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○ アンケート調査の概要 

 

【調査目的】 

 都市計画マスタープランの改定にあたり、まちの将来を担っていく児童・生徒が抱く、将来の

まちづくりへの思いや考えを集約することを目的として、市内中学生、高校生を対象としたアン

ケート調査を実施する。 

 

【対 象 者】 

 ①市内４中学校２年生 

②吉川美南高校生のうち市内在住者 

 

【実施期間】 

 令和２年９月から１０月まで 

 

【実施方法】 

 各校において対象生徒に直接配布・回収 

 

【回答総数】 

 ８０３件 

 

【調査項目】 

 設問１ あなたのお住まい 

設問２ 大人になっても吉川市に住み続けたいと思うか 

設問３ 吉川市内で「将来に残したいこと・もの・場所」「改善してほしいこと・もの・場所」

及び「理由」 

設問４ ２０年後も吉川市に住み続けるなら、どのようなまちになってほしいと思うか 

設問５ ２０年後の将来に吉川市長になったとしたら、どのようなことに取り組み、どのよう

なまちにしたいか 

 

【その他】 

・ 調査結果の比率は、四捨五入の関係でその合計が 100%にならないことがあります。 

・ 自由意見については、明らかな誤字・脱字を除き、原則、原文のまま掲載しています。 

・ 個人及び特定団体を誹謗中傷する回答などは、その部分を削除して掲載しています。 
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問１ あなたのお住まいはどちらですか。                      

 

大字名・丁目名 人数 大字名・丁目名 人数 大字名・丁目名 人数 大字名・丁目名 人数 

上内川 10 関新田 1 新栄２丁目 6 木売３丁目 3 

下内川 2 土場 6 大字吉川 27 高富 4 

南広島 4 中井 2 吉川 74 高富１丁目 7 

八子新田 6 中井１丁目 1 吉川１丁目 7 高富２丁目 7 

鍋小路 1 中井３丁目 2 吉川２丁目 13 高久 8 

川藤 16 中島 1 大字平沼 5 高久１丁目 16 

川野 5 中島３丁目 1 平沼 37 高久２丁目 4 

川富 1 平方新田 1 平沼１丁目 6 中曽根 3 

関 1 三輪野江 12 大字保 24 中曽根１丁目 13 

須賀 6 きよみ野 21 保 26 中曽根２丁目 7 

会野谷 1 きよみ野１丁目 8 保１丁目 12 道庭１丁目 1 

飯島 2 きよみ野２丁目 12 中川台 1 道庭２丁目 2 

加藤 3 きよみ野３丁目 20 中野 24 美南 4 

上笹塚 4 きよみ野４丁目 24 木売新田 11 美南１丁目 11 

上笹塚２丁目 2 きよみ野５丁目 19 富新田 2 美南２丁目 37 

上笹塚３丁目 3 吉川団地 30 大字中曽根 1 美南３丁目 6 

皿沼 1 栄町 58 木売 2 美南４丁目 32 

皿沼１丁目 1 新栄 5 木売１丁目 1 美南５丁目 32 

半割 5 新栄１丁目 4 木売２丁目 1 未回答 24 
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問２ あなたは、大人になっても吉川市に住み続けたいと思いますか。         

 

選択肢 回答数 回答率 

１ 住み続けたい 140 17.4% 

２ どちらかと言えば住み続けたい 193 24.0% 

３ どちらかと言えば住み続けたくない 179 22.3% 

４ 住み続けたくない 80 10.0% 

５ わからない 209 26.0% 

未回答 2 0.2% 
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問２－①「住み続けたい」の理由 
・安全で緑も多く、交通手段も豊富で、周りへの移動に
便利だから。・過ごしやすいから。 
安心するから。 
安心するし、他の場合に出たくないから。 
あんまり人が多いわけでもないから静か。スーパーとかも
あって便利だし、ディズニー近いしとなり行けばレイクと
かあるから。 
いい場所だから 
家が充実している。東京が近い。働きにでやすい。 
家に帰りたい時にすぐに帰れるから 
居心地が良い 
田舎が落ち着くから 
今住んでいて、好きだから 
今まで１１年間住んできて、不便なことが少ない！ 
今まで住み続けているから 
今まで住んでいて楽しいから 
今まで育ってきた所だから 
今まで吉川にいて、一度も身近に犯罪がおきていない
し、近所同士とのあいさつなどがさかんだから 
色々な所に行きやすいから 
いろいろな所に行きやすいから。みんな、あいさつをし
てくれるから 
いろんなお店などがあるので、とても住みやすい。周りの
人たちもとても優しいので住み続けたいです。 
生まれ育ったところだから 
生まれ育った所だし、特に住みたいところもないから。 
生まれ育った場所だし、知っている人もたくさにるため安
心して住むことができるから。 
生まれた時からずっと住んでいるから 
駅も２つあるし、大きいショッピングモール２つとも近いか
ら。海に面していないから。図書館も、周りの市のも借り
られるから。雨があまり降らないから。 
駅もあるし、レイクタウン、ららぽーと、コーナンが自転車
で行ける距離にあるから 
おちつくから 
おばあちゃん家があるから。その家に住みたいと思った
から 
思い出の場所だから。 
親が吉川にいるため、遠くだと大変だから。住みやすい
から。 
親もいるし、祖母もいるから 
家族がいるから 
家族がいるから 
家族が吉川に住んでいるからです。 
危険が少ないから 
近所が優しくて、近くにたくさん公園があるから 
暮らしやすいから 
景色が見えやすくて住みやすいから。 
県外に出たあとにふるさとに戻ってきたいから。吉川市
はいいところだから 
交通の便が良いから 
交通も便利だし、ほどよく自然もあるし、少し遠くにいけ
ば大型ショッピングモールもあるから。 
子供の頃から住んでいるのでできるなら住み続けたい
し、何かがあって市外に出たとしても戻ってきたいなと思
います。 
この環境になれているから 
コンビニがたくさんあり楽だから 
事故などあまり起きないから 
静か。少し行けば大型ショッピングセンターもある 

静かでおちついているし、都会に出やすいから。公園や
児童館など子供が遊べる場所が多いから。 
静かで住みやすいから 
静かで豊かな街だから。 
自然(緑)が多いから 
自然がいっぱいだから 
自然もあり、近くに買い物できる場所があるから。 
自転車や徒歩で様々なところに行けるため 
自分が１人暮らしをしたとき、お母さんとお父さんの家と
近くに暮らしたいから 
自分が育った場所なので 
自分の生まれ育った場所を離れたくないから 
志望の大学が通えるため、引っ越す必要がない 
地元が一番いいか 
じもとだから。 
就職先など 
スーパーなど近くにあって、住みやすいから 
少しいったらレイクタウン少しいったらコストコなど場所に
困らない 
ずっとお世話になっている場所だから出来るだけ離れた
くない 
ずっと吉川にいたい。平和だから 
ずっと吉川にすみつづけていて、今の吉川になれてい
るから。 
住みなれたところだから 
住みなれたところにしたいから 
住みなれているから 
住みなれているから 
住みやすい 
住みやすい。一番分かっている土地だから 
住みやすいから 
住みやすいから 
住みやすいから 
住みやすいから 
住みやすいから 
住みやすいから 
住みやすいから 
住みやすくてとてもいいまちだから 
祖母の家や家族の家があるから。 
他の県に行くのも楽で、都会すぎず田舎すぎず住みや
すい 
田畑など自然も多く、千葉や東京などに近いから 
田んぼや、緑が豊かな所が大好きで、そんな景色もいい
し、緑もある吉川が大好きだからです。今年は無かった
けれどお祭りなど、大人でも楽しめるイベントがあるので
将来も吉川にいたいです。 
田んぼや公園など緑が多く、トラックなどは少しうるさい
けど、基本しずかですごしやすく空気が気持ちいい 
地域の人や近所の人がいい人だし、交通機関が楽だか
ら 
近くにコンビニやスーパーもあるし、駅もあるから 
近くにレイクやららぽがあるし、住みやすいから 
東京に行っても吉川に戻りたいと思うから。 
東京に近くて周りに何でもあるから。海も山も近くにない
から 
都会すぎてもなく、ゆったりとした所なので住みやすい 
都会すぎんのも嫌だし田舎すぎるのも嫌だから。 
都会にはないよさがあるから 
特に不便がないから。 
どこに行くにも便利だから 
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とても、のどかで過ごしやすいから 
とても落ち着く・いつも住んでいる・富士山が見える・朝
はとても気持ちがいい・中川の水面の景色がとても大好
き 
とても自然を感じられてとても住みやすいと思うから 
とても良い町だから 
友達がいるから。新しくいろいろな取り組みをしている吉
川市がいいと思ったから。 
なじみがあるから 
なぜなら、自分が生まれ育った場所だし、思い出が沢山
あるので、離れたくないからです。 
なにかと交通が便利。祖父祖母が吉川に居るから 
慣れているまちだから 
発展途上にある吉川を見続けたいから 
母も祖父母も吉川市にいるので、すぐに会えるから 
人が多いところが少ないから。 
人が多くなく住みやすいから 
人がやさしくいい場所だから。 
病院、お店、自然、があり、よい環境だと思うから。 
不便ではない。近くに色んなものがあるから 
プロサッカー選手になって吉川に住んで吉川をもっとい
いまちにしていきたい。自分のそんざいで吉川をもっと
有名にした、吉川のこどもたちにサッカーを教えたり、夢
や希望を与えたい。 
平和だし緑が豊かだから 
平和に暮らせているから 
べんりだから 
他に住みたいと思う場所がないから 
他の県や他の市に行っても多分落ち着かないから、住
み続けた吉川市に住みたい 
歩道がある。体育館に近い。ショッピングモールに近い
など 
ほどよい田舎だから。 
町なみもきれいで、新しい建物が多いから。 
緑が多いから 
緑が豊かできれいだから 
見なれている町だから迷わなくてすむから 
もうすみなれてしまったから 
豊かな自然が多くてすごしやすいから 
良い点などがたくさんあり住み続けたいから 
吉川駅からほかの駅にアクセスしやすい。バスが多い。
お店が多く、買い物等もしやすい 
吉川が交通にべんりで公園もありおちついた市だから 
吉川が好きだから 
吉川がふるさとだから 
吉川市にいて不便だと感じる事がないから 
吉川市にいると豊かに感じるから。安心するし落ちつく
から。 
吉川市の住みになれているから 
吉川市の良い所がたくさんあるから 
吉川市は安全そうだし、僕は、都会すぎるのも田舎すぎ
るのもいやなので丁度いい吉川市に住みつづけたい。 
吉川市は田んぼがあって東京とは違って、ごちゃごちゃ
していなくて、落ち着いていて静かだから 
吉川市は私にとってとっても住み心地のいい場所だから
です。みんなが集まれる憩いの場がたくさんあるからで
す 
吉川に慣れていて、住みやすいから 
レイクタウンに近いし千葉とかもすぐだから 
レイクタウンも近いし、私が住んでいるところは駅も近い
し、まわりにお店、学校もあるから 

老人になったら、坂もすくないし、店もあるていどある吉
川市が一番すみやすいと思うから。けど、若いうちはもっ
と他の場所に行きたい。 
悪い人もいないし、色々なお店があるから 

 

問２－②「どちらかといえば住み続けたい」の理由 
・海がないから・映画館がない・プールが小さい 
・人が多すぎなくて、公園などの緑があるから。・住みや
すいから。 
新しい環境がきらいだから。 
新しい場所は馴染めるか心配だから 
安心して過ごせる場所だから 
安心するから 
安心だから 
安全だから 
いい所だから 
いいところだと思う 
家があるから 
家があるから 
家が吉川にあるから住みたいけど、それ以外で住む理
由がないから。 
いきたい場所がないから 
居心地がいいから 
今自分の家で考えると、駅に近いから行きやすいのと、
公園が近くにあったり、コンビニなど、近くにあってほし
い所が近くにあるから 
今の環境に慣れているから 
今の生活に満足しているから。・スーパー 
今の吉川は前よりも便利なお店などが増えているから 
今までいたから 
今までずっと住んできた落ち着く場所だから。 
今まで住んでいたところからあまり離れたくないから 
色々な施設が充実している。小さなトラブルが少しある。 
生まれ育った場所だから 
うまれた町だから 
海がなく自然ゆたかだから 
海とかが周りにないから 
えきの近くは少しさかえていて、えきからはなれると少し
静かになるから。 
大きな自然災害などが少なそうだから。 
お母さん、お父さんがいるから 
おだやかだから 
落ち着いていて良いが遊ぶ所や買い物するところが少
なすぎる 
落ち着いてるから 
おちつくし、とても便利だから 
おちつける場所、ホットする場所が多いから 
思い出深いところがたくさんあるから。 
親の関係もあると思うし、平和で住みやすいですし、い
たいですけど、今はわからないです 
海外に行く仕事なので、できれば住みたいが仕方ない 
買い物がべんり。大きい家にすめるコスパがいい 
買い物でも不便はないので住み続けたいと思います 
家族がいるから。 
家族がいるから。おちつくから。 
家族がここに住むままだろうから、できれば家族と一緒
に暮らしたい 
家族のそばにいたいから 
環境がしっかりしているのと一人暮らしで吉川を離れる
予定が決まっていないから 
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環境が悪くないから 
近所の人がみんな優しいし、観光地ではないので静か
に暮らせるから 
くらしてて不便な事がなく楽しいから。でも他にも住みた
いから２にしました！ 
暮らしやすいから。 
警察が少ないから 
公園などの緑が多く、近くに色々な施設があって住みや
すいから 
交通が便利だから。 
交通道路が高速道に近かったり、JRがあるなど不自由
なく行き来がしやすく、自然災害などの不安が少ないか
ら。 
交通のアクセスがよいから 
こしがやにもみさとにも東京にも行きやすく、住みやすい
から。 
困ったことも不満なことも特になく、住みやすいから。 
ごみも落ちていないし、緑できれいなまちだから 
コンビニやスーパーがそこまで遠くなく、不便でないから 
最近は、イオンなどのように便利な建物も建てられてる
し、駅も近いから。 
仕事をするときはどうしても、東京の方がいいと思います
が、越谷市とみさとにすぐに行けるからです。 
仕事をする場所にもよりますが、１０年以上いるので、だ
から、どちらかと言えば住み続けたいと思います。 
静かだから 
静かだから 
静かで落ちつく 
しずかですみなれているから 
自然が豊かだから 
自然災害ないから 
自然はあるが、ショッピングモールが少ない（近場 
実家が近いから 
実家の近くで教師をやりたいから 
知っている店などもあって生活しやすそうだから 
市のことを多少は知っているから 
自分が生活してきた市なので、住み続けたいと思ってい
ます 
自分が育ってきた場所を大切にしたいから。 
自分の家でずっと住み続けていたいし吉川市以外の所
に住みたいと思ったことがないから 
自分の知っている所だから 
自分の保育園の時から居る場所なので、なるべくここに
居たいから。 
商業しせつや公園の数が少ない 
使用している店が多いし、大人になっても使っていきた
いから 
将来、仕事をしていた場合、吉川市から近ければ、残り
たいし、近くなければその仕事場から近いところに住み
たいから 
将来、吉川市から遠い場所で仕事をしたとして、吉川市
に帰ってきたときに安心感があると思うから。 
知り合いがたくさんいるから。災害があまりないから 
自立しなければならないので、住み続けたくても住み続
けられないから 
スーパーなども近くにあるし電車 1本でいろいろなところ
にいけるからです。 
スーパーマーケットや公園、駅などが多いから。本屋が
ほしい 
スーパーや駅はあるがディズニーランドのような観光、神
社、名所がないから。 

少し電車で行けば、東京やディズニーランド、レイクタウ
ンなど遊べる場所や便利な場所がたくさんあるし、住む
場所となったら都会すぎるところやあまり行ったことのな
いところで生活するより、静かで自分が慣れている安心
できるところで生活したいからです。 
過ごしやすいから 
過ごしやすいから。 
ずっと住み続けて、慣れているから。 
ずっと住み続けてきたから。空気が良いから 
ずっと住み続けて住みなれているから 
ずっと住んでいたので、安心感があるから 
ずっと住んでいるから 
住みなれた所だから 
住みなれた場所だから 
住みなれているから 
住みなれているから 
住みなれているところから外へ出るのが不安なため。 
住みやすい 
住みやすい 
住みやすい 
住みやすいから 
住みやすいから 
住みやすいから 
住みやすいから 
住みやすいから 
住みやすいから 
住みやすいから、便利だから 
住みやすいから。 
住みやすいし、危険なこともないから 
住みやすくて、きれいだから 
住んでいてちょうど良いから 
設備が意外にあるから 
育ったところが一番いいと思うから。 
育った場所だから。他にも住みたいと思う所がとくにない
から 
代々ついできた土地をつぎたいが、駅まで遠く、不便だ
から 
たぶんまだ夢がないから 
田んぼなどの自然が多いので落ち着く。だけど、南の方
に大きいショッピングモールがあるから北にも作ってほし
い 
小さいころから友達と近くの公園で遊んだりしていて、と
ても住み慣れたところだけど、他のすてきな場所を吉川
をでて、いろいろとみてみたい思ったから 
近くに公共施設もあるし、公園もあって、駅もあり、所で
は自然も味わえるから 
近くにスーパーやコンビニなどがあるから 
ちかくに友達がすんでいるのでどちらかと言えば住み続
けたいです 
近くにレイクタウン、ららぽーと、学校、公園、消防署な
ど、生活が充実しているから。 
近くの市にイオンモールなどがあるし、公園も多く緑があ
り、交通の面で便利だから 
ディズニーまで電車で１本。越谷市のレイクタウンと三郷
市のコストコなどどちらも行けるから 
電車もあり、ショッピングモールも近くにあり、都心に近
く、いろいろなところへ行きやすいから 
東京だったり、となりには越谷レイクタウンなど、便利だ
から。 
東京などで仕事をしている時に吉川市に戻ると落ち着く
から 
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東京にも行きやすい良い田舎 
東京へも出やすいし、自然も多いと思うから。落ち着い
た気持ちになれるし、ゆったりできると思う。 
都会が苦手だから 
都会は、建物だらけでやだなと思うし、いなかすぎると、
家がなさすぎでさびしいから。 
都会はすごく疲れそうだから 
特に事件もなく、となりの市に行けば大きなショッピング
モールもあって便利だから。 
特になにもないけどどっかに住みたいとも思わないから 
どこかにいきたいとは思わない 
とても暮らしやすく、もし子どもができたりしたら、吉川市
はとても暮らしやすいと思うから。 
とても住みやすいけど仕事によってどうなるのかわからな
いから。 
とても住みやすいまちだから 
長年親しんできた町だから 
なじんでいるし、住んでいる人がおだやかで優しいか
ら。静かだから 
慣れ親しんだ吉川に住み続けたいから 
なれているから 
なれているから 
慣れている所のがいい 
なれてる。百均の大手が３つ近くにあるから 
のどかでいい所だし、みんな優しい人たちばかりだし、
なによりここでかけがえのない日々をおくったから 
のどかですみやすいから 
発展しているから、住みやすいから。でも、目立ったアピ
ールポイントがないから楽しめないと思う。 
引越するのが面倒くさいから 
人が多すぎなくていいし、近く（電車とかにのってすぐ）
にレイクとかもあるから。 
不自由なことがないから 
不便なことも多いけど住みやすい市だから 
平和だから 
平和だし、環境もいい方だから 
他の県でも住んでみたいという思いがある 
周りにショッピングモールが多いから 
周りの市に色々あって便利だから 
周りの市に大型ショッピングモールやアウトレットモール
があるから。田んぼがある 
みどりがいっぱいで地域の方がとてもやさしいから 
名物がないし、これといってじまんできるのがないから 
ゆっくりした雰囲気が良い 
吉川以外の都内などでくらしたいが、祖父や祖母、家族
と遠い場所に住むと、家族が心配だから 
吉川駅が近いし、ＬＩＦＥや買い物ができるところが多い
から 
吉川がふるさとだから一回どこかいってもかえってきたい
から 
吉川市で育ったので、大人になっても住み続けたいと思
ったから。知っている人がたくさんいるから。 
吉川市での生活にふべんはなく、他へ行きたいとは思
わないから 
吉川市になれているから 
吉川市は自然が多い。また、スーパーなどもあり、暮らし
やすいから 
吉川市は自然がキレイだからどちらかといえば住み続け
たいです。他の地域にも住んでみたい気持ちがあるから
２にしました 

吉川市はとても住みやすく、近くに駅もあるので良いと
思いますが、やはり他の所に行って勉強などをしたいと
いう思いもあります 
吉川にはないけど越谷に行けばレイクタウンがあるし三
郷に行けばララポートとかがあって便利だから 
吉川は、近くに大型ショッピングモールもあるし、東京に
もでやすくて、緑が多いから 
吉川は安全だから。 
吉川は自然が多く、住みやすく、近くにイオンやららぽ
ーと、駅などがあり、交通や経済的にも便利なのでいい
です 
吉川はとても静かで住みやすいと思うし、吉川もとても発
展してい住みやすいと思ったから 
吉川は良い所だから 
吉川美南の方はとても発展しているので、そこに住みた
いと思ったから 
吉川も好きだけどたくさんの地域に暮らしてみたいから。 
ライフとかあるから。近くにコンビニもあるのでべんり。 
楽 
立地は悪くないから 
レイクタウンとららぽーとが近いから 
レイクタウンや、イケアなど大型ようひん店が近くにある。 
レイクタウンやコストコもララポートもイトーヨーカドーも近
い。関東圏内である。 
レイクタウンやララポートに近いから 
レイクにも近いから。そこまで田舎じゃないし 
わからない(思い出があるから) 
わからないから(職場があまりこの辺にない) 
悪い所があまりないから住み続けていたいとは思う 

 

問２－③「どちらかといえば住み続けたくない」の

理由 
・静かすぎ ・買いものとかなど、車を使わないと 
あきた 
遊ぶ所が少ないし須賀から学校が遠いいから 
新しいところに行って、いろいろなことをしたいから 
あまり特ちょう的なものがないから。 
いいところが少ないから。 
家の周りにお店が少ないから 
行きたい高校や、遊べる場所、本屋、買いものできるよう
な大型のショッピングセンターがない。また、ネット環境
があまりよくないから。 
いきたい場所があるから 
いなかからぬけて都会にいきたいから 
色々なところにいってみたいから 
色々な所に住んでみたいから 
色々な場所に住んでみたいから 
いろんな所に行ってみたいから。 
映画館がないから 
映画館がないから。道がわるくて通りづらいから。他の市
と比べると”吉川といえばこれ”みたいなのが少ない。 
駅の裏側がくらいし、働くことを考えたら夜帯に人通りが
少ないのは怖い 
駅までが遠い。近くにコンビニがない。 
大型ショッピングモールがない。近くで仕事をしたいとこ
ろがない 
大きいショッピングモールないし、スタバ、３１アイスクリー
ムなどの人気チェーン店がないから。 
お父さんの会社を他の市まで広めておやこうこうがした
いから 
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大人になったら、千葉県へ移住してみたいから 
大人になったら東京へ住みたいから 
大人になったらどっかにいきたい 
大人になったら北海道か韓国で住もうと思っているから 
同じ町でずっと暮らしたくないから 
思い出に残るような大きいテーマパークがないから 
親と少しはなれて社会のことを学びたいから。 
親とはなれて、自立したいから 
カードショップ、ゲームセンターがないから。 
がいとうが少ないうえに、大きなショッピングモールがな
いから。 
街灯が少なくて、夜外出する際の道が怖いから。 
買い物をするとき、便利ではないから 
車が必要な術だから 
韓国で住みたいから 
帰省とかで時々帰って来た方が良いから 
草が、ぼーぼー。中学校の体育館を、試合ができるよう
な、大きい体育館にしてほしい。 
工場ばかりだからカスミが消えて、レイクに行くことしかな
いから 
交通などが便利な場所に住みたいから 
交通の便があまり良くないし、市外に行かないとショッピ
ングモールなどがないから。 
越谷市や、新三郷にはレイクやららぽがあるのけど吉川
市にはそういうのがないから。 
個人的に魚が好きだから、海の近くに住みたい 
子どもの頃から住んでいるのでずっといるのも良いが、
他の場所に行って色んなことを知りたいから。 
この町はつまらないから 
これといったシンボルが余りなく、買い物などは、他の市
に行った方が色々なものを買えるから。 
埼玉から少し離れたところで仕事をしたいから。吉川だ
と、そこまでが遠くて行きづらいと思うから。 
栄えていないから 
栄えていないから。暗い道が多いから 
市外でもしゅうしょくしたいから 
仕事場が近くにないから。 
自然（空き地など）が減ってきて触れ合う場所がないと思
うから。 
知ってる人がいないところがいいから 
自分の将来なりたい仕事は、吉川市内でもできるけれ
ど、東京とかに近い方が利点があるからです 
就職を考えもう少し都会に住みたいから 
将来、他に住みたい場所があるから 
将来家はのこしていきたいけど、ちがう県に友達とすむ
やくそくをしている 
職に付ける場所が無い、何も無い 
職場の近くに住みたいから 
ショッピングモールなどが少ないから 
ショッピングモールなどがない 
知らない土地に行って、新しい人間関係を築きたいか
ら。 
進学する時にひっこすから。 
神学などで行った場所にそのままにいて戻ってこないと
思う 
親せきが県外にいるから。 
スーパーなどはあって良いとは思うが、遊べるところが少
なすぎる。 
少し気軽に遊べる場所がないから。夜中にうるさい車が
通るから 
少しちがうところでも住んでみたいと思うから。 

ずっと同じところにいるより、外のまたちがった場所です
ごしたほうがいいと思ったから 
住み続けたい理由があまりうかばないから。 
住みやすいけれど観光スポットなどなにもないから 
住みやすい所に行きたいから（都会近く） 
せまいというかきゅうくつ 
他県に住んでみたいと思っているから 
楽しめないから。大きいプールがない。都会に住みた
い。 
たまにかえってきたいと思うけど、くらしやすいとはあまり
おもわないから 
田んぼしかないから 
田んぼや畑が多くて、ショッピングモールもないのであま
り楽しくないから 
違う景色をみたいから。 
違う県に行ってみたいから 
違うところに行ってみたいから 
違う所に住んでみたい。もっと静かな所が良い 
ちがうところにもいってみたいから 
近くで仕事をしたいけど、吉川市にやりたい仕事がない
から 
近くにお店がなく、バスも通らないから、車がないと不便
だと思うから 
近くにショッピングモールなどがないから。 
ちょっと楽しくない 
東京か三郷に住みたいから 
東京から遠い、本屋がない 
東京で仕事をしていたいから 
東京での就職を予定しているため、通勤時間を考え 3
番にしました。 
東京などに行って多くのことを学びたいからです 
東京などに出て、もっと多くのことを学びに行きたいから
です 
東京に行きたい 
東京に住みたいから 
東京に住みたいから。 
東京に住みたいから。 
東京に住みたいと少し思っているからです。吉川は、い
い所なので「どちらかと言えば」にしました。 
東京に住んでみたい 
東京に住んでみたいから 
東京に住んでみたいから 
東京の方で仕事をしたいから 
東京みたく、色々なものがある場所に住みたい。 
都会っぽくないから。吉川といえばこれ！というものがな
いから 
都会などに住んでみたいから 
都会に行きたい 
都会に一度は住んでみたい。 
都会に住みたい 
都会に住みたいと思っているため 
都会に住んでみたいから。 
都会に出て生活してみたいから 
特にいい所がないから。 
特に何もないから 
どこか違うところに行って、1人暮らししたいから 
どこかで一人暮らしをするかもしれないから 
都内に住みたいから 
何もないから 
何もないから 
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何もないから 
何もないから 
日本中を旅したいから。 
人気なものがない 
畑が多い。出かけられる所が少ない。道があぶない。 
必要性が感じられないから。 
1人暮らしをしたいから 
一人暮らしをしたいから 
独り立ちしたら別のところに住みたいから 
美容室とか少ないから不便 
別の住みたい場所があるから。 
別の所で新しい生活を送りたいから 
他に住みたい場所があるから 
他の県で生活をしてみたいから。 
他の県にも興味があるから 
他の市や県で住もうと考えているから 
他の地区や県に住んでみたいから 
ほかのとこにも住んでみたいから 
ほかの所にもいきたいから 
他の所にも住んでみたいから 
他の場所に住んでみたいから 
他の場所にもすんでみたいから。 
他の町のほうが発展しているから。 
他の旅行先で住みたいと思う地域があったから。 
本屋や楽器屋や映画館、アニメイト、スタバが近くにない
から。Wi-Fiがさかんではないから。アニメイト本店がな
い 
周りになにもなく、不便だから 
魅力的な店がないので都会に住みたい 
三輪野江の方は街灯が少なく中学校からかえる・仕事か
らかえるときに危険すぎる、曲がり角のときにミラーがな
いところがあってあぶない、みどころがない 
三輪野江の方はバス停が少なく来る時間も１時間に１本
とか、駅も近いわけではないので高齢者がかわいそう。
とても不便。 
もう少しアクセスのいい所に住みたいから。 
もう少し田舎のところに住みたいため 
もう少しいなかの方に住んでみたいから。 
もう少し都会に住みたい。知り合いがいないところに 
もう少し都会に出て住みたいから。（住んでみたい） 
もう少し早く都心にアクセスできる場所に住みたいから 
もう少し便利な所に住みたいから。他の場所にも住んで
みたい 
もっと色々な店がある都会に行きたい。ウーバーイーツ
を取り入れているところに行きたい 
もっとえきなどが近くにある所に住みたい 
もっと拡大な場所でゆっくり過ごしたいから。 
もっと都会で仕事をしたいから。 
もっと都会に行きたい。 
もっと発達した地域で充実した生活を送りたいから 
もっと広い世界を見たいから。いろいろな場所へ行き、
いろんなことを体験したいから 
山やきれいな川がある町に行きたいから 
やりたいことがあるから 
有名な物などが少ないから 
良いところもあるし、改善してほしいところもあるから。 
吉川以外の場所にも行って、新しい物を見てみたいか
ら。 
吉川から出て、いろいろなところの範囲をひろげていき
たいから 

吉川市以外にもいろんな所で住んでみたいし、就職した
所で住みたいです 
吉川市から遠くの所で働くかもしれないから 
吉川市にこれと言って自慢できるものがない 
吉川市には、特に魅力を感じないから。吉川市から行け
るところがないから。 
吉川市にはない魅力を他の所で感じたい 
吉川市はいいところだと思うけど、飽きてしまいそうな気
がするから 
吉川は安全で住みやすいけど、もっと外の知らない所で
暮らしてみたいから 
吉川は好きだけど、他の所でも住んでみたいから。 
吉川は住みやすいけど大きな建物や人口も都市部に比
べて少ない。仕事に向いていない。 
吉川はぜんぜん何もなくて、便利ではない。もう少しさか
えてほしい 
吉川を出て、違う場所で仕事をしたり、住みたいから 
私の家の方は特に、店や駅が遠く、公園もないので出か
けるのが不便だから。 
私の住む地域が駅まで遠いし、バスの本数も少ないか
ら。 

 

