
新たな基本構想策定に向けた
中学生アンケート集計結果【速報版】

令和３年３月

杉並区基本構想審議会資料

資料36-1





1

１ 実施目的
新たな基本構想の策定に向けた参考資料とするため、将来を担う中学生を対象に杉並

区のよいところ、どんな「杉並区」にしたいか等の調査しました。

２ 実施状況

区 分 内容

対 象
区立中学校生徒２年生：742名

※令和２年度11月1日現在の対象中学校生徒数

調査期間 令和３年２月１日～19日

調査方法 学校を通じ調査票配布・回収

回答状況
687 / 742

（回答率 92.6％）

３ 設問項目

1 すぎなみの良いところは、どんなところですか。

2 すぎなみの「悪いところ」「直したほうがよいところ」は、どんなところですか。

3 今の大人にどんな「すぎなみ」にしてもらいたいですか。

4 あなたは、どんな「未来のすぎなみ」にしたいですか。

5

杉並区は2032年区制100周年を迎えます。約10年後、皆さんは何をしているで
しょうか。
＊10年後の将来、その先の未来でもいいです。『こんなことができたらいいな』、
『こんな世界になったらいいな』という皆さんの夢を聞かせてください。

6 杉並区にお願いしたいことがあれば書いてください。

４ 集計方法
（１）数値の端数処理方法については、小数点以下第２位を四捨五入して端数処理を行って

います。

（２）複数回答可の設問のため、回答割合の合計が100％を超えています。

（３）速報版の本報告書では、回答内容に疑問のあるものは集計にいれておりません。
（複数選択回答で３つまで回答を求めているのに対し、４つ以上の回答があるもの等）

※３と４の設問の選択肢は同じです
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５ 中学生アンケート結果

●すぎなみの良いところは「自然・みどりが多い」「買い物が便利、生活が便利」と答え
た方が回答者の半数近くになっています。
●その他回答（自由回答）の中には、「交通の便が良い」、「公園が多い」、「近所での
あいさつ」、「落ち着いている」といった回答がありました。

《設問１》すぎなみの良いところは、どんなところですか。（３つまで〇をつけてください。）
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11.9%

11.4%
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4 自然・みどりが多い

5 買い物が便利、生活が便利

2 まちがきれい

14 犯罪・罪になる悪いことや事故が少ない

1 まちがにぎやか

3 人がやさしい

12 みんな仲良く暮らしている

11 健康で長生きできる

13 伝統や文化を大切にしている

7 スポーツができるところが多い

6 楽しいところ、遊べるところが多い

9 環境にやさしいことをしている

8 地震や大雨への準備を区役所がしているので安心だ

15 その他

10 みんなが活躍（すばらしい活動が）できる

すぎなみの良いところ

n=687
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《設問２》すぎなみの「悪いところ」「直したほうがよいところ」は、どんなところですか。
（３つまで〇をつけてください。）

●すぎなみの「悪いところ」「直したほうがよいところ」では、「楽しいところ、遊べる
ところが少ない」と答えた方が回答者の半数近くになっています。
●その他回答（自由回答）の中には、「たばこのマナーが悪い」、「ボールを使える公園
が少ない」、「犬が遊べるところが少ない」、「夜の道路が暗い」といった回答がありま
した。
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11 元気に暮らしている人が少ない

8 地震や大雨への準備を区役所がしていないので心配だ

3 人にやさしくない、思いやりがない

10 みんなが活躍（すばらしい活動が）できない

12 人と人のつながりがあまりない、友達や知っている人があまりいない

14 犯罪・罪になる悪いことや事故が多い

9 環境にやさしいことをしている人が少ない

15 その他

1 まちがさびしい

4 自然・みどりが少ない

13 伝統や文化がない

2 まちがきたない、ごみが多い

5 お店がない、ほしいものが売っていない

7 スポーツができるところが少ない

6 楽しいところ、遊べるところが少ない

すぎなみの「悪いところ」「直したほうがよいところ」

n=687
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《設問３》今の大人にどんな「すぎなみ」にしてもらいたいですか。
（３つまで〇をつけてください。）

