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市長キャラバン（吉川南部地区①）まとめ 
 

【日  時】平成２８年６月１８日（土）１９時～２１時 

【会  場】中央公民館３０１・３０２講座室 

【参加者数】３６人 

 

○ よいところ（長所） 

意見 ｷｰﾜｰﾄﾞ 

・自然が豊か 
・自然多い、中川、江戸川 
・田園風景が残っているところ、田園が多い 

・田舎らしいところ 
・のどかな風景 

・緑の平地が多い 
自然 

・住みよい 
・工場の誘致等、変な型で進めなかったこと 
・生活しやすいと思います 
・両隣の市が便利 
・農地が多くある 
・面積が小さい 

・市街地と農地がしっかりしている 
・適度な人口・広さ（コンパクト）、少なく
とも今後 10 年は人口増加見込まれること。
行政運営にはちょうど良い 
・レイクタウン、ららぽーとがあり買い物に
も便利 

生活環境 

・子どもが多い 
・比較的年齢が若いまち 
・若者が多い 

・子育てネットワークが充実している 

・子どもたちがいきいきと輝き 若者 

・公害がない 
・災害が少ない 
・（比較的）自然災害が少ない 

・大きな犯罪がない 
・学校の防災対策はほぼ完了している 災害 

・住民票等が土日も取れる 
・市長がよい 
・市長と若い職員とありたい姿の勉強最高。
若い連中（学生）ともやるとよい 

・市役所の方の対応が良い 
・職員とフランクにお話しできること 
・目標は一つこの機会に参加出来て元気が出
た 

行政 

・道路が整備されてきた（良くなってきた） 
・平ら 

・交通の便（アクセス）が良い 
交通 

・首都（東京）に近い 
・東京に勤務するには最適であり、自然が多
い 

・都心に近い 
・新しいもの（駅・建物）が増えているとこ
ろ 

立地 

・人口が増えてゆくところ 
 

・吉川で育った人が市外へ出ていくことが少

ないことから、住みやすいのか愛着が出るま

ちではないかと思います 

人口増 

・地域コミュニティがしっかりしている  コミュニ

ティ 

・なまず、川魚料理、ネギなど特色のあるも
のがすでにある 

・無闇に文化を求めないこと 
文化 

 

○ 課題（短所） 

意見 ｷｰﾜｰﾄﾞ 

・川に挟まれていて水害が心配 

・大雨地水はけが悪い 

・駅前、南中学校付近が冠水する 

・排水、水がたまる 

・治水対策がしっかりしていない 

・水害のあるまち 

・避難体制が不明確 
災害 

・新しいまちと古いまちの仲が悪い 

・市長とこの若い方々のエネルギーが何故市

民全員に伝わらない。その方法がない 

・美南駅前の都市計画が大和ハウスの開発前

に策定されているため、実情に合わなくなっ

ている 

・まだまだ考え方が古い人が多いと思う 

・人口増加に対し、新しい住民の方と前から

住まれている方との交流やつながりが不足 

・新住民と旧住民とのコミュニケーションが

取れてなくギャップがある。新住民の参画が

少ないのでは 

・地域によって世代の偏り 

・閉鎖的、しがらみが多い 

コミュニ

ティ 
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意見 ｷｰﾜｰﾄﾞ 

・市全体でのイベントが少ない 

・市民イベントが少ない 

・まちのシンボルがない 

・人を呼び込む企画がない 

・なまずの街ですが、なまずのことが分かっ

てない 

・夏ねぎは越谷市、小松菜は三郷市と PRし

たいものがかぶっている 

・売りが不明（観光、事業など） 

・街が寂れている（特に駅前） 

・田舎（アーバンな感じがない） 

・商店に活気がない 

・夜の街が暗い 

・田舎くさい。都会的センスが少ない 

街のにぎ

やかさ 

・交通の混雑の解消 

・道路が整備されていない 

・交通アクセスが不足（JR武蔵野線のみ） 

・吉川駅北口前のマイカー送迎のスペースの

狭さ 

・道路の狭い所が多い 

・道路が全般的に暗い 

・交通空白地域に対する不安 

・ワンコインで乗れるバスの運行 

・最近バイクなどの暴走行為が多い 

交通 

・大きな救急病院がない 

・予防医療の推進、検診受診率向上 

・医師会と市の仲 

・断らない救急病院がほしい 
医療 

・施設は良いが整備・管理ができていない 

・税金を下げるための施設が少ない 

・提案しても政策室で採用してくれない 
公共施設 

・吉川駅前通りを明るくしてほしい。北口・

南口とも 

・駅前北口の雨の時など混雑がひどい 

・吉川駅前がパッとしない（田舎の駅という

感じ） 

・駅前北口は広くなりませんか 

駅前 

・子どもの貧困はどの程度 

・子育てがし辛いまちになってきている 

・保育園が不足 
子育て 

・中学生、高校生、大学生の目標を今後聞い
てもらいたい。学力が問題。地元高校のレベ
ルアップ 

 
教育 

 

○ 取り組み 

項目 意見 

災害★ ・川沿いの自治会にボートを設置する。 

・防災訓練を実施する。 

・防災を PRする。 

・防災意識を高める。 

・防災倉庫の中身を把握する。 

賑わい ・農業と IOTを連携させる。 

・映画の撮影などテレビで PRする。 

・吉川ブランドを立ち上げる。 

・なまずまつりを開催する。 

・なまりんを活用した PR活動。 

・道の駅を整備する。 

公共施設 ・公園を整備する  

医療★ ・夜間の救急対策として、クリニック単位

にて外科、脳外科、小児科、内科等それぞ

れの医師を確保しては（土地を安く貸すと

かして） 

 

子育て   

教育   

交通   

コミュニ
ティ 

  

駅前★ ・駅前通りの電線を地下へ  

その他 ・市へのメールに対する回答を出させるも

のは返信するように 

・ふるさと納税の品を吉川のクリエイター

の方の作品にする 

・吉川市のＰＲ大使の設置。サッカーの中

澤選手にお願いできないか 

・花菖蒲もブランドに入れる 

・きれいな水を売りと考え、化学物質を抑え

た水で米を作りブランド化する 

・男女協働を進める 

★印は参加者によるシール投票で得票数が多かった意見 
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市長キャラバン（三輪野江地区①）まとめ 
 

