
外出の際の移動手段についてのアンケート 集計結果

実施日：平成29年７月12日から８月15日まで

対象地域：向台町一丁目、南町二丁目、柳沢二、三、四、五丁目





○配布及び回収状況

（参考）平成２９年8月末世帯数　5,993世帯　

○アンケートの有効・無効の判断

5 件

2 件

2 件

2 件

10 件

8 件

10 件
無効とした回答 ９件 有効回答数 ６０８件 有効回答率 98.5%

・9件のアンケートについては、対象区域外及び提出枚数が不足しているなどの理由から無効とし、アンケートとして有
効な608件（有効回答率98.5％）について、集計を行った。

田無柳沢児童センター（用紙を用意）

担当部署配布地域

自治会（Ａ）

向台町一丁目７番周辺

柳沢四丁目１～３番周辺、柳沢五丁目６～10番周辺

ＵＲ都市機構新柳沢団地

新柳沢団地

南町地区会館（用紙を用意）

問7，11

問16①

庁舎等（郵送）

有効

有効

有効

配布

850

227

308

474

田無柳沢児童センター（回収箱） 30

東伏見コミュニティセンター（回収箱） 70

都市計画課

都市計画課

配布

435

52南町地区会館（回収箱）

合　　　計

都市計画課

都市計画課

都市整備部

東伏見コミュニティセンター（用紙を用意）

保谷柳沢児童館（用紙を用意）

判定

全体

問2

51.2%※自治会における回収率（Ｂ）/（Ａ）

問16②

「ある」「ない」両方にチェックしている。

複数

件数

複数

複数

複数

複数

質　問

対象区域外

提出枚数不足

「ない」を選択しているが、以下の問いに回答してい
る。

外出時間に関して、どちらかが未記入

午前、午後等での表記

有効

無効

保谷柳沢児童館（回収箱）

庁舎等（持参）

回収箱設置場所

自治会（各自治会による）（Ｂ）

・対象地域の約3割にあたる2,065世帯にアンケートを配布し、回収数は617件、回収率は29.9％であった。
・そのうち、自治会への配布は850世帯、回収数は435件で自治会における回収率は51.2％であった。

無効

無効

有効

有効

協働コミュニティ課

企画部

福祉部

生活文化スポーツ部

617

回収率

21.1%

8.8%

29.9%

協働コミュニティ課

担当部署

都市計画課

2,065

1

0

0

185

20都市計画課

都市計画課

9

合　　　計

12

9

都市計画課

有効

備　考

すべて未記入

指定数以上の項目をチェックしている。

未記入

向台町一丁目1,031、南町二丁目1,009、柳沢二丁目1,356、柳沢三丁目1,045、柳沢四丁目339、
柳沢五丁目1,213

有効

有効

(29.4%)

問２以下の項目も
集計

調査は有効、問２
としては無効

年齢が高いほうで
カウント

時間を複数記入

年齢にふたつチェックをしている。

男女両方にチェックをしている。

アンケートの記載等
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○有効回答数における割合

○町丁目別回答割合
＜年代別＞

＜性別＞

＜年代別＞

20歳未満

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80歳以上

不　明

合計

＜性別＞

男　性

女　性

不　明

向台町一丁目

南町二丁目

柳沢二丁目

柳沢三丁目

＜住所別＞

柳沢四丁目

柳沢五丁目

不　明

合計

・南町二丁目、柳沢二、三、五丁目については、加入世帯数の多い自治会があり、今回の調査が自治会の協力が大き
かったことから回収数も比例して多くなっている。向台町一丁目は、自治会が少ないが、追加で行った地域へのアン
ケート配布が結果につながったと考えられる。柳沢四丁目は、大部分が老人ホーム（今回調査対象外）、学校や運動
場となっており、地域の世帯数が少ないことから回答数も少なかったと考えられる。
・年代としては、60代以上の高齢者の割合が、72.7％を占めている。
・性別としては、女性からの回答が70.2％と多かった。

構
成
比

20.6%

合　　計 100.0%

不明 3.5%

80歳以上 18.6%

70.2%

9.2%

100.0%

109 13 73

6 10 9 8 1 5

427

56

608

・調査対象地域すべてにおいて、年代及び性別の回答傾向は概ね同様となっている。

合　　計

不明

31.6%

60代 22.5%

11.0%

向
台
町
一
丁
目

南
町
二
丁
目

柳
沢
二
丁
目

柳
沢
三
丁
目

柳
沢
四
丁
目

柳
沢
五
丁
目

不
　
明

男性

9 47 42 47 7 40

21 2 21

2 1 2

12 25 39 41

50代

合
　
計

54 125 135 145 20 106

不
　
明

1

3

1

2

16

23

23

6

17

32 92 102

1

30代

40代

女性

6 11 16 16 4 11 67

137

192

113

21

608

12516 23 24 28 6 28

54 125 135 145 20

70代

6

106

13 33 21

柳
沢
三
丁
目

柳
沢
四
丁
目

柳
沢
五
丁
目

20歳未満

20代 2 1

4 1 5 6 1 6

1 18

7 12 11

8.4%

11.0%

22.5%

31.6%

18.6%

3.5%

100.0%

100.0%

70.2%

9.2%

125

427

56

608

51

柳
沢
二
丁
目

1

3

23

4 10

合計

回答数 回答数 回答数

21

608

構成比 構成比構成比

8.9%

20.6%

22.2%

23.8%

3.3%

17.4%

3.8%

100.0%608

1

3

23

51

67

137

192

113

54

125

135

145

20

106

23

合
　
計

向
台
町
一
丁
目

南
町
二
丁
目

構
成
比

0.2%

0.5%

3.8%

8.4%

0.2% 20.6%

0.5%

3.8%
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○世帯の状況（任意回答）

妊娠中である ９件

小さな子供がいる ３１件

○身体的な状況（任意回答）
歩行に支障がある ８２件

障害がある １５件

○免許等所有率

・世帯の状況としては、2人世帯が41.8％と最も多く、そのうち65歳以上の方がいる世帯の割合は、77.3％であった。
・全体として、65歳以上の方がいる世帯は、68.0％と高い割合となっている。
・若い世代からの回答が少なかったため、「小さな子供がいる」が31件となっているが、40代以下の回答数78件から考
えると実際にはある程度の世帯で小さい子供がいるのではないかと想定される。

・免許等の所有率については、運転免許46.7％、自家用車43.9％と概ね半数が所有している。
・自転車については、70.9％と非常に多くの世帯が所有しており、すべての丁目において所有率は高い。
・一方、高齢化に伴い、免許を返納したり、自転車が乗れなくなった後の移動手段に不安を持つ高齢者の意見があ
る。（Ｐ35、36ページの自由意見を参照）

・全体で60代以上の回答が多かったこともあり、歩行に支障があるとの回答が82件あった。

バイクの保有 14.8% 4.0% 5.9% 4.1% 20.0% 7.5% 4.3% 6.6%

自転車の保有 77.8% 71.2% 68.9% 65.5% 95.0% 84.0% 17.4% 70.9%

自家用車の保有 59.3% 50.4% 31.1% 45.5% 60.0% 47.2% 8.7% 43.9%

運転免許の保有 59.3% 43.2% 49.6% 45.5% 70.0% 46.2% 8.7% 46.7%

不
　
明

合
　
計

42 89 93 95 19 89 4 431 70.9%

8 5 8 6 4 8 1 40 6.6%

自転車の保有

向
台
町
一
丁
目

南
町
二
丁
目

柳
沢
二
丁
目

柳
沢
三
丁
目

柳
沢
四
丁
目

柳
沢
五
丁
目

不
　
明

合
　
計

回
答
率

32 63 42 66 12 50 2 267 43.9%

32 54 67 66 14 49 2 284 46.7%

16

町丁別回答数
に対する割合

向
台
町
一
丁
目

南
町
二
丁
目

柳
沢
二
丁
目

柳
沢
三
丁
目

柳
沢
四
丁
目

柳
沢
五
丁
目

65歳以上の割合 67.3% 77.3% 65.0% 29.5% 53.3% 66.7% 100.0% 68.0%ー

54 125 135 145 20 106 23 608

【回答のあった自由意見】
身体障害者手帳1級/３級・４級/下肢３級/視覚障害/右下肢障害四級/精神/妻、足、第2種3級/要介護認定者
（要介護１・要介護２）/狭心症/パーキンソン病/糖尿病/心臓病/車椅子利用/歩行困難、家族の中に知的障
害、自閉症/膝人工関節手術をしたので、杖をついている。/杖を使っている。/まったく歩けない夫/突発性
大腿骨頭壊死/膝と腰が痛い。痛いときは自転車にも乗れない。/足腰の痛み/歩行困難/雨、雪の時困る/一人
での外出は難しい

回答数

運転免許の保有

自家用車の保有

バイクの保有

世帯員の人数 ６人 ７人

6 2

4 2

合計

537

365

不明

10

世帯数 110 225 103 61 30

65歳以上 74 174 67 18

１人 ２人 ３人 ４人 ５人
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【自由意見】

・家族に送迎してもらっている。

・子どもの車

・知人の車

・介護タクシー

・シルバーカー

・カート

＜町丁目別＞

＜年代別＞

「ある」の年代別割合

ある

・付き添いが必要。バス停まで送り迎えが
必要

・駅（スーパー）までは遠いのでまだ車を
自力で運転可

・移動手段の主なものは、徒歩61.2％、自転車57.7％が半数以上となっており、路線バスが40.1％と続いている。はな
バスの利用は、11.3％である。
・徒歩、自転車での移動が主であることから、近隣への外出が多いものと考えられる。

・外出の際に困っていることが「ある」は、53.6％と半数以上となっている。
・柳沢二丁目、三丁目については、「ある」、「なし」が半々であるが、その他の地域は「ある」が「なし」の概ね倍以上と
なっている。
・年代別では、70代以上で「ある」が「なし」を大きく上回っているが、60代では「なし」が多くなっている。60代以上で、
「ある」が全体の73.9％を占めている。

なし

326

230

6

1 1 8 24 28 70 62 21 15

0 2 14 27 36 57 110 74

4.3% 8.3% 11.0% 17.5% 33.7% 22.7%

37.8%

20歳未満 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80歳以上 不明 合計

なし 19 33 57 68 4 37 12 230

構
成
比

ある 31 84 61 64 16 60 10 326 53.6%

向
台
町
一
丁
目

南
町
二
丁
目

柳
沢
二
丁
目

柳
沢
三
丁
目

柳
沢
四
丁
目

柳
沢
五
丁
目

不
　
明

合
　
計

11.3%

15.1%

1.0%

0.3%市の移送サービス（けやき号）

61.2%

57.7%

28.1%

22.0%

40.1%

1441

372

351

171

134

244

69

92

6

2

徒歩

自転車

自家用車・バイク

電車

路線バス

はなバス

タクシー

病院等の送迎車両

合　　計

回答数 回答率

40代 50代 60代 70代 80歳以上 不明 合計30代

ある 0.0% 0.6% 1.8% 100.0%

20歳未満 20代

問１ お買い物や通院等で外出するときに、ご自宅から目的地までの移動手段は何ですか。

（※通勤・通学を除く）（主な手段を3つまで）

問２ 現在、お買い物や通院等で外出する際にお困りのことはありますか。

（※通勤・通学を除く）
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【自由意見】

※欄外に記載された意見について、P.35、36に収録している。

・困っている理由としては、「坂道が多い」が29.1％、「歩道が狭い（またはない）」が15.8％と地形や道路形態に関する
こと、「バス停が遠い」が28.1％、「バスの本数が少ない」が16.1％とバスの現状に関することが主な理由となってい
る。
・「妊娠中あるいは小さな子供がいる」は1.6％と少ないが、若年層からの回答が少ないため、要望が低いとは一概に
言えない。
・自由意見も含めると、自転車が乗れなくなった後の将来への不安や買い物に関する内容も多くみられる。（上記自由
意見、P.35、36を参照）

複数の移動手段を使わなくてはならない

目的地に駐車場がない

目的地に駐輪場がない

乗換えに時間がかかる

妊娠中あるいは小さな子供がいる

37 6.1%

16 2.6%

10 1.6%

33 5.4%

30 4.9%

＜買い物　９件＞
柳沢はお店がない。小さい所は潰れた。/近くにスーパーがなく、とても不便である/近隣に日常の買い物の
店がない。/よく利用していたコンビニが最近閉店してしまったので困っている。/自宅周辺にはコンビニも
ない。/買い物は生協が家の前まで来るので助かります。/近くに食料品を売っている店がない。/近くにお店
がない。裏道で車が多い。/商店がなくなってしまった。

＜交通手段　５件＞
本当は運転したくないが他に手段がない。/西武線(新宿線）と池袋線の縦の路線バスがない。/田無駅までの
バスがないし青梅街道は走っているが/柳沢二丁目ですが、田無行きのバスが遠く、はなバスもない。/目的
地のバスが遠い。

＜自転車　６件＞
自転車利用の場合、駐輪所での出し入れが大変。巾はもう少し余裕が欲しい。高い部分はなるべく低いほう
が入れ易いといつも感じる。/自転車が危ないため使用を止めた。/自転車で車道の左側を通行することが、
狭くて怖い。/歩道を逆送する等自転車のマナーが悪い人が多い(都市計画課に言っても仕方ないことです
が）。/田無駅まで遠い。武蔵野女子大からバスに乗るのだが自転車を置いておく場所がなく困っているので
早く何とかしてほしい。/目的地の駐輪場が満車のことが多い。

＜道路形態　２件＞
電柱のせいで、車道まで降りなくては通ることができない。歩道は何のためにあるのかさえわからないで
す。/道路幅が狭い。車のすれ違いに苦労する。

＜その他　３件＞
団地の階段の上り下り/境通り、下向台バス停近く/西東京市の行政は住民よりでないため

171 28.1%

車を所有していない、または免許を返納した

98バスの本数が少ない

身体的な理由

移動に費用がかかりすぎる

177 29.1%坂道が多い

回答数 回答率

96 15.8%歩道が狭い（またはない）

バス停が遠い

16.1%

75 12.3%

73 12.0%

38 6.3%

問３ お困りになっている理由は何ですか。（主な理由を3つまで）
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※自由意見についてはP.11、12を参照

※自由意見についてはP.13を参照

※自由意見についてはP.14を参照

その他の内訳

・買い物の目的地は、田無駅周辺が54.8％と非常に高く、自宅周辺は15.8％と低い。武蔵野市の緑町にあるスーパー
に行く方もみられる。（P.11、12自由意見参照）

