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序．調査の概要 

【 調 査 の 趣 旨 】 本調査は、吉川市都市計画マスタープランの改定にあたり、市民が「まちづ

くりの現状」や「概ね２０年後の将来のまちづくり」などに対して、どのよう

に考えているのかを把握することを目的とする。 

【 調 査 項 目 】 ① 回答者の属性について 

② 吉川市の「現状」と「今後」について 

③ 吉川市の将来像について 

【 調 査 期 間 】 令和 2年 6月 26 日～7月 10 日 

【 調 査 方 法 】 郵送配布・郵送回収による調査 

【 調 査 対 象 】 令和２年６月１日現在で住民基本台帳に登録される市内在住の 18 歳以上の

男女 62,534 人から、層化等間隔無作為抽出により 1,500 人を調査対象とし

ています。 

【 回 収 結 果 】 有効回答数 573 件、回答率 38.2％ 

【集計にあたって】 ○ 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、原則的に原文のまま掲

載してあります 

〇 個人及び特定団体を誹謗中傷する回答などは、その部分を省略して掲載し

ています。 

【居住地域について】 居住地域の区割り図は、次の図のとおりです。 
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問１ 「あなたご自身のこと」について 

はじめに、「あなたご自身のこと」についてお伺いします（1 つ選択） 

 

【あなたの年齢】 

回答者の年代は、70歳以上が 20.9%で最も多くなっています。 

 

 

 

選択肢 回答数 割 合 

10歳代 13  2.3% 

20歳代 50  8.7% 

30歳代 85  14.8% 

40歳代 113  19.7% 

50歳代 95  16.6% 

60歳代 94  16.4% 

70歳以上 120  20.9% 

無回答 3  0.5% 

計 573  100.0% 

 

 

 

【あなたの性別】 

回答者の性別は、女性の回答率が高くなっています。 

 

 

 

選択肢 回答数 割 合 

男性 219  38.2% 

女性 308  53.8% 

無回答 46  8.0% 

計 573  100.0% 
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【あなたの吉川市での居住年数】 

回答者の居住年数は、30 年以上が 37.7％で最も多くなっています。 

 

 

 

選択肢 回答数 割 合 

５年未満 62  10.8% 

５年～10年未満 71  12.4% 

10年～15年未満 57  9.9% 

15年～20年未満 58  10.1% 

20年～30年未満 103  18.0% 

30年以上 216  37.7% 

無回答 6  1.0% 

計 573  100.0% 

 

 

 

【あなたのお住まいの地域】 

回答者の居住地域は、中央北部地域が 21.1％で最も多くなっています。 

 

 

 

選択肢 回答数 割 合 

北部地域 49  8.6% 

東部地域 47  8.2% 

中央北部地域 121  21.1% 

中央地域 73  12.7% 

中央西部地域 61  10.6% 

中央南部地域 32  5.6% 

南部地域 77  13.4% 

西部地域 9  1.6% 

美南地域 97  16.9% 

無回答 7  1.2% 

計 573  100.0% 
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問２ 吉川市の「現状」と「今後」について 

吉川市の「現状」と「今後」についてお伺いします。 

 

２－１ 現状の評価 

「現状の評価」は、あてはまる番号に、１つ「〇」印をつけてください。 

【自宅・自宅周辺】 

自宅・自宅周辺の住みやすさの評価は、｢自宅の住みやすさ｣の満足度（｢満足｣、｢どちらかと言え

ば満足｣の合計）は、84.6%でした。｢(総合評価)市の全体的な住みやすさ｣の満足度は 57.9%でし

た。 

 

 

選択肢 満足 

どちらか

と言えば

満足 

どちらか

と言えば

不満 

不満 
わから 

ない 
無回答 計 

ご自宅の住みやすさ 

（敷地の広さ、日当り、風通しなど） 

回答数 215  270  59  19  2  8  573  

割合 37.5% 47.1% 10.3% 3.3% 0.3% 1.4% 100.0% 

ご自宅周辺の住みやすさ 

（周辺の建物の状況など） 

回答数 198  265  61  30  7  12  573  

割合 34.6% 46.2% 10.6% 5.2% 1.2% 2.1% 100.0% 

ご自宅周辺のまちづくりのルール 

（建物の用途、高さ、敷地面積など） 

回答数 168  241  70  27  56  11  573  

割合 29.3% 42.1% 12.2% 4.7% 9.8% 1.9% 100.0% 

（総合評価） 

吉川市の全体的な住みやすさ 

回答数 50  282  104  32  5  100  573  

割合 8.7% 49.2% 18.2% 5.6% 0.9% 17.5% 100.0% 
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【土地利用】 

土地利用の評価は、「スーパーなどの身近な店舗の立地状況」の満足度は 57.8%でした。 

一方、｢駅周辺の商業・業務施設の立地状況｣の満足度は 35.4％で不満度（｢どちらかと言えば不

満｣、｢不満｣の合計）の 48.5％よりも低い割合でした。 

なお、｢市街化調整区域の秩序ある土地利用｣や｢工業団地の整備、工場などの誘致｣、｢集団的な優

良農地の保全｣については、『わからない』の回答が多くありました。 

 

 

 

選択肢 満足 

どちらか

と言えば

満足 

どちらか

と言えば

不満 

不満 
わから 

ない 
無回答 計 

市街地の計画的な整備・大きさ 
回答数 54  165  99  46  151  58  573  

割合 9.4% 28.8% 17.3% 8.0% 26.4% 10.1% 100.0% 

市街化調整区域の秩序ある土地

利用（旭・三輪野江地区など） 

回答数 27  86  70  43  261  86  573  

割合 4.7% 15.0% 12.2% 7.5% 45.5% 15.0% 100.0% 

スーパーなどの身近な店舗の 

立地状況 

回答数 102  229  108  94  12  28  573  

割合 17.8% 40.0% 18.8% 16.4% 2.1% 4.9% 100.0% 

駅周辺の商業・業務施設の 

立地状況 

回答数 53  150  173  105  51  41  573  

割合 9.2% 26.2% 30.2% 18.3% 8.9% 7.2% 100.0% 

工業団地の整備、 

工場などの誘致 

回答数 15  83  84  50  268  73  573  

割合 2.6% 14.5% 14.7% 8.7% 46.8% 12.7% 100.0% 

集団的な優良農地の保全 
回答数 23  103  48  25  296  78  573  

割合 4.0% 18.0% 8.4% 4.4% 51.7% 13.6% 100.0% 
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【公共公益施設等】 

公共公益施設等の評価は、公民館や図書館などの｢教育文化施設｣の満足度は、53.8%でした。 

一方、病院や診療所などの｢医療施設｣の満足度は 36.3％で不満度の 52.4％よりも低い割合でし

た。 

なお、高齢者や障がい者のための｢福祉施設｣や商業・業務施設や工場などの｢雇用の場｣は、『わ

からない』の回答が多くありました。 

 

選択肢 満足 

どちらか

と言えば

満足 

どちらか

と言えば

不満 

不満 
わから 

ない 
無回答 計 

公民館や図書館などの 

教育文化施設 

回答数 79  229  113  56  50  46  573  

割合 13.8% 40.0% 19.7% 9.8% 8.7% 8.0% 100.0% 

体育館や運動場などの 

スポーツ施設 

回答数 52  164  145  89  69  54  573  

割合 9.1% 28.6% 25.3% 15.5% 12.0% 9.4% 100.0% 

保育所や遊び場などの 

子育て支援施設 

回答数 43  151  105  62  149  63  573  

割合 7.5% 26.4% 18.3% 10.8% 26.0% 11.0% 100.0% 

高齢者や障がい者のための 

福祉施設 

回答数 15  107  129  60  209  53  573  

割合 2.6% 18.7% 22.5% 10.5% 36.5% 9.2% 100.0% 

病院や診療所などの 

医療施設 

回答数 33  175  153  147  29  36  573  

割合 5.8% 30.5% 26.7% 25.7% 5.1% 6.3% 100.0% 

商業・業務施設や工場などの 

雇用の場 

回答数 8  83  119  55  237  71  573  

割合 1.4% 14.5% 20.8% 9.6% 41.4% 12.4% 100.0% 
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【道路】 

道路の評価は、｢生活道路の幅や舗装などの状況｣の満足度は 52.3%でした。 

一方、｢歩道や自転車道のネットワーク｣や｢歩道などのバリアフリー整備｣、｢自転車の走行区間の

整備｣の満足度は不満度よりも低い割合でした。 

 

 

選択肢 満足 

どちらか

と言えば

満足 

どちらか

と言えば

不満 

不満 
わから 

ない 
無回答 計 

ご自宅周辺の生活道路の 

幅や舗装などの状況 

回答数 93  207  119  116  3  35  573  

割合 16.2% 36.1% 20.8% 20.2% 0.5% 6.1% 100.0% 

ご自宅周辺の自動車の速度制限

などの交通安全対策 

回答数 69  215  129  69  42  49  573  

割合 12.0% 37.5% 22.5% 12.0% 7.3% 8.6% 100.0% 

市外又は市内を移動するための

幹線道路の整備 

回答数 39  208  137  85  51  53  573  

割合 6.8% 36.3% 23.9% 14.8% 8.9% 9.2% 100.0% 

歩道や自転車道の 

ネットワークの整備 

回答数 18  128  186  141  41  59  573  

割合 3.1% 22.3% 32.5% 24.6% 7.2% 10.3% 100.0% 

高齢者や障がい者に配慮した 

歩道などのバリアフリー整備 

回答数 11  77  183  153  98  51  573  

割合 1.9% 13.4% 31.9% 26.7% 17.1% 8.9% 100.0% 

自転車の走行区間の整備 
回答数 15  76  190  176  67  49  573  

割合 2.6% 13.3% 33.2% 30.7% 11.7% 8.6% 100.0% 
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【公園・緑地】 

公園・緑地については、「身近に利用できる公園・緑地の配置」の満足度は 59.5％でした。 

一方、｢公園内の遊具や健康器具｣の満足度は 26.9％で不満度の 41.7％よりも低い割合でした。 

なお、｢市街地内の農地の保全｣は、『わからない』の回答が多くありました。 

 

 

選択肢 満足 

どちらか

と言えば

満足 

どちらか

と言えば

不満 

不満 
わから 

ない 
無回答 計 

ご自宅周辺の身近に利用できる

公園・緑地の配置 

回答数 105  236  88  79  27  38  573  

割合 18.3% 41.2% 15.4% 13.8% 4.7% 6.6% 100.0% 

スポーツやイベントなど多目的に

利用できる大きな公園の整備 

回答数 64  163  124  89  82  51  573  

割合 11.2% 28.4% 21.6% 15.5% 14.3% 8.9% 100.0% 

公園内の遊具や健康器具 
回答数 25  129  153  86  120  60  573  

割合 4.4% 22.5% 26.7% 15.0% 20.9% 10.5% 100.0% 

公園の維持管理・再整備 
回答数 31  176  118  80  112  56  573  

割合 5.4% 30.7% 20.6% 14.0% 19.5% 9.8% 100.0% 

公園・道路の緑化・河川や水路な

どの水と緑のネットワークの整備 

回答数 28  161  139  84  107  54  573  

割合 4.9% 28.1% 24.3% 14.7% 18.7% 9.4% 100.0% 

市街地内の農地の保全 
回答数 27  110  60  35  269  72  573  

割合 4.7% 19.2% 10.5% 6.1% 46.9% 12.6% 100.0% 
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【公共交通】 

公共交通については、「電車の本数・運行時間」の満足度は 55.5％でした。 

一方、｢路線バスのルート・バス停の配置｣や｢路線バスの本数・運行時間｣、｢吉川駅前広場の整

備｣の満足度は不満度よりも低い割合でした。 

 

 