【日  時】平成２８年６月１９日（日）１９時～２１時 

【会  場】東部市民サービスセンター 

【参加者数】１５人 

 

○ よいところ（長所） 

意見 ｷｰﾜｰﾄﾞ 

・自然がある 
・みどりが多い 
・のどかな田園風景 

・豊かな自然 
・空気が澄んでいる 自然 

・都心に近く便利 
・まず住みやすくなりました。水道水が素晴
らしい 
・車の渋滞が少ない 

・新しいまち構想はいいですが、今住んで
いる市民の所の考えも必要です 
・街全体に活気が付いてきた 
・道路の整備が割とよい 

住環境 

・坂がなく平地である ・広い土地がいっぱいある 立地 

・近年若い者の活気が出てきている ・人口増加により勢いがある 人口 

・老人ケアが多くある ・高齢者にやさしいまち 福祉 

・野菜、米などの食品が豊富 ・川魚がうまい 地場産品 

・大きな災害が少ない  災害 

・市長が良い ・公共施設の無料化 行政 

 

○ 課題（短所） 

意見 ｷｰﾜｰﾄﾞ 

・道路幅が狭い。特に農道 
・道路が悪い 
・他地区に通る道路がない 
・信号が長い 

・道が狭く、整備されていない 
・道路網に大きな課題 
・橋が少なく交通渋滞が多い 

道路 

・交通不便 
・駅が遠く、バスの少なく不便 

・農村部の交通の便が悪い（特に高齢者に
対して） 

公共交通 

・ホタルがいない 
・なまずの住める川がほしい 

・河川の水が汚れている 
自然 

・商業が活性化されていない 
・買い物に不便 
・鉄道がかたよっている 
・商業施設の撤退が気になる 

・農業人数が減少している。新しい人材を 
・イベントの参加率が少ない（同じ人の参

加が多い） 
にぎわい 

・雨が降ると冠水する場所が多い ・川に挟まれているので災害が心配 災害 

・福祉と医療のつながりが弱い 
・北部の方などの年齢の高齢化。地域によっ
てかたより 

・大きな病院が少ない 
・老人ホームが少なく、なかなか入居でき
ない。順番待ちになっている 

福祉 

・新しいまちと農地との調和をどうするか 
・三輪野江、旭地区が取り残されている 
・消防車の行けない住宅地が多い 

・江戸川寄りには、子どもたちを遊ばせる
公園はない。器具など 開発 

・学校給食で地元の野菜など使用されている
のか 

・学校給食用の野菜が少ない（地産地消） 
地産地消 

 

○ 取り組み 

 意見 

道路★ 
・幹線道路がほしい（国道） 
・道路、駅、大きい橋につなげる。対面が
できる道がほしい 

・他市町と連絡により道路開発 
・基幹道路整備（駅、市役所、公共施設） 

災害★ 
・玉葉橋の付近の防災拠点の早期整備 
・避難所を増やす 

・個人の防災意識を高める（自宅の備蓄、避
難所の把握など） 
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 意見 

・（それぞれが）災害時の備蓄 

にぎわい 
・多目的競技場の取り組み 
・道の駅 
・税収入のある企業をつくってほしい 

・市民主導のイベントなどをもっと増やして
いく 

開発 
・小さな公園を数多く作る（早く欲しいた
め） 

 

福祉 ・１人住まいの老人のケア。自治会で調査  

公共交通 
・南北を通る鉄道整備 
・高齢者にやさしい公共交通 

・老人の足となる交通手段 

自然   

地産地消 
・お米の味覚による販売 ・野菜のブランド化（ネギ、小松菜、ブロッ

コリーなど（農協との協力） 

その他 
・県とのパイプを太くしてほしい ・市民と常に話し合いを持ち、実践をするこ

とで解決をしていく 

★印は参加者によるシール投票で得票数が多かった意見 
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市長キャラバン（旭地区①）まとめ 
 

【日  時】平成２８年６月２０日（月）１９時～２１時 

【会  場】北部市民サービスセンター ２０４・２０５会議室 

【参加者数】１１人 

 

○ よいところ（長所） 

意見 ｷｰﾜｰﾄﾞ 

・環境、川、木、田があり魅力的である 
・自然がいっぱい 
・自然豊か 
・自然とのふれあい 
・特に旭地区は自然が豊かである 

・田んぼが多く自然豊か 
・都心に出やすいのに自然が多い 
・水環境が市内で一番良い 
・北海道を思わせるような大自然 

自然 

・学校の中で兄弟まで分かるので、先生にも
話しやすい 
・ご近所付き合いが良い 

・地域の人の顔が分かる 
・人情 
・地域のつながりが強い 

コミュニ

ティ 

・災害（大きな）はほとんどない 
・災害が少ない 

・防災の取り組みが他の市と比較して協力的
な取組みがよい 

災害 

・東京に近い 
・平地である 

・空き地が多い 
立地 

・鍋小路天宮神社祭り ・吉川市八坂祭り にぎわい 

・お米  農業・地

場産品 

 

○ 課題（短所） 

意見 ｷｰﾜｰﾄﾞ 

・道路周辺の雑草処理管理回数不足 
・旭地区道路の整備が遅れている 
・道路周辺整備他 

・農道の整備砂利の所の舗装をしてほしい 
・道路が良くなるその後のメンテナンス課題 道路 

・大雨の時の水はけが悪い 
・首都直下型地震発生他による対策 

・川と川に挟まれていて災害が心配 
・市防災及び自主防災倉庫 

災害 

・バスが少ない ・旭地区では高齢者が増え、交通網に不安が
ある（車がないと外に出ていけない） 

公共交通 

・旭地区の小学生が少ないので、住宅を増や
してほしい 
・地域によって年齢（世代）のかたより 

・吉川市全体では、人口増加ですが、旭地区
では減少して、今、小学校は１学年１クラス。
それに対する対策は 

人口減 

・総合公園、大きいの 
・水対策飲料他、河川の汚れ 
・買い物が不便 

・空き家が増えている（旭地区） 
・農村部と市街地のギャップ 住環境 

・働き口が少ない ・第３次産業より第２次産業を重視する（サ
ービス⇒製造） 

産業 

・美南地区の開発はよく見えるが、旭地区の
例えば、市民農園の開発にもっと力を入れて
ほしい 

・旭地区空き農地が多い 
農地 

・病院が少ない ・認知症の対策まちなかですといろいろなカ
フェがありますが旭地区ではよく分からな
い 

福祉 

 

