
多聞小学校５・６年生が考える『この街の未来の姿』

テーマ
将来この街がどのようになった

らいいと思うか
理由

安全・防災 夜でも明るいまち 安全だから

安全・防災 あんぜん 安全だと安心で住みやすいから

安全・防災 安全でとても住みやすい街
安全な街になれば人がたくさん来て、にぎやかな街になると
思ったから

安全・防災 安全で子供が安心できる道 今は暗い道が多くてその道が怖くなったりするから

安全・防災 みんなが楽しく安心安全に暮らせる街
色々な事件があって、怖がりながら暮らすよりも、安全で安
心して暮らせる方が良いと思うから。また安全な事で子供た
ちが遊べる場所も増え、楽しく暮らせると思うから

安全・防災
自然にやさしく、人にもやさしい世田谷
の街

体の不自由な人や木や植物にもっと優しい世田谷を作りたい
から

安全・防災 安全で、きれいな街に
交通は、安全で事故が起きないようにしたいからです。きれ
いな街にしたいからです

安全・防災
たくさんの緑、たくさんの笑顔がありみ
んながにこやかに過ごせる街

この前、緑がどんどん少なくなっていると聞いて緑を増やそ
うと思ったから。お年寄りが階段を登れない所を見たから

安全・防災 みんなにやさしい街
最近お年寄りに優しくしている人達が、この街であまり見ら
れないから

安全・防災 事故がない街
最近結構事故が多いので、事故が無くなって安全な街になっ
て欲しいからです

安全・防災 子どもが安心できる街 最近子どもを狙う人がいるから

安全・防災 犯罪のない豊かな街
最近これといって犯罪は起こってないし、これからも起こら
ないと思うから

安全・防災 事故や火災がない街 事故や火災がないと安全に住めるから

安全・防災 道路を広くして事故を無くせる街
道路が狭いと、カーブするときなどに車がぶつかってしまう
と思ったから

安全・防災 子ども達が安全で楽しく遊べる街 道路で遊ばずに広い公園で楽しく遊んでほしいと思ったから

安全・防災 お年寄りにやさしい街 バスや電車でお年寄りに椅子を譲らない人がいるから

安全・防災 子どもが安心して歩ける街 犯罪が起きるので安心して歩けないから

安全・防災 犯罪がない街 犯罪がないと安心できるから

安全・防災 みんなが安心して暮らせる街 犯罪が無くてみんなが楽しく暮らせる街が良いと思ったから

安全・防災 安全に楽しく暮らせる街 犯罪などが無くなったら皆が安心して安全に暮らせるから

安全・防災
さいがいにそなえて、いますぐに対応で
きるように、がっしりとした、いい街づ
くりをしよう

プレートがずれてきて今大地震がおきたとしてもすぐに対応
できるようになれば助かる人も増えて被害が少なくなると
思ったから

安全・防災 事故などがない平和な将来
平和になると環境も良くなるし、人とのかかわりなどが良く
なると思ったからです

安全・防災 段差がない街 ベビーカーや車いすの方が段差があると通りづらいから

1

・調査時期：平成27年1月13日(火)～20日(火) 　　　　　　.
・配布数：多聞小学校5年生60部,6年生68部(合計128部)

　　　　　　　・回収数：61部（複数回答有り）　　　　    ・回収率：47.7％



多聞小学校５・６年生が考える『この街の未来の姿』

テーマ
将来この街がどのようになった

らいいと思うか
理由

安全・防災 安全な世田谷 町が発達しても公害問題が起こらないようにするため

コミュニティ
子どもが安心して遊べる広い公園が多い
町

今、道路工事などで公園が減っているから

コミュニティ いい町、いい自然、いい人々
今以上にいい町になって、それでいて自然も多く、人々もや
さしくなって欲しいから

コミュニティ 子どもがたくさん楽しく遊べる公園
今はあまり外で遊ばないから楽しい公園があれば遊ぶと思う
から

コミュニティ 夢で溢れる街
色々な職業ができ、だれもが自由にできると夢が広がると思
うから

コミュニティ
図書館や公園などのいこいの場がたくさ
んある

コミュニティ みんなが自分の街が大好き

コミュニティ 自分たちで造っていく街

コミュニティ 人と人のつながりを大切にする街
災害が起こった時、人と人とのつながりを大切にしていれ
ば、皆で協力して支え合うことができるから

コミュニティ 池尻・三宿『親切に出会う街』

災害に強い街を作るためには日頃から近所の人たちと助け合
う必要があると思うからです。そのためにはみんなが地域の
活動に積極的に参加し近所の人とのつながりを多く持つこと
が大切です。道を歩くと知っている人に出会い笑顔であいさ
つする、もし困っている人がいたら親切にする、これがぼく
の思う理想のこの街の未来の姿です

