮らせるストレスのない社会にしてほしい 

税金の使い道を見つめ直して欲しい。 

どんな人も活躍できる場所 

渋滞を減らす 

誰もが差別をうけずに、住み良い東京、日本になっていったらいいと思います 

少子化が無くなるようになってほしい 

お年寄りを支えられる人が増え、犯罪も無く子供から大人までが安心して暮らせる東京になってほしい。 
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親が子供を伸び伸びと遊ばせられる公園や高齢者の方が安心して体を動かせる運動場などが必要だと思う。最近

東京の中心地区にはビルや会社などが多くあり、十分な敷地が取れていないことが問題である。だからデパートやビ

ルの屋上や老人ホームの庭などに体を動かせる場所を作ればいいと思う。子どもは元気に遊び、高齢者の方は運動

をすると言う習慣を自然につけられるための場所がある、そんな東京がいいと思う。 

社会基盤の整備を加速させる、どんな世代にも使いやすいもので。多様性を受け入れた眠らない街東京になって欲

しい。 

エアコンの正しい使い方が身についている社会。知らない赤の他人にも、正しいことが言えるような社会。 

人から言われたことを素直に受け止めることが出来る社会。 

今よりもっと持続可能な社会になっていてほしい。 再生可能エネルギーをコストと考えるのではなくビジネスチャンスだ

と思えるような、新しい考え方を取り入れてほしい。技術革新を進めて、再生可能エネルギーが原発や火力よりも低

価格で効率的な発電ができるようになってほしい。 

困ってる人がいたらすぐに手を貸してあげる人が溢れる東京 

地球温暖化が進み、さらには地震の多い日本で、災害対策を都民一人一人が理解して行動できる環境や制度が

整っていて、親御さんが安心して暮らせる治安のもと、子供の笑顔で溢れた東京であるといいなと思います。 

今後、支え合う東京を作るためにも、公共スペースやインターネットサイトなどの誰にでもわかりやすい場所でボランテ

ィア募集や、他にも条例や制度などに対する疑問に答える掲示板などを増やしていただけると嬉しいなと思います。 

東京は日本で一番人口が多く首都であり、社会の要となる都市なので、率先していいお手本となるようになって欲し

いです。 

犯罪が少しでも少なくなり安心して住める場所になってほしい。 犯罪の罪をもっと重くしてしっかり裁いて欲しい。 

朝の交通機関の混雑緩和が実現されると精神的により落ち着けて、それぞれが自分のことだけでなくもっと周りに目

を配れるようになると思う。 

今将来の職に変化が予想されているが、自分はグローバル社会で通用するよう翻訳機能に頼ることなく様々な人と

意思疎通できるよう英語以外の外国語も積極的に学んでいきたい。 

また義務教育課程から歴史だけじゃなく現代の社会の状況も教えていくべきだと思う。 

LGBTQ に理解のある社会になって欲しいです。 

私の高校では、女子でもスラックスを履くことができます。そのように、学校だけでなく、就職活動などの服装や、恋愛

の性別の対象等の古い常識も変えて、女性でもネクタイを締めてスーツを着れるようになったり、同性婚も当たり前に

なるような未来になって欲しいです。LGBTQの人達は、自分から言わないだけで沢山います。それは言うと変な風に

見られたり、色々なところで不利になるからだと思います。もっと一般的に広まったら良いと思います。 

最先端 

増えＴ季節 

いい街にしましょう 

21世紀代表する会社を起ち上げる 

バリアフリーや外国人への配慮がされた国 

みんなが頑張れる東京 

暮らしやすい 

空気良くなればいい 

快適に暮らしやすい場所になってほしい。 
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未来ある東京 

・学歴などに囚われず自分のスキルを生かせる仕事に就ける 

・同性婚が認められている 

待機児童とか減って税金を上手く使ってくれてたら嬉しいです。 

暮らしやすい 

自分勝手な人が減って協力し合える街 

快適な暮らしがしたい 

美容師 

暮らしやすい 

平和 

渋谷を綺麗な街にしたい 

笑顔溢れる街 

20年後は今ある問題を解決できてたらいいなと思います。 

バリアフリーを増やして欲しい 

治安が良くなることを願います 

子供が安心して歩けて、たくさん公園で遊べる環境になっていて欲しい 

保育士になる事 

ラーメンが大好きなのでラーメン屋が増えて欲しいです。また、公園が増えて欲しいです。 

犯罪のない、安全な東京になればいいなと思います。 

安全安心な町、希望と夢に溢れるまち 

ステキな街 

総合体育館をもっと活用し、いろいろなスポーツの大会をする 

障害者に優しい日本。 

協調性がある東京 

自転車のルールやマナーがしっかりしていないためか、車だけではなく歩行者にでさえ嫌がられることが多いので、ぜひ

車道、歩道の間に独立した自転車通行レーンを設置して欲しいです。それをすることにより自転車関係の事故も激

減すると思います。 

未来の東京では、人工知能が発展し東京になっている 

とにかく事件や事故などできる限りの対策をして安心安全に暮らせる世の中になったらいいなと思います。 

スポーツを通して広い世代に健康などを促進していきたい。 

私は保育士を目指しているので、保育士の雇用問題をどうにかしてほしいです。 

若者から老人までみんなが豊かに暮らせる町になってほしいです。 

お金を気にせず学びたいことを学びたい(学んでもらいたい) 