○ 取り組み 

 意見 

道路★ ・大通りの抜け道として生活道路に車が入っ
てくる。生活道路の安全を確保してほしい 

 

災害★ ・水害への対策をすすめていく  

産業 ・テクノポリスの拡張を進める ・製造業の工場誘致（吉川市で働ける場作り） 
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 意見 

 

農地 ・農業者の高齢化が進んでおり、後継者を育
成していかなければならない 

・農地の空き地が多くなってきている。農地
の集約を図るなど、農業振興を図ってほしい 

人口減   

住環境 ・農村部の活性化 ・人口密集地と過疎地対応 

福祉   

公共交通   

行政 ・プール、体育館の駐車場の入口が雑草だら
けである。来館者に感動を与えられるように
管理をすべき 

・５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・しつけ）
を職員にも 

★印は参加者によるシール投票で得票数が多かった意見 
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市長キャラバン（三輪野江地区②）まとめ 
 

【日  時】平成２８年６月２４日（金）１９時～２１時 

【会  場】東部市民サービスセンター 

【参加者数】３０人 

 

○ よいところ（長所） 

意見 ｷｰﾜｰﾄﾞ 

・緑が多い 
・自然が多い 
・田舎なところ（自然が豊か） 

・田んぼ多く 
・東京に近いが緑が多い 自然 

・中川の土手、桜並木 
・ザリガニ釣りができる 
・大きな病院がある 
・地元にクリニックがあるということは地域
の安心につながる 
・交通の便 

・バイパスができ、車の騒音がなく住みやす
い 
・水田が多く環境がよくてとても住みやすい
まちです 
・バイパスができ、県道に大型自動車がとて
も少なくなった 

生活環境 

・東京に近い 
・都心に近くて便利 

・平地である 

・筑波山にも行ける 
立地 

・地域の住民と楽しく会話ができる 
・人情味があり、地域とのつながりが深くと
ても良い地区です 

・古くからの祭礼があり、町人の活気がある 
・近所付き合いが良い 
・素直である 

コミュニ

ティ 

・災害が少ない ・大きな事件が起きない、住みやすいまち 災害 

・市長はじめ政策室のスタッフが若くてよい 
・市長と直接対話ができること 

・前の市長より全て良い 
行政 

・お米 ・子育てしやすい その他 

 

○ 課題（短所） 

意見 ｷｰﾜｰﾄﾞ 

・歩道の整備をしてください 
・道路整備が行き届いていない 

・小さな農業用水の整備ができていない 
道路 

・交通の便 
・川と武蔵野線に囲まれて、吉川から外に出
にくい 
・保育所が少ない 
・車がないと生活できない 
・交通の便が悪い地域がある 

・病院が少ない 
・武蔵野線が止まると都内に出づらいので、
TX（三郷中央）に行くバスを作ってほしい 
・インフラの整備 
・5氏 1町の統合を考えるうえで、下水道整
備が不可欠です 

生活環境 

・食料品店がなくなった 
・買い物できる店舗が遠い不便 

・商業拠点がない。越谷、三郷のみ 
開発 

・保守的なまち 
・行動力 

・地域によって世代のかたより コミュニ

ティ 

・川の水が汚い ・雑草が伸び放題 自然環境 

・農地に色々な分野（産廃業者が多い、くず
鉄屋）が横にいて困っている 
・スクラップが多い 
・資材置き場が多い 
・三輪野江地区には資材置き場と、ほこり、
騒音等で困ってしまう 
・外人の不法投棄がある 
・解体業者によるごみのポイ捨て、カラスの
被害が多い 

・スクラップ業者が農地の道路を駐車場代わ
りにしている 
・資材置き場が農道に車を止めてある。トラ
クターが通れない 
・農家をやめて地権者がやたらに不動産に売
りたがっているので、足元を見られている。
資材置き場の業者の態度が悪い 

スクラッ

プ・資材

置き場 

・スポーツ施設や公園が少ないです 
・公園にある遊具が汚い 
・50 年も税金を払っても地域の整備が行っ

・地域の人たちが集まる憩いの場が少ないで
す 
・公園に遊具が少ない 

公共施設 
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意見 ｷｰﾜｰﾄﾞ 

ていない 

・大雨の時に冠水する場所が多い  災害 

・行政に不信感を持っています 
・役所の人がルールを守っていない 

・行政、課によって違うところがある。前に
農政課がスクラップ業者に対して指導を放
棄した 

行政 

・人と街造りの前に医療関係をしっかりやり
市民に安心して暮らせるよう切望する 

 
その他 

 

○ 取り組み 

項目 意見 

スクラッ
プ・資材
置き場、
生活環境 

・必要があるからできる。公害のない施設整
備とさせる 
・道路まで油がたれているので、スクラップ
にもっと厳しく指導する 
・バスの通る路線をもうちょっと変更しても
らう 

・有料でもいいのでバスの便を増やす 
・市民参加型の大型ファーマーズマーケット
を作る 
・作りすぎてしまった野菜をシェアする掲示
板みたいものを作れないでしょうか 

自然環境 ・吉川の良いところの PR（農産物など） 
・市を挙げてのグリーンディを実施 
・農地の活用。小規模地は市民農園として広
く開放する 

・野菜くずを捨てる 
・ごみ拾い、缶ひろいの回数を増やしてきれ
いな街作りを一人一人の手で 

開発 ・農産物など吉川産のもののブランド化 
・田畑の開発許可が出た時、自治会に連絡す
る★ 
・市場に出せない少量の農産物を扱える直売
所の設置★ 

・特産品のアピールを強化してください。畑
で出来る農産物を有効活用できる方法を考
える場は、地域の生産者かもしれないが、ま
とめ役を行政で行ってもらいたい 

公共施設 ・三輪野江に一月も早く公園を 
・グラウンドゴルフの出来る場所。管理は自
治会・利用者で負担 

・新き掘りを早く整備してください 
・交通の便を良くして人口のかたよりをなく
す 

道路 ・壊れた場所の早期対応願う ・現場の状況を確認し、担当課へ連絡する 

コミュニ
ティ 

・災害のための備蓄 
・個人の防災意識を高める 
・災害は自然のものが多い。事前の対策も大
切だが、起きてしまったらどうするか 

・地域での避難訓練★ 
・自治会で災害に向けて周回を行って色々な
ことをやるようにしています。色々な意見を
聞いて進めています 

行政 ・役所内の横の連絡が悪い 
・役所内の処理が遅すぎる（数年） 
・市の職員の方の考え方を聞きたい 

・市民センターは休みが多いので、年中無休
が望まれる。そのためにキャリアを積んだ人
材を再雇用してください 

その他 ・三郷越谷のような商業中心でなく、今の緑
の多い自然豊かな吉川市を作ってください 

・市民一人ひとりの協力で生活しやすいまち
づくり 

★印は参加者によるシール投票で得票数が多かった意見 
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市長キャラバン（旭地区②）まとめ 
 
