
第６次総合振興計画等策定に係るまちづくり掲示板実施記録 

１ 実施期間 

令和2年10月1日（木）から令和2年10月26日（月）まで 

 

２ 実施方法 

市内9施設に意見貼付け用のボードを設置 

 

 設置場所 

1 市民交流センターおあしす 

2 中央公民館 

3 平沼地区公民館 

4 美南地区公民館 

5 駅前市民サービスセンター 

6 東部市民サービスセンター 

7 北部市民サービスセンター 

8 総合体育館 

9 児童館ワンダーランド 

 

意見を書き込むカードには以下の3点について意見を募集しました。 

(1) １０年後の吉川をこんなまちにしたい！ 

(2) そのためにできること（市役所） 

(3) そのためにできること（市民） 

 

３ 意見回収状況 

意見件数107件 

 

４ 意見内容 

原則として全文をそのまま転記したものを掲載しています。 

 



10年後の吉川をこんなまちにしたい そのためにできること（市役所） そのためにできること（市民） その他 

運動が盛んなまち スポーツができる施設がもっと欲しい   

文化的なまちにしたい 

以前、友人が市の劇に参加していました。見に

行ったらとても素晴らしく、これからもどんど

んやっていって欲しい。 

  

子どもと高齢者が安全に暮らせるまち、楽し

く暮らせるまち 

   

子ども達が自由に遊べる場所、少し挑戦でき

る思いっきり遊べる場所 

・自由に遊べる場所を指定する。 

・見守る。もしくは遊びのきっかけをつくるプレ

ーリーダーの配置 

子どもを自由に遊ぶことで、将来、非認

知能力の高い子どもが育ち、社会貢献

につながることへの理解 

 

子どもたちにとって夢いっぱいのまち!! 

・企業、小中高、幼保をつなぐパイプになってほ

しい。 

・働く体験ができるようにしたり、機会を増やし

てほしいです 

・吉川で働く人達に感謝の気持ちをもつ 

・働く大人の姿を見て、自分にはいろん

な選択肢があることを知る 

→夢実現のため行動!! 

 

子どもも大人ももっとチャレンジできるまち 体験、経験、学べる施設、機会をつくる 
いくつになっても勉強して、人生の幅を

広げることで、相手への理解が深まる 

 

水害のないまち（特に駅近周辺）    

駅近くに小さな公園    

・若い人で栄える吉川市 

・公共施設をしっかり整理してほしい 

・ハンコをなくす 

・体育館を東西南北に建設 

・洋室トイレを増やす 

・運動場に空調をすべて設置する 

納税する  

もっと都会に！！吉川美南だけではなく！    

駅近くに大きい劇場があって、色々（演奏、ミ

ュージカル、落語とか）いつでも観に行ける！ 
美南東口に作ってください！ もっと興味をもつ！  

幸せなまち！！ みんなが笑顔になることをすればいいと思う それで笑顔＝幸せ  



10年後の吉川をこんなまちにしたい そのためにできること（市役所） そのためにできること（市民） その他 

運動が盛んなまち スポーツができる施設がもっと欲しい   

・バス路線の充実と本数増加 

・まめバス（無料）あるといい→子どもが乗り

たがる 

・カラオケボックス（シダックスとか）あるとい

い 

・市民屋外プールほしい→なくなってしまっ

たので 

・ベビー店（西松屋）ほしい。 

・美南駅周辺に飲食店もっと欲しい（西口厳し

ければ、是非東口に） 

   

障がい者などを区別しないまち 障がい者が不便なく使えるものを増やす 困っていたら助ける  

ベビーカーやシルバーカーで気軽に出かけら

れるまち 
歩道の段差をなくす 

外出の予定や目的をつくる（イベントに

参加など） 

 

災害が起きても安心なまち 
ペットも一緒に行ける避難所を開設してくださ

い 

取り残される人がいないように普段か

らご近所付き合いをしよう 

 

テクノロジーを活かしたよしかわ！！ 積極的に技術を取り入れる 積極的に活用する  

ゴミのないきれいなまち 道路の縁の掃除 ゴミ拾いボランティア隊をつくる  

・駅前のグッズコーナー（店）に手作りの商品

（まちにちなんだ物）を展示、販売する物を置

くコーナーがあるともっともっと親しみやす

いかも？ 

・”みんなのまち”のイメージ 

   

公園のまち 遊具のリサイクル   



10年後の吉川をこんなまちにしたい そのためにできること（市役所） そのためにできること（市民） その他 

運動が盛んなまち スポーツができる施設がもっと欲しい   

吉川駅の北口ロータリーをもう少し拡張して

ください。 
    

真ん中の植え込みを小さくしては

どうでしょうか？ 

誰もが暮らしやすいまちにしたい 
・歩道の整備 

・街灯の整備 
声かけあい、支えあい  

・環境と共生する本当の”ecoのまち" 