問２－④「住み続けたくない」の理由 
あきたから 
いいところがないから 
田舎すぎる 
田舎だから。 
いろいろ不便だから 
いろんなところにいって、いろんなことを学びたいから。
やがては海外に住みたい。 
色んな場所を見ていきたいから 
岩手に住みたいから。吉川は空気も川も水もきたない
し、野菜もまずいし、近所付き合いが薄いから。 
海が好きなので、海の近くに住みたいから。 
海がないから 
海がないから。特においしいというものがあまりない。大
きな遊園地やショッピングモールがない。 
駅が汚くて落ちつかないから。（まち全体）便利な百均や
ショッピングモールがあまりないから。 
駅から自転車で３０分なのにバスが１時間に１本しかなく
て不便だから 
駅へのバスの本数が少ない 
親が嫌いなわけではないけれど親とは違う市に住みた
いから 
親から離れたいから 
環境を変えたい 
近郊周辺にいたくないから 
さかえている町にすみたい 
自然が多い吉川市はとてもきれいで好きだけれど、大人
になったらもう少しお買い物などの移動距離が短い方が
いいから 
市内にショッピングモールなどなく利便性がない。子供
にとっては公園が多いので住みたいと思う 
自分が将来やりたいと思っていることが、吉川市内では
できないから 
自分の好きな店、本屋などが少ないから。 
地元離れして、都会か山奥の方に行ってくらしたいから 
就職できる場所が少なく、少し不便だから。 
上京したいから。 
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将来、東京か自然豊かなところに住みたいと思っている
から 
将来、吉川市外で仕事をしたいから 
将来的に都内らへんじゃないと遠くなってしまうから 
職についたときに、色々な場所へ行って活躍したいから 
信号が多いからすぐひっかかる 
全体的にお店が少なく、あったとしても大きいスーパー
などが、1点にかたまってあったりと、ひたすらに店が少
なすぎるから。また、歩道などもがたがたしていたり、小さ
い子のためのガードレールも無いので、住み続けたくな
いと思った。 
田んぼが多い 
小さい頃から都会に住みたいと思っているから。 
中途半ぱな立地だから（同じ距離の市よりもアクセスが
悪いから） 
ツタヤとかスポッチャとかラウンドワンが近くに無い 
つまらないから 
テーマパークや楽しむところがなくつまらない。 
東京などの進んでいるところに住みたい 
東京にいくと思うから 
東京に住みたいから。田舎だから。 
東京に出にくい。いろいろと不便 
道路とか整備されてないし、川きたないし 
とかいに住みたいから。 
都会に出てちゃんとした仕事をもって生活していきたい
から 
特出した魅力がないと思うから。自然が豊富で、きれい
な町に住みたいと思っているから。 
特に何もない 
都市へ行きたいから 
とても不便だから 
友達と住むからです 
何もない 
何もない 
何もない。空き地がきたない。いなか。 
何もないから 
なにもないから 
何もないから。 
何もないから。越谷の方に将来は住みたいから。 
何もないし、不便だから 
何もなく、アパートなど少ないから 
なんもないから 
一人暮らしをしてみたいから 
不便だから 
不便だから 
不便だから 
別の県に住んでみたいから 
便利なところもあるけれど、他の市と比べたら、暮らしにく
いと思うから。 
方の県にすみたい所があるから 
他に市に比べて何もないから。 
店少ない 
名物や名所がないから 
もう少し都会に住みたいから 
もうすこしゆうえんちとかがちかい場所がいいから。 
山にこもるため 
やりたい仕事があり、ここからでは遠いと思うから。 
吉川市より良い所があるから。 
吉川市を出たいから 
吉川と違うところの良さを見つけたいから 

吉川は別に悪い所ではない。むしろ自然が多くていい
所である。けれど、将来もっといろんなことを知りたいか
ら、住み続けることはできない 

 

問２－⑤「わからない」の理由 
あまり考えていないため、わからない。 
あまり好きじゃない 
いいとこない。スケボーできるとこ作ってー 
家の都合にもよるから 
行きたいとこがないから。 
今は、住みやすいけれど、これからはどのようになるか分
からないから。 
今は住み続けたいけど、別の場所に住んでみたいとも
思っているから 
大人になった事はどうなっているか分からないから 
大人になったときの自分を想像できないから 
大人になったら、色々考えが変わると思うから。 
大人になったら、大阪に行こうと思っているから。 
大人になったら看護師を目指しているから。そして、どこ
の病院に行くかも分からないから 
大人になっていうちになにがあるかわからないから 
大人になっていないから 
大人になってからではないと分からないから 
大人になってしごとについたら吉川やさいたまにすみつ
づけることはむりかもしれない 
大人になっても住み続けるかわからないから 
大人になると住み続けたいと思いが変わるかもしれない
から。 
海外で働きたいから 
開発が進んでいるから 
考えたことがない 
考えたことがない。 
考えたことがないから 
考えたことがないから。 
考えたことがないからわからない 
気分しだい 
気分しだい。まだ将来については考えてないから。 
決まってないから 
具体的な進路を決めていないから 
暮らしやすい街だが、将来の就職場所によっては、他の
場所がいい 
結婚して家を出るなら相手によって住む場所が変わる
し、１人暮らしするなら仕事によるから 
県外に住んでみたいから 
この先どうなるかも分からないから。また、このへんは何
もない(遊べる場所など) 
この先何が起こるか分からないから。 
この先のことをまだ決めてないから 
これから、高校・専門学校と行くのに他の県に行くかもし
れないし、一人暮らしをするかもしれないから 
これからどんなことが起きるかわからないし、もっと住み
やすい市があるかもだから 
これからのことは分からない 
今後の吉川の変わりようにより変わるから 
今後吉川がどうなっていくかによって、変わると思う 
災害が少ない点ではいいまちだと思うけれど、ずっと住
み続けたいかといわれたらそうでもないかなと思うから。 
仕事しだい 
仕事とか大学とかでどこかですむかもしれないから 
自分がいく高校ややる仕事のばしょによります。 
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自分の将来のことを詳しく考えたこともないし、他の市町
村のことも詳しく知らないから 
自分の進路によって変わってくる 
就職先によるから 
就職などで、行くから 
就職などで市街に行くかもしれないから、そしてそのまま
市外に住むかもしれないから 
就職場所が決まってないから 
将来、自分が何の仕事をするかによると思うから 
将来、進路によってどうなるかわからないから 
将来、住み続けるかもしれないし、一人暮らしするかもし
れないから 
将来、どこの学校や就職場にいくかによるから。 
将来がどうなるか分からないから。 
将来決めるから。 
将来進学などでどこに行きたいか、どんな場所で働きた
いか分からないから 
将来他の所で住むかわからない 
将来違う土地に行くかもしれないから 
しょうらいどうなるか分からないから 
将来どうなるかわからないから 
将来どうなるか分からないから 
将来どうなるか分からないから 
将来どうなるか分からないから。 
将来どうなるか分からないから。 
将来どこに住みたいなど、思ってないから 
将来のことがまだ決まっていないから。 
将来のことはまだ考えていないから 
将来のことはまだ考えられていないから 
将来の仕事で、吉川に住むかもしれないし、住まないか
もしれないから。 
将来の夢が決まっていないから 
将来の夢によって住むか住まないか決めるから。 
将来の吉川市による 
将来の吉川市による。 
将来吉川がどうなっているかわからないから。 
将来を考えてないから分からない 
進学先の近くに住みたい 
進学先や就職先がどのくらいの距離なのかなどで変わ
ってくるため 
進学した先や就職先によるから。 
人生なにが起こるか分からないから。 
進路で変わるから 
進路などまだ考えていないから。この先のことが分からな
いから。 
進路によって変わるかもしれないから 
進路の選択によるから 
住みたい気持ちもあるが、他の場所にも行ってみたい 
住みたい場所はあまり意識していない 
住み続けたいと言われれば住み続けたいが、住み続け
たくないと言われれば住み続けたくない 
住み続けたいとも思うし、市外や県外に行きたいとも思っ
たから 
住み続けたいとも思わないし、住み続けたくないとも思
わないから 
住みやすいけど、もっと田舎に将来住みたいから。 
住むかもしれないし住まないかもしれないから 
住んでもいいし住みたくもないともおもってもない 
住んでも住まなくてもいいから 
その環境によって違ってくるから 

その時になってから決めたい 
その時にならないとわからないから。 
その時によって状況が違うから 
大学とかで変わるから？ 
他の県にもいい所があるし、海がある所に住みたいから 
違う市にも住んでみたい。おちついている 
違う所に住んでみたいけど吉川にも住んでいたい気持
ちがあるから 
違う町や違う県も見てみたいから。別に住みたくないわ
けではない 
できれば海外に住みたい 
東京とかに住むかも知れないし、吉川でのんびり住むの
もいいと思う 
東京にも近くていいと思うけれど、大人になっても住んで
いるかはわからない。 
東京や越谷など不便じゃない所に住みたい気持ちもあ
るけど、自分が育った、慣れた環境にずっと住んでもい
いなとも思う 
とくに考えていないから。 
特にどこかに行く予定がない 
特にない 
どこに住むか決めてない 
どこにも行きたくないけど、市外でお仕事がしたいから 
どちらかと言えば住み続けたくないけど、交通の便がい
いから、どうなるか分からない 
どちらともいえない 
どちらもいえません。住み続けたくもないし、はなれたく
もないです。 
どっか行くかもしれないから 
どっちでもよいから 
とても住みやすいまちだから、居続けたいとも思うけど、
東京とかにも住んでみたいとも思う。それに、将来何があ
るか分からないから。また、あまり、娯楽施設が少ない。 
どのようにするか決まっていないから 
どんな職についてどのくらい吉川までかかるかわからな
いから 
何があるかわからないから。 
なにもきめていないから 
働きに出て帰ってくる可能性もあるし、まだ見当がつか
ないから 
ひっこしをするかもしれないから 
引っ越す可能性があるから。 
一人暮らしや引っ越しなどで県外に行ってしまう可能性
もあるので今はまだ分からないから 
不便ではないが、吉川市にこだわる理由もないから 
不満は特にないけど何か大きなショッピングモールがあ
るわけでもないからどちらでもいいから 
別の環境の場所で住んでみたいとも思うから 
便器用のために遠くの高校に行くかもしれないから 
他の地域と比べて特別良い、もしくは悪いというのがな
いからどちらでもよい 
他のところにもいきたいという気持ちとすみたいという気
持ちがあるから。 
他の所にも住んでみたい気持ちもあるから 
他の所にも住んでみたいし、吉川も好きだから。 
まだ、将来のことをあまり決めていないから 
まだ、進路を決めていないから。 
まだ、進路を決めていないから。 
まだ、どの大学に行きたいとか決まってないし、大人にな
らないと分からないから 
まだ大人になってないからその時によると思う。 
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まだきめていないから 
まだ決めていないから 
まだきめていないから。 
まだ決めてないから 
まだこれからについて決まっていない 
まだ埼玉県外に出ることも多くないし、将来、他の県に
住みたくなる時もあるかもしれないけど吉川もすきなので
５にしました。 
まだ仕事なども決まっていないから。 
まだ仕事をどこでやるかわからないから 
まだ将来、吉川に住み続けるか分からないから。 
まだ将来どうなるかわからないから 
まだ進学などがきまっていないから 
まだどこで働きたいとか決まっていないから。どこに行く
のかわからない。 
まだどこに住みたいか決めていない。 
まだ悩んでいるから 
まだはたらくところなどきまっていないから 
まだ分からない 
まだわからない 
まだわからない 
まだ分からない 
まだ分からないから。 
まだわかりません。どっちでもいいから。 
三郷や越谷など遊びに行ける所が近くにあって便利だ
けど、これからする仕事や、大学などの場所による 
未来がどうなるかなんて分からないから。 
みらいだから、その時の自分じゃないからしらない 
未来の自分が住み続けたい、または住み続けたくないと
思っているかもしれないから 
もし、東京とかに行って帰ってきたら住みたいと思ってい
る 
もしかしたら、仕事関係などでひっこしをして、吉川市以
外に住むかもしれないから 
ゆうめいなものがあまりなかったから。 
良い所だけど不便なところがあるから 
吉川がこれからどうなっていくかわからないから 
吉川市外にあまり出たことがなくて、他にどんな所がある
かわからないから 
吉川市しか住んだことがないから、良さがわからない 
吉川市はしぜんが豊かなので住みやすいし市外には大
きなお店などもあるのでまだわかりません 
吉川市はのどかでなんとなく落ち着けるけど、吉川市と
言えばこれ！っていうのもなくてつまらないからです。 
吉川にいてもいいし、他のところでもいい 
どこでもいいから 
吉川はおちつくし住みやすいと思うけど、大人になるに
つれ都会に住みたくなるかもしれないから。 
吉川はとても住みやすいが、他の場所でも暮らしてみた
いと思う 
両隣の市に、大型ショッピングモールもあるし、都内への
行き来も便利ですが、新しい町へ行ったりして、ちょうせ
んもしてみたいからです。 
レイクタウンに行きやすかったり、交通には便利だけれ
ど、道路が分かりにくかったりするから 
わからない 
わからない 
わからない 
わからない 
わからない 
わからない 

わからない 
わからないから 
分からないから 
わからないから 
わからないから 
わからないから 
わからないから 
わからないから 
わからないから 
わからないから 
わからないから 
わからないから 
分からないから 
わからないから 
わからないから 
わからないから 
悪い場所ではないと思うけど、住み続けたいとも思わな
い 

 

問２－⑥無回答者の理由 
家族にすぐ会るし、何かあったらすぐかけつけることがで
きるから 
どちらかと言えば住み続けたくない 
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問３ あなたが吉川市内で「将来に残したいこと・もの・場所」「改善してほしいこと・もの・

場所」 

 

  問３－①「将来に残したいこと・もの・場所」・「理由」 
残したいこと・もの・場所 理  由 

１００均など安い店、文ぼう具 学校の物をすぐに買える 
２つのえき、こうえん ― 
EON べんりだから 
LIFE 色んな物が売っているから 
あいさつなどできること、助け合いので
きること 

こまっている人などに人助けできるから 

赤いロープでできたタワー (こうえん
の)、コロナでたいへんだったということ 

― 

あき地、広い公園 かるく運動できるから。 
アクアパーク お金も必要なしで自由に遊べるから。 
アクアパーク ― 
アクアパーク アクアパークでスケボーが上手になったから。 
アクアパーク バスケが出来るから 
アクアパーク、総合体育館 バスケしたいから 
旭小学校、東中学校 自分の通った学校だから 
旭小学校、さくら通り 何回も行ったり、通ったりしたので残っていてほしいです 
旭小学校 最近人数が少なくなってきているけど、旭小学校には思い出がたくさんある

ので残してほしいです。 
旭小学校 母校だから 
新しい学校などの"きれい"な建物、ゴ
ミが少ない町 

・ゴミがあることも少しはあるけれど少なく気持ちが良いから。 
・新しいしせつなどが多いため、きれいに使ってのこしていきたい。 

あゆみ ギリギリ自慢できる 
安心と安全 将来の子供達が住みやすくなるから 
家 家がないと困るから 
家、運動公園 残しておきたいから 
家 帰ってきたいから 
いえ ― 
家、公園 ― 
家 ― 
イオン 駅前にある大きなスーパーで、便利だから。 
イオン 大事だから。 
イオン、きれいな公園 暮らしやすい吉川でいてほしいから。 
イオン、ジャニーズショップができてほ
しい 

①イオンはあってほしい ②ジャニショがほしい 

イオン ― 
イオン、駅、マック、学校 あった方が便利だから。 
イオンタウン、吉川中 特になし 
イオンタウン、スーパーなど 買い物をしたい時にすぐ近くにあって利用しやすいから。 
イオンタウン、学校 遊べる場所と学べる場所は残っていた方がいいと思ったから 
イオンタウン、大きい建物 ― 
イオンタウン 吉川市内で色々あるスーパーだから 
イオンなどの娯楽施設 ゆいつの良い場所だから 
いちょう通り ― 
今ある木々などの自然 ― 
今ある中学校や小学校 ― 
医療、平和 医療技術を進化させて少子高齢化をなくしていきたい 
色々な公園 子どもがあそべる場所をのこしておきたいから 
受けつがれているもの これからも受けついで、伝統が変わってほしくないから。 
運動公園、八坂まつり 運動公園は近くてとても広いので、色々なスポーツができるため。楽しいた

め 
運動公園、おあしす 自分の家の前にあるから 
運動公園のテニスコート、永田公園 ひんぱんに行くから 
運動できる場所 運動が好きだから 
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残したいこと・もの・場所 理  由 
映画館、大きなショッピングモール 子どもが楽しめるような所がないから。 
駅、永田公園 公園を残したいから 
駅、公園 ― 
駅 いどうが楽だから。 
駅、公園 駅はなくなると不便、遊びたいから 
駅、公園 残したいから。 
駅、イオン これがなかったら本当になにもなくなるから 
駅 駅がないと困るから 
駅、人口 ― 
えき いどうするのにひつようだから 
駅、自然 程よい田舎が良い 
駅 ― 
駅にある金のナマズ、にこにこ公園 ― 
駅にある金のなまず、永田公園 有名な場所を残したいから 
駅にあるなまずのモニュメント、永田公
園 

吉川といえばこの２つかなと思ったから 

駅の近くにある金のナマズの像、ナマ
ズを使った郷土料理 

吉川といったらナマズというイメージがあるので、残した方が良いと思ったか
らです 

駅のなまず、永田公園 ①見に来る人もいるから②小さい子が楽しそうに遊んでいる広い公園だから 
駅前の金のなまず、おあしす なまずが有名だから。 
駅前のなまず（吉川駅）、吉川中学校 ①吉川の伝統であるなまずのオブジェみたいなものは、残したい。②吉川で

育った私たちの中学校がつぶれてほしくない。 
駅前ライフ 日用品がだいたいそろえられて楽だから 
駅前ライフ ― 
駅前ライフ ― 
駅前ライフ 便利だから 
駅や家（自宅）、吉川中 ― 
おあしす、きよみ野富士 どちらもきよみ野を代表するものだから 
おあしす、イオン ― 
おあしす、金のなまず ― 
おあしす、きよみ野 思い出があるから 
おあしす、なまずの伝統 吉川といえばこの２つだから 
おあしす、永田公園 たくさんの人が利用していているから。 
おあしす、永田公園 みんなで楽しく過ごせるから。 
おあしす ― 
おあしす、水田 ― 
おあしす 子どもの頃の思い出の場所でこれからも利用していきたいと思ったから 
おあしす おちつくから 
おあしす 市民のあつまれるところだから 
おあしす 本がたくさんあるし、遊べるから 
おあしす、永田公園 ― 
オアシス 本が好きで、オアシスの図書館は楽しいから 
オアシス 休めるから 
おあしす、多くの公園 気軽に行ける子どもの集まり場だから。 
おあしす ― 
おあしす 子ども達が遊ぶ、集まるのに最適だから 
おあしす ― 
おあしす あると便利だから。 
オアシス、中央公民館 静かな場所で落ち着くから 
おあしす おあしすは、勉強したい時に必要だからです。 
おあしす ― 
おあしす 色々なことが出来るから 
おあしす 受験勉強とか集中できるから 
おあしす、母校 たくさん遊んできたり、学んだ場所だから 
おあしす、金のなまず どちらも思い出があるから 
おあしす、なまずの里公園 小学生の頃によく行っていたから 
おあしす・吉川駅前のライブラリー、ワ
ンダーランド 

①色々な本が沢山あり、暇な時に行けるから②子供がみんな楽しんで行け
る場所だし、イベントなど楽しい事があるから 

オアシスや公園など 気持ちのやすらぎの場だから 
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残したいこと・もの・場所 理  由 
大きな公園 ― 
多くの自然、公園 好きだから。 
おだやかで静かな田園風景   
同じ場所に同じがいそう、中のものも
同じ、小中高大学校、金のなまず 

いつどこにいても、思い出すと同じ景色を残したいから 

お祭りなどの文化、自然が多いこと お祭りなどはいい思い出になると思うから 
お店 気軽に行けるから 
おもしろい公園とか無料アスレチック 子供が自由に遊べて、明るいまちにしたいから。 
温泉吉川 吉川といえばなまずだが、自分的に温せんのほうが印象が高い 
買い物に便利なところ ― 
買いものをするところ、遊べるところ ― 
学校 思いいれがあるから。 
学校、まつり 思い出のあるものだから、いい行事場所だから 
学校 教育環境が整ってる町にしたい。 
学校 自分が通った学校を伝統として残したいから 
学校 思い出がつまっているから。 
学校 ― 
学校 たくさん子供がいる町であって欲しいから 
学校 ― 
学校 昔からあるから 
学校、吉川駅 ①吉川にもどってくるきっかけをつくれるから。 

②吉川駅は、吉川って感じがするから。 
学校にいくこと ― 
学校のエアコン、自然 エアコンがないと夏は暑すぎるから。自然はあると良いから。 
学校の校舎 それをみたときに、「懐かしいな」と思い出せたらいいと思ったから。 
木、吉川中 ①は、木がなくなったらいきていけないから。②は、自分たちが最初にいた

から。 
北谷小学校、南中学校 ― 
巨大な公園 木もたくさん植えてほしい 
きよみ野 ― 
きよみ野富士、小・中学校 思い出があるから 
きれいなかんきょう 都会みたいにうるさいのがやだから 
キレイな吉川中学校 自分のいた学校だから 
金色なまず 有名だから 
金色に光るなまず（駅前）、ワンダーラ
ンド 

なまずは吉川のシンボルだから。いつもいやされてます。子供に大人気のワ
ンダーランドは残した方が良いと思う。 

近所の人たちのコミュニケーション ― 
金のナマズ ― 
金のナマズ 吉川っぽい 
金のナマズ、ガスト&サイゼリア ― 
金のナマズ ― 
金のナマズ ― 
金のナマズ 金のナマズがなくなったら吉川市の特徴がなくなるから 
金のナマズ シンボルだから 
金のナマズ ― 
金のナマズ 吉川のシンボルだから 
金のナマズ 吉川市といったらナマズだから 
金のナマズ なんとなく 
金のナマズ 吉川といったら金のナマズだから 
金のナマズ 駅を降りたら、すぐみれるし、吉川の有名な物として、残しておいた方が良い

と思うから 
金のナマズ、中川・江戸川 吉川市の特徴だから 
金のナマズ ナマズが有名だから。 
金のナマズ、オアシス ― 
金のナマズ 吉川のシンボルみたいな感じだから。 
金のなまず、おあしす 吉川のシンボルだと思うから 
金のなまず ― 
金のなまず ― 
金のなまず、田んぼ ― 
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残したいこと・もの・場所 理  由 
金のなまず、田んぼ ― 
金のなまず、テニスコート シンボルだから 
金のなまず、きよみ野富士 金のなまずは吉川のシンボルともいえるから 
金のなまず、さくら通り どちらも吉川のシンボルだから 
金のなまず、永田公園 吉川のシンボル的な物だから 
金のなまず 吉川のシンボルだから 
金のなまず、吉川駅 吉川の名物だから 
金のなまず、永田公園 金のなまずは吉川市のシンボルだと思うから。永田公園は思い入れのある

所だから 
金のなまず、永田公園 いろいろと思いでがあるから 
金のなまず、八坂祭 金のなまずは吉川の有名なものだから残してほしい。友達と何回もいった吉

川の祭を残してほしい。 
金のなまず ― 
金のなまず きれいだから 
金のなまず それぐらいしか思い当たらないから 
金のなまず、さくら通り 吉川市の中で、１番シンボルであるから 
金のなまず ― 
金のなまず、永田公園 ― 
金のなまず 吉川にしかないから 
金のなまず、役所・図書館（おあしす） 特にとても大事で思い出があるものだから 
金のなまず 吉川市のシンボルのようなものだから。 
金のなまず、あばれみこし 吉川の誇りだから 
金のなまず、芳川神社 吉川と言ったらこれが思い浮かんだから 
金のなまず 吉川の大事なものだから 
金のなまず 駅にあり、古くからあるので残して保いてほしい 
金のなまず 吉川といえばなまずだから 
金のなまず、八坂まつり 吉川にしかない貴重なものだから 
金のなまず 吉川の目立つ所が減るから 
金のなまず 吉川市で一番の有名なものだから 
金のなまず 吉川といえば金のなまずだから 
金のなまず、おあしす 吉川の中で有名なものだから 
金のなまず、きよみ野富士 なまずは吉川のシンボルみたいなものだし、きよみ野富士はよく遊んだとこ

ろだから 
金のなまず、おあしす 吉川を象徴するものだから。年齢関係なく市民が手軽に来れる場所だから 
金のなまず 金のなまずはけっこう人気だから 
金のなまず、永田公園の山 吉川はなまずが郷土料理だということ 
金のなまず、なまりん 吉川のシンボルだから 
金のなまず、おあしす ― 
金のなまず、永田公園 とても思い出がある公園だから 
金のなまず、沼辺タワー 吉川といったら金のなまずが思い浮かぶから、沼辺タワーは楽しいから 
金のなまず、さくら通り 吉川の名物だから。春になるととてもきれいだから 
金のなまず、永田公園 駅の近くにあって象徴的だから。たくさんの人が使っていて使いやすい公園

だから 
金のなまず、ニコニコのハンドコート 大人になってもハンドボールがしたいから 
金のなまず、永田公園 永田公園の頂上からながめる景色が好きだから 
金のなまず 金のなまずといえば吉川って感じがするから 
金のなまず 吉川の一番のモチーフだと思うから 
金のなまず、おあしす 吉川のシンボルと、思い出のある図書館だから 
金のなまず 吉川市といえばこれだから 
金のなまず ゆいいつそれしかないから 
金のなまず 吉川といったら金のなまずだから 
金のなまず ― 
金のなまず ― 
金のなまず なまずの里となっているから 
金のなまず 吉川のシンボルだから 
金のなまず 吉川市といったら金のなまずだから 
金のなまず ゆうめいなところだから 
金のなまず ― 
金のなまず 吉川市のシンボルで大きいから 
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残したいこと・もの・場所 理  由 
金のなまず シンボルだから 
金のなまず 吉川はなまずしかないから 
金のなまず なまずの里だから。 
金のなまず、田んぼ これから先もあってほしいから。 
金のなまず、八坂祭り 吉川のでんとうを残したい。 
金のなまず、八坂祭り 昔からあるものなので、残したいと思ったからです。 
金のなまず 吉川の有名な所だと思うから。 
きんのなまず、きよみの ― 
金のナマズ ― 
金のナマズ、公園 金のナマズがなくなったら吉川だけの物がなくなるから 
金のなまず ― 
金のなまず、さくら さくらは、きれいで毎年さくのが楽しみだから。 
金のなまず ― 
金のなまず ― 
金のなまず、吉川小学校 吉小は母校なのでずっと残ってほしい。 
金のなまず 吉川のシンボルだから。 
金のなまず、駅 ・金のなまずが吉川市の名物だと思うから ・駅がなくなると不便だから 
きんのなまず キレイでけいきがいいから。 
金のなまず 吉川市のシンボルでもあるから。 
金のなまず、田畑や植物 まち合わせなど、呼びやすい。おしえやすい。緑あふれる町が良い。 
金のなまず 吉川えきのシンボルだから 
金のなまず、吉川美南駅 ①吉川のしょうちょう 

②駅があると行きかえりが便利だから。 
金のなまず 吉川市らしいもの。 
金のなまず、イオン ― 
金のなまず、公園 ①の理由は、金のなまずは、このへんでも知っている人が多いからです②の

理由は、小さいころによく遊んでいたからです 
金のなまず、駅 これしかないから 
金のなまず なまずが吉川は有名だから 
金のなまず それしかない 
金のなまず、駅 ― 
金のなまず 吉川はなまずが有名だから 
金のなまず ― 
金のなまず 吉川市の象徴 
金のなまず 吉川で有名だから 
金のなまず、自然 ― 
金のなまず モチーフだから 
金のなまず像 吉川市にしかないから 
草、花 大切な自然だから。 
暮む場所（しぜん） ― 
公園 みんなが楽しんで遊んでいるから 
公園 ― 
公園 都会だと公園がなく遊ぶ場が限られてしまうけど、ここはたくさん公園がある

から 
公園 ― 
公園 小さいときに公園で遊ぶのが好きだったから。 
公園 遊ぶ場所になるから 
公園 にこにこ公園はサッカーができる 
公園 遊べる場所が最近減ってきているので公園は残してほしい 
公園、学校 将来になっても子ども達がかよえるから 
公園 子どもがたくさん使うから 
公園、中学校 ①よくあそんでた公園だから②自分が通ってた公園だから 
公園、おあしす 子供の遊べる・勉強できる場所は大切だと思う 
公園 とくにない。 
公園、家 ― 
公園 小さい子どもや、小学生が遊べるから。 
公園 みんなで遊べて楽しいから。 
公園 緑が多くて良いから 
公園、学校 思い出を残してほしいから 
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残したいこと・もの・場所 理  由 
公園、学校 公園があって楽しかったから。 
公園 子供たちがたくさんあそべるから 
公園、池 吉川は特に大きいものがないから自然な今を残したい 
公園、中学生以下の医療のお金な無
料ということ 

― 

公園、緑 吉川市にはたくさん公園あるし、緑豊かだから。 
公園 自分たちが小さいころからあるものだから。 
公園、ホームしせつ ― 
公園 皆の遊べるところが減ってしまうから 
公園、なまず 吉川でほこらしい物が「なまず」しかないから 
公園 遊ぶ場所は大切だから 
公園 小さい子たちでもたのしく遊べるように 
公園 自分が小学生の時に遊んだ思い出のある場所だから 
公園、スケボー 吉川にはたくさんの広い公園があるから 
公園、学校 ①公園の数が少ないから②吉川中が新しくできたばっかだから 
公園 子どもたちが遊べる場所は残した方がいい 
公園 遊べる所だから 
公園 子どもがあそぶ場所がなくなってしまうから。 
公園 公園がなかったら運動ができないから。 
公園 最近、公園などがなくなってきているので、将来の子ども達のためにも公園

を残したい。 
公園 将来の子供たちの遊び場になるから 
公園 思い出な場所だから 
公園、金のなまず 思い出の場所だから 
公園 吉川には公園がたくさんあるからたくさんの人に遊んでもらいたい 
公園、スーパー ― 
公園、スーパー 小さい子からお年寄りまでみんな使うから 
公園、さくら通り 思い出がある 
公園 思い出深い 
公園(アクアパーク・ニコニコ公園など) おもしろいから 
公園・保育園・学校、病院 ― 
公園などのしせつ、学校や病院 公園などのあそべるところがたくさんあり、学校数もなかなかあるので、それ

を残してほしい 
公園の大きいすべり台や遊具 小さい子や小学生が公園で遊具がないと楽しくないと思ったから 
公園の自然 公園が減っていくと、子供が体を動かせる場所が少なくなっていしまうから 
公園の緑、伝統 自然を残し、引き継いでほしい 
公園の遊具 公園に遊具があったほうが楽しいから 
交通機関 ― 
子ども、赤地 将来のためになるから 
子どもが遊ぶ場所 自分は遊ぶことが好きで、同じ気持ちの人がこのさき生まれてくると思うから 
子供が遊べる場所 ― 
子ども達が遊ぶ場、ナマズ料理 自分の家の近くにある公園遊具がこわれたりして楽しく遊ぶものがなくなっ

てきているから。駅の前にも金のナマズなどがあるから 
子供たちが遊べる所、緑 緑が減っている気がするから（自然） 
子供たちが遊べる場所 公園などもボールがつかえなくなり思いっきり遊べなくなっているから 
コモディイイダ、セイムス ― 
コモディイイダ、おあしす 家からも近いから 
コンビニ、スーパー ― 
コンビニ ― 
コンビニ ― 
コンビニとかの近くにあるお店 便利だから 
最終処分場の近くのグランド サッカーができるし広いから 
サイゼリア、学校 サイゼリアはおいしいから。学校は勉強しないといけないから。 
サイゼリア、学校 友達とのたまり場だから。 
魚藤 ― 
酒屋、きれいな公園 将来お酒をのみたいから。みんながあそべるところがあったほうがいいから。 
さくら通り、八坂祭 きれいだから。たのしいから。 
さくら通り 春になるととてもきれいだから 
桜通り、田んぼ 桜通りや田んぼは、季節を感じることのできる場所だから 
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残したいこと・もの・場所 理  由 
さくら通り、金のなまずモニュメント ①景観が華やかになるから ②吉川といえば…だから 
さくら通り、八坂祭り さくら通りの桜が咲いたときは、通り全体が明るくなった感じがするから。 
さくら通り ― 
桜通り、イオン ― 
桜通り 春になるとたくさんの桜がさいて、きれいだから 
桜通りの桜 吉川で一年中自然を感じられるところだから。 
桜の木 きれいだから 
自然、なまず 自然が多いから、伝統的だから 
自然 ― 
自然、おあしす 今は沢山の建物がある中、吉川には多くの自然があるから 
自然、コンビニ ― 
自然 吉川の良い所といったら自然だと思うから 
自然 ― 
自然、この町の風景 この町の自然と風景を残したいから。 
自然、町の風景 吉川は、自然と町が一体化してきれいだから 
自然、ゆっくりできる公園 ― 
自然 まだたくさん自然があるからこれからも残してほしい。 
自然 自然を残しているまちになってほしい。 
自然 吉川に都会は似合ってないから 
自然、吉中 自然が多くて、きれいだから。吉中はできたばかりだから、もっとたくさんの人

