都民ファーストでつくる「新しい東京」～２０２０年に向けた実行プラン～

ご意見・アイデアの募集結果について

＜その他（自由意見）＞

番号

ご意見・アイデア

1

オリンピック会場見直しについての意見です。
【ボート・カヌー会場】
長沼ボート場であれば、後々も国際会場として使えるように作る必要があります。長い目で見たホテル・インフラの
整備が必要です。海の森では、海水・風・騒音の課題があり、後々使うものとするのは不可能。現在の予定の金額では
都民の負担が多すぎます。
【バレーボール会場】
アリーナについては、プロフィットセンターとなりうるものだと思います。スポーツビジネスの専門家をつけて、世
界に誇れるアリーナを東京に作ることには意味があると思います。
【水泳のオリンピックアクアティックセンター】
水泳はオリンピックでは人気競技ですが、予算を後で回収出来る範囲で作るべきかと考えます。
いずれにしても、専門家・経験者・アイディアを持った人が集まって、10年後…もっと後の日本に意味のある施設に
する必要があるかと思います。利権や都民・国民にとって意味のないプライドのために、将来の負の遺産を作ってし
まって子供達・孫の世代にまで負担になるようなことにはならないようにしてください。

2

１ VRステーション、VR教育機関
【VRステーションについて】
入場料がある施設の展示物、映画、図書、資料等の閲覧をVRを使って体験可能にする。
①インターネットによる不正、不法体験防止の為の独立した新しいデータバンクが必要、②大きい建設物が不要
③時間にとらわれずに利用可能、④貴重な資料の劣化、破損の防止
⑤体が不自由な方にも利用可能、観光等の疑似体験
⑥現地への人の移動が無くなる為、お金の移動も減少→閲覧回数によるポイント制（VR使用料からの還元）
【VR教育機関】
被災、天候悪化等の通学不能時や不登校への対応
①遅れ、地方格差の解消、②不登校児に対して設備設置費のコストパフォーマンス
2 多言語対応通訳機、又は、日本語↔対応言語通訳機の普及
複数外国語への対応。①店員、従業員、警察、案内員、etc.に対する多国語学習の除外、②非対応言語への対応

3

①タバコの害や喫煙コーナーの設置について、公共施設は分離してはいますが、受動喫煙を免れない立地のとこ
ろも多く見かけます。各自治体でチェックリストを作り、公共施設から始め民間施設でも適正に指導していただきた
いです。
②公共トイレの清潔向上、観光都市を目指すならば、「最高にきれい」と評価されるトイレ管理を目指しましょう。
③大きな都市ほど緑豊かに公共施設はじめ民間施設でも壁面緑化等推進して欲しい。また、個人の家でももっと緑を増
やせるよう推進してほしいです。

4

豊洲市場の移転延期にともない、オリンピックのメインで使用し、BRTでも使用する環状2号線の暫定開業が決まり
ました。オリンピックや湾岸地区のBRT整備計画に影響を最小限に抑える整備計画を作ることを求めます。

5

追加の大きな財源なしで、東京都を経済的に活性化させる方法がありますので、もしご興味があれば参考にしてくだ
さい。景気を不活性化させている政策を廃止もしくはそれらに対し対抗策を講じるだけです。
固定資産税は建物にかかる部分と土地にかかる部分に分けられますが、このうち建物にかかる部分と言うのは、経済
活動を抑制する効果を持ちます。つまり、より多くの設備投資を行えばそれだけ罰金が科せられるわけですから、当然
設備投資を控える一因になっているわけです。反対に土地にかかる部分と言うのは土地を有効活用しないことに対する
罰金として働きますので、この税率は高い方が経済活動を刺激するわけです。
もっとゆっくりと行うならオリンピック開発の様な資金を同様の地方債でまかなうと言う方法もあります。こちらは
目に見えるほどの効果がすぐに形に出ることはないと思いますが、開発により地価が上がるわけですから、その分を上
がった地価に対して発行する地方債でまかなうと言うのは政治的に説明しやすいかと思います。
ただ、この場合は土地への課税と建物への課税が差引ゼロになるわけではないので、開発の行われた特別区にのみ課
税するなど恩恵と負担のバランスをとるなどの調整が必要かもしれません。原理としては以上のようになります。

6

IOCが提唱している「スモークフリー」について、小池知事が「何らかの制度を主催都市の責任でやるべきだ」と発
言されたにも関わらず、全く触れていません。
あと３年後には世界中の人々が東京にやってきますが、このままだと受動喫煙について後進国であることが世界中に
知られてしまいます。霞ヶ関の国の庁舎では当たり前になっている庁舎内全面禁煙も、都庁では庁舎内に喫煙室があ
り、議会でも委員会では喫煙があると某都議のブログに書かれています。まずは自ら率先して、受動喫煙対策を考える
べきではないでしょうか。遅れているから、やる気がないから、このプランから意図的に外したとしか思えません。
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7

東京都の道路工事の進捗状況がブラックボックスになっており、長期ビジョン達成に向けてきちんとした評価・管理
が必要です。インフラ工事の成果が、明るい東京の未来へつながります。道路公団のようにホームページで工事の進捗
状況を公表すべきです。（できないようでは危ない状況です）
国土交通省や市区町村・都民による第三者の進捗状況のチェック機能が働いておらず、工事遅延の防止・工事遅延時
の対策が十分行われていまん。工事の計画・見直しに関して住民への説明も不十分であり問合せに関する回答も遅延・
放置の傾向が目立ちます。結果的に、都道の工事は長期化して、この東京都の道路工事は2020年に向けた実行プラン
へ足かせとなっています。

8

東京都が現在進めている「東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）」として進められている道路
事業は、多くのところで、住民の生活を破壊し、自然環境を壊すものとなっています。小金井の2路線「小金井３・４・
１号線」「小金井３・４・１１号線外」は、住民を追い出すだけでなく、小金井と東京の貴重な財産である“はけ”
（国分寺崖線）と野川の自然を破壊するものです。防災・交通安全は大型道路建設ではなく、住民のつながりを大事に
し、生活道路の整備・充実こそが求められる時代となっています。
小金井の2路線を含む多くの都市計画道路の見直し・廃止を「実行プラン」に折り込んでいただくことを望みます。大
阪でも、名古屋でも他の大都市では、住民のコミュニティや環境を破壊する都市計画道路はどんどん廃止しています。
東京もぜひ、決断されることを希望します。

9

認定NPO法人等への支援として、東京都民の住民税の寄付金税額控除に、ふるさと納税と同じく特例控除を設ける施
策を提案します。3つのシティの実現は、都の努力だけでは不可能だと思います。都民の理解と応援、有志の協力があっ
てこそ実現可能ではないでしょうか。そこで、従来から3つのシティに向けて努力を続けてきた、認定NPO法人を中心
とした有志への支援が有効と考えます。また、この施策のポイントは、都民が寄付対象を選定する点にあります。
都民は寄付対象を選定する過程で、積極的に3つのシティを意識するようになります。また、より努力している団体に
寄付が集中するはずなので、支援の強弱の判断を都民に委ねることができ、役所での選定コストを削減できます。（そ
のためには返礼品は資料や感謝状にとどめ、経済的価値のある返礼品は控えた方が良いと思っています。）

10

「３E＋S」の視点が必要となる「エネルギー政策」は、エネルギー大消費地である「東京」が抱える大きな課題の１
つであり、分野横断的に取り組むべき政策に位置づけられると考えます。これまで、貴庁では「省エネ」「快適性」
「防災性」を高次元で同時に実現する「スマートエネルギー都市の創造」を目指し、当社もこのビジョンに賛同し、
コージェネレーションシステム等自立分散型電源の普及、エネルギーの面的促進により環境性と防災性の向上に資する
街づくりの実現に取り組んでまいりました。
今回の「３つのシティ」のうち、「セーフシティ」の主要政策には、災害時のエネルギー確保の視点が記載されてお
りませんが、環境性・防災力を高次元で実現するコージェネレーションシステム等自立分散型電源の普及促進は、
「セーフシティ」「スマートシティ」両方を同時に実現する施策と考えます。9月の小池知事の所信表明でもありました
「自立分散型電源の導入拡大」を、ぜひ、分野横断的に取り組むべき主要政策と位置付け、ご検討いただけますようお
願いするとともに強力なリーダーシップを基にした政策実行を期待しております。