最先端 

海外の観光客が都心だけでなく東京の郊外の市や町にも簡単に来れるように分かりやすい標識を増やすと良いと思

う。 

これから、少子高齢化社会になってきますが、誰もが幸せに、楽しく、元気に、暮らせる東京になるよう期待していま

す。 
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体操の施設を増やして欲しい 

頑張ろう日本 

どんな人でも安心安全に過ごせるまち 

子供が安全に遊べる街 

緑をたくさん増やす 

事故や犯罪、自然災害にも耐えれる場所 

5G に期待 

綺麗な街 

みんなが過ごしやすい、環境に配慮している、国際交流が盛ん 

肢体不自由者なので急な階段を緩やかな階段にして欲しいです 

夏でも夜星が見えるような街であって欲しい。 

電気自動車の普及 

都市開発を進めて経済的豊かな日本にする。 

外国の文化をもっと取り入れる。 

核兵器を全て廃止し、より平和で、豊かな生活ができる世の中になってほしい。 

アイデアは特にないけれど私達国民みんなが平和で快適に暮らせるような東京になればいいと思う 

都外や海外から、上京している人や動物が、安心して暮らせる場所にしていきたいですね。水や電気、緑などを大

切にしていける場所、ゴミが増えない場所になれば、良いと思っています。東京都に暮らして来て本当に良かったで

す。東京都だけではなく、日本?全国良い場所になれば、良いですね。 

誰もが安心して暮らせる多様性な環境の良い東京であってほしい。 

緑がどこでも見られる豊かな町、子供で賑わう公園とかみたいです。 

他の国の人達との関わりをもっと増やしていきたい。 

WiFi をどこにでもあるようにする 

綺麗な街づくり 

バリアフリーがもっと増えれば良いと思う。 

みんなが暮らしやすい町づくり 

交通を良くして欲しいです。 

自然を大切に使う町にして欲しい 

給料上げて欲しい 

最大多数の最大幸福ではなく、全人口の幸福、それが夢物語で終わらない都市になっていて欲しい。 

差別や偏見のない世の中になるようにしたい。 

世界中から色々な人が来るようにしたい 

公務員の給料を 20%増加、東京がたくさんの森で溢れて欲しい 

公務員の給料を 20%あげる、自然を増やす 

東京都民みんなが充実して生活できるようになりたい。 

どんな高校を出ても就職率 100%になるように目指してほしい 

犯罪のない東京 
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綺麗な町づくり 

豊かな場所にしてほしいです。 

バリアフリー化が進んだ場所 

公務員の給料を 20%あげる 

公務員や保育士、介護士などの給与をあげてください。 

誰でも東京という場所に訪れられるような場所になって欲しい。 

安全な国の首都として安全な場所であってくればなんでもいい。 

自然が多く、キレイな東京になってほしい。 

現代の東京は障がい者と健常者の精神面での隔たりが払拭しきれていないように感じます。差別なども少なからず

あります。なのでこれからは、ユニバーサルデザインやバリアフリーをもっと多くの人たちに知ってもらい、他者への理解を

深め交流することが大切だと思います。 

働きやすく、子供が辛い思いをしない東京、虐待などで死んでしまう子供がいない東京 

無駄な交通整備を無くしそこから出るお金で保育園や幼稚園を建設する事で親が子を育てやすい社会になればい

いと思う。また難民や出稼ぎに来る人を積極的に受け入れ産業を更に発展させたら良いと思う。 

高齢者に優しい社会 

周りを笑顔にできる職につきたいです。 

空を飛びたい 

災害の対策がもっと充実 

誰もが住みやすい所になってほしいです 

夏の暑さを凌げる街を作ってほしいです。 

保育士になりたいです。なので、歳をとった人が便利になるものも増えてばかりではなく、小さな子供にも配慮したもの

が増えれば良いと思いました。 

差別なく生きられる世界 

AI技術の発展 高層ビルの発展、電車を多くする 

交通の流れが良くなる。事故率の減少 

体の不自由な人にとっても住みやすいような東京になって欲しいなって思います。 

色々な言語を使って生活していくようなグローバルな東京にしたい。 

バリアフリーデザインを色んなところに置いておく 

さらに便利な機能を持つ近未来な物を可能な限り作っていってほしい 

みんなが安全に過ごせる街 

老後の方が住みやすい世界になってほしい 

もっとみんなが自分の意見を持ってしっかりと言え、尊重し合えるようになりたい 

優しさが溢れて欲しい 

病気で死ぬリスクが減る社会 

区内だけではなく市などの発展や夜間人口減少を阻止するためにもっと住宅や高層マンションといったものを増やす

べき！ 
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事件事故や災害などを心配しなくていい安心安全な暮らしができる。小さい子供からお年寄りまでが快適に暮らせる

