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中野区政に関するアンケート結果

中野区議会議員 うちの大三郎

2023 年 1月 10日現在

令和 4 年 12 月末より、中野区内の皆さまにランダムにアンケートを郵送させていただき、100 件

を超えるご回答をいただきました。

皆様のご住所は公職選挙法第 28 条の 2（登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本

の閲覧）により、適正な手続きでを経て把握させていただきました。尚、公職選挙法第 28 条の 2

に規定された目的（政治活動・選挙活動）以外での利用は一切せず、「名簿から削除してほしい」、

というご要望をいただいた方には迅速に対応させていただいております。（その旨もお手紙に記載）

こちらのアンケート結果をもとに、中野をより住みやすいまちにするため、活動を続けてまいりま

す。具体的な陳情に関しましては、一つずつ丁寧に対応してまいります。

今後ともよろしくお願いいたします。
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●その他、中野区へのご意見ご要望がございましたらご自由にお書きください

4-5 前に救急車を呼んだ際に路上の電柱に阻まれ到着できず、遠くまで路上移動を強いれらまし

た。区役所のサイトで再三撤去をお願いしましたが黙殺されています。この事態を何とかして頂

きたいです。中野 3丁目のベーカリー「ブーゲンビリア」前の丁字路です。

いま特に応援している政党や議員さんがいるわけではなく、たまたまアンケートが届いたので、

回答しました。中野区南台に住んでいます。南台エリアは子育てするには少し不満です。いま 3

歳の子を育てていますが、徒歩でいける幼稚園は中野区だとみやしろとこまどり 2つしかありま

せん。共働きで保育園に入れる人が多いのはわかりますが、幼稚園に入れている専業主婦もこの

エリアは多い印象です。いちばん手のかかる 2、3歳の時期にワンオペで子育てしている身とし

ては、南台は環境はいいけど、子どもと遊べる施設が少なく、このあたりのママたちは杉並区の

プラザいずみに頼っていたりします。みなみ児童館や南中野児童館も空いていて使いやすいです

が、南中野児童館は午後は小さいお部屋しか使えなくなるので、2、3歳の活動量には見合わな

くなります。暑い季節、寒い季節はやはり室内で遊べる施設はありがたいです。トイレや親、下

の子同伴問題を踏まえてもずっと外で遊ぶは厳しい。ですので、子育て支援施設というか 2、3

歳の子が気兼ねなく遊べる施設があると嬉しいです (それができるころには息子はもう大きく

なってるでしょうけれど笑 )。また、幼稚園選びについても行政の寄り添いがとても少なく幼稚

園選びをする情報がとても少なく大変でした。中野区の私立幼稚園連合のホームページをみたこ

とがありますか (http://nakasiyo.tokyo/) ？ 2000 年ごろのホームページが出始めたころから

時が止まったようなサイトでなんの役にも立ちません。私立幼稚園連合は自民党が仲良しで、あ

んまり区の方でテコ入れというか協力できないといった話も聞いたことがあります。幼稚園選び

に関してはすこやかセンターでも相談したのですが、私立幼稚園の情報は持ち合わせておらず自

分で電話とのことでした。その代わり、渋谷区の幼稚園情報は持っていたり…。幼稚園に行かせ

る専業ママたちは決して暇ではありません。共稼ぎと違って家にいられるから時間たっぷりとい

うわけではないので、自力で探してくださいがどれだけつらいか理解してもらえたら嬉しいです。

いまの区長さんになって、子育て支援がたくさんなされていると感じています。だからこそ、こ

れからも子育て支援は政党の垣根を越えてみなさん協力して良い方に変えていってもらえたら区

民としては嬉しいです。

中野駅付近の放置自転車、歩きタバコ、タバコとゴミのポイ捨て、外国人のゴミマナーの悪さを

なんとかしていただきたい。

新宿区や渋谷区のような充実度はない。安全でアクセスしやすく、アニメなどの特色を出すのが

良いのかと思います。

公園に大人が出来る鉄棒を沢山作ってくれたら、多くの人が、利用し健康増進に寄与すると思い

ます

私たちにはまだ子どもはいませんが、（施設だけでなく制度でも）より子どもを育てたいと思え

る街になってほしいです。

中野区へではありませんが、太陽光パネル設置に関して、再検討お願いします。中野区のような

密集住宅地に設置して災害時に地面へパネルが落ちる可能性があり大変危険でありますし、陽当

たりが悪い地域もあります。また廃棄後の処分も決して環境に良いとは言えません。

歩きタバコをしている人が多く迷惑

中野駅にエレベーターを設置すべき。

南口再開発にも興味がある　頑張ってください

関心の高いトピック : 中野駅西口駅前再開発

子どもが育てやすい中野区を目指してほしいです。

貧困家庭への教育援助、不登校小中学生への学習支援

中野南口でコミュニケーションゲームの開発を行う会社を経営しています。 ミュージアムで作品

を展開したり、電鉄の地方創生などにも幾つか携わっております。来年は某行政区、某社からの

依頼を受けて、ホテルやサンシャインシティ、商店街を巻き込んだ開発も行います。多くの店舗

の開発 (ボードゲームカフェ、飲食店、多目的施設 )して、TVなどのメディアにも取り上げられ、

ムーブメントを創生してきました。  このようなアンケートに書くのは少し躊躇したのですが、折

角の場ですし、ポストにこのような形で投函されていたのは初めてでしたのでダメ元で気軽に書

きます。 中野という土地はサブカルチャーの残る良い街です。大学などもあって、若年層にも多

く愛される街です。ブロードウェイをはじめとする観光資源は他の街にはない良さをもっていま

すし、活かしたいし、活かせると思っています。何かしらで貢献できないかなと色々と連絡先な

ども模索してみましたが、どうもそういったものが分かりづらいように感じました。古き良きを

大切にしながらも、新しい風やチャレンジを推進していく方法を一緒に模索できたらと思いまし

た。いつかその接点がどこかにあればと思います。  先に某行政区、某社の話を書きましたが、本

心では 7年住んだ中野、会社の本拠地がある中野でコンテンツを制作したいなという気持ちが強

くあります。どうか、チャンスがあって何かで誰かがこのことを思い出すようでしたら嬉しいな

と感じます。もしくはそういったものの窓口があればご教示ください。引き続き応援しています。

街の特色が分からない、まともな政治家が出てくることを願ってます。

中野駅近くに駐輪場をふやしてほしい・中野駅南口の商業車の駐車を取り締まってほしい：実質

1車線になっている

もっと子供に優しい街にしてください。

子供を含めた若年層向けの施策をお願いします。若者がいてこそ街の活性化が進むのではと思い

ます。

図書館・スポーツセンターの利用時間が長くて助かってます。一方で、中野通りが歩道・車道が

狭く自転車の走行が危ないこと、横断歩道が少ないので高齢者がよく何もないところで横断して

いて危ないのが気になります。宜しくお願いします。

1歳の娘をもつ母です。中野駅にエスカレーターがないのが不便すぎます。数年後の中野駅リ

ニューアルにむけて工事中ではありますが、仮設でいいのでエレベーターを至急設置していただ

きたいです。私は毎回駅員さんにお願いしてベビーカーを運んでいただいてますが(私が娘を抱っ

こし )毎回頼むのもストレスで、中にはベビーカーに子供を乗せたままエスカレーターをのぼる

親を見かけます。何かの拍子で子供が転落して事故が起きたら、と不安でたまりません。なんと

か至急中野駅にエレベーターの設置をお願いします。

健診などが行われる中部すこやか福祉センターが遠いです。せっかく中心部にある、区役所で健

診などできないのか、子育て広場も区役所にあれば、と何度も思いました。新しい区役所や、新

しいサンプラザ、もしくは桃園会館、小学校跡地、南口再開発、新駅ビルなどに子育て関係の施

設が入ることを強く願っています。駅ビル内にある、八王子の子育て支援施設のように、区中心部、

中野駅近くにぜひお願いします。

Twitter で週一程度 140 字で区政の論点と進捗を配信されたら強固に支持したいと思う。多くの

有権者は（ひょっとすると候補者も）体系だって区政の責任範囲や論点を把握する機会がない為、

即物的な評価しかできないため。特に論点については、本当にそれが課題である理由から論理的

な説明が重要だと思う。（e.g. 過密な住環境の改善は、本当に区政が解決する必要性があるのか、

区民アンケートの結果そのものが真の課題を表すとは思えない）

商店街の活性化 (チェーン店、商業施設の誘致 )、南中野の鉄道空白地域の解消

豊島区の様な、区役所の上半分を賃貸で貸し建設経費を回収、出来たら良かったと思います。

斜めになっていたり、でこぼこしていたり、ベビーカーで進みにくい歩道が多いので整備してほ

しい。狭い歩道をすごいスピードで平気で走っている等自転車のマナーが悪い方が多いので取り

締まってほしい。

基本的に良いと思いますが、区報のカラー化はお金が勿体無いと思いました。

いつもありがとうございます。中野区に移り住んで 13年が経ちました。道幅が狭いこと以外は、

とても住みやすいと感じ、事情が許せば一生住み続けたいと考えています。今後の中野区は、再

開発等により人口増加が見込まれると思いますが、私が最も懸念するのは、放課後の小学生の安

全確保です。今や共働きがスタンダードである中、学童保育所は益々狭隘になり、こども本人が

通いたがらなくなるなどすれば、保護者が帰宅するまでの間、適切な監督を受けられません。また、

これは私の勤務上感じたことですが、小学生を狙う犯罪 (主に性犯罪 )は学校の訓練に登場する

絵に描いたような不審者ではなく、奇異な様子のない中学生であることも多いです。ついては、

人口増加に対応する防犯対策として、短期的には学校における訓練のアップデート (不審者の非

ステレオタイプ化及び実際の事件例の活用 )、中期的には学童保育の拡充 (増設及び利用年齢制

限の撤廃 )の２点をご検討いただきたく、お願い申し上げます。

小学校について。固定の情緒障害特別支援学級が欲しいです。世田谷区にはあるが、中野区には

知的障害の学級しかありません。ADHDと LDの私の子供は通常級で頑張ってますが、支援員

は低学年優先になってしまっていて、支援員不足を感じる事が多々あります。1クラスの人数も

多く、担任の負担が大きいです。

中野駅周辺ではオフィス、商業を中心とした開発が目白押しで、緑が少なくなり、風環境も悪化

している。駅もパンク状態で、特に障害者には使いにくい。

周囲の区と比較すると、公園が貧相であるのは残念。遊具、植栽、地面、陽当たり等。

高齢者が多いので、歩道と自転車道を分けるなどして安全性を上げて欲しい。

子供･高齢者だけでなく、独身者へのフォローも欲しい

他２３区から転居してきましたが、緑地・公園が少ない。また、都市化しているようで、住宅街

は区画整理の進捗も感じられず、長期的に住みたい区ではないと思っています。

点字ブロックの劣化が目立つ。バリアフリーを進めて障がい者や高齢者にも優しい町にして欲し

い

せっかく大学やファミリー層の多い区なのに若い世代に対しての制度を充実してないイメージが

ある

中野というイメージがもっとよくなってほしい