●今の大人にどんな「すぎなみ」にしてもらいたいかでは、「災害に強く犯罪のない す
ぎなみ」が47.5％、ついで「きれいでまちなみが美しい すぎなみ」が44.8％となってい
ます。

4.1%

8.2%

8.7%

10.9%

14.4%

21.0%

21.1%

25.5%

29.3%

32.8%

44.8%

47.5%

11 生涯学び続けられる すぎなみ

3 だれもが活躍できる すぎなみ

8 ものを大切にする すぎなみ

6 いきがいをもって働きつづけられる すぎなみ

5 省エネルギー・創エネルギーの すぎなみ

10 だれもが仲良く平和な すぎなみ

2 みんなが健康で長生きできる すぎなみ

1 貧富の差や差別のない平等な すぎなみ

7 新しい技術（デジタル）で便利で生活しやすい すぎなみ

9 自然と人が共存している すぎなみ

4 きれいでまちなみが美しい すぎなみ

12 災害に強く犯罪のない すぎなみ

大人にどんな「すぎなみ」にしてもらいたいか

n=687
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《設問４》あなたは、どんな「未来のすぎなみ」にしたいですか。
（３つまで〇をつけてください。）

●あなたは、どんな「未来のすぎなみ」にしたいかでは、 「きれいでまちなみが美しい
すぎなみ」が38.7％で最も多くなり、次いで「災害に強く犯罪のない すぎなみ」が続い
ています。
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11 生涯学び続けられる すぎなみ

8 ものを大切にする すぎなみ

3 だれもが活躍できる すぎなみ

6 いきがいをもって働きつづけられる すぎなみ

5 省エネルギー・創エネルギーの すぎなみ

2 みんなが健康で長生きできる すぎなみ

1 貧富の差や差別のない平等な すぎなみ

10 だれもが仲良く平和な すぎなみ

7 新しい技術（デジタル）で便利で生活しやすい すぎなみ

9 自然と人が共存している すぎなみ

12 災害に強く犯罪のない すぎなみ

4 きれいでまちなみが美しい すぎなみ

どんな「未来のすぎなみ」にしたいか

n=687
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《設問５》杉並区は2032年に区制100周年を迎えます。約10年後、皆さんは何をしているで
しょうか。 ＊10年後の将来、その先の未来でもいいです。『こんなことができたらいいな』、
『こんな世界になったらいいな』という皆さんの夢を聞かせてください。

意見の分野 主な意見

●平和・人権に関す
ること

【平和全般】
◆平和で安心して住める
◆みんなが笑顔で楽しく暮らせる
◆戦争や紛争などで犠牲者が出ることがない平和な世界
◆核がなくなる世界

【人権】
◆貧富の差がない世界
◆皆が平等
◆差別のない世界
◆命の大切さや尊さを理解できる
◆ひぼう中傷がなく、誰も苦しまない
◆麻薬を売る人や人身売買する人がいなくなったらいい
◆人々が互いに存在を認めあえるようになってほしい
◆だれも置き去りにしない社会
◆だれもが活躍できる世界
◆当たり前のことを当たり前に出来る世界
◆ＬＧＢＴ教育がきちんとした社会

【その他】
◆自分の考えを誰とでも言い合える世界
◆だれもが楽しく幸せに過ごせる世界
◆人の温かさが感じられる社会
◆人と人が助け合う世界
◆だれもが気楽にあいさつできる
◆みんな仲良く住みたい
◆10代の「死にたい」と考えている人の支えになりたい
◆目標を持てる世界
◆良い個性をいかせる世界
◆だれにでも優しくできる人になりたい
◆困っている人や助けが必要な人を自分から率先して手伝うこと
ができる人にあふれているようにしたい

◆人々の働きによって生活できることを理解し全員が感謝しあえ
る
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意見の分野 主な意見