コミュニティ きれいで、地元愛あふれる街

世田谷区は緑を増やそうという活動が多いので、ゴミが多く
なるとせっかく協力して守った自然を破壊してしまうことに
つながるので、きれいにしたいと思いました。又引っ越しな
どでこの街を離れても、池尻・三宿に住んでいてよかった
なぁ、いいところだったなぁと思えたり、この町に住みたい
なぁと思える街にしたいと思います

コミュニティ 全員人に親切にできる街
全員人に親切にできたら、誰も嫌で辛い思いをしなくて済む
から

コミュニティ 笑顔があふれる町 たくさんの笑顔がある町は楽しいと思うから

コミュニティ 子どもがたくさんいる たのしいから

コミュニティ みんな仲が良い街 仲が良いと楽しいから

コミュニティ 豊かな町世田谷！！ 日本は今不景気だから

コミュニティ みんなが笑顔になれる町 みんなが気持ちよくすごせるから

コミュニティ みんなが仲良い街になったらいい

コミュニティ 楽しい街

コミュニティ 家の近くに野球場を作る 野球場が減っていっているから

ゴミなどを捨てる人がいるからいろいろなやり方でみんなに
知ってもらって、みんなが気持ちよく住める街にしたいから

みんなが仲良くなったら明るい街になるから
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・調査時期：平成27年1月13日(火)～20日(火) 　　　　　　.
・配布数：多聞小学校5年生60部,6年生68部(合計128部)

　　　　　　　・回収数：61部（複数回答有り）　　　　    ・回収率：47.7％



多聞小学校５・６年生が考える『この街の未来の姿』

テーマ
将来この街がどのようになった

らいいと思うか
理由

みどり・環境 緑いっぱいの街 家だけではなくて、緑も増やした方が良いと思うから

みどり・環境 自然のあふれる街
家の近くの緑道の桜の木や公園の木が、道路を造るために切
り倒されていたから

みどり・環境
自然が多くて、環境がきれいで、居心地
が良い街

家の周りには自然が緑道の他にあまりないからです。朝に思
いきり周りの空気を吸いたくても排気ガスのにおいやたばこ
のにおいがして山に行った時のようにできないからです。前
にテレビで町がきれいにされれば犯罪が少なくなるとも聞い
たことがありよりよくなると思ったからです

みどり・環境 生き物がいる街 生き物がいると、自然があるということだから

みどり・環境 自然がいっぱいの街
今自然が少なくなっているし、高いマンションや家が多いか
ら

みどり・環境 緑の木　みんなに伸ばす　やすらぎの枝

みどり・環境 地面から　小さな芽を出す　大きな木

みどり・環境 都会だけど自然があふれる街
今ビルなどが建設されていてあまり自然がないと思うので、
自然があふれる街にしたいと思った

みどり・環境
ゴミもなく生き物も人もいい気持ちでい
られる街

色々なところにたばこのゴミやお菓子のゴミなどが落ちてい
て、あまりいい気持ちではないから

みどり・環境 発達した世田谷 機械などが発達して生活が便利になればいいと思ったから

みどり・環境 ポイ捨てや落書きがないまち 空気が良くなるから

みどり・環境 自然が豊かで、犯罪のない街
この辺りは、あまり自然が無くて建物が多いから。最近世田
谷区で殺害予告が起こったので、いつ犯罪が起きてもおかし
くないので犯罪のない街になったら良いと思います