に通ってほしいから。 
自然、小・中学校 ― 
自然、ショッピングモール 自然を感じられるのでそれは残しておきたい 
自然 田んぼしかないから 
自然 ― 
自然 他の都市には無い豊かな自然も大切だと思うから。 
自然 ― 
自然 自然が豊かだから 
自然 緑があると良いから 
自然、田んぼ ― 
自然、公園 家ばかり建っているから 
自然（田んぼなど）、八坂祭り 吉川の歴史にまつわるものだから 
自然（田んぼや畑） 吉川は野菜などが有名だから 
自然あふれる公園、吉川のでんとうそ
のもの 

公園などは、とても自然にあふれていて、だれもが普段はお世話になってき
た場所だから 

自然が残る吉川、さまざまな補助金の
支給など 

― 

自然や公園 遊ぶ場所がなくなってきているから 
自然や田んぼ、美南小 ①せっかくある大切な資源を大切にしてほしい。②思い出の場所だし、キレ

イだから。 
自然ゆたか、公園 ― 
自然豊か、永田公園 自然豊かな川が続いてほしいから。永田公園などの公園は子どもにとって

必要な場所だから 
自然豊かな所 ― 
市長のおもしろさ とてもおもしろいから 
実家 大切なので 
じどう公園 思い出がたくさんあるから 
自動販売機 近くに飲み物がないと体力などもたないから。 
自分家の田んぼ、パパの会社 パパが作るお米が残ってほしい！パパの会社をお兄ちゃんがつぐから！自

分家の田んぼは残しておきたい！ 
自分が行っていた保育園、かよってい
た学校 

思いでがある場所に行ってみたいから 

自分が通っているピアノ教室 大切な場所だから。 
自分がこの町で成し遂げたこと 吉川市内で何かを将来に残したことをしている人が少ないから。 
自分が卒業していった学校 ― 
自分がハンドボールでのこした結果、
自分の好きな公園 

ハンドボールに興味をもってもらうため 

自分の家、学校 自分の家は長い間住んできて思い出が詰まっているから残したい。学校は
自分の通っていた学校なので残したい 
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残したいこと・もの・場所 理  由 
自分の家 父、母などに会いたいときに家に行きたいからです 
自分のかお、昔のかお ― 
自分の住んでいる家 なくなったら悲しいから 
しまむら、病院 ①服屋がないと困る。②近くにないと危ないし不便。 
市民プール、ワンダーランド 夏などに遊びに行きたいけどさいたまに海はないしあついのでプールは大

事だと思ったから。小さい子も中学生もみんな室内であそべる所は吉川の
中でここしかない（僕が知っている限り）だから。 

市役所 きれいだから 
ジャズナイト、公民館フェスティバル 思い出があるから 
ジャズフェスティバル ― 
住宅街、きれいな町 ― 
小、中学校 ― 
小・中学校、店（花屋・洋服屋・イオン） 小中学校は子供にとって大切なものだから。店があった方が楽しいから 
小・中学校 思い出があるから。 
小学校、中学校、高校、公園 遊ぶところがなくなってしまうから。 
小中学校、公園 公園がないと遊ぶ場所がないし、学校 
ショッピングモール 買い物をしやすくなり、ゆっくりとできるから 
ショッピングモールなど ― 
市立図書館 吉川市でそれなりに有名だから。 
神社、まつり 楽しいから 
スーパーのししょく ししょくはいい 
スーパーのライフ、コンビニのセブン スーパーやコンビニなどがないと食べ物が買えないので、いまのまま近くに

あってほしいです 
スタバ ― 
関公園、コモディイイダ 関公園は小山に登ったらちょっと景色が見える。コモディは私の大好きな物

が売っている 
セキ薬品１号店、ワンダーランド 小さいときから通っていて思い入れがあるから。 
総合体育館、おあしす ①はゆいいつ運動ができるから！②は楽しいから！ 
総合体育館、くものす公園 運動する場所を残した方がよいから 
総合体育館 ― 
総合体育館のような自由に使える体育
館 

― 

田 ― 
田 ― 
田、図書館 図書館が必要だと思った。 
田 空気が気持ちいいから 
田 情景を残したい 
田や畑、緑 のんびりしている所が吉川市の良い所だと思うから 
田んぼ ― 
田んぼ 自然がいっぱいなのが吉川の良いところ 
田んぼ 唯一の特徴だから 
田んぼ いなかを感じられて自然がいいから 
田んぼ ― 
田んぼ、金のなまず 田んぼがたくさんあるから、金のなまずはずっとあるから 
田んぼ、公園 空気が気持ちいいから。 
田んぼ のどかな風景がいいのに開発しているから 
田んぼ 吉川市のほどよいいなかが好きだから。 
田んぼ、キッズタウン 田んぼは生態系の中で重要だから 
田んぼ、公園 ①吉川の伝統のようなものだから②小さい子が遊べるから 
田んぼ ザリガニ釣りをしていたい 
たんぼ、畑 吉川っぽいから。 
田んぼ 市内で作る農産物が減らないほうが良いと思うし、のどかな景観が守られる

と思うから。 
田んぼ 風通しがよく季節ごとに色々あじわえるから 
田んぼ、公園 ― 
田んぼなどに柵、公園に柵を設置し、
ボールが使える公園 

①危なく、田んぼに落ちないようにするため②ボールを使いたいから 

田んぼや畑、吉川市全体 どこかの市とがっぺい（？）とかになったら嫌だから。 
田んぼや畑、旭球場 たんぼや畑はしぜんにかかせないし、旭球場はとても野球をするのにいい
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残したいこと・もの・場所 理  由 
球場だからです 

田んぼや畑などの自然 ― 
小さな子たちが周りを気にせずに遊べ
る所 

子どもの遊ぶ場所が少なくなってきているから 

チャレンジ・ザ・ウォーク 健康にも良いのはもちろん、毎年家族で参加し、吉川を知ることができる 
中央公園 子どもが遊びやすいから 
中央中、吉川ゆあみ温泉 ①歴史あるすばらしい学校だから②吉川がほこる温泉だから 
中央中、吉川 吉川をいいところだから 
中央中、関小 自分の母校がなくなってほしくないから 
中央中学校 今通っている中学校だから 
中央中学校、なまりん ― 
中央平沼公園 ― 
中央緑地 サッカーできるから 
中学校、小学校 子どもが多いいほうがよいから 
中学校、ニコニコ公園 言って懐かしみたいし、皆と集まれる 
調整池、吉川中学校 ①災害への備えもできる。町のシンボルのような存在。運動する人も多いた

め。健康的な生活を送れる。 
貯水池 毎日見てきて、鳥の声など落ちつくから 
でっかい遊園地 ― 
田園風景、川魚文化 幼い頃から身近にあるものはずっと残っていてほしいから 
田園風景、イベント 自然と都市開発が両立された風景を残したいから。八坂まつりなどの歴史あ

るイベント。ジャズナイトやなまっずマラソンなど独自のイベントそれぞれ残す
べきだと思うから 

田園風景（自然） ― 
電車ですぐに都市に行けること、なま
ず 

都市にちかいと便利 

電車の公園（吉川美南駅の近くに公
園）、八坂祭り 

①電車の公園は桜が咲く時期になると、電車が桜の間をとおっているように
見えるから！めっちゃきれいです！②八坂祭りは、1年で一番もりあがると思
う。 

動物園、水族館 吉川市にないからつくってのこしたい。 
道路の坂の少なさ、駅 坂の落差がないと自転車の通学などが楽。 
図書館、沼辺公園 そこぐらいしか遊ぶところがないから 
図書館、仮で作った橋 とても静かな場所で、誰にも邪魔されないから。 
図書館 ― 
図書館 ― 
図書館（おあしす） 便利だから 
中曽根公園、ワンダーランド 小学生のころにたくさん遊んだ場所だから 
中曽根小、吉中 自分のかよっていた学校だから 
中曽根小学校 僕の母校だから 
永田、おあしす 子供達が遊びやすいから 
ながた、関小 ― 
ながた公園、図書館 子どもの遊び場だから。 
ながた公園 ― 
ながた公園 思い出があるから 
ながた公園 ― 
永田公園、駅前のマック ― 
永田公園、はやの 自然豊かでいい所だから。おいしいから 
永田公園、沼辺公園 なくなったら悲しいから 
永田公園 ― 
永田公園 ― 
永田公園、運動公園 夏は永田公園で祭りがあったり 
永田公園 吉川市の中できれいな公園で大きい広場があるから 
永田公園、自然 大きい広場で目いっぱい遊べるから。自然があると落ち着く 
永田公園、おあしす ― 
永田公園 サッカーの練習や小さい頃山からすべってきたから 
永田公園 どんな世代にも楽しく使われていて、サッカーなどのスポーツや犬の散歩な

どもすることができ便利です 
永田公園 大きくて、たくさんの人があそべる場所だから 
永田公園 ― 
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残したいこと・もの・場所 理  由 
永田公園 とても広い公園をのこせば、子育て世代が住んでくれるかもしれないから 
永田公園 ― 
永田公園、自分の家の場所 自宅にはたくさんの思い出があふれているから。永田公園はけしきがキレイ

だから 
永田公園 広くていろんなあそびができるから 
永田公園、田んぼ よしかわといったら永田だから 
永田公園、おあしす あそびやすいから 
永田公園、吉川市にある田んぼ 永田公園は、みんなが集まるいこいの場だし、吉川市にある田んぼは、吉川

市の良さでもあると思うから。 
永田公園 景色がきれいだから 
永田公園、栄小・東中 ― 
永田公園 ― 
永田公園、なまず 永田公園は自分の市を見渡せる私の大好きな場所だから。なまずは有名だ

から 
永田公園 好きだから 
永田公園、アクアパーク どっちも楽しいし、バスケとかできるから 
永田公園 思い出の公園だから 
永田公園、にこにこ公園 ― 
永田公園、総合体育館 どの年代でも気軽に行くことができるから 
永田公園、沼辺公園 大きな公園が少ないから、広く使えるから 
永田公園、なかよし公園 思い出があるから 
永田公園、コモディイイダ ― 
永田公園、金のナマズ 永田公園はとても広くたくさんの人数で利用できるから 
永田公園、マクドナルド ①は大きい公園で大人数で遊べるから ②はおいしいから 
永田公園、駅前 LIFE 永田公園は、唯一大きい公園で、LIFEは、駅前にある便利なところだから。 
永田公園、おあしす 遊ぶところがなくなるから、本を借りるところがなくなるから 
永田公園、金のなまず 小さいころよく永田公園であそんでいたから。なまずは吉川市といえばの物

だから。 
永田公園 たくさんの人が集まれる場所だから 
永田公園 思い出がある公園だから 
永田公園 景色が良いから 
永田公園 きれいなところだから 
永田公園 みんなで遊べるから 
永田公園などの大きな公園 地域住民とふれ合う時間が多くなると思う。 
永田公園の山、田んぼ 自分が小さいころからあるから 
永田公園の山 友達とよく遊ぶから 
永田公園の山２つ ちょっとしたじまんになるから 
永田公園や沼辺公園 たくさんの子供が遊んでいるから。 
なまず 今までなまずを大切にしてきたからこれからも残したい 
なまず、おあしす 今までみんなで大切にしてきたなまずだから 
なまず なまずの里だから 
なまず、永田公園 よく使うから。 
なまず、イオンタウン 吉川市のシンボルだから。ゆういつのショッピングモールだから 
なまず なまずしか誇れるものがないから 
なまず 吉川市のイメージキャラクターにもとり入れられているから 
ナマズ、ネギ 吉川といったらのもの 
なまず 吉川の代表的なものだから 
なまず 吉川市といえばなまずなので将来に残したいです 
なまず、吉川総合体育館 ①吉川のシンボルだから。 

②手軽にスポーツが楽しめるから。 
なまず、田んぼ 自然 
なまず それしかないから 
なまず なまずが有名だから 
なまず、市立図書館 昔からあるから 
なまず公園 小さいころよくあそんだから、なつかしいなと思えるように(思い出として) 
なまず公園 そこにたくさんの思い出があるから 
なまずコーラ、おあしす 吉川市でこれからもみんなに知られてほしい 
ナマズのぐるぐる、永田公園 ― 
ナマズのぐるぐる、おあしす ナマズがかわいいから 
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残したいこと・もの・場所 理  由 
なまずの里公園 思いでの場所であり、たくさんの人が利用するから 
なまずの里公園、北谷小 とてもにぎやかでいい場所だから 
なまずの里マラソン 吉川市のビックイベントであるから 
なまずの里マラソン、ロックフェス・ジャ
ズフェス 

― 

なまずの伝統料理 吉川も先代からなまずの伝統料理をうけついでいるから 
ナマズのモニュメント、吉川中 ①吉川といえばナマズだから。 ②自分の通っている大切な中学校だから。 
ナマズのモニュメント、吉川駅のマック 思い出があるから 
なまずのモニュメント、自然 ― 
なまりん 吉川がなまずが有名ということをいじするため 
なまりん 吉川のマスコットキャラクターだから 
なんでもできる公園、楽しく、運動でき
る場所 

吉川市では公園があったとしてもボール使うの禁止などといった公園が多い
から 

なんでもよい 特になし 
ニコニコ公園、東中学校 ニコニコ公園はハンドボールができるから。東中学校は自分の中学校だから 
ニコニコ公園 吉川で唯一ハンドボールができる公園だから 
ニコニコ公園 自分のいつものあそび場になっているから 
ニコニコ公園 私が小学生の時からあり、たくさん遊んでいるから。 
日本の友達と思い出 ― 
ぬまべ公園 子供が楽しめる場所を残したい 
沼辺公園、永田公園 ２つとも小さい時からよく友達と一緒に遊んだ場所だから。 
沼辺公園 ― 
沼辺公園、ブランコ 子どもがあそべなくなる 
沼辺公園 桜見たり色々できる。 
農業、市役所・おあしす 永田公園などの自然の多い公園 
のどかさ ― 
のどかなかんじ 落ち着くから 
のどかな所 ― 
橋 橋は、交通関係でよく使われるから。 
バス停 家から近いから 
畑、田んぼなどの緑、郷土資料館 吉川の歴史や自然にたくさんの人が触れてほしいから 
畑や田 畑や田が多いからのどかで自然があって落ちつくから。 
バッティングセンター 野球人口が減っているから 
ハンドボールクラブ 自分のちしきをつけてのこせればいいなと。 
東中 きれいだから 
東中 ― 
東中 ― 
東中 ― 
東中 校舎が広くきれいだから、思い出があるから 
人、永田公園 ― 
広い公園 子どもたちがたくさん楽しそうに遊んでいるから 
広い施設 大人から子供まで遊んだり、ゆっくりできるから 
広い歩道 子どもやお年寄のために。 
風景、ナマリン ナマズが大切！！どこかかえってきたときにほっとする！！ 
平凡感 ― 
平和で事件が少ないところ、土手の春
の葉の花 

― 

平和な感じ、駅の近くのスーパーなど ― 
保育園、おあしす 子どものために残すべき。 
ポールになまずがのってるやつ(銀) ― 
母校、自然環境 なくなるとかなしいから。 
母校 思い出の場所だから。 
保第二公園 いままで、たくさんあそんできたから 
保第二公園、第一公園 ①サッカーなど遊べる②①から近いから 
ほのぼの公園 ― 
ほのぼの公園 みんなが楽しくつかっていて、自分もよくあそんでいた場所だから 
ほのぼの公園 思いでの公園だから 
ほのぼの公園、中央公民館 子供が遊べる所は残しておいた方がいいと思う 
本 いつでもたくさんよみたいし、いろんな物語があっておもしろいから 
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残したいこと・もの・場所 理  由 
本屋、イオンタウン １けんしかないから 
本屋 近くにないから。 
本屋 ― 
マイホーム、友達の家 ゲームできるところだから 
マック、ライフ えきに近くて、家からもちかいから 
祭り、吉小にあるクスノキ 伝統あるものだから 
まつり 楽しい行事だから。 
マルサン、コーナン 近くにあるスーパーなどで亡くなったら困る 
マルサン吉川店 思い出の場所 
緑 どんどん緑がへっているから 
緑、公園 緑を大切にしたいから 
緑 ― 
緑、公園 自然とのバランスがちょうどいいから。 
緑、吉中 ― 
緑 自然がなくなったりすると吉川の良さがなくなる気がするから 
緑（自然） 最近は、あちこちの田んぼや森などが、宅地になっていっていて、緑が少な

いから 
緑と自然、きれいな町や道路、駅、太
陽光 

都会でもなく田舎でもない、便利な町にしたいから。 

美南２丁目の橋？みたいなところ、吉
川美南駅 

電車の写真をとっている人が多く、キレイにとれるらしいので、それで有名に
なってほしい。 

美南駅、イオンやショッピングモール これ以上なくなったら生活が大変になるから。 
美南公園 ― 
美南小、吉川中 通っていたから 
美南小、吉川中 人が多くなっても使えるから 
美南小、吉川中 きれいな校舎をずっと先まで美しく残したいから。 
美南小、吉川美南駅 ①は私のしゅっしん小だから ②はよくつかうから、べんりだから 
美南小学校、美南小学校 ①とても思い出がある場所だから②とても便利だから 
南中、吉中 南中は伝統を守ってほしいし、吉中も伝統を作ってほしいから。 
美南中央公園 唯一の遊ぶ場であるため。 
美南中央公園、児童館ワンダーランド 子供達の遊び場があることで、家族で遊びに来るような人もいると思うから。 
美南中央公園 ― 
美南中央公園、ワンダーランド ①スポーツの場や遊具もたくさんあり小さい子や大人もいる場所だから②自

分も小学校のころよく行っていたから 
美南中央公園近くの池、さくら通り 建物がたくさんあるから、自然を残してほしい。 
南中の伝統 ― 
三輪野江小学校、吉川市立東中学校 自分の母校は残っていてほしいから 
三輪野江にある春日神社、三輪野江
神社、よしかわ神社、三輪野江小、 
えき近くの桜通りの桜 

春日神社をきれいにしてほしい、そのおさいせんを市でつかえばいい、桜を
ライトアップする、ボランティアのおじいちゃんたちを活用してゴミひろい 

昔からあるもの 昔から吉川にある物を大切にした方がよいと思うから 
昔から続いているお店、学校 ― 
やきとりさくら うまいから 
やきとりさくら、みかんの木 肉をくわせろ 
八坂祭、桜通り あばれみこしは吉川の伝統だから。 
やさか祭り ― 
やさかまつり たのしいから 
やさか祭り、よくみんなが利用している
建物や場所 

― 

八坂まつり 長年続いてきた伝統のものだから 
八坂まつり 吉川に残っているまつりが八坂まつりだから 
八坂まつり 毎年行っているから 
八坂まつり みんなで楽しめるものだから 
八坂まつり、吉川団地 昔から八坂まつりには行っているし、吉川団地に住んでいた時期があったか

ら 
八坂祭、金のなまず ― 
八坂祭り、おあしす ― 
八坂祭り 吉川の唯一の祭りであり、主役といってもいいあばれみこしは将来に残して

ほしい。 
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残したいこと・もの・場所 理  由 
八坂祭り ― 
八坂祭り 大人になっても、ずっとのこっていてほしいと思う 
八坂祭り 吉川の伝統的な祭りだから 
八坂祭り、吉川駅前ライフ 八坂祭りは毎年にぎわっていて、色々な人と出会える場だから。吉川駅前ラ

イフはとても便利なため必要である 
八坂祭のあばれみこし ― 
豊かな自然 自然がきれいだから。 
豊かな自然 この自然が好きだから 
豊かな自然環境 私は自然豊かな場所が好きなので、緑がある吉川が好きだからです。もっと

自然豊かにしたいとも思っています。 
幼稚園や学校 ― 
吉川、人 ― 
吉川旭球場、よく野球で使うから ― 
吉川あさひ幼稚園、関小 楽しい思い出がいっぱいあるから 
吉川あんパン ― 
吉川以外に出てく人、駅前、辺りの建
物 

ただでさえ、人がこないのに、これ以上人がいなくなったら何もなくなる 

吉川えき、金のナマズ ― 
吉川駅 ― 
吉川駅 ― 
吉川駅 つかいやすい 
吉川駅 ないと困る 
吉川駅、学校 大人になって来たときに、残っていたらうれしいと思うから。 
吉川駅、公園 吉川駅は、通学や出かける時に使ったし、公園も小学校のときによく遊んだ

から 
吉川駅、駅前のマック ― 
吉川駅にある金のなまず、スーパーマ
ルサン 

― 

吉川駅の金のなまず、イオンタウン 金のなまずは吉川らしいものだし、イオンタウンは大きなお店がそこくらいし
かないから。残っているといいから 

吉川駅のなまずの像、自然や公園 吉川をしょうちょうさせるような物だから。 
吉川駅のなまずのモニュメント、吉川
中 

吉川を表すものとして残したいから。 

吉川駅前のマック、吉川市内のマック おいしいから。 
吉川温泉あゆみ、マルサン 温泉好きだから、マルサン安くて便利 
吉川市の安全 安全があれば、住民は幸せだと思ったから 
吉川小学校 昔からあるものだから 
吉川小学校、吉川南中学校 自分がおせわになった学校だから 
吉川小学校、吉川南中学校 母校だから 
吉川小学校 日本一校歌が古いから 
吉川小学校の校歌 古い校歌を今でも歌っている学校は少ないから 
吉川市立関小学校、吉川市立中央中
学校 

自分の母校だから 

吉川市立吉川中学校、ワンダーランド 自分の思い出の場所だから。 
吉川神社 ― 
吉川神社、八坂祭り ①神社だから ②伝統だから 
芳川神社、吉川美南公園 吉川の伝統的な物を残したいから 
吉川団地、吉川駅 思い出のある場所だから 
吉川団地の商店街 吉川団地に住んでいる高齢の方が買い物をしやすい。ちょっとした買い物

に便利 
吉川中、美南小 自分が通っていた学校だから。 
吉川中 開校されて、はじめての中学２年だから、思い出と記念に残してほしい。 
吉川中 自分が過ごした所だから 
吉川中 これから、伝統ができていくと思うから。将来残したいです。 
吉川中学校 いつまで経っても自分の学校を見たい。 
吉川中学校、しぜん ― 
吉川中学校、イオンタウン 学校とすごしたおもいで。イオンはけっこう好きだから。 
吉川中学校、イオンタウン 特になし 
吉川中の校舎、美南のイオン ①新学校だし、私達が残す伝統もあると思うから（吉中生です）②吉川市内
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残したいこと・もの・場所 理  由 
の買い物でイチバン便利だから 

吉川中ハンドボール部、祭りやジャズ
ナイトなど 

伝統を作り、繋いでいきたいから。 

吉川にいる子ども達の笑顔、しーぜー
ん 

なんとなく！ 

吉川の駅の金のナマズ ― 
吉川の自然 自然豊かなので残したい。 
吉川の伝統、なまずサンド？ ①調べてみたらいいものがたくさんあったから②おいしくて好きだから 
吉川の伝統的なもの、東中 将来母校が残っていてほしいから 
吉川富士 吉川のシンボルのようなものだから 
吉川祭り 楽しいから 
吉川美南イオンタウン、 
永田公園 

よく遊んだり物を買いに行ったりするところだから 

吉川美南駅 きれいな駅をこのまま残したい。 
吉川美南駅 駅がなくなると色々不便になるから 
吉川美南駅、おあしす 吉川美南駅がなくなると交通が不便になるから。 
吉川美南駅 駅は欲しいから。 
吉川美南駅 色んなところに自由に行くことが出来る拠点になるから。 
吉川美南駅、金のなまず 僕は、吉川美南駅の駅の周りや、駅舎が大好きだからです。金のなまずは、

思い出に一番残りやすかったから 
吉川美南駅  家から駅が近いから 
吉川美南駅周辺、２丁目住宅街 新しくできた所で、色々な事が盛んだから。 
吉川南にあるイオン、なまりん ― 
吉中 母校だから。 
ライフ ― 
ライフ、金のナマズ ライフがなくなったら、スーパーがない！！ 
ライフ、コーナン 唯一近い色々ある所だから 
利便性の良さ、きれいな学校 ― 
歴史的建造物 古いまちにしたいです 
ワンダーランド、吉川美南駅 ①吉川市の象徴だから 

②吉川内の移動が楽だから 
ワンダーランド 思い出 
ワンダーランド プラネタリウムがあるから。 
ワンダーランド、イオンタウン ワンダーランドは、子供たちが仲良く健康的に遊べるから。近くにあって買い

物などが便利だから 
ワンダーランド、中曽根公園 とても思い出であふれている場所で大人になってなつかしさを感じたいです 
ワンダーランド 将来も子供達がそこに遊びに来ていたら嬉しいから 
ワンダーランド、 
図書館 

①子どもが集まって遊べる楽しいところだから ②調べたり、勉強したり、本
を読んだりできるから 

ワンダーランド ― 
ワンダーランド 小さい子どもからみんなで安全にあそぶことができて良いから 
ワンダーランド 子どもがたくさん遊べる場所だから 
とくになし ― 
特になし ― 
特になし ― 
特になし ― 
特になし ― 
なし ― 
なし ― 
― まず残すものがないと思う 
― わからない 
― なし 
― 特になし 
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問３－②「改善してほしいこと・もの・場所」・「理由」 
改善してほしいこと・もの・場所 理  由 

（大学・高校 etc）学校、犬や猫のまき
餌 

人が増えると思うから。設備などを改善してほしい 

1校しかない高校のグラウンド 画工の施設に魅力があれば、競争率も上がり学校の学力も上がるから 
１丁目にある公園で遊んで良いものを
増加してほしい、道路でコンクリートが
崩れているのでそれを直してほしい 

①周りに迷惑がかからないバドミントンなど気軽に身近な所で遊びたいから
②みんなが安全でけががないような町になって欲しい 

２：４５になる小学生帰宅の市内放送 意味があると思えないのと、音量が大きくて授業の集中が途切れる 
２丁目公園の湖の上にも橋がほしい、
トンボみたいな中学校で使う道具をか
えるばしょがほしい 

①ぐるっとまわるのがたいへんだから。 ②遠い。 

３丁目のウエルシアの裏の道が暗い いつも帰って夜おそいとき結構暗い 
４丁目 公園 遊具が少ないから。草を抜いてほしい。 
ＬＩＦＥ 小学生も遊ぶから、もうちょっときれいにしたほうがいいし、年配の方も、通れ

るようにしてほしいから 
Wi-Fi、トイレ ラグすぎてスマホとかがつかえない。たまに座れないくらい汚れているときが

あるから。 
灯りが少ないこと、ごみが多いこと 夜暗いから、なるべくきれいなところが良いから 
あき家 ― 
空き地 ― 
空き地、ムクドリ 空き地を店にかえる 
空き地 いなか感があって、土地も、もったいないし、田ならまだしも、ざっそうばかり

でいみがない。 
空き地など 公園とかを増やしてほしい 
あきちなどを建物に変えるの 遊ぶ場所がなくなるから 
空き地の草、木、ゴミ、細い道の広さや
でこぼこ 

草があるとつまづいたり、細い道はガードレールがないため、事故にもつな
がるから。 

アクアパークのスケボーのセクション コンクリートがかけていてあぶないから。 
旭球場の電光掲示板 越谷球場みたいにしてほしいから。 
旭公園野球場の電光けいじ板 電光けいじ板を名前がでるようにしてほしい 
旭小のトイレが古すぎるからトイレ ― 
遊ぶところ 吉川にレイクタウンみたいなのがなく、遊びに行きたくても行くところがないた

め。 
遊ぶところが少ない ― 
あそべる場所 少ないから 
遊べる場所が少ない、スーパーが少な
い 

― 

危ない壁 ぼろくて地震が来たら壊れそう 
危ない道路 危ないから 
雨かなんかでえぐれた所 足が入って、転んだらケガをするから 
ありません ― 
イイダ 今流行りの物とかおいてほしい 
イオン、ワンダーランド ①「ゲームセンター」をつくるべきだと思う。 ②人が増えてきて、体育館がせ

まいので、広くしてほしい。 
イオンタウンに「ゲーセン」や「映画館」
や「本屋」を作ってほしい、スーパーや
コンビニを増やすこと 

色々な場所を作ってほしい。 

いなか ― 
いなか ― 
犬のフンをなくしてほしい、道路（エス
カレーターにしてほしい） 

①きたないから ②エスカレーターにしてほしい 

いらない段差 小さい子がころんだりしているのを見ると、危なっかしい 
いろんな公園、観光する場所 ― 
飲食店を増やしてほしい ― 
運動公園(テニスコート)、中央中学校
テニスコート 

①と②地面がデコボコしててやりずらい ②はフェンスがあぶない 

運動公園に外灯 暗くてなにもみえない 
運動公園の草、土 野球ができる環境がほしい。 
運動公園のテニスコート 地われしてるところがあるから 
映画館 近くにあるけどじみに遠いから。 
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改善してほしいこと・もの・場所 理  由 
映画館がほしい ― 
映画館をつくってほしい ― 
駅、道路 道路を広くしたり、なめらかの方が自転車が走りやすい 
駅 もっときれいにしてほしい 
駅、道 ― 
駅、遊べる所 えきがとおい。あそべる所が栄小あたりにしかない 
駅 少し汚い 
駅、コウモリの多さ 汚いから 
駅、公共トイレ 汚いから。 
駅、公園 ― 
駅が少ない、買い物する所がない ― 
駅がすくないこと ― 
駅周辺、南中周辺 ファミマをふやしてください 
駅の改装、ドミノピザの交差点 ・きれいになって多くの人が来てほしいから ・車がよくじゅうたいするから 
駅の地面、駅前の駐車場の値段 １ハトのフンできたないから２全体的に高いから 
駅の周辺 えきの周辺はでん車が通ってうるさいのだから、音がでかいスケボーできると

こつくろーぜ！ 
駅の周辺 ― 
駅のトイレ、公園のトイレ、三輪野江の
方の街灯をふやす 

駅のトイレはきたない、おばけがでそう、クイルとか、トイレじたいをリフォーム
してほしい、街灯がないとくらくて何もみえない、おばけがでそう 

駅のトイレ、駐輪場、駐車場、みはらし
公園 

冬は学校から帰るとき暗く怖いから 

えきの前の広場 ベンチがほしい 
駅前ライフ ― 
駅前ライフ、吉川駅の老朽化、吉川の
大きな施設 

①ライフは少しよごれなどが目立っていたり、駅には落書きがたくさんあるこ
と ②イオンタウンのような大きなしせつの不足 

駅を近くにしてほしい、空き地にコンビ
ニを作ってほしい 

駅は本当に遠い。東中の前にローソンはあるけれど、少し遠い。自動販売機
と用水路のところにコンビニを作ってほしい。 

おあしす おあしすの部屋（？）の一部を最近のお店（カフェ的なの）にしてほしい。 
おあしす たたみや自由席が少ないから 
おあしす、中央公民館 図書館 読みたい本がほとんどない。もっと人気のアニメの本とかを追加した

りしてほしい 
おあしすの本を増やす、電線の地中
化 

借りようとしている本が予約待ちになっていたから。災害が起きた時に危な
いから 

大型ショッピングセンター、百均 便利になるから 
大型ショッピングセンターがないこと、
大きい本屋がないこと 

越谷、三郷にあって吉川には南の方にしかないから北にも何か建ててほし
い。越谷などに大きい本屋があって、吉川にも種類がたくさんの本屋が欲し
い 

大型ショッピングモールがないところ ― 
大型のショッピングセンターがないの こういう時期なので、他の市に買い物に行きたくない 
大きいアニメイトがほしい、障がい者や
悩んでいる人達専用の学校がほしい 

― 

大きい本屋がほしい、体育館にエアコ
ンがほしい 

― 

大きいレイクタウンみたいなお店がほ
しい 

電車をつかわずに車をつかわずに自転車、徒歩で行きたいからです 

大きぼな本屋さんがないところ、映画
館がないところ 

本というごらくを楽しめないから。ほしい本があっても小さい本屋ばかりなの
でほしい本がみつからない。友達気軽に映画を見たい。 

大通り もっとお店を増やしてほしい 
屋内施設が少ないところ ― 
お店、美南中央公園 ①本屋さんが少ない…、人とたくさん関われるスペースがほしい ②小さい

子や、小学生がたのしめる遊具をふやしてほしい。 
ガードレールのない道（道路） あぶないから。急でこわいから。 
街灯 ― 
街灯、公園 安全にしたい 
街灯 街灯が少ないから。 
街灯 家の近くは街灯が少ない・暗い 
街灯が少ないこと、ボールで壁あてが
できるような壁がないこと 