0.0%

0.0%

0.0%

1.1%

4.1%

21.1%

7.6%

9.2%

13.2%

11.1%

15.7%

17.0%

１５時台

１６時台

１７時台

１８時以降

10.1%

8.0%

7.5%

4.0%

2.4%

帰宅時間
回答数

８時以前

８時台

９時台

１０時台

１１時台

１２時台

１３時台

構成比

0.0%

1.1%

5.1%

33.9%

16.8%

2.9%

8.3%

15

構成比

週2～3回

その他

週1～2回 124 20.4%

ほぼ毎日 88

9

4

15

78

28

34

49

41

58

63

出発時間
回答数

4

19

127

63

11

31

38

30

28

１４時台

曜日に関係なく出かける

主に平日のみ

主に週末のみ

120 19.7%

29 4.8%

回答数 構成比

257 42.3%

その他 7 1.2%

6.4%

・頻度としては、週３～４回が28.9％と最も多く、買い物に関する外出頻度は高い。

14.5%

月数回 16 2.6%

8 1.3%

回答数 構成比

3 0.5%

2 0.3%

2 0.3%

その他の内訳

回答率

回答数 構成比

週3～4回 176 28.9%

18 3.0%

63 10.4%

回答数 回答率

自宅周辺

田無駅周辺

西武柳沢駅周辺

東伏見駅周辺

吉祥寺駅周辺

三鷹駅周辺

武蔵境周辺

その他

333 54.8%

39

2 0.3%

7 1.2%

回答数

家族が手伝ってくれるとき

21 3.5%

120 19.7%

41 6.7%

96 15.8%

市内

武蔵野市

近隣市

２３区内

その他

20 3.3%

26 4.3%

・買い物に出かける日としては、曜日に関係なく出か
けるが、42.3％となっている。

・外出する時間帯としては、10時、11時台
に出かける場合が、50.7％となっている。
・帰宅時間は、12時台が21.1％と最も多く
なっているが、15時台から18時以降まで
がすべて10％以上となっている。
・遠方への買い物や買い物の際に他の用
事を兼ねるため、外出時間が長くなってい
ると考えられる。

問４ お買い物をする際、よくご利用になる場所はどこですか。（主な場所を2箇所まで）

問５ お買い物を目的として、どのくらいの頻度で外出しますか。

問6 お買い物を目的として、よく外出するのはいつですか。

問7 お買い物を目的として、よく外出するのはいつですか。
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※自由意見についてはP.15、16を参照

※自由意見についてはP.17、18を参照

※自由意見についてはP.14を参照

11.1%

36 42

6.3%

8.4%

9.3%

5.7%

0.9%

4.8%

12.6%

33.3%

11.7%

6.9%

１５時台 14 21

１２時台 5 111

１３時台 8

1.7%

2.6%

1.7%

0.0%１８時以降 19

１６時台 9 28

１７時台 6 31

39

１４時台 13 23

９時台 105 3

１０時台

30.0%

31.1%

10.3%

1.4%

2.3%

3.7%

4.0%

109 16

１１時台

15 2.5%

数ヶ月に１回

不定期

出発時間
回答数

帰宅時間
回答数

８時以前 6

８時台 39

曜日に関係なく出かける 82 13.5%

主に平日のみ 296 48.7%

主に週末のみ 13 2.1%

9 1.5%

2 0.3%

年に数回

その他

構成比 構成比

0.0%

0.0%

週3～4回 22 3.6%

22 3.6%

その他の内訳

月１回月数回 226 37.2%

その他 65 10.7%

回答数 構成比

週1～2回 63 10.4% 17 2.8%

ほぼ毎日 3 0.5%

武蔵境周辺 15 2.5%

その他 45 7.4%

回答数 構成比

西武柳沢駅周辺

18 3.0% その他 3 0.5%東伏見駅周辺

18 3.0%吉祥寺駅周辺

回答数 構成比

自宅周辺

53 8.7%

２３区内 18 3.0%

三鷹駅周辺 43 7.1%

近隣市 12 2.0%

回答率

田無駅周辺 228 37.5%

武蔵野市 9 1.5%

208 34.2%

市内 3 0.5%

その他の内訳回答数 回答率 回答数

・通院の目的地は、田無駅周辺が37.5％、自宅周辺が34.2％となっている。西武柳沢駅周辺も上位になっていること
から、近隣への通院という特徴がある。

・頻度としては、月数回が37.2％となっており、通院目的での外出はそれほど多くない。

・通院による外出は、主に平日のみが、48.7％となっ
ている。これは、病院の診療時間に関係していると考
えられる。

・外出する時間帯としては、9時、10時台
に出かける場合が、61.1％となっている。
・帰宅時間は、12時台が33.3％と最も多
く、11時、13時台も10％程度となってい
る。
・上記は診療時間によるものと考えらる。
・遠方への通院よりは、近隣への通院が
多く、通院による外出時間は長くはないと
考えられる。

問８ 通院をする際、よくご利用になる場所はどこですか。（主な場所を2箇所まで）

問９ 通院を目的として、どのくらいの頻度で外出しますか。

問10 通院を目的として、よく外出するのはいつですか。

問11 通院を目的として、よく外出するのはいつですか。
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①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

※項目の詳細についてはP.19～28を参照

【自由意見】

・はなバスと同額がいい。

・タクシー300～400円程度が妥当、バス100～200円程度が妥当

・はなバス100円が妥当、タクシー300円で利用したい。

・バス：100円妥当、100円利用したい。タクシー：300円妥当、200円利用したい。

・利便性があれば金額はいとわない。

・100円以下が妥当、無料を

・乗合タクシー300円程度が妥当、バス100円程度が妥当

・乗合タクシー：500円、乗合バス：100、200円程度（妥当、利用したいともに同じ）

・今のところ家族の車での送迎及び公共の交通手段で充分である。

・タクシーは利用しない

・現在シルバーパス使用

＜利用したい価格＞

100円程度

200円程度

300円程度

400円程度

500円程度

100円程度

200円程度

300円程度

400円程度

500円程度

＜妥当な価格＞

22.2%

・新たな移動手段において、妥当な価格としては、200円程度が37.3％と一番多く、100～200円程度までが過半数を
占めている。
・利用したい価格としても、同様に200円程度が34.5％と一番多く、100～200円程度までが過半数を占めている。

18 4.8%

57 15.1%

回答数 構成比

98 26.2%

129 34.5%

82 21.9%

17 4.5%

48 12.8%

回答数 構成比

141 37.3%

78 20.6%

84

公共施設

公園

郵便局・銀行

地域の集まり・会合 3.5%

その他

出かけない・でかけられない

その他の意見

項　　　目

健康・スポーツ

食事

習い事・趣味

家族・友人等に会う

家族の送迎

遊び（気晴らし)

介護

美容

21

20 3.3%

7 1.2%

6 1.0%

回答数 回答率

2.3%

6 1.0%

37 6.1%

6 1.0%

17 2.8%

9 1.5%

7 1.2%

14

82 13.5%

29 4.8%

110 18.1%

71 11.7%

・買い物、通院以外の外出目的としては、
「習い事・趣味」が18.1％、「健康・スポー
ツ」が13.5％、「家族・友人等に会う」が
11.7％となっている。
・④公共施設としては、市役所や図書館
への外出が多い。
（P.24参照）

問１２ お買い物や通院以外でよく外出する目的をご記入ください。

（3つまで ※通勤・通学を除く）

問１３ お買い物や通院等で新たな移動手段（乗合バス、乗合タクシーなど）が利用できる場合

①どのくらいの自己負担であれば妥当だと思いますか。

②どのくらいの自己負担であれば利用したいと思いますか。
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＜利用するバス停＞

＜利用頻度＞

※自由意見についてはP.29～34を参照

8.6%

29 4.8%

8.6%

6 1.0%

131 21.5%

29 57 106 133 20 67 12 424

0.0%

9

4

17

449

22 3.6%

週３～４回

ほぼ毎日

その他

月数回

週１～２回

9.7%

3.8%

114 18.8%

22.9%139

バス停までの距離が遠い

回答数 構成比

12 2.0%

7 1.2%

5 0.8%

5 0.8%

4 0.7%

4 0.7%

52

13 2.1%

9 1.5%

バスの本数が少ない、目的の時間
にバスがない

希望する目的地がない

161 26.5%

1

2

0

52

シルバーパスが使えない
バス停までの交通環境（遠い・危険） 3 0.5%

その他意見

運行本数が少ない

身体的な理由

運行時間

知らない（存在・ルートなど）

所要時間が長い

希望する目的地がない

バス・バス停がない

他の交通手段で足りている

運行・ルート希望

1.5%

0.7%

2.8%

73.8%

構成比回答数

＜自由意見＞ 回答数 構成比

使わない、
ほぼ使わない

59

23

36 11 1 3

1 4 1

2 46 82 13

伏見通り

場所を知らない

6 16 1 1

6 5 1 10 7

1 3 15 4 7

22 45 14 9 4 35

向
台
町
一
丁
目

南
町
二
丁
目

柳
沢
二
丁
目

柳
沢
三
丁
目

柳
沢
四
丁
目

柳
沢
五
丁
目

不
　
明

合
　
計

構
成
比

新町１丁目

武蔵野大学

千川小学校

柳沢団地

武蔵野北高校前

31 5.1%

31 5.1%

147 24.2%

26 4.3%

2

1

4

2

合　　計

その他

・使わない、ほぼ使わない理由としては、「バス停ま
での距離が遠い」が26.5％と最も多くなっている。
・自由意見のなかには、「はなバス」の運行を要望す
る意見もみられる。（運行・ルート希望（P.31、32自由
意見を参照））

・よく利用される「はなバス」のバス停は、柳沢団地
が24.2％と最も多いが、場所を知らないが、21.5％と
高い状況である。
・利用頻度としては、全体的に高くはない。「使わな
い、ほぼ使わない」が73.8％と非常に高い状況であ
る。

148 24.3%ほかの交通手段で十分足りている

問1４ お住まいの近くで、よく使う『はなバス』のバス停はどちらですか。

また、どのくらいの頻度で使いますか。

問15 「使わない、ほぼ使わない」理由を教えてください。
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〇その他の意見
　欄外に記載された意見について、P.35、36に収録している。
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（分類） 自由意見 年齢 性別 住所