11

子育て支援で時短勤務者等が多くなりましたが その分 周りの者の仕事が増えています。全ての労働者のワ―クライフ
バランスを考えて頂きたいと思います。

12

13

14

15

早朝利用できる自習室を都内に増やして頂きたいです。

なぜ、パブリックコメントの募集期間が短期間でしかないのか？また、都のホームページを見ないと募集の存在も知
れないのはなぜか？本当に都民ファーストならば、メディアを使って意見募集を行うべきではないのでしょうか？ 都民
がいつも能動的に都のホームページを見なければ情報が入らないという姿勢はよくないと思います。お役社仕事の印象
を強く受けます。
風力発電は、都市生活のノイズにならない、そよ風でも発電する「風の木」
小型風車が回転することで発電するエコな風力発電ツリーの採用をお願いします。

プラン策定会議に、（都議とは別に）都民の代表を必ず参加させてください。
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16

17

ご意見・アイデア
【「2020年に向けた実行プラン」策定の視点について】
１ 過去の成功都市モデルに学ぶ
都市づくりの観点から近年の成功モデルと言われるバルセロナは、荒廃した工業港を再生し、リゾート観光都市とし
てのブランド力を高めることに成功。今も世界からの観光客向けに、IT技術を活用したスマートシティづくりを展開し
ています。シドニーも、入り組んだシドニーハーバーの古い港湾機能を更新する開発を、オリンピック以降も積極的に
進め、都市観光ブランドを確立。そして、ロンドンは都市空間開発戦略「ロンドンプラン」を基軸に、①人種を超えた
サスティナブルな都市、②環境都市としてオリンピックパークの開発、③テムズ河下流域のドックの再生、④水上交通
を含めた都市交通の改善、⑤金融街であるシティの高層ビル建設や、第二のシティをテムズ河岸の整備し、産業として
の金融業を振興、⑥英国全域の観光を促すグレートキャンペーンの実施、⑦（最近は）ＩＴ技術をベースとしたスマー
トシティ戦略を打ち出し、4年を経た今も、都市開発が進んでいます。
2 翻って東京
東京にとって臨海部は、最近はグローバル経済におけるコンテナなどの異国からの物資や、人、国際ターミナルとし
て機能が重視されています。この臨海部が、セーフシティ、ダイバーシティ、スマートシティの実験場となり、オリパ
ラ大会開催を横断的な取組の起爆剤、かつ通過点に添えた都の行政計画を組み立てるべきです。臨海副都心と、周辺都
市間で連携してオリンピックを成功させ、新しい産業として金融、ＩＴ、観光、スポーツを位置付け、東京のひいては
首都圏ヤ、日本の国際的なプレゼンスを向上させます。東京都は大会までに、①大江戸線の勝どき駅改良、バスの営業
所の設置、②選手村の基盤整備、南北線などの道路、オリンピック会場整備、③海の森、有明海浜公園などの公園整
備、④ビッグサイトの増築、体操競技場（仮設展示場）の整備、⑤新たな国際ターミナルの整備などを行います。

介護費用増大に歯止めをかける器具の募集をお願いします。

18

「安全」では、食の安全もあるでしょう。「自他の生命の安全」、いじめを無くし「安全で楽しい学校!」等も良いの
ではないでしょうか。近くの都立高校の学校運営協議会と、都立高校での「いじめ防止」の取り組みの研究会「いじめ
サポート」チームに参加していますが、都教委の指導の指針、方策は「すごい!」と思います。その高校では、養護教
諭、サポート支援教諭、生活指導主任が、いじめ・体罰の有無等を全生徒から聴取し、担任の先生に吐露しています。
ただ会議でも発言しているのですが、「たての指導」だけでなく、生徒自身が、そういう生徒をかばってやる、気持ち
をやわらげてやる（被害者を特に、加害者の方も）横の指導が大事ではないでしょうか。
オリンピックについて、都民の多くが最初は不賛成でした。私もそうでした。それを猪瀬知事が、今言っているよう
に「復興」の名をつけて、支持を勝ち取った所が本当の所ですね。その意味で小池知事はすばらしいと思います。「全
くその通り!」だと思います。３兆円、４兆円もの税金を使うのには、全都民がものすごく懐疑的です。そこで、税金だ
けでなく、寄付を広くあおいだらどうでしょうか。まず、都の関連の役所、都立高校等々に趣旨をよく分かってもら
い、それを全都民、企業にも呼びかけていく。その方が「自分達のオリンピック」という気持ちとなると思います。

19

プラン策定のスケジュールは、11月25日迄に意見・アイデアを募集し、12月末までに発表となっていますが、
①このような重要な課題をわずか1ヶ月弱で結論付けるのはあまりに拙速でいかにも形式的でお座なりになり過ぎて
いませんか。是非、公聴会を開く、対話集会を開くなどして、都民と東京都政策局、プラン策定会議委員のみなさ
んとの意見交換の場を設定願い、出た意見や纏まりを盛り込んだ実行プランとして頂きたい。
②プラン策定会議で、我々のパブリックコメントがどのように審議され、実行プラン（仮称）にどのように反映され
たかを含め、ホームページで公開していただきたい。
③｢みんなで東京の未来を創りましょう｣というキャッチ・フレーズを単なるお題目にするのではなく“魂”をいれて
いただきたい。

20

何事も期限を決めてほしいです。小池都政は遅く、行き先が不透明です。人口減少を視野に小さな政府を目指しま
しょう。上下水道は事業の性格からして、民営化にはそぐわないと思いますが、地下鉄の一元化やIｏＴの活用等手段を
考えていきましょう。

21

海の森水上競技場について反対です。私たちの血税を安易に使ってほしくありません。
海の森水上競技場は、風が強く波が出るので、レーンによって風や波の強さが違い不平等な競技場となります。羽田
空港を発着する飛行機の騒音が邪魔になるなど、「選手が嫌う競技場になる可能性が大きい」。実際、2020年、此処
で競技をした選手から苦情も出かねません。競技場に不向きな場所に建設するため税金を使いすぎです。某新聞が行っ
たアンケートでは、戸田から海の森に移りたいと答えたボートやカヌーのチームはほとんどいなかったです。そのよう
な欠点を持つ競技場であるのに、大会の開催を毎年30回とするとの想定は甘すぎます。収入を多く見積もるための絵に
描いた餅。維持管理に関する年間収支の試算では、収入の試算が甘すぎ、支出の試算は小さく見積もりすぎです。
水門り操作や維持管理に6100万円/年、1900万円/年かかると都は試算していますが、都の試算は豊洲市場でも見
られたように当てにはなりません。建ててしまえば、実費はその何倍にもなりかねません。これは、オリンピック終了
後、数十年ずっと背負わなければならないもので、私たちの血税の使途を安易に考えてもらいたくありません。
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22

「庁内検討」は、やめたほうがよいです。都民の意見を理解できない役人による作文は税金の無駄。町内検討のほう
がましです。このプランの策定過程が明らかでないが、役人の作文にせず、都民が参加するものであること。最低限、
策定過程（会議の公開、資料の公開など）を透明にすること。パブリック・コメントを都民の意見を聴いたという「ア
リバイ作り」でなく、実効あるものにすること。

23

品川区の特定整備路線補助第29号線事業の中止、計画の廃止を改めて強く求めます。当該路線は、長年の地元市民に
よる計画廃止要求を鑑みずに、第三次計画における検討はなく、第四次計画をも待たずに、突如、特定整備路線に掲げ
られました。到底、正当な検討がなされた上である事業とは承知できかねます。今一度、当該道路を特定整備路線から
取り下げ、即刻に事業の中止をなさってください。沿道3.5㎞に及ぶ、550棟の建物、公共施設・住居・生活生存圏の
破壊、既存の生活道路・市街の分断に対する、当該道路建設の投資対効果を明確に発表する事を要望致します。
行政からは一方的に説明会を催し、市民からの質問への回答、説明の要望については一切避け続けていらっしゃいま
す。都民・国民の税金によって雇われている行政として、恥ずべき姿です。変えるべきは街並みではなく、本件を主導
する行政自体とそのあり方、および関連の担当人員、もしくはその思考の中身です。
とりわけ、都市計画道路・都市整備・区画整理において、市民と行政が各所で対立を根強くし続ける事自体が、政
策・計画、その推進方法に無理があるという事を明確に表している事を認識なさってください。市民と行政が、身近に
親しく協同する、現実味のある街づくりと未来への政策づくりを切に希望いたします。

24

国や区市町村と連携し、よりよい東京になることを願っています。

25

頑張ってくたさい。

26

【水辺の活用】
移動の選択肢の一つとして水上タクシー発展や、レガッタ、カヌーなどの振興

27

少々具体的な一つの例について意見を述べます。東京都が現在進めている「東京における都市計画道路の整備方針
（第四次事業化計画）」として進められている道路事業は、多くのところで、住民の生活を破壊し、自然環境を壊すも
のとなっています。小金井の2路線「小金井３・４・１号線」「小金井３・４・１１号線外」は、住民を追い出すだけで
なく、小金井と東京の貴重な財産である“はけ”（国分寺崖線）と野川の自然を破壊するものです。防災・交通安全は
大型道路建設ではなく、住民のつながりを大事にし、生活道路の整備・充実こそが求められる時代となっています。小
金井の2路線を含む多くの都市計画道路の見直し・廃止を「実行プラン」に折り込んでいただくことを望みます。
他の大都市では、住民のコミュニティや環境を破壊する都市計画道路はどんどん廃止しています。東京もぜひ、決断
されることを希望します。