①部活終わりに暗い道を通ることになり、危険だから ②どの公園でボール
をけっても危ないといわれるから。 

街灯が少ない場所 夜、もう少し明るくしておいてほしいから 
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改善してほしいこと・もの・場所 理  由 
外灯がない暗い道、公園のトイレ ― 
街灯の数 街灯が少なくて暗いから 
街灯をもう少し増やすこと、道路のでこ
ぼこ 

危ないから、明るく、きれいな道にしてほしい 

買い物ができる場所 近くに食品以外の買い物場所があまりないから 
買い物する、公園・子供が遊べる場所 ― 
買い物する場所、公園 ①ここら辺は、あまり大きなスーパーなどがないから。②あまり遊び道具がな

くて困っていると弟が言っていたから。 
買い物する場所、橋 ― 
買い物できるところが少ないところ 洋服など買えるところがレイクやララポしかないから 
買い物できる場所を増やすこと もっと手軽に買い物ができるようになりたい 
ガストとかサイゼリアの前の道の街灯
が少なくて、夜歩くのこわい。もっと街
灯の量 

夜歩いててこわかった。 

カスミのあった土地 買い物する場所が減ったから 
カスミの跡地をはやく何かつくってほし
い、ピザやふたつもいらない 

①カスミの所を何かつくれば客が来て栄える 
②分からないから（つくったのが） 

カスミを返せ、 
ゲーセンよこせ 

― 

カスミをもどしてほしい 近くにスーパー(ゲーセン付き)のところをたくさんつくってほしいから。遠くま
でいかないと買い物ができなく不便だから 

カスミを戻す 楽しいショッピングモールだったから 
ガタガタしている道路・歩道 歩きづらいから 
がたがたしている道、交通環境 ― 
ガタガタの道、Wi-Fi環境 ライフとかコーナンとかのところ道せまいし、ガタガタで事故りそうです・・・。 
ガタガタ道、反射鏡 ― 
学校 内部はきれいだけど、外部は汚い所がある 
学校 ― 
学校の階段 エレベーターしきにしてほしい 
学校の階段をエスカレーターにしてほ
しい、校庭がせまい 

①疲れるから 
②他の部活と練習場がかぶる 

学校の校庭 もう少し学校のこうていを広くしてほしいから。 
学校の校庭、なまりん ①せまい②ちょっとダサイ 
学校の授業を週５日、５時間にしてほ
しい。 

― 

学校の宿題、学校の和式トイレ 遊具などが壊れてしまった場所 
学校のトイレ 汚い所があるから 
学校をきれいにすること ― 
家庭の状況 ― 
花粉が多いこと、ゴミが捨ててあること 辛いから。 
川、コンビニ 川にゴミを捨てると、水が汚染されるから 
川、公園の数 ①はんらんしたら困るから②数ないし、遊具が少ない 
川 川をもっときれいな水環境にして、いろんな生き物が見れるようにしたい。 
川 水が上がっているから 
川 汚いから 
川が汚い ― 
川沿いの道、アクセス ― 
川藤・旭辺り、吉川駅 ①スーパーがなくて不便だから ②古いので、新しくなってきれいになったら

もっと利用したくなるから 
環境が悪いところ 環境はよくしたいから 
休日の三郷方面への渋滞、保育士や
教師の不足 

①三郷の影響が、吉川に来ているから。 ②人手不足を根本的に改善しな
いと進めないから。 

教育委員会（？） 先生をどうにかしてください。 
競技地がないこと、整備が整った公園 子供達が自由にたくさん運動できるところが少ないから 
金のナマズ なんとなく 
金のなまず、バスケットコート ― 
靴下を黒に お母さんが洗濯が大変と言っていたから。 
暗く、細い道が多いこと 街灯がなく、細い道が多く少し危ないなと感じることがあるから。 
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改善してほしいこと・もの・場所 理  由 
暗く狭い道に明かりをもっと増やして
ほしい 

自転車などのときに走りやすくなるから 

車が多いところでの信号を増やして 信号が少なくて危険 
ゲオの通り 夜が暗い 
けやき通りの向かいの通り、信号 けやき通りに比べて道がせまくて不便。 

信号が片方が長くてもう片方が極端にみじかい。 
公園、市のキャラクター ①もう少しあそべる場所がほしい ②もう少しかわいくしてほしい 
公園 公園のネットを新しくしてほしい 
公園、学校 汚れたところを新しくしてほしいから 
公園、道路 暗くてさびているから特に夜は危ない 
公園、バスのダイヤ 公園に草が多すぎて運動しづらいから。バスのさくら通り経由が少なすぎて

不便だから 
公園 もっと楽しい公園にしてほしいから 
公園、道路 公園は大人や高校生が使っていて、幼・小・中生が使えないから。公園や道

路には、ゴミがたくさんおちていて、道路には、犬のふんや尿がある所が 
公園、道 ― 
公園、マンション こわれなさそうなところがあるから。 
公園 遊具が少ないから 
公園 遊具が少なかったり、小さい子が遊ぶのはあぶないものがある。 
公園、コンビニを増やす事 ― 
公園 遊具が少ないから 
公園 ― 
公園 だんだん安全を考えて、個人的に遊具が減って、子供たちの遊ぶ場所が少

なくなっているように見えるから 
公園 サッカーができるようにしてほしい 
公園 ボールを使ってはいけませんか、いろいろなルールが禁止されているので、

少し改善してほしい。 
公園 サッカーゴールやさくをもっと高くしてほしい 
公園 でかい公園を２つ作って、一つは遊具に特化した公園で、もう一つはテニス

コートやサッカーコート、バスケコート、野球グラウンドなどがある公園が欲し
いです。 

公園 サバゲ―や、サッカー、テニスなどの小さい子どもがいるとできないものがで
きるような公園がほしい。公園の遊具も増やしてほしい。 

公園 ボール遊びができるようにしてほしい。 
公園 公園の遊具が減って子どもたちが遊ぶ場所が少なくなっている 
公園が少ない、コンビニ・スーパーが
少ない 

近くに遊べる場所とか、すぐに買い物ができる所が少ないから不便 

公園が少ないこと 遊ぶ場所が限られているから。 
公園がほしい、外灯を多くしてほしい 広場がほしい 
公園がもっと楽しめるように種類を増
やすこと、スポーツ施設を増やしてほ
しいこと 

― 

公園での遊具の遊び方 遊具でふざけて遊んでいる人がいて小さい子にもケガをさせてしまいそうだ
から。 

公園などの雑草、みとおしの悪い道路 雑草などが生えていると害虫などの危険性があり、道路などのみとおしの悪
い所では人が急に飛び出してくる可能性があるので危険。 

公園などのトイレ ― 
公園などのトイレ ― 
公園などのトイレ おなかが痛くなった時に、トイレが汚かったら、する気持ちになれないことが

あったからです 
公園に３ｍぐらいの壁を作ってほしい 公園に壁あてするところがなくサッカーのシュート練ができないから。 
公園に捨てられるゴミ 自分の家の近くの公園が汚いから 
公園に時計がないところ、横断歩道に
信号ないところ 

①遊びに行って時間が分からないから ②車が止まらないと通れないから 

公園に遊具がないこと ― 
公園の安全性 ただただ危ない 
公園の数が少ないこと、おあしすみた
いなところが少ないこと 

― 

公園の草、木のはっぱ 遊ぶときに足や手がかゆくなるから 
公園の草、ガタガタの道 ― 
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改善してほしいこと・もの・場所 理  由 
公園のざっそう、川がきたない ①の理由は、公園にざっそうが多くて、歩くだけでもかゆくなるからです②川

がきたなく、見ただけできもちわるくなるからです 
公園の少なさ、テニスコートの少なさ 吉川市は遊べる場所が少ないから。 
公園の少なさ（遊具も）、カラオケ屋 遊ぶ場所が少なくてひま、つまらない 
公園のトイレ ― 
公園のトイレ ― 
公園のトイレ 汚くて入りにくいから 
公園のトイレ きたなくて、入りずらいから 
公園のトイレ、道 狭い道や街灯が少ない所が多いから 
公園の遊具、信号機の数 遊具などが壊れていて危ないから 
公園の遊具 自分の家の近くにあるにこにこ公園に限らず、いろんな公園で遊具の老朽

化が進んでいて危ないと思ったから。（汚れているのも気になる） 
公園の遊具、電車のホームで小さい
子や目の不自由な人のためにさくをつ
けること 

公園の遊具が少ないし、電車のときあぶないから 

公園の遊具が少ない ― 
公園のルール 自分の家の近くにある公園が、サッカーなどの球技を全て禁止しているから 
公園を土ではなく芝生、田んぼをなく
す 

公園が少ない 

公園を増やしてほしい 公園が少ないから 
公園をもう少し明るくしてほしい 夜になると公園だけ暗かったりするから、街灯を付けてほしい 
公共の場が少ないこと、信号が短いと
ころ 

①少なすぎるから 
②短すぎて、子供とお年よりが渡りきれない。もう少し考えてほしい 

公共の場のお手洗い 暗くて、近よりがたいふんいきがあるから。 
高校 高校はもっと増やしてほしい 
工場、元カスミの所をドン・キホーテ ― 
交通 ある所はバスもないから 
交通、道路 三輪野江あたりは電車は通っておらずバスも少ないから 
交通 バスなどの時間を増やしてほしい 
交通整備、いじめ等の対策 いじめや交通整備の改善が必要だから。 
交通の不便さ 駅まで遠い地域がたいへんだから。 
交通網の整備 渋滞しているから。 
交通ルール 人がいる方によってくる車や人が歩いているのに突っ込んでくる車を捕まえ

てほしい 
交番が少ないこと ― 
越谷レイクタウンみたいなのを作って
ほしい 

市民がにぎわえるように 

子どもが遊べる広場、吉川キャラクタ
ー 

公園があっても遊具が全然なく、つまらない。雨が降ったら遊ぶところがなく
なる。 

ごみ ― 
ごみが落ちていない 観光に来た人がいやになるから。 
ごみが落ちているところ ― 
ごみがすてられていること 小学生の頃もごみ拾いをしていたけれど、まだごみが落ちているので改善し

てほしいなと思います。 
ゴミ捨て場をもっと増やす事 ゴミが落ちてるのが気になるから。 
ごみなどがよく落ちてあるところ 誰かがこまっている時に必要だから(見たことがあるから) 
ゴミのこと よく公園でゴミが落ちているので公園にもゴミ箱をせっちしてほしい。 
ごみポイ捨て ― 
コンビニ、公園 個人的に少ないと思ったから 
コンビニ、駅 ― 
コンビニ、コストコ ①、②あったら便利だから！ 
コンビニが少ないところ ― 
コンビニが少ないの ― 
コンビニの数を増やすこと ― 
コンビニの量、スーパーの大きさ あまりないから 
栄小学校周辺の外灯の数、運動公園
のテニスコート整備 

― 

柵やレールなど 普通に危ないから。 
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改善してほしいこと・もの・場所 理  由 
さくら通り、みなみ中学校の角の十字
路 

①道がふくざつでじゅうたいしやすいから②両方に一時停止のひょうしきが
あるから （アンケートにイラストあり） 

さくら通りの所のわたる場所 自転車でとおるときあぶない 
さくら通りのマックや郵便局のところの
信号機 

点滅までの時間が早く、信号が変わるのが遅いから 

サッカーコート、公園のトイレ サッカーコートがないから。 
雑草 家の近くに竹がたくさん植えていてじゃまだから 
三角公園 ― 
散歩をする道 ― 
事故の多い場所 吉川の事故が少なくなるから 
自然が少ないこと、道路などの地面の
デコボコ（水たまりが多い） 

自然があまりないと思ったから。水たまりが多くて、いつも困るから。 

自然が少ないこと、本屋をつくってほし
い 

近くにあまり自然がないのと、本屋がなくて、不自由だから。 

自然環境 よくあちこちにゴミがおちているから何とかしてほしい 
自然災害への強化 より安全にくらせるため 
市長、なまりん ― 
しっかりお腹にたまるご飯屋さんがな
いの、病院を整備 

②けがをして病院に行ったが、おいだされて、ちょっとはなれた病院にいっ
たから。 

自転車がパンクしやすい ― 
自動販売機が少ない 運動しているとき、少し歩かないと自動販売機がないから 
自動販売機をもうすこしふやしてほし
い 

― 

市内での人口の差、ニコニコ公園のポ
イすて 

①同じ市内でも美南の方と三輪野江の方での発展の差が激しいから②ニコ
ニコ公園は小中学校に近いため、少しでも治安をよくした方がいいから。 

市内の環境 よく道にゴミが落ちているので、それが無くなるといいと思うから。 
市内の公園量(増加希望)、ウーバーイ
ーツの範囲(美南以外にも！) 

― 

市のキャラクター もう少しかわいく…してほしい 
自分の家（平沼方面）の夜道 部活帰りに外が真っ暗なので、少し街灯が欲しい。 
自慢できるものを建ててほしい、道路
環境悪すぎだから直してほしい 

― 

市民プール ― 
市民プール もっと大きいプールがほしい 
ジムがほしいです ― 
地面のきれつ 地震が起きたとき、怖いから。 
シャトレーゼの位置 誕生日ケーキはいつもシャトレーゼだったから元の位置に戻してほしい。ピ

ザ屋は近くに２つ作っても意味がない。 
シャトレーゼの位置 よくわからないけど、ピザ屋ができて近くにピザ屋があるのに、なんでシャトレ

ーゼをつぶしたんですか。元の場所に戻してほしいです。それか近くでもい
いです。 

シャトレーゼを戻してほしい。ウーバー
イーツがほしい、大きい本屋と大きい
ゲームセンターがほしい 

もっと遊ぶところがほしい 

砂利道 学生が毎日通る所に長い砂利道があるため、運転しにくい 
住宅街に街灯 自分家の電柱に電気がついてなくて暗いからつけてほしい 
住宅街の街灯 怪しい人や事故が起きそうだから 
小学校があふれそうになっている 子供が増えると予想されるから 
小学校など ― 
商業施設 本や雑貨などを買いたいとき、となりの市まで行って買うことが多いから 
少子か ― 
食事できる店が少ないこと あまりないから。 
ショッピングセンター 広いショッピングセンターがほしい 
ショッピングモール、自動販売機 北に大きいショッピングモールを作ってほしい。もっと近くにほしい 
ショッピングモール 市内で洋服などを買える所がほしい 
ショッピングモールが少ないところ、バ
スが１時間に１本しかないところ 

― 

ショッピングモールの数 市の中でのショッピングモールが少ないと感じました 
ショッピングモールを建ててほしい ― 
ショッピングモールを作ってほしい 吉川に出かける所が限られているため 
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改善してほしいこと・もの・場所 理  由 
信号 初めて来た人は渡ってしまうから。 
信号 少ないので増やしてほしいから 
信号 渡れる時間が短く、危険だから 
信号 信号が数秒くらいで点滅してしまうところがある 
信号 異常に長い信号があるため 
信号、カーブミラー 壊れているところがある 
信号がない ― 
信号がない横断歩道、ミラー 車通りが多く、長いのに信号が無い横断歩道があって危ないと思った。ミラ

ーが壊れている場所が多い 
信号機を減らすこと、電柱をへらすこと ないです 
信号の青の時間の短さ 短いとこんで困るから 
信号の位置〔ジョナサン前〕、いろいろ
なお店が〔映画館、本屋など〕ほしい 

①車がたくさん通って危ないから 

信号の数、公園の数 ①少ない気がするから 
信号の時間を長くする、サッカーコート
がない 

― 

信号のないところ 車がとまってくれないと通れないから 
水害への対策、古いたてもの ２つの川に囲まれているため、大雨などが来るとはんらんして被害が拡大す

る可能性があるから。大地震などで倒かいするから。 
スーパー 三輪野江地区のところにはスーパーがなく不便です 
スーパーが少ない、道路 狭くて危ない。スーパーがなくて不便 
スーパーが少ないこと 少し行かないとスーパーがないので 
スーパーなど減らすの、遊ぶ場所が少
ない 

近くにスーパーなどなくて、遊ぶ場所もなく不便 

スーパーや遊ぶ所、工場が多い所 ― 
スーパーやコンビニが多すぎるところ、
暗くて不審者が出てきそうな場所 

自然豊かにしてほしい。安心な場所にしてほしい 

スケートパーク 少ないから 
すべてのものの値段を１００円に、病院 老人のために。 
スポーツしせつ スポーツする場所が少ないから 
スポーツ場（グランド） 少ないから。 
税金の使い方 古くからある中学校 3校は、校舎等にガタがきているのに、吉川中は、やた

ら近代的な建築になっているため 
セイコーマート前の信号の切りかわる
速さ 

― 

整備されていない道路 ― 
セナリオのようなグランドがほしい、車
道に自転車が走る幅がほしい 

車道の幅がせまく、自転車が通りづらいから。 

狭い通学路 片側が田んぼで片側はすぐそばを車が通る道がいくつかあるので、とても危
ないと思うから 

せまい道路 １人しか通れないような道路があり、危ないから 
せまい歩道、駅前のムクドリ ①歩道がせまくて危ない②駅前のムクドリのふんが危ない 
狭い道 自転車と歩行者が一緒に通れず、車道も車とぶつかりそうだから。 
せまい道など とおりやすいほうがいいから 
せますぎる道路 車との距離が近くて怖いため。 
総合体育館に冷房 ― 
総合体育館の冷暖房、街灯の設置場
所 

①理療する度に夏は暑苦しく、冬は冷えきっているため、体調悪くなりそうだ
なと思ってしまうから②明るいところは明るいが暗いところは本当に暗いの
で、怖く感じる 

それぞれの道、道路の使い方 ガタガタしている道が多い。信号無視、逆走が多い 
田 田に落ちることがあるので「さく」をつくってほしい 
体育館 もっと近くにあってほしい 
体育館 コートの広さが正しくないから。 
体育館のエアコンについて 夏になると体育館があついから 
ダイソーやセリアがないこと、レイクなど
の大きな店などがない 

前まではカスミがありダイソーがあったけれど、なくなってしまい、遠い所まで
行かなければならないから。 

第二公園のトイレ 公園で遊んでいるときもし、小さい子がトイレにいきたくなったとき、第二公園
のトイレは、少し汚くて、行きづらいから 

高富公園 色んな遊具を 
建物 スーパーを増やしてほしい 
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改善してほしいこと・もの・場所 理  由 
建物・施設、歩道 １つくらいショッピングモールなど大型施設がほしい。歩道がガタゴトで危な

い。 
田ばかりなところ 地域によって差があり、不便 
田畑へのポイ捨て ― 
タピオカ店、温泉 温泉がないから、吉川市でタピりたいから 
たまにくさいところがあること ― 
たまに道路が汚い、 
もっとビルを建ててほしい 

― 

段差 小さい子やお年寄りがケガをしないようにするため。 
団地、放送の声の大きさ ①全体的にキレイにしてほしい ②小さくてきこえないことがあるから 
団地の４がい区のところにある信号に
歩行者信号がないからその場所 

歩行者信号がないと少し不安。 

団地の道のボロボロのさく ― 
田んぼ もう少し自分達人間の土地を増やしてほしい 
田んぼ ― 
田んぼ、畑 よく、吉川市って、いなかっぽいと言われるときがあるから。あと、田んぼのに

おいが苦手 
田んぼ、三輪野江 ― 
田んぼ、遊具 ― 
田んぼ いなかから少しでもぬけだしたいから。 
田んぼ 田んぼばっかりだから。 
田んぼが多い ― 
田んぼ道の整備 もっと田んぼ道をきれいにしてほしい 
田んぼなど、映画館など ①いなかくさい「ザ・いなか」という感じがしていや ②今の吉川はぜんぜん

楽しくない。 
田んぼの多さ 虫が多すぎる 
田んぼ道がガタガタな所 チャリで行くとこける 
田んぼをなくして建物を建たせる、上
から見ると灰色の緑が少ない 

今までの暮らしで十分なのに人間は次々と新しいものを欲しがっている。の
どかなのが良い所なのに 

治安 トラブルが少し多い気がします。 
治安が悪い所、何もない所 遊びに行く所がない 
治安悪さ ― 
地域のごみ置き場 カラスがごみをあさって、ごみ置き場の周りが汚いので、ボックス型のごみ置

き場を作ってほしいから 
小さい公園 遊具が少なくて、遊んだりすることができない。 
小さい子供の泣き声、車の騒音 ― 
中央公園の近くの貯水池のさく、ダイ
アパレスの交差点 

①さくのはばが広すぎて人が入ったりしてしまって危ない。②車が急にまが
ってきてあぶない。 

中央公民館の近くのコンビニのところ
の信号・道はば 

よく分からないから怖い 

中央中学校の校庭 芝を刈ってくれないと失くしものなどしてしまうから 
中央中の校則 先生だけバレッタやシュシュつけていてずるい 
中央中のプール、中央中の体育館 きたないから 
駐車場を広くする 駐車場や駐輪場が狭い 
中中の帰り道に街灯を増やしてほしい 暗くて怖いから 
貯水池の周り、曲がりかど 貯水池の周が走りずらいから。曲がりかどで危険な場所が多いから 
貯水池に橋をたててほしい ― 
通学路で、地面が割れている場所 あぶないから。 
通信環境 Wi-Fiがつながらないときがあるので、どんな場所でもつながるようにしてほ

しい。 
通信環境 映画館をつくってほしい 
通路の整備 ガタガタになっている所をなおしてほしい 
デコボコした通りにくい道 通りにくい道がいくつかあり不便だから。 
でこぼこな道 道を通っていて、転びそうになるから。（東中の通学路など） 
電車の所にあるドアをつけてほしい、
犬やペットなどが入れる場所を増やし
てほしい 

― 

電ちゅう 道がくらいから 
電柱 帰り道が少ない。 
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改善してほしいこと・もの・場所 理  由 
電灯が少ない道 夜、外に出たときに灯りが少ない道があって不安を感じたから。 
トイレ、名物 ①きたないから②ナマズだとなんで？ってなるから 
投稿するときごみが落ちている ― 
東武バス、バスの時間 駅が遠い人からすると雨の人か不便 
道路、ライト ガタガタ、夜暗くて見えないから 
道路、歩道 ― 
道路、不便なところ でこぼこの道が多く、転びやすかった。幅が狭いから 
道路、運動公園テニスコート６・７番コ
ート 

道路を広くしてほしい。ガタガタをなくしてほしい。コートが道路みたいになっ
ている 

道路 ― 
道路、自然 でこぼこ道を直してほしい 
道路 ― 
道路 がたがたの道を通って帰るところがあるから 
道路 ― 
道路 ― 
道路 がたがただから。 
道路 きたない道路がある 
道路 ガタガタしている道路、歩道がない道が多いから 
道路 暗い時にぼこぼこしていてころびそうだから 
道路 危険だから 
道路、遊具 ひび割れなどがあって危ないから 
道路 通りづらい所が少しあるから。 
道路 ボコボコしていたり、ひびが入っていたりするのが、嫌だし、危ないから。 
どうろ、川 自転車や歩きだとあぶない、きたない 
道路 デコぼこして、あぶない 
道路 歩行者の歩くスペースが少ないところがあるから。 
道路、ライフ 古いから。 
道路 せまくて通りづらいのと、ざっそうが多い 
道路 地割れしているところがあるから 
道路 でこぼこしてて、自転車の運転が危ない場所が多いから 
道路 ― 
道路 がたがたでたまにこけるから 
道路 くらいから 
道路 道路ががたがたなところがあるから 
道路 ボコボコしてるとこがあるから 
道路、信号 ― 
道路、道路 信号がないと危ない所が多い 
道路 人がとおる通路がやっぱりせますぎて、きけんだなと思ったから 
道路 田んぼ道でおちそうになるから 
道路、総合体育館の広さ コンクリートでもでこぼこしていたり、穴があいている道があるから 
道路 タイル？みたいなやつがはずれていて少しあぶないと思うから。 
道路、木、植物 ①道路がガタガタしていて、歩きにくい 田んぼがせますぎて事故がおきる

②木、植物が多すぎて、虫が多い、歩きにくい 
道路 でこぼこしているところがあるから。 
道路 ガタガタしているから 
道路、バス ― 
道路 走りづらい場所があるから 
道路 自転車で走っていると転ぶ 
道路 道が狭くてけがをしそうになる 
道路 道がデコボコで自転車が大変 
道路 自転車で行くときにデコボコ道がたくさんあったから 
道路 いつも自転車や車で通っているとき、時々ガタガタ道があって危ないから 
道路、街灯 夜、暗い場所やせまくて危ない場所があるから。 
道路、歩道 段差が多いから（バリアフリーを増やす） 
道路、歩道、信号機 ガタガタな所があって危ない。信号がなくて危ない所があるから 
道路がガタガタしているところ お年寄りの方もいる中で、安全に暮らすことができないと思ったから。 
道路が狭い、暗くて危険なところ ― 
道路がせまいところ、店が少ない（娯
楽施設飲食店本屋とか） 

全体的に店がないからにぎわいがない 
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改善してほしいこと・もの・場所 理  由 
道路環境 街灯が少なく、うす暗い場所があるから 
道路等の交通機関 信号がないところがあるから 
道路など ― 
道路にひびが入っているの 危ないきがするから。 
道路の明るさ 外灯が少なく、夜だと暗いから 
道路の数や幅、商業しせつ ①②とも、作るんだったら使えて、便利なところにしてほしいから。 
道路のガタガタ ― 
道路のごみ きれいなまちにしたいから 
道路の自転車道路 ガタガタのところが多い 
道路の整備 ― 
道路のデコボコ道 自転車のパンクがしやすい 
道路のひび割れ、小さい川のフェンス
が小さい 

危ないから 

道路の補修 ― 
道路の道が悪いこと、ボール遊びをす
る所 

― 

道路の汚れ ― 
道路の割れ目など 道路が割れて車の振動で家が揺れるから 
道路や交通機関、公園を増やす ― 
道路を大きくして 土日など車が混んでしまうから 
道路をきれいにしてほしい ― 
ところどころ壊れている公園の遊具な
ど 

小さい子たちがけがをしないように 

図書館 ― 
図書館、テニスコート もっと本を増やしてほしい。シリーズものは全てそろえてほしい。室内にして

ほしい。コートを増やしてほしい。 
図書館 内装も外装も、”行きたい”と思えるような雰囲気にしてほしい。学習スペース

などを充実させて、規模を大きくしてほしい。 
図書館の本を分かりやすくするところ ― 
土地、公園の広さ 土地が低いから。公園がせまいから 
土地をけずって映画館を作ること 三郷越谷はあるのに、吉川だけないから 
土手沿い 暗くて危険だから 
ドミノピザがあるところ シャトレーゼが良かったから 
トヨタやライフがある通りの歩道が狭く
てすれ違うのが怖い 

― 

トラックが多いこと、用水路の水質 自然と人間がクリーンに暮らせるようにしてほしい 
鳥が多い、電灯を増やして欲しい 鳥が多くてふんがたくさん落ちてる。駅を離れるにつれて、外灯が少なくなっ

ていて暗く、危険 
鳥などの死がいがそのままになってい
たところ 

― 

鳥芳付近の「ニッポンハム」側から見て
左の通路 

― 

トンネルとかのらくがき ― 
中川、さくらどおり 中川はくさいから 
中川、環境 汚いから 
中川 ― 
中川がにごっていること、図書館（オア
シス）の場所 

①キレイでないから ②吉川中や南中の近辺の人は、図書館まで遠いから。 

中川をきれいにする事、保第二公園
のトイレをきれいにする事 

もう少しキレイにしてほしいと思ったから 

中曽根の方の電灯が暗い 夜とか、美南とは違って中曽根の方は電灯が少なくて暗いふんいきがある 
永田公園、大きな建物 草が長すぎて遊べないことがあるので、ひんぱんに刈ってほしい。レイクタウ

ン、ららぽーとのような建物を造ってほしい 
永田公園、総合体育館 ①で草を刈ってほしい ②大きくしてほしい 
永田公園のがいとう 永田公園はとても広いがその分暗い場所がとても多くどうしても通らなけれ

ばならない時少しあぶないと感じたから 
永田公園の便所、公園のベンチなど みんなが使うからきれいがいい 
なにもないところ なにもないから 
何もないところ 何もないから 
なにもないの 街並みがさびしいから 
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改善してほしいこと・もの・場所 理  由 
なまず ― 
なまず、ネット 無料Wi-Fi増やしてほしい 
なまずの里公園のいけ なまずの里公園のいけをきれいにしてほしいです 
なまずのトイレのラクガキ、なまずのトイ
レの上にのぼれないように 

あぶないから 

なまずを給食で出す事 口に合わないから 
なまりん、アニメイト なまりんはださい。もっとキャラをこくしてほしい。アニメイトを３つくらい建てて

ほしい。１つもないのはおかしい。 
ナマリン、交番を ナマリンをもっと鮮やかにかわいくしてほしい。安全な吉川にするために交

番を増やしてほしい。 
匂い、むくどり たまに匂いがくさい。むくどりがうるさい 
ニコニコ公園のトイレや草むら ごみが落ちていたり、トイレがあまりきれいじゃないから 
にこにこ公園のとなりにあるハンドボー
ルコート 

電灯などがないと暗くて練習できない。 

日本庭園が欲しい、音楽ホールが欲
しい 

欲しいから。 

沼辺公園 タワーのロープがいたい 
沼辺公園の電気、家の周りの電気 どちらとも電気が少ないので少しだけふやしてほしいです 
廃墟、フン ― 
バイクや車の騒音 ― 
橋 用水路の橋が歩道がなく、車にあたりそうで怖い 
場所 もっと体育館を作ってほしい 
場所により盛えている所といない所が
あること 

― 

バス 時間を増やしてほしい 
バスケットコートが少ないこと、ゲーセ
ンが少ない 

バスケットコートが少なくすぐ人にとられてしまうから。ゲーセンで音ゲーをす
るためにレイクにいくのはめんどうだから 

バスケットゴールがないこと ゴールがないから 
バスケットゴールの地面 ボールがつきづらいし、一度水たまりになると大変だから(南中学校) 
バスの交通量 私が利用しているバスは１時間に１本しかなくて不便だから 
バスやタクシーが少ないの 吉川美南は 1日に 1回しかこないから（バス） 
バスを増やしてほしい バスが少ない 
バッティングセンター、金をくれ いきたいから、ほしいから 
バッティングセンター、用水路 ①少しでも練習場所を増やしたい。②水が汚くてゴミなどが目立つから。 
バッティングセンターがないの 吉川のバッティングセンターがなくなってしまったから 
ハンドボールコート ― 
ハンドボールコートを美南の近くにも
作ってほしい、映画館、本屋をもっと
作ってほしい 

施設が美南や駅前に集中しているから。もっと色んな所に作ってほしい。 

東中のテニスコート ― 
東中のテニスコート きれいに作り直してほしい 
東中付近に信号、にこにこ公園のごみ 交通事故がなくなれば、住みたいという人が増える 
人通りが多いいところに電灯をつけて 安全のために 
避難所 もっと避難所をたくさん増やしてほしいから。 
プール ― 
プールや体育館（少なすぎる） ― 
ふくざつな作りの道 ― 
福祉施設 老人ホームなどの人手がへっているから 
フリーワイファイをふやしてほしい、交
番をふやしてほしい 

― 

古い信号を新しい信号にしてほしい たまに光の加減で見えないから 
古く、くずれそうな家 自然災害が起きたとき、あぶないから。 
文化 文化がもっと増えてほしいから 
勉強できる場所、勉強できる場所 もっと近くに勉強できる環境が欲しい 
便利な場所を増やしてほしい、遊べ
る、買いものできる場所を増やしてほし
い 

自然と都会が半々で、良いところもあるけど、もうちょっと、楽しめる場所を増
やしてほしいから。 

保育園をもっと増やして欲しい。夜は
暗いから裏道にも街灯を欲しい 

そしたら住み続けたいし、親ものぞんでる。 

ポイ捨て 自然が汚れる 
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改善してほしいこと・もの・場所 理  由 
ポイ捨て、見通しが悪い ― 
ポイ捨て 吉川市だけではないけれどゴミがよく落ちている 
ポイ捨て 田んぼや道路のわきにゴミが落ちてるから 
ポイ捨て ポイ捨て多い 
ポイ捨て、夜にバイクでブンブンする
人たち 