東京。 

経済の循環を日本全体に促せるようにさまざまな情報を全体に発信することができる首都 

AI がたくさん出てきている中で人間ができる仕事が減らないか心配。 

みんなが安全に過ごせる街 

街を歩いていて興味の湧くような、面白い機能のものを置いたり、ベンチを増やしたりする 

月の 1回色んな人と触れ合うことのできる企画をする。（日本人だけで無く外国人とも) 

オリンピックの仕事を少しでもしてみたいです 

ゴミのポイ捨てなどを減らし落ちているゴミを少なくするべきだと思う 

今は超少子高齢化ですが、これから少しずつでも子供を増やしていけたら良いと思います。また、犯罪や自殺などを

減らすために人々が支え合える環境を作っていきたいです。 

ゴミなどが無く交通がとても便利 

スポーツがとても盛んで緑豊かな東京になって欲しい 

ユニバーサルデザインとバリアフリー化して障害者や高齢者の住みやすい環境にする。 

交通機関がもっと便利になったらいいなと思います。駅の数を少し増やして初めてそこにくる外国人などが駅近の距

離だとアクセスしやすいと思うからです。 

自分の趣味を仕事にできる 

通学・通勤が便利な東京 

臭くない都市にして欲しい 

国籍問わず、服装以外で自由に自分を主張でき、コミュニケーションを取れる場が SNS以外にも増えるといいなと

思います 

僕は将来、学校の先生になるのが夢です。 

自分が教えた子が将来みんなの役に立てる立派な人に育て上げたいです！ 

東京の未来は今を生きている人達が作り上げていくものです。 

今を生きる人がもし、悪い人ばっかりだったら、町が汚れて東京はあまり良くない場所になってしまうと思います。逆に

良い人が沢山いれば、東京は今よりももっと、気遣いができる人達で埋め尽くされると思います。 

また、東京というより日本全体の問題点で今の人達は車など機械に頼りすぎだと思います。その影響で二酸化炭素

が沢山出て地球温暖化が進んでしまっています。 

今の時代から二酸化炭素を出さない努力を一人一人しなきゃいけないと思います。 

・将来自分が子供を産むと考えたら少子化対策としても、もっと子どもを持つ家庭に対してのサポートや支援がある

町がたくさんできるといい。 

・スポーツは健康にもいいし、平均寿命を伸ばすことにも繋がる。また、現在の子供たちは私が小学生くらいだった時

よりも TV ゲームなどのゲーム機器が進化していて流行っているので、家で遊ぶことが増えているらしい。だから、もっと

スポーツの楽しさ、体を動かすことの楽しさを伝えたり、パラリンピック、ラグビー、バスケットなど人気が高まっているから

スポーツをすることが出来る施設等が豊富になること。 

地球温暖化防止な世界にするために、どうしたら良いか考えましょう!? 

バリアフリーが広まって、段差や階段が少なくなり、障害者も過ごしやすくなると良いと思います。 
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私の住んでいる街は、市内で必要なものはほとんど手に入る、交通の便がよいなど、利便性が高いと思います。加え