28

当社は、有機性廃棄物と浄化を専門に行っております。
【循環型社会へのシステム構築】
循環型社会を作る具体的な方法をとっておりまして、有機物性廃棄物に関して、生ごみが排出される現場に再資源化
装置（発酵機）を設置して頂き、出来た堆肥を農家に繋げ、農家で出来た農作物などをホテルレストランや社員食堂で
食して頂く、完全な食資源循環を行っています。このシステムは、①生ごみは排出現場でより良い堆肥をつくる、②出
来た堆肥を直接農家につなぐ。（ほぼ、５０㎞圏内）、③農家から出来た農作物を企業側が購入。この三点を軸に食資
源地域循環型システムを構築致します。食資源循環システムをもっと多くの廃棄物を排出するこの東京でお役に立てさ
せて頂きたいと思います。

29

有機発酵の「システム」（上記№28参照）は都市農業ならではの素晴らしいシステムだと思います。

30

【「広域拡散型レンタ(コミュニティ)サイクルシステム」の提案】
海外からのお客様が、レンタルサイクルを利用された場合の「自転車保険」は、未加入のため適用されないケースが
多く発生するものと思われます。したがって、今後の対応として、レンタルサイクルの利用者には、「利用時全般」を
対象とする保険が必要と判断しているので、レンタルの費用に加算した精算方法も、検討を計画しています。

31

企業に不満をためていたある日、労働基準監督署が企業に来るから、その日は休めと言われました。そんな日まで企
業にもれていては、抜きうちの意味はありません。裏で企業と労基がつながっていたのでしょうか？たよれるハズの労
基が、抜きうちチェックの日をもらしていたのでしょうか？働き方や女性の社会進出というよりも、まずはここからだ
と思います。私たちは殺されるために働いている、生きているのではありません。
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ご意見・アイデア
「やわらかなしゅと」、「和をもった都市」和をもって尊しとなす。

＜都立学校分＞
33

34

35

表現規制の緩和
今回のプランは、全て素晴らしいと思いました。けれど、果たして実行されるのかが気になります。今、豊洲１つの
問題にも手間取っているので、しっかりとこの目標を達成するために、このような方法でやります、と公表してほしい
です。
スポーツはオリンピックのおかげで力を入れてもらえるが高校や機会が増えているが、音楽や美術の芸術面には、そ
れを感じられないので、もっと勉強だけでなく文芸も発展できるようにしてほしいです。
①子供が安心・安全で暮らせるような社会になってほしい。
②強盗・殺人事件の無い社会

36

オリンピック・パラインピックに受けて、アスリートの発掘などスポーツ面に関しては進化してきていると身近に感
じます。しかし、芸術面に関してはそういう風には思えません。ダイバーシティで掲げている「誰でも～」に離れ、ス
ポーツに傾いているのではないでしょうか。音楽・芸術など、どんな分野も可能性や選択肢を均等にしてほしいです。

37

①東京湾は汚いので水上競技やトライアスロンといった競技者の健康を考慮するためにも、浄化するべきだと思い
ます。
②東東京ばかりオリンピックで使わないで、西東京も活用していくのもいいと思います。そのためにも西東京への
アクセスをオリンピックに向けて検討する必要があると思います。

38

テレビ番組で東京の名所や面白い所、文化を伝える番組をつくってほしいです（５分くらい）。

39

①「明るい東京！」を期待したい。
②３つのシティに抜け目のないようにしてほしい。

40

豊洲移転問題とかでもめないで、オリンピックを大事にしてください！

41

住みやすい街東京を実現させてください。（景気の良い、争いごとがない）

42

①今、オリンピックの競技会場が問題になっていますが、正直もうそんな初歩的なことで悩んでいるならわざわざ
東京でやらなくていいと思います。水泳競技も辰巳があるのに新しい会場を創る必要が考えられません。
②タバコは吸わない人にも害があるのに勝手に吸っている人が周りに悪い影響を与えるのはあり得ないと思います。
歩きたばこが多い理由には喫煙所が少ないことも影響しているので、もっと増やせば少しは減ると思います。
③給料に見合っていない仕事があると思うので、一度見直した方が良いと思います。

43

将来子供に関わる仕事をしたいので、そのような職業に関わらず、「女性だから」というものをなくし、「性差」に
よる給料差などがなくなればよいです。

44

①4年後も10年後も都知事は代わらず、又は事件等で辞める以外のまっとうな都知事の交代で、安定して掲げた計
画をクリアしていってほしい。４年後にギリギリまで予算が足りない（会場等）などの日本全体に関わるミスは
しないで、本当に何も起きないでほしい。
②オリンピックを機にでも、小池知事の政治を機にでもいいので、就職難から出て、バブルのような頭の悪いミス
をせず好景気のような状態が進んでほしい。
③介護する側（母がよく嘆いていた）が、人手が足りないのに仕事は過酷で給料が低く、若い人などはすぐに辞め
てしまい、また人手が足りなくなるサイクルができている。

45

正直、2020年までに東京オリンピックを開催できるのかがとても不安です。開催2年前くらいにはスタジアムくらい
は全部完成できている位の方が良いと思います。２年前が無理でも、リオ大会みたいに直前まで完成できていないとか
いうのはやめてほしいです。
5
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46

（学校の）暖房は11月になったら入るようにしてほしいです。本当に寒くて授業どころではないです。

47

おおいに期待しています。

48

言ったからには、実行していただきたいです。

49

50

新しくオリンピックのために競技場をつくりたいのはわかりますが、お金の無駄だと思う。だったら、そのお金を生
活につかってほしいです。

ライフ・ワーク・バランス実現として、就活生が就職しやすい環境づくり。忙しいのなら、働き方を増やす。

51

セーフシティのところに挙げられていた、木造住宅密集地域の不燃化については被害抑制のためにも絶対に実行して
欲しいことですが、前々から何度もいわれていて本当に実行できるのだろうか？疑問です。
完全に自由意見であるが、東京はごみ箱が少なすぎる。文化として持ち帰ることは当然になっていて、僕自身も習慣
になってはいるが、オリンピックも近くに控えて、ふと捨てたいと思ったものが捨てられないのは厳しいこともありま
す。ぜひともご一考いただきたいです。

52

①東京だけでなく、日本全体の利益になるような東京都になってほしいです。
例えば、とりあえず東京に来た外国人観光客が、東京で地方の良さを知って、次はそこに行きたくなるような
②東京で起業しようと思った人がコストの低い地方で挑戦することを提案されるなど
③東京の「今ある姿」も大切にしてほしい。渋谷とかが最先端になっていくのは構わないけど、うちの近所の小さ
くて昔ながら感のただよう素敵な町が都市開発されて他の町と同じようになってしまうのが悲しかったです。

53

やって欲しいことが２つ
１ 公園の設立
「スマートシティ」の豊かな自然環境の創出・保全にも載っているが、そういう意味ではなく、現状において住
宅街に公園がない、もしくは十分な広さがない為、道路・家などで遊ぶ子供が増えています。前者の場合交通事故
を引き起こすことも多くなるだろうし、家で遊べば「ダイバーシティ」のひきこもり、ニートなどの増加につなが
る。また、幼児には外で遊ばせることが必要不可欠であるのに、金を払って遠くの広い公園まで行かなくてはいけ
ないのはまずもっておかしいです。
２．道路整備
これもまた「セーフシティ」の都市インフラに記述されているが、そういう話ではない。都立大学駅、その正面
向かって左の交差点がこの前テレビで紹介されていた。”日本に存在する危険な道路”その中でもピックアップさ
れる程だから尚更だろう。
本来、信号のない横断歩道というのは歩行者優先であり、車は一時停止しなければならない。にも拘らず現状は
逆。そんな道路としてＴＶでは特集されていた。この交差点では２時間で見られたそういった行為は46回。まず
この意識改革からして欲しい。また、それが無理でもガードレールをどんな道にもつけたり、どんな横断歩道でも
信号機をつけるなどしていけば確実に事故は減る筈です。

54

他国の文化を受け入れることについて、最も大きな問題は、日本人の精神なので、その限度についてはしっかり検討
していく必要があると思います。単純にグローバル化にシフトしていくことは得策でないはずです。