― 

防犯対策 今よりももっと安全に住めるようにしたいから。 
歩行者が歩く場所 歩く場所が少し狭い所があって、自転車も通ったりすると近くて怖いなあと思

ったからです。 
歩行者が歩く道、街灯 夜の道を歩くと暗すぎて前が見えずらい、歩道があまりにもガタガタしすぎて

自転車がこぎずらい 
細い道 夜になると、暗くて危ないから。 
細い道 夜、自転車に乗っているときなどあぶないから 
保第３公園、信号機 保第３公園は植物が多すぎるのと、運動しやすい場所がない。運動するた

めによく行くが、平らなところがほぼないし薄暗いし不審者が出そうな雰囲気
がある。信号が青に切りかわるのが遅すぎるところがあって、信号無視する
人が多いから 

保第二公園の遊具 ちょっとさびしいと思うから 
保第二の草、ゆうぐの前の木の周りに
ある草、雑草、保第二の黒色の柵もっ
とでかく高くしてほしい(柵) 

ボールなど道路のほうにでてしまうから 

歩道 せまい所があるから 
歩道 人１人ギリギリとおれるくらいの幅しかない道があるから 
歩道 たまに歩道がないところがあるから 
歩道（特にアコレとかの道） せまいし、デコボコしているので、危ない。 
歩道がせまいこと 自転車とぶつかりそうでこわいから。 
歩道が狭いこと 歩道が狭く、危ないから 
歩道が狭いところ、信号のない場所が
ある 

事故を少しでも減らすため 

歩行者通路のところに自転車を通らな
いように改善してほしい 

歩行者通路に自転車が通っているから 

歩道のコンクリートがガタガタでころび
やすいの、道が狭くて歩いている人が
自転車の人にぶつかりそうになるのを 

①では、自分もだし、他にも小学生の子がころんでいるのを見たことがある
から ②事故になるかもしれないから 

歩道のせまい所 歩道がせまく、自転車などが２，３列で通れなくなることが多いから 
歩道の幅 狭くて通りづらいから 
歩道のライト 帰り暗いのにライトがなくて周りが良く見ずらいから。 
ほのぼの公園、コンビニ ボール遊びができない 
本屋 すぐ近くには全然無くて、ライフの 1か所しかないので、もっと増やしてほし

い。 
本屋がないこと、マンション 改善してほしいから。 
本屋がないこと、池のところにはしがな
いこと 

あると便利だから 

本屋さんがないこと 吉川市内に大きめの本屋さんが欲しい 
本屋などをもう少しふやしてほしい スーパーなどはふえてきた気がするけど、本屋などはあまりないから。 
まち全体、学校 映画館とか遊ぶところがないので増やしてほしい。観光地とかも少ないので

ふやしてほしい。午前中で学校を終わらせてご飯は学校で食って後は勉強
するスケジュールにしてほしい 

まちづくり これから街がどうなっていくかに期待したい 
まちの設備 地面が崩れているところがあったりするから 
町のつくり、お店 映画館がほしい。 
マック辺りの信号、歩行者の道 マックの所にある信号が遅い。道に関してはゴミがいたる所にある。 
マック近くの十字路周辺 赤の時間がすごく長くて青の時間がすごく短いから。 
マックのあたりの信号機 ずっと赤でしばらく動かないことがしょっちゅうあるから 
マックの近くの横断歩道の信号 歩く人たちの青の時間がみじかすぎる。青になるまでが長すぎる 
周りの雑草 じゃまな草が多いいから 
道がせまい、古い学校をきれいにし
て、使いやすく 

せまい所だと自転車と車がこわい 

店、なまりん なまりんをもっとかわいくしてみんなから好かれるキャラになってほしい。アニ
メイトをとにかくつくってほしい。 
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改善してほしいこと・もの・場所 理  由 
店、吉川市のキャラクター アニメイト、本屋、スタバができてほしい 
店 店は多くても、レイクタウンのような大きな店がないから。ショッピングモール

的なものを増やしてほしい 
店、虫だらけ なにもないから 
店が少ない、映画館 お店がたのしめる場所が少ない 
店の量 店を増やしてほしい 
店をもう少し多くしてほしい ― 
道 ジャリジャリしてたり、ガタガタして通りずらいから 
道 道が整備されておらず危ない所がある 
道 カタガタの場がある 
道 がたがたで歩きにくいところがある。 
道、鉄道 ― 
道、みせを増やしてほしい 歩道が、がたがたしているから。ガードレールが無く、小さい子がきけんだか

ら。店が少なく住みづらいから 
道 せまいからひろくしてほしい 
道、街灯 危険な場所も多く見られるから。 
道 ― 
道がガタガタしている 移動がしにくい 
道が暗いところ 危ない 
道がせまいこと ― 
道がせまい所、街灯がない所 ①たまに、車と接触しそうになるから。 ②道が良くみえなかったり、不審者

が出てきそうで怖いから。 
道がせまい所が多いから道 ― 
道にあかりをつけて、図書館を増やし
て 

夜に不便、美南だと図書館が遠くてあまり利用できない 

道のがたがた ― 
道の草 歩くときに引っかかるから 
道の整備 ― 
道の幅、道のデコボコや水道管の高さ 転びそうになる。それでけがしたら 
道端の雑草が長く通下校しづらいこ
と、歩道を増やしてほしいこと 

通下校しづらいから。車の通りが多いのに、歩道が少ないから 

道は太くしてほし 車でいっぱいになってしまうから 
見通しの悪い場所（道路など）、狭い
場所の車の速度 

通学の時、いきなり出てきた車が人にぶつかりそうになったり、猛スピードの
車が後ろか前からきて怖いから 

見通しの悪い道 危険だから。 
緑、自然を増やしてほしい、レイクタウ
ンのような場所がほしい 

自然がもっとあってもいいと思うから、レイクタウンのようなものがあった方が
生活がもっと楽になる 

緑が減ってきていること 最近、少しずつ人口が増えて、建物が増えているから。 
緑を増やしてほしい ― 
美南駅、ちょすい池 駅の中にお店を増やした方が仕事場が増える。 
美南駅のとなりの道路 歩道をつけてほしい 
美南地区以外の場所 どの地域も活発になってほしいから 
美南中央グラウンド グラウンドが段差があって危ない 
南中央公園、道 遊具を増やしてほしいから。でこぼこすぎて雨が降ったら水たまりがたくさん

できてしまうから。 
美南中央公園の貯水路に橋がほし
い、陸上競技場をつくってほしい 

身近で遊びたい。三郷まで行くのが嫌。人が多い。 

南中にいく途中のたんぼ道に柵をつ
けてほしいです、バッティングセンター
がほしいです 

南中にいく途中田んぼにおちそうになるから改善してほしくて、吉川には、
バッティングセンターが一つもないからほしいです 

南中に行くまでの自転車の道 危ない所があったから。 
南中の体育倉庫を新しくしてほしい、
街灯をふやす 

ドアが全然あかない。暗い 

美南と中曽根のさかい目 子どもの数が違いすぎるから。 
美南にバスケットゴールがないこと 美南でバスケをできる場所がないから。 
美南に店が少し少ない 家が多く店がちょっと少ないから 
三輪野江方面のバス ― 
むくどりがうるさいこと、むくどりのふん ― 
目立つ所 吉川の目立つ所がないから 
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改善してほしいこと・もの・場所 理  由 
もう少しお店を増やしてほしい、学校
や公園のトイレをきれいにしてほしい 

①コンビニ・ドラックエンスストア・イイダしかないから②ちょっと汚い 

もう少し道路、外灯 暗い道がある、道路がでこぼこ 
もっと色々なものが買える場所、古い
たてもの 

― 

野球ができる環境を増やす 最近、野球ができる環境が減っているから 
野球グラウンドの少なさ ― 
野球などのスポーツができる場所 グラウンドの良い場所でやりたいと言っていたから。 
八坂神社 八坂祭りでいつも行く所なので、もう少しきれいにした方が良いと思ったから

です。 
薬局が多すぎる ― 
やねがあって走れるとこ、池のまわり 池のまわりをタータンにして４００ｍトラックにしてほしい。部活がない時に走

る時、やねがあって走れる場所があると便利だから。 
遊具が少ない、街灯が少ない 小さい子供があそべる環境が少ない。夜（暗いとき）帰宅する子供や大人が

あぶない。 
有名なたべものをふやしてほしい、ス
ポーツ施設をふやしてほしい 

― 

ゆるキャラ もっと印象に残るようなキャラクターにしてほしいから。 
用水路 用水路がおちそうで危いから 
用水路とかの水 水がきたないと生物が少なくなるから 
吉川駅 よくてつおたがいて、少しホームが狭いから 
吉川駅 吉川市内は駅が２つしかないから、それならもっときれいな方が来る人もい

いと思うから 
吉川駅、夜 鳥が多い。よくバイクにのって音楽か大きい音で流しながらあつまってきてう

るさいから。 
吉川駅 マックの他にも人気のチェーン店をつくってほしい。 
吉川駅、美南のイオンタウン ①少しどうしても古くさい感じがしてしまうので美南駅のようにきれいな感じに

してほしい ②プリクラ機がほしい 
吉川駅、さくら通りの道路 吉川駅の外観をリニューアルしてほしいです 
吉川駅、おあしす きれいにしてほしい。勉強場所を増やしてほしい。 
吉川駅 きれいにして今流行っているお店とか建ててほしい 
吉川駅がきたない、スーパーが少ない ― 
吉川駅の周り、大きいショッピングモー
ルがほしい 

吉川には、服を買えるところがないから、レイクタウンやララポートにいってし
まうから 

吉川市内の公園のトイレ、吉川市内の
学校のトイレ 

汚くてしづらい時があるから 

吉川市のシンボル、交通の便 ①もっとかわいいシンボルがいい。 
②バスと電車の時間をリンクさせてほしい。電車も本数を多くしてほしい。 

吉川市の道路、店や建物 道路せまい・きたない。ふるすぎ観光系がなさすぎ 
吉川総合体育館 エアコンがついていなくて夏がめっちゃあつい 
吉川団地トンネル公園の遊具 ひび割れている部分があるから 
吉川団地を少し変えてほしい 見た目がよくない 
吉川中央緑地の雑草 ― 
吉川中の道、学校の校そく もっとラフにして、本気で楽しい、毎日が、かがやいてすごせるくらしをしてほ

しい。 
吉川のかだかだな道 吉川はがたがたな道が多く少し通りずらさがある。まわりをみわたすと道路が

きたないと思う。 
吉川の象徴、無料で行ける公共施設 ①何かもっと身近でふれあいやすい物が良いと思う。子供が親しみやすけ

れば人気になる②土地の事もあるから仕方ないけど、公園が大きい所と無
い所の差が激しいし、オアシスやワンダーランドみたいなのをもっとたくさん
の場所に作った方が良い 

吉川橋の河川敷までの道 通りにくいから 
夜道が暗くて危険なところ 交通事故が起きやすくなるから 
夜、打ち上げ花火がたまにうるさいこ
と、永田のらくがき 

― 

夜、街灯の少ない所 ― 
夜、暗い道 あぶない、こわい 
夜のトラックなどの音 うるさいから。 
ライフのでんとう カラス？がいっぱいいてうるさいから。 
ラウンドワン ― 
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改善してほしいこと・もの・場所 理  由 
老きゅう化した公共し設、川の水の汚
染 

①バリアフリーなどが整っていないことも多い。（特に水回り） 

― なくなったらいいことがない 
― ついてても、暗くて怖いから 
とくにありません とくにありません 
特にない ― 
特にない ― 
とくにない ― 
特にないです ― 
特にないです ― 
特にないです。 ― 
とくになし ― 
特になし 特になし 
特になし 特になし 
特になし ― 
特になし ― 
特になし ― 
特になし ― 
特になし ― 
ない ― 
ない ― 
ない ― 
ない ― 
ない ― 
なし なし 
なし ないから！！です！！ 
なし 特になし 
― 改善してほしいところはない 
― 特になし 
― 特にありません。 
― 特にないから 
― 特にありません。 
― 特にないです。 
― わからない 
― なし 
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問４ 吉川市の将来像について、あなたが２０年後も吉川市に住み続けるなら、どのようなま

ちになってほしいと思いますか。(回答は最大７つまで)  

［n=644］   
選択肢 回答数 回答率 

快適で安らぎのある住環境の良いまち 423 65.7% 
緑や水辺などが豊かな自然環境の良いまち 356 55.3% 
田園風景が守られたまち 126 19.6% 
食料品や生活用品などの買い物が便利なまち 472 73.3% 
商業施設や娯楽施設などの賑わいのあるまち 195 30.3% 
観光資源がある人々の交流が盛んなまち 107 16.6% 
職場と住居の距離が近いまち 112 17.4% 
子育て・教育環境が充実したまち 273 42.4% 
医療・福祉環境が充実したまち 268 41.6% 
スポーツ施設が充実したまち 246 38.2% 
文化、芸術などが豊かな文化的なまち 75 11.6% 
道路や公園などが整備されているまち 403 62.6% 
鉄道や高速道路など交通アクセスが便利なまち 169 26.2% 
鉄道やバスなど公共交通が充実したまち 161 25.0% 
地球温暖化対策や循環型社会に対応した環境にやさしいまち 116 18.0% 
再生可能エネルギーの活用などが進んだエネルギーが自給自足できるまち 59 9.2% 
水害や地震、火災などの災害に強いまち 338 52.5% 
犯罪や交通事故のない安全・安心なまち 424 65.8% 
空き家や空き地が適切に管理・活用されているまち 115 17.9% 
街並み景観が美しいまち 238 37.0% 
その他※ 26 4.0% 
未回答・回答無効（8つ以上選択） 159 － 

 

 
 

〈※その他の回答〉 
①～⑳がそろったまち ／ 遊ぶ場所がたくさんある ／ いたるところに無料Wi-Fiがある ／ 映画館 本屋 
などの施設が充実したまち ／ エロいまち ／ 大型ショッピングモールが立つ町 ／ お金持ちなまち ／ 
虐待などがなく幼い命がなくならないまち ／ きれいな吉川で、皆におもてなしできるまち ／ コロナみたい
な大きな病気が来て、人と人が支え合いが出来なくならないようにすること ／ サッカーコート ／ 自然にい
る動物たちを大事にする町 ／ 市民全員が関わりあって共助できるまち ／ ジャニーズショップ、マックがあ
れば良し！ ／ 住民が多いまち ／ 上記全て ／ 上記のことをすべてクリアしたまち ／ すぐに行動して
ほしい ／ スケボーできるとこあるまち ／ テーマパークがたくさんあるまち ／ ネット環境がいいまち ／ 
吉川に住む人たちが仲のいい、あいさつができるような町 ／ 老後も、医療関係が無償で行える 
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問５ あなたが２０年後の将来に吉川市長になったとしたら、どのようなことに取り組み、ど