選択肢 満足 

どちらか

と言えば

満足 

どちらか

と言えば

不満 

不満 
わから 

ない 
無回答 計 

電車の本数・運行時間 
回答数 76  242  93  69  46  47  573  

割合 13.3% 42.2% 16.2% 12.0% 8.0% 8.2% 100.0% 

路線バスのルート・バス停の配置 
回答数 49  148  115  116  93  52  573  

割合 8.6% 25.8% 20.1% 20.2% 16.2% 9.1% 100.0% 

路線バスの本数・運行時間 
回答数 37  117  125  149  98  47  573  

割合 6.5% 20.4% 21.8% 26.0% 17.1% 8.2% 100.0% 

吉川駅前広場の整備 

（バリアフリー・交通渋滞対策など）  

回答数 23  124  155  111  94  66  573  

割合 4.0% 21.6% 27.1% 19.4% 16.4% 11.5% 100.0% 

駅周辺の駐車場・駐輪場 

の立地状況 

回答数 30  195  117  91  88  52  573  

割合 5.2% 34.0% 20.4% 15.9% 15.4% 9.1% 100.0% 

公共交通全般の利用のしやすさ 

（電車・バス・タクシーなど） 

回答数 37  197  132  101  49  57  573  

割合 6.5% 34.4% 23.0% 17.6% 8.6% 9.9% 100.0% 

  



10 

 

【環境】 

環境については、「自宅周辺の環境」の満足度は 58.5％でした。 

一方、｢道路や公園などの防犯対策（街灯、見通しなど）｣の満足度は 30.9％で不満度の 53.7％

よりも低い割合でした。 

なお、｢省エネルギー・再生可能エネルギーの普及｣は、『わからない』の回答が多くありまし

た。 

 

 

選択肢 満足 

どちらか

と言えば

満足 

どちらか

と言えば

不満 

不満 
わから 

ない 
無回答 計 

ご自宅周辺の環境 

（騒音・振動・悪臭など） 

回答数 102  233  122  76  6  34  573  

割合 17.8% 40.7% 21.3% 13.3% 1.0% 5.9% 100.0% 

農地や河川、水路などの 

自然環境の保全 

回答数 48  187  96  49  127  66  573  

割合 8.4% 32.6% 16.8% 8.6% 22.2% 11.5% 100.0% 

公園や公共施設・民地などの 

緑化などによる生態系への配慮 

回答数 46  201  84  32  140  70  573  

割合 8.0% 35.1% 14.7% 5.6% 24.4% 12.2% 100.0% 

公共下水道の整備や合併処理浄化槽

の普及などによる水質の保全 

回答数 50  190  72  39  149  73  573  

割合 8.7% 33.2% 12.6% 6.8% 26.0% 12.7% 100.0% 

ごみ減量やリサイクル、再生品の

活用などによる環境負荷の軽減 

回答数 54  200  79  23  149  68  573  

割合 9.4% 34.9% 13.8% 4.0% 26.0% 11.9% 100.0% 

省エネルギー・再生可能エネルギー

（太陽光など）などの普及 

回答数 19  109  105  39  226  75  573  

割合 3.3% 19.0% 18.3% 6.8% 39.4% 13.1% 100.0% 

道路や公園などの防犯対策 

（街灯、見通しなど） 

回答数 29  148  176  132  43  45  573  

割合 5.1% 25.8% 30.7% 23.0% 7.5% 7.9% 100.0% 
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【防災・減災】 

防災・減災については、｢建物と建物の間隔、道路や公園などの公共空地の確保｣の満足度は

49.0％でした。 

一方、｢自宅周辺の大雨時の道路の冠水対策｣の満足度は 40.9％で不満度の 43.6％よりも低い割

合でした。 

なお、｢河川の改修・堤防整備｣や｢調整池・排水路・ポンプ場などの整備｣、｢橋や水道、下水道な

どの耐震化｣は、『わからない』の回答が多くありました。 

 

 

選択肢 満足 

どちらか

と言えば

満足 

どちらか

と言えば

不満 

不満 
わから 

ない 
無回答 計 

ご自宅周辺の大雨時の 

道路の冠水対策 

回答数 48  186  137  113  55  34  573  

割合 8.4% 32.5% 23.9% 19.7% 9.6% 5.9% 100.0% 

河川の改修・堤防整備 
回答数 23  115  118  85  172  60  573  

割合 4.0% 20.1% 20.6% 14.8% 30.0% 10.5% 100.0% 

調整池・排水路・ポンプ場 

などの整備 

回答数 31  144  86  49  196  67  573  

割合 5.4% 25.1% 15.0% 8.6% 34.2% 11.7% 100.0% 

ご自宅周辺の建物と建物の間隔、 

道路や公園などの公共空地の確保 

回答数 65  216  103  45  79  65  573  

割合 11.3% 37.7% 18.0% 7.9% 13.8% 11.3% 100.0% 

建物の耐震化・不燃化、 

塀や看板などの安全対策 

回答数 34  148  114  49  151  77  573  

割合 5.9% 25.8% 19.9% 8.6% 26.4% 13.4% 100.0% 

橋や水道、下水道などの耐震化 
回答数 16  108  98  60  222  69  573  

割合 2.8% 18.8% 17.1% 10.5% 38.7% 12.0% 100.0% 
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【景観】 

景観については、「自宅周辺の街並み景観」の満足度は 69.8％でした。 

一方、｢駅周辺の街並み景観｣の満足度は 40.3％で不満度の 42.4％よりも低い割合でした。 

 

 

選択肢 満足 

どちらか

と言えば

満足 

どちらか

と言えば

不満 

不満 
わから 

ない 
無回答 計 

ご自宅周辺の街並み景観（建物

の高さ・色彩、敷地内緑化など） 

回答数 125  275  74  34  18  47  573  

割合 21.8% 48.0% 12.9% 5.9% 3.1% 8.2% 100.0% 

駅周辺の街並み景観 
回答数 51  180  158  85  38  61  573  

割合 8.9% 31.4% 27.6% 14.8% 6.6% 10.6% 100.0% 

農地や屋敷林・社寺林、水路 

などが織りなす田園風景 

回答数 65  252  69  29  88  70  573  

割合 11.3% 44.0% 12.0% 5.1% 15.4% 12.2% 100.0% 

河川・水路などの水辺景観 
回答数 48  208  122  51  76  68  573  

割合 8.4% 36.3% 21.3% 8.9% 13.3% 11.9% 100.0% 

道路（緑化・広告物など）や公共

施設（色彩・形など）などの景観 

回答数 42  221  126  46  65  73  573  

割合 7.3% 38.6% 22.0% 8.0% 11.3% 12.7% 100.0% 

市全体としての街並み景観 
回答数 38  243  130  51  55  56  573  

割合 6.6% 42.4% 22.7% 8.9% 9.6% 9.8% 100.0% 
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２－２ 今後の重要性 

「今後の重要性」は、１つの体系ごとに、吉川市の今後のまちづくりに「特に重要と考える項

目」に、最大３つまで「〇」印をつけてください。 

 

【土地利用】 

土地利用については、「駅周辺の商業・業務施設の立地状況」や「スーパーなどの身近な店舗の

立地状況」を重要とする回答が多くありました。 

 

項     目 回答数 割 合 

駅周辺の商業・業務施設の立地状況 233 65.8% 

スーパーなどの身近な店舗の立地状況 215 60.7% 

市街地の計画的な整備・大きさ 152 42.9% 

集団的な優良農地の保全 78 22.0% 

市街化調整区域の秩序ある土地利用 74 20.9% 

工業団地の整備、工場などの誘致 57 16.1% 

無回答 219 － 

n=354件(回答数 573件-無回答 219件) 

 

 

【公共公益施設等】 

公共公益施設等については、｢病院や診療所などの医療施設｣を重要とする回答が多くありまし

た。 

 

項     目 回答数 割 合 

病院や診療所などの医療施設 236 70.7% 

保育所や遊び場などの子育て支援施設 143 42.8% 

公民館や図書館などの教育文化施設 137 41.0% 

高齢者や障がい者のための福祉施設 133 39.8% 

体育館や運動場などのスポーツ施設 122 36.5% 

商業・業務施設や工場などの雇用の場 54 16.2% 

無回答 239 － 

n=334件(回答数 573件-無回答 239件) 
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【道路】 

道路については、｢高齢者や障がい者に配慮した歩道などのバリアフリー整備｣や｢歩道や自転車

道のネットワークの整備｣を重要とする回答が多くありました。 

 

項     目 回答数 割 合 

高齢者や障がい者に配慮した歩道などのバリアフリー整備 181 52.3% 

歩道や自転車道のネットワークの整備 161 46.5% 

自転車の走行区間の整備 142 41.0% 

ご自宅周辺の生活道路の幅や舗装などの状況 138 39.9% 

市外又は市内を移動するための幹線道路の整備 118 34.1% 

ご自宅周辺の自動車の速度制限などの交通安全対策 90 26.0% 

無回答 227 － 

n=346件(回答数 573件-無回答 227件) 

 

【公園・緑地】 

公園・緑地については、｢公園の維持管理・再整備｣や｢公園・道路の緑化・河川や水路などの水

と緑のネットワークの整備｣を重要とする回答が多くありました。 

 

項     目 回答数 割 合 

公園の維持管理・再整備 161 50.6% 

公園・道路の緑化・河川や水路などの水と緑のネットワークの整備  147 46.2% 

ご自宅周辺の身近に利用できる公園・緑地の配置 124 39.0% 

スポーツやイベントなど多目的に利用できる大きな公園の整備 111 34.9% 

公園内の遊具や健康器具 98 30.8% 

市街地内の農地の保全 59 18.6% 

無回答 255 － 

n=318件(回答数 573件-無回答 255件) 

 

【公共交通】 

公共交通については、｢路線バスの本数・運行時間｣や｢公共交通全般の利用のしやすさ｣を重要と

する回答が多くありました。 

 

項     目 回答数 割 合 

路線バスの本数・運行時間 147 46.7% 

公共交通全般の利用のしやすさ 144 45.7% 

吉川駅前広場の整備 119 37.8% 

路線バスのルート・バス停の配置 116 36.8% 

電車の本数・運行時間 113 35.9% 

駅周辺の駐車場・駐輪場の立地状況 73 23.2% 

無回答 258 － 

n=315件(回答数 573件-無回答 258件) 
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【環境】 

環境については、｢道路や公園などの防犯対策｣や｢ご自宅周辺の環境｣を重要とする回答が多くあ

りました。 

 

項     目 回答数 割 合 

道路や公園などの防犯対策 205 60.7% 

ご自宅周辺の環境 137 40.5% 

公共下水道の整備や合併処理浄化槽の普及などによる水質の保全 107 31.7% 

農地や河川、水路などの自然環境の保全 102 30.2% 

ごみ減量やリサイクル、再生品の活用などによる環境負荷の軽減 96 28.4% 

公園や公共施設・民地などの緑化などによる生態系への配慮 66 19.5% 

無回答 235 － 

n=338件(回答数 573件-無回答 235件) 

 

【防災・減災】 

防災・減災については、｢ご自宅周辺の大雨時の道路の冠水対策｣や｢河川の改修・堤防整備｣、｢橋

や水道、下水道などの耐震化｣を重要とする回答が多くありました。 

 

項     目 回答数 割 合 

ご自宅周辺の大雨時の道路の冠水対策 196 62.8% 

河川の改修・堤防整備 176 56.4% 

橋や水道、下水道などの耐震化 157 50.3% 

調整池・排水路・ポンプ場などの整備 91 29.2% 

建物の耐震化・不燃化、塀や看板などの安全対策 88 28.2% 

ご自宅周辺の建物と建物の間隔、道路や公園などの公共空地の確保 47 15.1% 

無回答 261 － 

n=312件(回答数 573件-無回答 261件) 

 

【景観】 

景観については、｢駅周辺の街並み景観｣や｢市全体としての街並み景観｣を重要とする回答が多く

ありました。 

 

項     目 回答数 割 合 

駅周辺の街並み景観 150 55.4% 

市全体としての街並み景観 126 46.5% 

河川・水路などの水辺景観 102 37.6% 

ご自宅周辺の街並み景観 77 28.4% 

道路（緑化・広告物など）や公共施設（色彩・形など）などの景観 72 26.6% 

農地や屋敷林・社寺林、水路などが織りなす田園風景 65 24.0% 

無回答 302 － 

n=271件(回答数 573件-無回答 302件) 
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【満足度・重要度：散布図】 

 ８分野、49 項目について、①満足度は平均未満・重要度は平均以上、②満足度、重要度ともに平

均以上、③満足度、重要度ともに平均未満、④満足度は平均以上・重要度は平均未満の４つのタイ

プに整理すると以下のようになります。 

このうち、①改善施策に分類される項目については、優先度が高い施策とみることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【満足度と重要度の数値化の方法】 