55

「３つのシティ」の優先順位は、１．セーフシティ、２．ダイバーシティ、３．スマートシティ
「スマートシティ」は日本（東京）の良いところを伸ばす『上を更に上げる』イメージ。セーフシティ」「ダイバー
シティ」は、今欠けているものを伸ばす『底を押し上げる』イメージ。そして『底を押し上げ』たら、自然に『上を更
に上げる』ことも出来ると考えています。

56

①プランにあるのが理想的過ぎて、実現されるのか不安。道筋たったプランの計画が都民に開示されてほしい。
②オリンピック教育の「世界はともだちプロジェクト」はどうなりましたか。
③都立の高校生（私立でもOK）が集まって未来の東京について話し合ってみたい（地域ごとに分けて分科会に
して最後に東京の高校生として意見をまとめる。）
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57

①もし、これらの計画が実現すれば海外からの観光客は増えると思う。そういったときに日本人が英語でしっかり
対応できるような英語教育をしていほしいと思う。受験の道具としての英語でなく、もっと実践的な英語教育を。
②個人的にAIは怖いです。AIが人間を支配してしまう？

58

小池都知事が再三言っている三つのシティを１つも覚えていなかったので、もう少し国政などに興味を持ってニュー
スや新聞を見ようと思いました。
①2020年は恐らく大学に行っていると思う。地方の大学を受ける予定は今のところ無いので、一人暮らしではな
いはず。スポーツは特に得意としていものがないので、オリンピックパラリンピックは観るのを楽しむ予定
②特になりたい専門職が思いつかないので職人などではなくどこかの企業に入社していると思われる。
③高層ビルなどが増えるこにしても、町の中の公園などが必要。子育ての支援、学生の支援、高校義務教育化、英
語を使える人材を増やす。

59

こんな東京がいい！
①ほとんどの人（成人）が英会話程度の英語ができる。
②犯罪が少なくなっている。
③安全な町、きれいな町
④みんなで高齢者、障害者、子どもを助け合うことができる。
＜意見＞
①IT：公園のみどり大切、②大学支援：負担がかかる、③子育てできる（しやすい）社会：保育施設とか。
④子育て・大きな公園（子供が少ない。）、⑤国の金の負担（義務教育にして）、⑥政治家の人数を減らす。
⑦税金多い。選挙を減らす。（分かりやすい言葉で）

60

①もっと主要政策を絞っていけると良いと思います。
→１つできれば他のこともできるようになっていることが多いから
②こういった政策の詳細までをマスメディアを通して国民まで伝えていくと良いと思います。
→テレビニュースで要点を絞って特集していただきたい。都教委で意見を募集していることも伝える。
⇒国民は批判ばかりでなく、しっかりと応えて都教委と国民が助け合っていくべき

61

①少子高齢化で社会保障費が増加するので、働き口をもっと見つけやすく。
②都市部の公園増設
③野鳥（カラス）対策
③大震災で東京が壊滅したとき国家や金融がマヒしないように、地方に企業や象徴を分散させる。
④インフラ整備
⑤中野区に道路整備の金をまわす。
⑥高校の化学室に冷房をつけてほしい。
⑦進学指導重点校の生徒に教育費を支給
⑧ホームレスの人に住む場所を分けてあげて。
⑨教科書を安く。

62

①学校の暖房・エアコンを設置してほしいです。
②都の政策を都民に分かりやすく伝えてほしいです。

63

都市開発に期待しています！

64

①働いていない人がいない。自分の好きなこと（仕事）をやれる。
②安心して休暇、遅刻、早退ができる職場環境
③税金の支払いで苦労しない。
④みんながルールを守って生活する。
⑤大人だからえらい、みたいなのはないと思う。
⑥心の広いヒトが多い東京←心に余裕がある人
⑦学校がブラック←日曜に試験するとか意味わからない。

65

66

最近大学に行ったら、就職するかもしれないということが実感できているせいなのか、仕事に関することで、不安な
点があって気になります。それは、非正規労働者が多く、正規労働者が少ないことです。非正規労働者は解雇されやす
いうえ、賃金が少ないです。生活は安定しません。そんな未来は嫌です。この問題も解決していただき、安心して働け
る町にしてほしいです。
①女性の社会進出を訴える人は、その経緯や社会進出を妨げているものについても話している姿を見たい。
②ロボットが増えると失業者が増える。
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67

あと４年でこんな夢物語みたいなことができるのか疑問。これを計画した人が誰かは分からないけど、もっと現実を
見るべきだし、普通の会社や学校のことをもっと知るべきです。

68

①東京だけじゃなく、東京周辺や中部地方、その他の地域にも注目してもらい。東京だけひいきをすれば、人口問
題や地価の高騰、他の地域との差の拡大が起こってしまいます。それは避けてほしい。
②東京都を葛飾都に改名してほしい。
③学生専用電車がほしい。

69

高校の科学室にクーラーを。

70

ＳＳＨの予算を増やしてほしいです。

71

オリンピックの一環で、児童にボールペンやノートなどを配るのは、やめてほしいです。

72

①葛飾区とか隅の方に観光名所を作ってほしい。
②土手のトイレをきれいにしてほしい。
③川をきれいに。
④わざわざ都心の狭いところでオリンピックをやらなくても良いと思う。
⑤バスケットゴールの増設
⑥豊洲市場とか、オリンピックを目前にしてどーでもいい。ましてや都知事が何したとか、世間も全体からすれば
ちっぽけなことに関心を持ちすぎだと思います。

73

労働環境が良くなればいいなと思います。

74

東京が良くなっていけばいいと思いました。

75

支援を必要としている人をすぐに救うのではなく、その人を無理なく働かせるなどして、自立させることが大切だと
思います。

76

満員電車がなくなってほしいです。

77

消費税を上げたりして、都の未来像を提案するのはいいが、期待だけで終わらせず、実現可能なプランを。
また、提案するなら実現してほしいです。

78

①治安は特に意識して取り組んでほしい。
②ブラック企業が減って、効率的に活動できる企業が増えたらいい。
③機械化が進んでも、雇用が減らないでほしい。

79

①外国人でも分かりやすい交通案内（特に新宿・渋谷）
②どの病院でも高精度な医療を受けられるように、病院どうしのデーター通信
③複雑な交通網を簡略にした地図
④ウィルス・ハッキングに強いOSの背戸上昇
⑤新しいものが開発されたときに発見される問題とその対処

80

①アクセスの向上（池袋内）
②荒川区の税制UP！
③一つの場所につめこみすぎ（エキナカ・・・）、
④高校の化学室、物理室、地学室の環境整備。特に実験室の温度調整のための冷房設備
⑤繁華街の治安UP！
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①歩道の端が車道にかけて下っている所があり、雨の時に車輪が取られ、車道にはみ出してしまい上がれず、大変
だったことがあった。すべり止めの突起を道路につけるなど改善できると思います。
②電車での移動の際に、スロープを頼んでいるが、到着駅で駅員さんがおらず、困ったことがあった連絡が伝達さ
れていないだけなら、改善できると思います。
③電車での移動の際に、スロープを頼んだ後に、駅員さんに乗車位置まで誘導していただくのだが、その際にずっ
と、駅員さんは私の前を歩いていて、ホームの狭い所で、線路のギリギリを通らなくてはならない時にあぶない
ので、駅員さんにもう一人付いていただくか、ホームドアを設置するか、駅員さんには必ず後ろに着いていただ
く等の改善をしていただきたい。
④電車での移動の際に、いつも広めの改札を使用しているのだが、それが一個しか無く、何らかの理由で使用でき
ない状態になっており、困ったことがあった。広めの改札を、もう一つ設置する等、改善していただきたい。
⑤外出でお店等に入る際に、大体のお店等には階段の横にスロープが設置されているのだが、そのスロープの傾斜
がきつく、上がるのが大変な時があった。もう少し傾斜を緩くする改善をしていただきたい。
⑥最近は減ってきたが、たまにスロープやエレベーターが無く、階段しか無いお店等があり、そのような所は入店
できないので、スロープかエレベータを設置していただきたい。

82

（４年後の社会）学校の授業が変わっていく。
（14年後の社会）宇宙旅行が簡単に。仕事をする人が減る(人工知能）。

83

（４年後の社会）オリンピック用に地図が変わる。会社でも英会話はが必須になる。外国人が増えて治安が悪化する。
（30年後の社会）平均寿命が長くなる。幼稚園、保育園の減少。大学進学率が７０％近くなる。介護しせつの増加。