中野区に限られた話ではないですが外国人生活保護、太陽光パネル反対です。

震災時に想定される桃園川周辺の密集住宅地の火災が心配。　北口の建替えよりも関心はむしろ

南口開発。

待機児童中の母子に対する補助がほとんどゼロに近い

高齢者だけでなく、若者に魅力ある街づくりをして欲しい。

手当やサービスなどは高齢者や子育て世代目を向けられがちだが 1番困っているのは一人暮らし

の 20代の若者ではないのかと思います。若者向けのサービスが充実すれば中野区の人口が増え

ると思います。

お世話になります。駅前の自転車が野放図なのでどうにかご対応頂きたいです。

中野区独自の、所得に関係なく子育て家庭を支援する給付金が欲しい

生まれも育ちも中野区です。現在、第三子を妊娠してます。子育て応援券の充分な配布や、中央

付近の児童館の充実、公園の遊具の見直しなど（現在、減らしすぎに思います）もっと子育てし

やすい街になってくれると嬉しいです。

北口のファミリーマート界隈の客引き行為をなんとかしてください。家に行くまでにそこを通ら

なければいけないことが多いが目つきの悪い男性が何人もたむろしているので女性の自分からす

ると恐怖でしかない。パートナーは毎回「おっぱいおっぱい」と声をかけられ迷惑している。赤

坂や新宿でも客引き行為は禁止されているけど中野区は取り組まないんですか？治安悪いです。

広町みらい公園ですが、危ない箇所や入ってはいけない箇所が多く、安心して子供を遊ばせられ

る環境とは言えません。設計から問題があったのではないかと考えます。具体的には、真冬でも

水が張ってあり、柵もない池、柵がないのに入ってはいけない池。急な坂が多く小さい子供は親

がついて回らないと危ない。植え込みが中途半端なのか子供がどんどん立ち入ってすっかり枯れ

て消耗（？）してしまっている。かんたんに入れる高くて危ない場所。自転車やテントな制約が

多い。あれだけ広い公園なのに、インクルーシブ遊具がない。（幅広の滑り台は、そこに行くま

での足場が悪すぎて歩けない子供を抱いて上がるのは危険すぎ。インクルーシブ遊具と言えない

です）。インクルーシブ遊具については、障害児は遠出するのが難しいので大きな公園を整備す

るより、小さい公園に弥生公園にあるようなインクルーシブなブランコ（オレンジのタイプのほ

う。青いブランコは乗れる子供限られます）がひとつずつでもできたほうが、障害児は利用しや

すいです。

区立中学校のブラック校則の廃止。南中野中学校ではツーブロック禁止、靴下はワンポイントま

で、女子スカートは膝下、真夏でもベスト着用、オシャレを学校に持ち込まないなど子どもに理

由を説明できないものがたくさんあります。子どもの人権を踏みにじるかもしれません。学校に

相談しても話にならないのが現状です。子どもは成績や内申点のことがあるので言い出せません。

都立高校では廃止になったのは周知のことと思います。よろしくお願いします。

祖父の代から中野に居住し、中野が大好きです。中野駅周辺の再開発が進んでいますが、愛犬と

一緒に入れる芝生の公園やショッピングが楽しめる場所が出来ると嬉しいです。

駅前再開発で混雑がすごくなりそう、新しい住民と繋がりが持てるような地域行事がほしい、駅

周辺の小中学校が流入してくる子どもたちを受け入れきれるのか気になる

中野駅南口側に住んでいますが、夜のファミリーロードの治安の悪さが気になります。住宅街に

抜ける道なのにキャバクラの呼び込みの人にジロジロ見られたら怪しい黒塗りの車が停まってい

たり、帰宅が夜遅くなると歩くのが怖いことがあります。せっかく南口再開発が進んでいて期待

しているのに、こうした状況ではイメージダウンです。

旧公団住宅跡の駅前開発規模が大きすぎてまだ完成してないのに物凄い圧迫感のある建物になっ

ていて完成したらどうなるのか心配。またサンプラザもまだまだ使えそうなのに敢えて建て替え

る必要があるのか疑問。二転三転して理由も過程も不透明で腑に落ちない。また、北側ばかりが

再開発されていて南側との差が将来どうなるのか心配。

バイクの駐車場を増やして欲しいです

3



4-5 前に救急車を呼んだ際に路上の電柱に阻まれ到着できず、遠くまで路上移動を強いれらまし

た。区役所のサイトで再三撤去をお願いしましたが黙殺されています。この事態を何とかして頂

きたいです。中野 3丁目のベーカリー「ブーゲンビリア」前の丁字路です。

いま特に応援している政党や議員さんがいるわけではなく、たまたまアンケートが届いたので、

回答しました。中野区南台に住んでいます。南台エリアは子育てするには少し不満です。いま 3

歳の子を育てていますが、徒歩でいける幼稚園は中野区だとみやしろとこまどり 2つしかありま

せん。共働きで保育園に入れる人が多いのはわかりますが、幼稚園に入れている専業主婦もこの

エリアは多い印象です。いちばん手のかかる 2、3歳の時期にワンオペで子育てしている身とし

ては、南台は環境はいいけど、子どもと遊べる施設が少なく、このあたりのママたちは杉並区の

プラザいずみに頼っていたりします。みなみ児童館や南中野児童館も空いていて使いやすいです

が、南中野児童館は午後は小さいお部屋しか使えなくなるので、2、3歳の活動量には見合わな

くなります。暑い季節、寒い季節はやはり室内で遊べる施設はありがたいです。トイレや親、下

の子同伴問題を踏まえてもずっと外で遊ぶは厳しい。ですので、子育て支援施設というか 2、3

歳の子が気兼ねなく遊べる施設があると嬉しいです (それができるころには息子はもう大きく

なってるでしょうけれど笑 )。また、幼稚園選びについても行政の寄り添いがとても少なく幼稚

園選びをする情報がとても少なく大変でした。中野区の私立幼稚園連合のホームページをみたこ

とがありますか (http://nakasiyo.tokyo/) ？ 2000 年ごろのホームページが出始めたころから

時が止まったようなサイトでなんの役にも立ちません。私立幼稚園連合は自民党が仲良しで、あ

んまり区の方でテコ入れというか協力できないといった話も聞いたことがあります。幼稚園選び

に関してはすこやかセンターでも相談したのですが、私立幼稚園の情報は持ち合わせておらず自

分で電話とのことでした。その代わり、渋谷区の幼稚園情報は持っていたり…。幼稚園に行かせ

る専業ママたちは決して暇ではありません。共稼ぎと違って家にいられるから時間たっぷりとい

うわけではないので、自力で探してくださいがどれだけつらいか理解してもらえたら嬉しいです。

いまの区長さんになって、子育て支援がたくさんなされていると感じています。だからこそ、こ

れからも子育て支援は政党の垣根を越えてみなさん協力して良い方に変えていってもらえたら区

民としては嬉しいです。

中野駅付近の放置自転車、歩きタバコ、タバコとゴミのポイ捨て、外国人のゴミマナーの悪さを

なんとかしていただきたい。

新宿区や渋谷区のような充実度はない。安全でアクセスしやすく、アニメなどの特色を出すのが

良いのかと思います。

公園に大人が出来る鉄棒を沢山作ってくれたら、多くの人が、利用し健康増進に寄与すると思い

ます

私たちにはまだ子どもはいませんが、（施設だけでなく制度でも）より子どもを育てたいと思え

る街になってほしいです。

中野区へではありませんが、太陽光パネル設置に関して、再検討お願いします。中野区のような

密集住宅地に設置して災害時に地面へパネルが落ちる可能性があり大変危険でありますし、陽当

たりが悪い地域もあります。また廃棄後の処分も決して環境に良いとは言えません。

歩きタバコをしている人が多く迷惑

中野駅にエレベーターを設置すべき。

南口再開発にも興味がある　頑張ってください

関心の高いトピック : 中野駅西口駅前再開発

子どもが育てやすい中野区を目指してほしいです。

貧困家庭への教育援助、不登校小中学生への学習支援

中野南口でコミュニケーションゲームの開発を行う会社を経営しています。 ミュージアムで作品

を展開したり、電鉄の地方創生などにも幾つか携わっております。来年は某行政区、某社からの

依頼を受けて、ホテルやサンシャインシティ、商店街を巻き込んだ開発も行います。多くの店舗

の開発 (ボードゲームカフェ、飲食店、多目的施設 )して、TVなどのメディアにも取り上げられ、

ムーブメントを創生してきました。  このようなアンケートに書くのは少し躊躇したのですが、折

角の場ですし、ポストにこのような形で投函されていたのは初めてでしたのでダメ元で気軽に書

きます。 中野という土地はサブカルチャーの残る良い街です。大学などもあって、若年層にも多

く愛される街です。ブロードウェイをはじめとする観光資源は他の街にはない良さをもっていま

すし、活かしたいし、活かせると思っています。何かしらで貢献できないかなと色々と連絡先な

ども模索してみましたが、どうもそういったものが分かりづらいように感じました。古き良きを

大切にしながらも、新しい風やチャレンジを推進していく方法を一緒に模索できたらと思いまし

た。いつかその接点がどこかにあればと思います。  先に某行政区、某社の話を書きましたが、本

心では 7年住んだ中野、会社の本拠地がある中野でコンテンツを制作したいなという気持ちが強

くあります。どうか、チャンスがあって何かで誰かがこのことを思い出すようでしたら嬉しいな

と感じます。もしくはそういったものの窓口があればご教示ください。引き続き応援しています。

街の特色が分からない、まともな政治家が出てくることを願ってます。

中野駅近くに駐輪場をふやしてほしい・中野駅南口の商業車の駐車を取り締まってほしい：実質

1車線になっている

もっと子供に優しい街にしてください。

子供を含めた若年層向けの施策をお願いします。若者がいてこそ街の活性化が進むのではと思い

ます。

図書館・スポーツセンターの利用時間が長くて助かってます。一方で、中野通りが歩道・車道が

狭く自転車の走行が危ないこと、横断歩道が少ないので高齢者がよく何もないところで横断して

いて危ないのが気になります。宜しくお願いします。

1歳の娘をもつ母です。中野駅にエスカレーターがないのが不便すぎます。数年後の中野駅リ

ニューアルにむけて工事中ではありますが、仮設でいいのでエレベーターを至急設置していただ

きたいです。私は毎回駅員さんにお願いしてベビーカーを運んでいただいてますが(私が娘を抱っ

こし )毎回頼むのもストレスで、中にはベビーカーに子供を乗せたままエスカレーターをのぼる

親を見かけます。何かの拍子で子供が転落して事故が起きたら、と不安でたまりません。なんと

か至急中野駅にエレベーターの設置をお願いします。

健診などが行われる中部すこやか福祉センターが遠いです。せっかく中心部にある、区役所で健

診などできないのか、子育て広場も区役所にあれば、と何度も思いました。新しい区役所や、新

しいサンプラザ、もしくは桃園会館、小学校跡地、南口再開発、新駅ビルなどに子育て関係の施
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は区画整理の進捗も感じられず、長期的に住みたい区ではないと思っています。

点字ブロックの劣化が目立つ。バリアフリーを進めて障がい者や高齢者にも優しい町にして欲し

い

せっかく大学やファミリー層の多い区なのに若い世代に対しての制度を充実してないイメージが
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中野というイメージがもっとよくなってほしい