問 4 市内 BigA　サミット 60代 女性 向台町一丁目

問 4 市内 スーパーサミット 70代 女性 南町ニ丁目

問 4 市内 いなげや関前店　いなげや保谷町店 60代 男性 南町ニ丁目

問 4 市内
ひばりが丘団地にあるスーパー、ひばりヶ丘駅周辺
（パルコ・西友）

70代 女性 南町ニ丁目

問 4 市内 新町サミット 70代 男性 柳沢二丁目

問 4 市内
近くのヨシミツストアが閉店したのでコンビニ以外何
もなく大変不便。スーパーがある場所まで、遠くて行
けない

60代 女性 柳沢二丁目

問 4 市内 保谷駅周辺 80歳以上 男性 柳沢二丁目

問 4 市内 ひばりヶ丘、東久留米 60代 女性 柳沢二丁目

問 4 市内 ひばりが丘 70代 女性 柳沢二丁目

問 4 市内 緑町周辺 80歳以上 女性 柳沢二丁目

問 4 市内 サミット 80歳以上 女性 柳沢三丁目

問 4 市内 向台町のサミット 80歳以上 女性 柳沢四丁目

問 4 市内 サミット、いなげや、コープ 80歳以上 女性 柳沢五丁目

問 4 市内 向台町のサミット 60代 女性 柳沢五丁目

問 4 市内 自宅近くのコンビニ（10分位かかる） 80歳以上 女性 柳沢五丁目

問 4 市内 向台町サミット 70代 女性 柳沢五丁目

問 4 市内 向台町サミット・武蔵野関前サミット 70代 男性 柳沢五丁目

問 4 市内 いなげや保谷町店 40代 女性 柳沢五丁目

問 4 市内 向台・武蔵野住宅 60代 女性 柳沢五丁目

問 4 市内 向台町サミット・セブンイレブン

問 4 武蔵野市 武蔵境駅周辺 60代 男性 向台町一丁目

問 4 武蔵野市 武蔵境 50代 女性 向台町一丁目

問 4 武蔵野市 ＪＲ武蔵境駅周辺 70代 女性 向台町一丁目

問 4 武蔵野市 武蔵境 80歳以上 男性 向台町一丁目

問 4 武蔵野市 武蔵境駅周辺 80歳以上 男性 向台町一丁目

問 4 武蔵野市 武蔵境周辺 20代 女性 向台町一丁目

問 4 武蔵野市 武蔵境駅周辺 50代 女性 南町ニ丁目

問 4 武蔵野市 武蔵境 60代 女性 南町ニ丁目

問 4 武蔵野市 武蔵境 50代 女性 南町ニ丁目

問 4 武蔵野市 武蔵境 50代 女性 南町ニ丁目

問 4 武蔵野市 武蔵境 70代 女性 南町ニ丁目

問 4 武蔵野市 武蔵境 60代 女性 南町ニ丁目

問 4 武蔵野市 武蔵境 80歳以上 女性 南町ニ丁目

問 4 武蔵野市 武蔵境 80歳以上 女性 南町ニ丁目

問 4 武蔵野市 武蔵境周辺 80歳以上 南町ニ丁目

問 4 武蔵野市 武蔵野市緑町周辺 70代 男性 柳沢二丁目

問 4 武蔵野市 グリーンパーク 80歳以上 女性 柳沢二丁目

問 4 武蔵野市 武蔵野のサミット 柳沢二丁目

問 4 武蔵野市 武蔵野市 70代 柳沢二丁目

問 4 武蔵野市 武蔵野（京王ＳｏサミットＳ等） 80歳以上 女性 柳沢二丁目

問 4 武蔵野市 武蔵野市緑町 50代 女性 柳沢二丁目

問 4 武蔵野市 武蔵野市 70代 女性 柳沢二丁目

問 4 武蔵野市 武蔵野市緑町 60代 女性 柳沢二丁目

問 4 武蔵野市 武蔵野市緑町 50代 男性 柳沢三丁目

問 4 武蔵野市 武蔵野市のサミット 70代 女性 柳沢三丁目

問 4 武蔵野市 武蔵野市緑町 50代 女性 柳沢三丁目

問 4 武蔵野市 武蔵野住宅 40代 柳沢三丁目

問 4 武蔵野市 武蔵野市緑町 30代 男性 柳沢三丁目

問 4 武蔵野市 武蔵野市緑町 60代 女性 柳沢三丁目

問 4 武蔵野市 武蔵野市 30代 男性 柳沢三丁目

問 4 武蔵野市 武蔵野住宅前サミット・京王ストアー 60代 男性 柳沢三丁目

問 4 武蔵野市 武蔵野住宅前サミット・京王ストアー 80歳以上 女性 柳沢三丁目

質問
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（分類） 自由意見 年齢 性別 住所

問 4 武蔵野市 武蔵野市八幡町　関前 70代 女性 柳沢三丁目

問 4 武蔵野市 武蔵野市 50代 女性 柳沢三丁目

問 4 武蔵野市 緑町（京王サミット） 80歳以上 女性 柳沢三丁目

問 4 武蔵野市 勤務先　西久保あたり 40代 女性 柳沢三丁目

問 4 武蔵野市 武蔵野市 60代 女性 柳沢三丁目

問 4 武蔵野市 武蔵境 70代 男性 柳沢三丁目

問 4 武蔵野市 武蔵野市緑町スーパー 70代 女性 柳沢三丁目

問 4 武蔵野市 武蔵野市の緑町京王ストア、サミットetc. 50代 男性 柳沢三丁目

問 4 武蔵野市 武蔵境イトーヨーカ堂 70代 女性 柳沢四丁目

問 4 武蔵野市 武蔵野市緑町付近 70代 女性 柳沢五丁目

問 4 武蔵野市 武蔵野中央公園周辺 30代 女性 柳沢五丁目

問 4 武蔵野市 武蔵境駅周辺

問 4 近隣市 東久留米 50代 男性 南町ニ丁目

問 4 近隣市 西東京市より三鷹行きの方が本数が多いため 70代 女性 柳沢二丁目

問 4 ２３区内 23区内 70代 女性 南町ニ丁目

問 4 ２３区内 新宿 70代 女性 南町ニ丁目

問 4 ２３区内 新宿 50代 男性 南町ニ丁目

問 4 ２３区内 新宿(JR)利用 60代 女性 柳沢二丁目

問 4 ２３区内 原宿 70代 女性 柳沢二丁目

問 4 ２３区内 荻窪（キリスト教会の聖書研究祈祷会の後） 80歳以上 女性 柳沢三丁目

問 4 ２３区内 練馬 60代 女性 柳沢三丁目

問 4 その他 生協に届けてもらう 80歳以上 男性 南町ニ丁目

問 4 その他 生協利用 70代 女性 南町ニ丁目

問 4 その他 娘に任せている 80歳以上 女性 南町ニ丁目

問 4 その他 1kmくらい離れたスーパー 70代 女性 柳沢二丁目

問 4 その他 ヘルパーさんの援助 70代 男性 柳沢三丁目

問 4 その他 他市のスーパー 70代 女性 柳沢三丁目

問 4 その他 ドンキホーテ 50代 柳沢四丁目

問 4 その他
自転車での移動が可能である限り5つくらいのコース
を決めてあり、廻わる。

70代 女性 柳沢五丁目

質問
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（分類） 自由意見 年齢 性別 住所

問 5 週２～３ 周2～3 70代 女性 向台町一丁目

問 5 週２～３ 2-3回 女性 南町ニ丁目

問 5 家族が手伝ってくれるとき 今は家族と行ける時だけ 70代 女性 向台町一丁目

問 5 家族が手伝ってくれるとき 家族に買い物をしてきてもらっている 80歳以上 女性 南町ニ丁目

問 5 家族が手伝ってくれるとき
土曜日に夫の車で、米とか野菜とか重い物を買い、平
日足りない物を買いに行く。

60代 女性 柳沢五丁目

問 5 その他 病院の帰り 70代 女性 柳沢二丁目

問 5 その他 ヘルパー 80歳以上 女性 柳沢五丁目

質問
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（分類） 自由意見 年齢 性別 住所

問 ７、11
通院時間は決まっていない。混んでいたら出なおすこ
ともある。

60代 女性 向台町一丁目

問 ７、11 田無駅周辺では午後、大学病院は午前 80歳以上 女性 南町二丁目

問 ７、11 病院指定の時間なので確定できない。 70代 女性 柳沢三丁目

問 ７、11
季節により異なる。（花粉、紫外線の少ない時間等）
ＡＭから出れるときはＡＭにする。

60代 女性 柳沢三丁目

問 ７、11 自分の都合の良い時間帯 70代 女性 柳沢四丁目

問 ７、11 季節によって変わる。 50代 柳沢五丁目

問 ７、11 病院の予約時間にでて終わったら帰る。 60代 男性 柳沢五丁目

質問

14



（分類） 自由意見 年齢 性別 住所

問 8 市内
今はタクシーか家族の運転で車でのみ。（新町３丁
目、境橋、小平）

70代 女性 向台町一丁目

問 8 市内 武蔵境行きバス通り周辺 70代 女性 南町ニ丁目

問 8 市内 ひばりが丘、萩山 70代 女性 柳沢二丁目

問 8 武蔵野市 新宿・武蔵境 50代 女性 向台町一丁目

問 8 武蔵野市 野田医院、JR武蔵境駅周辺、日赤武蔵境病院 80歳以上 男性 向台町一丁目

問 8 武蔵野市 武蔵境 50代 女性 向台町一丁目

問 8 武蔵野市 武蔵境駅周辺 60代 女性 向台町一丁目

問 8 武蔵野市 新宿、武蔵境駅周辺 60代 女性 南町ニ丁目

問 8 武蔵野市 武蔵境 70代 男性 南町ニ丁目

問 8 武蔵野市 武蔵境 60代 女性 南町ニ丁目

問 8 武蔵野市 武蔵境 60代 女性 南町ニ丁目

問 8 武蔵野市 武蔵野日赤 80歳以上 女性 南町ニ丁目

問 8 武蔵野市 武蔵野 70代 女性 南町ニ丁目

問 8 武蔵野市 武蔵境 70代 女性 柳沢二丁目

問 8 武蔵野市 武蔵境　日赤 70代 女性 柳沢二丁目

問 8 武蔵野市 武蔵野市役所近く 60代 女性 柳沢二丁目

問 8 武蔵野市 武蔵野市 柳沢二丁目

問 8 武蔵野市 武蔵野市・練馬区 60代 女性 柳沢二丁目

問 8 武蔵野市 武蔵野市の日赤 60代 女性 柳沢二丁目

問 8 武蔵野市 武蔵境 60代 女性 柳沢三丁目

問 8 武蔵野市 武蔵境 70代 女性 柳沢三丁目

問 8 武蔵野市 武蔵野市 30代 男性 柳沢三丁目

問 8 武蔵野市 武蔵境の日赤、府中の多摩医療センター 70代 女性 柳沢四丁目

問 8 武蔵野市 武蔵境 70代 女性 柳沢五丁目

問 8 武蔵野市 武蔵野市 80歳以上 女性 柳沢五丁目

問 8 武蔵野市 介護タクシーにて武蔵野日赤 60代 女性 柳沢五丁目

問 8 武蔵野市 武蔵境

問 8 近隣市 花小金井 80歳以上 男性 向台町一丁目

問 8 近隣市 関町 70代 女性 南町ニ丁目

問 8 近隣市 花小金井・萩山 60代 女性 柳沢二丁目

問 8 近隣市 小金井 70代 女性 柳沢二丁目

問 8 近隣市 花小金井 50代 柳沢二丁目

問 8 近隣市 武蔵野営業所周辺 70代 女性 柳沢三丁目

問 8 近隣市 東村山 70代 女性 柳沢三丁目

問 8 近隣市 大泉学園 40代 女性 柳沢三丁目

問 8 近隣市 花小金井・杏林大病院 80歳以上 男性 柳沢三丁目

問 8 近隣市 久米川駅 80歳以上 女性 柳沢三丁目

問 8 近隣市 小平 60代 女性 柳沢三丁目

問 8 近隣市 花小金井 70代 女性 柳沢五丁目

問 8 ２３区内 都心 50代 女性 向台町一丁目

問 8 ２３区内 築地 80歳以上 向台町一丁目

問 8 ２３区内 都内 70代 女性 南町ニ丁目

問 8 ２３区内 桜新町 40代 女性 南町ニ丁目

問 8 ２３区内 新宿 80歳以上 女性 南町ニ丁目

問 8 ２３区内 向台、都内 60代 男性 南町ニ丁目

問 8 ２３区内 子どものころから通っている病院(中野） 70代 男性 柳沢二丁目

問 8 ２３区内 早稲田 50代 女性 柳沢二丁目

問 8 ２３区内 御茶ノ水 80歳以上 女性 柳沢二丁目

問 8 ２３区内 御茶ノ水周辺 70代 女性 柳沢二丁目

問 8 ２３区内 新宿・バス電車を利用 80歳以上 女性 柳沢二丁目

問 8 ２３区内 新宿区、港区 70代 女性 柳沢二丁目

問 8 ２３区内 荻窪駅周辺 60代 女性 柳沢二丁目

問 8 ２３区内 池袋 70代 女性 柳沢三丁目

質問
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（分類） 自由意見 年齢 性別 住所

問 8 ２３区内 都心 70代 女性 柳沢三丁目

問 8 ２３区内 代々木 70代 女性 柳沢三丁目

問 8 ２３区内 新宿 60代 女性 柳沢三丁目

問 8 ２３区内 文京区本郷 50代 女性 柳沢三丁目

問 8 その他 杏林 80歳以上 女性 柳沢二丁目

問 8 その他 調布 70代 女性 柳沢二丁目

問 8 その他 航空公園

問 8 その他 大学病院 80歳以上 女性 南町ニ丁目

問 8 その他 自宅から車、タクシー 70代 女性 南町ニ丁目

問 8 その他 田無駅より電車利用 80歳以上 男性 南町ニ丁目

問 8 その他 柳沢駅より電車に乗替 70代 女性 柳沢二丁目

問 8 その他 JR 80歳以上 女性 柳沢三丁目

質問
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（分類） 自由意見 年齢 性別 住所

問 9 月に１回 月一回 80歳以上 男性 向台町一丁目

問 9 月に１回 月1回 80歳以上 女性 向台町一丁目

問 9 月に１回 月1回 80歳以上 女性 向台町一丁目

問 9 月に１回 月1回 80歳以上 向台町一丁目

問 9 月に１回 月１回 70代 女性 南町ニ丁目

問 9 月に１回 月１回（10年以上隔月で２科に通っている 70代 女性 南町ニ丁目

問 9 月に１回 月１回 70代 女性 南町ニ丁目

問 9 月に１回 月１回 60代 女性 柳沢二丁目

問 9 月に１回 月１回 60代 柳沢二丁目

問 9 月に１回 月に１回 80歳以上 女性 柳沢二丁目

問 9 月に１回 月１回 70代 女性 柳沢二丁目

問 9 月に１回 月１回 70代 女性 柳沢二丁目

問 9 月に１回 月１回 60代 女性 柳沢二丁目

問 9 月に１回 月1回 60代 女性 柳沢二丁目

問 9 月に１回 月1回 60代 男性 柳沢二丁目

問 9 月に１回 月1回 60代 女性 柳沢二丁目

問 9 月に１回 月一回タクシーで病院に行きます 80歳以上 男性 柳沢三丁目

問 9 月に１回 月１回 70代 男性 柳沢三丁目

問 9 月に１回 月に一回 30代 男性 柳沢四丁目

問 9 月に１回 月1回位 70代 男性 柳沢五丁目

問 9 月に１回 月1回 70代 女性 柳沢五丁目

問 9 月に１回 月１回

問 9 数ヶ月に１回 ２ヶ月に１回 50代 女性 向台町一丁目

問 9 数ヶ月に１回 年に１～２回 30代 向台町一丁目

問 9 数ヶ月に１回 2ヶ月に１回 70代 女性 南町ニ丁目

問 9 数ヶ月に１回 年５回位 70代 男性 柳沢二丁目

問 9 数ヶ月に１回 約6ヶ月に1回 80歳以上 女性 柳沢二丁目

問 9 数ヶ月に１回 2ヶ月に1度 70代 男性 柳沢三丁目

問 9 数ヶ月に１回 2ヶ月に1回 70代 女性 柳沢三丁目

問 9 数ヶ月に１回 2ヶ月に1回 70代 女性 柳沢三丁目

問 9 数ヶ月に１回 年4回 60代 女性 柳沢三丁目

問 9 数ヶ月に１回 3ヶ月に1回 70代 女性 柳沢三丁目

問 9 数ヶ月に１回 半年に１回くらい 40代 女性 柳沢三丁目

問 9 数ヶ月に１回 2ヵ月に1回 40代 男性 柳沢四丁目

問 9 数ヶ月に１回 年2回位 40代 女性 柳沢四丁目

問 9 数ヶ月に１回 半年に1～2回 40代 女性 柳沢四丁目

問 9 数ヶ月に１回 2ヶ月に1回 柳沢五丁目

問 9 数ヶ月に１回 ３ヶ月に1回 80歳以上 女性 柳沢五丁目

問 9 数ヶ月に１回 年5回位 60代 女性 柳沢五丁目