のようなまちにしたいですか。 

 
・駅前に図書館を創り、子供が友達と一緒に宿題や勉強を教えあったりできる環境にしたい。・オシャレな店や大型の
ショッピングモールを設立したい。 
・大きな本屋を作り、教育環境が充実したよりよい吉川市にしたい。・道路や歩道を大きく整備し、転んだりしない安全
で事故が少ない道にしたい。・電灯をたくさん設置し、安全で犯罪の少ない吉川市にしたい。・自然環境を守るため木
を植えるイベントなどをしたい。 
・大人も子供も関係なく、楽しく快適にすごせる吉川市にしたいです。また、体の不自由な方もすみやすいまちにした
いです。・「なまず」を広めるためになまず料理店や、イベントなどをきかくしていけたら良いなと思います。・レイクみた
いなしせつがほしいです。・団地をきれいにしてほしいです。 
・温泉などをつくりたい。・花火大会やもっと大きい祭りなどを開さいしたい。・自然の環境をもっと増やす。・小さい子
供が遊べるようなところをもっと増やしたい。 
・学校が楽しいと感じれる街 ・夜景が綺麗な街 ・子ども 1人で歩いてても大丈夫な街 ・障がい者に優しい街 
・キャラクターを変えたい。・ジャニーズショップをたてる。・マックとスタバを作る。・道路をエレベーターに変える。・朝
のとうこうを９時に変える。 
・公園などの緑を保つために美化活動などを行う。・犯罪や事故のない安全なまちづくり。・美南地区に図書関係の施
設をつくる。・公園のトイレをきれいにする。 
・子供がのびのびと思考の幅を広げられるように、様々な体験教室やスポーツ環境、学ぶ環境を設けたい。・より長生
き、快適に老後の生活を送れるよう、６５歳以上の方の老人ホームの入会金のようなものを半額負担する。・より多くの
人に安心し、住みやすいまちにするために、宿舎やゴミの処理、防犯対策、災害対策を充実させる。 
・ゴミが少ない町→ボランティア活動 ・文化を守る町→昔からの取り組みを「よしかわ」などにのせる ・みどりなど、自
然があって、新しくきれいな住居や建物がある町 ・公園や公共し設などが充実している町→ユニバーサルデザイン
をとり入れて、だれでも快適に過ごせるようにする ・新しく、今らしいお祭りがある町→みんなで考える 
・自然が豊か。・買い物するのに近くで済ませられる。 
・自然を大切にできる人に吉川市長になってほしい。 ・映画館など地域の人が楽しめるごらく施設がほしい。 ・他の
ところにも緑を増やしていってほしい。 
・自然を守りつつ、整備が行き届いている住みやすいまち。・犯罪や事件がなくてみんなが安心して過ごせるまち。・
子どもが思いきり遊べる施設をつくる。・医療が充実している（病床数を増やす、夜遅くまでやるなど）まち。・夜もたくさ
ん電気があって明るいまち。 
・市民がやってほしいと願うものをできるかぎり実現する。・大きいショッピングモールをたてる。 
・住宅街の中にも自然があり、都会と田舎のバランスがとれたまち。・活気がある、商店街をつくってほしい。・様々なし
せつに太陽光パネルなどを設置する。→環境にやさしく住み続けられるまち。 
・小さい子から高れい者まで安全で住めるようにするために、事故を無くす ・自然を増やし触れ合えるようにしたい ・
交流をさかんにする ・イベント（祭りなど）を盛んに行う ・目安箱を市役所に設置する ・自然公園を作る 
・地球温暖化を少しでも止める為に、緑を増やす。 ・移住者を増やし、産業を活性化させる為に、新しい土地開発に
取り組む。 この２つを両立させる為に、荒れ地（枯れ草）が多いところを土地とし、緑が失われることをなるべく防ぐ。
更に公園や店の周りに木を植える。産業が活発だが、大気の汚れが少なく緑が綺麗な市にしたい。 
・どこでもWi-Fiにする。・動物（猫や犬など他も）にぎゃくたいや殺してしまった人間は死刑！・本屋をもっと建て
る！・警察のけいびをもっとちゃんとさせる！・「吉川あかぬけてきたね～！」と言われる町にする！ 
・二酸化炭素が排出して、環境が悪くなるのを防ぐため、自動車を電気自動車にしたり、緑を増やしたりして環境の良
い町にする。 ・地震が起きて建物が壊れてしまうのを防ぐために、じょうぶにつくる技術を増やしたり、津波が押し寄
せてきたときに誰もがすぐひなんできるように、複数の場所に「高台」をつくる。 
・バッティングセンターをつくる。・大きいショッピングモールをつくる。・プリンスホテルをつくる。 
・発展はさせすぎないけれど便利なまちにしたい。・少しのどかなまちにしたい。・運動施設がありみんなが運動できま
ちの人が健康でいられるようなまち。 
・幅広い年代に愛されるようなまち。・皆が楽しく暮らせるまち。・住むことに困らない人たちで溢れるまち。・勉強をする
ときの環境が整うまち。・職に困らない人たちだけのまち。 
・人と人との距離が近く、みんなが安全で安心できる街 ・リサイクルを積極的にする 
・みんなが安全にくらせるまち。・たのしいまち。・レイクタウンみたいな大きいショッピングモールをもっとちかくで、つく
ってほしい。・野球グラウンドを作ってほしい。 
・もっと明りをつけて夜も安心な市にする！ ・もっとスーパーとか子供の遊び場を増やしてたいくつにならない市にす
る！ 
・もっと遊べる所とかをつくりたい。・安全な町。・大きいショッピングモールをつくる。 
・夜景が見えるところを吉川市内で 1個でもつくって夜景がきれいで美しい所になるようにしたい。・夜でも安心に出ら
れて、犯罪がいっさいおきないようにとりくみと古いところは修理して、きれいで安全なまちにしたいです。 
・より自然豊かなまち。・自然は心も体も環境をよくできるから。 
１月に１回、吉川市をきれいにする活動をして、ゴミとかがおちていない、すっきりした市にしたい 
１人１人が住みやすいように年１回こうしたアンケートをとって市民の意見を取り入れる。 
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１人１人が安心して暮らせるようにしたい。今、現在、ポイ捨てする人が多いので少しずつ減らしていきたい。吉川市
街の人たちから憧れられるような市にしたい。 
1番は住みやすさだと思うので、そのためにまちの環境を整える取り組みをする。また、どの年代からも安心して市民
全体が共助できるような、団結力もあってほしい。田んぼや川、自然を大切にして吉川市の伝統を守っていけるように
していく。 
１人１人の意見を聞いて良い所・悪い所の改善など誰もが住みやすいとおもえる町にしたいです。またもっと吉川市の
人との交流をできるイベントや行事などをして吉川市の人との交流を増やしたいです 
２，３を守りながら４，５，７，９，１２を進めて、子どもから高齢者までいろんな人が住みやすい町を作りたいです。住み
やすい街として吉川を有名にしたいです。 
２、３社の大手企業の工場や流通センターを誘致して、税収が上がったら社会福祉に使う。例えば、道路、路線、公
共施設、寺など。活気が出てきたら次の人にたくす。そして自然もある楽しいところにする。 
２０年後市長になったり、災害、防犯のつよいまちにし、スポーツ施設が充実したまちにしたいと思う。 
２０年後の子どもたちが好きそうなしせつをたてる 
２０年後は、人口が増えているけど高齢化も進んでいるかもしれないので、高齢者も楽しく過ごせる町にしたいです。
具体的には、中央病院がある通りを川越のような昔のまち風にして、道路を挟んだ左右の道にお店を開き、そこで高
齢者の方が働くようにすれば良いと思います。場所的にも駅から近く、アクセスしやすいし、病院のまわりが活気づい
て、気軽に寄れる場所になると思うからです。 
２０年後はどうなっているかわからないから何も言えない。 
Wi-Fiをいろんなところにとばして授業中のスマホ（ipod）を可とする。ごみをみんなで集めて自然をゆたかにする。キ
ャラクターをみんなにぼ集して私がえらぶ。 
明るくて、はなやかなまちにしたいです。また、困っている人などがいたら、相談にのってあげたりして明るいまちにし
たいです。 
空き地空き家をうまく活用するまち。教育環境が充実したまち。 
空き家や空き地をしっかりかんりしたい。 
旭の方の栄えていない方の街を、発展させるプロジェクト、必要最低限の税金の支出にする計画 
新しいことに取り組みながらも、古き良き吉川の良さを市内外に伝えられるようなまち 
新しい物はあまり作らずに必要なものだけ作って、あとは今あるものをできるだけ発展できるように取り組み、住みやす
い場所にしたいです 
アニメイト、スタバ、本屋の建設 1週間に五日の休暇加えてスマホの持ち込み可！ワイファイがどこでもとんでるまち
づくり 
危ない場所や遊具をなくし、誰でも安全に暮らせる吉川市にしたい。また、お年寄り（高齢者）や子供（小学生）くらい
の色々な世代の人が仲良く暮らし、交流を深めることが可能なイベントを開催して、観光スポットも作り、楽しいまちに
したい。 
余っている土地を使って、映画館やかいごしせつを作る。ボランティア活動を活発にする。デパートを作る。犯罪がな
い平和な町。 
争いごとのない町。平穏で、安全で、差別のない町 
安心・安全できれいなまちにしていき、また、買い物が便利で交通アクセスがよいまちにするため新たな観光資源を
おいて観光客を呼び寄せる取り組みをしていきたいです。 
安心安全で、自然豊かで、みんなで楽しくすごせるまち 
安心安全で楽しい吉川市にするために夏は、お祭りをやったりイベントをやって明るく楽しい吉川市にしていきたいで
す 
安心安全なまち。若い人が、農業をやっていたり、バードウォッチングをやっていたりなど、落ち着いている景色がある
まち。子どもやお年寄りが充分に医療制度を受けられたり、楽しい教育ができる環境が整っているまち。また、学校へ
の道のりや、散歩コースなど安全にできるよう、道や公園を整備し、自然にふれられるようなまち。 
安全・安心で吉川に住んでいる人たちが快適に暮らせるまちにしていきたいです。それと、みんなが笑顔で暮らせる
まちを作っていきたいです。 
安全で、事故、犯罪などを少なくしたい。 
安全で安心した暮らしができるまちにしたい。 
安全で住みやすいまち。 
安全で便利で人が住みたいと思うようにとりくみをしたい 
安全なまちにするために道路整備をする。公園はみんなが楽しめるような自然ゆたかな公園にする 
安全や環境など街並みが美しく、豊かな町にしたいです 
家の建てかえや、家の色をかえたりして、スポーツしせつを作ったり公園を広くしたり、サッカーするところやバスケ、ハ
ンドなどのコートを作る。土地を高くして、危険な場所がないか確認するなどをして、美しい街並で安心、安全な住み
やすいまちにしたい。 
意見ボックスなど置いて市民の声を聞いてあげて、その悩みなどを解決できるようなことを取り組み、市長自らまちを
巡回してどこが不便か、道路の状態など見て、そこに取り組めるなど、市民の悩みを聞けるような住みやすいまちにし
たいです。 
意見を集めて改ぞうしてほしい所をすぐやり、観光や海外の人など、色んな地域から来てほしい。スポーツ施設や交
通アクセスがよい町にした。出来ることを一生けんめいやること 
いじめ等の対策と撲滅と自然や風景の保護。 
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一年間市民に十万円あげる 
一定かんかくで街とうを置き、犯罪がおこしにくい町にしたいです。 
田舎のままにして夏休みを長くして映画をみれるところを経てて、数学をなくして、子どもが遊べる所を多くして、体育
館を建てて、生物にやさしいまちにしたい。そして犯罪が全然なくて、人々が優しく治安が良くて、とても住みやすい
まちにしたい。 
今、問題視されている少子高齢化を改善するために、子どもたちの教育環境を良くして安心して子どもを産めるような
環境を作りたい。 
今、私の家の近くの田んぼがなくなって、工場みたいなのがつくられてしまっているので、吉川市の田んぼや自然環
境を守りたいです。そして、吉川に住む人みんなが楽しく、幸せに過ごせるようなまちにしたいです。 
今ある環境を保護し、環境に悪い建物を少しとりこわして、そこにまた新たな緑をうえて、自然環境がすばらしく、緑が
豊かなまちにしたいです 
今ある公園などは残していく。市民の悩みに答える。 
今ある自然などをこわさず大切にしたい。また、地球温暖化などに対策し、環境にやさしい生活をしていきたいです 
今ある自然を保ちつつ、娯楽施設もつくり、災害にも強いまちにしたい。そして、鉄道や高速道路をつくって、便利に
利用できるようにしたい。食料品や生活用品を近くで買えるような場所をつくりたい。 
今から大都かいにするのは無理だと思うし、近くにある越谷はレイクタウンなどがあり盛えているので、そこにまかせ
る。吉川は、子どもの多い、スポーツや勉強の環境が整った町にしていけばいいと思う。だから、図書かんや学校や
体育かんをふやしていけばいいと思う 
今とあまり変わらないようなまちにしたいです。古い建物を新しくして使えるまで使っていき、１つ１つを大切にしていき
たいです。 
今と同じようなかんじで変わらないようなまち。病院にお金がかからないのは、中学生までではなく、学生とか、スポー
ツやってる人とかまでにしてほしい。 
今の環境を壊さないように努めたい。 
今のままでいる。将来、市長になったら、今のとても良い環境を継続していけるようにする。 
今のようなまち 
今のように環境がなく自然と触れ合える。だけど、交通や食料の心配がなくて安心安全なまち。 
今の吉川がもっと住みやすくなるようにボランティアに進んで参加したいです。そしてもっと緑を増やしたいです。 
今の吉川のいいところをのこしながら若い人が住みやすいような施設を増やし、なまりんなどの地域のキャラクターを
大切に様々な地域に吉川の良さが 1度おとずれただけで分かる町にしたい。 
今の吉川の自然なども残しつつ、空いている土地などを買い物ができるところなどに開拓をしていきたい 
今の吉川の良い所は残し、改善したいところは改善する。 
今は、たまに不べんなところがあるから、犯罪や交通事故の一切ないような町にしたいし、そのようにするには、あぶな
いものがなくなったりして、火災などもおきないような町 
今よりももっとたくさんの緑をつくり、自然豊かで地球に優しい市にしたい。また、子どもがたくさんいて、地域の人たち
皆が仲良く住める市にしたい。買い物が便利でおいしい食べ物屋があるところにしたい 
今よりももっと吉川市のあいさつ運動が行事を作って交流が深まるまちにして、ごみや公園の草むしりを地域でやって
日本一きれいなまちにしたい。 
今よりも吉川市に観光の場所や、子どもたちが安心・安全に遊べる公園を作り、人気な市にしていきたいです。そして
緑を大切にしていき、地域どうしで楽しむイベント等を開き。笑顔があふれる市にし、吉川市が有名な市になるように
いろいろな工夫をしていきたいです。 
いらない物は、なくして町の活性化のために、新しい物（タピオカなどはやりの）をどう入してボール遊びを全公園 OK
にする。 
医療、スーパー（巨大な）、保育園などの生活、病気に対して便利なまちで、もっと、住みやすい、どこにもないオリジ
ナルなスーパー？映画、など、レイクタウンのような物。とか… 
医療、福祉環境を充実していて、買い物が便利なまち 
医療・福祉が充実と、スタジアムや人工芝のグランドや体育館を増やして地震などの災害を減らす減災をしていきた
い。 
医療や福祉を身近にして、誰もが住みやすいまちをつくります。また、地球温暖化や循環型社会に取り組んでいる環
境にもやさしいまちにしていきたいです。お店などもじゅう実していて災害にも強い建物をつくるとより良いまちになる
と思います。 
色々なスポーツがさかんな町にしたいです。スポーツ施設をたくさんつくったり、他の市や県からの人がたくさん来るよ
うな建物などをつくって町を豊かにしたいです。 
いろいろなスポーツが盛んに行われ、部活動も自由にできるような町にしたい。また、吉川市だけの問題ではないけ
れど、川がきれいな町にしたい。 
色々な人が観光に来てくれるような街並みに整備したり、都内のようにおしゃれな街並みにしたい。また、子どもやお
年寄りが住みやすい、公共施設を増やしたりしたい。ショッピングモールやその他の店などを増やしたい。 
色々な人が便利なように、スーパーなどをもっと作ってほしいし、行事などが沢山あってにぎわいがある市にしたいで
す。そして、最近スマホの通知で犯罪の注意などが多いのでそこをなくしたいです。 
色々なものが便利になっていくようにしたい。 
いろんな建物があって、すぐお買い物が出来る場所。病院がとても少ないので増やしたい。公園をもっと多くしたほう
がいい。 
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いろんな人が安全に平和で暮らせるまちにしたい。いろんな人の意見を聞いて、より良いまちにしたいと思う 
いろんな人の目線に立って、高齢者だったら増路の整備などのことを考えたり、緑を多くしたいと思った。子供にも高
齢者にも楽しめる生活がおくれるのかを考えて、豊かなまちにできるようにしたいと思った。 
飲食店をふやしたい。 
ウーバーイーツをやる。 
上で丸を付けたものに取り組み、市民が住みやすい市にしたい。 
運動場を増やしていく。自分は野球が好きなので、野球場を建てる学校では週に１回、４時間授業にする。お店の中
にある商品を全部５００円以下にする。夏休みや冬休みはほとんど宿題を減らしていき、思い出を増やしていく。 
運動に力をいれたい。スマホを使う人が増え、遊びの主がゲームになっていて、全然運動をしていない人がいるから 
映画館や、ショッピングモールなどを作って、みんなが買いやすいようにしたい。また、道路などを整え、ゴミなどがお
ちていないようにする。 
映画館をつくって、レイクタウンや三郷のヨーカドーに行かなくても映画を見れるようにしたい。 
映画館をつくって犯罪がないまち 
駅が遠いのでおあしすの近くに駅をつくりたい。外灯を多くする。 
駅の周辺に大きな建物・施設等を作りたい。 
おいしいものを、いろんなところに集めて、おいしいものを、いつでも食べられるようにする。公園を少し増やして、子
供がたくさんあそべるようにする 
大型ショッピングセンターをつくるなど、便利なまちにしたい 
大型ショッピングモールや、娯楽施設や広い体育館などが少ないからその３つの施設が１つでも多く増えて、誰でも
便利に使えるような町にしたい。 
大がたスーパーやショッピングモールを吉川によんで、買い物が便利で、税金を安くて、人がいっぱいくるようなまち
にしたいです 
大きなショッピングモール（スタバ、３１アイスクリーム、タピオカ店など）をつくってほしい。（越谷市のレイクタウンみた
いな）→越谷レイクタウンまでいくのがめんどくさいし、とおいから。 
おとしよりから子供まで、安全で住みやすい町にしたい 
お年寄りにも優しいまち。宿題なし、校庭を広くする。いろんなスポーツができるようにする。湖がほしい。 
大人から子どもまで吉川に住んでて、快適に暮らせるようにしたいです。また、ショッピングモールなど、少し大きな建
物を作って、中・高生が遊ぶとき、行きやすい所があったら、電車を使って遠くまですまなくていいのかなと思いました 
大人たちだけで、全てを決めるのではなく、学生たちの意見も聞いて、吉川市に住む人全員が幸せに暮らせるように
したい。 
大人の意見だけでなく、子どもの意見を聞いて改ぜんできるものはしてみたい。自分はもう少し走りやすい場所などを
学校の近くにつくりたい。たとえば、やねがあって雨でも走れる場所、だれでもつかえる設備の整ったタータンででき
ているトラックなどがあったらいい。 
大人や子供など皆が楽しめる施設を作りたいです。公園も沢山吉川にはありますが、ワンダーランドなどの施設があ
まりないため、その施設を増やした方が良いのではないかと思いました。 
お店などを増やし、かっきのあるまちにしたい 
お店や公園を多くしたい 
お店を増やして(取組み)、みんなが豊かに暮らせる平和なまちにしたい 
お店を増やす。道路をきれいにする。 
音楽関係の施設をつくり 1人でも明るく笑顔で元気な町にしたい。吉川市でどこにいる人でも参加できるスポーツ大
会をつくって、人と人との交流をもっと深くしていきたい。 
外国や吉川市以外から観光客がきたり、色んな建物があるまち。 
改善して住みやすいまちにする。 
快適で買い物が便利で職場の距離が近くて犯罪や緑や水辺などが豊かな自然環境の取組をして良いまちにしたい
です。 
快適で安らぎのある住環境の良いまちにするために、吉川の人みんなで協力して快適な環境をつくれるようにした
い。 
快適で安らぎがあり、食料品や生活品などの買い物がとても便利で商業施設や娯楽施設などの賑わいもあり、子育
て、教育環境が充実していて医療、福祉環境が充実している。道路や公園などが整備されている。地球温暖化対策
や循環型社会に対応した環境にやさしい街にしたい。 
快適で安らぎのある住環境の良いまちになるように取り組みたいです。また、同時に地球温暖化対策もやっていきた
いです。 
快適で安らぎのある住みやすいまち。 
快適に暮らしやすい。 
快適に住めるまち。ゴミなどが道におちたりしていないきれいなまちにしたいです 
快適の暮らしで住環境の良いまちで、食料品や生活用品などが便利で、観光資源のある人々の交流が盛んなまち。
観光物、食べ物を増やしていきたい。 
街灯を増やして、夜の道を明るくすること。学校は５時間授業で給食は必ず出るようにしたい。食品などの値段を安く
して、お年寄りが住みやすい環境をつくりたい。 
かくれられるような暗い道があると危ないのでもっと道路を整備して街灯を増やして危険のないようにしたい 
学校なくす 
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学校にいる時間を減らし、宿題もなくして、子供たちが自由に生きられるようにする。夏休みや春休みを長くして、その
季節を楽しめるようにする。政府から毎月決まった額を資金される。 
学校のかいそうやショッピングモールを建てて、吉川をにぎわいのある町にしたい。老人ホームを少しへらし、そこに
身寄りのない子供のための「子供ホーム」をけんせつしたい 
学校は４時間でテストは１か月に１回とか。休み時間を２０分か１５分にする。そうすればみんなストレスとかあると思うか
ら少しは休ませる。 
川にはさまれているので、大雨が降ったときでも安心できる堤防があればいいと思いました。自然災害が起きても安
心できるまちになればいいと思います。 
環境整備などに取り組み、きれいなまちにしたい。 
環境に配慮しつつ、若い人が楽しむことができ、年配の人が暮らしやすいようなまちにしたい。また、きちんと整備さ
れ、美しいといわれるような街並みにしたい。 
環境破壊が進んでいて、吉川市の未来だけでなく、日本の、世界の未来さえも危うい状況なので、緑を増やし中川を
元のキレイな川に戻したいです。そして、自然環境が豊かで空気が澄み、生き物とも共存していけるようなまちにした
いです 
環境保全に取り組み、誰もが住みやすいまち。 
環境問題ゼロになるまち。 
環境を守り、みんなが笑える市にしたい。 
環境をよくし、他の県などがくるような観こうスポット作りたいです。あと、アパートやコンビニなどを置き、いつでも物が
買いに行けるようにしたいです 
観光業に力を入れて「吉川に行きたい」と思えるようなまちにしたい。また、市民の意見を聞き、増やしてほしいものや
なくしてほしいものなどのアンケートをとって、快適で幼い子供から高齢者の方まで過ごしやすいまちにしたい。 
観光資源がある人々の交流がさかんなまちにするために、田園風景を守りながらも、温泉や、子どもが、自然にあそ
べる公園をつくりたい。また、最近は野球ができる公園やグラウンドが減りつつあるので、そのような施設をつくってい
きたい 
観光資源をつくって賑わいのあるまちにしたい 
観光資源を増やして道路やいろいろな所を少しきれいにしていきたい。ショッピングモールを作り他の市から来る人を
増やしたい。 
観光資源を見つけ、それを活かしてたくさんの人が来るまちにしたいです。そのために、交通手段を便利になるように
して、来やすいようにします。 
観光スポットを多くして、にぎわっている街 
観光地を使ってにぎやかな町にする。また町の人がボランティアなどに積極的に参加する町にしたい。 
観光できる所をつくる。今のままを保つ。お祭りの範囲を広げる。 
観光で来れるようなまちにしたい。 
観光などにいい市にしたい。テレビかニュースにのるぐらいになってほしい。あとは店をもう少し増やしてほしい。映画
館かある町にもしたい。 
観光の場所を増やしたい 
完全に「都会」っぽくするのではなく、木々や田んぼなどのある自然豊かなまちにしたい。吉川はこれ！といった代表
するものがなく、普通で何の特徴もないため、特徴のあるまちにしていきたいと思った。自転車だけでどこにでも行け
る、吉川の風景を生かした建物をつくることもいいと感じた。 
頑張って都会みたいなビルをたくさんつくる。 
木などの植物を栽培し植物が多く空気がきれいになるようにする。道に落ちているゴミをなくしきれいな町にしたいで
す 
木などを植え、緑豊かな町にしたい。 
木などを植えたりして、もっと、緑を多くしたい。空気の良くて、気持ちよくて、住みやすい場所にしたい。 
義務教育をなくし、学校をなくし、全て公園にして公園と家とお店しかないまちにする。全学校の定期テストをなくし、
毎授業の最近に１０問くらいの小テストをやり、成績は小テストと授業態度で決める。 
行事を増やして、若い人が多くいるまちにしたい。ところどころ不便だと思うこともあるため、誰にとっても過ごしやすい
まちづくりをしたい 
きよみ野以外のバスの通りをよくします。１時間に１本とかだと、逃したら終わりですし、自転車を乗れない高齢者の方
などのことを考えて取り組みます。 
きれいで、みんなが喜び楽しく安全な町 
キレイで緑ゆたかな町づくり・すみやすい町づくり。大きな体育館などをつくり、運動不足をかいしょうなどにつなげた
い 
きれいな田園風景で、のどかなまちは残したいです。 
きれいなまち 
きれいな町、いったいかんのある町 
キレイな町にする 
木をたくさん植えて、公園もたくさん作って、用水路の水もきれいにして、ゴミがおちていない町にしたい 
近所の人たちがみんな仲良くしてみんなで協力できる町にして、イベントがたくさんある町にしたい。また、おとしよりも
小さい子供もみんなが集まれるような所をつくって色々遊んで仲良くしたい 
近未来てきなまちにしたい 
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近所の人や地域の人とみんなが仲よくしたりできるようなまち。自然が残っていて、生物がいきていけるようにする取り
組み。再生可能エネルギーを活用して、太陽光発電などを効率よくつくって地球温暖化対策をしっかりととりくむ。花
火大会などをひらいて、みんなが楽しめるようにする！！ 
暮らしやすい環境にしたい。 
暮らしやすいまち。 
車を使わなくても、歩いていろいろな用が済むところ。ビルがたくさんあるところ。住みやすいところ。 
芸術などの吉川市にしたい。 
ゲーセン、映画館を作る。飲食店を作る。 
現在の吉川市にあるような田や畑を守り緑を残しつつ、もっと若者向けなお店をふやしたい。そして、小さな子どもか
らお年寄りまで、幅ひろい年れいの人たちが住みやすいと思う吉川市にしたい 
現在は、どんどん工場などが増え田畑が減っているので、緑の自然がいっぱいで環境の良いまちにしたいです。ま
た、道路や公園など市民が使う場所がきれいだと人口も増えるのではないかと思いました。 
公園がきたないのでキレイにします。また、吉川駅ももう少しキレイにすると思います。そしてみんなが吉川市に住みた
いとおもえるような町にしたいです。 
公園などの緑を増やして自然豊かなまちにするという取り組みなどを行い、子供も楽しめるような遊具を作り、お年寄
りの人たちにも優しくできるバリアフリーを取り入れたまちにし、たくさんの人たちが住みやすいと思えるようなまちにし
たい。 
公園の整備や、道路の整備、そして、田園などへの保全、保護を重視したい 
公園の整備やスポーツ施設を造り、もっとスポーツや運動を盛んにする。また、住宅街を美しくしたりして他の市の人
たちが住みたいなと思うようなまちにしたい 
公園の遊具などが安全に使えるようにし、緑や水辺が豊かな自然がたくさんの街並みにしたいです。 
公園の遊具をふやしたり学校とかにグラウンドに暗くても運動ができるようにライトをつける 
公園を整備して、子どもたちが遊びやすい環境にする。信号機を増やして事故を減らすようにする。歩道と自転車を
通る道を分けて安全に通行できるようにする。地域のつながりを深い市にする。 
公園を中川の方に作る、ビルやデパートなどを作り、自然もじゅうじつした町をつくる。にぎやかな町なみを作り楽しく
安全に笑顔でいっぱいのよい町にする。 
硬式も打てるバッティングセンターを作る。東京ドームのような球場を作りたい。 
交通アクセスが便利で、住んでいる人々が不便だと感じる事がないようなまちにしたいです。 
交通安全や犯罪防止。 
交通が整備されたまちにしたい。すぐ近くにレイクタウンやららぽーとがあるけど、駅までがすごく遠い地域もあり、そう
いうところほどバスの本数も少ない。周りに色んなものがあり、いい場所にあるからこそそういったことをしたい。 
交通事故がないように安全に生活できる環境にしたい。空家とかを管理されていてきれいに保っていけるようにした
い。 
交通事故や犯罪がなくなり、自然ゆたかな市にしていきたい 
交通事故をなくすために道路をきれいにして、でこぼこのない平らな道を作っていきたい。そして、緑のまちを作りた
い。 
交通整備をしたり、ラクガキをなくしたりするために、工事をしたり、ラクガキをさせないように呼びかけや見守りをしたり
する。また、木や緑をふやすためにいっぱいそだてる(これからも吉川市をもっとよいまちにできるようにがんばってく
ださい。おうえんしてます！) 
交通に便利なのでもっと観光のできる場所や特産品を売ったりして人が増える観光地にしたい。 
交通面をもっと便利にし、市民のみんなが最適に暮らせる町 
交通網も発達しているので大型のショッピングモールや娯楽施設などを造り、観光業に力を入れる。そして、観光に
来た人々が安心できるように道路の整備や植林などをしてきれいな町にする 
交流が盛んなまちにする。スポーツが充実したまち。公園など整備する。また、快適なまちにする。そこらへんにごみ
を捨てないできれいなまちにする。 
高齢化が進んでいるから、スロープなどを増やしたり、バスのほんすうを増やしたり、子供が遊びやすい環境を残して
いけるようにしたい。 
高齢化社会になっていくので、老人が住みやすいまちにしたい。足などが不自由な人がいるので、バスなどの交通を
便利にしたり、みんなが安心できるように空き家などの管理を頑張りたい。また、学校の古い部分のリフォームや公園
などの整理など違う県から来た人たちに「ここは良いまちだな」と思うまちにしたい。そして、災害などが増えていくの
で、市をあげた避難訓練などを活発にやりたい。みんなが安心し、快適に過ごせるまちにしたい。 
高齢者と子どもが便利にくらせるまち 
国民全員の意見を聞いて、よりよく住めるような環境にしていきたいです。 
こしがやにレイクタウンがあるので、吉川にもレイクタウンみたいな大きいショッピングモールをたてて、みんながべんり
に使えるまちにしたい。 
子育て、教育環境、あそべる場所などの子育てのしやすい町にしていきたいと思います。少子高齢化の問題もあるの
で、住みやすい、子育てをしやすいを共存させる町を目指していきたいです。 
子育てがしやすい環境、住みやすい環境 
子育てがしやすく豊かで快適で安心できるまち。 
子育て支援や保育所の空きを待っている子どもを減らす。市役所や学校など新しく建てられた建物が増えてきている
ため、以前からある栄小や中央中、南中などの学校をきれいにする取り組み。 
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子育てや教育がしっかりした吉川にしたい。通学にも便利にするために、道路の整備などもしたい。学校をきれいにし
たり、エアコンをつけて生徒が生活しやすい環境にしたい。川が近いから、地震や水害につよい吉川にしたいです 
子供、大人、高齢者、どの年代にもあった住みやすい環境の吉川市、子供達がおもいっきり遊べる場所をつくりたい 
子供～高齢者が安全に、安心してくらせる町。 
子どもが遊べる場所を増やしたり、小さい子でも安全にすごせる市にして、子どもたちがたくさんいるようにしたい。 
子どもが住みやすい街で、もっと公園に遊具を増やしたり、有料公園や、子どもの好きそうなゲーム施設を作ったり、
もっと体を動かして楽しいと思えるものをおきたいです。カブトムシがとれるような森や、釣りのできる静流をつくれるな
らつくりたいです。飲食店などの商業施設もバラエティー豊かにおきたいです。 
子供がのびのびと遊べるような整備された公園を作ったり、スポーツ施設を充実させて、子供からお年寄りまで、みん
なが健康で元気でいられるような環境のまちにしたいです 
子供から大人まで全ての人がくらしやすい、生活しやすい市にしたい 
子供から高齢者までが住みやすいまちをつくりたい。様々な充実した施設がたくさんあるまち。今ある自然をもっと大
切にするまち。みんなが住みたいと思うまちにしたい。 
子ども達が過ごしやすいよう、道路を整備したり公園を点検する。老人も住みやすいようにベンチを用意したり、散歩
コースなど車が来ないところを作る。そして買い物が便利になるよう市の真ん中にショッピングモールなどの大型施設
を造り、過ごしやすい町にしたい。 
子どもたちが住みやすい公園や道路が整備されていて犯罪などがない安全で安心できる住み続けられる町にしてい
きたいなと思いました。また、主婦の方などが手軽に行ける買い物ができる所をつくりたいなと思いました。 
子どもたちが楽しくあそべたり、人が交流できる所や、観光客があふれてる町 
子供達が楽しめるために、公園があって公園のトイレがキレイにしたい。また、越谷市の越谷レイクタウンの近くにある
ような人工的な湖みたいなのを吉川にも作りたい。美南のように家をキレイな並びにして、家を出ても、安全で、家を
出ればすぐ、近所の人にあえるようにしたい 
子供たちとたくさんふれあったりしてみんなと楽しくしていきたいので僕は、ホームレスをすくなくしていきたいです。 
子供でも大人でも遊べるような体験施設や、大型ショッピングモールなどを充実させたい。そして、公共交通も充実さ
せ、気軽に子連れが来れるような市を作りたい。 
子どもと大人の両方の意見を聞いて、子どもから大人までの誰もが吉川市は住みやすいと思い、吉川市に初めて来
た人もこの場所はいいな～と思ってもらえるまち 
子どもの安全を守るため、なるべく影をつくらないように町をつくる明りを増やす。 
子どもの才能を活せさせられるスポーツ施設を作り、自然豊かで、明るく、優しい人たちが多い町。 
ご年配の方や小さいお子さんをお持ちの方々でも、気軽に生活できるように、町を整備したら、緑などを増やし、地球
温暖化対策などに適した環境にやさしいまちにしたり、買い物が便利になるようにお店も増やしたいです 
このまま自然豊かな状態を保つ 
このままのまちを維持する。 
このようなアンケートなどを僕は考えることができません。このようなアンケートでいろいろなことを考えて、吉川をよくし
ようとしている姿にあこがれました。僕も、吉川に住んでてよかった。吉川にはこんな良いところがある。など自まんで
き、ほこりにおもえる市が良いと思いました。 
この吉川市をもっと快適ですごしやすい吉川市を作りたいと思っています。いろいろな人々と交流できるような吉川市
にしたいと思います。 
ゴミが多いのでもっとキレイにしてほしい。セイムスの近くの道がゴミが多くて見た目も嫌だし、めいわく。川もきたなく
て、においがひどいので、なんとかしたい。 
ゴミが落ちてないきれいな町にしたいです。 
ごみが公園などにたまにみられるので、公園の掃除や雑そうをとったりして、公園などのみんなが使う場所がきれいな
まちにしたいです。そのことによってきれいな場所が多いまちにしたい 
ごみ捨てや自然の改良をして自然豊かなまちにしたい。 
ごみのないきれいな街にしたい。 
ゴミがないきれいなまちにしたい。南側にも大きな図書館を作りたい。医療が充実したまちにしたい。公園等にもっと
楽しい遊具を作り、子どもが外で遊べるようにしたい。意見箱を市役所の所に置く。書きたい人は駅や店に紙を置い
ておくのをとる。 
ゴミ箱をところどころにおいて、ゴミの少ない町にし、田んぼのところが多いので、大きい芝生のサッカースタジアムを
作りたい。吉川市民の安全を守り、子どもたちが仲良く楽しくあそべる地域を作っていってみたい 
ごみ拾いのボランティアに取り組み、景観が美しいまちにしたい。 
ゴミ問題などの取り組みをしてキレイなまちにしたいです。 
ゴミを少なく！一ヶ月に出せるゴミの量一人、５００ｇまで 
娯楽が多いが、治安がまもられていて、地域の住民がくらしやすいまち。 
娯楽施設を多く建てる。 
娯楽施設をつくって、いろんな人が楽しめるところをつくる。道路を整備して、人が通りやすくする。犯罪を少なくする
ために、所々の危ないところに警察署を置く。 
娯楽を増やし親とかに負担のないような楽園のようなまちにしたい。観光名所も作って人が吉川に来るようなまちにも
したい。 
娯楽をふやす。 
災害時のボランティアをしていきたいです 
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災害に意識を持ち、防犯や街の改善に取り組んでいきたい。また、外からの人に興味を持ってもらえるように大きな吉
川を代表するものを作ったり、便利な施設を増やしたい。ずっと住みやすいまちでいられるように街の修復、改善にも
取り組みたい。 
災害に強い住宅を作れるように協力したり、犯罪、事故のを減らす決まりを作ったりする取り組みをし、安心できるまち
にしたい。 
災害に強い町をつくって人口の多い町にしたい。観光業がさかんで色々な国の人がいるような町にしたいです。 
災害の備えをしっかりして、災害がおきたときでも、被害を少なくできるような町にしたい 
最近は、家などの建物がたくさんたってきているので、環境のことも考えて、自然環境の良い町をつくっていきたい。
また、1回電動自転車がぬすまれてしまったので、そういう防犯対策もして、犯罪ゼロを目指していきたい。 
最近は自然環境がだんだん少なくなっているので、吉川市だけでも自然と接することができる市にしていきたい。そし
て安全面であったとしてもちゃんと管理ができていて、吉川市がニュースにのったりしないようにしたい。 
再生可能エネルギーを使うなどの地球温暖化対策に取り組みたい 
埼玉県には、観光業などの、「観光」が弱いと思ったので、いろんな国の人とも交流が出来る町になるよう、頑張りたい
と思いました。 
埼玉県には吉川市という所がある、ということを強調する 
まちを活性化させる 
桜通りを改建して川がきれいな街にしたいです 
サッカーの環境がととのって、スタジアムがあるまちにしたい。 
差別などせず、まずは第一に誰もが住みやすいと思えるようなまちにすることが一番だと思います。そのためにも住み
心地よくたもっていくには、整備や犯罪、交通事故を防いでいくことが大切だと思います。一人一人の気持ちを強く持
ち、田舎町が豊かな吉川市になっていってほしい。 
さべつのないゆたかな吉川と、かんこうできるようにしたい。りゆう：あんしんしてもらえるから。 
様々な世代の市民の人の意見を取り入れ、「これからも住み続けてくれる市」をつくっていく。また、スクールバスを使
いどの学校の生徒もほぼ同じ人数になるようにしたい。三輪野江、旭地区の田畑を使い農業とふれ合う機会をふや
し、三輪野江、旭地区の活性化を目指す。今建設途中の美南の広場(公園？)は駅にとても近く、アクセスも良いため
有効に使い観光客を増やしたい。 
市、全体をきれいにし、ポイ捨てが無くなるように、ゴミ箱を取りつけたり、診療所を増やして、徹底的に病気や感染症
など対策をする 
事故が起きそうな場所や、危険な場所の道を広くしたり、街灯を増やしたりして安全なまちにしたいです。また、川など
をきれいにして環境をよくしたいです。治安をよくして、住みやすい場所にしたいです。 
事故がないように道路を補修する。 
仕事をしっかりやって空いた時間で学校や保育園にいってみんなとふれあい、便利なまちにしていきこうしてほしいと
いらいがきたらすぐになおして、近くの人となかよくなり、いい町にしていきたい 
自然がある豊かなまちにしたいです。正直そのためには何をしたらいいのかはまったくわかりませんがその分必死に
色んなこともやりたいと思っています。 
しぜんがいっぱーいなところで、とかいからかえるとほっとするところにしたい！！ 
しぜんが多いまち 
自然が多いまち 
自然が多くて、交通事故が少ない吉川市にしていきたいなと思います。なので、防犯教室などを開いたらいいと思い
ます。 
自然がきれいですみやすくて、安全な吉川にしたい。世界から人々が訪れる。観光できる場所。名物がなまずじゃな
い 
自然がきれいな町にしたい 
自然がたくさんあり、工場などのガスをへらしていきたいです。さらにはスーパーなどを増やし、らくに買い物できるよう
にしたいです。 
自然がたくさんあり、道路も整備された美しいまち 
自然がたくさん残る、人と自然が共生する町にしたい。 
自然がとても豊かで、子育て、教育環境、医療、福祉環境が充実したまちにし、交通アクセスが便利なまちにしていき
たい。そして、子どもたちが安心・安全に登校・下校できるようにしたいと思います。 
自然が豊かで、家がおしゃれな街にして観光客を増やしたい。全体的に建物の色が暗めなイメージがあるから、少し
明るめな建物を建て雰囲気をよくする。越谷レイクタウンみたいな建物を公園と引き換えにつくる。街灯が少ない所が
あるから、街灯を増やし危険を減らす。電線を地に埋める。 
自然が豊かで、住んでいる人たちが便利になるようにしたい。 
自然が豊かで文化を尊重し、人々が安全に暮らせるまち。 
自然環境が守れ、きれいな街並みが美しい場所にしたいです。 
自然環境が良いまちにしていきたいです。２０年後がどうかは分からないけれど今と同じようにごみが落ちていたり、か
べなどがきたなかったりするとみんなの気持ちも下がるし、他の町に行ってしまうから、住んでいるみんながこの町が
いいなと思える風にしたいです。 
自然環境のいいまちづくり。交通環境などがしっかりとしたまちづくり 
しぜんかんきょうのことやこうつうせいびのことを考えている人になってほしいです。そしてこうれい者がふえたときにど
うするかとか吉川市民の事を考えている人になってほしいです。 