・ 満足度は、現状評価の回答について「わからない」・「無回答」を除き、「満足」を 4 ポイ

ント、「どちらかと言えば満足」を 3 ポイント、「どちらかと言えば不満」を 2 ポイント、

「不満」を 1ポイントに数値化して、満足と不満の中心となる「2.5」を「中心軸」としていま

す。 

・ 重要度は、評価項目の中から回答者が重要と考えられる項目を体系ごとに最大で 3 つまでを

選択して回答していることから、それぞれ項目の回答割合をそのまま数値化し、全体の平均で

ある「0.378」を「中心軸」としています。 

 

重要度 

高い 

中心軸 

中心軸 低い 

① ② 

④ ③ 

満足度 
高い 低い 
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【満足度・重要度一覧】 

項 目 

満足度 重要度 

満
足
【４
㌽
】 

ど
ち
ら
か
と
言
え
ば

満
足
【３
㌽
】 

ど
ち
ら
か
と
言
え
ば

不
満
【２
㌽
】 

不
満
【１
㌽
】 

わ
か
ら
な
い
【除
外
】 

無
回
答
【除
外
】 

合
計
ポ
イ
ン
ト 

満
足
度 

回
答
数 

割
合 

1.市街地の計画的な整備・大きさ 54  165  99  46  151  58  955 2.62  152 0.429 

2.市街化調整区域の秩序ある土地利用 27  86  70  43  261  86  549 2.43  74 0.209 

3.スーパーなどの身近な店舗の立地状況 102  229  108  94  12  28  1405 2.64  215 0.607 

4.駅周辺の商業・業務施設の立地状況 53  150  173  105  51  41  1113 2.31  233 0.658 

5.工業団地の整備、工場などの誘致 15  83  84  50  268  73  527 2.27  57 0.161 

6.集団的な優良農地の保全 23  103  48  25  296  78  522 2.62  78 0.220 

7.公民館や図書館などの教育文化施設 79  229  113  56  50  46  1285 2.69  137 0.410 

8.体育館や運動場などのスポーツ施設 52  164  145  89  69  54  1079 2.40  122 0.365 

9.保育所や遊び場などの子育て支援施設 43  151  105  62  149  63  897 2.48  143 0.428 

10.高齢者や障がい者のための福祉施設 15  107  129  60  209  53  699 2.25  133 0.398 

11.病院や診療所などの医療施設 33  175  153  147  29  36  1110 2.19  236 0.707 

12.商業・業務施設や工場などの雇用の場 8  83  119  55  237  71  574 2.17  54 0.162 

13.ご自宅周辺の生活道路の幅や舗装などの状況 93  207  119  116  3  35  1347 2.52  138 0.399 

14.ご自宅周辺の自動車の速度制限などの交通安全対策 69  215  129  69  42  49  1248 2.59  90 0.260 

15.市外又は市内を移動するための幹線道路の整備 39  208  137  85  51  53  1139 2.43  118 0.341 

16.歩道や自転車道のネットワークの整備 18  128  186  141  41  59  969 2.05  161 0.465 

17.高齢者や障がい者に配慮した歩道などのバリアフリー整備  11  77  183  153  98  51  794 1.87  181 0.523 

18.自転車の走行区間の整備 15  76  190  176  67  49  844 1.85  142 0.410 

19.ご自宅周辺の身近に利用できる公園・緑地の配置 105  236  88  79  27  38  1383 2.72  124 0.390 

20.スポーツやイベントなど多目的に利用できる大きな公園の整備  64  163  124  89  82  51  1082 2.46  111 0.349 

21.公園内の遊具や健康器具 25  129  153  86  120  60  879 2.24  98 0.308 

22.公園の維持管理・再整備 31  176  118  80  112  56  968 2.39  161 0.506 

23.公園・道路の緑化・河川や水路などの水と緑のネットワークの整備  28  161  139  84  107  54  957 2.32  147 0.462 

24.市街地内の農地の保全 27  110  60  35  269  72  593 2.56  59 0.186 

25.電車の本数・運行時間 76  242  93  69  46  47  1285 2.68  113 0.358 

26.路線バスのルート・バス停の配置 49  148  115  116  93  52  986 2.30  116 0.367 

27.路線バスの本数・運行時間 37  117  125  149  98  47  898 2.10  147 0.465 

28.吉川駅前広場の整備 23  124  155  111  94  66  885 2.14  119 0.377 

29.駅周辺の駐車場・駐輪場の立地状況 30  195  117  91  88  52  1030 2.38  73 0.231 

30.公共交通全般の利用のしやすさ 37  197  132  101  49  57  1104 2.36  145 0.459 

31.ご自宅周辺の環境 102  233  122  76  6  34  1427 2.68  137 0.405 

32.農地や河川、水路などの自然環境の保全 48  187  96  49  127  66  994 2.62  102 0.302 

33.公園や公共施設・民地などの緑化などによる生態系への配慮  46  201  84  32  140  70  987 2.72  66 0.195 

34.公共下水道の整備や合併処理浄化槽の普及などによる水質の保全 50  190  72  39  149  73  953 2.72  107 0.317 

35.ごみ減量やリサイクル、再生品の活用などによる環境負荷の軽減  54  200  79  23  149  68  997 2.80  96 0.284 

36.省エネルギー・再生可能エネルギー 19  109  105  39  226  75  652 2.40  60 0.178 

37.道路や公園などの防犯対策 29  148  176  132  43  45  1044 2.15  205 0.607 

38.ご自宅周辺の大雨時の道路の冠水対策 48  186  137  113  55  34  1137 2.35  197 0.629 

39.河川の改修・堤防整備 23  115  118  85  172  60  758 2.22  177 0.565 

40.調整池・排水路・ポンプ場などの整備 31  144  86  49  196  67  777 2.51  91 0.291 

41.ご自宅周辺の建物と建物の間隔、道路や公園などの公共空地の確保 65  216  103  45  79  65  1159 2.70  47 0.150 

42.建物の耐震化・不燃化、塀や看板などの安全対策 34  148  114  49  151  77  857 2.48  89 0.284 

43.橋や水道、下水道などの耐震化 16  108  98  60  222  69  644 2.28  158 0.505 

44.ご自宅周辺の街並み景観 125  275  74  34  18  47  1507 2.97  77 0.284 

45.駅周辺の街並み景観 51  180  158  85  38  61  1145 2.42  150 0.554 

46.農地や屋敷林・社寺林、水路などが織りなす田園風景 65  252  69  29  88  70  1183 2.85  65 0.240 

47.河川・水路などの水辺景観 48  208  122  51  76  68  1111 2.59  102 0.376 

48.道路（緑化・広告物など）や公共施設（色彩・形など）などの景観 42  221  126  46  65  73  1129 2.60  72 0.266 

49.市全体としての街並み景観 38  243  130  51  55  56  1192 2.58  126 0.465 

 ― 0.378 
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２－３ 自由意見 

それぞれの体系について、ご意見等ございましたらご自由にお書きください。 

 

【土地利用・公共公益施設等に関する自由意見】 

内  容 回答者の属性 
田んぼが広がる地域は“何もない”ではありません。季節によって変わるきれいな風景がずっと
続いてほしいです。 

10歳代 東部 

カスミがなくなってしまったことが今でも残念です。設立に税金を使ったりはしていませんよね？ 10歳代 中央 

美南に図書館をつくっていただきたい。学校の長期休みに利用できる学習スペース（中高生向
け）を設けていただきたい。現状がわからないものも多かった為、知りたいと思った。 

10歳代 美南 

市内の人口分布に偏りがあると思う。市街化調整区域は高齢化のため、子どもが少ない。美南
地域は子どもがたくさんいる。バランスよく人口がいるとよい。 

20歳代 東部 

病院が使いにくい。空き地空き家が多くごみが散乱して汚い。八坂祭りは一部地域の人のみ騒
いでいてうるさい。次の日にごみが多くあんな祭りは即刻やめるべき。 

20歳代 中央北部 

駅周辺に、勉強やパソコン業務などが出来るカフェなどがあると大変便利だと思う。待ち合わせ
時や時間つぶしにもカフェがあると便利だと思う。 

20歳代 中央 

少子高齢化が進んでいるので、福祉施設を多く立地したら良いと思いました。 20歳代 中央西部 

市民体育館が遠い。 20歳代 中央西部 

吉川美南駅周辺に病院等の医療施設をさらに整備していくべきだと考えます。 20歳代 中央西部 

スポーツ施設を充実させて欲しい。 20歳代 中央南部 

吉川美南駅西口から吉川美南駅西口交差点の間が他に比べて非常に風が強く感じる。 20歳代 南部 

美南にも駅から歩ける範囲で、公民館、図書館、スポーツ施設など公共公益施設をつくってほ
しい。飲食店も増やしてほしい。 

20歳代 美南 

総合体育館のトレーニングルームに冷暖房の設置をして欲しい。トレーニング後のシャワール
ームは電気が暗すぎるのとシャワーが使いにくい。図書館に新しい本があまりない為魅力がな
く昔ほどいかなくなった。 

20歳代 美南 

住んでまもないので分からないことが多いです。 20歳代 美南 

北部地域は市のなかでもおいてきぼり感があるのでよく分かりません。 30歳代 北部 

１の北部地域に住む若者世帯においては、子育てするのに良い環境とはいえません。小学校
が非常に遠い。公園がない。夜道が危険等。 

30歳代 北部 

アクアパークに来る方々の無断駐車を（駐車場など作ったりして）改善してほしい。 30歳代 東部 

病院でまつことが多いので病院の数をふやしてほしい（きよみ野周辺）。飲食店が少ないのでも
う少し増えるとにぎやかになるかと思う。 

30歳代 中央北部 

工場誘致はやめてほしい。うるさいし、トラックの往来が危険なので。スポーツ施設は避難場所
としても使用できるので環境を整備してほしい。 

30歳代 中央北部 

吉川市は住むには環境がとても良いと思います。しかし、駅周辺にあまり良い所がないので、
パッとした良いイメージをもたれないのかもしれません。この際、田園風景を活かしてオシャレ
なカフェやお店を作ってはどうでしょうか（笑）。 

30歳代 中央北部 

もっと会社や工場を誘致してお金が入るような土地利用を希望。 30歳代 中央北部 

児童館が１つしかないのはおかしい。 30歳代 中央 

緑の多い安全な公園が欲しい。 30歳代 中央西部 

閉店したきりで更地、テナント募集のままになっている所が気になります。寂しく感じます。お買
い物はとても便利ですが、人気チェーン店がもっとあると嬉しいです。その為に、市外にいくこと
がありますので。 

30歳代 中央西部 

駅周辺は大した施設がなく、ゴチャゴチャしてるという印象です。地主の影響があるとは思いま
すが、改善しなければいけないと思います。 

30歳代 中央西部 

とにかく土地の使い方や公共施設等全てが中途半端。新しい美南のほうばかり力を入れて開
発している。 

30歳代 中央西部 

市役所、図書館が、遠い所にあるのが不満。南部に人口が増えているので、見直すべき。児童
館が他の市に比べて少ないし、中身も充実していない。公園の遊具がこわれたままになってい
たり、草がぼーぼーなのでもっと管理してほしい。 

30歳代 中央南部 

公民館が近くにあるが、子育て支援センターのような遊べる場所ではないし、近くに支援センタ
ーがないので、類似の施設や日時を限定したイベント等でも良いので、子育てについての情報
交換など親が助かるものが増えてほしい。（子供を遊ばせるイベントはあるが相談できる雰囲
気ではないので）それと、小児科専門医がいると安心。少ない。 

30歳代 中央南部 

障がい者といっしょに働いています。社会進出している以上福祉施設は充実していた方がいい
と思います。雇用の場は難しいと思いますが、増えてくるといいと思います。私の同級生は皆吉
川市から出ていないので。出来れば近くで働きたい。 

30歳代 南部 
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内  容 回答者の属性 
小児科が少ないです。病院の質も、（他科）悪い事が多い。持病がある為来院されると迷惑と言
われた事もあります。 

30歳代 南部 

近くにあったスーパータジマが無くなって不便になった。ドラッグストアはいっぱいあるのでいら
ない。 

30歳代 南部 

とにかく、買い物が不便です。（吉川駅近辺） 30歳代 南部 

あまり規模を拡大しすぎないでほしい。 30歳代 南部 

美南地区の人口が増えているので広い図書館がほしい。アスレチック遊具の充実した公園が
欲しい。 

30歳代 美南 

美南地区に図書館や体育館などができたら嬉しいです。 30歳代 美南 

美南地区に図書館がほしいです。（市役所近くの図書館まで行くのに電車とバスを利用しない
といけない）美南地区の人口、子供が多いので切に願います。これからの子供、吉川の未来の
ために。 