中野区に限られた話ではないですが外国人生活保護、太陽光パネル反対です。

震災時に想定される桃園川周辺の密集住宅地の火災が心配。　北口の建替えよりも関心はむしろ

南口開発。

待機児童中の母子に対する補助がほとんどゼロに近い

高齢者だけでなく、若者に魅力ある街づくりをして欲しい。

手当やサービスなどは高齢者や子育て世代目を向けられがちだが 1番困っているのは一人暮らし

の 20代の若者ではないのかと思います。若者向けのサービスが充実すれば中野区の人口が増え

ると思います。

お世話になります。駅前の自転車が野放図なのでどうにかご対応頂きたいです。

中野区独自の、所得に関係なく子育て家庭を支援する給付金が欲しい

生まれも育ちも中野区です。現在、第三子を妊娠してます。子育て応援券の充分な配布や、中央

付近の児童館の充実、公園の遊具の見直しなど（現在、減らしすぎに思います）もっと子育てし

やすい街になってくれると嬉しいです。

北口のファミリーマート界隈の客引き行為をなんとかしてください。家に行くまでにそこを通ら

なければいけないことが多いが目つきの悪い男性が何人もたむろしているので女性の自分からす

ると恐怖でしかない。パートナーは毎回「おっぱいおっぱい」と声をかけられ迷惑している。赤

坂や新宿でも客引き行為は禁止されているけど中野区は取り組まないんですか？治安悪いです。

広町みらい公園ですが、危ない箇所や入ってはいけない箇所が多く、安心して子供を遊ばせられ

る環境とは言えません。設計から問題があったのではないかと考えます。具体的には、真冬でも

水が張ってあり、柵もない池、柵がないのに入ってはいけない池。急な坂が多く小さい子供は親

がついて回らないと危ない。植え込みが中途半端なのか子供がどんどん立ち入ってすっかり枯れ

て消耗（？）してしまっている。かんたんに入れる高くて危ない場所。自転車やテントな制約が

多い。あれだけ広い公園なのに、インクルーシブ遊具がない。（幅広の滑り台は、そこに行くま

での足場が悪すぎて歩けない子供を抱いて上がるのは危険すぎ。インクルーシブ遊具と言えない

です）。インクルーシブ遊具については、障害児は遠出するのが難しいので大きな公園を整備す

るより、小さい公園に弥生公園にあるようなインクルーシブなブランコ（オレンジのタイプのほ

う。青いブランコは乗れる子供限られます）がひとつずつでもできたほうが、障害児は利用しや

すいです。

区立中学校のブラック校則の廃止。南中野中学校ではツーブロック禁止、靴下はワンポイントま

で、女子スカートは膝下、真夏でもベスト着用、オシャレを学校に持ち込まないなど子どもに理

由を説明できないものがたくさんあります。子どもの人権を踏みにじるかもしれません。学校に

相談しても話にならないのが現状です。子どもは成績や内申点のことがあるので言い出せません。

都立高校では廃止になったのは周知のことと思います。よろしくお願いします。

祖父の代から中野に居住し、中野が大好きです。中野駅周辺の再開発が進んでいますが、愛犬と

一緒に入れる芝生の公園やショッピングが楽しめる場所が出来ると嬉しいです。

駅前再開発で混雑がすごくなりそう、新しい住民と繋がりが持てるような地域行事がほしい、駅

周辺の小中学校が流入してくる子どもたちを受け入れきれるのか気になる

中野駅南口側に住んでいますが、夜のファミリーロードの治安の悪さが気になります。住宅街に

抜ける道なのにキャバクラの呼び込みの人にジロジロ見られたら怪しい黒塗りの車が停まってい

たり、帰宅が夜遅くなると歩くのが怖いことがあります。せっかく南口再開発が進んでいて期待

しているのに、こうした状況ではイメージダウンです。

旧公団住宅跡の駅前開発規模が大きすぎてまだ完成してないのに物凄い圧迫感のある建物になっ

ていて完成したらどうなるのか心配。またサンプラザもまだまだ使えそうなのに敢えて建て替え

る必要があるのか疑問。二転三転して理由も過程も不透明で腑に落ちない。また、北側ばかりが

再開発されていて南側との差が将来どうなるのか心配。

バイクの駐車場を増やして欲しいです
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く愛される街です。ブロードウェイをはじめとする観光資源は他の街にはない良さをもっていま