【日  時】平成２８年６月２６日（日）１０時～１２時 

【会  場】北部市民サービスセンター ２０４・２０５会議室 

【参加者数】７人 

 

○ よいところ（長所） 

意見 ｷｰﾜｰﾄﾞ 

・東京から近いのに豊かな自然風景がある 
・都心に近く便利 

立地 

・自然が多い 
・のどかな田園風景が多い 
・平地である 
・水が豊富 

自然環境 

・米ももらえる 
・農作物 
・野菜をもらえる 

農業 

・災害が少ない 災害 

・美南地区が良くなった 開発 

・人と人のまとまりがよい 
・人口が 7万人くらいで顔が見えるまちづくりが出来る 
・いろんな世代が住んでいるまち 
・古くから住んでいる人たちは横のつながり強いものがある 
・地域のつながり 
・女性の社会参加が増えてきている 

コミュニ

ティ 

・市民の意見を一応聞こうという姿勢がある（ランチミーティング、キャラバン、市庁舎
意見など） 
・市長が色々なところに出向いている 

行政 

 

○ 課題（短所） 

意見 ｷｰﾜｰﾄﾞ 

・川と川に挟まれて災害が心配 
・雨の時の水はけ 
・中川沿いで浸水した家があった 
・災害に対する行政の対応が十分にできていないのでは 

災害 

・道路周辺の草、ごみなどが汚い 
・車を飛ばして走る（特に中井松伏線） 
・吉川倍の道路が中井までいつ抜けるのか 
・場所によって道路状況が悪い 

道路 

・市街化調整区域が多すぎるのと入り組んでいる 
・美南駅東口の開発では、戸越銀座のように商店街をどのように作るか 

開発 

・バスの本数が少ない 
・バスが少ない地域がある 
・交通路線（バス）が旭地区になかなか来ない 

公共交通 

・１００ｈａ規模の新しいコンセプトの都市農業の構築をする 農業 

・大きな公園がない 公園 

・自分の家で抱え過ぎなところがある 
・人間的なマナーができてない 

近所づき

あい 

・ハエが大量発生することがある 
・画期的なごみ処理ができてない 

環境 

・病院が少ない 
・地域によってい高齢化が進んでいる 
・校医の辞退がある。根が深い問題 

医療 
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意見 ｷｰﾜｰﾄﾞ 

・高齢化、農地の有効活用 
・地域包括センターでカバーできないくらい高齢者の増加 

・行動規模が too little,too late慎重派で一番でない 
・市職員が 2分化している。①若くやる気がある②年配の出世（年上の方、やる気のなさ） 
・市役所がいつ完成するか 

行政 

 

○ 取り組み 

項目 意見 

災害 ・避難所の確保（小中学校の体育館以外に） 
・避難所を近くに設置して備える 
・自主防災に対してもう少し補助を増やす 
・大規模公園を作るときは治水を考えた沼を作るなど防災予防の策定 
・ボランティアセンターの非常時対応 
・地域ごとの防災訓練の実施 
・個人宅での備蓄 
・個々の防災意識を高める 
・自治会での訓練と備蓄 
・個人が最低必要分 3日分の食料燃料の確保 
・各地区に救命ボートの確保 

公共交通 ・お金がかかってもいいのでバスの本数を増やしてほしい 
・有料でよいのでバスをと通してはどうか 
・無料の市内バスはどのようになるか 
・便利さを追求して予算がないのなら個人負担をして現実化する。例）バス代 100円を 50
円が市、50円が私。 

開発・に
ぎわい 

・ショッピングセンターにバスツアーを組む 
・道の駅を作ってはどうか 
・美南駅に開発のテーマに個性ある商店街を作る 
・近くに商店・スーパー等はないが、遠くへ買い物をするために外へ出るという楽しみも
あるので、道路、開発等は不要 
・開発は、向こう 100 年を考えて行う。これによる税効果、収入も含め深く考える。同時
に人づくりもできればなお良し 

道路 ・夏場に向けて道路周辺の草刈り 
・東埼玉道路から榎戸、川藤を抜ける道路はどうなるのか。以前計画があったのだ再現は 
・道路上にはみ出ている木のでっぱり 
・地域、自治会での草抜き、道路清掃 

農業 ・農産物などの PR 
・お米など農作物のブランド化 
・テーマを持った農園 
・高齢者で農業ができなくなってきている。農地の有効利用 
・加工センターと販売チャンネルの構築 
・１００ｈａ規模の新しいコンセプトの都市農業の構築をする 

公園 ・木売落しの改修で上部に親水公園を作る 
・総合公園を作る 
・屋外コンサート会場を考える 

医療福祉 ・地域包括ケアシステムを高齢者だけでなく全世代に 
・校医の問題。医師会－行政間で風通しが悪い。解決を講じる 
・共助の意識を高める活動 
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市長キャラバン（吉川中央地区①）まとめ 
 

【日  時】平成２８年６月２６日（日）１９時～２１時 

【会  場】市民交流センターおあしすホール 

【参加者数】４５人 

 