84

（４年後）外国人の人口が増える。
（１４年後）宇宙旅行できる？スマホがなくなる。

85

（４年後）オリンピックに向けて英語を話せる人が少し増える。学校にipadが導入
（10年後）スマホが更に小型化。少子化が進む。

86

（2020年）オリンピック。外国人がたくさんいそう。観光業が盛んになりそう。
（2030年）科学技術・医学が発達している。

87

（4年後）東京に人が増える。
（14年後）ネットワークの形がかわる。

88

（2020年）
ゲーム・電子機器が更に発展する。オリンピックによって一時的に経済がまわる。（東京はまわる。他の県まで
うまくまわるのか。）
（2030年）
科学技術の進歩によって、人がする仕事が減っている。人が減ったことで空き家が増加。税の負担が重くなって
いる。年金制度はあまり機能していない。医療技術の進歩により高齢者が増加しつづけるから若い人の生活がきつ
くなる。

89

（2020年）オリンピック旋風。外国人増
（2030年）科学技術の進歩。インターネットさらに普及。ロボット増

90

（2030年）
少子高齢進む。化学も発達する。→お年寄りが長生き→その分の年金を若者が負担→その分大変になる。１家に
１体のロボット。もっとハイテクになっている。建物がふえる。映像系の演出が増える（現在ではプロジェクショ
ンマッピングある。それの進化系？とか）。スマホが小さくなっている。

91

外国人旅行客が増える。

92

（4年後）仮想世界の発達（いろいろシュミレーションができる。医療、災害などなど）
（10年後）ロボットが人間の代わりに仕事をする。石油に代わる資源の発見

93

（2030年の理想予想）待機児童が減る。手術をロボットがやる。働く人が増える。
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94

（4年後）全ての言語で翻訳された案内図。火災が起きない材料で家が建てられる。
（14年後）職場がなくなる。宇宙旅行ができるようになっている。空飛ぶ車ができる。

95

（2020年）外国人の観光客がとてつもなく増える。英語が話せないとキツイ社会
（2030年）
女性と男性の働いている割合が４：６くらいになっている気がする。保育園・幼稚園の数がより足りなくなる
→子供の数が減る。一人暮らしの人が増えていそう。

96

（４年後）
道路などの交通網が発達。さらに外国人観光客が増え、その流れで外国人が定住していく。そこで新たな考え方
ができたりする一方、価値観の違いなどで対立が起きたりすると思います。

97

町がきれいになる。ロボットが町を掃除してくれる。
ほとんどの町で電柱が地中にうまる。人工知能をもったロボットが発達する。

98

（４年後どうなっているか）
オリンピックで国内の景気がよくなる。世界に行きやすくなる。（雰囲気が）
普段自分が住んでいる地域が（町が）どんなふうに住みやすく改善されているのかとかはニュースでしか知るこ
とができていなかったけど、今回、よく知ることができてよかった。
（2030年）
もっと緑が増える。木材の利用道が増えて木材のいい循環ができる。建築材に木の重要性が見直される。（鉄骨
と木材のいいとこどりの家）どこに行ってもWi-Fiでつながる。

99

（2020年）日本の伝統のお店が人気になる。物価があがる。海外からの観光客が増える。
（2030年）
科学技術の進歩や、乾坤している人が減り、一人暮らしが増える。高齢者の人数が若者の数の数倍に増え、年金
で支えることが難しくなる。科学技術の進歩によって、ネット上での犯罪が増える。

100

（2020年）オリンピックに熱狂している。お店や企業が外国人観光客の集客に必死になっている。
（2030年）女性が働きやすい社会。子どもが暮らしやすい地域

101

（今回のパブリックコメント・出前授業について）スライド資料を提示した上で、生徒同士で議論した方が有意義な会
になると思います。

102

少しでも自分たち、地元の人が納得できる、参加・協力したくなる街づくりのために、多くの人とたくさん話会える
ようにしてください。

治安が更に良くなってほしいです。地元の治安が良くないことで有名なのは悲しいので、地元にもグローバルの風が
103 吹くような環境があると良い。そうなってほしい。世界の一部として東京が更に認められていってほしい。伝統を引き
継ぎながらも新しさをまじえた社会になるよう、私達も努力できることをしていきたいと考えています。

海外と日本を比べたときに、自転車の利用が少ない。もう海外では自転車専用道路、信号がある。また、交通事故の
多くに自転車がかかわっている。
104
→歩道に自転車を乗り入れないなどの甘い法律で解消できない。→もっと深く考えなければいけない。
また、自転車は義手や義足をつけていても楽しめる。
→障がい者と一緒にスポーツを楽しめる。自転車の利用により、車や電車の利用が減り、エコにつながる。
今すぐではなくてもいいのですが、私は中学で琴曲をやっていたので、そのような日本伝統の文化が消えないように
105 保護していただけると嬉しいです。また、このような珍しい部活動だと大会がなくてさみしかったので、東京都主催で
やっていただきたいです。東京オリンピック、どうなるのかとても楽しみです。
日本人本来が持つ心が足りない気がします。雅の心、和の心、 情緒があれば無理に新しいことや競争をしなくても特
別な日本を見てもらえると思います。良いまちづくりは大切ですが、ひとづくりも大切だと思います。誰かが百歩進む
のではなく、全員が１歩進める東京であってほしい。１０年後に後悔をしないために、立場を変えられる視点が大切だ
106
と思います。人をつなぐものが、最終的に「こころ」であるのは日本だけだと思う。日本にしかできない戦い方と適応
力が日本という国の強みだと思う。人の意志は沢山あるので、色々あるけれど、何のために、よりも何をしたいのかが
あれば物語はつながると思います。
10
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107

ご意見・アイデア
防ぐ政策より起きた後の対策に力をいれた方が良いと思いました。公立の学校の校庭を芝に！

108

たくさんの政策があげられていたため、少しは余分なものがはいっているのではないかと考えましたが、どれも納得
させられる政策ばかりで東京じゃ私たちのことを本当によく考えてくれているなと嬉しくなりました。

109

オリンピックのボランティアで、競技経験や英語の技能の条件が厳しい割にお金が出ないと聞いて、それで本当に良
い人材がそろうかが疑問です。英語は話せますが、条件を見る限り、あまり行きたいとは思いませんでした。

110

①本当に東京オリンピックが楽しみです。
②伝統文化と近未来的・科学的な文化・芸術・技術を組み合わせた演出や街づくりに期待しています。

111

①東京を良い場所にしていくのはとても良いと思うが、日本全体としてはどうなのか。さらに、過疎、過密が進ん
でしまうのではないでしょうか。
②区内・市内の差が少しあるなと感じます。

112

多くの問題を万民が受け入れることが難しくても、より多い都民が選び出した案をしっかりと使ってほしいと思いま
す。

18歳から選挙権を持てるようになりましたが、果たしてこれは選挙率が高いと言えるのでしょうか。一票の格差とか
もあるけど選挙する対象が偏ればもっと一票の価値が混乱します。とりあえず全員投票すべきです。
アメリカの政治なども日本人は文句を言うだけです。文句があれば選挙に立候補すればいい。意見があるなら発信す
113
ればいい。団結して大きな力をつくればいい。18歳に私も来年なるが、選挙のことを実はよく分かっていません。学校
で教えてはくれないのかなぁ。キャリアとかで。学校の先生は政治のことに口を出しちゃいけないのかなぁ。若者に向
けた立候補者のメッセージはないの？遠い話のようで投票しづらいのではないでしょうか？

114

政治とカネの問題で辞任するのはやめて下さい。

115

燃料電池車を奨励して、水素ステーション作るのはいいけど、安全面はどうなのでしょうか。

116

緑がたくさん、自然を大切に、という簡単なことではなく、自覚を一人一人がせめて持っていてほしいと思います。
技術にたよりすぎるのはよくないです。

117

理想を描くだけでなく現実的なことにも目を向けてください。

118

ありがとうございました。

119

この話し合いをもっとくり返して深められたら良かったと思います。

120

LINEは都民に、全国民にすごく身近なものなので、公式アカウントを作り、情報の発信をしていただいたらよい東京
になると思います。

121

素敵な東京をつくりましょう！

122

ぜひとも東京らしい賢く、細やかな判断をもって、オリンピックを成功に導いてほしいです。

11
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今のＶＲゲームが高度となって、電脳世界でいろんな人と関わったり、ゲームをしたりできるようになってほしいで
123 す。外国人の差別問題を無くしてほしいです。私も外国人の血が入っているので、父も母もいろいろな面で苦労してい
ましたし、そんな面をみていたので何とかしてほしいです。
体系やコンセプトの中でも何か特に重要視しているものはありますか。多くの政策を１つずつ慎重にやってほしいと
124 思っているので、2020年の近い未来への道筋をしっかりと立てて、予定とのぶれがより少なくなるようにしてほしい
です。自分は、一番の問題は資金面だと思っているので、オリンピックに向けた取組を最も強化してほしいです。
高校生が、様々な事情で、例えば児童相談書などの施設にに入所して学校にしばらく行けないことがあります。小中
学校では、施設にいる間も、勉強していれば出席扱いになりますが、高校では、出席という扱いにはされず、留年や退
125 学になってしまうケースが多くあります。そうしてその後の人生が大きく左右されてしまう高校生がたくさんいます。
彼ら自身は何も悪いことをしていないのに。保護所にいてそこで勉強をしていても、「出席した」という扱いにしてい
ただきたいです。