・学校や教育に丁寧なまち 

・SDGsなどのとりくみを率先して実行＆広告

活動 

・古くからある飲食店が入りにくいのでもっと

工夫してほしい 

・教育予算増で周囲の市町村と差別化を！ 

  

地元企業や飲食店がとても魅力

的なのに一見さんや新しい客は

とても入りにくい。もっとオープ

ンにして地域活性化を！ 

動物園があるといいなあ（珍しい動物はいな

くてもいいから） 

野良猫などを保護して触れ合い動物園などで

飼うとか 

  

きれいなまちがいい 

公園遊具のメンテナンスをしっかりしてくださ

い。壊れたら撤去ばかりで子どもが遊べませ

ん。水場のボウフラ対策もしっかりしてほしい

です。 

  

公園がきれいなまち 定期的なメンテナンス 
きれいに使う 

落書き、破壊しない 

使えない遊具が多い。危険テープ

が貼られたまま放置されている 

老人社会です。認知症の方も多くなりまし

た。平成園のような施設をいくつか作ってく

ださい。 

  
介護の方は努力しておりますが、

日々大変です 

若者がもっと選挙に参加するまちにしたい  
・SNSを用いて活性化させる 

・家族で（親が）子供に行かせる 

 

・駅を増やしてほしい 

・狭い道が少ないまち 

・交通の便利なまち 

・道幅の拡張 

・歩道（自転車レーン）の設備 

  



10年後の吉川をこんなまちにしたい そのためにできること（市役所） そのためにできること（市民） その他 

運動が盛んなまち スポーツができる施設がもっと欲しい   

・交通の便を良くして家族やお友達が行き来

しやすいような市にしてほしい 

・病院や市の施設もできるといい 

高齢化が進むので市民が気軽に相談できるよ

うにしてもらいたい 

市民も協力できることはして便利な市

になるようにしていきたいです 

 

老若男女全ての人々が共存できるまちにし

たい 

各課が横のつながりを持って事業を行う（今は

分散されすぎのような気がします。イベント等） 

子どもだから、老いているから、病気だ

から人に頼るのではなく、自分ができる

事をみつけ、人を支えられるように過ご

す 

 

・子ども、若者、年配みんな一緒に集える広場

が欲しい 

・近くに貸農園欲しい 

 
・空地、空き家を使う 

・土地を大切に使う 

 

70歳から 80歳になった時歩けるか？車と

一緒に生活できる安全な道が、商店が欲しい 

・旧吉川と吉川美南を比較した時、旧吉川の公

園の少なさに驚いた。もう少し旧吉川の人にも

心を持って来てほしいと思います。 

旧吉川の人達よ！いろいろな講座に参

加して人との交わりを大切にしましょう 

 

・インフラ整備 

・道路混雑 
     

旧街道やさくら通りなど生かして子どもから

高齢者まで安心して気持ちよく吉川市内のサ

イクリングを楽しめる環境 

車道と歩道、サイクリングロードの段差の整備

をしていく 

道路ボランティアなど自治会ごとに組織

していって「きれいな道」にしていく 

 

活気のある市に、そして自然を残しつつ、高

齢者・若者が判りあえるように！ 
きめ細かな政策をお願いします 

色々なイベントに参加できるように元気

でいたい 

 

おしゃれのまち 道路やお店をきれいにする ゴミをまちに捨てない  

 大きな公園がほしい   

池のある大きな公園のある緑の多いよしか

わにしたい 
市民が安心して歩ける道を整備してほしい   



10年後の吉川をこんなまちにしたい そのためにできること（市役所） そのためにできること（市民） その他 

運動が盛んなまち スポーツができる施設がもっと欲しい   

田んぼを少しでも残してほしい 仕事のない若人を育成して持続してほしい 
仕事のない若人を育成して持続してほ

しい 

 

・樹木の多い公園を希望します 

・老人や子どもにやさしいまち 
医療費を安く 

・健康に十分気をつける 

・病気にならないように注意する 

 

・笑って元気に過ごせるまちに 

・すぐに入れる老人ホームがありますように 

  川の水がきれいになっていて！ 

ねこだらけのまち 猫を集める。そして店をつくる 仕事をする  

さくらのまち 
・さくら通りの整備 

・二郷半用水をメダカが住める川に 

  

遊園地や水族館があったらいいな 
・工事の手配 

・土地の確保 
市役所にお願いする  

自然にやさしいまち 努力する 自然を一人一人大切にする  

コロナのないまち  
感染が増えないため人とくっつかないこ

と 

 