51 

自然環境の良いまちにするように水辺をふやしたりする。 
自然環境の良い街をつくりたいです。緑がたくさんあり、公園で遊べるようなきれいな所をもっともっと増やしていきた
いです。 
自然環境を保持しつつ、道路や土地の整備もして、環境と暮らしやすさが両立したまちにしたい。空き家もしっかり管
理したい。あとは地震などの災害にも強く、多くの人が笑顔であり続ける町にしたい。 
自然環境をもっとよくして、道路整備などをして、自然と共存できるまちにしたい。 
自然環境を良くし、緑が多いまちにしたい。また、人々から好かれるまちにしたい 
自然環境をよくするためにゴミなどを少なくしたりポイ捨てなどをなくしてきれいなまちにして吉川に住みたいようにす
る 
自然公園を作る。「なまずの町」「川の町」「田んぼ」などで市は PR しているが、野生のなまずを見たことがないし、き
れいな川を見たことがない。美南駅の奥の方の開発で田んぼを無くすという話もある。もっと川を、自然を近くで感じら
れるようにしたい。イメージは尾瀬ヶ原。池の上のさん橋とか作りたい。一つの生態系をつくりたい。絶滅危ぐ種も。道
の駅計画の中に入れてみたらどうですか 
自然災害が少なくなるように、中川のはんらんを防ぐための取り組みをしたり、犯罪被害が少なくなるような取り組みを
したいです。みんなが笑顔で、毎日快適に過ごせるようなまちにしたいです。 
市全体が魅力的になれるように問４で丸を付けた部分に力を入れてよりすごしやすい市にする。 
自然と共存している町にしたいです。荒れた人のいない町。ネット環境のいい町 
自然に優しい、皆が安全に暮らせるまちにしたい。 
自然の環境の改善 遊べる場所の確保 病院の整備 
自然の風景を守っていきたい。道や公園の整備。 
自然保全・近代化。 
自然豊かで子どもや大人が住みやすい町 
自然豊かな緑が多いまちにしたいので、木をたくさん植えたり、花を栽培したりして、緑を増やしたいです。それを保
つためにボランティアを募って、地域の方々と一緒に豊かなまちを作っていきたいです 
自然を中心とした町づくりをする。ほかにも子育てなどが充実できる様に公園などをふやしたい。自然が多いので再
生可能エネルギーがつくりやすいと考えられた。花火大会があると良い。 
自然をなるべく残し、かつ人間が住みやすい環境にしていきたい。 
自然を残した、「花鳥風月」という言葉が似合うような町にしていきたい。また、祭りなどのイベントには可及的協力し
て、誰もが楽しく、心やすらぐ町にしていきたい。そして、市民の声には耳を傾けて、不満を生み出さないよう尽力す
る。 
自然を残しつつも、公園など、小さい子でも気軽に楽しめる場所を作り、冬は暗くなるのが早く、親にも心配かかって
しまうと思うので、暗い道には明かりを置き、パトロールなど見回りをボランティアなどで集めて、安心安全な吉川市に
したいです 
自然を残して快適に暮らし自由な市にしたい。子育てや教育のしやすい市がいい。 
自然を残す取り組みをし、環境をキレイに保ち、誰が見てもいい町だなと思う町にしたいです。 
自然を守り、災害にもつよくしていきたいです。また、交通事故が起こらないように道路などを整備していきたいです。
このように、1人 1人残らずこまらないように、取り組めると良いと思いました。 
市長になったら市内を歩きに行ってどこを改善したほうがいいとか、色々なものを見て回ってみたい 
市長になる気はないです。 
市長になる前に安定した職に就き、市民の意見を取り入れる動きをする。また、○○権などの年齢の幅を広げ、よりよ
くしていきたい。 
しっかり市民のことを考え、安心・安全でにぎわいのあるまちにしたい。イベントをたくさん開催する。 
しっかりとした道路の整備。田園風景を残しつつ生活に便利な市。 
市内のあらゆるところにゴミ箱を置いたり、清掃活動などを充実させて、市内の環境を整えたい（道に落ちているゴミを
無くしたい）です。また、小、中学校での給食の食べ残しを無くす活動を行ってみたいです。 
市内で開発が進んでいる所といない所の差をなくしたい。(吉川美南駅周辺と中曽根など)そして、水害や地震・火災
や犯罪に強い安心・安全なまちにしたい。住むうえで必要な子育てや医療などの環境が充実したところは残して住み
やすいまちにしたい 
市内の格差をなくし。安全性が高い町 
市内の格差をなくす 
市のみんなにどこをなおしてほしいかをアンケートしてそこをなおしながら東中のまわりのバスの時間を調節しながら
犯罪などをなくしていけるようにして、市民のつながりの場をつくり吉川市はすみやすいとアピールをしながらものどか
な市を残していけるようにしていきたい 
市の路地のごみをなくして、地球温暖化対策をとる。だれもがきれいとみとめる市 
自分が 20年後の将来に吉川市長になったら、まず子供たちが遊べるワンダーランドのような施設をつくる。もう一つ
は、地域の人達ともっと交流ができるようなイベントを増やしていきたい。医療や福祉が充実したまちにもしたい。 
自分が市長になったら、映画館などを建てて大人や子供が楽しく遊べるような町にしたいと思いました 
自分がミニバスケットボールをやっていたときにスポーツせつびに力が入っていないと思ったので、そういうところに力
をいれてとりくんでいき、子供たちがスポーツをたくさんして大人になっても続けていくようなまちにしたい。 
自分だけじゃなく、吉川市みんなが住みやすいような吉川市にしたい。東京などはさいきん緑が少ないのでもっと緑
をふやしたい 
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自分がもし吉川市長になったら、観光資源を作る取り組みをし、他県の人々などと交流し、にぎやかになるまちにした
い。なぜなら、今の現状の吉川は、観光スポットなどがとても少ないため。なので、吉川の自然を生かし、観光所を作り
たい。そして、きれいなまちにするために、ごみなど拾う習慣をつけたい。 
自分でできる事で、周りの人の手助けや声かけなどをやっていきたい。市長になったらトラックの上にのってマイクで
色々はなす！自然豊かな上内川にしていきたいです！ 
自分はスポーツが好きなので、スポーツ施設や公園を増やしたい。もし、災害が起きた時に氾濫に強い町。医療や高
齢者たちが住みやすい町にしたい。 
市民が安心して外出できるように道の段差をなくしたりすると、安心して歩いたりできるなと感じました。また、お年寄り
などが増えた場合、公共交通が充実すると、移動などが楽になると感じました。犯罪や事件事故もなくなれば、安全
に生活することができると思いました。 
市民が改善してほしいところをできるだけ改善して、皆が安心して生活できるようにする。緑を増やして自然環境を良
くする。子どもからお年寄りの方の事を考えて住みやすいまちにする 
市民が住みやすいように、道を整備したり、買い物が遠くへ行かずともｄけいるような町にする。また、安心して住める
よう犯罪などが起きないような町にしたい。他にも、市民の意見を活かした町にしたいと思う。 
市民から見てここに居るうえでどのような事が足りず不便なのか客観的に見て誰もが人生の中で楽しめる毎日を作っ
ていきたい 
市民全員が安心、安全で過ごすことができるように市をつくりたいです。観光名所をつくって地域をかっせいかさせ
る。食料品などちょうたつしやすいショッピングモールなどをつくる。自然環境を整備したいです。 
市民全員が快適で安全安心してくらせるように、あいさつ活動をする。また、自然災害に強い建設をする 
市民たちが住みやすい環境にしたい。自然が多いまちにする。 
市民と関わりの深い行事にたくさん参加し、仲良くなる。そして吉川市の皆が仲の良い明るいまちにしたい。 
市民とともに作っていくまちにしたいです。例えば、意見を聞くために、年に一回アンケート用紙を配布し、記入しても
らう。実践できそうなことからやっていく。又、地域との関わりを深めるためにイベントを開催する。又、老人ホームや病
院ももう少し増やしていきたい。市民の声に耳をかたむけ、安心して暮らせるまちをつくっていきたいです！！ 
市民との交流(特に小中学生)で、仲良くなりたい。市内を時々巡回して、その地域のイベントにたくさん参加したい 
市民に意見を聞き、笑顔のたえない町にしたいです。また、顔を見合わせたらあいさつするなど、市民どうしの仲が良
い町にしたいです。 
市民に直してほしいところや住みやすいところなどより、吉川市がいいところがひろめて、もっと賑わいのある便利な町
にしたいと思います。 
市民の安全を第一に考え、それにともなった住環境をととのえる取り組みをし、自然災害に強いまちにしたいです。 
市民の意見に耳をかたむけ、全員でよりよい市にしていきたい。住みやすく、落ち着ける場所になるようにしたい。災
害も少なく、安心できるような市や、事件・事故の少ない市にしたい 
市民の意見を聞き入れてみんなが安心して環境のいいまちを作っていきたいです。上の項目にもあるように犯罪や交
通事故のない安全・安心なまちが作れたらいいなと思います。 
市民の意見をしっかり聞き、子供達を中心に様々な補助ができるようにする。 
市民の意見を取り入れ、もっと住みやすい環境にしていきたいと思います。 
市民の意見をよく取り入れて、美化活動やスポーツなどに力を入れていきたい。 
市民の今の声を聞きよい環境を築きたいです。 
市民の笑顔であふれる、たのしくて、住みやすいまちにしたい 
市民の改善してほしい事を聞きまず、安心安全に暮らせるいいまちにしたい。そして、みんなが安心して暮らせるよう
に犯罪のないまちにしたい 
市民の方々の交流を目的としたイベントをさらに増やしたい。今現在でもなまずの里マラソン、ロックフェス、ジャズフェ
ス、八坂まつりなどイベントはたくさんあるが、もっと増やして市民の方々同士のつながりを増やしたい。 
市民の方々の声をしっかりと聞き、不満のない、快適なまちにしたい。ここに来れば、誰でも楽しめるように、バリアフリ
ーな施設をたくさん建てたい。 
市民の交流を増やすために、イベントや行事をたくさん開催したり、環境をより良くするために、ゴミ拾いや川の清掃、
ざっそう抜きなどを取り組み、きれいで盛り上がりのある町にしたい。 
市民の声に耳をかたむけ、１つ１つ丁寧に対応していき、市民がよりよく生活できるように努力する。そして、危ないと
ころは整備し、誰もが安全・安心のくらしができるようにしていきたい 
市民の声を聞いて改善したりしたい。（一部の声だけじゃなく、全体的に） 
市民の話を聞いてダメなところを直してみんながすごしやすい市にする。道路がガタガタしているところが多いので、
できるだけ多く直して安全に移動できるようにする。 
市民の話をちゃんと聞き、昔からの伝統を守ったまち。自然豊かな、ゴミのポイすでがないきれいなまち。 
市民の人が安全に、楽しく暮らせるまち 
市民の人が充実した生活を送れるようにする。 
市民の人々がより暮らしやすく、商業施設を増やし、物ぞろえがよいまちにしたいです。また、子供や高齢者の方々
がより安全に暮らせるまちにしたいです。 
市民の要望にこたえて、市民が、快適にくらせるまち。 
市役所で働いている人やお金の見直しをして、吉川市民が楽しく、住み続けたいと思うような所にお金を使う。学校で
の教育方法を見直すなどをする。 
住居の増築、公園の拡大。 
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住宅地から歩いてすぐにバス停があって他の県や市と気楽に行き来ができるようにする。また、地区ごとの行事が市
全体でその年代でも参加することができる行事をつくり、近所との関係を深いものにできるようにする。 
住民たちが楽しく暮らせるまちにする。 
住民同士が関わり合い、親しくなれるまち。 
住民の意見を聞いて、その意見を生かして、市の政治をする。また、月に１回吉川市に住んでいる人にアンケートをし
て、意見をたくさん集める。そして吉川市をみんなが協力できる良いまちにする。 
住民の意見を大切にできる町にしたいです。そのために、学校や会社に行き住民の意見を直接聞いたりして、建物
の改善をしたりしたいです。また、吉川は交通の便は良いですが、市内に有名な建物がないので、有名になる建物を
建てたいです。他にも、吉川に”なまず”以外の有名な食べ物を作りたいと思いました。（このアンケートで吉川がよりよ
い市になることを願っています） 
住民の意見を取り入れ、良い所は続け、悪い所は改善する。住民の意見以外にも、自分の足で、吉川市内をパトロー
ルし、良い所・悪い所を探し、より良い吉川市にしたい。 
住民みんなが住みやすく誰もがいいまちだなと思えるようにしたいです。子どもから大人まで楽しめる工夫をしたいで
す。 
宿題をなくして４時間授業で１か月に１回テストがある。みんなの給料を倍にする。夏休み２週間。消費税なし。ボラン
ティアに積極的に参加する。 
障がいのある方たちが働ける場所を作り、地域の人と関わることができるよう図書館などの公共施設に職場を作ること
に取り組む。また、道路、公園などをきれいにして、子どもたちが遊びやすくて、住みやすいまちにしたい。そして犯罪
の少ないまちにするために防犯カメラをつける。 
小学校や中学校の人たちが困らなく、医療や福しなどもあり、子供が困らなく、お年しよりも楽に過ごせるような町 
上記のことを多く実行できるような市長になりたいです。 
小中学生の通学路を常に安全にし、けがなどがないよう笑顔あふれるまち 
将来は、完全自動運転水素バスを追加して、吉川駅のロータリーを吉川美南駅以上にリニューアルしていきたいで
す。中川の土手の補強して、大雨でもはんらんしない中川にしてほしいです 
食料品がすぐにかえるようになる町にしていきたいです 
食料品や生活用品などをそろえやすくてくらしよいまちにしたい 
ショッピングモールなどの娯楽施設を建設して、経済が豊かな、便利なまちにしたい。 
ショッピングモールを増やし、子連れの方にとって、優しい価格のものをうりたい。本屋や図書館をふやし、読書が大
好きな勉学に興味をもってくれる子供をふやしたい。東京が近い利点を生かし、住宅環境をさらに充実させたい。田
畑を残して、緑を残したい。病床数をふやしたい。緑あふれ、子供が活発にあそべる豊かなまち 
市をエリアのように区切り、地面がレンガなどできていたり、屋根の色をすこしカラフルににするオシャレなエリアと、都
会のようなエリア、自然な風景が見られるエリアなどに分けたり、そして住みやすいような町にしたいです。スポーツ施
設や、人がもっと遊べるような施設をつくりたいです。 
市を発展させることも大事だけど、吉川の自然豊かなまち並みも守っていき、子どもが安心して外で遊んだりできるよ
うな市にしたい 
人口がふえるように、吉川のよい所を見つけて、人口がふえても自然環境がのこっているような自然環境がある環境
にやさしいまちにしたい。 
信号無視やポイ捨てをなくすなどして、当たり前のことを当たり前にできて、高齢者や障がいをもつ人に気をつかえる
ようなまち。 
信号を増やしたい。大きな公園を作りたい。学校は４時間授業、部活１時間だけ。もう少し風景を美しくしたい。土曜授
業は公開日だけ。宿題は１日２コマまで。色々な人とふれあえるようにしたい。 
神社を立て直してかんこうスポットを増やす、おさいせんやお守りを買ってくれたお金を市でつかう、桜通りの桜をタイ
トアップしてきれいにする、桜通りやえきはごみが多いからボランティアのじいちゃんたちにお願いしてひろってもらう、
トイレをリフォーム、三輪野江の方に小さいほけん場をつくる、川の堤防を高くする 
水害や地震、火災などの災害に強いまち 
水害や地震、火災などの災害に強いまちにしたい。買い物に便利な町、住みやすいまちにしたい。 
水害や地震、火災などの災害に強いまちや犯罪や交通事故のない安心・安全なまちにしたい 
水害や地震などのときも安心して逃げられる逃なん所や街並み景観美しくすることに取り組み、犯罪や交通事故のな
い快適で安らぎのある住環境がよく安心なまち 
水族館とかをつくる 
スーパーを増やす。吉南から高校までスクールバスを走らせる。黄色いバスをもっと走らせる（本数を増やす）。 
過ごしやすくてきれいなまち。自然を大切にできるまち（豊か）。 
ずっと住み続けられる、吉川をつくるために、ちゃんと災害にそなえた強いまちをつくりたいです。そして、スーパーな
どをより充実させて、子育てしやすい環境をつくりたいです。今困っている、Wi-Fi環境もなおしたい。 
素晴らしいまちにしたいです。 
全ての住人が住みやすく、交通がよく、環境にやさしい町にしたいです。 
全ての人が暮らしやすく、医療が充実したまちにしたいです。田園風景が守られるように、市内の緑を守っていきたい
です。また、キケンな場所がないように、道路や公園、小中学校の整備に取り組みたいと思います。誰もが快適に暮ら
せるまちにしたいです。 
すべての人々が便利に暮らせるように、スーパーなどをできるだけ町の中心につくりたいです。また、気をやすめるこ
とができるところがたくさんある吉川市にしたいです。 
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全ての人々が暮らしやすくて、安全で買い物するところが近くにあるまち 
スポーツができる公園、もっと広くて大きな公園でサッカーをしたいからもし２０年後にも大きな公園がなかったら大きく
てサッカーができる公園を作る。 
スポーツかんけいの場所がふえてほしいです。 
スポーツ関連にいろいろと取り組み、楽しいまちにしていきたい。 
スポーツ施設が充実したまち。施設が充実したまち。学校のルールを変えたい。 
スポーツ施設が充実したまちにしたい 
スポーツ施設がたくさんあって、犯罪もなく、自然で豊かな町にしたい。ゴミのポイ捨てをしないなどのことをポスター
にして、町中にはってポイ捨てをなくす。スポーツ施設が吉川市は少ないので、お金などをたくさん出してスポーツ施
設をたくさんあっていろいろな人がスポーツをしている町にしたい。 
スポーツ施設など、工夫して多くし、広げていきたい。また、東側と南側ですこし差があるので、両方ともゆたかにすれ
ば、文化や芸術など、さまざまな工夫ができるようにする。大きなショッピングモールなどを作る。 
スポーツ施設や、公園がきれいで、観光に来た人たちが楽しかったで印象にのこる吉川市にしたい 
スポーツ施設を充実させ、自然環境の良い町にしたい。安全で健康的な町にしたい。 
スポーツ施設をたくさん作ったり、学校を広くしたりして、小学生や中学生を文武両道にしたい。有名人をはいしゅつ
したい。大きいプールや、大きい公園をつくって、楽しめる施設をつくりたい。 
スポーツ施設を作って運動しやすい町を作る。 
スポーツ施設をつくり、快適な街をつくっていきたい。 
スポーツに力を入れて有名な選手を出して吉川市のスポーツを強くしてほしい！！ 
スポーツや文化に取り組み快適で住環境の良いまちにしたい 
スポーツを盛んにするために、サッカー、陸上の専用グランドを造り、市外のサッカーのチームや陸上チームを呼ぶ。
また、サイクリングロードを作ったり、車道のはしに、自転車の走るコースを作り、歩道は走れないようにする。 
スマホがある今家で遊ぶことなどが今後も増えると思うから公園や運動施設などが充実している町にしたい 
住みやすい、台風など耐えられる家を建てたいし、安心安全なまちにしたいです。また、新しい文化をとりいれ色々な
国の観光客また、また行きたいと思えるようなまちにしたいです。 
住みやすい環境。 
住みやすいまち 
住みやすい町、地域で助け合うような町、管理が行き届いていて整っている町 
住みやすいまち。 
住みやすい町にして、道路などをちゃんとしてほしい。 
住みやすい町にしていきたい。医療が充実していて、誰が住んでもとまではいかずとも多くの人が満足できるような町
というのを作っていきたい。しっかりと町の良さをのこせるような取り組みをしていきたい。 
住みやすいまちにするために必要な取り組みをしたいです。食料品などがすぐ手に入るように、買い物などが便利な
まちや、災害などに強くできるようになどです。みんなが暮らしやすいまちにしたいです。 
住みやすくて自然がのこっているまちがいい。公園などがしっかりしていて、そこのトイレなどをもっときれいにしたい。
道路も小さい子供や、老人の人がころばないようにきれいにしたい。 
住んでいる人が安心・安全に暮らせることが第１だと思います。そのために、市内で危険なところがないかの点検やパ
トロールをしたりすることが取り組みの１つになると思います。また、お年寄りの方でもよりよくすごせるために道路の整
備や公共交通を充実させることも大切だと感じます。そして、快適で安心・安全なまちにしたいです。 
住んでいる人が快適にくらせるように環境に良いことをすることを取り組み、住環境が良い町にしたいです。犯罪や交
通事故もない安全で安心な町にもしたいと思いました。生活用品の買い物も便利にしたいと思いました。 
住んでいる人達の安心・安全を守るため、色々な声かけをしたり、小学生などの通学路などを、整備してもらったり、
危なそうなところには絶対に行かないよう声かけをする。平和で、住んでいる人が安心できるよう、みまもりなどをして
いく。 
生活しやすくして、人があつまりやすいまちにしたい 
生活の良いまち。 
清掃活動を増やして、公園や道路の周りをきれいにして、遊びやすく住みやすいまちにしたい。公園や道路にライト
を増やして夜でも危なくないようにする。 
ぜったいになりたくないが、なまりんは変なのでもっと可愛いキャラにする。ぜったい今よりよくなる。 
全員がより良いと感じられ、環境がよく充実できるようなまちにしたいです。また、公園などが少ないため公園を増やし
たりと子どもたちの遊び場所にも気を使い、ボランティア活動の取組などができるまちにしたいです。 
全学校の体育館、トイレ、部室にエアコンをつける。トイレをきれいにする。公園の前に街灯をつける。近くに大きなシ
ョッピングモールを建てて買い物を楽にする。学校に食堂をつける。 
先生を人ではなくＡＩにする。そして学校をなくして、オンライン授業にする。そして、ショッピングモールセンターをた
てる。空港などをたてて、いつでも海外に行けるようにする。タワーマンションをたてる。 
外に出てゴミが一つない町 
体育館にエアコンをつけたい。吉川市が安心で安全なまちにできるようにしたい。緑が多く、どこでもきれいなまちにし
たい。１日の授業数を減らす。 
大学誘致や小・中高のタブレット設備設置など教育事業がさかんにできるようにします。将来は少子化や IT産業など
がさかんとなるということが予想されるため、だれもがうけたい教育をうけられるようにしたいと思います。 
ダイソー、アニメイト、アンクルージュなどの出店で今増加している量産型ヲタクにやさしいまちにしたい 
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台風などの自然災害が起きたときには子どもたちの負担を減らすために休校にし、土曜授業などの補修は行わない
ようにします 
沢山遊ぶ場所があり、スポーツなどもできるようにしたい。そして、災害時にはみんなが安心してひなんできるようにし
たい 
たくさんお祭りとかがあって、地域の結びつき、協力が強い地域づくり。スポーツ施設も充実させる。 
たくさんの人が暮らし、老人の方も小さな子供も毎日、いい気持ちで過ごせるような街、又、市民の要ぼうにもできるだ
け答え、その人達がやりたいことを思いっきりできるような施設をつくりたい。 
たくさんの人を集めて、中川や公園などのゴミを集めて、地球温暖化なやさしいまちにしたいです 
楽しいイベントをする。子供から高齢者までが自由に明るく楽しいまちにする。安全、安心な街にする。大きな買い物
施設をつくる。おいしいお店をつくる。 
楽しいまち 
誰一人不安がなく安心に住める町 
誰もが安心安全で生活できて祭りのようなみんなが楽しめることをたくさん行いたい。また、いろいろな施設を建てても
いいと思いますが、もう少し、公園や自然を増やして環境に良いまちにしてみたいです。賑わいのあるまちにもしてみ
たいです。 
誰もが安心して暮らせる町造りを目指し、地域と市との密接型の、自治体にしか出来ない、国や、県では取り組むこと
の出来ない事業を行い、いつか誰もが住みやすくて行きやすい吉川市になれるような市政創りを目指す町にしたい。 
だれもが住みたい、またはいつづけたいと思えるまちにしたい。交通事故をなくしたい 
誰もが住みやすいまち。 
誰もが住みやすいまちにする。 
団地などの外見をきれいにする。緑をふやすため、花を道路ぞいの道に育てる。お年寄りが安心してくらせるよう、福
祉を充実させる。道路を整備する 
田んぼなどは、そのまま残し、古くなった建物は新しくして、緑豊かな安全な町にしたい 
治安がいい町にしたり、危ない道などをなくしたいです。治安がいいと、吉川に住みやすくなるし、危ない道も整備す
れば、事故も減ると思うから。 
治安をよくし、市内の住民に安心安全が守られる町。又、スポーツ施設が充実している町。 
治安をよくする。 
地域の人々の気持ちになって考え、実際に自分が体験して安全に過ごせるまちをつくる。また、他の市がやってない
ことをどんどんやる。最先端なまちをつくる！電車がキレイにみえる町として有名にしたい。（橋のところで！） 
小さい子供から、高齢の方まで来れるようなイベントを年に何回かやる。あまり多く会えない他の学校の人や、他地区
の人達に会えるきっかけがあった方が良いと思うので、イベントが盛んなまちにしたい。そして、住みやすく街並みが
きれいで環境にも優しいまちにしたい。 
小さいころは公園でたくさん遊べる場所があったので、その場所の整備などをしたりして、遊べる場所を増やしていき
たいです。 
小さいコンサートホールがあったら楽しそう。吉川市に住む人が増えてきたから駅を広くしたり外観をきれいにしたい。 
地球温暖化とか環境について取り組み、快適なまちにしたい。 
地球温暖化の対策を行って地球環境にやさしいまちをつくり、犯罪や事故が起こらなく、みんなが安心してくらせるま
ちをつくりたい。 
地球温暖化を防止したり二酸化炭素の排出をなるべく減らし、環境に優しくしたいです。また、公園をつくって子供は
たくさん遊べるようにし、学生や通勤する人のために、鉄道やバスなどの交通手段の多いまちにしたいです。他には、
犯罪や交通事故がなく、皆が安心安全に暮らせるまちにしていきたいです。最後に、子育てや教育をしやすい町にも
していきたいです 
中央中の校庭が広いわりには有効活用できていないのでもっと広い校庭を活用できるようにしてほしいです 
中間テストをなくす。授業の始めに１０問ぐらいの小テストをする。全ての建物に冷房をつける。事故のなどを減らすた
めに道路を整備して歩道も車道並みに広くする。観光業も営んだら税金が入ってきていろいろなものを作れる。 
使われていない空き地などを公園にして木をたくさん植えて緑豊かなまちにしていきたいです。 
テーマパークをたくさんつくって観光客を増やす 
出来る限り市民の声でまちづくりをしたい。 
出来るだけごみが少ないまち。スポーツに充実したまち。誰もがかかわりやすいまち。何かと便利なまち。 
田園の風景を守りつつ、住みやすいまちにしたい。 
電柱を地中に埋める。野良猫を保護する。市内の全部の学校にエアコンをつける。トイレをきれいにする。プールの
授業をなくす。とにかく全てをきれいなまちにする。 
伝統的なことを守り、自然ゆたかな吉川にしたいです。犯罪や交通事故のない安全・安心にしたいです。子どもから
大人まで住みやすいところにしたいです。環境にやさしく、緑がいっぱいあるところにしたいです。不便のないようにし
たいです。 
問４のような風にしていきたいです。具体的にはなんにも事故や事件のおきない市民が安心安全でくらせる市にして
いきたいです。自分のことはもちろん、子どもや近所の方を大切にする市にしていきたいです。 
問４の吉川市の将来像（１～２０）をすべて叶えて、市民が吉川市で一生を終えたいと思えるまちにしたいです。 
東京に比べてとても田舎なので吉川を超大都会にしてオリンピックをやりたい。ディズニーみたいなテーマパークを作
りたい。 
どうなるかわからない。 
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東京のような大都会にして、人を増やしてレイクタウンみたいな大きいショッピングモールや東京スカイツリーよりでか
いタワーをたてて、金がたくさんもうかる吉川市にしたい。サッカースタジアムもたてて高級マンションもたくさんたて
て、毎日楽とゆうがな町にする。 
動物園や水族館をつくって、みんなが住みやすいまちにしたい。犯罪や交通事故のおきないように注意したりよびか
けたりしたい。 
道路、交通機関を整備して、安全なまち 
道路がきれいで犯罪が少ないまち 
道路がせまい道などを大きくして交通事故などが起きないようにしたいです。また公園で遊ぶときに危険な遊びをして
いる人がいたらそれを止める人などがいてほしいです。吉川市で怖いのは地震なのでそれを防ぐために活動したい
です。また、中川がはんらんしたときのために準備をしたいです 
道路環境などの整備を行い、今よりも移動しやすく、事故の少ないまちにしたいと思う。 
道路整備をしてきれいですっきりとしたまちにしたい。 
道路など公共の作う物をきれいにしたり、公園で最近、ボールがつかえないところが多いから柵などで囲いボールが
使えるようにして、スポーツが盛んなまちにしていきたい 
道路など整備する。安全なまち 
道路の整備や歩道をつくる。駅の改装。木などのかんばつ。子育てや教育環境が整い、子供たちや高齢者を住みや
すい町にする。電柱の上の「むくどり」の対策。電車やバスなどをもっと豊かにしていく(交通網の整備) 
道路や公園などが整備されている町にしたい。 
道路や公園などをしっかり整備して(壊れた遊具をなおしたりなど)、子どもたちに危険が近くにないようにする。そし
て、犯罪や交通事故がない、安心・安全の皆が安らかに生活できる町をつくるため、町の警備をしっかりとする(パトロ
ールなど)大人や子供が安心して元気にくらせる町にしたい 
道路や公園の整備などを取りくんだり、あと自然環境を豊かにしたい。あと、平和で仲良くしていきたい町づくりをして
いきたい。災害が強い頑丈な町にもしていきたいなと思っている。 
道路を整備し、犯罪のない安全なまち。 
道路を整備して、緑が多いまちにしたい。 
道路をもっときれいにして、がたがたな道路をなくしていきたい。そしてきれいなまちにしたい。 
都会に少しでも近づける。 
特に、環境にやさしく、緑あふれるまちするため、ボランティアの集まりで木を植えたり、花のなえや、プランターを置い
たりしたいです。ずっと先まできれいな道路や景観を守るため、まずは、まち全体で協力できるイベントをつくり、みん
なでまちを美しくしていけるようにしたい。 
とくにない。 
特になし 
特に予定はないが、ショッピングモールを少し増やしたりして、買い物に便利なまちにしたい 
どこの地域でも、便利で、自然豊かなところにしたいです。「○○地域は便利で発展しているのに△△地域は不便。」
ということがないように、それぞれの地区でアンケートをとり、少しずつ改善するところはしていきたいです。 
図書館とか本屋を増やす。 
図書館をつくって地域のこうりゅうを増す。 
都心まで一本で行くことができる鉄道を整備し、緑のあるベッドタウンのようなまちにしたい。 
となりの松伏町のように景観に力を入れたいです。土地のあまっている所や道路ぎわの花壇などにも花を植え、色鮮
やかなまちにしたいです。 
とにかく安全なまちにしたい。 
とにかく駅前をきれいにする。駐車場の値段を下げる 
どの施設にもエアコンなどをつけ快適にさせて、緑をできるだけ減らさせない町にしていきたい 
どの世代にも快適なまちにしたい。 
どの年代の人も住みやすいと思える市。 
どの年代の人も住みやすいような街。みんなの願いを叶えた上で、独自の取り組みをしたい。 
トランスジェンダーなどの問題を考え、男女差別をなくす。また、体は女子、心は男子などの人のために、どのような人
でも入れる男子校・女子高を作る。貧困問題、ホームレスの人々を助けるため、そのような方々のためにアンケートを
とり、いくらかのお金を寄付する 
永田公園みたいな自然豊かなところをたくさん作って、緑の多い吉川市にしたい。 
夏は涼しく、冬は暖かい所 体育館。日本っぽい感じ。お店がいっぱいある。 
夏休みの宿題減らす。４時間授業。スポーツができる施設を増やす。 
何かが世界一になっていて、テレビくるくらいすごいまちで、観光客がたくさんくるまち。スポーツであふれかえってい
る町 
何も変えないで安全なところにする。今が一番平和だと思っているから。 
なまず以外にも八坂祭りなどの昔から受けついできた、伝統の行事やものを自分たちの次の世代に受け継がせたり、
なまず以外の特産物とかも目立たせたいです 
なまずをなくし、サッカーコートをつくり（人工芝）あそぶ場所をつくり、くうこうをつくって不良を吉川からおいだす。 
なまりんのキャラクターを変える。打ち上げ花火。 
なまりんのキャラクターを別のキャラクターに変える。美南の道の雑草を除草する。娯楽施設を吉川にもっと作る。 
なることはありえないのでお答えする必要はないと判断させていただきます。 
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なりたいとは思わないけど、とりあえず、へいわなことを取り組みたい。世界にWi-Fiがとんでほしい。犯罪がおきない
ようにしてほしい！！ 
なるべく市のみんなが不自由な生活を送れるようにしたい。東京みたいなまちになるようにしたい。 
にぎやか。スポーツがすごい 
にぎやかなまち。 
賑わいのあるところと安らぎのあるところ、どっちもかねそなえてある町にしていきたい。また、お年よりや子どもなどが
安全に快適に住める環境をつくっていきたい。 
肉。 
二酸化炭素はい出を他の市よりも少なくして環境にやさしい町、大きなスーパーなどをつくって買い物が便利な町 
年に 1回みんなからのアンケートをもらい、そのアンケートを使って吉川市を改善していきたい。ちゃんと環境のため
に、緑がある場所を造って、吉川市をきれいにしたい。 
パートナーシップ条例の施行に取り組むなどして、どんな人でも楽しく幸せに生活することができるまちにしたい。 
バスが１時間に１本しかなくて土・日曜日は夕方の５：３０くらいまでしかバスがありません。夜の９時くらいまで増やすよ
うに取り組みたいです。お年寄りも多いし、学生も多いので、利用したい人は多いと思います。 
バスケットコートを増やしたい。 
バスの停留所を増やす。 
バッティングセンターなどスポーツ施設を充実した町にし、観光スポットや名物などを作り外国の方々にも楽しんでもら
える町にしたいです。そして、たんぼや畑を残せるように汚水や排気ガスなどで吉川市が汚せんされた町などと思わ
れないように取り組み、よりよい町と他県の人や外国人に思われ埼玉県で一番よりよい町にしていけたらいいなと思い
ます 
バッティングセンターをつくる。野球ができる環境をつくる 
パトロールなどをして、市民の人達が安心して住めるような町にしたい。理由・・・小学生のときに中学生がタバコを吸
っていたところを見たので、犯罪がない安全な町にして、市民が安心してくらせたらいいなと思ったから。 
犯罪がない町 
犯罪がない豊かなまち。自然環境が良くきれいで快適なまち。住みやすいまち。安全なまち 
犯罪がなく、みんなが楽しくくらせるようにお店など花火をつくったり、図書館をつけたり、みんなが安全にくらせるよう
にする。 
犯罪などが起きないように見回りをして安全なまちにしたいです。 
犯罪などをなくすためにダミーのカメラか交番などをおいたりする。コンビニなどは各地域に７個以上建てる。 
犯罪や交通事故がない誰もが安心して暮らしていけるように、対策に取り組んでいきたいです。また、けがをしてしま
ったときには、すぐに対応ができる医療も充実していてほしいです。地球温暖化対策にも力をいれていきたいです。 
犯罪や交通事故がなく、食料品や生活用品など、みんなが安全にくらせるまちにしたいです 
犯罪や交通事故のない安心・安全で、色んな人達との交流が盛んなまちにしたいです。普段の日常で安心・安全に
くらせたり、他の市の人達などとの交流がたくさんあるまちをつくりたいです。 
犯罪や交通事故のない安全・安心のまちにしたい。そのために、見守りの活動などをしていく。また、食料品や生活
用品などの買い物が便利なまちにしたい。そのため客がくるようにする。 
犯罪や交通事故のない安全なまち。パトロールや灯りを増やす。 
犯罪を減らす働きをして、皆がずっと楽しめる町にしたい。 
人が心優しくて、安心・安全なまち 