●安心・安全に関す
ること

【防災】

◆災害に強いまち
◆災害や事故が起きたときに助け合える
◆杉並区はあまり災害（首都直下地震）に強くないと聞いたことが
ある。木造の建物が減っていればいい

◆自ら大地震の対策をしたい
【防犯・交通安全】
◆安全で住みやすい
◆犯罪や事故がない世界
◆外灯を増やす
◆安心して夜や昼に遊べたり活動できる
◆パトロールが多い
◆ストーカーがいない
◆犯罪した人がつかまる
◆セキュリティが絶対破られない
◆ガードレールや柵の補強
◆人の家の前に勝手に自転車をとめる人がいなくなればいい
◆家がオートロックになってほしい

【その他】
◆老後も安心して暮らせる
◆ルールを守る町、杉並になってほしい
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意見の分野 主な意見

●道路、交通、まち
づくりに関すること

【まちづくり全般】

◆他の地域に住んでいる人に「杉並ってどんなところ？」と聞かれ
た時に、誰もが知るような場所、施設があると、「杉並」という
街により自信が持てる

◆まちの整備…土地が狭いからこそ他と違う見栄えになるのでは
◆杉並区に住んでいたい
◆今と変わらない杉並区であってほしい
◆「やっぱり杉並区が一番いいな」と思えるまち
◆住みやすく楽しいまち

【交通】
◆移動がもっと楽になる
◆西武新宿線の高架実現

【道路整備】
◆道幅が狭いので広くしてほしい
◆道がきれい
◆電柱の無い世界
◆歩道が自転車専用と歩行者用に分かれている

【建築物】
◆施設がきれい
◆有名な建造物を建てて偉大な町へ

【緑化等】
◆緑を増やし、明るい区にできたらいい
◆自然が豊かできれいな杉並区
◆川沿いに桜などの木が並んでいる世界
◆杉並区の並木が消えないように
◆もっと家の近くに緑が多く、自然にふれ合う機会が多くなるとい
い

◆都会にも自然豊かな場所があるといい
◆京都とまではいかなくても、街並がきれいで散歩したくなるまち
◆川をきれいにしたい
◆下水が臭わない世界
◆善福寺川をきれいにしてほしい

【その他】
◆ボランティアに積極的に参加し、よりよい町づくりを目指したい
◆上井草駅周辺の活性化
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意見の分野 主な意見

公園・遊び場・居場
所に関すること

【公園・遊び場】

◆年齢に関係なく遊べる公園などがあるといい
◆スポーツができる公園（体育館含む）を増やす
◆ランニングができるような公園を整備してほしい
◆「ボール遊び禁止」制限のない公園
◆バットとか野球などの球を使える広い施設を建ててほしい
◆公園にいろいろな設備がもっとある（バスケットゴール、サッ
カーゴール、ラグビー場、アスレチック、野生動物・ペット用エ
リア）

◆公園や公共のトイレがきれい
◆芝の公園が増える

【居場所】
◆気軽に立ち寄れる施設があったらいい
◆遊べるところができてほしい（公園とかではない）
◆のびのび息抜きでいる場所がある
◆子どもが積極的に外で遊べる
◆自分の子どもがすばらしい場所で生きていけるようにしたい

【その他】
◆公道をスケートボードで走れるようになったらいい

●産業に関すること 【商店街活性化・支援】

◆区内に大型ショッピングモールができ、家族や友達と行って楽し
みたい

◆駅ビルができてほしい
◆色々なお店があるといい（スーパー、若者向け、雑貨屋、文房具、
特産品等）

◆買い物がしやすい
◆本屋を増やす
◆コンビニを増やす
◆商店街に活気がほしい（経営しているかわからない店もある）
◆「杉並ロード」などと名前のついた商店街がほしい
◆井の頭線沿いに名物になるようなものを作る

【産業振興・支援】
◆区でイベントがしたい
◆区民全員で何かをしたい
◆ハロー西荻ができたらいい
◆アニメを増やしてほしい
◆杉並区にもっといい会社がほしい
◆地域で集まってボランティア活動をしたい
◆特撮の撮影地になる
◆農地が多く、自給自足ができている世界
◆タクシー・バスの運転手無人
◆スイカやパスモはスマホの中で