○ よいところ（長所） 

意見 ｷｰﾜｰﾄﾞ 

・自然が多い 

・のどかな田園風景 

・平らで散歩しやすい 

・都心に近いのに自然が豊か 

・まだまだ開発の余地があるところ 

・視線が残っている 

・両川に挟まれ朝霧がゆく風景 

・春のさくら、秋のいちょう 

自然 

・東京近郊にある 

・都内へ出やすい 

・都心からの程よい距離 

・都内に程々近く文化を楽しむことができ

る 

立地 

・自然災害が少ない 

・学校の耐震対策がすべて完了 

・大きな災害がなく無事に暮らしていける

ところ 
災害 

・農作物 ・米どころ 農業 

・高齢者に対してやさしい 

・視野の狭い古いタイプの議員が減り、

若々しい議員が増えたこと 

・行政、市議がフレンドリーである 

・市長が若いから（能力ありそう）テキパ

キとやってくれてる 

・行政との距離が比較的近い 

・市長さんが若くなった所 

・情報が通うようになってきた 

行政 

・先行き明るい市に感じられ、子どもたち

が住みやすい市にしたい 

・子育て世帯が多い 

・子どもの声がよく聞こえる街 
子ども 

・交通が便利 

・生活の便 

・街から高速道路のインターが近いため大

変に助かっている 
公共交通 

・とにかく人口が増加しているので収入を

確保できる 

・将来に期待もてそう（人口アップ、若い

人多くなる） 
人口増 

・八坂祭り 

・市民一体の祭りが良い 

・住人 住民にぎ

わい 

・高い建物がない。見通しの良い街 

・道路整備の進みが早くなってきている 

・きよみ野でいえばよく整備され街がきれ

いで誇れる 

・どちらかというと静かな街だと思いま

す。これからも守っていってほしいところ

です 
街並み 

・公共施設が充実している（公民館、図書

館、体育館、プール等） 

・運動場所が少なくない 
公共施設 

 

○ 課題（短所） 

意見 ｷｰﾜｰﾄﾞ 

・市内バスが不便である。特に公民館に行

くのに乗換え 

・吉川駅までが遠いので足がないと本当に

困ります 

・南から北への交通の便があまりよくない 

・市バスの復活 

・交通機関の充実を 

・タクシーが感じ悪い 

・公共交通網が今一つ 

・福祉バスがなくなり高齢者の足が不便に

なったと聞いております 

公共交通 

・公園があるが、管理が悪く草がぼうぼう

であそべない。子どもたちが草のために切

り傷が絶えない 

・公園作りなど若い人を考えた施策も大事

・緑が少ない 

・陸上競技場などきちっとした施設がない 

・公園の質の向上が必要と思う 

・人口 7万人にふさわしい運動公園がない 

公園 
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意見 ｷｰﾜｰﾄﾞ 

です。あわせて高齢者のことも考えて買い

物、病院、商店など 

・緑が少ないです。心身が癒される自然の

ある公園を望みます 

・街灯が少ない 

・雨天時、朝の道路渋滞 

・街が暗い 

・市が伸びないのは企業誘致が少ない 

・生活環境 

・道路が途中で狭くなる 

・吉川駅前開発が悪い 

・県とか国のやり方 OK で吉川独自の計画

がない 

・工事計画が予定通り進まない 

・市街地が中心にない 

・市内中心部に下水道未接続地があるとの

こと 

道路・開

発 

・自然災害のリスクが高い 

・川と川に挟まれているので水害が心配 

・防災面での不安 

・大雨の時に冠水する場所が多く水害が心

配 

・大雨が降ると水がたまりやすい 

・大雨に弱い駅前とおり 

・吉川は低地のため水が出やすい、防災に

力を入れてください 

・防災意識の徹底 

災害 

・予防医療の推進、検診率向上 

・病院を多く 

・医師会 

・高齢者が安心して身体づくりの出来る場

がありますように 

・保育園が少ない 

・高齢者の住居が多く見守ってくれる人が

どうなっていうのか 

・休日の救急体制 

医療・福

祉 

・誰でも楽しめる場所充実、公園、公民館

等 

・商店が少ない 

・大きなイベントが少ない 

・街としての活気が感じられない 

・何に対しても活気がない。他人任せ的な

所がある 

・大きなショッピングセンターがない 

・コンビニが多い 

・きよみ野地区に飲食店が一軒もない。食

事するにも大変不便だ 

・来客のホテルがあるとよいと思います 

街の賑わ

い・商店 

・小中学生の学力が低い 

・給食が少なく高い 

・文化的な香りがほしい。文化面の投資が

少ない 

・高校野球の復活高校。もう一校 

・子育てしながらいろいろな活動ができる

施設がない 
教育 

・人口アップのスピードに全てが後追いに

なりそう 

・人口のかたより 

・近隣の市に比べ人口が少ない 

・市街地が中心にない 人口 

・地区内のつどいがほとんどない 

・地域によって世代のかたよりがある 

・地域の関わりが少ない 

・旧住民と心中とのし背に対する温度差が

ある 

・多くの市民の無関心 

・閉店した商店やスーパーが多く寂れた感

じがする 

・まだ、新旧の住民と差別 

・地域によって年齢にばらつきがある 

・イメージとしてまた田舎の都市みたいだ 

住民 

・行政サービスに対して自治会への依存度

が高いのでは 

・全て人事。ルール無視 

・将来吉川市の財政は、税金が他地区より

高く感じる 

・市の品格を高める施策がほしい 

・リーダーシップのとれる人材が発掘され

ていない。少ない 

・第 4次総振づくりに参画した。計画に盛

り込んで実現に努力したとは思えなくい。

例）電柱の地中化、河川の水質浄化、自転

車専用道路 

行政 

・知名度が低い  知名度 
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○ 取り組み 

項目 意見 
行政 ・公正な人事制度（昇任） 

・市職員の地域活動への積極参加 
・４次総振で夢のような他町にまたがった
計画の完全見直し 
・地域人材協力者の発掘 
・今日のようなキャラバンでの予算はどう
なっているのですか 
・保健所の充実（現在は暗くて、とても保
健所とは思えない） 

・窓口以外の人数が多いのでは 
・条例、規制の思い切った見直し 
・市議会の開催する曜日をたまには土日や
ってみる 
・一級一流のもの、施設を市で計画してく
ださい。次のものはついて来る 
・リーダーシップのある女性リーダーの育
成 
・市議会反問権認める 

住民 ・市民の働く場づくり 
・住民（市民）に「自助」の意識を高めて
もらう啓発 

・市民の協調、協力の気持ちを育む 
・団地を学生に一部提供の施策 

道路・開
発 

・新しく開発していく地域は原則として電
線を地中化する 
・道の駅 
・下水道１００％接続を 
・吉川橋からの２車線ができた後の旧おっ
かさんの信号のクランクになっていると
ころは渋滞対策はどうなるのか 
・土地利用のルール化 