演劇とか気軽に楽しめるまちになってほしい

です 
    

母と一緒に「羅生門の鬼」を観ま

した。今年はコロナでやらないの

かもしれませんが、収束したらぜ

ひまたやってほしいです。 

芸術や文化を身近に感じられるまちにしたい    

子ども達に必要な費用（教育、文化や芸術な

ど社会的スキルを向上させるもの）は削減す

ることなく精査し、持続可能なまちづくりを

お願いします 

まずは市議会議員の人数削減 

自身のイデオロギーの為ではなく市民の

ことを一番に考えてくれる市議をちゃん

と選ぶ 

 

開かれた議会を望みます  きちんとした議論のできる市議を選ぶ  



10年後の吉川をこんなまちにしたい そのためにできること（市役所） そのためにできること（市民） その他 

運動が盛んなまち スポーツができる施設がもっと欲しい   

子どもがのびのび遊べる公園 

・プレーパークのように火、水、土、ボール、木

材などイメージしたもの表現できる公園 

土地用意 企画  

交通の便をよくしてほしい    

都内にあるものはいりません。今の雰囲気が

続きますように。 

 
若者が住み続ける。 

・緑を大切にする 

 

コロナの終息は難しいと思うので、少しずつ

イベントも再開していって活気のある吉川市

にしてほしいです。 

  

田植え、芋掘り、マラソン、演劇、

市民まつり…市のイベントが大好

きで、色々なものに参加したり見

に行っています。今は何のイベン

トもなく寂しいです。 

きよみ野周辺が何も無い。だから三郷市民に

下に見られる） 
頑張る 流れ星にお願いでもしとけ  

コロナが全世界で終息をしますようにみんな

で頑張りましょう。 

みんなで安心して暮らせますように。 

   

年寄りを優先しすぎて 10年後にしわ寄せを

しないまち 

子どもを大切にしてほしい 

   

・スターバックスをつくる 

・UberEatsの届けられる範囲に入ること 

   

きれいなまちに！！（ともかく雑草、ゴミが多

すぎる） 

いちょう通りの草、さくら通りの草、ひどすぎま

す 
それを感じないことが恐ろしいです  

遊園地がある市 お金を貯める 場所をつくる  



10年後の吉川をこんなまちにしたい そのためにできること（市役所） そのためにできること（市民） その他 

運動が盛んなまち スポーツができる施設がもっと欲しい   

地域みんなで幸せなまちづくり！ 
プレーパーク作り 

・公園をみんなのものに 

高齢の方も子どもも若者もみんなのこ

とを考えられる機会、場所づくり 

 

自然がいっぱいあってみんなが安心して暮ら

せる 
もっと木をはやす！ ポイ捨てしない！  

学生の多く来るまちに（大学を呼び、とくに

芸術関係の大学ができればと思う。そしてこ

の市を気に入り、将来にわたり住んでもら

う。市も活気づく 

   

・自然があって今と同じく高い建物がないま

ち 

・思いやりのあるまち 

・お互いに他人事と思わず対応する。 

・自分の大切な人に置き換えて考える 

・お互いに他人事と思わず対応する。 

・自分の大切な人に置き換えて考える 

 

ゴミも捨てていないでキレイなまちになって

いてほしい 

 ゴミはちゃんと持ち帰ってほしい  

緑のきれいなまち 
公園の整備（どこへ行っても雑草だらけ。芝を

きれいにしてほしい） 
草むしり  

車いすでどこでも行けるように公共の乗り物

を増やし、道を平らにしてほしい 

   

笑顔の吉川  自分が毎日笑顔でいる  

市民に優しいまち 
市民に寄り添う（以前メールで問い合わせした

時、回答がとても誠意がなかった） 

  

以前、友人いきいき教室に参加をしました。

演劇の発声の練習などして楽しかったので、

そういった人とのつながりを大切にするまち

であってほしいと思います。 

コロナで友人に会えないのでコミュニケーショ

ンのとれるイベントをたくさんやってほしい 
家にこもらず友人と参加する  



10年後の吉川をこんなまちにしたい そのためにできること（市役所） そのためにできること（市民） その他 

運動が盛んなまち スポーツができる施設がもっと欲しい   

大きなデパートをつくってほしい 
・頑張る 

・神様にお願いでもしろ 
協力できることはやる  

災害がきても安心して暮らせるまち  
・防災への意識を高める 

・日々の準備（食料とか備蓄） 

 

ドン・キホーテまたははマツモトキヨシみたい

なお店が増えたらいいなあと思います！！ 

お金と協力（ボランティア）が大事だと思いま

す！！ 

協力しましょう！！（ポイ捨てしない方

がいいなあ～と思います！！） 

 

大きなデパートやお店 頑張る 手伝い、協力  

吉川の知名度 UP！！！ 
農業、商業、文化 etc 吉川の売りになるもの

を 

・SNSで広める 

・利用する 

・参加する 

 