すし、活かしたいし、活かせると思っています。何かしらで貢献できないかなと色々と連絡先な

ども模索してみましたが、どうもそういったものが分かりづらいように感じました。古き良きを

大切にしながらも、新しい風やチャレンジを推進していく方法を一緒に模索できたらと思いまし

た。いつかその接点がどこかにあればと思います。  先に某行政区、某社の話を書きましたが、本

心では 7年住んだ中野、会社の本拠地がある中野でコンテンツを制作したいなという気持ちが強

くあります。どうか、チャンスがあって何かで誰かがこのことを思い出すようでしたら嬉しいな

と感じます。もしくはそういったものの窓口があればご教示ください。引き続き応援しています。

街の特色が分からない、まともな政治家が出てくることを願ってます。

中野駅近くに駐輪場をふやしてほしい・中野駅南口の商業車の駐車を取り締まってほしい：実質

1車線になっている

もっと子供に優しい街にしてください。

子供を含めた若年層向けの施策をお願いします。若者がいてこそ街の活性化が進むのではと思い

ます。

図書館・スポーツセンターの利用時間が長くて助かってます。一方で、中野通りが歩道・車道が

狭く自転車の走行が危ないこと、横断歩道が少ないので高齢者がよく何もないところで横断して

いて危ないのが気になります。宜しくお願いします。

1歳の娘をもつ母です。中野駅にエスカレーターがないのが不便すぎます。数年後の中野駅リ

ニューアルにむけて工事中ではありますが、仮設でいいのでエレベーターを至急設置していただ

きたいです。私は毎回駅員さんにお願いしてベビーカーを運んでいただいてますが(私が娘を抱っ

こし )毎回頼むのもストレスで、中にはベビーカーに子供を乗せたままエスカレーターをのぼる

親を見かけます。何かの拍子で子供が転落して事故が起きたら、と不安でたまりません。なんと

か至急中野駅にエレベーターの設置をお願いします。

健診などが行われる中部すこやか福祉センターが遠いです。せっかく中心部にある、区役所で健

診などできないのか、子育て広場も区役所にあれば、と何度も思いました。新しい区役所や、新

しいサンプラザ、もしくは桃園会館、小学校跡地、南口再開発、新駅ビルなどに子育て関係の施

設が入ることを強く願っています。駅ビル内にある、八王子の子育て支援施設のように、区中心部、

中野駅近くにぜひお願いします。

Twitter で週一程度 140 字で区政の論点と進捗を配信されたら強固に支持したいと思う。多くの

有権者は（ひょっとすると候補者も）体系だって区政の責任範囲や論点を把握する機会がない為、

即物的な評価しかできないため。特に論点については、本当にそれが課題である理由から論理的

な説明が重要だと思う。（e.g. 過密な住環境の改善は、本当に区政が解決する必要性があるのか、

区民アンケートの結果そのものが真の課題を表すとは思えない）

商店街の活性化 (チェーン店、商業施設の誘致 )、南中野の鉄道空白地域の解消

豊島区の様な、区役所の上半分を賃貸で貸し建設経費を回収、出来たら良かったと思います。

斜めになっていたり、でこぼこしていたり、ベビーカーで進みにくい歩道が多いので整備してほ

しい。狭い歩道をすごいスピードで平気で走っている等自転車のマナーが悪い方が多いので取り

締まってほしい。

基本的に良いと思いますが、区報のカラー化はお金が勿体無いと思いました。

いつもありがとうございます。中野区に移り住んで 13年が経ちました。道幅が狭いこと以外は、

とても住みやすいと感じ、事情が許せば一生住み続けたいと考えています。今後の中野区は、再

開発等により人口増加が見込まれると思いますが、私が最も懸念するのは、放課後の小学生の安

全確保です。今や共働きがスタンダードである中、学童保育所は益々狭隘になり、こども本人が

通いたがらなくなるなどすれば、保護者が帰宅するまでの間、適切な監督を受けられません。また、

これは私の勤務上感じたことですが、小学生を狙う犯罪 (主に性犯罪 )は学校の訓練に登場する

絵に描いたような不審者ではなく、奇異な様子のない中学生であることも多いです。ついては、

人口増加に対応する防犯対策として、短期的には学校における訓練のアップデート (不審者の非

ステレオタイプ化及び実際の事件例の活用 )、中期的には学童保育の拡充 (増設及び利用年齢制

限の撤廃 )の２点をご検討いただきたく、お願い申し上げます。

小学校について。固定の情緒障害特別支援学級が欲しいです。世田谷区にはあるが、中野区には

知的障害の学級しかありません。ADHDと LDの私の子供は通常級で頑張ってますが、支援員

は低学年優先になってしまっていて、支援員不足を感じる事が多々あります。1クラスの人数も

多く、担任の負担が大きいです。

中野駅周辺ではオフィス、商業を中心とした開発が目白押しで、緑が少なくなり、風環境も悪化

している。駅もパンク状態で、特に障害者には使いにくい。

周囲の区と比較すると、公園が貧相であるのは残念。遊具、植栽、地面、陽当たり等。

高齢者が多いので、歩道と自転車道を分けるなどして安全性を上げて欲しい。

子供･高齢者だけでなく、独身者へのフォローも欲しい

他２３区から転居してきましたが、緑地・公園が少ない。また、都市化しているようで、住宅街

は区画整理の進捗も感じられず、長期的に住みたい区ではないと思っています。

点字ブロックの劣化が目立つ。バリアフリーを進めて障がい者や高齢者にも優しい町にして欲し

い

せっかく大学やファミリー層の多い区なのに若い世代に対しての制度を充実してないイメージが

ある

中野というイメージがもっとよくなってほしい

中野区に限られた話ではないですが外国人生活保護、太陽光パネル反対です。

震災時に想定される桃園川周辺の密集住宅地の火災が心配。　北口の建替えよりも関心はむしろ

南口開発。

待機児童中の母子に対する補助がほとんどゼロに近い

高齢者だけでなく、若者に魅力ある街づくりをして欲しい。

手当やサービスなどは高齢者や子育て世代目を向けられがちだが 1番困っているのは一人暮らし

の 20代の若者ではないのかと思います。若者向けのサービスが充実すれば中野区の人口が増え

ると思います。

お世話になります。駅前の自転車が野放図なのでどうにかご対応頂きたいです。

中野区独自の、所得に関係なく子育て家庭を支援する給付金が欲しい

生まれも育ちも中野区です。現在、第三子を妊娠してます。子育て応援券の充分な配布や、中央

付近の児童館の充実、公園の遊具の見直しなど（現在、減らしすぎに思います）もっと子育てし

やすい街になってくれると嬉しいです。

北口のファミリーマート界隈の客引き行為をなんとかしてください。家に行くまでにそこを通ら

なければいけないことが多いが目つきの悪い男性が何人もたむろしているので女性の自分からす

ると恐怖でしかない。パートナーは毎回「おっぱいおっぱい」と声をかけられ迷惑している。赤

坂や新宿でも客引き行為は禁止されているけど中野区は取り組まないんですか？治安悪いです。

広町みらい公園ですが、危ない箇所や入ってはいけない箇所が多く、安心して子供を遊ばせられ

る環境とは言えません。設計から問題があったのではないかと考えます。具体的には、真冬でも

水が張ってあり、柵もない池、柵がないのに入ってはいけない池。急な坂が多く小さい子供は親

がついて回らないと危ない。植え込みが中途半端なのか子供がどんどん立ち入ってすっかり枯れ

て消耗（？）してしまっている。かんたんに入れる高くて危ない場所。自転車やテントな制約が

多い。あれだけ広い公園なのに、インクルーシブ遊具がない。（幅広の滑り台は、そこに行くま

での足場が悪すぎて歩けない子供を抱いて上がるのは危険すぎ。インクルーシブ遊具と言えない

です）。インクルーシブ遊具については、障害児は遠出するのが難しいので大きな公園を整備す

るより、小さい公園に弥生公園にあるようなインクルーシブなブランコ（オレンジのタイプのほ

う。青いブランコは乗れる子供限られます）がひとつずつでもできたほうが、障害児は利用しや

すいです。

区立中学校のブラック校則の廃止。南中野中学校ではツーブロック禁止、靴下はワンポイントま

で、女子スカートは膝下、真夏でもベスト着用、オシャレを学校に持ち込まないなど子どもに理

由を説明できないものがたくさんあります。子どもの人権を踏みにじるかもしれません。学校に

相談しても話にならないのが現状です。子どもは成績や内申点のことがあるので言い出せません。

都立高校では廃止になったのは周知のことと思います。よろしくお願いします。

祖父の代から中野に居住し、中野が大好きです。中野駅周辺の再開発が進んでいますが、愛犬と

一緒に入れる芝生の公園やショッピングが楽しめる場所が出来ると嬉しいです。

駅前再開発で混雑がすごくなりそう、新しい住民と繋がりが持てるような地域行事がほしい、駅

周辺の小中学校が流入してくる子どもたちを受け入れきれるのか気になる

中野駅南口側に住んでいますが、夜のファミリーロードの治安の悪さが気になります。住宅街に

抜ける道なのにキャバクラの呼び込みの人にジロジロ見られたら怪しい黒塗りの車が停まってい

たり、帰宅が夜遅くなると歩くのが怖いことがあります。せっかく南口再開発が進んでいて期待

しているのに、こうした状況ではイメージダウンです。

旧公団住宅跡の駅前開発規模が大きすぎてまだ完成してないのに物凄い圧迫感のある建物になっ

ていて完成したらどうなるのか心配。またサンプラザもまだまだ使えそうなのに敢えて建て替え

る必要があるのか疑問。二転三転して理由も過程も不透明で腑に落ちない。また、北側ばかりが

再開発されていて南側との差が将来どうなるのか心配。

バイクの駐車場を増やして欲しいです
※特定を避けるために、具体名でご回答いただいた部分に関してはこちらで一部削除・変更させていただいて
おります。
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4-5 前に救急車を呼んだ際に路上の電柱に阻まれ到着できず、遠くまで路上移動を強いれらまし