【観光】
◆杉並区に観光に来る人を増やしたい
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意見の分野 主な意見

●医療・福祉に関す
ること

【社会保障等】

◆少子高齢化社会でないこと
◆老後も生きがいを持って暮らす
◆小さな子どもやシングルマザー、シングルファーザーにも優しい
地域になってほしい

◆障害者福祉をもう少し充実させる
◆デジタル機器をうまく使えないお年寄りも平等にサービスを受け
られる

◆虐待や家庭内暴力の発生率の低下
◆ベーシックインカムの導入

【医療等】
◆子どもが健康に生きることができる
◆感染症の流行を短期間で止められる技術があってほしい
◆病気で死ぬ人がいない世界
◆不老不死の薬ができる
◆医療技術が進んだ世界

●環境に関すること 【環境保全等】

◆地球温暖化についての取組が進みCO2を減らす
◆現在よりもっと簡単で具体的な環境問題への取組が行われている
◆省エネルギーを心がけている世界
◆再生可能エネルギーを使っていく
◆自然がおおい
◆動物や植物と共存できる世界
◆SDGｓが達成されている
◆みんなが環境のことを考えている
◆空気がきれい
◆星空がきれいに見える町になったらいい
◆技術と自然のバランスがとれている世界
◆生き物を必要以上に殺さない世界
◆カーボンゼロの実現
◆全部ハイブリット車
◆ユニバーサルデザインを増やす

【ごみ・リサイクル】
◆ごみが落ちていない世界
◆食べ物を粗末にしない
◆食料不足による飢餓が減っている

【生活環境】
◆町をきれいにする活動がもっと増えたらいい
◆区全体で禁煙の強化、道に吸い殻が落ちていない
◆歩きたばこの取り締まり強化
◆カラスやハトが少ない世界（フンやごみが散らかるから）
◆もっときれいな住みよい場所になってほしい
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意見の分野 主な意見

●伝統・文化・交流
に関すること

【伝統・文化】

◆伝統や文化を大切にしている
◆昔のことにとらわれすぎず、文化を大切にする（デジタル技術を発
展させつつ、伝統も守る）

◆高円寺阿波おどりが続いているといい
【交流】
◆英語を学んで外国の人とコミュニケーションをとりたい
◆自由に外国に行くことができ、外国の人と活発に交流できる世界
◆海外の姉妹都市との一層の連携により大きな可能性を持てる国際都
市杉並

◆もっと人と交流できたらいい

●将来の仕事に
に関すること

【将来就きたい仕事】

◆自分の店をもって美味しい食べ物を提供したい
◆プロ野球選手
◆カナダで美容師
◆総理大臣
◆喫茶店店員
◆生物学者
◆コンビニバイト
◆医師
◆獣医師
◆たくさんの人の傷を治す看護師
◆先生
◆CMに出るくらい世界でも有名な会社で仕事をして有名人になる
◆スポーツに関わる仕事
◆困っている人や動物を助ける仕事
◆たくさんの人に歌を届けたい
◆ロボットを使った事業

【働き方】
◆楽しく働きたい
◆安定した仕事につく
◆自分がなりたい職業についている
◆手に職をつける
◆社会に貢献できる人になりたい
◆杉並区の役に立てる大人になる

【その他】
◆結婚して家族を持ちたい
◆一人暮らしをする
◆空を飛べるようになる
◆隠居
◆宇宙旅行
◆宿題のない世界
◆毎日、ソフトテニス
◆車の運転
◆自分の夢を叶えたいという人が増える
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意見の分野 主な意見

●その他 【その他】

◆コロナウイルスがなくなって、旅行や外出を自由にする
◆デジタル技術で便利な生活できる世界
◆リモートワークでタイムラグが起こらないでほしい
◆機械化が進んでも人の温かさが感じられる世の中
◆光より早く移動できるようになって過去の地球を見てみたい。人間
を原子に分解し、別の場所で組み立てて瞬間移動