・自転車通行帯、子どもの通学体が狭い 
・下水道が悪い 
・吉川駅前開発に向け駅前の照明を早急に
行い、街を明るくする 
・希望として時間がかかるが駅前の整理し
たらよくなる 
・企業や大学、病院など北口の寂れ防止 

災害★ ・市の防災放送がよく聞き取れない 
・河川管理に関する情報公開→防災に役立
てる 
・防災の一つとして市からのアナウンス、
声が割れて全く分からないことが多い 
・避難訓練 
・防災と市民との話し合いを多くとっても
らいたい 

・個人個人での備蓄（災害に備えて） 
・個々の防災意識を高める（備蓄や避難所
の確認） 
・自治防災組織を作る 
・水害の時、排水が悪いから市でも援助が
ほしい 
・災害が起きたときの備蓄、自らが確保す
る 

知名度・
商店・に
ぎわい 

・農産物のＰＲ 
・駅前のホテル誘致は是非実現してほしい 
・製造会社を誘致 
・大型店舗も良いが市の商工会にも力を入
れてほしい 
・オリンピックに向けてホテル誘致する 
・さくら通りの桜の活用。さくらと他のも
のとを結び他所からも見に来る気が起き
るように 

・商工会に加入している商店は無料にし、
入っていない商店は安い出店料で多く参
加してもらう。市街は多めにとってよいか
も 
・個人の商店をにぎわせてほしい（大型は
いらない） 
・ブランド米もさることながら隣の野田市
をまねて、コウノトリでも放すようにした
ら 
・農地の集約化 

公共交通
★ 

・吉川駅北口ロータリーの交通の再構築を
するべきである 
・市が運営するバスを作ってほしい。年配
の人のために 
・雨天時渋滞。バス優先に。バスへの乗車
を促す 
・無料バスではなく１００円くらいで公民
館、病院、体育館ほか 
・公共のバスを便の悪いところに走らせて
ほしい 

・吉川駅北口の再開発「一般車」送迎スペ
ースの拡大 
・吉川市のバスがあったが大雨の時もなぜ
か子どもたちは乗れなかった 
・市民バスの運行。１台確保して曜日で運
行ルートを変えるなど工夫してはどうか 
・コミュニティバスの復活。電気式の小型
バスでラッピングなど広告を募り負荷を
減らす 
・松伏緑の丘公園までバスを出す 

医療・福
祉★ 

・病院、保育所を作ってほしい 
・行政と医師会の問題があまりにも長い間
時間がかかっている。市民の意見を（第３
者）聞き、解決ができないのか。成人のト

・今後の高齢化に向け、市経営のコンビニ
的（総合食事売店的）をやったらどうか 
・健診受診率向上 
・地域包括ケアシステムの作業 
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項目 意見 
ラブルであるとは思えない。子供すぎます 
・育児するパパへの財政支援 
・小中学校の校医は、市と医師が個別契約
する。医師会には頼らない 

・どこかでやっているように市立病院など
で一度全数受入、その症状によりトリアー
ジシステムとか 

公園 ・公園を明るくし、防犯カメラの設置をし
てほしい（永田公園） 
・市民プールを使っていなとき釣り堀にし
てもよい 
・公園ＢＢＱのごみ有料回収等をする 
・管理を有志の住民や福祉施設にお願いす
る。参加する人に希望があれば、名前を出
してあげる 

・公園維持管理に力を入れてほしい 
・子どもたちが雨の日でも体を動かせるよ
うな屋根のある公園があるといい 
・公園の管理は雑草の除去にあるが時間と
金がかかるので、自治会の管理下において
処理する案 

教育 ・教員たちのＱＣ活動 
・地区別に子どもサッカーチームをつく
り、春秋頃に市の大会を行う。子供の活性
化を図るため 
・吉川市の企業説明を学校の授業に入れる 
・高校が必要 

・給食を我々も食べるチャンスを下さい。
多分美味しいでしょう 
・小中学校の校則なのか運営方針なのか取
決めなんてのが多い 
・教育の質の向上 
・ぜひ、大学高校の誘致を頼みます 

★印は参加者によるシール投票で得票数が多かった意見 
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市長キャラバン（吉川南部地区②）まとめ 
  

【日  時】平成２８年６月２７日（月）１９時～２１時 

【会  場】美南地区公民館 

【参加者数】２０人 

 

○ よいところ（長所） 

意見 ｷｰﾜｰﾄﾞ 
・平地なので散歩しやすい 
・吉川美南駅からの武蔵野線沿い、街灯・
街路樹が美しい 
・公園の数が多い 
・都心に近いのにのどかな田園風景が広が
っている 
・美南地区は緑が多く環境がいいと思う 
・鉄道、高速のインターが近くにある 

・都心に近く便利 
・静か、ほのぼの、のどか 
・美味しい飲食店が多い 
・野菜がおいしい 
・高速道路近い 
・都心主要部どこへでも駅から 1時間で着
く 
・美南中央公園が好き 

住環境 

・とにかく住みよいという声が聞かれま
す。交通の便が良い 

・高速のＩＣ・ＪＣが近くどこへでも行き
やすい 

交通 

・人があたたかい 
・人口増・若い 
・地域の見守りがちゃんとされている 
・若い人が多い 

・面積、人口がちょうどよい、顔を合わせ
られる 
・若い人が活躍できる環境がある 
・親切な方が多い 

住民 

・自然が多い 
・自然が豊か 
・田園より富士山が見れる 

・田園風景が美しい 
・川と田んぼの風景 自然 

・ふぁみリングやサービスセンターが便利 
・バリアフリーの美南 

・市が積極的に子ども貧困問題に力を入れ
ている 

福祉 

・災害が割と少ない  災害 

・身近に農業がある ・農業用水がきれいだと聞きました 農業 

・市民の意見が届きやすい（風通しが良い） 
・市長と政策室のスタッフが若くてよい 
・市民声を聞いてくれる場を設けてくれて
いる 

・市政だよりが読みやすい 
・市長が若く学歴がある 
・市長との距離が近い 

行政 

・八坂祭り ・今後の市の発展が期待できる その他 

 