た。区役所のサイトで再三撤去をお願いしましたが黙殺されています。この事態を何とかして頂

きたいです。中野 3丁目のベーカリー「ブーゲンビリア」前の丁字路です。

いま特に応援している政党や議員さんがいるわけではなく、たまたまアンケートが届いたので、

回答しました。中野区南台に住んでいます。南台エリアは子育てするには少し不満です。いま 3

歳の子を育てていますが、徒歩でいける幼稚園は中野区だとみやしろとこまどり 2つしかありま

せん。共働きで保育園に入れる人が多いのはわかりますが、幼稚園に入れている専業主婦もこの

エリアは多い印象です。いちばん手のかかる 2、3歳の時期にワンオペで子育てしている身とし

ては、南台は環境はいいけど、子どもと遊べる施設が少なく、このあたりのママたちは杉並区の

プラザいずみに頼っていたりします。みなみ児童館や南中野児童館も空いていて使いやすいです

が、南中野児童館は午後は小さいお部屋しか使えなくなるので、2、3歳の活動量には見合わな

くなります。暑い季節、寒い季節はやはり室内で遊べる施設はありがたいです。トイレや親、下

の子同伴問題を踏まえてもずっと外で遊ぶは厳しい。ですので、子育て支援施設というか 2、3

歳の子が気兼ねなく遊べる施設があると嬉しいです (それができるころには息子はもう大きく

なってるでしょうけれど笑 )。また、幼稚園選びについても行政の寄り添いがとても少なく幼稚

園選びをする情報がとても少なく大変でした。中野区の私立幼稚園連合のホームページをみたこ

とがありますか (http://nakasiyo.tokyo/) ？ 2000 年ごろのホームページが出始めたころから

時が止まったようなサイトでなんの役にも立ちません。私立幼稚園連合は自民党が仲良しで、あ

んまり区の方でテコ入れというか協力できないといった話も聞いたことがあります。幼稚園選び

に関してはすこやかセンターでも相談したのですが、私立幼稚園の情報は持ち合わせておらず自

分で電話とのことでした。その代わり、渋谷区の幼稚園情報は持っていたり…。幼稚園に行かせ

る専業ママたちは決して暇ではありません。共稼ぎと違って家にいられるから時間たっぷりとい

うわけではないので、自力で探してくださいがどれだけつらいか理解してもらえたら嬉しいです。

いまの区長さんになって、子育て支援がたくさんなされていると感じています。だからこそ、こ

れからも子育て支援は政党の垣根を越えてみなさん協力して良い方に変えていってもらえたら区

民としては嬉しいです。

中野駅付近の放置自転車、歩きタバコ、タバコとゴミのポイ捨て、外国人のゴミマナーの悪さを

なんとかしていただきたい。

新宿区や渋谷区のような充実度はない。安全でアクセスしやすく、アニメなどの特色を出すのが

良いのかと思います。

公園に大人が出来る鉄棒を沢山作ってくれたら、多くの人が、利用し健康増進に寄与すると思い

ます

私たちにはまだ子どもはいませんが、（施設だけでなく制度でも）より子どもを育てたいと思え

る街になってほしいです。

中野区へではありませんが、太陽光パネル設置に関して、再検討お願いします。中野区のような

密集住宅地に設置して災害時に地面へパネルが落ちる可能性があり大変危険でありますし、陽当

たりが悪い地域もあります。また廃棄後の処分も決して環境に良いとは言えません。

歩きタバコをしている人が多く迷惑

中野駅にエレベーターを設置すべき。

南口再開発にも興味がある　頑張ってください

関心の高いトピック : 中野駅西口駅前再開発

子どもが育てやすい中野区を目指してほしいです。

貧困家庭への教育援助、不登校小中学生への学習支援

中野南口でコミュニケーションゲームの開発を行う会社を経営しています。 ミュージアムで作品

を展開したり、電鉄の地方創生などにも幾つか携わっております。来年は某行政区、某社からの

依頼を受けて、ホテルやサンシャインシティ、商店街を巻き込んだ開発も行います。多くの店舗

の開発 (ボードゲームカフェ、飲食店、多目的施設 )して、TVなどのメディアにも取り上げられ、

ムーブメントを創生してきました。  このようなアンケートに書くのは少し躊躇したのですが、折

角の場ですし、ポストにこのような形で投函されていたのは初めてでしたのでダメ元で気軽に書

きます。 中野という土地はサブカルチャーの残る良い街です。大学などもあって、若年層にも多

く愛される街です。ブロードウェイをはじめとする観光資源は他の街にはない良さをもっていま

すし、活かしたいし、活かせると思っています。何かしらで貢献できないかなと色々と連絡先な

ども模索してみましたが、どうもそういったものが分かりづらいように感じました。古き良きを

大切にしながらも、新しい風やチャレンジを推進していく方法を一緒に模索できたらと思いまし

た。いつかその接点がどこかにあればと思います。  先に某行政区、某社の話を書きましたが、本

心では 7年住んだ中野、会社の本拠地がある中野でコンテンツを制作したいなという気持ちが強

くあります。どうか、チャンスがあって何かで誰かがこのことを思い出すようでしたら嬉しいな

と感じます。もしくはそういったものの窓口があればご教示ください。引き続き応援しています。

街の特色が分からない、まともな政治家が出てくることを願ってます。

中野駅近くに駐輪場をふやしてほしい・中野駅南口の商業車の駐車を取り締まってほしい：実質

1車線になっている

もっと子供に優しい街にしてください。

子供を含めた若年層向けの施策をお願いします。若者がいてこそ街の活性化が進むのではと思い

ます。

図書館・スポーツセンターの利用時間が長くて助かってます。一方で、中野通りが歩道・車道が

狭く自転車の走行が危ないこと、横断歩道が少ないので高齢者がよく何もないところで横断して

いて危ないのが気になります。宜しくお願いします。

1歳の娘をもつ母です。中野駅にエスカレーターがないのが不便すぎます。数年後の中野駅リ

ニューアルにむけて工事中ではありますが、仮設でいいのでエレベーターを至急設置していただ

きたいです。私は毎回駅員さんにお願いしてベビーカーを運んでいただいてますが(私が娘を抱っ

こし )毎回頼むのもストレスで、中にはベビーカーに子供を乗せたままエスカレーターをのぼる

親を見かけます。何かの拍子で子供が転落して事故が起きたら、と不安でたまりません。なんと

か至急中野駅にエレベーターの設置をお願いします。

健診などが行われる中部すこやか福祉センターが遠いです。せっかく中心部にある、区役所で健

診などできないのか、子育て広場も区役所にあれば、と何度も思いました。新しい区役所や、新

しいサンプラザ、もしくは桃園会館、小学校跡地、南口再開発、新駅ビルなどに子育て関係の施

設が入ることを強く願っています。駅ビル内にある、八王子の子育て支援施設のように、区中心部、

中野駅近くにぜひお願いします。

Twitter で週一程度 140 字で区政の論点と進捗を配信されたら強固に支持したいと思う。多くの

有権者は（ひょっとすると候補者も）体系だって区政の責任範囲や論点を把握する機会がない為、

即物的な評価しかできないため。特に論点については、本当にそれが課題である理由から論理的

な説明が重要だと思う。（e.g. 過密な住環境の改善は、本当に区政が解決する必要性があるのか、

区民アンケートの結果そのものが真の課題を表すとは思えない）

商店街の活性化 (チェーン店、商業施設の誘致 )、南中野の鉄道空白地域の解消

豊島区の様な、区役所の上半分を賃貸で貸し建設経費を回収、出来たら良かったと思います。

斜めになっていたり、でこぼこしていたり、ベビーカーで進みにくい歩道が多いので整備してほ

しい。狭い歩道をすごいスピードで平気で走っている等自転車のマナーが悪い方が多いので取り

締まってほしい。

基本的に良いと思いますが、区報のカラー化はお金が勿体無いと思いました。

いつもありがとうございます。中野区に移り住んで 13年が経ちました。道幅が狭いこと以外は、

とても住みやすいと感じ、事情が許せば一生住み続けたいと考えています。今後の中野区は、再

開発等により人口増加が見込まれると思いますが、私が最も懸念するのは、放課後の小学生の安

全確保です。今や共働きがスタンダードである中、学童保育所は益々狭隘になり、こども本人が

通いたがらなくなるなどすれば、保護者が帰宅するまでの間、適切な監督を受けられません。また、

これは私の勤務上感じたことですが、小学生を狙う犯罪 (主に性犯罪 )は学校の訓練に登場する

絵に描いたような不審者ではなく、奇異な様子のない中学生であることも多いです。ついては、

人口増加に対応する防犯対策として、短期的には学校における訓練のアップデート (不審者の非

ステレオタイプ化及び実際の事件例の活用 )、中期的には学童保育の拡充 (増設及び利用年齢制

限の撤廃 )の２点をご検討いただきたく、お願い申し上げます。

小学校について。固定の情緒障害特別支援学級が欲しいです。世田谷区にはあるが、中野区には

知的障害の学級しかありません。ADHDと LDの私の子供は通常級で頑張ってますが、支援員

は低学年優先になってしまっていて、支援員不足を感じる事が多々あります。1クラスの人数も

多く、担任の負担が大きいです。

中野駅周辺ではオフィス、商業を中心とした開発が目白押しで、緑が少なくなり、風環境も悪化

している。駅もパンク状態で、特に障害者には使いにくい。

周囲の区と比較すると、公園が貧相であるのは残念。遊具、植栽、地面、陽当たり等。

高齢者が多いので、歩道と自転車道を分けるなどして安全性を上げて欲しい。

子供･高齢者だけでなく、独身者へのフォローも欲しい

他２３区から転居してきましたが、緑地・公園が少ない。また、都市化しているようで、住宅街

は区画整理の進捗も感じられず、長期的に住みたい区ではないと思っています。

点字ブロックの劣化が目立つ。バリアフリーを進めて障がい者や高齢者にも優しい町にして欲し

い

せっかく大学やファミリー層の多い区なのに若い世代に対しての制度を充実してないイメージが

ある

中野というイメージがもっとよくなってほしい

中野区に限られた話ではないですが外国人生活保護、太陽光パネル反対です。

震災時に想定される桃園川周辺の密集住宅地の火災が心配。　北口の建替えよりも関心はむしろ

南口開発。

待機児童中の母子に対する補助がほとんどゼロに近い

高齢者だけでなく、若者に魅力ある街づくりをして欲しい。

手当やサービスなどは高齢者や子育て世代目を向けられがちだが 1番困っているのは一人暮らし

の 20代の若者ではないのかと思います。若者向けのサービスが充実すれば中野区の人口が増え

ると思います。

お世話になります。駅前の自転車が野放図なのでどうにかご対応頂きたいです。

中野区独自の、所得に関係なく子育て家庭を支援する給付金が欲しい

生まれも育ちも中野区です。現在、第三子を妊娠してます。子育て応援券の充分な配布や、中央

付近の児童館の充実、公園の遊具の見直しなど（現在、減らしすぎに思います）もっと子育てし

やすい街になってくれると嬉しいです。

北口のファミリーマート界隈の客引き行為をなんとかしてください。家に行くまでにそこを通ら

なければいけないことが多いが目つきの悪い男性が何人もたむろしているので女性の自分からす

ると恐怖でしかない。パートナーは毎回「おっぱいおっぱい」と声をかけられ迷惑している。赤

坂や新宿でも客引き行為は禁止されているけど中野区は取り組まないんですか？治安悪いです。

広町みらい公園ですが、危ない箇所や入ってはいけない箇所が多く、安心して子供を遊ばせられ

る環境とは言えません。設計から問題があったのではないかと考えます。具体的には、真冬でも

水が張ってあり、柵もない池、柵がないのに入ってはいけない池。急な坂が多く小さい子供は親

がついて回らないと危ない。植え込みが中途半端なのか子供がどんどん立ち入ってすっかり枯れ

て消耗（？）してしまっている。かんたんに入れる高くて危ない場所。自転車やテントな制約が

多い。あれだけ広い公園なのに、インクルーシブ遊具がない。（幅広の滑り台は、そこに行くま

での足場が悪すぎて歩けない子供を抱いて上がるのは危険すぎ。インクルーシブ遊具と言えない

です）。インクルーシブ遊具については、障害児は遠出するのが難しいので大きな公園を整備す

るより、小さい公園に弥生公園にあるようなインクルーシブなブランコ（オレンジのタイプのほ

う。青いブランコは乗れる子供限られます）がひとつずつでもできたほうが、障害児は利用しや

すいです。

区立中学校のブラック校則の廃止。南中野中学校ではツーブロック禁止、靴下はワンポイントま

で、女子スカートは膝下、真夏でもベスト着用、オシャレを学校に持ち込まないなど子どもに理

由を説明できないものがたくさんあります。子どもの人権を踏みにじるかもしれません。学校に

相談しても話にならないのが現状です。子どもは成績や内申点のことがあるので言い出せません。

都立高校では廃止になったのは周知のことと思います。よろしくお願いします。

祖父の代から中野に居住し、中野が大好きです。中野駅周辺の再開発が進んでいますが、愛犬と

一緒に入れる芝生の公園やショッピングが楽しめる場所が出来ると嬉しいです。

駅前再開発で混雑がすごくなりそう、新しい住民と繋がりが持てるような地域行事がほしい、駅

周辺の小中学校が流入してくる子どもたちを受け入れきれるのか気になる

中野駅南口側に住んでいますが、夜のファミリーロードの治安の悪さが気になります。住宅街に

抜ける道なのにキャバクラの呼び込みの人にジロジロ見られたら怪しい黒塗りの車が停まってい

たり、帰宅が夜遅くなると歩くのが怖いことがあります。せっかく南口再開発が進んでいて期待

しているのに、こうした状況ではイメージダウンです。

旧公団住宅跡の駅前開発規模が大きすぎてまだ完成してないのに物凄い圧迫感のある建物になっ

ていて完成したらどうなるのか心配。またサンプラザもまだまだ使えそうなのに敢えて建て替え

る必要があるのか疑問。二転三転して理由も過程も不透明で腑に落ちない。また、北側ばかりが

再開発されていて南側との差が将来どうなるのか心配。

バイクの駐車場を増やして欲しいです
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4-5 前に救急車を呼んだ際に路上の電柱に阻まれ到着できず、遠くまで路上移動を強いれらまし