30歳代 美南 

美南地区に市役所の出張所があると助かります。 30歳代 美南 

図書館は古い本ばかりで、あまり魅力がなく、利用していません。保育所や学校に置いてある
本の方が新しいものに近いので、図書館の本も同じようにできるといいと思う。吉川にあるクリ
ニックはだいたい木曜休みのところが多く困っている。医師会の関係も多少あるとは思うが、人
口増加している地区の割に医療体制が不充分すぎると感じる。三郷や越谷のように、総合病院
以外に、夜間・休日の診療所を強く希望します。実際に年末年始に子供の具合が悪くなり、治
療が遅れたこともあります。 

30歳代 美南 

新しい中学校の土地、美南小の土地が狭すぎる。 30歳代 美南 

公共施設が遠く、交通の便が悪い。吉川美南駅近くにも図書館等の公共施設がほしい。吉川
市でも待機児童が多くいます。解消のために保育所の新設をお願いします。また、保育所は駅
の近くにほしいです。 

30歳代 美南 

公園（室外のバスケコート・アスレチック）などの広い場所がほしい。 30歳代 美南 

近年、運送会社のトラックターミナルの工事が多いのではと感じる。その為、道路にわだちなど
ができ、悪くなっている。 

30歳代 美南 

吉川美南駅、東側の開発も期待しています。 30歳代 美南 

駅前周辺の飲食店の不足。図書館が遠くて不便。コンビニがローソンのみ（吉川美南駅前周
辺）。 

30歳代 美南 

オアシスが一番でかくてしっかりしている図書館。人口も増えてきているので、同じ規模の図書
館、もしくは、三郷文化会館のような公共施設がほしい（イベントができたりするので。） 

30歳代 美南 

「いくまち」を開発するということで吉川美南に引っ越してきましたが、どんどん予定されていたこ
とが先延ばしになって今後子供を育てるのに良い街づくりがされていくのか不安です。 

30歳代 美南 

東部地域はスーパーと公園が無いためとても不便さを感じています。外で遊ぶ場所が無いので
子ども達だけで行き来しやすく学校から帰宅後に遊べる公園や広場等は絶対に必要です。 

40歳代 東部 

三輪野江地区は近くに公園など子供の遊ぶ場所がない。図書館もお店もなにもなく困っていま
す。三輪野江地区も子供と暮しやすい様にしてもらいたいです。農地保全ばかりでなく、三輪野
江地区をもっと住みやすい地区にしてほしいです。 

40歳代 東部 

スーパー等、買い物をする店舗が全くない。（生活が不便）。産廃業者ばかりに土地を売却して
いる。（安全が脅かされている。）農地を守る事も大切ではあるが、このままだと町そのものが
廃れていく。不便さゆえ、若者がいなくなっている。 

40歳代 東部 

利用したくなる施設があまりないが、あまりお金をかけるべきではないので、今くらいでよい。 40歳代 中央北部 

土地利用…身近に大型スーパーの誘致を強く希望する。駅周辺の商業施設の充実。公共公益
施設等…総合病院の充実（総合病院の誘致等） 

40歳代 中央北部 

第三公園の階段のぼったところにある水のたまり場が汚い。蚊の温床。近くに保育園もあるし
心配。きよみ野には楽しいところが少ない。 

40歳代 中央北部 

総合体育館の格技場に冷暖房が欲しい。 40歳代 中央北部 

喫煙所について、病院や公園、文化施設等への喫煙所の減少、撤去が、現状的にあたり前の
時代とされているが、逆に道路や施設等の周辺での吸ガラ等の散乱が目立っていると思われ
ます。受皿が無いのに無くすのは、どうかと思われます。 

40歳代 中央北部 

ライフ・コーナン付近の渋滞が気になる。（土・日・夕方） 40歳代 中央北部 

おあしすの改修が止められて以降どうなっていますか。ぜひすすめてほしい。市長の足をひっ
ぱっているだけにしか見えず、悲しい。 

40歳代 中央北部 

中央南部地域の市街に編入を進められれば、市街化区域と調整区域のキレイな住み分けがで
きると思います。 

40歳代 中央 

運動ができる公園が市内に複数あるとよい。福祉施設の現状を自身で把握できていないが、ご
近所も高齢者の割合が増えているので、充実するとよい。 

40歳代 中央南部 

スーパーが減り、携帯ショップができても、あまり生活面でうれしくない。 40歳代 中央南部 

耳鼻科、皮ふ科が少なく、えらべない。車を運転しないので、小さい子供をつれて病院にいくの 40歳代 中央西部 
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内  容 回答者の属性 
が大変です。以前、子供がけいれんをおこした時、一番近くの総合病院も、受け入れてくれな
く、３０分以上救急車の中にいました。その時は、かかりつけの小児科が急きょ、受け入れてく
れて本当にうれしかったです。 
越谷市や三郷市には外部からも集客が出来ているのに比べ、吉川市には魅力的な施設がな
く、市がうるおわないと思う。吉川市に人が集まり、お金をおとしてくれることで市の財政が良く
なれば教育や老後の生活などに希望の持てる取組がどんどん出来るのでは？と思います。 

40歳代 中央西部 

レイクタウン・ららぽーと等大型商業施設が近所にあるため、吉川内にはこれ以上の中、大型
商業施設はいらない。「住」と「工業」に土地利用してほしい。 

40歳代 中央西部 

武蔵野線沿線で吉川駅周辺北側は近隣商業地域で南側が第一種住居地域になっている。こ
のため吉川駅周辺に事業所の土地利用出来にくい。 

40歳代 南部 

南部地域は、大型スーパーなどがなく、不便。駅までのバス便も少なく不便。 40歳代 南部 

ワンダーランドは良い施設だと思います。スーパーやコンビニ、食事のできるお店がもう少しあ
るといいな…と思います。ＪＡさいかつ吉川が道の駅のように発展したらいいな、と思います。 

40歳代 南部 

美南地区に図書室があるとよいと思う。 40歳代 美南 

美南地区に図書館を作って欲しい。 40歳代 美南 

美南地区に図書館があると便利です。（児童数は美南地区が多いため） 40歳代 美南 

美南地区に市役所の窓口が必要。 40歳代 美南 

美南地区に市役所の出張所、図書館などが欲しい。 40歳代 美南 

美南地区では景観対策で土地の広さや建物の間隔、緑地に規定がある為、街並みも良く住み
やすいと思うので、この景観対策をこのまま推進してほしい。 

40歳代 美南 

美南地域に図書館、市民サービスセンター（行政関係の手続、申請ができる分所等）、交番が
できたら有難いです。 

40歳代 美南 

美南のように大きな公共施設内に複数の施設があるのは、安心感があります。（小学校内の公
民館、子育て支援センター）駐車場が広く確保できるのも良いと思います。 

40歳代 美南 

道路整備をする中で、立ちのきしないといけない家があるなら、そういう家を高齢者や障がい者
のいこいの場にしてあげると良いと思います。 

40歳代 美南 

図書館と病院（夜間、時間外などの対応できる）の充実、増えることを望みます。 40歳代 美南 

図書館、児童館、公園を美南に作ってほしい。 40歳代 美南 

交番の設置。 40歳代 美南 

吉川市に夜の食事（居酒屋）でお金を落としたくても吉川美南駅周辺にはお店がないため、都
内や越谷でお金を使う事になる。駅周辺の発展を促進ください。 

40歳代 美南 

まだまだ周りに何もない。（イオンスーパーくらい） 40歳代 美南 

学校や地下鉄ができるという住宅メーカーの営業トークを信用したが、全くうらぎられた。市のＰ
Ｒもどこかでみかけた気がするので信用したのに。 

50歳代 北部 

三輪野江地区には、スーパーなどもなく、車がないと生活できない状況。駐車場や、工場、よく
分からない業種のものがほとんどなので他の事業にも土地を利用してほしい。 

50歳代 東部 

病院では歯科などは多いが、眼科や耳鼻科などが少なく、診療科に偏りがある。 50歳代 中央北部 

中央南部地域にドブ川があったりと、下水が整備されていないように見受けられる。街路樹植
栽に雑草が大きくなって運転時の見通し、街の景観等の点から気になる。おあしす駐車場の地
面にかいてある標識の矢印がうすくなっていてよく見えない。それが原因かどうかはわからない
が高齢者の逆走が時々あり危険。 

50歳代 中央北部 

吉川南地区が開発されてますが吉川市は隣市に大型商業施設が有り、映画館やボウリング場
が有るので吉川市には必要無いと思います。閑静な住宅地である、きよみ野の地を終の住処
にしたいと考えています。ただ気がかりなのは５丁目東側に現在建設中ので扱う輸入青果の貯
留施設からヒアリが出る事がないか不安に思っています。 

50歳代 中央北部 

駅周辺に環境の整った保育関連施設が増えると良いと思う。 50歳代 中央北部 

カスミスーパーが無くなり不便。小さい子が公園に行かず道路で遊び困っている。 50歳代 中央北部 

公民館や、プールの近くには田んぼがたくさんあるので、もう少しそこを駐車場にしていった方
がいいと思います。駅前サービスセンターの駐車場も確保してもらいたい。 

50歳代 中央 

駅周辺に駐車場が少ない。小・中学校の建て替え。 50歳代 中央 

豊かな緑の田畑と古くからある宿場町の面影、商業と農業の両立と、大きな図書館を持つ住み
やすいゆとりのある土地利用をしていってほしい。 

50歳代 中央西部 

企業誘致の推進。 50歳代 中央南部 

駅周辺にパチンコや墓地をつくるよりは、もっと市民みんなが活用できるような施設の誘致をし
てほしい。駅はその街の印象を左右するので人口を増やす意味でも大切ではないか。小松川
工業団地に出入する大型車（特に産廃処理）の往来がはげしく、大型車通行禁止の道路の通
行も多く、危険。道路の痛みがはげしい。道路環境が整備されていない。通行にともなう震動も
はげしい。地区に大型車が通らざるをえないような工場を誘致しするのはどうかと思う。 

50歳代 中央南部 

２０１２年に引越ししてきた時、田んぼの横の用水路がわれていた。２０１１年の地震のせいだと 50歳代 中央南部 
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内  容 回答者の属性 
は思うが、その用水路が、いびつのままおかれている。せめて用水路をふさいで（ゴミも沢山な
げこまれている為）歩道にした方が道がせまい分よろしいのかと。 
総合病院を新しく誘致して欲しい。（あるいは診療内容をもっと精度の高いものにして欲しい。）
体育館・プールなどは駅から遠く、車の使えない者は利用が難しい。→市内巡回バスを設置し
て欲しい。スーパーを誘知して欲しい。すごくこまっています。（タジマ閉店のため） 

50歳代 南部 

総合スポーツセンターを作ってほしい。特に吉川駅より南の地区に。 50歳代 南部 

救急車で、たらい回しされない大きな救命病院が、あると安心です。 50歳代 南部 

駅周辺に一方通行が多すぎる。耳鼻科がない。図書館の本が古い。医療施設の評判が悪い。 50歳代 南部 

美南地区にも図書館を作ってほしい。市民病院があるといいと思います。 50歳代 美南 

美南駅前に交番が欲しい。 50歳代 美南 

スポーツ施設が、有効利用されにくい立地にあり残念。 50歳代 美南 

近くには金融機関、郵便局、スーパー、病院（接骨院も含む）がなく、今後郵便局でも出来れば
と思っています。体育館の使用ですが、県外・市外から使用許可をとっているみたいなので吉
川市優先にお願いしたい。 

60歳代 北部 

農業振興区域を設定するそうで有るが、今後、今の現状を見る限り高齢化が進み、誰が今後
の農業をしていくのか考えるに、次世代の人がいない。又、区域を設定されて、この区域に土
地を持っている人の土地の売買が出来なくなると聞いているが、論外で有る。土地の売買は、
自由で有るべきだ。 