126

留学する機会を増やしてほしいです。第二外国語を学ぶ場を与えてほしい。総合学科や外国語コース以外にも、商
業、工業でも、世界で活躍できる場所があると思うから。

127

超高齢社会は、想定外のことがたくさん起こってくると思うから、いろいろな角度から考えて政策をつくってほしい
です。

128

正直、政治家さんたちの給料を下げて国民にまわしてほしい。国会で会議が長いのはわかるけど寝たらだめだよ。と
思いながらＴＶをみています。

129

透明度の高い政治を望みます。最近、小池都知事は、政治塾で収入を得ていますよね。その収入はどこに入っている
のでしょうか。場合によって個人の収入を半減した意味も無いと思います。

130

①障害者スポーツを体育の一環として取り組んでみたらどうか。⇒障害者の辛さ等が理解できます。
②ＴＶの中継でパラリンピックをもっと放映してほしい。
「オリンピック⇒パラリンピック」ではなく、「バラリンピック⇒オリンピック」の開催順

日本には、たくさんの技術が眠っています。しかし、多くの技術は、経済的に実用化ができていない技術なのです。
131 なので、政府がこれらの技術をもっと活発に発掘してほしいなどと思いました。そうすれば社会問題の解決も容易に
なってくるのではないでしょうか。

132

「安全・安心の確保」とありましたが、成人にも目を向けて頂きたいのですが、立場が弱い子どもや老人に対して、
より安全・安心に、また、今以上に立場の弱い方が生活しやすい世の中になることを望んでいます。

133

日本は先進国であり、また東京オリンピックの開催都市にでも当たるので、更なる発展が期待できると思うので、そ
れに見合った政策中心に進めていくと、よりスムーズに町づくりができると思いました。

134

ロボットとかをもっと使ったら、いい町になると思います。

135

みんなが笑顔で暮らせる東京にして下さい。

（2020年）
大学２年になっていたい。東京五輪にボランティアのように直接関わったり、あるいは観戦したり、ボランティ
アではないけれども外国人に道を教えるというような間接的に関わったりすると思われる。東京はカラ元気でなん
とか五輪にもっていくけれども、その状態で終わった後というのが不安です。
136
（2030年）
東京は五輪を経て、経済や社会はより不安を抱えた状態であるように思われます。私は都民の一員として東京を
支えるために何らかの仕事に日々尽力すると思われるが、そのときにヒトとヒトの間が希薄になっていないか心配
です。

12
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（2030年に向けた2020年は？）
①外国人の増加②経済がよくなる。
137 （2030年）
①配線が下に埋まっている、②景観がよくなっている、③バーチャル、④ＩＴ系の仕事の増加
⑤オリンピックの影響で経済悪化、⑥Ａｉの進歩→就職難
（2020年）
①五輪の設備がギリギリ間に合う。②英語で授業する機会が増える。③外国人観光客、在日外国人が増える。
138
④都内の景観が多くの人の目にふれるところから良くなる。
（2030年）
①景観良くなる（配線、配管は地下に）。②空中都市の計画をたてはじめる。③ＩＴ系の仕事が増加

139

（2020年）外国人観光客が増加し、高い言語能力が求められる。
（2030年）①東京オリンピックの影響で経済悪化。②人工知能の向上で就職難

140

（2020年）鉄道網が発達。もっと遠いところまで早く行けるようになっている。
（2030年）ロボット、機械化→単純作業は全てロボットや人口知能が行う？(レジ打ち、接客、工場作業）

（2020年のイメージ）
オリンピックへ向けて経済が伸びる。多くの外国人が日本に来て、言語の多様性が求められる。会場を作り終わ
141
らず雑になる。旅行などのサービス業が発展する。
（2030年のイメージ）
情報を集める技術が発展している。

142

（2020年）外国人が多い。ごみ箱増える。経済の向上。英語教育
（2030年）配線が地下に埋まってる。景観がよくなる。ＶＲ技術の向上

143

（2020年）外国人が増える、経済が上向きに、英語教育の強化
（2030年）電線などは地下に、バーチャル化

（2020年）
東京は、オリンピックのために町の整備なども進んでいて、町中が活気に溢れていそう。
144
2020年には、都民・国民がもっとポジティブに、そしてアクティブに自分の好きな事に一生懸命になれる社会
になっていたら嬉しいです！
（2030年）東京は、国際化が進んでいそう！テクノロジーの発達
（2020年）東京オリンピックは、ぎりぎり成功しても、その裏で少子化などの問題が置きざりになる。
（2030年）
145
田舎から都心部へ人が今よりももっと流れて、住む場所の問題や待機児童の問題がもっと深刻になっている。
ＡＩ人工知能がどんどん仕事を奪っていくと思います。

146

これから東京がどう変化していくのか楽しみに待ってます。

各家庭における環境(虐待など)にもっと周りの人が目を向けられるように、地域のイベントを増やしてほしいです。つ
147 ながりができてれば、困ったときの対処もすばやいと思うからです。もっと学校のようなカウンセラーを会社にも置い
てほしいです。過労死などが増えている中、少しでも話しを聞いてもらえれば、死亡数も減ると思うからです。

私には水族館のスタッフになるという夢があります。その為に就職率を上げてほしい。その為に観光者がたくさん来
148 るような東京にしてほしい！畑が高いし、そんな土地も用意できないため、公共の畑も作ってほしい。畑などの設置で
も良いのではないかと考えます。
近年多方の面で情報化が進み、機械が高精能化していると思います。その進転があまりに早くて、たった１世代前の
人でさえ機械操作が分からない人が多いように感じます。分からなければ何もできません。何もできなければトラブル
149 を回避することができません。日本は高齢者をたくさん抱えているのに、その人たちが活躍できるだけの知識を与えら
れていないように思います。少子高齢化が進んでいます。特に少子化は危ないと言われながらも保育所が足りずに諦め
ような状況もあると思います。
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150

151

152

ご意見・アイデア
サクラやモミジ菊など日本特有の植物をもっとふやし環境に力をいれてほしい。これからの東京は住んでいる人にや
さしい制度を増やすべきです！

オリンピックにかける金を減らしてほしいです。

“東京”はブランド化されてきているような気がします。ブランドは周りから見て、憧れの存在だと思います。ぜ
ひ、失敗をあまり考えずに新しい改革をしていってほしいと思います。

153

花見や月見など、日本のイベントをもっと広めていってほしいです。

154

農業を成長産業にするような活動をしたいです。

155

よろしくお願いします！

156

巨大不明生物がまた駅周辺に上陸したりしないような未来を望みます。
May the force be with TOKYO

157

世界から高い評価を受けている東京の街が、さらに発展していけるような街づくりをしてほしいです。

158

①子育てがしやすい環境、出産がしやすい環境
②ホームレスを減らすために仕事を増やす。
③ポイ捨ての罰をもっと厳しく。

159

（2020年）実家暮らし
（2030年）大学（日本）１人暮らしか寮

160

（30歳の自分）
まあまあ稼いでペットめっちゃ飼う。鳥とか猫とか犬。バイトして大学でスポーツする。友達と暮らしたい。

161

（2020年）東京 －大学（映画制作サークル） －文学部or教育学部 －オリンピックのボランティア
－飲食店でバイト －シェアハウス
（2030年）東京 ー自然の近く －だんなさんと住んでる －ROBOTに就職（中心で働く）

162

東京都で1人暮らし（中央区）
バラエティ番組つくってる。ヨガのインストラクターでアルバイトする。
大学生になって。
シェアハウスして。友達100人つくる。
アルバイトして。ボランティアもたくさんする。彼氏ができて。enjoyしてる。

（2020年）もっと英語を勉強＆世界の文化（食物含む）学ぶ
163 （2030年）理想 結婚して仕事やめてる。
現実 輸入食品の会社で働くorコンサート関係
（2020年の自分）
志望校に受かっている。自分の進路をもっと細かく決めて、留学したい、バイトしたい、キスマイにもっとあえ
164
るくらいのお金をためたい、１人ぐらししたい。
（2030年の自分）
空港とかで働いていたい。３ヶ国語くらい話せていたい。結婚したい。