◆地方に移住した広大な土地で暮らしたい
◆自然の多い所へ越している
◆港区に引っ越して六本木ヒルズから富士山をながめている
◆住みたい区ランキング1位
◆杉並区民というだけで信用できるようなものを築きたい
◆他の区とは違う新しいことをやってほしい
◆何にでもなれる世界（動物にも植物にも）
◆満員電車がなくなってほしい
◆すべての人が自ら動ける世界
◆たくさんの本がある世界
◆地価がやすくなってほしい
◆税金のない世界
◆Wi-Fiがどこでもつながる
◆資格取得できる塾を設立してほしい
◆年配者が、少ない子ども達のために動ける
◆日本がスイスみたいな直接民主制（武装中立）になってほしい
◆持続可能は「〇〇」というのが増えていたらいい
◆新幹線の開通
◆自国で経済を回せるようにキャッシュレスや新しいエネルギーを作
り出す

◆安全に区制90周年を迎えたい
◆マインクラフトを取り入れてほしい
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《設問６》そのほか、杉並区にお願いしたいことがあれば書いてください。

意見の分野 主な意見

●安心・安全に関す
ること

【防災】
◆火災の被害を少なくしてほしい

【防犯】
◆暗い道が多いのでもっと外灯を増やしてほしい
◆中学生が安心して遊べる場を増やしてほしい
◆曲がり角のミラーを増やしてほしい

【その他】
◆公園のルールが守られてほしい

●道路、交通、まち
づくりに関すること

【まちづくり全般】
◆車通りが多く、赤ちゃんに優しくない
◆駅周辺をきれいにしてほしい
◆土地の有効活用
◆空家対策

【交通】
◆鉄道網の発展
◆栄えている駅とそうでない駅がきっぱり分かれている
◆南北を移動できる交通機関の整備（すぎ丸の規模の大きいバー
ジョン）

【道路整備】
◆道幅が狭いので広くしてほしい
◆道を舗装してほしい
◆無料駐輪場の設置

【建築物】
◆区のシンボルとなるような建物がない

【緑化等】
◆木をもっと増やしてほしい
◆神田川周辺に緑がほしい

【その他】
◆西武新宿線沿線地域の活性化
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意見の分野 主な意見

●公園・遊び場・居
場所に関すること

【公園・遊び場】

◆大きな公園を増やす
◆古い公園のリニューアル
◆空地を公園にしてほしい
◆球技のできる公園や体育館を作ってほしい
◆芝のグラウンドのある公園を作ってほしい
◆犬が散歩してもいい公園を作ってほしい
◆スポーツができるところを増やす
◆野球場を作ってほしい
◆公園にバスケットボールのリングを設置してほしい
◆アスレチックのある公園を作ってほしい
◆テニスができる場所がほしい
◆公園のトイレをきれいにしてほしい

【居場所】
◆気軽に立ち寄れるような場所がほしい
◆ひと休みできる場所が少ない地域には増やしてほしい
◆公園以外の遊べる場所を増やしてほしい
◆子どもが楽しめるスペースがほしい
【その他】
◆旧ＮＨＫグランドの再復活を早くしてほしい
◆児童館の建て直し
◆児童館を増やしてほしい
◆善福寺公園の池をきれいにする
◆18歳以下で使えるジムやトレーニングスペースがほしい

●産業に関すること 【商店街活性化・支援】

◆区内にショッピングモールをつくってほしい
◆色々なお店があるといい（子ども向け、洋服屋、家電量販店等）
◆本屋を増やしてほしい
◆本屋を大きくしてほしい
◆おもちゃ屋さんを増やしてほしい
◆レンタルレイアウト（Ｎケージ）ができる店がほしい
◆昔ながらの良いお店をつぶさないために跡継ぎを探してほしい

【産業振興・支援】
◆アニメイトを建ててほしい
◆杉並区が舞台となっているアニメやコラボなどをしてくれるとう
れしい
◆イベント、祭りをしたい
◆農家の人が活躍できるようにしてほしい
◆キャッシュレスの推進