豊かで賑わい    

ショッピングモールや買い物できる場所、飲

食店がめちゃめちゃあって栄えているまち！ 

  

変な所に道路をつくるな 

パチンコはいらん 

無駄な土地が多い 

もっといい所に使え（つくろ） 

平和なまちにしたい！！ 警備する 
ゴミを減らす 

ルールを守る 

 

ゴミがあまり落ちていないまち  

ゴミを捨てないようにする！ 

自分達一人一人がちゃんと気をつける

こと！自分達でできることはちゃんとや

る！ 

 

高齢の方の為に無料の市民バスを！！ 経費見直し バスを利用する  

道路の脇に草が多いので草取りをしてきれ

いなまちに! 
市の方で草取りをしてほしい 

道路にゴミを捨てない 

各家の周辺もきれいにする 

 



10年後の吉川をこんなまちにしたい そのためにできること（市役所） そのためにできること（市民） その他 

運動が盛んなまち スポーツができる施設がもっと欲しい   

高齢者が元気なまちにしたい 定年後のセカンドライフのサポート 
必要とされるような人間であるよう努

める 

 

きれいで楽しく生活できるまち  ゴミを捨てず、笑顔で生きる  

何かひとつ吉川を代表するものを強化して

ほしい（さくら通りやロックフェスティバル等

もっと充実） 

イベントを積極的に！ 市民も楽しんで盛り上げる  

ゴミ拾いをしなくともきれいなまちであって

ほしい 

自治会（主に中高年）がゴミ拾いをしています

が、高齢化が進んでいます。ゴミは子どもが捨

てたと思われます。学校で子どもにゴミは自分

で始末するよう教育してほしいです（シンガポ

ールが見本） 

  

公園や小学校の遊具を充実させてほしいで

す。（吉小さみしすぎる。きよみの富士の壊れ

っぱなし） 

予算の見直し 

提案 お願いします！ 

市の選挙（そういうこと考えてくれる方

選ぶ） 
 

キレイなまち  ゴミを減らす  

誰もが年齢、男女関係なく、しあわせでいほ

しい 

   

にぎやかにみんなが幸せに生き抜く吉川市 人を集める！ 遊具や遊ぶ場を増やす  

コンビニでいろんなことがまかなえるまちづ

くり 

   

公共交通の充実したまちになってほしい！ 
・バスの充実 

・タクシーチケット 

  



10年後の吉川をこんなまちにしたい そのためにできること（市役所） そのためにできること（市民） その他 

運動が盛んなまち スポーツができる施設がもっと欲しい   

大場川、中川の堤防を整備して「つりができ

る」観光を充実 

コンクリート堤防ではなく、自然豊かな川環境

の整備をする 

高齢者に「つり」名人を育成し、観光ボラ

ンティアになってもらい、生きがいをつ

くる 

 

高齢化が進む農村地域に若い人も住んで、安

心して生活収入が得られる野菜工場を作り

都心に供給する 

企業誘致し、設備投資をする 
IT技術者の育成をめざして興味をもて

るように教育していく 

 

・劇場やホールなどがほしい 

・市民の発表できる場 

   

演劇事業素晴らしいです。こうした取り組み

をさらに進めて、文化芸術の盛んなまちにし

てほしい 

演劇をはじめとして、歌や絵など表現できる場

や機会をもうけてほしい 
積極的に参加する  

東京のようにまちが発展してなくていいの

で、今のままでいいと思う。 

   

・吉川市を守りぬきたい 

・全世界でコロナの終息をしたい。 

   

高齢者が自立したまち 

施設の使用料を財源に、壊れている設備等を

直して利用者が気持ちよく利用できるようにし

てほしい。助けが本当に必要な高齢者に支援

を。 

 

公民館等、公共施設を利用する高

齢者は元気で経済的にもなんと

かなっています。施設利用の無料

券はいらないか、半額にしては？ 

文化的な施設が吉川にもほしいです 
宝塚の誘致とか、小劇場をつくるとか、歌を歌

える場所づくり 

  

災害に対応できるまち 減災プロジェクトなどの訓練をつづけていく 自助の意識の向上  

高齢者にやさしいまちに    

平和な吉川市にしたい    



10年後の吉川をこんなまちにしたい そのためにできること（市役所） そのためにできること（市民） その他 

運動が盛んなまち スポーツができる施設がもっと欲しい   

余暇を楽しめるまちに 

高齢になり体を動かすのに運動教室などに参

加したりしています。体操もいいのですが、劇

や発声などをした回がとても新鮮で楽しかっ

た。またやってほしい。 

  

文化芸術のまちに 
劇のように市民が多く参加できるような場や

教室などを設けてほしい 

  

地産地消のできるまち    

しげちゃんが市長でいてほしい    

 

 

 

 

 

 

 

実施中の掲示板の様子 