60歳代 東部 

市の公共施設管理計画では今後３０年間で年平均２４億円の投資が必要とある中、新たな総
合運動公園構想があるようですが、既存の施設の維持管理費用すら十分でない現状で、これ
以上の公共施設の新設は慎重であるべきで、それよりも既存施設の維持管理、改修することで
有効利用を図るべきと思います。（運動公園テニスコートのライン塗装すら実施されず、きよみ
野第２公園の橋も壊れたまま放置されています。大規模な総合運動公園より一般市民が日常
生活で手軽に利用できる市内に点在する公園の方に税金を使うべきと思います） 

60歳代 中央北部 

公共施設を充実してほしい。多人数で活動出来る広さのある場所がほしい。 60歳代 中央北部 

吉川の歴史を伝える民俗資料館（博物館）を現在の場所からもっとアクセスしやすい市庁舎内
等に移転して、市民がもっと街の歴史に親しめるようにしてほしい。 

60歳代 中央北部 

今自分の住んでいる場所は、今の所一番住みよい場所だと思っています。 60歳代 中央 

なぜ、薬局ばかりたくさんできるのでしょう？ 60歳代 中央 

吉川移住して４半世紀、周辺居住者と共に自身老齢化が進んでいる。１０年後には免許返納が
現実としてせまっている。公共交通（バス便等）の充実を望んでいる。以上の意見は４Ｐのも
の。 

60歳代 中央西部 

吉川産のお米・野菜を「新鮮で美味しく」食べられる環境は、健康の源です。維持して欲しい。 60歳代 中央南部 

宅地内に大きな電信柱があり、鳥のフンもよく落下し、衛生的でない。電信柱の機能を地下に
移してほしい。 

60歳代 南部 

美南にも図書館（大人が利用出来る）が必要。 60歳代 美南 

ワンルームマンションや高層ビルが多すぎて、これからの治安が、とても心配です。美南小学
校の人数が多くて、よい授業ができているか、孫が心配です。 

60歳代 美南 

旭小学校は所在地が不便な所にあるので駐車場の整備が必要である。 70歳代 北部 

スーパーなどが少ない。 70歳代 北部 

コロナ感染と災害被害時の避難場を考えると、近隣の親戚・知人とも無理な場合、車中とかテ
ント生活も考慮しなければなりません。そこで公園・広場・空き家等確保する手段を進めておく
必要があるのでは、と考えます。 

70歳代 北部 

田んぼの先に富士山が見える景色が好きです。きよみ野五丁目の西側の田んぼは残してほし
いと思います。 

70歳代 中央北部 

体育館、運動場などスポーツ施設をもっと大規模化した方が良いと思います。 70歳代 中央北部 

市民農園横の広い死んだ土地に道の駅を造ったらどうでしょうか？ 70歳代 中央北部 

市民になってまだ年数が少ないので、市のおかれている状況がよく解りませんが、吉川駅前の
再開発が必要かと思います。 

70歳代 中央北部 

高齢者にとってスーパー等の生活に必要な施設及び病院等は必要不可欠なものであり、もっと
便利な、そして信頼の出来るスーパー、病院等が出来ればよろしいと思う。 

70歳代 中央北部 

高度医療に対応できる医療施設の整備は急務。（現在は全て市外頼りです） 70歳代 中央北部 

工場の勧誘が少ない。道路整備が必要と道路幅がせまい。 70歳代 中央北部 

医療機関のレベルが著しく低いと感じる。大学病院の誘致等、積極的な働きかけをお願いした
い。 

70歳代 中央北部 

旭・三輪野江地区→ＳＤＧＳ滅標１５へ。公共公益施設→歩く、自転車で行けるように集約化す
る。困りごとを生むすべての分野をバリアフリー化する。 

70歳代 中央 

（１）道路整備が遅くれていて自転車もあぶない所が多くさんありますので、高齢者が困ってい
ます。（２）高齢者の増加に伴い、使い勝手の良いコミュニティバスが強く望まれています。（３）

70歳代 中央 
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内  容 回答者の属性 
市民が率先して「花いっぱい運動」を進められるよう、市が上手にリードしてもらうことはできな
いでしょうか。草加公園がきれいに整備されているのを見て、うらやましいと感じています。 
総合体育館を充実・拡充してほしい。 70歳代 中央西部 

土地利用で市街化調整区域の農地を住宅や、資材置場、貸物トラックの集積所等に転用は秩
序ある土地利用とは思えない。もっと規制が必要と思います。又木売新田地区は専業農家が
少なく将来的には市街化すべきと思います。 

70歳代 中央南部 

夜、８時以降の騒音（犬の鳴き声、楽器）など注意してほしい。 70歳代 南部 

南地区にも体育館を。南地区にも福祉施設を！ 70歳代 南部 

吉川駅北口に遊技場があるのは、あまり感心したことではない。 70歳代 南部 

吉川駅から南は余り施設がなく、駅の隣のビルに市役所と図書を置いてあるが駐車場もなく暗
く行く気持になれない。 

70歳代 南部 

高齢者が通える場所を増してほしい。 70歳代 美南 

私達が４０年前に引っ越してきた時より、住環境が悪くなった。住人が年と取って生活がしづら
い。 

70歳代 無回答 

 

【道路・公園・緑地・公共交通に関する自由意見】 

内  容 回答者の属性 
歩道がガタガタで自転車がパンクしそうです。 10歳代 中央 

バスの本数が少なすぎる（エローラバス）。きよみ野みたいにもっと増やしてほしい。バスの降り
る場所が草だらけだし車が多くて反対がわに渡れない（新川橋）。 

10歳代 西部 

自転車と歩行者を分けた道を通学路につくっていただきたい。吉川美南駅から府中本町行きも
「当駅始発」があると便利。市内にプールがあったら、市民の交流の場になるのではないかと考
える。 

10歳代 美南 

バスの本数や時間が地域によって差が激しい。いちょう通りや駅周り以外の地域で街灯が少な
い為不安な時がある。 

20歳代 北部 

バスの本数が少ない。 20歳代 北部 

江戸川沿いの道路はスピードを出している車が多く危険。市街化調整区域の道路の整備にも
力を入れてほしい。 

20歳代 東部 

バス停増やして下さい（通して下さい）。 20歳代 東部 

住宅街のところでも、ものすごいスピードで運転する奴がいて危ない！自転車も、ライトつけな
い人多すぎ！あと、イヤホンつけてる人も多い！車も自転車も一時停止しない人多すぎ！！バ
ス来るの遅い！！本数も少なすぎ！！ 

20歳代 中央北部 

終電が早すぎると感じる。バスの本数が少ない（特に２１～２４時の本数が少なすぎる、） 20歳代 中央北部 

公園内で自転車が暴走して危ない。きちんと対策して。ごみも散乱、植木は植えっぱなしで全く
管理されていない。草刈りの回数が少ない。バスがバスロータリーに長時間とまっていて邪魔。
なんでとめてるんですか？勤めている外国人労働者の道路の無理な横断が危険。そのうち大
事故になりますよ。 

20歳代 中央北部 

電車の本数は、利用者数的に考えたら妥当だと思うが、少し時間間隔が広いと感じるときもあ
る。（通学時朝など）バスは、家からバス停が遠いため個人的な意見にはなってしまうが、もう
少し近くにあるとありがたい。全体的に歩道がせまい。 

20歳代 中央 

桜通りの用水路（川の方）を、もっときれいにしてほしい。 20歳代 中央 

電車の終電がはやい。バス停の乗り場が分かりづらい。 20歳代 中央西部 

中央西部・北部は住宅地であるためか道路が狭く、大通りとの交差点に信号が少ないためや
や危険に感じる。 

20歳代 中央西部 

本数が少ない（バス）。スイカやパスモなど使えるようにしてほしい。 20歳代 中央南部 

グローバル交通のバスの本数が少ない。２２時を過ぎると電車の本数が少なく待ち時間が苦
痛。終電が早い。 

20歳代 中央南部 

交通量が比較的多くない生活道路に対しても車道外側線が引かれ、夜でも道が明るく感じられ
るようになり、良かったです。 

20歳代 南部 

駅からのバスの本数が少ない気がします。特に夜（１９時～２２時）くらいにあるととても便利だ
と思います。 

20歳代 南部 

バスの本数が少ないため、車で移動できない人は行動範囲が広がらないと思う。吉川美南駅
前で普段タクシー（バスも）を見たことがない。 

20歳代 南部 

武蔵野線の始発を早く、終電を遅くしてほしい。首都圏直結鉄道を早く実現してほしい。 20歳代 美南 

電車、バスの本数が少なすぎる。 20歳代 美南 

吉川美南はバスが少なすぎる。公園が雑草でいっぱいになっている。大人の腰位まで伸びてい
るので子供がだれも遊ばない。 

20歳代 美南 

吉川駅（武蔵野線）を利用しないので（便が悪い）不満とか分からないことだらけです。 30歳代 北部 
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内  容 回答者の属性 
バスの本数がない。車利用しないと生活ができない。 30歳代 北部 

三輪野江地区、三郷松伏線の速度超過、常磐道付近の事故の多さ。ガードレールの設置、横
断歩道、信号機等の設置をして欲しい。三輪野江地区の路線バスの本数の追加。吉川美南駅
から東京駅に向かう、始発路線の追加。 

30歳代 東部 

ランニングなどできる公園などがほしい。緑を多くしてほしい。 30歳代 東部 

中曽根方面へ行く際にメイトー観光のバスの本数が少なくて不便に思います。 30歳代 中央北部 

自治会や個人に丸投げが多いです。ハト対策・道路のヒビワレなど、改善点は多く見られます。
市としても動いて下さい。 

30歳代 中央北部 

公園の遊具の劣化が著しい。草は定期的に刈り取ってほしい。早朝時間帯のバスの本数増や
してほしい。電車のダイヤとバスダイヤをうまく連動してほしい。 

30歳代 中央北部 

公園に駐車場がないので路上駐車しないと公園に行けない。関公園とかは駐車場がほしい。 30歳代 中央北部 

交通公園や杉戸のアグリパーク（四方にのびるすべり台、トランポリン欲しいです！！）のような
公園があれば嬉しいです。市外からも足を運ぶ人もいると思います。イベントもできます。 

30歳代 中央北部 

吉川市は大きい公園や緑地がたくさんあるな～と引っこしてきて最初に思いました。ただ、小さ
い子供がいる身としては、少し遊具が少ないというか小さい子向けのがないな～と思いました。
もう少し増やしても良いのでは？ 

30歳代 中央北部 

トラックが多いのかすぐに道路にわだちができ、雨がたまって運転がこわい。 30歳代 中央北部 

郵便局裏の公園は何年前かわからないほどずっと遊具が壊れてそのまま。朝の出勤時間帯の
駅を向かう自転車たちがいろんなところから飛び出してくる。走行区間の整理をすべき。 

30歳代 中央西部 

歩行者用の信号がない所に信号がほしい。（栃木銀行、天狗の交差点） 30歳代 中央西部 

吉川駅周辺は駐輪場がたくさんあるのに、自転車がぶつからずにこげる道が少ないです。 30歳代 中央西部 

安心して遊べる公園作り。利用出来ないような不安な公園はいらない。歩道の整備（ボコボコで
ある）。 

30歳代 中央西部 

先日、高齢の方が、歩道が狭くて車椅子で通る時に何度も縁石につっかえてしまっていた。ま
た、同じ歩道で我が家もベビーカーでの通行が少々困難に感じている。自転車とのすれ違いは
不可能で、どちらか車道に出るので、子供などの危険を感じている。（吉越橋から直っすぐ道と
ん堀の近くの歩道） 

30歳代 中央南部 

トラックなど、大きな車が通る道路なのに、歩道がせまいので、危険。歩道をもっとしっかり確保
してほしい。 

30歳代 中央南部 

緑がもっと増えるといい。 30歳代 南部 

使えなくなっている遊具をどうにかしてほしい。 30歳代 南部 

公園へ遊びに行くと、タバコを吸っている人がいて、子どもとそのまま帰る時が多々あります。
永田公園に春行くと、虫がたくさんいます。駆除は難しいでしょうか？もし、出来たらしてほしい
です。それか何の虫か、害虫ではないのか書いた立て札があれば安心です。黒いのが芝生に
無数にいます。 