人が住みやすく、街並み景観が美しいまちを作り、ポイ捨てなどもなくすような工夫をしたいです。 
人が生活しやすいまち。 
人々が安全に暮らせるように道路や交通をしっかりしたいと私は思います。 
人々が安全に毎日楽しく過ごせるようなまちにするために、自然災害に備えたり、皆が楽しく過ごせるような工夫をし
たいです 
人々が住みやすく、川や木がきれいで自分たちの家から、きれいなけしきがみえる町づくりをしたいです。又、子供向
けの、公園を作ったり、犬のために、ドッグランをつくったりしたいです。 
人々が平和に仲良くこの吉川によりそっていける町にしたい。環境のことも考え持続可能な社会にしたい。 
一人一人が温かく食料自給率に貢献している市にしたい。 
一人一人が安全に気を付けることを意識して、事件・事故が少なくて笑顔が多い町を作りたい。緑であふれて自然豊
かな町にしたい。道路や公園の整備がきちんとしてあって、危ない所が一つもない安全な所を作っていきたい 
1人 1人の声をしっかりききそっせんしてたいへんでつらい事をやり自然を愛し人を愛し他人から愛される人を目指
人になってほしい自分を甘やかさない人になってほしい 
人を助けたり、地域の人と交流したりするボランティアなどに取り組み、みんなが安心して住めて、どの環境にいても
差別や人を不幸にしたりしない場所がある町にしたいです 
ビルが多い町 
ビルばかりで息苦しい街ではなく、緑豊かで発展している。子供も大人も楽しめるようなまちにしたい 
ビルやオフィスを少したし、田んぼや木などの緑が多い安心・安全なまち。音楽系のしせつを建てる。 
二つの川があって台風や大雨ではん濫するかもしれないので堤防の強化や下水道をもっと強くする。周りにある市や
町との交通アクセスを良くしたり高速道路などを誘致して外部からのまちへの行き来を増やしたりする 
不備なところを補正し、快適に暮らせるようなまちにしたい 
古き良き日本の街並みにしたい。自然を豊かにしたい 
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不要な土地を（空き家、空き地など）商業施設や娯楽施設に変える取りくみをし、にぎやかなまちにしていきたい。ま
た、現在は整備されていない場所も多いので安全なまちにしていきたい。 
平和で安心・安全なまち、老人に優しくできて優しい人がふえるまち 
へいわであんていした市。市民の意見を取り入れ、もっと発展させ、近未来な市にしたい。千葉ディズニーランドみた
いな大きい遊園地がほしい。 
平和で笑顔が絶えない町にしたい。また、学校などもみんなが楽しめて安全に暮らせるような町にもしたい。とくに、登
校するときの道も車で激しいから信号をたてるなりもっと工夫をしたほうがいいのではないかと思う。自分が市長になっ
たとしたらまわりをよく見れる人になりたい 
平和なまち、学校なし、３時間で給食なし、宿題なし。 
平和なまち。 
平和なまち。だれもが快てきにくらせるまち。池袋のようなまち 
平和な町にしたい。 
平和にしたい。 
平和を保つ。 
勉強に集中できる学生専用の自習ルームのようなものをつくって小学生から高校生までの人が学習に取り組む 
他の市から、ここに住みたいとか落ちつくなどといった言葉をもらえる場所で、また自然を残しながらも、かいてきな所
という市にしたい 
他の町や市に比べると、自然が少ないので、自然豊かな町にしたい。公園の遊具が少ないので、増やしたい。 
僕が２０年後に吉川市長になっていたら、緑や水辺などが豊かな自然環境のいい町にして、快適で安らぎのある住環
境の良い町にし、道路や公園などが安全に整備されている町にしていきたいです 
僕が市長になったら、自然環境の良いまち、教育環境、などとてもすばらしい町にしたいなと思いました。あと犯罪や
交通事故のない安全な町にして皆さんにきたいされる人になりたいと僕は思いました。 
僕が市長になったら、スポーツが盛んな町をつくりたいと思います。理由は、僕はＨン度ボールをやっていて、もっと
他の人達に興味をもってもらいたいからです 
僕が市長になったらスケボーパーク作って自害する 
僕が将来吉川市長になったとしたら、まずはきんせん問題を解決していきたい。また、緑をもっと増やして自然豊かな
町にしていきたいと思いました。 
僕が吉川市長になっていたとしたら、安全で犯罪などがなく、快適で安らぎのあるまちにしていきたいです。そのため
には、吉川市内であいさつをもっと増やし、仲良くなり、犯罪をなくしていったり、みんなで快適に住めるように、ゆずり
合いや助け合いなどをしながら、つくっていきたいと思います 
僕が吉川市の市長になったら自然環境が豊かな町を維持したいです。吉川市は昔から田んぼや畑が多くとても自然
にあふれていて住んでいて気持ちの良い町です。なので、もし僕が市長になったら吉川市の自然を守り豊かな町を
作りたいです。 
ぼくには分かりません？ 
母子家庭・父子家庭問わずすべての家族が子育てしやすい環境を作る。子ども 1人が産まれたら、資金や物など配
る。また習い事の種類を増やす。高齢者や体の不自由な人に吉川をバリアフリー化していく。空き家を減らす取り組
みに力を入れていく。中川をもっときれいにする。緑を増やしていく。 
歩道などをつくり、子供や高齢者が安全に暮らせる街を作りたい。 
歩道の道幅などが広く、段差も少なく、お年寄りが安全に歩行ができ、バスやタクシーなどの交通手段が多く選べる
吉川市にしたいと思います 
歩道をちゃんと整備する。 
ボランティアなどをふやしきれいなまちにしたい 
ボランティアの人や子ども達を集めて自分も参加しゴミひろいなどをして充分環境に配慮した町にしたい 
ボランティアを多くつって町をきれいにするかつどうをして美しい市にする。また、かいもののしやすいまちで、がいけ
んもうつくしいまちにしたい。そして、思いでのおおくつまった温かくて人気な市にしていきたいと思っています 
本屋さんが欲しい。犯罪が少なく安心して暮らせるような場所。夜でも街灯がたくさんあって真っ暗で危ない場所がな
い。近くに交番、ネット環境がいい町。 
まず、公園の草を子どもが遊びやすくなるように刈って工業などを減らしショッピングモール orテーマパークをつく
る。最先端の技術をつかっておいしい料理店をつくりたい。 
まず、交通事故が起こりにくくするために道を広くしたい。それと公園でトイレがとっても汚いところが多々あるので毎
週の清掃員にやってもらえるように指示したい。このように細かな所に目をつけてとてもきれいだなと市内の方、市外
から来た方におもわれるような吉川市にしたいなと思った 
まず、小学校を増やしたり今ある小学校を大きくしたりしたいです。今の美南学区は子供の数が増え続けていて、今
後もどんどん増えていく中で、すでにいっぱいになっている美南小を改善したり新しく小学校をつくる必要があると思
います。そうすれば子供達も元気に動けるような快適なまちになると思うのでそういった取り組みをしたいです。 
まず、緑をもっと増やします。公園や色んな施設の周りなどに増やしたいです。また、ごみひろいなどにも取り組みた
いです。自然環境を良くするためには、ごみひろいなどからコツコツとやっていく必要があると思っています。そのよう
な取り組みを行いながら、市民の人達との交流もしたいです。災害が起きた時、助け合えるように関係や絆を深めた
い…！と思っています。 
まず観光業に取り組みたい。そして交通がよくアクセスした交通がいい場所にしていきたいです。レイクみたいな人が
たくさんいるスーパーや娯楽施設も建てたいです。災害に強い市にしたい。 
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まず、みんなが安心して安全に暮らせるようなまちに私はしていきたいです。そうすることで、みんなが楽しく過ごすこ
とだできると思います。また、自然を大切にしていってほしいなと思います。地球温暖化が進んでいる中、環境を全員
で大切にしていく取り組みをしていきたいです。 
まず、吉川の緑をいかせる地域にしたいと思い、そのためには環境にやさしことをボランティアなどで行う。 
まずきれいな町にするために公園などの施設を１つ１つ整備し、きれいな町を実現します。そして今まで作り上げてき
た伝統を損なわないように伝統を大切にし次の世代に受け継がせるようにしたいです 
まず第１に考えることは、老若男女誰もが楽しく安全に住むことができるように、商業資源や娯楽施設などを増やし、
老人でも楽に買い物などを快適にできるようにし、第２にスポーツ施設を充実することで若者やスポーツ選手を目指し
ている子どもたちが気軽に練習や運動をすることができるようになります。僕はこういう街にしたいです。 
まず犯罪や交通事故のない町にしだれもが楽しく暮らせるような町にし伝統のある町にしたいです。それと誰もが自
由に交流できるようなしせつを作りたいです 
まず町のスーパーなどを大きく都市化させたい、そしてテーマパークなどの公共以外の遊び場をつくりたいと思いま
す。 
町なみがキレイな吉川市にしたい。若者に人気が出そうな町にして、そういう所でお金を集めたい。 
街並み景観が美しいまちにしたいです。 
街並み景観が美しく、自然豊かな市にしたい。道路がしっかり整備されているようにしたい。生活しやすいところにした
い。 
街並みや景色をもっと美しくすることと、犯罪や交通事故などもないので平和な街にしていきたい 
街並みをキレイにし、歩道は、草木があって、ライトでライトアップされたり、スマホなどの割引きや、わかい人に魅力的
な世の中にし、取材の絶えないギラギラした部分もあり、ゆったりまったり、色々なエリアを作り、あきない日々を送れる
ようにしたい（イメージは、ミニ東京など、そういう所のミニバージョン） 
まちのごみが多いので、ごみをとることなどで吉川をきれいにしていきたい。 
まちの美化に取り組み、きれいなまちにしたい。 
まちの人が欲しいと言っている店や施設をおく。危険な場所を探して、危険な場所があったら直す。空き地などはあま
りないように、まわりの人が生活に困ることなどがないようにする。どんな人でも住めるような施設や環境を作る。 
町の人達が毎日楽しめるような明るいまちにしたいです 
まちの人の意見をまず聞いて、それができる範囲でやっていきたい。 
街をきれいにし緑をたくさん増やしたいです。 
周りの市・県との交流をさかんに行い、良いまちづくりのヒントを得て、それを吉川市のまちづくりに活かして、市民が
楽しく不便にならない生活を送れるまちにする。また、道路や橋などを常にきれいに保ち、児童の登下校道も危険な
場所をゼロにして、外見もよいまちにしたいです。 
まわりの市から人が集まるようなショッピングモールを作る。伝統を増やして防犯対策。子供を育てやすい教育環境を
整える。美南駅前に交番を設置する。駅の裏側を栄えさせる（美南）。安全に使える公園をつくる。夜までやっている
病院をつくる。音楽とスポーツをさかんに。 
短い子どもの時期を大切にするために公園などを見直し、誰もがいきたくなるようなきれいで楽しめるような所をつくっ
ていく。また、空き地が多いイメージなので、そこをうまく活用していく。夜はくらすぎて、自転車をこいでいると前の人
が見えなくてぶつかりそうになるくらいくらいので、明るくし、市、全体を明るくしていく。 
水辺には、なまずがいて、外国の人が来たり、たくさんの交流できるイベントをして、木を増やして、緑豊かな町にした
い。そのために、今ある田や畑をこれ以上減らさないで、桜通り、いちょう通りなどの PRをして、もっと吉川をいろんな
人にしってもらう…そして、みんなで協力しあえる町にしたい。 
道がきれいで生活しやすい町にしたいです。私の住んでいる近くは保育園や幼稚園が多いから、子どもが多い気が
します。だから、小さい子がいるお家でも安心して暮らせるような町にしたいです。また、吉川市にはバイアフリーがあ
るけれどスロープが急なところとかがあるので直したいです。 
道のゴミを０にして、自然豊かな市にする。化学科の高校を造る 
道や交通の整備をして事故を減らせるようなまちにしていきたいです。 
道をきれいに整備し、街並み景観を美しくする。犯罪などもない平和な吉川。 
緑あふれる、自然環境にあふれた、すばらしい町にしたいです。公園など、はば広い年齢で楽しく遊んでもらえるよう
にしたいです。そのために、お金がたくさんほしいので、いろんなことで、活やくがしたいと思います。みんなの手助け
になれるようになりたい。 
緑が多くみんなが住みやすいまち。 
緑がたくさんあって豊かなまちにしたいと思います。 
緑がたくさんある、豊かな自然環境をたもっていきたい。 
緑と人工物のバランスをたもちつつ、商業、娯楽などの施設を建設し、子供も大人も楽しめる市にしたいです。また、
大型の病院などは、できるだけ高性能の医りょうようのきかいをそろえると同時に、病院の営業時間を少しのばす。 
緑などがある自然環境が豊かな町、そしたら、心にゆとりをもてそうだから。そして、だれもが快適にくらせる町にした
い 
緑などの自然環境のいいまち。 
緑の多い町にしたい。平和 
緑も多く、とかいのように便利な町。花火大会、お祭り、大きなショッピングモール。一面野原 
緑や水辺などをつくったりしていって、どこにいても、リラックスできるようなまちにしたい。また、買い物がしやすいよう
に、スーパーなどが行きやすいまちにしたい。 
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緑を今よりも多くし、災害が起きたときの避難所を増やしたい。また、子どもがたくさんいて豊かな吉川市にしたいと思
う。イベントも新しいものを作ってほしいと思う。 
緑を増やし、１つ１つの家の孫とおじいちゃんおばあちゃんが畑で協力して野菜を育てたり、のどかなまちがいい。私
は吉川市を東京みたくごちゃごちゃして狭くしたくない。 
緑を増やし、経済がゆたかな町にしたいです。また、医療や教育環境のととのて快適な暮らしができる町にしたいで
す。 
緑を増やして、観光客が多くきてくれる市にする。たくさんの人々に来てもらうために大きなショッピングモールをつく
る。医療を発展させる。 
緑をふやす取りくみ。緑が多く落ちついたまち 
皆が思っている理想のまちを作るために住民から意見を聞き、なるべく全ての声にこたえられるようにしたい。 
皆が住みたいと思う心地よい市。 
皆が住みたいと思えるまち。 
皆が住みやすいまち。 
皆さんが便利で快適間のある美しいまちにしていきたいです。 
美南駅や吉川駅の前や周りをきれいにし大きくする。雨でも子どもたちが遊べるようにワンダーランドを大きくして室内
アスレチックを作る。お店が少ないので飲食店や本屋さんをつくって賑わいのあるまちにしたい。 
身のまわりのたてものの（落描き等）をきれいにしたい。道路のせいびや、他の市や県との交流を多くできるようにした
い。 
みんなが安心してくらせるようなまちづくり。交通事故とかなくて犯罪や事件がないような場所。もう少しあそべる場所
を増やす。 
みんなが安心してくらせるように夜に暗い道がないように電気をつける。 
みんなが安心で安全に暮らせるようなまちにしたい。 
みんなが安全安心してすごせる町。評価のいい吉川を作りたい 
みんなが安全に暮らせて、不自由がない町 
皆が安全に楽しくくらせる自然豊かな町にしてエコな活動をして周りの市にも伝えるようにする 
みんなが安全に毎日過ごせるように、事故が多くおこる（おこりやすい）道路をせいびしたり、小・中学校の登下校の
通路にパトロールの人がいたりするようにする。また、子育ての人が過ごしやすいように、デパートをてんてんと建て
る。笑顔あふれる、犯罪の少ない町にしたい☆ 
みんなが快適に住ごせるまちをつくりたい。昔の物を２０年後のみんなにもしってもらいたい。 
みんなが幸せに安心して暮らせる町と自然の環境いい町にしたい 
みんなが幸せにくらせて、自然が豊かな町にしたい 
みんなが過ごしやすいまち。 
みんなが住みやすい安全安心なまち。 
みんなが住みやすい環境をつくりあげるために、とりあえず、みんなの意見にしたがう。卓球のスタジアムを作ったりし
て、スポーツを充実させる。 
みんなが住みやすいと思う町を作りたい 
みんなが住みやすいようなまちづくりをしたい。 
みんなが住みやすいように、様々な施設を作り、活気のあるまちにして便利にする。 
みんなが住みやすい吉川市にすること。そのためには、公園を多くしたり、子育てしやすい町づくりをしたい 
また、高齢者でも、行きやすい、スーパーや、病院があった方がいい 
みんなが住みやすく、安全に暮らせるように取り組んでいきたいと思いました 
みんなが住みやすく住み心地の良いまちにしたい。 
皆が住みやすくなる町にして、楽しめるしせつをたくさんふやしていきたいです。地しんとかも出来るだけなくせるよう
に、災害に強いまちづくりもすすめていきたいです。 
みんなが楽しく過ごせて快適できれいなまち。 
みんなが吉川市に住んでいてよかったと思えるように、住みやすい環境作りがしたいです。 
みんなが吉川に住んでてよかったと思えるような町 
みんなの意見が実行できる町 
みんなの意見を聞いて、ほとんどの人が納得できるようなまちにしたい。また、暮らしていて便利で安心できるようなし
設をつくりたい。環境に優しい町にするために、リサイクルなどを呼びかけていきたい 
皆の意見を聞いてかいぜんしたりする 
みんなの意見を聞いて素晴らしい吉川市にする。 
みんなの防災意識を高めるために実際に避難訓練とかを取り組む。 
もう少し子供が遊べるような所を作りたい。そのために、小さなショッピングセンターを作り、カラオケとかゲームセンタ
ーを作る。何時までと時間制限をつけ、チャイムまでに家に帰れるようにもサポートしたい。また、今と同じく互いに見
守りあって安全に過ごせる市にしていきたい。 
もう少し若者が遊びに行けるようなお店をつくったり、環境・空気をよくして、若者から大人まで皆が吉川でよかったと
思える素敵なまちにしていきたい。また、ささいなことでも地域の人から意見をもらって少しでも明るいまちをつくりあげ
ていく。 
もし、自分が吉川市長になったら、信号や道路がちゃんと整備されていて、自転車に乗る人たちでも通りやすい道路
などがちゃんとあり、ブックオフなどおあしす以外の本屋がちゃんとある吉川市にしたいと思います。 
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もし市長になったら、吉川を平和といなかでゆったりとした吉川にしたいです。永田とかのラクガキをなくしたりゴミや夜
のうるさい人たちとかをなくし、みんなが平和で住みやすい吉川に僕はしたいです。 
もし自分が市長になったとしたら、市民の意見を聞き、より、吉川市民が、快適に暮らせるようにしたいです。意見は何
かしらのボックスかポストのようなものに、意見をいれてもらい改善できるところは、できるだけ改善するようにしたいで
す 
もっと、子どもたちが遊べるようなものを作る取り組み、大人の人がもっと楽になるように、近くに大きなスーパーなどを
作る取り組みをしたいです。元気いっぱいで、豊かな、暖かい、優しいまちにしたいです 
もっと遊べる施設を増やしたい。 
もっと遊べるところを増やしたい。道路がガタガタな所が多いから整備したい。田んぼはずっと残したい。川が氾濫し
たら危ないから周りに何か作りたい。たばこは禁止にしたい。宿題をなくす。夏休みと冬休みを長くする。 
もっと今よりも細かいところに目を向けて、市長などという権力の差をあまりなくして同じような環境ですごしたいです。 
もっとかいてきでおオシャレで便利で住みやすくして都会で色々なお店のあるまちにしていきたい 
もっと子供達がのびのび遊べる公園やフットサルコートをつくりたい。また、公共トイレもきれいなまちで、環境がきれ
いなまちにしたい。親が気楽で、色々な物が買えるショッピングモールをつくって便利なまちにしたい。 
もっと食料品や生活用品などの良いまちにしたい。 
もっとスポーツのできるまちにしたいと思います。 
元々ここは、沼地らしいので、水害の時の対策。ある程度子供のいる家族に優しい道路、公園、交通網を作る。 
野球人口がへってきているから小学生ぐらいの小さい子に野球をやらせたい。吉川市内にバッセンをつくってみんな
が野球を少しでも体けんできるようにしたい。 
豊かな町にしたい。 
幼稚園や学校をきれいにしたいです。また、道路を整備して、隣の市にも行きやすくし、気軽に行き来できるようにし
たいです。病院も市全体において、市の中で発展しているところとしていないところの差を減らしたいです。 
吉川駅にホームドアをつける等、安全にしたい。また、収入がない人でも安心して子育てできるようにお金の支援など
を増やしたい。 
吉川駅にレイクや、ららぽに負けないぐらい大きいショッピングモールを作りたい。また、学校の好きな給食のアンケー
トを取り、そのトップ１０までのどれか１つ、月に１回給食に出したい。また、残しの多い野菜などを人気が割とある野菜
に変えたい。そして、子供思いな町にしたい。 
吉川駅をもっと栄えさせて観光客を増やす。市立図書館ももっと広くして小さな子がたくさん遊べるようにしたい。セブ
ンイレブンなどもっと増やす。なまずももっと象徴させてシンボルにする。お祭りとかももっと大規模でやる。吉川が栄
えるようにがんばります。 
吉川市長になったら、スポーツ施設や公園、遊べる場所を作りたいです。地球温暖化対策もしたいです。子育て、教
育環境が整えば、みんなヤンキーなどにならずに、普通の大人になれると思います 
吉川市長になったら、ポイすてをきびしくし緑や水辺など豊かな自然環境作りにはげみたいと思います。また自然災
害に強く犯罪や交通事故のない、だれもが安心してくらせる環境作りを行っていきたいと思います。 
吉川市長になったら、もっと観光施設を増やし、色々なところから人が来るにぎやかなまちにしたいです。具体的に言
うと遊園地やジャニーズが来るようなライブ会場。 
吉川市長には、絶対ならないのでわかりません。私の将来の夢はダンサーですから！ 
吉川市で環境が良くなることをして、吉川の人たちに信頼できる市長で、環境と安全が充実したまちにしたい。 
吉川市での魅力は緑が多く、空気がきれいなところだと思うので、建物などはあまり増やさず、通校しているとガードレ
ールがない道や、そもそも人が歩く道ではないのに小学校の時の通学路になっていたので、もう少し歩道やガードレ
ールを作り、もっと子供が安全に通下校をできる街にしたいなと思います。 
吉川市内の学校にアンケートを取り、吉川市役所にも目安箱 
吉川市ならではの自然を残しつつ、市民が住みやすい町になるようにお店を増やしたいです。また、道路や歩道など
を整備し、小さい子から高れい者まで、幅広い層の人たちにとって便利な町にもしたいです。最後に、映画館や公
園、ショッピングモールなども増やしたいです。 
吉川市に住んでいるみんなが意見を出し合い、一番いい意見、みんなが賛成した意見でよいまちと言われるような吉
川市がいいなと思いました。学校内を回り、改善する部分があれば、直したり、学生の子にも聞いたりして、みんなが
納得するような市にしたいです。 
吉川市に田んぼが多く、細い道にガードレールを置いたり、歩道きょうを多くの人が住む所への建設をし、歩行者と、
車の交通事故を少なくしたりすることにより、様々な世代の方が、住みごこちの良いまちにして、常に、植林活動をし
て、吉川の緑を増やすことが必要。緑の多い状態で、多くの人に対応した、ユニバーサルデザインを活用した、持続
可能なまちなみをつくりたい。 
吉川市の自慢できる「緑」を守りつつも、外からいらっしゃる方たちに楽しんでもらえるような、施設も、発展させてい
き、越谷や三郷などの発展した都会にはさまれているため、吉川も、負けずに美しい吉川を目指す。 
吉川市の地域ごとに差が出ないようにたくさんお店をつくる。道をキレイする 
吉川市の人たちの悩みなどを聞いて、それを改善して今よりももっと暮らすやすい、よりよいまちにしたい。吉川に住
んでいる人たちの気持ちになって、吉川全体をみて、みんなが笑顔でいられるようにしたい。 
吉川市の人々１人１人が思っていること、改善してほしいこと、などをできるだけかなえてあげたいです。人々が安心し
て暮らせるような楽しい市を作ってみたいです。ずっと吉川市に住んでいたいと思えるまちにしたいです。 
吉川市の目玉となる大きなショッピングモールや施設を作りたい。後はスーパーも少ないと思うので増やして公園など
の設備をもっとよくしたい。駅をもっと大きくしてガタガタの道は平らできれいに直して快適なまちにしたい。 
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吉川市の周りには有名な市であったり、大きなショッピングモールや、お店があるけど、吉川市にはそういうものがない
のでもっと色んな人たちが吉川市に来てくれるように吉川市にも家族連れで来ても楽しいところを作りたい。笑顔が多
いまちにしたい。 
吉川市は主に自然が豊かなので、自然を守りたいと思う。そのためには、ごみ拾いや木や花などの植物を徹底したい
と思った。また、交通の面でも道路の整備なども見ていきたいと思った。吉川市は自然が豊かで買い物が便利なまち
にしたい。 
吉川市民１人１人全員から「吉川市住みやすいね」や「吉川市良くなったね」などと言われるようになりたい。 
吉川市民が不安がないように毎日吉川のことを考えて、安心安全で吉川市民の方々が住みやすいと思えるまちにし
たいです。 
吉川市民全員が、最高の街と思えるような街づくりをしたい。 
吉川市民全員が住みやすいと感じられる市をつくりたいです。そのために、防犯対策に力を入れたいです。今も、安
全な市だけど、この先、もっとたくさん犯罪被害が出ると思うので、より力を入れて安全な市をつくりたいです。また、地
域の人とも仲がよく、助け合えるような取り組みを行いたいです。 
吉川市民の意見を尊重し、犯罪が少なく、快適な暮らしができるまちにしたいと思います。このようなアンケートを２０
年後もやって、いろいろな意見を取り入れたり、市内でのアナウンスなども続けてやっていきたいです。さらに、人々が
満足するような建物も建てられるとよりよい吉川市が作れると思いました。 
吉川住民を引っ張っていけるような設備を整え、良い環境作りに貢献し、安全な町作りを目指したいです。また、景観
が美しい町並みを作っていきたいです。 
吉川市をもっと快適にしたいです。また、つくれることなら、ちょっとした観光スポットなども増やして、何もない吉川市
を変えたいです。 
吉川全体に何もないので何か娯楽施設などを設置するように取り組み、賑わいのあるまちにしたいです。 
吉川で住んでいる人たちが安心に過ごせて、高齢者でも便利に過ごせる取り組みをしたい。安心面だったら、犯罪や
自然災害について、便利面だったら、買い物をするのにできるだけ家から近い範囲にあったり、道路などの整備をし
て体に優しい環境を作りたい。 
吉川といえばこれ…！というようなものをつくる。色んな人の意見を、どんどんとりいれる。川のはんらんに対策をつく
る。などをする。 
吉川ならではの魅力を新たに見つけ、過疎が起きないよう、「吉川に住みたいな」と思えるようなまち 
吉川には大きなショッピングモールがないので大きなショッピングモールをつくりたいです。その中に映画館やレストラ
ン、洋服店などがありその１つで生活できるくらいにしたいです。また、きれいな街並みにしたいです。 
吉川の環境のよさを保ち、住みやすくするために、ゴミ捨てやあいさつのボランティアを取り組んで、より人が多く移住
してくるにぎやかな町にしたいです 
吉川の市民を第一に考えた町。吉川は昔から住むお年寄りが多いと思うので、バリアフリーを取り入れ、休憩などがし
やすい場所を多く作る。道路などの整備にも力を入れ、歩きやすいようにする。 
吉川の人たちがもっとふれ合うことができるイベントを増やしたりして子供から高齢者まで交友できるまちにしたい。ま
た、緑を増やして自然環境豊かなまちにしたい。 
吉川は、近くに東京という大都市があるから観光客だったり大きな商業施設はなかなか難しいと思う。だけど、それを
活かして、「東京に近い街」として、子育てや福祉のことを充実させて、家族に優しい街にしたい。 
吉川は住みやすい町として毎日だれでも楽しく過ごしていけるようにしたい 
吉川美南のようなまちを目指し、交通の便や道路などの整備、そして、市民の意見を大切にし、まちを変えていきた
い。吉川市にも色々な施設をたてたり、災害対策などもしっかりし、市民が安心して楽しく、便利に暮らせるまちにした
い。 
吉川美南ばかり盛んになっているから吉川も盛んになってほしい。 
吉川を表すものを作ったり、残していったりして、吉川らしい自然を守っていけるようなまちにする。映画館をつくる。 
吉川を大きく変えたい。道路をきれいにしたり、大型ショッピングモール立てたり、店を増やしたい。そして、住んでる
人が快適に住める町にしたい。 
吉川を快適で自然のある良いまちにし、子供たちにたくさんのスポーツをやってもらいたいからスポーツ施設を建てた
いです。子供でいられる期間は短いから、たくさんあそび、まなんで、すばらしい吉川にしたいと思っています。 
吉川をきれいにする。 
吉川をたくさんの人に知ってもらえるような取り組みをして、よりよいまちにしたいです。 
よりよいまちをつくり、自然環境もよく、水辺も豊かで、子育ても困らないまちをつくりたい。しっかりとした、公園をつく
り、ボールなどもつかえる公園をつくる。誰もが、笑顔で、このまちに来て良かったといえるようなまちづくりをする。 
夜、暗い所に外灯をつけたり、きけんな場所がないようにしたい。公園の草をのびてきたら、ほっておくのではなくて、
すぐに、なくして、不便なくくらしたりしたいです。 
夜になったときに暗く明かりがない場所に少しでも街灯を増やし、不審者などが狙いにくい町にしたいです。また、住
宅やスーパーなどが多く自然があまりない所があるので自然豊かな町にしたいです。そして、ゴミがゴミ捨て場からと
び出て道路が汚い所があるので改善していきたいです。 
陸上競技場を作り、陸上クラブをつくる。市民の住みやすい所にする。わんがんミッドナイトのゲームセンターをつく
る。高速道路をつくる。吉川にいらないやつは全員この世から消す。 
リサイクルをしているところが少ないので、もっとリサイクルできるところを増やす。公園で、ボール、バットなどの使用禁
止というところが多いので公園を、もっと広くして、ボールなどの使用ができる町にしたいと思いました。 
レイクタウンの様な施設をつくる 
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立地をよくし、自然をよく残してくれる人になってほしい。市民のことを考え、誰もが、住みやすいと思えるような町づく
りをしてくれる人。 
老人ホームを広くし、人とふれあう場所をつくったりする。また、公園に事故につながらないゆう具をつくり、小さい子
へに対する遊具をつくる。そして、都会でもなく田舎でもなく、自然豊かな町にする。ただし、人へのいじめ暴力をなく
すためのイベントを開いたりして、町のみんなが仲良くできる町をつくりたい。あるいは、老人も一般も子どもも安全に
暮らせるように色んな場所を工夫する。また、災害に強く、どろぼうがきても、といつめられるよう、あるていど防はんカ
メラをつける。 
若い人も高齢の方も全員で関わってたのしめる行事をつくりたい。子供に本や音楽、教育に関わる、しせつをつくりた
い。大人になっても、吉川にすみたいと思えるような町をつくりたい。 
私が２０年後に吉川市長になったとしたら、家の近くにスーパーがない人がいると思うので、スーパーを増やしたり、食
料品だけでなく、日常で使うもののお店も作りたいと思いました。小さい子が遊べるところも増やしたいと思いました。 
私が２０年後の将来に吉川市長になったとしたら、定期的に市民にアンケートをとり、市民の声をもとにした市民全員
が安心・安全に住めるまちにしたいです。まちづくりをするにあたって、一番大切なことは市民全員が快適で安心・安
全に住み続けたいと思ってくれるようなまちを作り上げることが大切だと思うので、アンケートの取組をしたうえで、まち
づくりを進めていきたいと思いました。 
私が市長になったら公園を増やします。理由は今、スマホゲームなどでひきこもりになっている人が運動できるような
施設を作りたい。そして、運動することによって健康的に暮らすことができる。 
私が市長になったら商業施設を発展させ若い人も年配の人も安心して楽しめる夫婦にも便利なまちにしたいです。ま
た緑がいっぱいあって子供たちが大人になってまた住みたいというまちにしたいです。 
私が市長になったらまず公園のトイレをきれいにしていきたいと思っています。また、道路をきれいにしていきたいと思
った。ポイ捨てなどの行動もなくせるように活動していければよいと思っています。 
私が市長になって取り組みたいことは、インターネット環境を良くすることだ。市内のどこでも調べ物ができ、連絡のや
り取りも簡単にできる。だから、学校で配られる手紙などは携帯電話で写真を送るなどして、資源の節約になると思う。 
私が将来、吉川市長になったら美しいまちにしていきたいです。 
私がもし 20年後の吉川市長になったら幅広い世代が交流出来るようなイベントをすることに取り組みたいです。イベ
ントをすれば地域の人々の交流が深まり安全面でも安心出来ると思います。また、公園などを整備して高齢者の方々
の健康に役立てたり小さい子がいる家庭でも遊んだりできるのでそこでも交流できると思います。私はこのような取り
組みをして地域の交流が深まっている町にしたいです。 
私がもし市長になったら犯罪や交通事故のない安全・安心なまちにしていきたいです。そのためには、地域ごとに集
まって交通事故が起こらないために自分たちができることを話し合うということに取り組みたいと思います。 
私がもしも吉川市長になったら、高齢者、若い人たち全員のために何を建ててほしいかなどのアンケートをとって色々
行動していく。今、高校が１つしかないから増やしていきたい。ボランティアをやとい、週に１回などに掃除をみんなで
行う。部活を１～２時間ぐらいにし、全体的に勉強時間を増やしていく。 
私が吉川市の市長になったら、芸術のまちにしたいと思います。日常的に絵や音楽、安らぐ建物があったり、自然を
使ってもっと明るい吉川を作りたいです。そして、子どもから大人が何か発表できるようなイベントを作ることと、大ホー
ルを作り、オーケストラや劇団の方を呼んでいつでも気軽に観たり聞いたりできるようにし、周囲にお店や休める場所
を作ります。 
私たちが快適に過ごせるように、安全で環境が良く、医療関係などが充実した町。また、交通関係や買い物なども充
実していて災害などに強い町にしたいです。 
私は、今よりもっと住んでいる人達の意見をたくさん取り入れて、良い環境で、安心・安全に暮らせるまちづくりをして
みたいです。また、買い物を出来るところをたくさん増やし、より快適に過ごしやすく、いい人達、物がたくさんできるよ
うなまちにできるようにしたいです。 
私は、交通面で危ないと思うところがけっこうありました。もし、市長になるのであるならばそういう危ない場所が無いよ
うにできるまちにしたいです 
私は、しょうがい者や子育てにすごくやさいしい市にしたいです。そして、市役所に簡単に相談ができ、助け合いが多
く、犯罪が少ない市づくりに取り組みたいです。老若男女問わない市。そして危険が少なく、街並みのよい市にしたい
です。市民へアンケートもとりたいです。 
私は、まず吉川市民の全員が安心して豊かな生活をおくれるようにしたいです。そのために、自然環境を良くして公
園やみんなが使う所はきれいにしたいです。また、私は体育館をもっと広くして様々なスポーツができるようにしたい
です。 
私は、吉川はとても自然が多いので、それをきれいに保ち、残していきたい。川の水質を良くし、サケの放流などを続
け、吉川の自然に感心をもってもらえるような取り組みをしたい。川にはさまれた地形なので、災害が起こっても安心
できるようにしたい。 
私は今の吉川には子供やスポーツの取り組んでいる人たちには施設が足りないと思うので、競技場や整備の整った
講演など、スポーツに熱中できる吉川市を作りたいと思いました。 
私はまず公園や道路を整備します。小さい子どもが安全に楽しく遊べるような遊具をつくり、トイレなども掃除が行き届
いているような場所を目指します 
小学生からお年寄りまでみんなの意見を取り入れる。 
例)スーパーやコンビニなどを増やしたり(田など残してもいいと思う)公園も増やしたりして住みやすい市にしたいです 
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