て、あちこちに公園があり、水や緑がたくさんあります。 

自然豊かな地にいることは、多くのメリットがあるでしょう。忙しい毎日から少しの間だけでも離れ、疲れを取ることがで

きます。辛いこと、悲しいことがあったときに、小鳥の鳴き声が励まし、勇気づけてくれることもあります。 

このような素晴らしい環境を、東京都全体に広げていきたいものです。これを実現させることは、環境問題の解決だ

けにとどまりません。働く人々がリフレッシュできる環境を整えることで、仕事の効率なども上がり、首都東京として、経

済も発展していくのです。 

住みやすい東京が欲しいです。 

一人一人協力し合い、水や電気、緑などの自然などを守っていき、そしてゴミゼロの東京にしていきたいですね。後、

地震や火災、断水や台風、停電なども少なくしていきたいですね。日本全国の皆様が安心して暮らしていける東京

にしていきたいですね。なので皆様良い未来の東京の為に水や電気、緑などの自然を守っていき、そしてゴミゼロの東

京していきたいです。 

東京が 1 つになれるといいです。 

全てのひとが幸せに暮らせる社会になってほしい 

自殺志願者が減るような国になってほしい。 

キャラクターが存在している世界になっていて欲しい 

高校の勉強は好きな教科だけやればいいと思う。 

好きこそものの上手なれなのでほんとに全部を満遍なくする必要はないと思う 

ボランティア活動 

快適な未来 

森林が欲しい 

町にゴミがないように、何らかの対策をしてほしい 

綺麗な町にするためごみの取り締まりをもっと厳しくする 

自殺志願者が減るようになっていてほしい。 

人口が集中していない。 

平和な世の中が続いてたらいいな 

消費税削減してほしい 

1人 1人が人生を楽しいと思える東京 

社会で活躍する女性が働きやすい環境づくり。 

どの年代も快適に過ごせるような安全なまちづくり。 

森林が欲しい 

みんなで助け合う平和な場所 

バスの本数を増やして欲しい 

愛と希望と勇気に満ち溢れる街 

もっと過ごしやすくなって欲しい。 

森林が欲しい 

森林が欲しい 
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今の街を壊しすぎないで欲しいけど、マンガみたいに進化するのは結構羨ましい。今の街を残しながらなら全然ウェル

カムだと思う。結婚にも出産にも憧れないけどそれは世間的にちょっと申し訳ないのでどうにかもっとメリットがあればい

いなあ、と思う。駄菓子屋とかなくならないで欲しいなあ。もっと通学が楽になればいいのになあ。 

浮遊する車とか、マンガの世界観的な感じになって欲しい！！！ 

安全で快適に暮らせる都市になってほしい。 

沢山の新しい情報が入ってくる環境。ネットワークの速度アップ。 

災害がおこっても大きな被害が出なく、犯罪が少ない東京になってほしいです。 

誰もが過ごしやすく、みんなが明るく楽しく暮らせる都市になることを願う！ 

もっと沢山の人が活躍できる社会 

渋谷などの賑わっている街は栄えていて人も集まっていていいけど、人が集まる分ごみが増えたり迷惑行為が増えて

いるのでそこを改善したらもっといい東京になると思う。 

無料で使えるモバイルバッテリーが街中に普通に置いてある。無料の給水器がたくさん置いてある 

差別、偏見のない暮らしやすい街になってほしい。 

東京都で都心に近く、土地があまっているところは、お台場だから、ここに、グループホーム村をつくり、カジノで雇用の

場を作り、府中にあるような、都立病院の総合病院を造るといいとおもいます 

東京はいろんな国の人々が集まる拠点にもなっていると思うので、もっといろんな多様性を理解し合い、みんなが過ご

しやすい環境にできたらいいなと思います。 

未来の東京は 23区だけでなくて多摩地域や島しょなどの格差を無くすために ITを進めたり、経済が明るい街にして

欲しいと思います。 

自分のつきたい職に就くことのできるまち。 

外国人を外国人としてでなく、自分達と同じ人間として捉えることができる若者の教育が必要だと考えます。 

世界各国が地球温暖化対策として再生可能エネルギーを積極的に普及させていて、日本も少しずつその割合を増

加させています。 

化石燃料の中で 1番多く二酸化炭素を排出する石炭の割合が 1番高く、二酸化炭素排出量をこれで削減でき

るのかと思います。なぜなら 2010年から電気構成での石炭の割合がほとんど変わっていません。 

私は将来の地球環境のためにも日本はもっと再生可能エネルギーを普及させるべきだと思います。このままでは気温

上昇に歯止めがかからずツバルなどの島国が海に消えてしまったり、動植物の生態系が崩れ未来に美しい地球を残

せなくなります。他にもここでは言い表せなくらいの影響を及ぼします。それらを防ぐためには莫大な資金がかかると思

います。しかし初期投資をしないと何も始まりません。未来のために日本の首都として東京がやるべきことは沢山あり

ます。太陽光パネルを全ての学校につけるなどの具体的な策を出し他の道府県のモデルになれるように取り組んで

欲しいです。1人の高校生からの意見ですが、ぜひ真剣に考えていただけたら嬉しいと思います。 

普通に宇宙旅行が出来る世の中にしてほしい！ 

交通の便がとても良い都市、システム・人・技術が常に挑戦と成長を続ける永続都市 

東京にばかり人口が集まるのではなく、地方にも人が流入して、全国が活性化してほしい。そうなっても尚、東京の

人口が減らないような、全国的な人口(若者)増加を望みます。 

 

 

 

※ 受付対応順で一人別にご意見を掲載しております 

※ 自由意見の公表に際し、ご意見の内容が特定の個人や団体を誹謗・中傷するものや、原文のまま公表する

ことに支障があると判断したもの等につきましては、非公表あるいは一部編集、要約をさせていただいて

おります 