【その他】
◆水族館、動物園、遊園地、映画館などを作ってほしい
◆きれいな図書館を建設して学生などが勉強できる場所を作る
◆駅の近くにパチンコ屋じゃなくて、100円ショップとか役に立つ
ものを建ててほしい

◆ハロー西荻に代わる新しいイベントがあれば楽しい
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意見の分野 主な意見

●医療・福祉に関す
ること

【社会保障等】

◆障害者福祉の充実
◆福祉施設の充実
◆少子高齢化社会の改善
◆ベーシックインカムの導入

【医療等】
◆高校生まで医療費を無料にしてほしい
◆病院をあと3ヶ所ずつくらいほしい
◆ＰＣＲ検査を区民全員が受けられるようにしてほしい

●環境に関すること 【環境保全等】

◆自然環境を守るのではなく共存していく
◆杉一小の目の前の森を壊さないでほしい
◆学校に緑のカーテン、太陽光パネルを設置してほしい
◆植物を増やしてほしい

【ごみ・リサイクル】
◆ごみのネットがカラスに破られてしまうので対策を強化してほし
い

◆ごみが多いので清掃してほしい
◆ごみ箱を増やしてほしい
◆ポイ捨てや不法投棄が多いので直してほしい
◆リサイクルに力を入れる

【生活環境】
◆定期的にまちの清掃をする日を作ったらいい
◆川の清掃をしてほしい
◆駅周辺でたばこくさい所があるので改善してほしい
◆歩きたばこの取り締まり
◆たばこ禁止
◆カラスがうるさい
◆添加物の規制
◆くさいのを改善
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意見の分野 主な意見

●教育に関すること 【設備】

◆学校をきれいにしてほしい
◆学校のきれいさを平等にしてほしい
◆バスケットゴールが少ない
◆グラウンドを芝生にしてほしい
◆学校のいすが硬くて冷たい
◆蛇口からお湯が出るようにしてほしい
◆プールを屋内にしてほしい
◆プールが汚い

【ＩＣＴ】
◆タブレットを全員に配ってほしい
◆教科書デジタル化
◆リモート授業を取り入れてほしい

【その他】
◆水泳の授業をなくしてほしい
◆スキー教室に行きたい
◆スキー教室の代わりにどこかに行きたい
◆修学旅行でディズニーに行けるようにしてほしい
◆修学旅行の日程を増やしてほしい
◆部活がしたい
◆職業体験がしたい
◆給食がおいしくない
◆教育にもっとお金をかけてほしい
◆校則に「くつ下のくるぶし丈」が決められているが、先生に聞い
てもその理由があいまいでわからない

●文化・芸術に関す
ること

【文化・芸術】

◆図書館に本やＣＤをたくさん置いてほしい
◆図書館の座席が満席で、スペースがなく帰ることもあるので、座席
を増やしてほしい

◆普門館に並ぶような吹奏楽のできるところがほしい
◆美術部で出られる発表会や展示できる機会を増やしてほしい
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意見の分野 主な意見

●その他 【その他】

◆いろいろと活発に行っている区だと思うので今後も良い経験をさせ
てもらいたい

◆せっかくきれいな建物があるのに、一部の人しか使うことができな
い場所があるので、より多くの人が使えるようにしてほしい

◆フリーWi-Fiを増やす
◆ＳＮＳを通じて杉並区の良さを伝える
◆インスタ映えスポットやゲームに関する建物の設置
◆税金を有効に使ってほしい
◆地価を安くしてほしい
◆中学生はまだ子どもなのでバスや電車の料金をやすくしてほしい
◆手持ち花火ができるところがほしい
◆もう少しあたたかみがほしい
◆都心化しないでほしい
◆上井草ガンダム像の改築
◆なみすけをもっとかわいくしてほしい
◆キャラクターをなみすけ以外にしてほしい
◆なみすけの家系図が見たい
◆なみすけグッズがほしい
◆給付金をください
◆こういうアンケートのようなものを増やして、みんなが意見を言え
るようにしてほしい

◆アンケートの選択肢がなぜ３つまでなのか。思っていることが言え
るよう無制限にしてほしい