た。区役所のサイトで再三撤去をお願いしましたが黙殺されています。この事態を何とかして頂

きたいです。中野 3丁目のベーカリー「ブーゲンビリア」前の丁字路です。

いま特に応援している政党や議員さんがいるわけではなく、たまたまアンケートが届いたので、

回答しました。中野区南台に住んでいます。南台エリアは子育てするには少し不満です。いま 3

歳の子を育てていますが、徒歩でいける幼稚園は中野区だとみやしろとこまどり 2つしかありま

せん。共働きで保育園に入れる人が多いのはわかりますが、幼稚園に入れている専業主婦もこの

エリアは多い印象です。いちばん手のかかる 2、3歳の時期にワンオペで子育てしている身とし

ては、南台は環境はいいけど、子どもと遊べる施設が少なく、このあたりのママたちは杉並区の

プラザいずみに頼っていたりします。みなみ児童館や南中野児童館も空いていて使いやすいです

が、南中野児童館は午後は小さいお部屋しか使えなくなるので、2、3歳の活動量には見合わな

くなります。暑い季節、寒い季節はやはり室内で遊べる施設はありがたいです。トイレや親、下

の子同伴問題を踏まえてもずっと外で遊ぶは厳しい。ですので、子育て支援施設というか 2、3

歳の子が気兼ねなく遊べる施設があると嬉しいです (それができるころには息子はもう大きく

なってるでしょうけれど笑 )。また、幼稚園選びについても行政の寄り添いがとても少なく幼稚

園選びをする情報がとても少なく大変でした。中野区の私立幼稚園連合のホームページをみたこ

とがありますか (http://nakasiyo.tokyo/) ？ 2000 年ごろのホームページが出始めたころから

時が止まったようなサイトでなんの役にも立ちません。私立幼稚園連合は自民党が仲良しで、あ

んまり区の方でテコ入れというか協力できないといった話も聞いたことがあります。幼稚園選び

に関してはすこやかセンターでも相談したのですが、私立幼稚園の情報は持ち合わせておらず自

分で電話とのことでした。その代わり、渋谷区の幼稚園情報は持っていたり…。幼稚園に行かせ

る専業ママたちは決して暇ではありません。共稼ぎと違って家にいられるから時間たっぷりとい

うわけではないので、自力で探してくださいがどれだけつらいか理解してもらえたら嬉しいです。

いまの区長さんになって、子育て支援がたくさんなされていると感じています。だからこそ、こ

れからも子育て支援は政党の垣根を越えてみなさん協力して良い方に変えていってもらえたら区

民としては嬉しいです。

中野駅付近の放置自転車、歩きタバコ、タバコとゴミのポイ捨て、外国人のゴミマナーの悪さを

なんとかしていただきたい。

新宿区や渋谷区のような充実度はない。安全でアクセスしやすく、アニメなどの特色を出すのが

良いのかと思います。

公園に大人が出来る鉄棒を沢山作ってくれたら、多くの人が、利用し健康増進に寄与すると思い

ます

私たちにはまだ子どもはいませんが、（施設だけでなく制度でも）より子どもを育てたいと思え

る街になってほしいです。

中野区へではありませんが、太陽光パネル設置に関して、再検討お願いします。中野区のような

密集住宅地に設置して災害時に地面へパネルが落ちる可能性があり大変危険でありますし、陽当

たりが悪い地域もあります。また廃棄後の処分も決して環境に良いとは言えません。

歩きタバコをしている人が多く迷惑

中野駅にエレベーターを設置すべき。

南口再開発にも興味がある　頑張ってください

関心の高いトピック : 中野駅西口駅前再開発

子どもが育てやすい中野区を目指してほしいです。

貧困家庭への教育援助、不登校小中学生への学習支援

中野南口でコミュニケーションゲームの開発を行う会社を経営しています。 ミュージアムで作品

を展開したり、電鉄の地方創生などにも幾つか携わっております。来年は某行政区、某社からの

依頼を受けて、ホテルやサンシャインシティ、商店街を巻き込んだ開発も行います。多くの店舗

の開発 (ボードゲームカフェ、飲食店、多目的施設 )して、TVなどのメディアにも取り上げられ、

ムーブメントを創生してきました。  このようなアンケートに書くのは少し躊躇したのですが、折

角の場ですし、ポストにこのような形で投函されていたのは初めてでしたのでダメ元で気軽に書

きます。 中野という土地はサブカルチャーの残る良い街です。大学などもあって、若年層にも多

く愛される街です。ブロードウェイをはじめとする観光資源は他の街にはない良さをもっていま

すし、活かしたいし、活かせると思っています。何かしらで貢献できないかなと色々と連絡先な

ども模索してみましたが、どうもそういったものが分かりづらいように感じました。古き良きを

大切にしながらも、新しい風やチャレンジを推進していく方法を一緒に模索できたらと思いまし

た。いつかその接点がどこかにあればと思います。  先に某行政区、某社の話を書きましたが、本

心では 7年住んだ中野、会社の本拠地がある中野でコンテンツを制作したいなという気持ちが強

くあります。どうか、チャンスがあって何かで誰かがこのことを思い出すようでしたら嬉しいな

と感じます。もしくはそういったものの窓口があればご教示ください。引き続き応援しています。

街の特色が分からない、まともな政治家が出てくることを願ってます。

中野駅近くに駐輪場をふやしてほしい・中野駅南口の商業車の駐車を取り締まってほしい：実質

1車線になっている

もっと子供に優しい街にしてください。

子供を含めた若年層向けの施策をお願いします。若者がいてこそ街の活性化が進むのではと思い

ます。

図書館・スポーツセンターの利用時間が長くて助かってます。一方で、中野通りが歩道・車道が

狭く自転車の走行が危ないこと、横断歩道が少ないので高齢者がよく何もないところで横断して

いて危ないのが気になります。宜しくお願いします。

1歳の娘をもつ母です。中野駅にエスカレーターがないのが不便すぎます。数年後の中野駅リ

ニューアルにむけて工事中ではありますが、仮設でいいのでエレベーターを至急設置していただ

きたいです。私は毎回駅員さんにお願いしてベビーカーを運んでいただいてますが(私が娘を抱っ

こし )毎回頼むのもストレスで、中にはベビーカーに子供を乗せたままエスカレーターをのぼる

親を見かけます。何かの拍子で子供が転落して事故が起きたら、と不安でたまりません。なんと

か至急中野駅にエレベーターの設置をお願いします。

健診などが行われる中部すこやか福祉センターが遠いです。せっかく中心部にある、区役所で健

診などできないのか、子育て広場も区役所にあれば、と何度も思いました。新しい区役所や、新

しいサンプラザ、もしくは桃園会館、小学校跡地、南口再開発、新駅ビルなどに子育て関係の施

設が入ることを強く願っています。駅ビル内にある、八王子の子育て支援施設のように、区中心部、

中野駅近くにぜひお願いします。

Twitter で週一程度 140 字で区政の論点と進捗を配信されたら強固に支持したいと思う。多くの

有権者は（ひょっとすると候補者も）体系だって区政の責任範囲や論点を把握する機会がない為、

即物的な評価しかできないため。特に論点については、本当にそれが課題である理由から論理的

な説明が重要だと思う。（e.g. 過密な住環境の改善は、本当に区政が解決する必要性があるのか、

区民アンケートの結果そのものが真の課題を表すとは思えない）

商店街の活性化 (チェーン店、商業施設の誘致 )、南中野の鉄道空白地域の解消

豊島区の様な、区役所の上半分を賃貸で貸し建設経費を回収、出来たら良かったと思います。

斜めになっていたり、でこぼこしていたり、ベビーカーで進みにくい歩道が多いので整備してほ

しい。狭い歩道をすごいスピードで平気で走っている等自転車のマナーが悪い方が多いので取り

締まってほしい。

基本的に良いと思いますが、区報のカラー化はお金が勿体無いと思いました。

いつもありがとうございます。中野区に移り住んで 13年が経ちました。道幅が狭いこと以外は、

とても住みやすいと感じ、事情が許せば一生住み続けたいと考えています。今後の中野区は、再

開発等により人口増加が見込まれると思いますが、私が最も懸念するのは、放課後の小学生の安

全確保です。今や共働きがスタンダードである中、学童保育所は益々狭隘になり、こども本人が

通いたがらなくなるなどすれば、保護者が帰宅するまでの間、適切な監督を受けられません。また、

これは私の勤務上感じたことですが、小学生を狙う犯罪 (主に性犯罪 )は学校の訓練に登場する

絵に描いたような不審者ではなく、奇異な様子のない中学生であることも多いです。ついては、

人口増加に対応する防犯対策として、短期的には学校における訓練のアップデート (不審者の非

ステレオタイプ化及び実際の事件例の活用 )、中期的には学童保育の拡充 (増設及び利用年齢制

限の撤廃 )の２点をご検討いただきたく、お願い申し上げます。

小学校について。固定の情緒障害特別支援学級が欲しいです。世田谷区にはあるが、中野区には

知的障害の学級しかありません。ADHDと LDの私の子供は通常級で頑張ってますが、支援員

は低学年優先になってしまっていて、支援員不足を感じる事が多々あります。1クラスの人数も

多く、担任の負担が大きいです。

中野駅周辺ではオフィス、商業を中心とした開発が目白押しで、緑が少なくなり、風環境も悪化

している。駅もパンク状態で、特に障害者には使いにくい。

周囲の区と比較すると、公園が貧相であるのは残念。遊具、植栽、地面、陽当たり等。

高齢者が多いので、歩道と自転車道を分けるなどして安全性を上げて欲しい。

子供･高齢者だけでなく、独身者へのフォローも欲しい

他２３区から転居してきましたが、緑地・公園が少ない。また、都市化しているようで、住宅街

は区画整理の進捗も感じられず、長期的に住みたい区ではないと思っています。

点字ブロックの劣化が目立つ。バリアフリーを進めて障がい者や高齢者にも優しい町にして欲し

い

せっかく大学やファミリー層の多い区なのに若い世代に対しての制度を充実してないイメージが

ある

中野というイメージがもっとよくなってほしい

中野区に限られた話ではないですが外国人生活保護、太陽光パネル反対です。

震災時に想定される桃園川周辺の密集住宅地の火災が心配。　北口の建替えよりも関心はむしろ

南口開発。

待機児童中の母子に対する補助がほとんどゼロに近い

高齢者だけでなく、若者に魅力ある街づくりをして欲しい。

手当やサービスなどは高齢者や子育て世代目を向けられがちだが 1番困っているのは一人暮らし

の 20代の若者ではないのかと思います。若者向けのサービスが充実すれば中野区の人口が増え

ると思います。

お世話になります。駅前の自転車が野放図なのでどうにかご対応頂きたいです。

中野区独自の、所得に関係なく子育て家庭を支援する給付金が欲しい

生まれも育ちも中野区です。現在、第三子を妊娠してます。子育て応援券の充分な配布や、中央

付近の児童館の充実、公園の遊具の見直しなど（現在、減らしすぎに思います）もっと子育てし

やすい街になってくれると嬉しいです。

北口のファミリーマート界隈の客引き行為をなんとかしてください。家に行くまでにそこを通ら

なければいけないことが多いが目つきの悪い男性が何人もたむろしているので女性の自分からす

ると恐怖でしかない。パートナーは毎回「おっぱいおっぱい」と声をかけられ迷惑している。赤

坂や新宿でも客引き行為は禁止されているけど中野区は取り組まないんですか？治安悪いです。

広町みらい公園ですが、危ない箇所や入ってはいけない箇所が多く、安心して子供を遊ばせられ

る環境とは言えません。設計から問題があったのではないかと考えます。具体的には、真冬でも

水が張ってあり、柵もない池、柵がないのに入ってはいけない池。急な坂が多く小さい子供は親

がついて回らないと危ない。植え込みが中途半端なのか子供がどんどん立ち入ってすっかり枯れ

て消耗（？）してしまっている。かんたんに入れる高くて危ない場所。自転車やテントな制約が

多い。あれだけ広い公園なのに、インクルーシブ遊具がない。（幅広の滑り台は、そこに行くま

での足場が悪すぎて歩けない子供を抱いて上がるのは危険すぎ。インクルーシブ遊具と言えない

です）。インクルーシブ遊具については、障害児は遠出するのが難しいので大きな公園を整備す

るより、小さい公園に弥生公園にあるようなインクルーシブなブランコ（オレンジのタイプのほ

う。青いブランコは乗れる子供限られます）がひとつずつでもできたほうが、障害児は利用しや

すいです。

区立中学校のブラック校則の廃止。南中野中学校ではツーブロック禁止、靴下はワンポイントま

で、女子スカートは膝下、真夏でもベスト着用、オシャレを学校に持ち込まないなど子どもに理

由を説明できないものがたくさんあります。子どもの人権を踏みにじるかもしれません。学校に

相談しても話にならないのが現状です。子どもは成績や内申点のことがあるので言い出せません。

都立高校では廃止になったのは周知のことと思います。よろしくお願いします。

祖父の代から中野に居住し、中野が大好きです。中野駅周辺の再開発が進んでいますが、愛犬と

一緒に入れる芝生の公園やショッピングが楽しめる場所が出来ると嬉しいです。

駅前再開発で混雑がすごくなりそう、新しい住民と繋がりが持てるような地域行事がほしい、駅

周辺の小中学校が流入してくる子どもたちを受け入れきれるのか気になる

中野駅南口側に住んでいますが、夜のファミリーロードの治安の悪さが気になります。住宅街に

抜ける道なのにキャバクラの呼び込みの人にジロジロ見られたら怪しい黒塗りの車が停まってい

たり、帰宅が夜遅くなると歩くのが怖いことがあります。せっかく南口再開発が進んでいて期待

しているのに、こうした状況ではイメージダウンです。

旧公団住宅跡の駅前開発規模が大きすぎてまだ完成してないのに物凄い圧迫感のある建物になっ

ていて完成したらどうなるのか心配。またサンプラザもまだまだ使えそうなのに敢えて建て替え

る必要があるのか疑問。二転三転して理由も過程も不透明で腑に落ちない。また、北側ばかりが

再開発されていて南側との差が将来どうなるのか心配。

バイクの駐車場を増やして欲しいです
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4-5 前に救急車を呼んだ際に路上の電柱に阻まれ到着できず、遠くまで路上移動を強いれらまし

た。区役所のサイトで再三撤去をお願いしましたが黙殺されています。この事態を何とかして頂

きたいです。中野 3丁目のベーカリー「ブーゲンビリア」前の丁字路です。

いま特に応援している政党や議員さんがいるわけではなく、たまたまアンケートが届いたので、
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密集住宅地に設置して災害時に地面へパネルが落ちる可能性があり大変危険でありますし、陽当

たりが悪い地域もあります。また廃棄後の処分も決して環境に良いとは言えません。

歩きタバコをしている人が多く迷惑

中野駅にエレベーターを設置すべき。

南口再開発にも興味がある　頑張ってください

関心の高いトピック : 中野駅西口駅前再開発

子どもが育てやすい中野区を目指してほしいです。

貧困家庭への教育援助、不登校小中学生への学習支援

中野南口でコミュニケーションゲームの開発を行う会社を経営しています。 ミュージアムで作品

を展開したり、電鉄の地方創生などにも幾つか携わっております。来年は某行政区、某社からの

依頼を受けて、ホテルやサンシャインシティ、商店街を巻き込んだ開発も行います。多くの店舗

の開発 (ボードゲームカフェ、飲食店、多目的施設 )して、TVなどのメディアにも取り上げられ、

ムーブメントを創生してきました。  このようなアンケートに書くのは少し躊躇したのですが、折

角の場ですし、ポストにこのような形で投函されていたのは初めてでしたのでダメ元で気軽に書

きます。 中野という土地はサブカルチャーの残る良い街です。大学などもあって、若年層にも多

く愛される街です。ブロードウェイをはじめとする観光資源は他の街にはない良さをもっていま

すし、活かしたいし、活かせると思っています。何かしらで貢献できないかなと色々と連絡先な

ども模索してみましたが、どうもそういったものが分かりづらいように感じました。古き良きを

大切にしながらも、新しい風やチャレンジを推進していく方法を一緒に模索できたらと思いまし

た。いつかその接点がどこかにあればと思います。  先に某行政区、某社の話を書きましたが、本

心では 7年住んだ中野、会社の本拠地がある中野でコンテンツを制作したいなという気持ちが強

くあります。どうか、チャンスがあって何かで誰かがこのことを思い出すようでしたら嬉しいな

と感じます。もしくはそういったものの窓口があればご教示ください。引き続き応援しています。

街の特色が分からない、まともな政治家が出てくることを願ってます。

中野駅近くに駐輪場をふやしてほしい・中野駅南口の商業車の駐車を取り締まってほしい：実質
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もっと子供に優しい街にしてください。