30歳代 南部 

公園のタバコすいがら、アルコールカン・ビン散乱、登園・通学路の歩道整備、十字路のミラー
設置 

30歳代 南部 

現在、高久地区に住んでいるが、朝と夕の通勤帰宅時に車の通りが多く一時停止を無視する
車が多い。小さい子がいるので事故が怖い。 

30歳代 南部 

悪い道（ボコボコ）が非常に多い。大きい道路を作るのもいいがバランスを考えてほしい。 30歳代 南部 

バスは本数が少なすぎるので１度も利用したことがない。公園を利用する時間、騒音対策など
きちんとルールを作ってほしい。 

30歳代 南部 

美南地区から吉川駅まで行けるバスが増えるといいと思います。 30歳代 美南 

美南駅周辺は自転車専用道路が少しあるが、まだまだ少ない。日本全体を見ても、元々少な
いので、吉川市が日本を代表とする自転車専用道路をたくさん作って、自転車のイベントや、吉
川市の良いところを見てほしい（観光資源に繋がってほしい）。ただ、路駐されやすいといった
懸念もあるので、交通ルールを守る対策も同時にしっかりやってほしい。公園の器具は美南駅
近くの大きい公園や、他の公園も遊具、健康器具が多いですが、もっと増やしてほしい。 

30歳代 美南 

美南駅からのバスがなさすぎる（吉川駅まで行かないといけないのでとても不便）。 30歳代 美南 

美南のセキ薬品さん（中曽根店）前の交差点に右折信号をつけてほしいです！事故も多いし、
危険な場面を何度も見ています。 

30歳代 美南 

電車の本数は昔と比べたら満足ですが、終電をもう少しだけ遅くしてほしいです。 30歳代 美南 

市役所←→吉川美南駅前へ直通のバスの本数の少なさ／行きと帰りの間隔。終電が早い。 30歳代 美南 

子ども（中高生と思われる）が夜遅くまで遊んでさわがしいので、公園の電気をもう少し早く消し
てほしい。 

30歳代 美南 

最近、トラック、ダンプなどが多く道路が悪くなっている。吉川駅北口ロータリーの改善が必要だ
と思う。 

30歳代 美南 

公園をよく利用しますが、木陰や屋根が少ない為、夏場は遊べる場所が少ない気がします。急
な雨が降っても雨やどりできるような場も必要だと思います。（美南中央公園、２丁目公園） 

30歳代 美南 
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内  容 回答者の属性 
公園の雑草の刈り取りが遅く、公園として活用できないところがある。頻繁に刈り取り作業をす
ることが困難であれば芝生にかえるなどしてほしい。 

30歳代 美南 

吉川美南駅前は、自転車から降りて歩くようになっているが、守らない人がほとんどで、自身も
２度程自転車と接触し、どちらも止まらずに行ってしまった。小さな子も歩くので対策してほし
い。（特に通勤時間、電車の時間にまに合わせようとスピード出してる人が多い） 

30歳代 美南 

吉川は千葉県と接していて行き来がし易いことを利点にして良いと思う。しかし、千葉との橋が
少なすぎてどこも大渋滞なのは残念です。川・溝（？）が汚い。場所によっては臭いがひどいと
ころもあります。どうにかしてほしい。武蔵野線が運休になってしまうとバスで振り替えられる行
先・範囲が狭く困る。 

30歳代 美南 

駅前（美南）でタクシーが拾えない。 30歳代 美南 

さくら通りがいつも混んでいるのを改善してほしい。 30歳代 美南 

旭地区の街灯の増灯。２０年以上前から、変質者がでている。 40歳代 北部 

路線バスの本数が激減し、困っています。終点メディカルマイだが、その後に回送で走っている
道路にもバス停があってもよい。企業も何社かある。 

40歳代 東部 

三輪野江地区のバスが少ないので、増やしてほしいです。 40歳代 東部 

吉川駅前のロータリーをもう少し使いやすく整備して、雨の日など混雑が少なくなるようにして
欲しいです。 

40歳代 東部 

学区内に必ず公園を作ってほしい。高校が市内に１校しかないので市外に通学するのに公共
交通の充実は不可決！実現を早急にお願いします。 

40歳代 東部 

そもそもバスが必要な本数走っていない。行きたい場所へのルートの少なさ。本当に人口を増
やしたいなら、駅周辺ばかりでなく、もっとはなれた場所への公共交通をきちんとするべき。こ
れを読んでいる人は、おそらくその不便さを知らない。 

40歳代 東部 

木の根が成長して舗装をもちあげ歩道がデコボコ。すぐにつまづく。お年寄りでなくても危険で
す。近くに働く場がほしい。病院、土日もやってほしい！ 

40歳代 中央北部 

新三郷～吉川～レイクタウンを結ぶルートの路線バスがほしい。始発電車に接続する時間帯
の路線バスを希望。 

40歳代 中央北部 

住宅街の家の前の道路でローラーブレードやブレーブボード、一輪車に乗るのを禁止してほし
い。急に飛び出して来てあぶない。ご近所トラブルをさけ、言いづらい。公園や広場に防犯カメ
ラを多く付ければ良いと思う。 

40歳代 中央北部 

公園再生プロジェクト期待しています。吉川２丁目に「ボール禁止公園」があり、改善お願いし
たいです。子供を連れていくたびに制約を感じ、あそびづらい。 

40歳代 中央北部 

交差点にカードレールを設置するべき。子供など危険。これらの対策が他の街にくらべ何もして
いないと感じる。夜間は公園に人が入らないようにする。警備するなど対策して欲しい。とにかく
緑地が整備されていなくて、きたない。 

40歳代 中央北部 

県道６７号線（さくら通り）、ＪＡからセブンイレブン辺りまでの渋滞が、なんとかならないか。 40歳代 中央北部 

道路は幅せまい場所が多く自転車が安全に通れる所が少ないです。 40歳代 中央 

道路）自宅周辺の道路、さくら通りから、北谷小への道路が狭く、平らでない。特に歩道。小学
生の通学路や、お年寄り、等にも危険なので、整備して欲しい。 
公園）吉川市内には大小たくさんの公園がありますが、災害時使用や近年の猛暑にも対応した
公園の整備を進めて欲しい。 

40歳代 中央 

大きな公園が点在しているのは、吉川市の魅力だと思います。吉川駅周辺に駐車場が増える
とよい。朝のロータリーは車が多く、マナーも悪い車両が多い。再整備が必要だと思います。 

40歳代 中央 

近隣でいうと三郷公園のような遊具も広さも充実している公園があったらいいと思います。 40歳代 中央 

吉川橋から続く新しい道路がじゃま。南北の移動が非常に不便になった。 40歳代 中央 

小松川工業団地の道路が、大型トラックの通行により、穴がたくさんあいているけど、なかなか
直してくれない。大通りより細い道の方を舗装して欲しいです。中央公民館周辺など。 

40歳代 中央西部 

自転車や車イス（電動）の専用道路がないと、お互いに危険だと思う。川が汚い。キレイな川だ
と、吉川市の目玉にもなると思う。公園はたくさんあってよいと思うが、もっとあっても良いと思
う。人に癒しを与えてくれるから。 

40歳代 中央西部 

私の家の近くは、子供が遊べる公園が少ないです。いちょう通りをわたって、児童公園か、１０
分くらい歩いて関公園のみです。 

40歳代 中央西部 

雑草がのびほうだいで通行の妨げになっている。通れなくて車道を走らなければ（自転車で）な
らない。道の舗装は大きな道路でもがたがたで（歩道も車道も）走りにくい。歩道の区切りごとに
ブロックが埋め込んであってバリアフリーなんて言えない。 

40歳代 中央西部 

幹線道路の細さと強度に問題があると思う。又、南部地区にバスがほとんどなく不便を感じた。 40歳代 中央西部 

道路が広くなく、渋滞になりやすい。 40歳代 中央南部 

下り最終電車をあと３０分のばして欲しい。グローバル交通のバス、本数が少ない。終バスが
早すぎる。日中の逆ルートはタイムロス（バスが通ったことには感謝しています）。早朝のタクシ
ー予約が出来なくて不便。 

40歳代 中央南部 
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内  容 回答者の属性 
武蔵野線が止まるとバス、タクシーでの移動がこまる。 40歳代 南部 

南部地域はバス便が少なく、不便。駅周辺にパチンコ屋が多すぎ。さくら通りの渋滞（ゲオ周辺
から吉川団地周辺がひどすぎる）。 

40歳代 南部 

都市基軸道路の整備を早くやってほしい。 40歳代 南部 

三郷ＪＣＴ～美南～に走る２車線道路が、郵便局本局の交差点で１車線になる…なんとかして
欲しい。吉川橋からくる道路がどこに連結するのか不明。駅前道路が整備されていない。 

40歳代 南部 

メイトー観光の路線バスはこれからも安定的に運行してもらえると助かります。駅南口の塾の
前が雨の日にお迎えの車の路上駐車でいっぱいで危ないなあ…と常々感じております。 

40歳代 南部 

美南中央公園、消防署向かいの道路の街路樹が繁っていて、右左折時の見通しが悪く危ない
ので対策して欲しい。 

40歳代 美南 

美南地区公園遊具をアスレチックのような子供が体をきたえられるものがほしい。 40歳代 美南 

美南地域の公園にアスレチック要素のある遊具がもっとあれば子どもがもっと楽しく遊べるよう
に感じます。担し、安全面での整備や注意が更に必要になると思います。木売公園の木製の
遊具が老朽化しており、整備・修理されていない状況が続いていたのが気がかりでした（ここ数
ケ月行ってない為、もう修理済でしたら大変申し訳ありません）。美南地域発着（吉川市役所方
面、三郷方面）のバスを増設していただきたいです。小型・低床のバスで本数がなるべく増える
と有難いです。 

40歳代 美南 

美南公園の大きな遊具でケガ人がたくさん出ているのに、いつまでもあるのは危険だと思う。 40歳代 美南 

美南駅前の自転車が多い。歩道をかなりのスピードで走っているため、非常に危険。歩道と自
転車用の道路をきちんと分けてほしい。子どもにぶつかりそうで、とても心配。 

40歳代 美南 

美南からでるバスが少ない。武蔵野線の終電が早い。美南に大きな木のある公園の遊具が少
ない。 

40歳代 美南 

美南２丁目のグランド前に横断歩道がついたが、ダイワハウスの人達、マンションの人達がグ
ランドに向かう時の道路に歩道がなく、車いすの方が毎日こまっている様です。グランセンス・
マンションからローソンの通りまで一直線で見通しよく防犯面も安全。歩行者も安全になる様に
早く整備するべきです。歩道がなく、車に巻きこまれそうでとっても怖い道になっています。 

40歳代 美南 

終電が早い。もう少し遅くまであると助かる。公園と名のつく広場はいくつかあるが、遊具があ
まりなく、印象として弱い。鉄棒、ブランコ、すべり台などもっと遊具があると良い。 

40歳代 美南 

自転車道区間が市内にはほとんど無いので、近年はロードバイクに乗る人も増えており、自転
車で走っていると危ないと思う事もある。道幅も狭い所もまだまだ市内では多いので、自転車道
と歩道の整備や道幅の改善をもっと行ってほしい。 

40歳代 美南 

自宅から道路に出る時に歩道の木が走ってくる車を見えにくくしていて危ない。自宅から出る歩
道の縁石が１つ分長く車が真っすぐ出られない。市に相談したら大家と相談してと言われ大家
は、直さないと言い賃貸なので自腹も嫌なので危険な状態のまま住むしかない。市から大家へ
指導は、出来ないものなのでしょうか…。 

40歳代 美南 

市役所－駅－病院間のバスの充実を望みます。 40歳代 美南 

市内は田んぼは多いが森林が極端に少ないので緑の多い公園があるとよいと思う。 40歳代 美南 

子どもと公園によく行きますが、日かげがなくて（特に美南中央公園）しんどいです。水路沿い
の緑は、のび放題になっているのが気になります。（特に夏は蚊が多い！） 

40歳代 美南 

吉川美南小学校南側（三郷との境目）の道路、自動車の速度制限への対策をお願い致しま
す。幹線道路の渋滞解消をお願い致します。 

40歳代 美南 

吉川美南駅のバスの本数が少なすぎる。 40歳代 美南 

横断歩道手前にある街路樹が歩行者の発見を邪魔している。信号とか街灯も見えなくなって
る。 

40歳代 美南 

バス、タクシーの整備が近隣の市町村に比べて、整備されていない。美南地区までの整備も欲
しい。公園や歩道橋、道路などの整備（点検）が遅い？と感じる。 

40歳代 美南 

道路の舗装、すぐに端が欠けてきたり、とりあえずのような工事の気がしました。 50歳代 北部 

公園の使い方のマナーができていない人が多い。 50歳代 北部 

道路を大きい車が通ると、家がそのたびにゆれるので、強度を増してほしい。 50歳代 東部 

道路（さくら通り・中川沿い）のセンターラインがうすくなって見づらい。特に雨の日の夜は、ほと
んど見えず危険。きよみ野のポケットパーク住民の高齢化で現在の近隣の住民による除草作
業が負担になってきており、今後が心配。今後、宅地にすることはできないのか。 