問 9 年に数回 年数回 60代 女性 南町ニ丁目

問 9 年に数回 年数回 40代 女性 南町ニ丁目

問 9 年に数回 年数回 40代 女性 柳沢二丁目

問 9 年に数回 年に数える程 50代 女性 柳沢三丁目

問 9 年に数回 年数回 60代 女性 柳沢三丁目

問 9 年に数回 年数回 60代 女性 柳沢三丁目

問 9 年に数回 年数回 50代 女性 柳沢五丁目

問 9 年に数回 年数回 40代 女性 柳沢五丁目

問 9 年に数回 年数回 50代 女性 柳沢五丁目

問 9 不定期 具合が悪いとき 40代 女性 向台町一丁目

問 9 不定期 その時による 70代 女性 向台町一丁目

問 9 不定期 不定期 40代 女性 向台町一丁目

問 9 不定期 時々数ヶ月に1回位 60代 女性 向台町一丁目

問 9 不定期 不定期 60代 女性 南町ニ丁目

問 9 不定期 具合が悪くなったときのみ 50代 女性 南町ニ丁目

質問
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（分類） 自由意見 年齢 性別 住所

問 9 不定期 罹患した時に 60代 女性 南町ニ丁目

問 9 不定期 必要時 40代 女性 柳沢二丁目

問 9 不定期 具合が悪い時 60代 柳沢二丁目

問 9 不定期 具合が悪いときだけ 70代 女性 柳沢三丁目

問 9 不定期 必要なとき 50代 女性 柳沢三丁目

問 9 不定期 不定期 30代 女性 柳沢五丁目

問 9 不定期 予約したとき 80歳以上 女性 柳沢五丁目

問 9 不定期 具合が悪いとき 70代 男性 柳沢五丁目

問 9 不定期 年に０～１回 50代 女性

問 9 その他 通院しない 80歳以上 男性 南町ニ丁目

問 9 その他
以前は家族に車で連れて行ってもらっていましたが、
今は往診をお願いしています。

80歳以上 男性 柳沢二丁目

問 9 月に数回 月4～5 80歳以上 向台町一丁目

問 9 月に数回 月１～２回 80歳以上 女性 南町ニ丁目

問 9 月に数回 月２回 70代 女性 南町ニ丁目

問 9 月に数回 月1-2回 女性 南町ニ丁目

問 9 月に数回 月2回 80歳以上 女性 南町ニ丁目

問 9 月に数回 1ヶ月2回 南町ニ丁目

問 9 月に数回 月２回 80歳以上 女性 柳沢二丁目

問 9 月に数回 年に１～２回 70代 女性 柳沢二丁目

問 9 月に数回 月１～２回 70代 女性 柳沢三丁目

問 9 月に数回 2週に１回 70代 女性 柳沢三丁目

問 9 月に数回 月２回 80歳以上 女性 柳沢三丁目

問 9 月に数回 月一回、半年一回 80歳以上 女性 柳沢三丁目

問 9 月に数回 月2回 80歳以上 男性 柳沢五丁目

問 9 月に数回 月１～２回 70代 男性 柳沢五丁目

質問
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項目
番号

分類 外出目的 住所 年代 性別

① 【習い事・趣味】 音楽、演劇鑑賞 向台町一丁目 80歳以上

① 【習い事・趣味】 カラオケ（友達と、元気な時は） 向台町一丁目 70代 女性

① 【習い事・趣味】 観劇 向台町一丁目 80歳以上 女性

① 【習い事・趣味】 趣味のコーラス 向台町一丁目 60代 女性

① 【習い事・趣味】 習い事 向台町一丁目 70代 女性

① 【習い事・趣味】 習い事 向台町一丁目 50代 女性

① 【習い事・趣味】 囲碁教室に通う 南町二丁目 70代 女性

① 【習い事・趣味】 映画 南町二丁目 50代 女性

① 【習い事・趣味】 映画館・プラネタリウム 南町二丁目 50代 女性

① 【習い事・趣味】 音楽関係 南町二丁目 70代 女性

① 【習い事・趣味】 見物等 南町二丁目 80歳以上 男性

① 【習い事・趣味】 三味線の稽古 南町二丁目 80歳以上 女性

① 【習い事・趣味】 週末の体験農園 南町二丁目 50代 女性

① 【習い事・趣味】 趣味で美術館、博物館等 南町二丁目 70代 女性

① 【習い事・趣味】 趣味の集まり 南町二丁目 80歳以上 女性

① 【習い事・趣味】 趣味のおけいこ 南町二丁目 70代

① 【習い事・趣味】 趣味の活動 南町二丁目 60代 男性

① 【習い事・趣味】 趣味の活動 南町二丁目 70代 男性

① 【習い事・趣味】 趣味の水彩画教室 南町二丁目 80歳以上

① 【習い事・趣味】 趣味のため 南町二丁目 60代 女性

① 【習い事・趣味】 趣味の陶芸 南町二丁目 60代 女性

① 【習い事・趣味】 趣味の習い事 南町二丁目 70代 女性

① 【習い事・趣味】 習い事 南町二丁目 60代 女性

① 【習い事・趣味】 習い事 南町二丁目 80歳以上 女性

① 【習い事・趣味】 習い事 南町二丁目 70代 女性

① 【習い事・趣味】 習い事 南町二丁目 70代 女性

① 【習い事・趣味】 美術館等に行く 南町二丁目 70代 女性

① 【習い事・趣味】 無料の催し物（音楽界等） 南町二丁目 80歳以上 女性

① 【習い事・趣味】 催し物等 南町二丁目 80歳以上 男性

① 【習い事・趣味】 観劇、コンサート等 柳沢二丁目 80歳以上 女性

① 【習い事・趣味】 コーラス 柳沢二丁目 70代 女性

① 【習い事・趣味】 娯楽 柳沢二丁目 70代 男性

① 【習い事・趣味】 ゴルフの練習 柳沢二丁目 70代 男性

① 【習い事・趣味】 コンサート 柳沢二丁目 70代 男性

① 【習い事・趣味】 サークル利用 柳沢二丁目 70代 女性

① 【習い事・趣味】 趣味のため 柳沢二丁目 60代 女性

① 【習い事・趣味】 趣味のレッスン 柳沢二丁目 60代 女性

① 【習い事・趣味】 展示会 柳沢二丁目 70代 女性

① 【習い事・趣味】 展覧会 柳沢二丁目 70代 女性

① 【習い事・趣味】 習い事 柳沢二丁目 60代 女性

① 【習い事・趣味】 習い事 柳沢二丁目 60代 女性

① 【習い事・趣味】 習い事 柳沢二丁目 80歳以上 女性

① 【習い事・趣味】 習い事 柳沢二丁目 80歳以上 女性

① 【習い事・趣味】 美術館や映画館など 柳沢二丁目 50代 女性

① 【習い事・趣味】 フォークダンス 柳沢二丁目 70代 女性

① 【習い事・趣味】 旅行 柳沢二丁目 70代 男性

① 【習い事・趣味】 旅行 柳沢二丁目 70代 女性

① 【習い事・趣味】 映画館 柳沢三丁目 80歳以上 女性

① 【習い事・趣味】 映画鑑賞他 柳沢三丁目 60代 女性

① 【習い事・趣味】 お稽古 柳沢三丁目 50代 女性

① 【習い事・趣味】 おけいこ 柳沢三丁目 80歳以上 女性

① 【習い事・趣味】 おけいこ 柳沢三丁目 60代

① 【習い事・趣味】 おけいこ事 柳沢三丁目 70代 女性
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項目
番号

分類 外出目的 住所 年代 性別

① 【習い事・趣味】 お風呂の大様花小金井店 柳沢三丁目 60代 女性

① 【習い事・趣味】 音楽ライブに行く 柳沢三丁目 40代 女性

① 【習い事・趣味】 観劇 柳沢三丁目 50代 女性

① 【習い事・趣味】 観劇 柳沢三丁目 60代 女性

① 【習い事・趣味】 教室 柳沢三丁目 70代 女性

① 【習い事・趣味】 キリスト教会（荻窪）の日曜礼拝に行く 柳沢三丁目 80歳以上 女性

① 【習い事・趣味】 キリスト教会の聖書研究祈祷会に行く 柳沢三丁目 80歳以上 女性

① 【習い事・趣味】 稽古事 柳沢三丁目 70代 女性

① 【習い事・趣味】 講座の受講 柳沢三丁目 70代 女性

① 【習い事・趣味】 娯楽 柳沢三丁目 30代 男性

① 【習い事・趣味】 コンサート 柳沢三丁目 80歳以上 女性

① 【習い事・趣味】 サークル・ボランティア活動 柳沢三丁目 60代

① 【習い事・趣味】 サークル活動 柳沢三丁目 80歳以上 女性

① 【習い事・趣味】 サークル活動 柳沢三丁目 70代 女性

① 【習い事・趣味】 サークル活動 柳沢三丁目 80歳以上 女性

① 【習い事・趣味】 趣味 柳沢三丁目 70代 女性

① 【習い事・趣味】 趣味 柳沢三丁目 80歳以上 女性

① 【習い事・趣味】 趣味・サークル活動 柳沢三丁目 50代 女性

① 【習い事・趣味】 趣味の会 柳沢三丁目 70代 女性

① 【習い事・趣味】 趣味ののり鉄 柳沢三丁目 50代 男性

① 【習い事・趣味】 趣味の美術鑑賞 柳沢三丁目 50代 男性

① 【習い事・趣味】 ダンスレッスン 柳沢三丁目 60代 女性

① 【習い事・趣味】 寺・神社等で都内や隣県付近 柳沢三丁目 70代 女性

① 【習い事・趣味】 習い事 柳沢三丁目 80歳以上 女性

① 【習い事・趣味】 習い事 柳沢三丁目 60代 女性

① 【習い事・趣味】 習い事・コンサート 柳沢三丁目 70代 女性

① 【習い事・趣味】 美術館 柳沢三丁目 80歳以上 女性

① 【習い事・趣味】 美術館、展覧会等 柳沢三丁目 70代 女性

① 【習い事・趣味】 美術館・博物館 柳沢三丁目 70代 女性

① 【習い事・趣味】 美術展を観にいく 柳沢三丁目 40代 女性

① 【習い事・趣味】 文化活動 柳沢三丁目 70代 男性

① 【習い事・趣味】 ペットをトリミングに連れて行く 柳沢三丁目 40代 女性

① 【習い事・趣味】 旅行 柳沢三丁目 50代 女性

① 【習い事・趣味】 レジャー 柳沢三丁目 60代 女性

① 【習い事・趣味】 講演を聴きに行く 柳沢四丁目 70代 男性

① 【習い事・趣味】 サークル活動 柳沢四丁目 40代 女性

① 【習い事・趣味】 習い事 柳沢四丁目 40代 女性

① 【習い事・趣味】 ＰＣ教室、大学聴講 柳沢五丁目 70代 女性

① 【習い事・趣味】 イベントへの参加 柳沢五丁目 70代 女性

① 【習い事・趣味】 ウィンドウショップ（買い物はせず） 柳沢五丁目 70代 女性

① 【習い事・趣味】 カラオケ 柳沢五丁目 80歳以上 女性

① 【習い事・趣味】 カルチャースクールに通うため 柳沢五丁目 50代 女性

① 【習い事・趣味】 観光 柳沢五丁目 70代 男性

① 【習い事・趣味】 クラブ活動 柳沢五丁目 80歳以上 男性

① 【習い事・趣味】 サークル（手話・木彫） 柳沢五丁目 70代 男性

① 【習い事・趣味】 催物 柳沢五丁目 70代 男性

① 【習い事・趣味】 趣味 柳沢五丁目 70代 女性

① 【習い事・趣味】 趣味 柳沢五丁目 70代 男性

① 【習い事・趣味】 趣味 柳沢五丁目 70代 女性

① 【習い事・趣味】 趣味活動 柳沢五丁目 70代 女性

① 【習い事・趣味】 趣味の稽古事 柳沢五丁目 80歳以上 女性

① 【習い事・趣味】 時々だが、音楽会、美術館・観劇へも 柳沢五丁目 70代 男性

① 【習い事・趣味】 習い事 柳沢五丁目 60代 女性
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① 【習い事・趣味】 習い事 柳沢五丁目 60代 女性

① 【習い事・趣味】 習い事 柳沢五丁目 40代 女性

① 【習い事・趣味】 習い事 柳沢五丁目 30代 女性

① 【習い事・趣味】 美術館 柳沢五丁目 70代 女性

② 【健康・スポーツ】 運動（チーム加入） 向台町一丁目 70代 女性

② 【健康・スポーツ】 散歩 向台町一丁目 70代 女性

② 【健康・スポーツ】 散歩 向台町一丁目 50代 女性

② 【健康・スポーツ】 散歩 向台町一丁目 80歳以上 女性

② 【健康・スポーツ】 ジム 向台町一丁目 20代 女性

② 【健康・スポーツ】 スポーツクラブ 向台町一丁目 40代 女性

② 【健康・スポーツ】 スポーツジム 向台町一丁目 50代 女性

② 【健康・スポーツ】 テニスコート 向台町一丁目 60代 男性

② 【健康・スポーツ】 プール 向台町一丁目 60代 男性

② 【健康・スポーツ】 運動施設 南町二丁目 50代 女性

② 【健康・スポーツ】 きらっと(エアロビクス） 南町二丁目 50代 女性

② 【健康・スポーツ】 健康のため、散歩 南町二丁目 60代 女性

② 【健康・スポーツ】 健康のためのジム 南町二丁目 70代 女性

② 【健康・スポーツ】 散歩 南町二丁目 80歳以上 女性

② 【健康・スポーツ】 散歩 南町二丁目 80歳以上

② 【健康・スポーツ】 ジム 南町二丁目 70代 女性

② 【健康・スポーツ】 趣味のスポーツ 南町二丁目 70代 女性

② 【健康・スポーツ】 スポーツ 南町二丁目 60代 女性

② 【健康・スポーツ】 スポーツ（テニス） 南町二丁目 60代 女性

② 【健康・スポーツ】 スポーツジム 南町二丁目 50代 女性

② 【健康・スポーツ】 スポーツジム 南町二丁目 70代 女性

② 【健康・スポーツ】 総合福祉センター(体操） 南町二丁目 50代 女性

② 【健康・スポーツ】 体操 南町二丁目 70代 女性

② 【健康・スポーツ】 体操 南町二丁目 70代 女性

② 【健康・スポーツ】 体操、教室 南町二丁目 70代

② 【健康・スポーツ】 体操教室に通う 南町二丁目 80歳以上 女性

② 【健康・スポーツ】 体操に通う 南町二丁目 60代 女性

② 【健康・スポーツ】 トレーニング 南町二丁目 70代 女性

② 【健康・スポーツ】 GIMに行く(原文のまま） 柳沢二丁目 50代 女性

② 【健康・スポーツ】 ウォーキング 柳沢二丁目 70代 女性

② 【健康・スポーツ】 ウォーキング 柳沢二丁目 60代 女性

② 【健康・スポーツ】 ウォーキング 柳沢二丁目 50代 女性

② 【健康・スポーツ】 運動のため歩くこと 柳沢二丁目 70代 女性

② 【健康・スポーツ】 健康維持 柳沢二丁目 70代 女性

② 【健康・スポーツ】 健康体操 柳沢二丁目 80歳以上 女性

② 【健康・スポーツ】 散歩 柳沢二丁目 80歳以上 男性

② 【健康・スポーツ】 散歩 柳沢二丁目 70代 女性

② 【健康・スポーツ】 散歩 柳沢二丁目 70代 女性

② 【健康・スポーツ】 散歩 柳沢二丁目 70代 女性

② 【健康・スポーツ】 散歩 柳沢二丁目 60代 男性

② 【健康・スポーツ】 散歩 柳沢二丁目 60代

② 【健康・スポーツ】 散歩 柳沢二丁目 80歳以上 女性

② 【健康・スポーツ】 ジム通い 柳沢二丁目 50代 女性

② 【健康・スポーツ】 スポーツ 柳沢二丁目 60代 女性

② 【健康・スポーツ】 スポーツ(プール） 柳沢二丁目 60代 女性

② 【健康・スポーツ】 体操 柳沢二丁目 80歳以上 女性

② 【健康・スポーツ】 体操 柳沢二丁目 70代 女性

② 【健康・スポーツ】 体操教室等 柳沢二丁目 80歳以上 女性

② 【健康・スポーツ】 フィットネスジム 柳沢二丁目 50代 女性
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② 【健康・スポーツ】 ウォーキング 柳沢三丁目 70代 女性