14

番号

ご意見・アイデア

（20歳の自分）
東京外語大に通い、マイナーな言語を学ぶ。バリトンサックスを買う。先輩とシェアハウスする。スタバのバリ
スタになる。ジャズ研に入る。
165
（30歳の自分）
英語、フランス語、ビルマ語のトリリンガル。外国語教師、翻訳家として活躍。そこそこ稼いで田園都市に一軒
家を建てて、先輩と同棲します。

166

167

もっと学生たちにもオリンピックのホストになる！ということを意識させるような取り組みをした方がいいと思う！
この間配られたオリンピックノートとか正直いらないと思いました。
大学 商業を学ぶ。スタバでバイトする。上野公園。ヨガ。一人暮らし。
大企業でバリバリ働いてる。恵比寿で一人暮らし（高級マンション）。ヨガに通う。

（2020年）
大学生になって、実家暮らしで、バイトしている。英語とスペイン語をマスターする。オリンピックの会場ボラ
168
ンティアをする。
（2030年）
結婚して子供もいる、仕事も続ける。
（2020年の自分）
志望大学に合格し、大学生活を満喫している。夢に向かって努力している。東京で友達とシェアハウスに住む。
169
（2030年の自分）
番組スタッフとしてドラマ班でバリバリ働いている。

170

（2020年）大学で勉強、研究
（2030年）大学教授、国連職員

（2020年の自分）
大学へ行きながらセラピストの勉強。アルバイト。留学。英語習得（3か国語）
171
（2030年の自分）
母の仕事を受け継いで大きくする（日本以外も）。結婚してる。東京に住んでる。海外経験もある。

172

（2020年）大学に入っている。実家暮らし。アルバイト
（2030年）結婚している。何かの仕事をしている。

（2020年）
19歳。某大学に通っていて、バイトしていて、一人暮らししていて、オリンピックのボランティアをやって留
173
学の準備をしている。
（2030年）30歳。国際公務員になって結婚してnewyorkで住んでいる。
（2020年）上京してきた友達とシェアハウスしながら大学とアルバイトして2か月に1回はその子とむ旅行する。
（30年後）
174
株式会社ブルボンで働いて、周りの男性に引かれないくらいの年収をもらって、良い人と結婚して専業主婦しな
がら、Hey！Say！Jumpの追っかけをする。

（2020年）
大学生（受かってるといいね？！）inアメリカ、not broke、バイトしてる？、たからくじあたる、inアメリカ
だけどオリンピックのときは日本でボランティア？
175
（2030年）
理想お金持ち、イケメンナイスハズバンド、住んでいるinアメリカ、やっぱ一人暮らしでもいいか、ヘア＆メイク
んーヘアはやだ、やっぱメイク＆ネイルアーティスト、子供はいらないかな。

176

（2020年の自分）大学生ライフを楽しんでて、ヴィレバンか本屋でアルバイトしてる彼彼氏はいなーい。
（2030年の自分）仕事バリバリバリバリしてる感じ～～。仕事が生きがいって感じ～～。

15

番号

ご意見・アイデア

技術が、あらゆるものにおいてどんどん上がって、人間が活躍する場所が少なくなってきてしまうという未来が待っ
ているのなら、私は悲しいと感じます。ロボットには真似できない細かい気遣いや技術を日本人はたくさん持っている
177
はず。日本の中心である東京だからこそ、機械に頼りすぎず、人の温かさを残すべきです。世界全体が変わるかもしれ
ないです。

178

たまに国から配られる冊子のようなものですが、そのようなことに税金を使うより、もっと国に国の政策にお金を
使ったほうがいいと思います。

179

（2020年）旅行 大学 留学 テニスつづける シェアハウス
（2030年）海外で暮らす！英語・日本語以外の言語も話せるようになりたい、家庭をもちたい。

180

（４年後の自分）ＵＣＬＡ大学に通っていて、スタバでバイトして、寮生活してて、彼氏がいる。ダンスをしてる。
（14年後の自分）29歳、アメリカのカリフォルニアでけっこんしててこどもが２人いる。仕事は高校の先生

全体的にやろうとしている事いいと思いますが、量が多すぎと思います。全部やろうとしたら2020年までに間に合
181 わないかもしれないし、お金もたくさんかかる。全てが必要な事だとは思いますが、優先順位をつけてやるべきだと思
います。ほとんどがメモ帳、オリンピック用の冊子をつくるくらいなら他のことにお金を使うべきだと思います。

182

（2020年）今のバイト先に勤めつつ教員免許が取れる大学へ。留学してるかもしれない。貯金上手になっている。
（2030年）それなりに暮らしていてそれなりにがんばってそれなりに良い人間関係を築けているだろう。

（2020年の私）
大学で経済（マーケティング）を学ぶ、実家（東京）に住む、時給の高いアルバイトで月に５万は稼ぐ、大学の
何か楽しいサークルに入っている、長く付き合っている彼氏がいる、デザイン、服を独学中、オリンピックのボラ
183
ンティア参加、料理を極める。
（2030年の私）
婚約している彼がいる、企業して、自分の会社（ブランド）をもつ、東京に住む
（20歳）
大学に行って、オリンピックのボランティアをしている。ボランティアを通してたくさんの人と知り合ってつな
184
がりが増える。
（30歳）
結婚し子供が２人いて産休を終えて仕事をしている。両親に子供の面倒を見てもらっている。近くに住んでいる。

185

186

（2020年の自分）日本の大学生。東京でルームシェア、家庭教師のバイト
（2030年の自分）専業主婦で２人子供がいる♡、南青山に住んでる！、４人家族＋秋田犬

仕事して東京に住んでる？外国に住めたらいいかな。大学に入って自分のしたい仕事のために勉強している？

最近高齢者の交通事故のニュースをよく見かけます。「自分は大丈夫」と思っていても年をかさねていくごとにどん
どん動けなくなったり、頭がすぐにまわらなくなってきていると思います。なので、交通面での高齢者のサポートが必
187 要だと思いました。
例：タクシーを割安に（高齢者の）、新たなものをつくる（横浜にある酔っ払いの人用タクシーみたいなもの）
デメリットが知りたい、それを聞いた上で判断したい。

188

都民の「多く」ではなく都民「全員」が暮らしやすいまちにしていってほしいです。

189

都立高校の土曜授業は必要でしょうか？

190

もう少し具体的に書いてあるほうが、分かりやすいと思います。

16

番号

191

ご意見・アイデア
①全体的に「負の側面」があまり見えてきません。これらの政策によって起こり得るデメリットについても教えて
ほしいです。その上で判断したい。
②高齢者の事故について―事故が相次ぎ免許を返納する高齢者も多い中で、どうサポートしていくか。
③2020に向けて
・少子化について
・エコハウス、水素自動車の普及が進んでいない。

若い人だけでなく、高齢者にも、障害者でも、誰でも自由にかつ安全で暮らせる東京がいいと思います。今は少子化
が進んでおり、若い世代がどんどん減っているため、これから若い世代が高齢者を支えていくことができるのかなーと
192
とても思います。東京都では年に１日「都民の日」がありますが、実際に私は東京都の事について考えたことが無いた
め、この日を機会に、都民みんなで東京の未来を考えていきたいです。もっとより良い東京をつくりたいです！
高齢者を行政が直接支えることも有効ですが、若者を支えることで、若者が力強く高齢者を支えられる、そんな支援
の仕方をもっと増やしていただきたいです。
残業が日本に多いのは、それを美とする風潮があることが一因だと考えます。部活動において、「本気でやらない奴
193
はやらない方が良い」や、「全てのできる限りの時間を部活に費やすべき」などの考え方を、外部から植え込まれるこ
とが、残業－、企業のために－という風潮につながると思います。部活でそのスポーツを教えるために教師になる方も
多いですが、ここでもう一度、部活の定義・意義が必要だと考えます。

194

①パブリックコメントを募集していることなどを知らなかったので、それをもっと広めて良いと思いました。
②東京オリンピックについて、約９万人のボランティアが必要だと新聞に書いてあったのを見ました。
アスリートファーストは本当に大事なものだけれど、ボランティアの人も楽しめる大会にしてほしいです。
「こんな素晴らしい大会に自分もたずさわったんだ」という思いをみんなが抱けるようにしてほしいです。

195

多摩地区の開発を！元気がないことが心配。老朽化も進んでいる。外国人に来てほしいです。

１つ疑問に思ったのですが、都庁では20時になると皆帰宅することになったと聞きましたが、そうすると自宅に仕事
196 をもって帰ることになったりしませんか…？そういうことが企業に広まったら、見えないブラック企業が生まれてしま
いそうで怖いです。
保育園・幼稚園について、数を増やしたり職員を増やしたりするだけでなく、その周囲の環境改善も必要だと思いま
す。私の家の近くで、新しく保育園を建設しようとしたが、近隣の住民に反対され、長らく着工できなかった。子供は
197
地域で育てるというような考え方は今ほとんどなくなり、都市部では近所同士の交流もほぼない状態だが、都の呼び掛
けで、その考え方が復活し、通いやすいところに保育園が増えれば嬉しいと思います。