50歳代 中央北部 

自転車が車道を走行するという規制があるので車道に自転車道の確保は必要だと思います。
白線が無いと、自転車も車を運転している人も不安に感じます。現在の車道の幅を考えると非
常に難しいので歩道と自転車道を分けるのに賛成です。加藤平沼、県道３７７号線の一部のよ
うに分け方でもっと色分けをしてわかりやすくする事が大切だと思います。 

50歳代 中央北部 

自転車、歩道の道がガタガタすぎる。まつざわせんべい～ＨＯＴもっと弁当。ＴＶで吉川の歩道
がいいとやっていましたが“みなみ”でした。吉川橋の歩道もせまいし自転車の人達には全然や
さしくありません。 

50歳代 中央北部 
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内  容 回答者の属性 
市役所前の道路は時間帯関係なくトレーラーが通ります。道路の作りなのかと思うが、はねる
場所がありとてもうるさいです。 

50歳代 中央北部 

桜通りから新川橋への道を早く完成させてほしい。もう１０年近く放置されている。 50歳代 中央北部 

公園には駐車場を作る。沼辺は特に桜の時期に人を集める事ができる。さくら通りも桜の時期
の人の集客。公共交通のスーパー病院への乗り入れ。バスの始発を早めて欲しい。免許返し
たあとの交通手段を考えて欲しい（市内巡回バス）。終電を遅くして欲しい。 

50歳代 中央北部 

永田公園でのジャズフェスティバルはうるさくて迷惑。大きな音を出すのものは周辺住民にとっ
て迷惑であることを公園を借し出す側は考えてもらいたい。４～１０月は公園の夜間の見回りを
警察に協力依頼してもらいたい。週末の夜など打ち上げ花火、爆竹、寄声など、ひどい時は夜
通しの時もある。 

50歳代 中央北部 

栄町に整備すべき箇所が多い。（道路狭く、車、歩行者、自転車と同時に通り危険） 50歳代 中央北部 

中央中と栄小の間にあるニコニコ公園、貯水地のあたりをよく散歩しています。鳥などいて、と
てもいい所です。子ども達がカエルや、かめなどに興味を持って、さがせるような工夫をしてもら
たいです。もったいないと思います。 

50歳代 中央 

深夜バスのルートが全て、団地回りなので、栄町が遠回りになっていることが不満。水辺のあ
る大きな公園がない。 

50歳代 中央 

古い街ですので道路、歩道はデコボコでびっくりしました。 50歳代 中央 

駅までの非常に短い道のりの間でも、道路のでこぼこによる水はけの悪さと、産業道路で大型
車両が多いのに、歩行者と自転車がぎりぎりすれ違うという側道をなんとかして欲しい。市内に
入ってきた車が注意するような工夫も考えて欲しい。 

50歳代 中央西部 

吉川美南駅の東口の駐車場の閉鎖と、そこに通じる吉川高校前の農道の閉鎖により吉川駅に
通じる、直線道の車の通行が非常に増え、通勤通学時間に吉川駅への渋滞が毎日おきて時に
は事故がおこると通行止めになるので、中央線を引く事もできない位狭い道なので、お年寄り
の運転だと３分の２位道幅を使って運転されて、対向車のこちらは左に止まってすれちがわな
いといけない事も。皮膚科や歯医科も建ち、道幅を広げてほしい。吉川美南駅への道、吉川高
校からをまた通してほしい。 

50歳代 中央南部 

せまい市道の大型トラック往来が多く、道路の変形、デコボコ、亀裂（特にライフから渡辺学園、
マルサン前の小松川工業団地へむかう道）がひどい。交差点が十分に整備されていないことに
よる渋滞（駅前、一之橋、保など）。バスの本数を増やしてほしい（業者の営業利益の問題でム
リなら、以前あった市のバスを有料化してもいいので）。駅のロータリー内（どちらか一方の出口
でもいいので）に送迎車両用の一時駐車（３０分以内無料とか）スペースを３～４台分でもいい
のでつくってほしい。 

50歳代 中央南部 

さくら通り沿いにあるＢｉｇモーターとエビナ電気の間の道に大雨が降ると冠水し、通行の防げに
なる。（衛生面でも心配のため、対応してほしい） 

50歳代 中央南部 

路線バスについて～自宅から吉川駅までのバスが１日１往復ととても少なく、利用したくても利
用できない。雨の日などの通勤時に利用したいため、朝・夕の時間だけでも本数を増やして欲
しい。 

50歳代 南部 

歩道がボコボコしていて歩きにくい。幅が広いわりには自転車と歩行者の区分がない。バスが
１日２～３本と少なすぎる。子供が遊ぶ遊具が公園にほぼない。通路・歩道の水はけが悪い。 

50歳代 南部 

自宅前の歩道が高く、各家庭で歩道の切り下げをしているので、歩きにくい。車の入出庫が大
変。以前補助輪付きの幼児用自転車が歩道の切り下げ部分で転倒して車道に倒れて大事故
になるところでした。 

50歳代 南部 

吉川駅南口の道路（けやき通りから駅へ向かう）の信号がある（倉本ビルとさがみ典礼近く）補
助信号ですが、交通ルールが皆さん色々で…住んでいると…やたらクラクションを鳴らす車が
あります。又、それに気をとられ、横断歩道の手前は（止まれ）でもほとんど止まらずスローで走
行しています。歩行者がいる時止まる車はたくさんいるのでマナー良い市民が多いと感じます
が、もっとわかりやすく安全にドライバーへ伝えてほしいです。 

50歳代 南部 

公共交通は利用していない。 50歳代 西部 

無電柱化を進めてほしい。 50歳代 美南 

都心へのアクセスが悪い。駅前に交番・飲食店がない。 50歳代 美南 

小さい子供が乗れるブランコが無い。遊具が少ない。 50歳代 美南 

市役所行きのバスぐらいあっても良いと思う。吉川駅まで行くのも大変！バスがなさすぎて話し
にならない。 

50歳代 美南 

「路線バス」の意味が何であるのかわからない程の本数でビックリ！！しました。利用する人が
いないのであればなくしてしまえば経費削限になるのではと思います。（吉川美南駅前） 

50歳代 美南 

北部地域には公園が全くない。路線バス、市役所やスーパー、病院等にも行かれる様考慮して
ほしい。 

60歳代 北部 

歩道路の区別のない狭い道路が多すぎ。朝の北口バスロータリーの混雑はひどい。北部地域
は市内循環もないタローズバスと茨急のみ、きよみ野周辺との差が激しいと思います。 

60歳代 北部 
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内  容 回答者の属性 
駅が遠い。 60歳代 北部 

家周辺で３ｍ位の市道を、２０ｔｏｎクラスのトラックが通ること自体おかしい。もっと市が指導・規
制するなり、見直しを早急に考えて欲しい。 

60歳代 東部 

アスレチックで遊べる公園又は運動公園がほしい。ローラースケート他。 60歳代 東部 

（１）路線バスの本数の少なさ。（２）コミュニティバスのＰＭ６：００以降の無。（３）特に東部地区
は最悪。 

60歳代 東部 

歩道がヒビ割れ（根がはる）が有りあぶない。 60歳代 中央北部 

電車とバスの乗り継ぎが、いい方がよい。吉川に帰って来た時は、バスを待つ時間が多い。 60歳代 中央北部 

吉川は平坦であり、また江戸川沿いに立派なサイクリングロードがあります。もっと自転車利用
の推進と自転車専用レーンの整備を望みます。特に（１）通勤通学のための駅へのアクセス
道、（２）市街地から江戸川サイクリングロードへのアクセス道。また、現在も一部道路や歩道に
専用レーンがありますが、自転車通行レーンより凸凹があるので、整備にあたっては段差を少
なくするよう努めて欲しいです。 

60歳代 中央北部 

道路…所々信号が見づらい。道路の脇に生えている木が覆いかぶさり、あれでは事故が発生
するのではないかと思うことがあります。りらくるがある交差点とくに。 

60歳代 中央 

電車を利用する時、自分が車で駅に行った時の駐車場があればすごく便利だと思うのですが
…。 

60歳代 中央 

吉川駅前だけではないが大雨にともなう水害対策が必要と思います。何回も水が出て道路の
デコボコに水がたまってしまっています。 

60歳代 中央 

吉川駅（北口）前交差点のスクランブル導入は、大変良い改善であったと思います。この他の
交差点で、同様のシステム導入をすべきと考える箇所が見受られます。 

60歳代 中央西部 

ずっと遊具のまわりにテープをはっている公園、修理しないのならば撤去してほしいです。駅方
面から中央公民館への道がせまくてキケンで困ってます。 

60歳代 中央西部 

安心して歩ける歩道、くつろげる公園・緑地は、散歩（一日一万歩）に不可欠ですが、中央公民
館周囲には、公園がなく、不満です。外にベンチは１ケ所のみです。 

60歳代 中央南部 

週末、祝日の渋滞緩和策。 60歳代 南部 

田、畑が年々すくなくなり、緑地環境がどんどんよくなっているような、気がする。 60歳代 美南 

年々、高齢化になり病院へ行くのも大変になると思います。以前は越谷まで行くバスがあった
のですが廃止になり不便さを感じています。 

60歳代  

住民の割合いに対して、公園の広さ、器具等の整備は、これから起こりうる災害に対して、対応
管理していかなくてはいけません。 

70歳代 北部 

自宅周辺に公園がない。道路、水路の整備が遅れている。 70歳代 北部 

県道川藤野田線の市役所から来てＴ字路にぶつかる所が歩道が途中で切れているので不便
です。 

70歳代 北部 

バスを利用しているが、本数、運行時間、ルート（市役所行きのバスが無い）が少ない。 70歳代 北部 

歩いて行ける距離に公園がほしい。 70歳代 東部 

大きい病院（例えば、中央病院、越谷市立病院）への交通手段にとっても困る。毎回タクシーで
は行けません。人口が増えているのに、整備が大変遅れていると思います。 

70歳代 東部 

特にバス乗務員（運転手）応対は良くない。 70歳代 中央北部 

道路と歩道の段差をなくする。 70歳代 中央北部 

土・日の始発のバスがない。駅まで歩いて（２５分～３０分）もう少しバスの時間ふやしてほしい
です。（普通の日も） 

70歳代 中央北部 

新しい道路が整備されておりますが、他の幹線道路には植樹がされて、この道路には花壇で
は景観が良くありません。公園の雑草駆除の回数が少ないと思います。 

70歳代 中央北部 

至吉川駅Ｔ字路に止まれがない為車が道をふさいでしまう。吉川駅に向かう車が多いのに、な
ぜ止まれと横断歩道の標識がないのか。 

70歳代 中央北部 

今後車が使えなくなった場合公共施設が利用しやすい、きめ細やかなバス路線の充実を希望
します。運転免許の自主返納をしやすくする為に。 

70歳代 中央北部 

公園緑地の管理は民間委託しっ放し、市担当者は業者業務の管理を強化すべき。作業内容の
表示がなく、何の作業を行っているのか市民には分からない。大型公園を整備し、市民活動の
中心を作るべき。 

70歳代 中央北部 

公園について：どの公園に行っても老人達が体力がつくような、又、楽しく出来る物が何もあり
ません。どうか吉川の公園は、老人にはとてもやってみたくなるような遊具があると関心をもた
れるような公園にして下さい。 
交通について：車の免許書を返納しましたので、バス利用をする事が多く主に病院が一番で
す。そのため、食費にも影響します。それで７５才以上の人には、吉川駅までは、どこから乗車
しても１００円として下さい。そのチケットは利用する人が役へ行けば購入出来る様にして下さ
い。御願い致します。 