○ 課題（短所） 

意見 ｷｰﾜｰﾄﾞ 
・美南にサービスセンターがない 
・美南地区行政サービス 

・知名度が低い 
・防災無線が聞きにくい 

行政 

・地域によって世代のかたよりがある 
・南北格差があるように思う 
・旧市民と新市民の交流が不足している 
・悪い習慣が多い 

・人口は増えているが偏りがあり高齢化し
ている 
・人口のかたより 

コミュニ

ティ 

・駅への交通が不便（バス便） 
・市民バス（量） 

・交通機関不足（バス等） 
・終電が早い 

公共交通 

・美南小教室が足りない 
・美南小の子どもの心のケア 
・住宅誘致の規模の割に学校のキャパが少
なすぎ 
・保育施設を増やして 
・美南小の子どもの人数と校庭の面積があ
っていない 

・学校にプレハブが多く計画的でない 
・言葉がきたない 
・美南地区へ図書館を設置してほしい 
・三郷の小学校を借りるべき 
・学校のキャパが小さすぎ、中学校は大丈

夫？ 

教育 

・病院の数が不足している ・大規模な医療施設不足 医療 
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意見 ｷｰﾜｰﾄﾞ 
・病院が少ない 
・1日も早く食料品のあるスーパーを作る
よう努力してほしい。イオンにこだわらず
に 
・商店街がない、活性化されていない 

・美南地区に銀行、信金、郵便局など呼ん
でほしい 
・街のイベント。もっと大規模なものがあ
ると良いです 

にぎわい 

・緑が多いが雑草の手入れが追いついてい
ない 
・住宅地域に空き地が多いですが、地主に
呼びかけ除草剤を散布するのをやめさせ
てください。市民の健康を害すると思いま
す 
・道路での排水が悪く目立ちます。考えて
ください 

・街路樹のメンテナンスが悪い 
・道路がすぐ痛んでしまう 
・道路の赤柵（中央に）付けている。警察
では、取り締まり対象でないので、Ｕター
ンで巻き込んでさけて運転やりづらい 
・木が少ない。森林公園があれば 
・吉川駅周辺の環境 
・道路の里親制度の宣伝が不足 

住環境 

・雨が降ると水がたまりやすい 
・川と川に挟まれているので、災害が心配 
・昨年の大雨の時、調整池の水位が大分上
がったので心配だった。調整池をもっと深
くしてほしい 

・大雨に弱い 
・調整池に流れ込む川の水をきれいにして
ください。また、川の両側（のり面）に草
が生い茂っています。草刈りをしてくださ
い 

水害 

 

○ 取り組み 

項目 意見 
教育 ・学童は学校内で 

・三郷市の小学校を借用できないか 
・キャパを考えた中学校作り 
・地域に聞いた教育、地域で見守る仕組み、
見られることで整っていく 
・三郷団地の小学校が児童が少ないと聞い
ている。そこを借りるのはどうなのか 

・学級人数の増 
・校区割りの検討。開かれた中学校にする
しかない 
・地域の公共施設的役割 
・ファミリーサポートを有効活用する 
・美南小プレハブはなし 

住環境 ・けやきはやめろ。野田川間駅年間２００
０万かかっている 
・人口に見合った雇用。税収入は大丈夫か 
・大型車が住宅街を通らない仕組み作り 
・道路の交差点の中央線の赤いポールで規
制しているが、警察では、さけるためＵタ
ーンしてもかまわないし、邪魔だったら市
に行き取ってもらったらよいと言ってい
る 

・今後、新流山橋ができれば吉川への交通
にも影響があるのでは 
・美南東口に銀行郵便局を作っていただき
たい 
・鳥公害の高木の変更 
・自治会や地域の人々での草抜きや道路清
掃 
・街路樹の美化ＮＰＯの設立 

水害 ・美南駅⇔吉川駅に沿っている水の少ない
水路がアシを切ってから青ごけでよどん
でいる。カモも少なく自然破壊でないか 
・防災訓練自主・自治会マニュアルがほし
い 
・老人、一人世帯には有線放送のようなも
のができないか 

・防災無線質が悪いのか聞きづらい。現在
は質の良いのがあるのでは 
・それぞれの家で備蓄 
・個々の防災組織を高める（備蓄、避難所
の確認） 
・住民、避難所で呼びかけ、助け合う体制
づくり 

コミュニ
ティ 

・小中のつながりのある仕組み。子どもた
ちがたてにつながって育ち合う仕組み 

 

公共交通
★ 

・ＪＲの終電をあと３０分ぐらい延長でき
ないものか 
・以前に比べバス便が少なくなっている。
けやき通りに集中してバスが走れば良く
なるのでは（街の活性化にもなる） 

・コミュニティバスなどの検討 
・新庁舎に向けたバス。シルバーパス券 
・吉川美南駅の始発、終着。吉川市のグレ
ードアップ 
・吉川美南駅止の終電が欲しいです 

医療 ・大学病院の誘致を要望します★ ・東京直下地震の救助目的の病院の設置★ 

にぎわい ・スーパーはイオンに限定せず、ライフ、
ヨーカドー、マルエツ、どこでもいいから

・駅前のスペースをイベントに使用し、人
がたくさん来てもらえるようにする 
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項目 意見 
積極的に誘致してほしい 
・吉川の良さをＰＲ 

・吉川の名前を広く知ってもらうには、春
日部ナンバーを吉川ナンバーにしたら 

施設 ・美南東口もしくはイオン内にサービスセ
ンターを作る 
・美南支所は①イオンの仲の一区画でも、
②公園の一区画でもいいのではないか 

・交通の渋滞解消の為、吉越橋と八条橋の
間に橋の新設を進めてほしい 

その他 ・短期、長期のメリハリを ・行政サービスを充実させる 
★印は参加者によるシール投票で得票数が多かった意見 
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市長キャラバン（吉川中央地区②）まとめ 
  

【日  時】平成２８年７月１日（金）１９時～２１時 

【会  場】平沼地区公民館 

【参加者数】３０人 

 