② 【健康・スポーツ】 運動 柳沢三丁目 60代 女性

② 【健康・スポーツ】 運動(公園） 柳沢三丁目 70代 男性

② 【健康・スポーツ】 運動するため 柳沢三丁目 70代 女性

② 【健康・スポーツ】 グランドゴルフ 柳沢三丁目 80歳以上 女性

② 【健康・スポーツ】 散歩 柳沢三丁目 70代 女性

② 【健康・スポーツ】 散歩 柳沢三丁目 60代 女性

② 【健康・スポーツ】 散歩 柳沢三丁目 30代 男性

② 【健康・スポーツ】 散歩 柳沢三丁目 70代 男性

② 【健康・スポーツ】 散歩 柳沢三丁目 50代 女性

② 【健康・スポーツ】 散歩 柳沢三丁目 30代 女性

② 【健康・スポーツ】 散歩 柳沢三丁目 70代 女性

② 【健康・スポーツ】 スポーツ 柳沢三丁目 80歳以上 女性

② 【健康・スポーツ】 スポーツクラブ 柳沢三丁目 70代 女性

② 【健康・スポーツ】 体操教室 柳沢三丁目 70代 女性

② 【健康・スポーツ】 体操教室 柳沢三丁目 80歳以上 女性

② 【健康・スポーツ】 体力づくり 柳沢三丁目 50代 女性

② 【健康・スポーツ】 運動のために外出 柳沢四丁目 20代 女性

② 【健康・スポーツ】 ジム 柳沢四丁目 70代 女性

② 【健康・スポーツ】 趣味のトレーニングのため 柳沢四丁目 50代

② 【健康・スポーツ】 スポーツクラブ 柳沢四丁目 50代 女性

② 【健康・スポーツ】 肉体改造のため 柳沢四丁目 50代

② 【健康・スポーツ】 ウォーキング 柳沢五丁目 80歳以上 男性

② 【健康・スポーツ】 散歩 柳沢五丁目 60代 女性

② 【健康・スポーツ】 散歩 柳沢五丁目 80歳以上 ―

② 【健康・スポーツ】 散歩（なるべく歩行の習慣をつけるため） 柳沢五丁目 70代 男性

② 【健康・スポーツ】 スポーツ 柳沢五丁目 60代 女性

② 【健康・スポーツ】 太極拳教室 柳沢五丁目 70代 女性

② 【健康・スポーツ】 体操教室 柳沢五丁目 80歳以上 女性

② 【健康・スポーツ】 ティップネス田無 柳沢五丁目 80歳以上 女性

② 【健康・スポーツ】 武蔵野市のプール 柳沢五丁目 60代 女性

② 【健康・スポーツ】 ストレス発散 50代 女性

② 【健康・スポーツ】 スポーツ(テニス）

③ 【家族・友人等に会う】 子ども宅訪問 向台町一丁目 70代 男性

③ 【家族・友人等に会う】 子どもの家へ行く 向台町一丁目 60代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 実家・家族の家への訪問 向台町一丁目 30代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 実家へ帰る 向台町一丁目 40代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 姉妹、友人との交流 向台町一丁目 80歳以上 女性

③ 【家族・友人等に会う】 親族宅 向台町一丁目 50代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 知人に会いに行く 向台町一丁目 50代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 友人、家族に会いに 向台町一丁目 30代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 友人親族と会う 向台町一丁目 80歳以上

③ 【家族・友人等に会う】 友人と会う 向台町一丁目 60代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 家族に会いに行く 南町二丁目 80歳以上 女性

③ 【家族・友人等に会う】 実家に行く 南町二丁目 40代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 実家の見舞い 南町二丁目 50代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 新宿方面で人と会う 南町二丁目 70代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 知人との交流 南町二丁目 60代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 友達と会う 南町二丁目 60代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 友人と会う 南町二丁目 50代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 友人と会う 南町二丁目 60代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 友人と会うため 南町二丁目 70代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 友人とたまに話をする為 南町二丁目 70代 女性
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③ 【家族・友人等に会う】 友人との交流 南町二丁目 70代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 友人との集い 南町二丁目 70代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 友人とランチ 南町二丁目 50代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 友人に会いに行く 南町二丁目 70代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 友人訪問 南町二丁目 80歳以上 女性

③ 【家族・友人等に会う】 両親宅への訪問 南町二丁目 40代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 【家族・友人等と会う】人に会う親族の家 柳沢二丁目 40代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 お見舞い等 柳沢二丁目 80歳以上 女性

③ 【家族・友人等に会う】 実家 柳沢二丁目 60代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 実家に行く 柳沢二丁目 30代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 親戚宅 柳沢二丁目 80歳以上 女性

③ 【家族・友人等に会う】 友達とお茶や食事 柳沢二丁目 80歳以上 女性

③ 【家族・友人等に会う】 友達に会うなど 柳沢二丁目 50代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 孫に会いに行く 柳沢二丁目 60代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 友人宅 柳沢二丁目 80歳以上 女性

③ 【家族・友人等に会う】 友人宅 柳沢二丁目 50代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 友人と会う 柳沢二丁目 70代 男性

③ 【家族・友人等に会う】 友人と会うため 柳沢二丁目 70代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 友人と食事 柳沢二丁目 80歳以上 女性

③ 【家族・友人等に会う】 友人との会合(月2～3回） 柳沢二丁目 80歳以上 女性

③ 【家族・友人等に会う】 友人との会食 柳沢二丁目 60代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 友人に会いに行く 柳沢二丁目 30代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 友人に会う 柳沢二丁目 80歳以上 女性

③ 【家族・友人等に会う】 【家族・友人等と会う】人に会う 柳沢三丁目 50代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 【家族・友人等と会う】友人と会うため 柳沢三丁目 80歳以上 男性

③ 【家族・友人等に会う】 帰省 柳沢三丁目 50代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 帰省 柳沢三丁目 50代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 子どもの家に行く 柳沢三丁目 60代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 親戚・友人に会う 柳沢三丁目 70代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 親戚を尋ねる 柳沢三丁目 80歳以上 女性

③ 【家族・友人等に会う】 付き合い 柳沢三丁目 70代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 友人宅 柳沢三丁目 60代

③ 【家族・友人等に会う】 友人宅へ出かける 柳沢三丁目 70代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 友人と会う 柳沢三丁目 80歳以上 女性

③ 【家族・友人等に会う】 友人と会う 柳沢三丁目 60代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 友人と会う 柳沢三丁目 60代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 友人と会う 柳沢三丁目 40代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 友人と会う 柳沢三丁目 80歳以上 女性

③ 【家族・友人等に会う】 友人と会う 柳沢三丁目 50代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 友人との食事 柳沢三丁目 80歳以上 女性

③ 【家族・友人等に会う】 子どものため 柳沢四丁目 50代

③ 【家族・友人等に会う】 祖父母に会いに行く 柳沢四丁目 20代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 孫のところへ行く 柳沢四丁目 70代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 友人の家に遊びに行く 柳沢四丁目 70代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 姉宅 柳沢五丁目 70代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 友達と食事 柳沢五丁目 60代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 人とのお付き合い 柳沢五丁目 60代 男性

③ 【家族・友人等に会う】 友人 柳沢五丁目 70代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 友人宅 柳沢五丁目 70代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 友人とランチ＋おしゃべり 柳沢五丁目 60代 女性

③ 【家族・友人等に会う】 友人に会うため 柳沢五丁目 50代 女性

④ 【公共施設】 公民館 向台町一丁目 70代 男性

④ 【公共施設】 図書館 向台町一丁目 70代 男性

23



項目
番号

分類 外出目的 住所 年代 性別

④ 【公共施設】 図書館 向台町一丁目 50代 女性

④ 【公共施設】 市役所 南町二丁目 70代 男性

④ 【公共施設】 市役所（田無駅から遠くに移転すると困ります） 南町二丁目 70代 女性

④ 【公共施設】 図書館 南町二丁目 60代 男性

④ 【公共施設】 図書館 南町二丁目 50代 女性

④ 【公共施設】 図書館 南町二丁目 70代 女性

④ 【公共施設】 図書館・公民館 南町二丁目 50代 女性

④ 【公共施設】 南町地区会館 南町二丁目 80歳以上 男性

④ 【公共施設】 役所 南町二丁目 70代 男性

④ 【公共施設】 児童館(下の子） 柳沢二丁目 40代 女性

④ 【公共施設】 市役所 柳沢二丁目 80歳以上 女性

④ 【公共施設】 図書館 柳沢二丁目 70代 女性

④ 【公共施設】 図書館 柳沢二丁目 60代 女性

④ 【公共施設】 図書館 柳沢二丁目 80歳以上 女性

④ 【公共施設】 福祉会館 柳沢二丁目 70代 女性

④ 【公共施設】 福祉会館、公民館等 柳沢二丁目 70代 女性

④ 【公共施設】 役所 柳沢二丁目 60代 女性

④ 【公共施設】 グランド・コミュニティセンター（週２回） 柳沢三丁目 80歳以上 女性

④ 【公共施設】 コミュニティセンター　コーラス　カラオケ 柳沢三丁目 80歳以上 女性

④ 【公共施設】 市の企画講座 柳沢三丁目 70代 女性

④ 【公共施設】 市役所の窓口 柳沢三丁目 70代 男性

④ 【公共施設】 図書館 柳沢三丁目 70代 女性

④ 【公共施設】 図書館 柳沢三丁目 70代 女性

④ 【公共施設】 図書館 柳沢三丁目 60代 女性

④ 【公共施設】 図書館利用 柳沢三丁目 70代 女性

④ 【公共施設】 西東京市役所田無庁舎 柳沢三丁目 30代 男性

④ 【公共施設】 市などの手続きなど 柳沢五丁目 70代 女性

④ 【公共施設】 市役所 柳沢五丁目 60代 女性

④ 【公共施設】 市役所へ書類提出 柳沢五丁目 70代 女性

④ 【公共施設】 図書館 柳沢五丁目 70代 男性

④ 【公共施設】 図書館 柳沢五丁目 60代 女性

④ 【公共施設】 福祉会館（新町）、包括センター、中央図書館、田無庁舎 柳沢五丁目 60代 男性

④ 【公共施設】 きらっと 50代 女性

④ 【公共施設】 図書館 50代 女性

④ 【公共施設】 図書館

⑤ 【食事】 外食 向台町一丁目 80歳以上 女性

⑤ 【食事】 外食 向台町一丁目 30代 女性

⑤ 【食事】 外食 向台町一丁目 50代 女性

⑤ 【食事】 食事 向台町一丁目 70代 女性

⑤ 【食事】 食事 向台町一丁目 20代 女性

⑤ 【食事】 食事（外食） 向台町一丁目 40代 女性

⑤ 【食事】 ファストフード 向台町一丁目 70代 男性

⑤ 【食事】 ランチ(友達と、元気な時は） 向台町一丁目 70代 女性

⑤ 【食事】 外食 南町二丁目 50代 男性

⑤ 【食事】 外食 南町二丁目 70代 男性

⑤ 【食事】 外食 南町二丁目 60代 男性

⑤ 【食事】 食事 南町二丁目 70代 男性

⑤ 【食事】 食事に行く 南町二丁目 60代 女性

⑤ 【食事】 お友達とランチ 柳沢二丁目 40代 女性

⑤ 【食事】 外食 柳沢二丁目 70代 男性

⑤ 【食事】 外食 柳沢二丁目 80歳以上 女性

⑤ 【食事】 飲食 柳沢三丁目 50代 男性

⑤ 【食事】 外食 柳沢三丁目 60代 女性
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⑤ 【食事】 食事 柳沢三丁目 40代 女性