子供を含めた若年層向けの施策をお願いします。若者がいてこそ街の活性化が進むのではと思い
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狭く自転車の走行が危ないこと、横断歩道が少ないので高齢者がよく何もないところで横断して
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1歳の娘をもつ母です。中野駅にエスカレーターがないのが不便すぎます。数年後の中野駅リ

ニューアルにむけて工事中ではありますが、仮設でいいのでエレベーターを至急設置していただ

きたいです。私は毎回駅員さんにお願いしてベビーカーを運んでいただいてますが(私が娘を抱っ

こし )毎回頼むのもストレスで、中にはベビーカーに子供を乗せたままエスカレーターをのぼる

親を見かけます。何かの拍子で子供が転落して事故が起きたら、と不安でたまりません。なんと
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やすい街になってくれると嬉しいです。
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多い。あれだけ広い公園なのに、インクルーシブ遊具がない。（幅広の滑り台は、そこに行くま

での足場が悪すぎて歩けない子供を抱いて上がるのは危険すぎ。インクルーシブ遊具と言えない

です）。インクルーシブ遊具については、障害児は遠出するのが難しいので大きな公園を整備す

るより、小さい公園に弥生公園にあるようなインクルーシブなブランコ（オレンジのタイプのほ

う。青いブランコは乗れる子供限られます）がひとつずつでもできたほうが、障害児は利用しや

すいです。

区立中学校のブラック校則の廃止。南中野中学校ではツーブロック禁止、靴下はワンポイントま

で、女子スカートは膝下、真夏でもベスト着用、オシャレを学校に持ち込まないなど子どもに理

由を説明できないものがたくさんあります。子どもの人権を踏みにじるかもしれません。学校に

相談しても話にならないのが現状です。子どもは成績や内申点のことがあるので言い出せません。

都立高校では廃止になったのは周知のことと思います。よろしくお願いします。

祖父の代から中野に居住し、中野が大好きです。中野駅周辺の再開発が進んでいますが、愛犬と

一緒に入れる芝生の公園やショッピングが楽しめる場所が出来ると嬉しいです。

駅前再開発で混雑がすごくなりそう、新しい住民と繋がりが持てるような地域行事がほしい、駅

周辺の小中学校が流入してくる子どもたちを受け入れきれるのか気になる

中野駅南口側に住んでいますが、夜のファミリーロードの治安の悪さが気になります。住宅街に

抜ける道なのにキャバクラの呼び込みの人にジロジロ見られたら怪しい黒塗りの車が停まってい

たり、帰宅が夜遅くなると歩くのが怖いことがあります。せっかく南口再開発が進んでいて期待

しているのに、こうした状況ではイメージダウンです。

旧公団住宅跡の駅前開発規模が大きすぎてまだ完成してないのに物凄い圧迫感のある建物になっ

ていて完成したらどうなるのか心配。またサンプラザもまだまだ使えそうなのに敢えて建て替え

る必要があるのか疑問。二転三転して理由も過程も不透明で腑に落ちない。また、北側ばかりが

再開発されていて南側との差が将来どうなるのか心配。

バイクの駐車場を増やして欲しいです
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4-5 前に救急車を呼んだ際に路上の電柱に阻まれ到着できず、遠くまで路上移動を強いれらまし

た。区役所のサイトで再三撤去をお願いしましたが黙殺されています。この事態を何とかして頂

きたいです。中野 3丁目のベーカリー「ブーゲンビリア」前の丁字路です。

いま特に応援している政党や議員さんがいるわけではなく、たまたまアンケートが届いたので、

回答しました。中野区南台に住んでいます。南台エリアは子育てするには少し不満です。いま 3

歳の子を育てていますが、徒歩でいける幼稚園は中野区だとみやしろとこまどり 2つしかありま

せん。共働きで保育園に入れる人が多いのはわかりますが、幼稚園に入れている専業主婦もこの

エリアは多い印象です。いちばん手のかかる 2、3歳の時期にワンオペで子育てしている身とし

ては、南台は環境はいいけど、子どもと遊べる施設が少なく、このあたりのママたちは杉並区の

プラザいずみに頼っていたりします。みなみ児童館や南中野児童館も空いていて使いやすいです

が、南中野児童館は午後は小さいお部屋しか使えなくなるので、2、3歳の活動量には見合わな
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歳の子が気兼ねなく遊べる施設があると嬉しいです (それができるころには息子はもう大きく

なってるでしょうけれど笑 )。また、幼稚園選びについても行政の寄り添いがとても少なく幼稚

園選びをする情報がとても少なく大変でした。中野区の私立幼稚園連合のホームページをみたこ

とがありますか (http://nakasiyo.tokyo/) ？ 2000 年ごろのホームページが出始めたころから

時が止まったようなサイトでなんの役にも立ちません。私立幼稚園連合は自民党が仲良しで、あ

んまり区の方でテコ入れというか協力できないといった話も聞いたことがあります。幼稚園選び

に関してはすこやかセンターでも相談したのですが、私立幼稚園の情報は持ち合わせておらず自

分で電話とのことでした。その代わり、渋谷区の幼稚園情報は持っていたり…。幼稚園に行かせ

る専業ママたちは決して暇ではありません。共稼ぎと違って家にいられるから時間たっぷりとい

うわけではないので、自力で探してくださいがどれだけつらいか理解してもらえたら嬉しいです。

いまの区長さんになって、子育て支援がたくさんなされていると感じています。だからこそ、こ

れからも子育て支援は政党の垣根を越えてみなさん協力して良い方に変えていってもらえたら区
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中野駅付近の放置自転車、歩きタバコ、タバコとゴミのポイ捨て、外国人のゴミマナーの悪さを
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中野駅にエレベーターを設置すべき。

南口再開発にも興味がある　頑張ってください

関心の高いトピック : 中野駅西口駅前再開発
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貧困家庭への教育援助、不登校小中学生への学習支援
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きます。 中野という土地はサブカルチャーの残る良い街です。大学などもあって、若年層にも多

く愛される街です。ブロードウェイをはじめとする観光資源は他の街にはない良さをもっていま

すし、活かしたいし、活かせると思っています。何かしらで貢献できないかなと色々と連絡先な

ども模索してみましたが、どうもそういったものが分かりづらいように感じました。古き良きを

大切にしながらも、新しい風やチャレンジを推進していく方法を一緒に模索できたらと思いまし

た。いつかその接点がどこかにあればと思います。  先に某行政区、某社の話を書きましたが、本

心では 7年住んだ中野、会社の本拠地がある中野でコンテンツを制作したいなという気持ちが強

くあります。どうか、チャンスがあって何かで誰かがこのことを思い出すようでしたら嬉しいな

と感じます。もしくはそういったものの窓口があればご教示ください。引き続き応援しています。

街の特色が分からない、まともな政治家が出てくることを願ってます。

中野駅近くに駐輪場をふやしてほしい・中野駅南口の商業車の駐車を取り締まってほしい：実質

1車線になっている

もっと子供に優しい街にしてください。

子供を含めた若年層向けの施策をお願いします。若者がいてこそ街の活性化が進むのではと思い

ます。

図書館・スポーツセンターの利用時間が長くて助かってます。一方で、中野通りが歩道・車道が

狭く自転車の走行が危ないこと、横断歩道が少ないので高齢者がよく何もないところで横断して

いて危ないのが気になります。宜しくお願いします。

1歳の娘をもつ母です。中野駅にエスカレーターがないのが不便すぎます。数年後の中野駅リ

ニューアルにむけて工事中ではありますが、仮設でいいのでエレベーターを至急設置していただ

きたいです。私は毎回駅員さんにお願いしてベビーカーを運んでいただいてますが(私が娘を抱っ

こし )毎回頼むのもストレスで、中にはベビーカーに子供を乗せたままエスカレーターをのぼる

親を見かけます。何かの拍子で子供が転落して事故が起きたら、と不安でたまりません。なんと
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相談しても話にならないのが現状です。子どもは成績や内申点のことがあるので言い出せません。

都立高校では廃止になったのは周知のことと思います。よろしくお願いします。
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周辺の小中学校が流入してくる子どもたちを受け入れきれるのか気になる

中野駅南口側に住んでいますが、夜のファミリーロードの治安の悪さが気になります。住宅街に
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しているのに、こうした状況ではイメージダウンです。

旧公団住宅跡の駅前開発規模が大きすぎてまだ完成してないのに物凄い圧迫感のある建物になっ

ていて完成したらどうなるのか心配。またサンプラザもまだまだ使えそうなのに敢えて建て替え

る必要があるのか疑問。二転三転して理由も過程も不透明で腑に落ちない。また、北側ばかりが
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回答しました。中野区南台に住んでいます。南台エリアは子育てするには少し不満です。いま 3