198

外国ではフリーWi-Fiがあたりまえ。外国人旅行者の滞在できる環境は必要。それで事件になって悪いのは全部外国人
というのはおかしい。日本も日本で外国人の経済の恩恵を受けるのなら、それなりの対策が必要です。

最初のページは、読みにくいです（カタカナだらけ）。都が首をつっむべきではないようなものが多少見受けられま
199 した。このような出前授業のように、都が何をしようとしているのかをもっと都民に伝えてほしいです（現状は不透
明）。多方面に政策を展開するのはいいと思いますが、税収等を考慮して政策を実施してほしいです。
鉄道以外の交通手段の革新的な技術を模索するのもありかと思います。どこでもドア欲しいです。観光客を更に呼び
200 込む前に、テロとかの安全対策をしてほしいです。怖いので。東京の何をアピールするんですか？サムライジャパン、
スクランブルエッグとかくらいしか思いつきません。

201

実現してほしいです。

オリンピックやワールドカップをひらく上で外国のお客さんをたくさん呼ぶのに恥ずかしくない設備を整えてほし
い。競技会場が工事現場（？）みたいなのは本当にみっともない（リオではあったらしいが）。小池さんはどんどんい
202
ろんなことをやっていてすごいと思います。Ｔｈｅ働く女性って感じで好感がもてます。こんなに働いているのが目に
見える政治家は初めて見ました。

203

政策のプランの中に、教育についてのプランが少なかったように感じたので、次の世代に向けての教育を、未来の社
会に合った教育にしていってもらいたいと思いました。

17
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ご意見・アイデア

オリンピックのために盛り上げていくのは良いと思います。ですが、必要以上に税金を使われるのは都民としては何
204 とも言えない気分になるので、税金の使い方をもう少し注意して頂けるといいなと思います。また、個人的にタバコが
とても苦手なので、歩きタバコの規制をもっとしてくださると嬉しいです。

205

私は多摩地区に住んでいて、23区との格差が大きいと感じています。多摩島しょの地域も、東京の一部なので、もっ
と目を向けてほしいと思います。

206

①便利にしすぎることが人間の能力・身体面に被害を及ぼしてしまうと思う（ex.翻訳機など）
②オリンピックの冊子が税金の無駄（理由：オリンピック教育費は16億円、冊子を見積もると約２～３億→
他の事にまわせる、カバーの必要性・20ページ位に及ぶ自由帳→なぜこのようなことをしたのかを知りたい）
③コンパクトシティが私の一番の意見。全てをコンパクトにすることで、大きな役割を持つことができる⇒住み
やすいまちＴＯＫＹＯ

207

①都に集めすぎ。オリンピック不足。都がやる。
②都のイメージ、多摩のイメージ。まつりをひらく。
③都営地下鉄の民営化。
④議員の給料をカットして議員定数を増やす。

208

①東京が中心になりすぎ。
②トラブルがおきた時対策できなくなる。地方に分散させる。様々な対策に現実味がない。
③東京2020。空港の支援、多言語のパンフレット配布。
④東京の顔、おもてなし。

209

私もあまり東京の政策について知らない面々があったので、少しわかりやすくして高校の授業の一環で、講演などを
開いたらもっといいと思いました。

210

都市の役割を分散させることによって、災害や犯罪により完全に東京の動きが止まったとしても、すぐに再生可能な
日本になります。

都内各地域の紹介をする機会を作れば、外国人の方も自分に合いそうな地域を訪れ、地域の活性化につながり、経済
の発展にもつながると思います。
211
今後もパブリックコメント等の機会を作ってほしい。そこからさらに日本各地に外国人が訪れれば日本全体の経済の
発展にも。

212

①オリンピックの対応
②都で日本のガイドブックを配る。
③どんな人でも意見が言えるようにしてほしい。
④今回初めて政治に興味を持ったので、このような機会をもっと増やしてほしい。

政策に対し、意見を発表させていただくという機会はなかなかないと思うので、今回の自分にプラスになる体験をさ
213 せていただけて良かったです。技術面などで発展している都心だけではなく、特産品・観光・行事等がある地域のこと
もPRしていけたら、よりよい日本になるのではないかと思います。
使われていないような国有地の必要性がわからないので、そこではなにが行われてるのかの明示してほしいです。騒
音についての問題があってそれについての対策。一生懸命部活をやっていて、苦情が来て迷惑をかけないようにやって
214
います。具体的にはマスクをするなりして対策もしています。声が出せないので、けがも実際に出ているのでそこの解
決

215

学校の休校とかのおしらせとかのことを直してほしいです。自己判断で休んで欠席が増えたりしたくないから。

216

技術を新たに発展させていくのも良いが、発展途上国や貧困国に対して自動車など、その国に見合ったようなものを
与えていくことも大切だと思います。１つずつしっかり問題をつぶしていってほしいです。自動翻訳には反対です。

217

グランドの横に台地かあり、ネットを超えてホールが出てしまったり、部活をする上で狭かったりして邪魔なので、
壊してTグランドにすることはできませんか。安全にできるような場所にしてほしいです。

18

番号
218

ご意見・アイデア
都庁のミスで税金を無駄にしないでほしいです。

高校生が部活動に全力でとりくめる環境をつくってほしいです。近隣問題などでなかなかおもうように出来ていない
219 ところがあるので…。グランドを周りに迷惑がかからないようにするのもいいですが、学校のまわりの物件にあらかじ
め騒音問題があることを提示してもらうなど、何か良い対策があればと思っています。

220

①オリンピック前だけ税金を上げて→室→使える金を増やす。
②その後下げていく→量→都に来る人が増えるから。オリンピック効果
③本当にすべて実現できるのか？
④子供への対策を増やす。サポートを向上→させないと産もうとしても不安があって産めない
→金がかかるなど。
⑤金の使い道→地震速報みたいに全国の人に配る→知らせる→国の総決算を。
⑥人々が情報を全然持ってなくて不安すぎる。都民が圧倒的に情報弱者になっている。

221

全体を通じて、どのように行うのか、具体的なことがより明記されるとイメージがわきやすく、より意見も出しやす
いと思います。

222

具体的な話ですが、自分自身、バスを利用することが多いので、都営バスの一部路線で採用されている“新都市バス
システム”の普及をして頂ければ、混雑緩和、定時性が確保されるのではないか、と思います。

【セーフシティ】
無電柱化→都心のみ？山間部などは難しいのではないかと思う。費用・時間などの面、現実的でしょうか？
223 【ダイバーシティ】
未来を担う人材の育成。返済までに時間がかかり、それまでは借金を負っていることになる。家庭の経済状況が本当
に厳しい人はその利用すらも難しいのではないかと思います。
海外からの旅行者の増加や日本文化の輸出が特に重要だと思う。また、国内だけでなく海外でも市場を拡大し続けて
いるアニメ・マンガ等の輸出に力を注ぐべきだと思う。技術を持つ人の育成を進め、保護してもらいたいです。
224
学校教育についても教員の質の向上もしくは評価の高い教員の映像授業を行ってもらいたいです。
東京の地下は複雑なのでそれを地図アプリに反映できるようになると良いと思います。

225

ぜひ考えていただけるとありがたいです。

いくら自分が子供が好きで仕事の内容も良いなと思えていても、大学や就職で使ったお金を親に返そうと思ってもな
かなか難しいと思い、目指すのを躊躇してしまいました。他にも、中・高の専科の教員など一人暮らしや子育てが難し
226 いと感じる職があったので、改善されれば良いなと思います。
自分の適性を活かし、自分の好きなことをもっと仕事にしやすい社会だともっと暮らしやすくなるのではないかと思
います。

227

228

229

私も４年後までに協力できることがあればしたいと思います。大変だとは思いますが、頑張ってください。

教育の分野に関して、今の時代に求められる教育のかたちが、点数を求めるものなのか、より社会に近く、生きる応
用の効くものなのかはっきりとさせてほしいです。

生徒会費では電子機器が買えないので、公費での支出をお願いしたいです。

東京都が、どのようなことをしているのか不透明な部分があります。例えば予算です。確かにホームページから閲覧
できますが、インターネットを使えない学生などは情報を得にくいように思われます。学校にわかりやすい資料を配布
230
したり、マスコミを通して強くアピールをしてほしいです。
来年からも、今回のように生徒から意見を聴く機会をつくっていただきたいです。
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