⑤ 【食事】 食事 柳沢三丁目 30代 男性

⑤ 【食事】 食事 柳沢三丁目 70代 女性

⑤ 【食事】 食事 柳沢三丁目 80歳以上 女性

⑤ 【食事】 食事 柳沢三丁目 30代 男性

⑤ 【食事】 食事会 柳沢三丁目 70代 女性

⑤ 【食事】 会食 柳沢五丁目 60代 女性

⑤ 【食事】 外食 柳沢五丁目 40代 女性

⑤ 【食事】 食事 柳沢五丁目 60代 男性

⑤ 【食事】 食事、飲み会 柳沢五丁目 50代

⑤ 【食事】 昼食用購入 柳沢五丁目 80歳以上 男性

⑥ 【地域の集まり・会合】 会の行事及び研修会 向台町一丁目 80歳以上 女性

⑥ 【地域の集まり・会合】 会議 南町二丁目 60代 女性

⑥ 【地域の集まり・会合】 会合 南町二丁目 80歳以上 男性

⑥ 【地域の集まり・会合】 会合 南町二丁目 70代 男性

⑥ 【地域の集まり・会合】 学校の用事 南町二丁目 50代 女性

⑥ 【地域の集まり・会合】 柳沢小学校（運協の生涯学習、会議他） 南町二丁目 50代 女性

⑥ 【地域の集まり・会合】 老人会の活動 南町二丁目 70代 男性

⑥ 【地域の集まり・会合】 老人会の行事 南町二丁目 80歳以上 女性

⑥ 【地域の集まり・会合】 会合など 柳沢二丁目 60代 女性

⑥ 【地域の集まり・会合】 集会所 柳沢二丁目 80歳以上 女性

⑥ 【地域の集まり・会合】 老人会の集まり 柳沢二丁目 80歳以上 女性

⑥ 【地域の集まり・会合】 PTA等子供の保護者として学校や市役所へ出向く 柳沢三丁目 50代 女性

⑥ 【地域の集まり・会合】 PTAや地域の活動 柳沢三丁目 40代 女性

⑥ 【地域の集まり・会合】 付き合い 柳沢三丁目 30代 女性

⑥ 【地域の集まり・会合】 集い 柳沢三丁目 70代 女性

⑥ 【地域の集まり・会合】 老人会 柳沢三丁目 80歳以上 女性

⑥ 【地域の集まり・会合】 老人会 柳沢三丁目 70代 女性

⑥ 【地域の集まり・会合】 老人会での集い 柳沢三丁目 80歳以上 女性

⑥ 【地域の集まり・会合】 会合 柳沢四丁目 70代 男性

⑥ 【地域の集まり・会合】 会合 柳沢五丁目 70代 男性

⑥ 【地域の集まり・会合】 子どもの学校関連 柳沢五丁目 40代 女性

⑦ 【郵便局・銀行】 銀行 南町二丁目 70代 女性

⑦ 【郵便局・銀行】 銀行、市役所、郵便局等公的機関 南町二丁目 70代 女性

⑦ 【郵便局・銀行】 金融関係 南町二丁目 70代 男性

⑦ 【郵便局・銀行】 金融関係 南町二丁目 80歳以上 女性

⑦ 【郵便局・銀行】
郵便局（他銀行の引き出しに手数料がかかるようになったた
め最近あまり行かず） 南町二丁目 70代 女性

⑦ 【郵便局・銀行】 銀行 柳沢二丁目 40代 女性

⑦ 【郵便局・銀行】 銀行 柳沢二丁目 60代 男性

⑦ 【郵便局・銀行】 銀行 柳沢二丁目 60代 女性

⑦ 【郵便局・銀行】 郵便局 柳沢二丁目 60代 女性

⑦ 【郵便局・銀行】 銀行 柳沢三丁目 60代 女性

⑦ 【郵便局・銀行】 銀行 柳沢三丁目 70代 男性

⑦ 【郵便局・銀行】 銀行 柳沢三丁目 30代 女性

⑦ 【郵便局・銀行】 銀行等金融機関 柳沢三丁目 60代 女性

⑦ 【郵便局・銀行】 郵便局 柳沢三丁目 70代 男性

⑦ 【郵便局・銀行】 銀行 柳沢四丁目 70代 男性

⑦ 【郵便局・銀行】 郵便局・銀行 柳沢五丁目 70代 女性

⑦ 【郵便局・銀行】 郵便局や銀行へ支払いなど 柳沢五丁目 70代 女性

⑧ 【介護】 親の介護 向台町一丁目 50代 女性

⑧ 【介護】 デーサービス 向台町一丁目 80歳以上 女性

⑧ 【介護】 親の介護 南町二丁目 50代 女性

⑧ 【介護】 家族の通院の付添 南町二丁目 80歳以上 女性
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⑧ 【介護】 通所リハビリテーション(送迎車） 南町二丁目 80歳以上 女性

⑧ 【介護】 デイサービスを週２回 南町二丁目 80歳以上 女性

⑧ 【介護】 デイサービス緑寿園 柳沢二丁目 80歳以上 女性

⑧ 【介護】 母が入居している老人施設を見舞う 柳沢二丁目 60代 女性

⑧ 【介護】 老老介護 柳沢二丁目 70代 女性

⑧ 【介護】 親の介護施設 柳沢三丁目 60代 女性

⑧ 【介護】 リハビリサービスに週一回行く 柳沢三丁目 80歳以上 女性

⑧ 【介護】 デイサービス 柳沢四丁目 80歳以上 女性

⑧ 【介護】 デイサービス 柳沢四丁目 80歳以上 女性

⑧ 【介護】 親の病院の付添（介助） 柳沢五丁目 40代 女性

⑨ 【家族の送迎】 子どものお迎え 向台町一丁目 40代 女性

⑨ 【家族の送迎】 子どもの習い事の送迎 向台町一丁目 60代 女性

⑨ 【家族の送迎】 子どもの送り迎え 南町二丁目 50代 女性

⑨ 【家族の送迎】
子どもの習い事の付き添い(きらっとや西東京スポーツセン
ター) 南町二丁目 50代 女性

⑨ 【家族の送迎】 習い事の送迎 南町二丁目 40代 女性

⑨ 【家族の送迎】 主人の迎え 柳沢二丁目 60代 女性

⑨ 【家族の送迎】 保育園の送迎(上の子） 柳沢二丁目 40代 女性

⑨ 【家族の送迎】 孫のプール付添い 柳沢三丁目 60代 女性

⑨ 【家族の送迎】 子どもの習い事の送迎 柳沢五丁目 30代 女性

⑩ 【遊び（気晴らし)】 気分転換 南町二丁目 70代 女性

⑩ 【遊び（気晴らし)】 気ばらしに足く事(原文のまま） 柳沢三丁目 80歳以上 女性

⑩ 【遊び（気晴らし)】 気分転換(水族館とか） 柳沢三丁目 40代 女性

⑩ 【遊び（気晴らし)】 遊ぶために外出 柳沢四丁目 20代 女性

⑩ 【遊び（気晴らし)】 遊び 柳沢五丁目 30代 女性

⑩ 【遊び（気晴らし)】 遊びに行く 柳沢五丁目 30代 女性

⑩ 【遊び（気晴らし)】 気分を変えるため 柳沢五丁目 80歳以上 女性

⑪ 【公園】 子供を公園へ連れて行く 向台町一丁目 40代 女性

⑪ 【公園】 気分転換に公園に 南町二丁目 70代 男性

⑪ 【公園】 公園など 柳沢二丁目 60代 女性

⑪ 【公園】 子どもを公園に連れて行く 柳沢二丁目 30代 女性

⑪ 【公園】 子どもを公園に連れて行く 柳沢二丁目 30代 女性

⑪ 【公園】 花を目的に公園や庭園 柳沢三丁目 70代 女性

⑫ 【美容】 美容関係 向台町一丁目 20代 女性

⑫ 【美容】 美容室 南町二丁目 70代 女性

⑫ 【美容】 美容院へ行く 柳沢三丁目 40代 女性

⑫ 【美容】 美容院 柳沢四丁目 80歳以上 女性

⑫ 【美容】 美容院 柳沢四丁目 80歳以上 女性

⑫ 【美容】 美容室、ネイルサロンなどの美容系 柳沢五丁目 50代

⑬ 【その他】 ボランティア活動 向台町一丁目 70代 男性

⑬ 【その他】 雑用で 南町二丁目 60代 女性

⑬ 【その他】 私用にて外出 南町二丁目 70代 女性

⑬ 【その他】 生活習慣 南町二丁目 70代 ―

⑬ 【その他】 電車に乗り外出するとき 南町二丁目 70代 女性

⑬ 【その他】 墓参り 南町二丁目 70代 男性

⑬ 【その他】 ボランティア活動 南町二丁目 70代 女性

⑬ 【その他】 ボランティア活動 南町二丁目 50代 男性

⑬ 【その他】 ボランティア活動 南町二丁目 70代 男性

⑬ 【その他】 墓参り（藤沢まで月1回） 柳沢二丁目 80歳以上 女性

⑬ 【その他】 就活 柳沢三丁目 50代 女性

⑬ 【その他】 ボランティア 柳沢三丁目 70代 女性

⑬ 【その他】 ボランティア活動 柳沢三丁目 50代 女性

⑬ 【その他】 ボランティア活動 柳沢三丁目 70代 女性
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⑬ 【その他】 証券会社 柳沢四丁目 70代 男性

⑬ 【その他】 ボランティア活動 柳沢四丁目 40代 女性

⑬ 【その他】 ボランティア活動 柳沢四丁目 40代 男性

⑬ 【その他】 お寺の行事 柳沢五丁目 80歳以上 女性

⑬ 【その他】 病院公開講座 柳沢五丁目 70代 女性

⑬ 【その他】 ボランティア活動 柳沢五丁目 70代 女性

⑭ 【出かけない】 特になし 向台町一丁目 60代 男性

⑭ 【出かけない】 なし 向台町一丁目 80歳以上 ―

⑭ 【出かけない】 あまり外出はしない 南町二丁目 70代 男性

⑭ 【出かけない】 ほとんど外出しない 南町二丁目 80歳以上 女性

⑭ 【出かけない】 なし 柳沢三丁目 20歳未満 女性

⑭ 【出かけない】 なし 柳沢三丁目 40代 女性

⑭ 【出かけない】 ほとんど出掛けません

⑮ 《意見》 体が不自由で外出できない 南町二丁目 70代 女性

⑮ 《意見》 交通手段がない 南町二丁目 70代 女性

⑮ 《意見》 田無駅まで歩き電車で２０分 南町二丁目 80歳以上 ―

⑮ 《意見》
一人住まいなので、近場に（柳沢公園）コーヒーショップも
ない 柳沢三丁目 80歳以上 男性

⑮ 《意見》 うかばない 柳沢五丁目 40代 女性

⑮ 《意見》 道路が狭ければ一方通行にしろ

－ 【駅】 【駅】田無駅 南町二丁目 80歳以上 男性

－ 【駅】 【駅】武蔵境駅 南町二丁目 80歳以上 男性

－ 【仕事】 【仕事】通勤 向台町一丁目 50代 女性

－ 【仕事】 【仕事】通勤 南町二丁目 60代 女性

－ 【仕事】 【仕事】仕事 柳沢二丁目 60代 女性

－ 【仕事】 【仕事】通勤 柳沢二丁目 30代 女性

－ 【仕事】 【仕事】仕事 柳沢三丁目 60代

－ 【仕事】 【仕事】仕事(フリーランスのため） 柳沢三丁目 30代 女性

－ 【仕事】 【仕事】単発の仕事 柳沢三丁目 60代 女性

－ 【仕事】 【仕事】通勤　週２回 柳沢三丁目 70代 女性

－ 【仕事】 【仕事】仕事 柳沢三丁目 60代

－ 【仕事】 【仕事】仕事上の打合せ訪問 柳沢三丁目 60代 女性

－ 【仕事】 【仕事】仕事上の接待 柳沢三丁目 60代 女性

－ 【仕事】 【仕事】資料集め 柳沢三丁目 30代 女性

－ 【通学】 【通学】通学 柳沢二丁目 30代 女性

－ 【買い物】 【買い物】本屋 向台町一丁目 80歳以上

－ 【買い物】 【買い物】スーパーで買い物 南町二丁目 80歳以上 女性

－ 【買い物】 【買い物】日用品・食品買出し 南町二丁目 80歳以上 男性

－ 【買い物】 【買い物】デパートでのお買い物 南町二丁目 70代 女性

－ 【買い物】 【買い物】ほとんど買い物 南町二丁目 70代 女性

－ 【買い物】 【買い物】買い物（日常品） 柳沢二丁目 80歳以上 女性

－ 【買い物】 【買い物】買い物 柳沢三丁目 70代 女性

－ 【買い物】 【買い物】買い物 柳沢三丁目 70代 女性

－ 【買い物】 【買い物】買い物１時間 柳沢三丁目 70代 男性

－ 【買い物】 【買い物】ショッピング 柳沢三丁目 70代 女性

－ 【買い物】 【買い物】買い物で吉祥寺に行き、映画を見る。 柳沢四丁目 70代 女性

－ 【買い物】 【買い物】お茶菓子、果物、衣類等購入 柳沢五丁目 80歳以上 男性

－ 【買い物】 【買い物】コジマビックカメラなど 柳沢五丁目 60代 男性

－ 【買い物】 【買い物】日用品の購入 柳沢五丁目 80歳以上 男性

－ 【病院等】
【病院等】薬局（調剤薬局のため、市販の薬が少なく、高価
なので不便） 南町二丁目 70代 女性

－ 【病院等】 【病院等】整形 南町二丁目 80歳以上 女性

－ 【病院等】 【病院等】精神科 南町二丁目 70代 ―

－ 【病院等】 【病院等】通院に月三回 南町二丁目 80歳以上
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項目
番号

分類 外出目的 住所 年代 性別

－ 【病院等】 【病院等】内科 南町二丁目 80歳以上 女性

－ 【病院等】 【病院等】脳神経 南町二丁目 80歳以上 女性

－ 【病院等】 【病院等】リハビリ 南町二丁目 80歳以上

－ 【病院等】 【病院等】リハビリ 南町二丁目 70代 女性

－ 【病院等】 【病院等】武蔵境（眼科） 柳沢三丁目 70代 男性

－ 【病院等】 【病院等】リハビリ体操 柳沢五丁目 70代 女性

－ 【病院等】 【病院等】徳洲会病院 柳沢五丁目 60代 男性
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分類 自由意見 年代 性別 住所

バス・バス停がない
はなバスが近くを通っていない。今は健康で自分で外出で
きる。

60代 女性 向台町一丁目

バス・バス停がない バス停が近くにない。 80歳以上 男性 向台町一丁目

バス・バス停がない はなバスが走っていない 70代 男性 向台町一丁目

バス・バス停がない
住んでいる近くに「はなバス」が通っていないので、利用
のしようがない

60代 女性 向台町一丁目

バス・バス停がない バス停が近くにない。 70代 男性 南町ニ丁目

バス・バス停がない バスがない。 70代 女性 南町ニ丁目

バス・バス停がない 近くをはなバスが通っていない 60代 女性 南町ニ丁目

バス・バス停がない バス停が近くにない。 80歳以上 南町ニ丁目

バス・バス停がない 近くにない 50代 女性 南町ニ丁目

バス・バス停がない バス停が近くにない。 60代 女性 南町ニ丁目

バス・バス停がない 使えるバス停がない。 80歳以上 女性 南町ニ丁目

バス・バス停がない 近所にバス停がない 60代 女性 南町ニ丁目

バス・バス停がない はなバスがない 70代 女性 南町ニ丁目

バス・バス停がない 南町２丁目には来ない 70代 女性 南町ニ丁目

バス・バス停がない はなバスが通っていない 70代 女性 南町ニ丁目

バス・バス停がない ない 80歳以上 女性 南町ニ丁目

バス・バス停がない バス停が近くにない。 女性 南町ニ丁目

バス・バス停がない はなバスがありません。買物難民 80歳以上 女性 南町ニ丁目

バス・バス停がない はなバスが通っていない。 60代 男性 南町ニ丁目

バス・バス停がない バス停がないため使えない. 80歳以上 女性 南町ニ丁目

バス・バス停がない バス停がない 70代 女性 南町ニ丁目

バス・バス停がない バス停が近くにない。 南町ニ丁目

バス・バス停がない バス停が近くにない。 南町ニ丁目

バス・バス停がない 近くにバス停がない 70代 女性 南町ニ丁目

バス・バス停がない バスそのものが走っていない。 70代 女性 南町ニ丁目

バス・バス停がない 家の近くを通っていない。 70代 女性 南町ニ丁目

バス・バス停がない バス停が近くにない。歩けない。 80歳以上 女性 南町ニ丁目

バス・バス停がない 遠いので使えない。 60代 女性 南町ニ丁目

バス・バス停がない 使えない. 80歳以上 女性 南町ニ丁目

バス・バス停がない はなバスが通っていないから 80歳以上 女性 南町ニ丁目

バス・バス停がない はなバス路線が無い 70代 女性 南町ニ丁目

バス・バス停がない はなバスは近くにない 70代 女性 南町ニ丁目

バス・バス停がない はなバスが通っていない 80歳以上 女性 南町ニ丁目

バス・バス停がない 使うバス停はどこも遠いので使わない 70代 女性 南町ニ丁目

バス・バス停がない バス停が近くにない。 70代 女性 南町ニ丁目

バス・バス停がない バス停が近くにない。 南町ニ丁目

バス・バス停がない はなバスのバス停がない 70代 女性 南町ニ丁目

バス・バス停がない バス停がない 70代 女性 南町ニ丁目

バス・バス停がない バス停が近くにない。 40代 女性 南町ニ丁目

バス・バス停がない ない 80歳以上 女性 南町ニ丁目

バス・バス停がない バス停がない 70代 男性 南町ニ丁目

バス・バス停がない バス停がない 50代 男性 南町ニ丁目

バス・バス停がない バス停がない 70代 男性 南町ニ丁目

バス・バス停がない バス停が近くにない。バスが通らない。 柳沢五丁目

バス・バス停がない バス停がない。はなバスが運転されていない。 60代 男性 柳沢五丁目

バス・バス停がない 自宅からの花バスが無い。 60代 男性 柳沢五丁目
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分類 自由意見 年代 性別 住所