○ よいところ（長所） 

意見 ｷｰﾜｰﾄﾞ 
・生活する上で一応支障なく暮らしていけ
ます 
・静か 
・きよみ野の街 
・何もない所 
・平地なので散歩しやすい 

・生活する上でいろいろな店や公共施設が
近くにある（自分の住んでいる地区からみ
ると） 
・坂が少ない 
・調整池が多い所 
・のんびりした雰囲気 

住環境 

・自然が多い 
・空気がきれい 
・さくら 
・都心に近いのに自然が豊か 

・自然と都市が調和している 
・川があり、自然が豊か 
・田んぼが多い 
・田園風景が良い 

自然 

・八坂祭り 
・お祭りなどの伝統行事がある 

・ロック、ジャズフェス音楽文化 
にぎわい 

・人が多いから 
・人口増 
・シルバー人材の活用。小学校下校時の交
通誘導 
・障がい者にやさしい所 
・人があたたかい、優しい 

・地域の方々が子供達を見守ってくれてい
る所。とてもよいです 
・人口の数が丁度よい 
・子どもが多い 
・市長さんのフットワークが軽い 
・地域の連携 

人・コミ

ュニティ 

・市長がかっこいい 
・新しい市長になったこと 
・市長と政策室の職員が若くてすばらし
い。希望がもてる 
・市役所の職員さんが感じよい 

・市長と会話ができること 
・市長が日本一素晴らしい 
・市長さんはじめ行政の方の協力体制が素
晴らしい 

行政 

・農作物が豊か ・なまず 地場産品 

 

○ 課題（短所） 

意見 ｷｰﾜｰﾄﾞ 
・台風時の水害、ポンプ増設 
・水害。大雨が降ると冠水する場所が多い 
・排水。台風と大雨の時処理しきれなく住ん
でいる人たちがとても困っている 
・水害が心配 
・避難場所である吉川小が水害等の時、集合
しにくく不安 

・毎年水が入るので（下川岸）下水道を
４０年前の約束通り開通させてくださ
い。その前にポンプを増やしてください 
・災害対策について不満足。昨年の避難
勧告における対応等について説明不十
分 
・排水をもっと良い方法を考えてほしい 
・排水 

災害 

・北部の人口減少 
・地域による世代のかたより 
・世代間の交流が少ない 

・各自治会と住民の協力体制は、自治会
により異なる（異なるのもよいが）市内
共通する内容があってもよい 

コミュニ

ティ 

・高齢者の利便性を考えた交通がない（市内
循環バス） 
・ＪＲの始発が遅い。終電が早い 
・交通（特にバス）が固定している。市内各
地へ行ってみたいが不便です 
・交通網の整備 

・１１：４５着の新幹線で東京駅に着く
と電車で帰って来れない 
・６５歳以上が４人に１人とか交通手段
はどうなるの 
・交通網が行き渡ってない地域が多い 

公共交通 
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意見 ｷｰﾜｰﾄﾞ 
・中央公民館や総合体育館の老朽化が心配 
・コンサートをやるようなホールがない 
・旭、三輪野江地区と吉川市内の格差が激し
い 
・お店がつぶれる 

・旧平沼地区には公園がない。吉小を開
放して 
・大学等誘致により若い人の力で活気を 
・地域地域に高齢者の行きやすいショッ
ピング店を 

開発 

・医療体制 ・病院が少ない 医療 

・道路が途中で狭くなる 
・車椅子、ベビーカーに優しい道路ではない 
・平沼一丁目道路の電気が暗くてもっと明る
くしてほしいです 
・夜暗い所（特に郊外）が多すぎる 
・交通渋滞横方向（吉川橋、吉越橋）右折信
号の設置 

・平沼地区公民館の周りの道路が車のす
れ違いが狭くて困ります 
・自転車道路の整備を 
・吉川橋の渋滞交番前信号右折禁止を 
・自転車や車椅子、ベビーカーなど通り
づらい 
・電灯が少なく暗い 

道路 

・なまりんをもっと活用してほしい 
・吉川ならではの伝統文化を盛り上げる 
・戦争がなければ 
・無個性 

・田畑の価値があることの自覚があまり
ない 
・市民はどうでもいい的な市議さんがい
るように感じる 

その他 

 

○ 取り組み 

項目 意見 
災害★ ・災害時に風評に惑わされないような指示

を正しく伝えてほしい 
・防災対策は復旧復興計画を含めなければ
追いつかない 
・避難場所の確保 
・ＳＮＳと活用した情報の伝達。防災アカ
ウントの周知 
・防災意識を高める。防災方法の広報 
・個人の防災意識を高める（備蓄、避難所
の確認など） 

・防災等については自分たちが進んで行政
に協力することが大事 
・共助できる日頃の準備。コミュニティの
育成 
・ここ１５年ぐらい水入りが昔より多くな
りました 
・各自治会ごとに防災について学習し、管
理組織を立ち上げる 
・個人宅での備蓄 

道路 ・道路に関しては行政がどんどん県や国に
交渉してほしい 
・吉川駅近くの田んぼを開発する。道路の
デコボコは危ないと思う 
・市内の道路の点検と補修とか修理をお願
いします 

・実際市の職員や市民が車椅子などで吉川
の道路を歩いてみる 
・自転車道路の整備が進んでいる市（戸田
市）を視察し参考にする 
・夜の暗い所を職員市民ともに歩いて危険
な街を点検する 

公共交通 ・市民の足の確保は必要。何が出来ても行
けません 
 

・高齢者向けに困りごとを解決できるよう
な臨時車両を定期的に各地域で走らせる 

開発 ・空き家を公園にしたらよいと思う。昔は、
吉川小学校で小さな子供を遊ばせた 
・道の駅 

・お金がかかることなので長い目で少しず
つやってほしい 

コミュニ
ティ 

・市民が集まれる楽しいイベントを増やす
★ 
・北部の方に集客力のある施設を作る 
・つながれる場づくり 
・地域交流を深め地域力を上げる 

・高齢者としても公共のために奉仕するこ
とはないのでしょうか 
・自治会をやめる人が増えているので、皆
で助け合える自治会を考える 

医療 ・医師会との契約を解除し、全てを個人契
約とする 
・病気にならないように健康管理をしっか
りとする★ 

・子供向け医療の充実 
・なまらん体操を市内の子供たちにも教え
て、広げていったら３世代などでコミュニ
ティも取れるのでは 

その他 ・吉川市の農産物等のＰＲ 
・人材育成 

・小学生の自由な成長を見つめる 

★印は参加者によるシール投票で得票数が多かった意見 
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