歳の子を育てていますが、徒歩でいける幼稚園は中野区だとみやしろとこまどり 2つしかありま

せん。共働きで保育園に入れる人が多いのはわかりますが、幼稚園に入れている専業主婦もこの

エリアは多い印象です。いちばん手のかかる 2、3歳の時期にワンオペで子育てしている身とし

ては、南台は環境はいいけど、子どもと遊べる施設が少なく、このあたりのママたちは杉並区の

プラザいずみに頼っていたりします。みなみ児童館や南中野児童館も空いていて使いやすいです

が、南中野児童館は午後は小さいお部屋しか使えなくなるので、2、3歳の活動量には見合わな

くなります。暑い季節、寒い季節はやはり室内で遊べる施設はありがたいです。トイレや親、下

の子同伴問題を踏まえてもずっと外で遊ぶは厳しい。ですので、子育て支援施設というか 2、3

歳の子が気兼ねなく遊べる施設があると嬉しいです (それができるころには息子はもう大きく

なってるでしょうけれど笑 )。また、幼稚園選びについても行政の寄り添いがとても少なく幼稚

園選びをする情報がとても少なく大変でした。中野区の私立幼稚園連合のホームページをみたこ

とがありますか (http://nakasiyo.tokyo/) ？ 2000 年ごろのホームページが出始めたころから

時が止まったようなサイトでなんの役にも立ちません。私立幼稚園連合は自民党が仲良しで、あ

んまり区の方でテコ入れというか協力できないといった話も聞いたことがあります。幼稚園選び

に関してはすこやかセンターでも相談したのですが、私立幼稚園の情報は持ち合わせておらず自

分で電話とのことでした。その代わり、渋谷区の幼稚園情報は持っていたり…。幼稚園に行かせ

る専業ママたちは決して暇ではありません。共稼ぎと違って家にいられるから時間たっぷりとい

うわけではないので、自力で探してくださいがどれだけつらいか理解してもらえたら嬉しいです。

いまの区長さんになって、子育て支援がたくさんなされていると感じています。だからこそ、こ

れからも子育て支援は政党の垣根を越えてみなさん協力して良い方に変えていってもらえたら区

民としては嬉しいです。

中野駅付近の放置自転車、歩きタバコ、タバコとゴミのポイ捨て、外国人のゴミマナーの悪さを

なんとかしていただきたい。

新宿区や渋谷区のような充実度はない。安全でアクセスしやすく、アニメなどの特色を出すのが

良いのかと思います。

公園に大人が出来る鉄棒を沢山作ってくれたら、多くの人が、利用し健康増進に寄与すると思い

ます

私たちにはまだ子どもはいませんが、（施設だけでなく制度でも）より子どもを育てたいと思え

る街になってほしいです。

中野区へではありませんが、太陽光パネル設置に関して、再検討お願いします。中野区のような

密集住宅地に設置して災害時に地面へパネルが落ちる可能性があり大変危険でありますし、陽当

たりが悪い地域もあります。また廃棄後の処分も決して環境に良いとは言えません。

歩きタバコをしている人が多く迷惑

中野駅にエレベーターを設置すべき。

南口再開発にも興味がある　頑張ってください

関心の高いトピック : 中野駅西口駅前再開発

子どもが育てやすい中野区を目指してほしいです。

貧困家庭への教育援助、不登校小中学生への学習支援

中野南口でコミュニケーションゲームの開発を行う会社を経営しています。 ミュージアムで作品

を展開したり、電鉄の地方創生などにも幾つか携わっております。来年は某行政区、某社からの

依頼を受けて、ホテルやサンシャインシティ、商店街を巻き込んだ開発も行います。多くの店舗

の開発 (ボードゲームカフェ、飲食店、多目的施設 )して、TVなどのメディアにも取り上げられ、

ムーブメントを創生してきました。  このようなアンケートに書くのは少し躊躇したのですが、折

角の場ですし、ポストにこのような形で投函されていたのは初めてでしたのでダメ元で気軽に書

きます。 中野という土地はサブカルチャーの残る良い街です。大学などもあって、若年層にも多

く愛される街です。ブロードウェイをはじめとする観光資源は他の街にはない良さをもっていま

すし、活かしたいし、活かせると思っています。何かしらで貢献できないかなと色々と連絡先な

ども模索してみましたが、どうもそういったものが分かりづらいように感じました。古き良きを

大切にしながらも、新しい風やチャレンジを推進していく方法を一緒に模索できたらと思いまし

た。いつかその接点がどこかにあればと思います。  先に某行政区、某社の話を書きましたが、本

心では 7年住んだ中野、会社の本拠地がある中野でコンテンツを制作したいなという気持ちが強

くあります。どうか、チャンスがあって何かで誰かがこのことを思い出すようでしたら嬉しいな

と感じます。もしくはそういったものの窓口があればご教示ください。引き続き応援しています。

街の特色が分からない、まともな政治家が出てくることを願ってます。

中野駅近くに駐輪場をふやしてほしい・中野駅南口の商業車の駐車を取り締まってほしい：実質

1車線になっている

もっと子供に優しい街にしてください。

子供を含めた若年層向けの施策をお願いします。若者がいてこそ街の活性化が進むのではと思い

ます。

図書館・スポーツセンターの利用時間が長くて助かってます。一方で、中野通りが歩道・車道が

狭く自転車の走行が危ないこと、横断歩道が少ないので高齢者がよく何もないところで横断して

いて危ないのが気になります。宜しくお願いします。

1歳の娘をもつ母です。中野駅にエスカレーターがないのが不便すぎます。数年後の中野駅リ

ニューアルにむけて工事中ではありますが、仮設でいいのでエレベーターを至急設置していただ

きたいです。私は毎回駅員さんにお願いしてベビーカーを運んでいただいてますが(私が娘を抱っ

こし )毎回頼むのもストレスで、中にはベビーカーに子供を乗せたままエスカレーターをのぼる

親を見かけます。何かの拍子で子供が転落して事故が起きたら、と不安でたまりません。なんと

か至急中野駅にエレベーターの設置をお願いします。

健診などが行われる中部すこやか福祉センターが遠いです。せっかく中心部にある、区役所で健

診などできないのか、子育て広場も区役所にあれば、と何度も思いました。新しい区役所や、新

しいサンプラザ、もしくは桃園会館、小学校跡地、南口再開発、新駅ビルなどに子育て関係の施

設が入ることを強く願っています。駅ビル内にある、八王子の子育て支援施設のように、区中心部、

中野駅近くにぜひお願いします。

Twitter で週一程度 140 字で区政の論点と進捗を配信されたら強固に支持したいと思う。多くの

有権者は（ひょっとすると候補者も）体系だって区政の責任範囲や論点を把握する機会がない為、

即物的な評価しかできないため。特に論点については、本当にそれが課題である理由から論理的

な説明が重要だと思う。（e.g. 過密な住環境の改善は、本当に区政が解決する必要性があるのか、

区民アンケートの結果そのものが真の課題を表すとは思えない）

商店街の活性化 (チェーン店、商業施設の誘致 )、南中野の鉄道空白地域の解消

豊島区の様な、区役所の上半分を賃貸で貸し建設経費を回収、出来たら良かったと思います。

斜めになっていたり、でこぼこしていたり、ベビーカーで進みにくい歩道が多いので整備してほ

しい。狭い歩道をすごいスピードで平気で走っている等自転車のマナーが悪い方が多いので取り

締まってほしい。

基本的に良いと思いますが、区報のカラー化はお金が勿体無いと思いました。

いつもありがとうございます。中野区に移り住んで 13年が経ちました。道幅が狭いこと以外は、

とても住みやすいと感じ、事情が許せば一生住み続けたいと考えています。今後の中野区は、再

開発等により人口増加が見込まれると思いますが、私が最も懸念するのは、放課後の小学生の安

全確保です。今や共働きがスタンダードである中、学童保育所は益々狭隘になり、こども本人が

通いたがらなくなるなどすれば、保護者が帰宅するまでの間、適切な監督を受けられません。また、

これは私の勤務上感じたことですが、小学生を狙う犯罪 (主に性犯罪 )は学校の訓練に登場する

絵に描いたような不審者ではなく、奇異な様子のない中学生であることも多いです。ついては、

人口増加に対応する防犯対策として、短期的には学校における訓練のアップデート (不審者の非

ステレオタイプ化及び実際の事件例の活用 )、中期的には学童保育の拡充 (増設及び利用年齢制

限の撤廃 )の２点をご検討いただきたく、お願い申し上げます。

小学校について。固定の情緒障害特別支援学級が欲しいです。世田谷区にはあるが、中野区には

知的障害の学級しかありません。ADHDと LDの私の子供は通常級で頑張ってますが、支援員

は低学年優先になってしまっていて、支援員不足を感じる事が多々あります。1クラスの人数も

多く、担任の負担が大きいです。

中野駅周辺ではオフィス、商業を中心とした開発が目白押しで、緑が少なくなり、風環境も悪化

している。駅もパンク状態で、特に障害者には使いにくい。

周囲の区と比較すると、公園が貧相であるのは残念。遊具、植栽、地面、陽当たり等。

高齢者が多いので、歩道と自転車道を分けるなどして安全性を上げて欲しい。

子供･高齢者だけでなく、独身者へのフォローも欲しい

他２３区から転居してきましたが、緑地・公園が少ない。また、都市化しているようで、住宅街

は区画整理の進捗も感じられず、長期的に住みたい区ではないと思っています。

点字ブロックの劣化が目立つ。バリアフリーを進めて障がい者や高齢者にも優しい町にして欲し

い

せっかく大学やファミリー層の多い区なのに若い世代に対しての制度を充実してないイメージが

ある

中野というイメージがもっとよくなってほしい

中野区に限られた話ではないですが外国人生活保護、太陽光パネル反対です。

震災時に想定される桃園川周辺の密集住宅地の火災が心配。　北口の建替えよりも関心はむしろ

南口開発。

待機児童中の母子に対する補助がほとんどゼロに近い

高齢者だけでなく、若者に魅力ある街づくりをして欲しい。

手当やサービスなどは高齢者や子育て世代目を向けられがちだが 1番困っているのは一人暮らし

の 20代の若者ではないのかと思います。若者向けのサービスが充実すれば中野区の人口が増え

ると思います。

お世話になります。駅前の自転車が野放図なのでどうにかご対応頂きたいです。

中野区独自の、所得に関係なく子育て家庭を支援する給付金が欲しい

生まれも育ちも中野区です。現在、第三子を妊娠してます。子育て応援券の充分な配布や、中央

付近の児童館の充実、公園の遊具の見直しなど（現在、減らしすぎに思います）もっと子育てし

やすい街になってくれると嬉しいです。

北口のファミリーマート界隈の客引き行為をなんとかしてください。家に行くまでにそこを通ら

なければいけないことが多いが目つきの悪い男性が何人もたむろしているので女性の自分からす

ると恐怖でしかない。パートナーは毎回「おっぱいおっぱい」と声をかけられ迷惑している。赤

坂や新宿でも客引き行為は禁止されているけど中野区は取り組まないんですか？治安悪いです。

広町みらい公園ですが、危ない箇所や入ってはいけない箇所が多く、安心して子供を遊ばせられ

る環境とは言えません。設計から問題があったのではないかと考えます。具体的には、真冬でも

水が張ってあり、柵もない池、柵がないのに入ってはいけない池。急な坂が多く小さい子供は親

がついて回らないと危ない。植え込みが中途半端なのか子供がどんどん立ち入ってすっかり枯れ

て消耗（？）してしまっている。かんたんに入れる高くて危ない場所。自転車やテントな制約が

多い。あれだけ広い公園なのに、インクルーシブ遊具がない。（幅広の滑り台は、そこに行くま

での足場が悪すぎて歩けない子供を抱いて上がるのは危険すぎ。インクルーシブ遊具と言えない

です）。インクルーシブ遊具については、障害児は遠出するのが難しいので大きな公園を整備す

るより、小さい公園に弥生公園にあるようなインクルーシブなブランコ（オレンジのタイプのほ

う。青いブランコは乗れる子供限られます）がひとつずつでもできたほうが、障害児は利用しや

すいです。

区立中学校のブラック校則の廃止。南中野中学校ではツーブロック禁止、靴下はワンポイントま

で、女子スカートは膝下、真夏でもベスト着用、オシャレを学校に持ち込まないなど子どもに理

由を説明できないものがたくさんあります。子どもの人権を踏みにじるかもしれません。学校に

相談しても話にならないのが現状です。子どもは成績や内申点のことがあるので言い出せません。

都立高校では廃止になったのは周知のことと思います。よろしくお願いします。

祖父の代から中野に居住し、中野が大好きです。中野駅周辺の再開発が進んでいますが、愛犬と

一緒に入れる芝生の公園やショッピングが楽しめる場所が出来ると嬉しいです。

駅前再開発で混雑がすごくなりそう、新しい住民と繋がりが持てるような地域行事がほしい、駅

周辺の小中学校が流入してくる子どもたちを受け入れきれるのか気になる

中野駅南口側に住んでいますが、夜のファミリーロードの治安の悪さが気になります。住宅街に

抜ける道なのにキャバクラの呼び込みの人にジロジロ見られたら怪しい黒塗りの車が停まってい

たり、帰宅が夜遅くなると歩くのが怖いことがあります。せっかく南口再開発が進んでいて期待

しているのに、こうした状況ではイメージダウンです。

旧公団住宅跡の駅前開発規模が大きすぎてまだ完成してないのに物凄い圧迫感のある建物になっ

ていて完成したらどうなるのか心配。またサンプラザもまだまだ使えそうなのに敢えて建て替え

る必要があるのか疑問。二転三転して理由も過程も不透明で腑に落ちない。また、北側ばかりが

再開発されていて南側との差が将来どうなるのか心配。

バイクの駐車場を増やして欲しいです
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