バス・バス停がない
町内近隣にバス路線がない、外周の路線で利便性がない、
高齢者が不便という話を聞く

50代 男性 柳沢五丁目

バス・バス停がない はなバスない 70代 男性 柳沢四丁目

バス・バス停がない はなバス停が遠くて利用しにくい。 70代 女性 柳沢二丁目

バス・バス停がない はなバスが通っているのを見かけない 60代 女性 柳沢二丁目

バス・バス停がない バス停が近くにない。 柳沢二丁目

バス・バス停がない 南町1丁目在住だからバス停なし 70代 女性

他の交通手段で足りて
いる

バス自体が不自由。自転車の方が使い勝手が良い。 80歳以上 男性 南町ニ丁目

他の交通手段で足りて
いる

家族の車での送迎で充分である 80歳以上 女性 南町ニ丁目

他の交通手段で足りて
いる

自転車 70代 女性 南町ニ丁目

他の交通手段で足りて
いる

自転車 60代 女性 南町ニ丁目

他の交通手段で足りて
いる

ほとんど田無駅周辺に行くため。 70代 女性 南町ニ丁目

他の交通手段で足りて
いる

徒歩、自転車のため 70代 男性 南町ニ丁目

他の交通手段で足りて
いる

保谷の方の市役所に行く。（直行）バスがあれば便利だと
思います。現在はしかたなく他の手段をとっています。

40代 女性 南町ニ丁目

他の交通手段で足りて
いる

使ってことがない。 60代 女性 南町ニ丁目

他の交通手段で足りて
いる

徒歩 70代 男性 南町ニ丁目

他の交通手段で足りて
いる

自転車で今のところは動ける 60代 女性 南町ニ丁目

他の交通手段で足りて
いる

徒歩でするようにします。歩かないと足が弱くなります 70代 女性 柳沢五丁目

他の交通手段で足りて
いる

利用していない。 70代 女性 柳沢五丁目

他の交通手段で足りて
いる

自転車 70代 女性 柳沢五丁目

他の交通手段で足りて
いる

今のところ自転車でほぼ何とかなっているが、乗れなく
なったら「ダルマさん」です。それも時間の問題です。

70代 女性 柳沢五丁目

他の交通手段で足りて
いる

利用しない。 30代 女性 柳沢五丁目

他の交通手段で足りて
いる

軽自動車運転 70代 男性 柳沢三丁目

他の交通手段で足りて
いる

電動自転車で移動 60代 男性 柳沢三丁目

他の交通手段で足りて
いる

自転車 70代 男性 柳沢三丁目

他の交通手段で足りて
いる

タクシー 80歳以上 女性 柳沢三丁目

他の交通手段で足りて
いる

自転車 60代 女性 柳沢三丁目

他の交通手段で足りて
いる

ほとんど吉祥寺～三鷹で済ませてます 80歳以上 女性 柳沢三丁目

他の交通手段で足りて
いる

歩く距離なので、運動のため徒歩 70代 男性 柳沢二丁目

他の交通手段で足りて
いる

徒歩 70代 女性 柳沢二丁目

他の交通手段で足りて
いる

路線バス券を買う 70代 女性 柳沢二丁目

他の交通手段で足りて
いる

現在は自転車で移動が来ますので、足りていますが、今後
の問題としては心配しています。

70代 女性 柳沢二丁目

他の交通手段で足りて
いる

柳沢二丁目ですが、市役所は坂道が多く、はなバスも少な
く、西東京よりも三鷹へ出たほうが便利です。

70代 女性 柳沢二丁目

他の交通手段で足りて
いる

シルバーパスを持っている。 70代 女性 柳沢二丁目

他の交通手段で足りて
いる

現在その必要性が無い
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分類 自由意見 年代 性別 住所

他の交通手段で足りて
いる

バス利用なし

運行・ルート希望

これから高齢者の仲間入りする私としたしても、南町２丁
目にはなバスが通ってもらえるよう応援したいと思ってお
ります。多摩六とプラネタリウムに行くときは、とても狭
い道を通ります。近年、中央図書館移転計画もあります
し、市役所⇔柳沢図書館順路途中に、この２丁目を通って
もらえると将来、安心できます。

50代 女性 南町二丁目

運行・ルート希望

近くにはなバスが通れば、もっともっと利用したい。雨の
日にほしいと思う。リビンの駐輪場はいつも混雑。・はな
バスは、ステップが低いので、バスに乗降できなくてもは
なバスならできる、と近所に住む母は言ってます。・以
前、バス停候補が南町地区会館前で、そこは公園も近い
為、バスが通ると子どもが危険と聞いたが、バスレーンに
赤いラインを引くとか、バスが通る道を誰もがわかるよう
にしてあれば大丈夫ではないかと考える．是非、近所には
なバスを通して欲しい。よろしくお願いします。

50代 女性 南町二丁目

運行・ルート希望 近くにはなバス通ってない。通して欲しい。 80歳以上 女性 南町二丁目

運行・ルート希望

今年6月に出産し、今は自転車に乗れるようになったの
で、不便には感じませんが、妊娠中は上の子を連れての移
動が大変でとても困りました。はなバスがこの地域にも運
行されるのであればとても嬉しく思います。

30代 女性 南町二丁目

運行・ルート希望

現在は健康なので交通手段に困っていませんが、何年か
後、車や自転車が使えなくなったときの外出に不安を感じ
ています。柳沢児童館前の道にはなバスを通してほしいと
思っています（地図添付あり（柳沢中央通り～エース通
り））。

60代 女性 向台町一丁目

運行・ルート希望

要望②はなバスの8番停留所について：徳州会病院の利用
時往復の足として使用いたしたく、これから年々利用が増
えると思い、帰りの足があれば安心して暮らせます。以上
よろしくご検討いただきたく、よろしくお願いいたしま
す。

70代 女性 向台町一丁目

運行・ルート希望 小金井公園に往復ともはなバス停が欲しい 60代 女性 柳沢三丁目

運行・ルート希望

はなバスの本数を増やしてほしい。一方通行を利用して柳
沢二丁目から田無まで行く方法を考えて下さい。腰を手術
して歩行困難です。何とかはなバスを使いたいのでよろし
くお願いします。

80歳以上 柳沢三丁目

運行・ルート希望
はなバス→こもれび行き　谷戸　ひばりヶ丘　公民館行き
ルート考えてほしい　柳橋バス停がないのか？

70代 女性 柳沢三丁目

運行・ルート希望

一番近くのはなバスの停留所は武蔵野市の市境にありま
す。市民の為のはなバスなのになぜもう一本西東京市内寄
の道にバス停を作らなかったのか。もう一本西東京市寄の
道路にはなバスのバス停があれば大きな団地の中央にバス
停があることになり、とても便利だと思います。たとえ、
1時間に一本しか走ってなくても、ルートをもう一度見直
すことで、とても便利になると思います。たとえ、1時間
に一本しか走ってなくてもルートをもう一度見直すこと
で、とても便利な市内のツールになるのではと思います。

50代 女性 柳沢三丁目

運行・ルート希望

徳州会病院(はなバスで行きは前で止まりますが、帰りが
ないです。田無へ出て折り返し）徳州会病院(はなバスで
行きは前で止まりますが、帰りがないです。田無へ出て折
り返し）

70代 女性 柳沢三丁目

運行・ルート希望

東伏見～田無ルートのバスは、田無駅まで遠回りなので
使ったことがない。西武柳沢駅までの坂が大変なので、柳
沢駅から新柳沢団地までのバスがあると便利だと思う。使
いたい。（アンケートには手書き地図あり）

70代 女性 柳沢三丁目

運行・ルート希望
年齢的に自家用車運転も自転車も使わなく（使えなく）
なってきますので、はなバスをもっと近くで、もっと本数
を増やして頂きたいと思ってます。

70代 女性 柳沢二丁目
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分類 自由意見 年代 性別 住所

運行・ルート希望
はなバスは大通りを通っているので、意味がないのでは？
武蔵野市のムーバスは住宅街を走るので、信号待ちもほと
んどなく、一定の時間内に目的地に到着します。

60代 女性 柳沢二丁目

運行・ルート希望
都営柳沢団地から、保二小前の道を抜け、ビックA(スー
パー）や向台町サミット方面に行く経路を作ってほしい。

60代 女性 柳沢二丁目

運行・ルート希望

仕事をやめてからの買い物は田無へ行きたいと思っていま
す。坂を下りるのは良いけれど、上りはきつくなるので、
自転車以外の交通手段を使うようになると思う。一時間に
一本くらいの割合で運行してもらえるとありがたい。先日
お出かけマップが家に届きました。わかり易くて良いで
す。一度乗ってみたいと思います。

60代 女性 柳沢二丁目

運行・ルート希望
自宅の周辺は、道幅が狭いのに交通量が多く坂道も多いで
す。お店が１軒も廻りにないので、今後の交通手段が心配
です。是非保谷２小通りにもはなバスをお願いします。

50代 女性 柳沢四丁目

運行・ルート希望 はなバスがないから。はなバスが欲しい 80歳以上 女性 南町ニ丁目

運行・ルート希望 バス停が近くにない。近ければ大いに使う 80歳以上 女性 柳沢五丁目

運行・ルート希望 田無中央病院行きを柳沢駅出発で 70代 女性 柳沢五丁目

運行・ルート希望 バス停が近くにない。はなバスを通してほしいです。 80歳以上 女性 柳沢五丁目

運行・ルート希望 もう少し狭い通りを走るはなバスが欲しいです。

知らない（存在・ルー
トなど）

はなバスについてよく知らない。 30代 女性 向台町一丁目

知らない（存在・ルー
トなど）

考えたことがなかった。情報もない。病院行き、田無駅周
辺行きがあれば利用したい。

70代 女性 向台町一丁目

知らない（存在・ルー
トなど）

田無駅の所しか知らない 60代 女性 南町ニ丁目

知らない（存在・ルー
トなど）

よく知らない 60代 女性 南町ニ丁目

知らない（存在・ルー
トなど）

場所を知らない 60代 男性 南町ニ丁目

知らない（存在・ルー
トなど）

存在も知らない 70代 男性 柳沢五丁目

知らない（存在・ルー
トなど）

はなバス知らない 60代 男性 柳沢五丁目

知らない（存在・ルー
トなど）

近くのバス停がわからない 60代 女性 柳沢五丁目

知らない（存在・ルー
トなど）

よく分からない 70代 女性 柳沢三丁目

知らない（存在・ルー
トなど）

バス停やルートを知らないので利用したいと思わない 40代 女性 柳沢四丁目

知らない（存在・ルー
トなど）

バス停を知らない。ルートを知らないので利用したいと思
わない

40代 男性 柳沢四丁目

知らない（存在・ルー
トなど）

存在を知らなかった 30代 男性 柳沢二丁目

知らない（存在・ルー
トなど）

どこを通っているのか、何時に来るのかチェックしたこと
がない

50代 女性 柳沢二丁目

所要時間が長い 目的地到着まで時間がかかりすぎる 80歳以上 女性 柳沢三丁目

所要時間が長い 時間がかかりすぎる（田無まで） 70代 女性 柳沢三丁目

所要時間が長い 目的地に行くのには普通のバスを利用した方が早い 70代 女性 柳沢四丁目

所要時間が長い 時間がかかってしまう 50代 女性 柳沢二丁目

所要時間が長い 駅まで時間がかかる 40代 女性 柳沢二丁目

所要時間が長い 目的地まで時間がかかりすぎる 60代 女性 柳沢二丁目

所要時間が長い 目的地まで遠回りで時間がかかる 60代 女性 柳沢二丁目

所要時間が長い 目的地までの時間がかかりすぎ 60代 女性 柳沢三丁目

所要時間が長い
以前利用したとき感じたのは、田無駅から時間がかかりす
ぎます。遠回りすぎのルートだと思います。一時間位か
かったと思いました。

70代 女性 柳沢四丁目

希望する目的地がない 利用したいと思う所にバスが走っていない。 60代 女性 南町ニ丁目
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希望する目的地がない 病院前近くにバス停がない 70代 女性 南町ニ丁目

希望する目的地がない
六都科学館に行くバスが近くになく、使う機会が得られな
い

30代 女性 柳沢五丁目

希望する目的地がない 武蔵関の方へ行くバスがない。仕事に行くのに不便 60代 女性 柳沢三丁目

希望する目的地がない ルートが悪すぎて、使うメリットがまったくない 70代 女性 柳沢二丁目

希望する目的地がない 行きたいところにバス停がないので、使わない。 50代 女性

希望する目的地がない 希望するルートが無い 50代 女性

運行本数が少ない 本数が少ない。 60代 女性 柳沢三丁目

運行本数が少ない

はなバスは時々利用しますが、路線バスに比べて本数が少
ない上、田無駅から乗る場合は混雑しております。お年寄
りや免許のない方にとっては大切なバスだと思いますので
もう少し使いやすいものにしていただきたいなと思ってお
ります。