みどり・環境 自然にも環境にもやさしい町 このような町を望んでいるから

みどり・環境 きれいで安全な町
ゴミが少ない街が良いから、また子供や生き物が安心できる
街が良いから

みどり・環境
自然や地球のルールをちゃんと守ってく
れる人がたくさんいる

ゴミなどを捨てる人がいるからいろいろなやり方でみんなに
知ってもらって、みんなが気持ちよく住める街にしたいから

みどり・環境 自然がたくさんある 自然がたくさんあると住んでいて気持ちがいいから

みどり・環境 生き物がたくさんいる緑の街 自然がゆたかな街になったらいいと思うから

みどり・環境 自然がいいまち 自然に良いから

みどり・環境 ポイ捨てがなく清潔な街 清潔だったらみんなの気持ちがよくなっていい街になるから

みどり・環境 家の近くに公園 世田谷区にはそんなに公園がないから

みどり・環境 緑が多く空気がきれいな町
その方が気分がいいから。でも街路樹の根で段差が出来てし
まうと危ないので、しっかり植える場所をつくってほしい

みどり・環境 自然があふれるきれいなまち
建物ばかりではなく、緑がたくさん残った街にすれば、気持
ちよく暮らせるから

今の世田谷区は公園や緑が少なくて、一年中車や人が忙しそ
うに働いているので安らげる場所＝自然をつくってほしいか
らです
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・調査時期：平成27年1月13日(火)～20日(火) 　　　　　　.
・配布数：多聞小学校5年生60部,6年生68部(合計128部)

　　　　　　　・回収数：61部（複数回答有り）　　　　    ・回収率：47.7％



多聞小学校５・６年生が考える『この街の未来の姿』

テーマ
将来この街がどのようになった

らいいと思うか
理由

みどり・環境 たばこはNOの街
たばこを吸うと体に悪い影響があるし、10年寿命が短くなる
から

みどり・環境 エコ、排出ガスを出さない

みどり・環境 ポイ捨てと落書きがない

みどり・環境 清潔な街 ペットのふんを取らない人がいるから

みどり・環境 きれいな町、ポイ捨て、らくがき禁止
ポイ捨てやらくがきをして町が汚いから、きれいな町にした
いです

みどり・環境 そうじしよう！きれいな緑道そのままに
僕は朝に緑道を走っているのだけれど、毎日お年寄りの人が
掃除をしてくれているから、色々な年代の人が掃除して欲し
いと思ったから

みどり・環境 星がたくさん見える 星がたくさん見えるときれいだから

みどり・環境 ゴミが無いきれいな街
まちにゴミが無ければみんな気持ちいいしみんなが協力して
街をきれいにすれば、地域交流にもつながるから

みどり・環境 緑と生きていく街
緑＝木や草花＝自然につながると思うので、自然（緑）と生
きていく事は自然環境の保護になると思うので、伐採とかし
ないで、緑と生きていく街がいいかなと思って決めました

みどり・環境 緑が多い町 緑があったら環境も良くなるから

みどり・環境 エコして、環境のよい、緑のある街 緑が多いと、空気が澄んでいいから

みどり・環境 緑の多い公園、緑道がある街 緑が多いと気持ちよくなりすっきりするから

みどり・環境 緑が多く、エコで暮らせる街 緑が多い方がエコで暮らせるし、空気も良いと思ったから

みどり・環境 自然と人が共生する緑豊かな街
緑が多く空気がきれいだと住んでいて気持ちがいいと思うか
らです。またそのような街づくりをすることで人を引き付け
ることができると思うからです

みどり・環境 緑豊かなキレイな街 緑が豊かになって欲しいからです

みどり・環境 みどりが多い 緑は自然が多いと気持ちよいから

みどり・環境 緑が多い町 みんなが気持ちよくすごせるから

みどり・環境 緑が豊かなみんな親切な街 みんなが親切だと犯罪のない平和な街になる

みどり・環境 安全で緑いっぱいの街 やはり緑が多い街というのは街自体がすごく落ち着くから

みどり・環境 自然を感じられる所が多い街
緑道以外にも、自然が多くある所が欲しいと思ったから。ま
た自然が好きだから

みどり・環境 緑の中で生き物と共生する街
緑道でザリガニを釣ることが出来たり、トンボを取ることが
できたりするから。みんな（子供から年寄りまで）が集まれ
る場所があるといいと思うから

みどり・環境 緑が多い町
緑道の良さを生かしてほしいと思ったから。植物をもっと増
やしてほしいと思う

地球温暖化の事を考えました
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・調査時期：平成27年1月13日(火)～20日(火) 　　　　　　.
・配布数：多聞小学校5年生60部,6年生68部(合計128部)

　　　　　　　・回収数：61部（複数回答有り）　　　　    ・回収率：47.7％