40代 女性 柳沢三丁目

運行本数が少ない はなバスの本数が減って不便である(東伏見～田無間） 80歳以上 男性 柳沢二丁目

運行本数が少ない
はなバスの本数が少ないので、西武新宿線と関東バスを利
用することもある。

80歳以上 女性 柳沢三丁目

運行本数が少ない 少なくても１時間に１本は運行してほしい。 40代 女性 柳沢二丁目

身体的な理由 身体的な理由(足） 80歳以上 女性 南町ニ丁目

身体的な理由
膝の手術で公共の乗り物は乗り降りが危ないのでその際身
体障害者に対して一寸時間などを配慮してもらえると利用
したいと常に思っている

80歳以上 南町ニ丁目

身体的な理由 足が悪くリハビリに通いたいのですが、歩くことが難しい 70代 女性 柳沢五丁目

身体的な理由 バス停まで歩けない 80歳以上 男性 柳沢二丁目

身体的な理由 車椅子 80歳以上 女性 柳沢二丁目

運行時間
最も使用したい時間帯の10時がなく、田無方面への買い
物が不便。10時台の時間帯があれば田無での買い物も増
えると思います。

70代 女性 向台町一丁目

運行時間
要望①はなバスの10時台の運行をお願いいたします。市
役所への届出等と買い物のため

70代 女性 向台町一丁目

運行時間 はなバスは1時間に1本であるが、10時台になく不便だ。 80歳以上 男性 柳沢三丁目

運行時間 なぜ10時台の田無駅行きがないのでしょうか 80歳以上 女性 柳沢二丁目

シルバーパスが使えな
い

シルバーパスが使えない。路線バスと重複している。住宅
街を走行していない。

80歳以上 男性 柳沢五丁目

シルバーパスが使えな
い

運賃が高い。シルバーパスが使えない。 80歳以上 女性 柳沢三丁目

シルバーパスが使えな
い

シルバーパスが使用できない 70代 女性 柳沢二丁目

シルバーパスが使えな
い

料金がかかるので都のパスが使えれば使用したい。 70代 女性 柳沢五丁目

バス停までの交通環境
（遠い・危険）

田無→柳沢団地間。徒歩は坂が多く、はなバスだと遠回
り。今年から70歳になったので、乗合いバスになりまし
た。

70代 女性 柳沢三丁目

バス停までの交通環境
（遠い・危険）

今現在のバス停だと一人で移動が厳しい。歩道があってな
いような道を通らなくてはバス停に行けないので、少々危
険な為

80歳以上 女性 柳沢四丁目

バス停までの交通環境
（遠い・危険）

遠すぎて歩いていけない 80歳以上 女性 柳沢二丁目

その他意見
はなバスは一度も使ったことがない。武蔵野大学から吉祥
寺行きのバスは、昔通勤していた時期に乗っていた。

80歳以上 男性 南町二丁目

その他意見 近くにバス停がない。バス停がどこの駅にいくより遠い 70代 女性 南町二丁目
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その他意見

はなバスはの通る場所ではないので若いころは利用出来る
人はいいなと思っていました。今は高齢者なので、どのバ
スも無理ですので、息子の休みに車で買い物しています。
私も税金はちゃんと払っています。もっと良い方法を考え
てもらいたいです。
はなバスは無だと思います。

80歳以上 女性 柳沢五丁目

その他意見

｢はなバス」についての意見：現在の東伏見～田無のルー
トについてですが、現在武蔵野市との市境を走っています
が、いつ見てもガラガラです。柳沢中通りを通ってもらえ
れば公団の人たちを始め困っている人たちは皆さん利用す
るのではないでしょうか。非常に不合理です。

70代 男性 柳沢五丁目

その他意見
青梅街道の柳沢通りから田無駅まではなバスが無いので不
便です。都バスがなくなって待ち時間が長くなり疲れて大
変です。

70代女性 柳沢五丁目

その他意見
東伏見駅に着いたとき、丁度時間が合えば乗っています。
東伏見駅と柳沢団地間のみ利用しています。東伏見行き⇔
柳沢団地、この間のみしか使用していません。

60代 女性 柳沢三丁目

その他意見
柳沢からは市の施設を使いにくい。西東京市内では買い物
の選択肢が限られるので、武蔵野市に行くことになる。

50代 女性 柳沢三丁目

その他意見
バスがどこを走っているか知らない。わかりやすい地図に
して(路線・停留所）各家庭に配ってほしい。ぜひ利用し
たいです。

60代 女性 柳沢二丁目

その他意見
【質問】武蔵野市との境を通らず、柳沢２丁目団地入口の
ところに入れないのか？市民のことを考えるのであれば大
きな都営・公団をかかえている中に入って来て欲しい。

70代 男性 柳沢二丁目

その他意見 東伏見⇔柳沢団地しか利用していません 60代 女性 柳沢三丁目

その他意見 通常のバス路線と同じところを走っている。 70代 女性 柳沢四丁目

その他意見 生協１週間に１回 80歳以上 女性 柳沢二丁目
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自由意見（欄外） 年齢 性別 住所
向台から駅に（田無・武蔵境・三鷹・吉祥寺）へ行く関係で、現在柳沢方面に買
物に行くことはありません。

60代 女性 向台町一丁目

今は持病がありながらもなんとか買い物も行けますが、先を考えると不安です。
よろしくお願いします。

60代 女性 向台町一丁目

南町二丁目から田無駅までに急坂が多いのに「はなバス」が運行されていない。
この地域は買い物難民です。手押し車を押し駅までの坂を登る老人が不憫でなら
ない。

70代 男性 南町二丁目

今は何とか徒歩及び自転車で買物に行かれますが、自転車に乗れなくなった時、
重い荷物を持っての買物は困ると思っています。生協等宅配業者に頼む様になる
のか考えています。

70代 女性 南町二丁目

健康のため歩かなければといつも思っていますが、帰路のことを考えるとすぐタ
クシーに乗ってしまいます。荷物が重いので、宅配便を利用しようと考えます
が、ますます歩かなくなります。

70代 女性 南町二丁目

マーケットが近くになく、駅に出るのも難儀します。どこへ行くのにもバス停が
遠く困っています。早くなはバスを通して頂きたいです。（住宅には高齢者だら
けなので）私は６０代ですが、今後のことを考えると早急にご検討をお願いしま
す。

60代 女性 南町二丁目

店が遠い。バス停が遠い。 80歳以上 女性 柳沢二丁目

現在我が家では健康状態に問題や不安がある者はいないので、徒歩、自転車等で
移動は充分に足りております。車もあるので雨の日でも重い荷物があっても困る
ことはありません。ただ、自宅周辺で日常の食料品を買い物しようと思っても満
足にそろうことはなく、結局他市のスーパーへ買いに行っています。(坂が多いの
で、西武柳沢駅、田無駅方面へは行かず、武蔵野市方面へ行くことがほとんどで
す。）アンケートの趣旨とは外れますが、この地域に商店等の商業施設、銀行等
を充実してもらえれば、移動の問題も多少は解消されるのではないでしょうか。

40代 女性 柳沢二丁目

身体が不自由になった時、買い物に行く所が遠くてとても不安です。近くに柳沢
団地もあり、世帯数も少なくないと思うのですが、小さなスーパーもありませ
ん。足の充実か施設の完備を求めます。

60代 女性 柳沢二丁目

最近自宅近くのスーパーが閉店となりました。我が家の家族は元気なので、さほ
ど困りませんが、ご高齢の方などはと保険で買い物できるところがあまりなく、
お困りなのではないかと思います。

50代 女性 柳沢三丁目

市中心部への最短ルートのバスがない。現在は目的地へは歩いた方が早く着く。
本数が少なすぎで全く使いものにならない。1時間に3～4本（等間隔）があれば
利用するだろう。10年後に高齢化した町を考えると、市中心部（田無等）と新柳
沢団地を最短ルートで結ぶコミュニティバスが必要（マイクロバスでも充分
だ）。近くのスーパーが今年6月で閉まり、地元で食料品の買い物ができなく
なった。近くの人は三鷹、吉祥寺方面へますます流れている。このままでは将来
も市内での買い物はしないだろう（市内5駅の内、柳沢駅の南側はスーパーがゼ
ロ）。通院も10年後は悲惨だろう。近くの開業医は医師の高齢化でほとんど閉院
するだろう。三鷹、吉祥寺方面のバス停へも高齢者にとってはつらい距離であ
り、新柳沢団地と田無方面を結ぶ直通バスを検討すべきと思う。将来車を手放し
たときに生活面で大きな不安を感じる。

50代 男性 柳沢三丁目

小さなカートを引いて坂道を歩いたり、狭い歩道を通っている高齢の方をよくお
見かけします。本当に見ていて心配、気の毒に思います。老人ホームもあります
し、独居の方も多いです。医療費より交通費の方が高くて様々出費を控えている
というお話をしえくれた知人の方もいます。特に柳沢は商店も少なく、買い物で
きるところがないので、困ります。公共の足がこの地域に走ってくれるのを期待
しています。

40代 女性 柳沢四丁目

自転車はあるが今はもう乗らない。 70代 女性 向台町一丁目

保谷庁舎に月に数回行くことがある。田無庁舎⇔保谷庁舎のバスを有料でも良い
ので使用させてほしいとず～っと思っています。

60代 女性 向台町一丁目

自転車に乗れる間は不便はあまりないかもいせませんが、年を重ねてからを考え
ると公共の交通手段が心細い地域だと思います（南町）

50代 女性 南町二丁目

自転車で田無まで行くのは危険 70代 女性 南町二丁目

リビンに買い物・銀行に行きますが、自転車の駐輪場がいっぱいで困る!!３年前か
ら言っているが何もしてくれない。アンケートを書いても、変わらないです。

70代 女性 南町二丁目

そろそろ免許を返却しなければと思いつつです。 70代 女性 南町二丁目

歩けなくなったら、自転車に乗れなくなったら、と思うと常に不安を感じる 70代 女性 南町二丁目
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要支援２の状態で一人生活をしています。できるだけ自分の力で生活していきた
いと思っていますが、交通手段だけは不便をしています。今まで何度も市に相談
しておりますが、良い返事をもらっていません。もう少し静かに生きている老人
の為に力をお貸し下さい。

70代 女性 南町二丁目

自転車があってものれなくなったら心配 80歳以上 女性 柳沢二丁目

現在は自転車、来るまで移動可能なので一部免許返納したときのことを考えてみ
て回答した部分があります。乗合バス、乗合タクシー良いアイデアと思います。

60代 女性 柳沢三丁目

高齢のため、自転車は持っているが乗ってはいない。 80歳以上 女性 柳沢四丁目

お年寄りが多い地域だと思いますので、施設の送迎者のような大きさの車でもい
いので、足となる交通手段があるといいなといつも思ってます。

40代 女性 柳沢四丁目

現在は自転車がありますが、加齢と共に危険になるので手放さなくてはの時も来
ると思います。

70代 女性 柳沢四丁目

西東京市の施設は交通が不便なので武蔵野市の施設に長年通っています。それに
西東京市は施設使用料が高いです。

70代 女性 向台町一丁目

田無も保谷も市役所に行くのが大変不便 80歳以上 女性 柳沢二丁目

田無中央病院へ行く手段が不便です。柳沢駅から出発する便を是非お願いしま
す。

70代 女性 柳沢五丁目

夜間、街灯が少なくて見づらかったり、カーブの植え込みが高く、左右が見にく
い場所があったり、自転車や背の低い子どもが危ない道路があります。広範囲で
大変とは思いますが、そのような道路をチェックして改善して頂けたらと思いま
す。

50代 女性 向台町一丁目

道路が狭いことが原因の１つに挙げられていますが、柳沢住宅は高齢者が多いの
で、田無駅―文化通り―柳沢中央通りを通るルートがあると外出しやすくなり、
助かります。どうかよろしくお願いいたします。

50代 女性 南町二丁目

当地区は、歩道が少なく、境のため白線は東側や西側きちんと、両側へないの
で、自転車で、日本国道交法を無視して、逆送している者いて、事故も、おきて
いる。市で、きちんと線を引いてないから勘違いしている人もいる。そんなもの
なら、勘違いをなくすため線は、いらない。

50代 柳沢四丁目

大型貨物車、幼稚園バスが普通に通ってます。はなバスより大型でも通ってま
す。

70代 女性 南町二丁目

できれば希望として、文化公園と南町地区会館の前にはなバスが停車して頂けれ
ばとても便利だと思います。（この近辺はお年寄りが多いので）

60代 女性 南町二丁目

地区のお年寄りが共通して困っていること。田無駅より帰りは西武バスの南町三
丁目ができたので、利用している人が多い。行きはバス停が無いので困ってい
る。帰りのタクシーは安定した道順・料金で帰れるが行きはマチマチの道順。料
金も驚くほど高くなる。

80歳以上 男性 南町二丁目

武蔵境→田無駅の間新道をバスが通ってくれると便利 60代 女性 南町二丁目

歩行に支障があるため通院・買い物などは遠くに住む家族に来宅してもらってい
ます。常に近くに「花バス」等停車することができるようになり、自身も危険を
感じなくなり利用することができると家族の負担も軽くなり又自分で外出の機会
も増えるのではないかと希望しています。

80歳以上 女性 南町二丁目

9時、4時の時間がないので困っている。 80歳以上 女性 柳沢三丁目

いつ頃の自家用車の運転可能か？その時に花バスが有ったら便利だと思います。 70代 女性 柳沢五丁目

乗合バスorタクシーのいずれでも、どの程度のサービス内容かで金額が決まると
思うが、通常のバス、タクシーより半額以下でないと利用しないと思います。

50代 女性 柳沢二丁目

調査ありがとうございます。我が家に関して不便はありませんが、先日の都議選
挙時、ご高齢の方が猛暑の中、道を尋ねながら歩いているのをお見かけしまし
た。そのようなイベントがあるときだけでも・・・と思いますが、この猛暑とな
ると、やはり日常的に何らかの交通手段を確保していただけると弱者のQOLの向
上につながるかと思われます。

40代 女性 南町二丁目

はなバスを通したり、道路を広げることは交通量が多くなり、スピードを出す
車・自転車が増えて歩行者にとっては危険が多くなり、安易に賛成できません。
また文化通り・エース通りの店舗の利用もしにくくなります（年配者にとっては
大事な店舗です）便利さと共存するにはスピード違反、駐車違反等の取り締まり
強化が重要になると思います。

70代 女性 南町二丁目

同居はしていないが孫の面倒を見ている。 70代 女性 柳沢五丁目
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