70歳代 中央北部 

永田公園に時計、温度計を作って欲しい。 70歳代 中央北部 
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内  容 回答者の属性 
高齢者の免許証返納が全国で６０万人以上になっているそうです。無理して運転しないですむ
ようにするには、コミュニティバスが、活躍している地区はかなり出て来ました。吉川市も益々高
齢者が増加していきますので高齢者に市内で活発に活動してもらうためには、交通アクセスの
問題は大変重要です。成功事例を見学して、吉川市も市民に喜ばれる仕組を是非作ってもら
いたいものです。 

70歳代 中央 

公園内に子供から高齢者まで使用できる遊具、健康器具希望。 70歳代 中央 

近くに公園がいくつも有りますので公園の中を散歩しています。 70歳代 中央 

自転車通行レーンを設置してほしい。南越谷止まりの終電を吉川美美南駅まで延長してほし
い。玉葉橋と流山橋の間に橋を新設してほしい。桜通りのポケットパークをふやし遊歩道を整
備すれば、桜の時期が楽しくなる。 

70歳代 中央西部 

県道の舗装でデコボコが多いのではないか？ 70歳代 中央西部 

木売新田交差点（旧梅津医院）から吉川駅に通じる道路及歩道の整備（拡張）。上第２大場川
沿いの緑化（花の見える川）、美南駅東口開発に連動して、そうすることによって東口開発周辺
の川の美観が伴うと思います。 

70歳代 中央南部 

病院関係のバスが有ると、良いですね。 70歳代 中央南部 

公園：おとしよりがゆったりすごせる場所がない。緑地：ひかげがない。 70歳代 中央南部 

高齢者の為のバスルート年パス１０００円又は２０００円ぐらいの自由に乗れる吉川在住者に発
行してほしいです。 

70歳代 南部 

吉川駅の南側は、公共交通がないに等しい。利用したい時に便がない。循環型の乗物があれ
ばよいと思う。 

70歳代 南部 

バスがずい分減らされて使いたくても使えない。 70歳代 南部 

高齢者が利用しやすい公園（器具）がほしい。ベンチだけでは物足りない。 70歳代 美南 

自宅近くに公園がないので、車で三郷の公園に行ってます。早く公園を作ってほしいです。 無回答 無回答 

あまり家のない場所に面した道や道路には穴が多く、原付き（バイク）は本当にドキドキします。
バイクが安全に走行できる専用のスペース（道）がほしい。 

無回答 無回答 

 

【環境・防災・減災・景観に関する自由意見】 

内  容 回答者の属性 
駅周辺の活気がよくなってほしい。 10歳代 東部 

旭・三輪野江地区のバイパスは、トレーラーが多くポイ捨てが目立つ。 10歳代 東部 

都心へのアクセス◎。程よい田舎感◎。教育など子育て支援○。治安◎。おいしいレストラン
◎。スーパー、コンビニがある◎。土地の安さ◎。かなり住みやすい街だと思います！ 

10歳代 中央西部 

近所で草を燃やす人がいる。家の中、洗濯物、布団が煙臭くなり、迷惑しているのに相談しても
市役所は何もしてくれない。 

10歳代 西部 

吉川美南駅の線路沿いの下水（？）の水質や雑草が気になる。「減災」について市民に知っても
らいたい。大学で学び大切さを知った。田園風景が電車から見えるのがお気に入り。緑がきれ
いだと思った。再生可能エネルギーの利用を推進していただきたい。ＳＤＧＳの目標を古川市バ
ージョンでつくり、取り組むのはどうか。 

10歳代 美南 

いちょう通りや駅周り以外の地域で街灯が少ない為不安な時がある。 20歳代 北部 

夜間の街灯を多く設置してほしい。川が多いから水害対策に力を入れるべき。カスリーン台風
のように土手がきれないように。 

20歳代 東部 

大雨・台風のときにとても不安になる（河川の氾濫が起きた場合、吉川は終わると思う）。街灯が
少なすぎて、夜に帰るときが怖い。 

20歳代 中央北部 

となりの部屋の男が、叫んだり、深夜・早朝問わず電話してたり（声がひびいてうるさい）、かなり
迷惑！！毎日！！しかも、私のベランダにタバコの吸いがらや、紙パック捨ててきたり、私の玄
関のドアをガチャガチャ！！ってされたり、嫌がらせされました（２０２０．５月に）。アパートの駐
車場も、となりの車が白線越えてはみ出して止めてきたり、私の車ギリギリに近づいて止めた
り、となりの部屋の男だけじゃなく、となりの車の男にまで理不尽な嫌がらせを２年以上された。
こいつらと同じ料金払わなきゃいけないの納得いかない…女ってだけで…男尊女卑。 

20歳代 中央北部 

せっかくの桜並木も水路がドブのせいで残念。吉川市は住民の水準が低いようで、基本的なル
ールやきまりが守られていない。ライフの中の本屋以外、本屋さんがありませんが、吉川市民は
知的水準が低いから本屋がないのですか？ 

20歳代 中央北部 

自然災害に対する対策に、もう少し力を入れてほしい。防災無線が聞きとりにくい（特に大雨時
は、全く聴こえない）。 

20歳代 中央 

僕が吉川らしいと１番実感できる田んぼの景観を今後守り大切にしていきたいです。 20歳代 中央西部 

河川・水路の水辺景観は汚いと思います。 20歳代 中央西部 

ごみ回収について、最近はペットボトルの使用が多いので、回収の回数を増やしてほしい。代わ
りに、ビン・カンは少なくてよい。 

20歳代 中央西部 



29 

内  容 回答者の属性 
中野のデイリーからサンディーに向かっての歩道がとても危ないのできれいに真っすぐに直して
ほしい。 

20歳代 中央南部 

交通量が多く、車のスピードも出ている幹線道路は、些細な段差等であっても、車による振動が
家まで伝わってくることがあるため、細やかな補修を行っていただきたいです。 

20歳代 南部 

美南だけに力を入れすぎている。 30歳代 北部 

防災害時の備品のなさ、対策の少なさに驚きます。コロナの時、何をしていたのかさっぱりで
す。今も不思議なのですが、吉川警察所はなぜ三郷にあるのですか？ 

30歳代 中央北部 

個人的には家から見える田園風景はとても気に入っています。鳥も多い。ただ、電線が多いた
め、フンの多さが目立つ。 

30歳代 中央北部 

吉川美南駅周辺の開発が進んでますが、吉川の自然（田んぼの風景）もすきなので、吉川らし
さを大切にしてほしいです。 

30歳代 中央北部 

レイクタウンや新三郷などは、大型スーパーなどにぎわっているが、吉川にはそういったものが
なくどこかさびしい感じがする。 

30歳代 中央北部 

廃墟な病院があるのにさら地にするなりしてくれない。まがり角で、自転車が勢いよく出てきて、
何度もひかれそうになった。（子どもも含め） 

30歳代 中央 

大雨の時いつも冠水するところの改善はされないんですか？吉川は川にはさまれていますが整
備が充分ではないと思い、いつも不安です。 

30歳代 中央西部 

大雨に対する市の対応は素晴らしかったです。ただ、今後さらにひどい雨がきた場合、どうしよ
うもない状況だと思います。冠水対策は最優先で行ってほしいです。 

30歳代 中央西部 

水害対策はきちんと出来ているのか。 30歳代 中央西部 

今の家に１３年住んでて、床下浸水が３回ほどあり、車も浸水して、廃車になったこともあり、台
風やゲリラ豪雨の時期は恐くてしかたありません。保１丁目（保第３公園とライフの間）は特に水
がたまります。１年に、１～２回は、２０ｃｍくらい水が出ます。なんとか整備して下さい。お願いし
ます。 

30歳代 中央南部 

場所によって冠水するところがあるのでそれが解消されるといいなと思う。 30歳代 南部 

吉川駅の景観が悪い。パチンコ店や巨大なモニター広告など緑や花が少ない。吉川橋が古くて
こわい。 

30歳代 南部 

街灯が少なく夜道が暗い。 30歳代 南部 

街灯が少ないです。 30歳代 南部 

ほぼ吉川駅前ですが、昨年の大雨で道路が冠水して家から出られなかった。ラーメン屋めんぽ
ぽさん前。水はけは５～６時間すれば引いたので悪くはないが、また大雨がくると不安です。こ
のあたりの土地は低いのか？と思いました。 

30歳代 南部 

緑地が多く景観も良いと思うが、草が伸びっぱなしで、車の運転の際見通しを妨げることも多々
ある。 

30歳代 美南 

野焼きを禁止にしていただきたい。においもつらいし、ＰＭ２．５の濃度が上がり、環境に悪い。
吉川市は歩きタバコをする人が多いように思う。禁止にしてほしい。 

30歳代 美南 

美南駅周辺は開発が進んでいるため、野焼きは禁止にして欲しい。田畑が多い地方でも野焼き
のないところがあるので、方法を変えて煙りが出ないようにできると良いと思います。 

30歳代 美南 

車、バイクの騒音が気になります。東口の開発に期待し、楽しみではありますが、田んぼが全て
なくなるのは悲しいです。蛙や鳥の声に癒されているので、生き物の住む場所もしっかりと確保
した上で、開発をすすめてほしいと思います。 

30歳代 美南 

現状では分かりませんが、ハザードマップで危険である吉川では冠水対策が急務ではないでし
ょうか。 

30歳代 美南 

吉川美南駅近くのケーズ電気のスクランブル交差点、マンションと幼稚園の間、雨の日の水た
まりがひどい。 

30歳代 美南 

吉川美南駅の農地側が開発中ですが、発展も大事。でも吉川ならではの田園風景も残してほし
いです。田園風景が難しいならば（駅の農地側）、しっかりと自然と水路、生物が確保された公
園（野鳥観察や、本が読める、イベントができる、バーベキューは…いらない（騒音、マナーがこ
わい）。）を作ってほしいです（水元公園のような）。 

30歳代 美南 

冠水する地域があるので不安。 30歳代 美南 

きよみ野５丁目に住んでいますが大型トラックが昼夜問わず通る為家がかなりゆれます。たま
に地震と思う位ゆれる時があります。 

40歳代 北部 

２０年以上前から、変質者がでている。除草作業を増やして欲しい。 40歳代 北部 

唯一、良いと思われる部分は、田や畑がなんとなく残っている所。それで、四季を感じられるか
ら。それ以外は、人口が少なすぎて、万が一江戸川が、氾濫して人が流されたとしても、助けが
こないな…と思われる地域。 

40歳代 東部 

大雨の時、不安がある。 40歳代 東部 

自宅前が田園風景でとても気に入り自宅を建てましたが、年々農家の方が田の維持が難しくな
り、今の梅雨時期から秋くらいまで雑草が伸び放題で子ども達がザリガニ釣りに来たり、散歩コ

40歳代 東部 
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内  容 回答者の属性 
ースになっているので、車から見えないのでとても危険です。出来ましたら、市の方で休田中の
田の管理をお願いして欲しいです（背丈の高い雑草の除草のみ）。事故が起こってからでは遅
いです。 
これ以上の都市化は不要です。片田舎くらいがちょうど良い。 40歳代 東部 

大場川の美化は努めた方が良いと思う。 40歳代 中央北部 

大雨のときにトイレの水が流れない。道路の冠水など対策が遅れている、と感じる、公園で騒ぐ
他、市として対策していない。ヒドすぎる。犬のふんがこんなに道に落ちているきたない街は今ど
きめずらしい。除草が以前より減っていて虫がわく。 

40歳代 中央北部 

新しい家が多く建ってきた地域にいます。若い世帯が増え、自治会に入らないので、コミュニケ
ーションが取りずらい。ごみのすて方もルールを守らない方が増え、回収されないゴミが置きっ
ぱなしになるのでめいわく。子供を家の前で遊ばせるので、公園や広場で遊ばせてほしい。道
路に文字や絵をチョークで書いている。 

40歳代 中央北部 

治水が心配。 40歳代 中央北部 

災害に対する対応、情報発信がここ数年で格段に早くなり、安心感が大きい。 40歳代 中央北部 

駅近くの鳥の声が気になる。 40歳代 中央北部 

さくら通りを夫婦でよく散歩しますが、用水路に隣接している川（？）の悪臭が気になります。水
も汚いです。 

40歳代 中央北部 

防災、減災）近年の大雨、台風、地震等への対策をより進めて欲しい。昨年も、中川の水位がぎ
りぎりまで上がり、堤防の強化、排水等急いだ対応を望みます。 

40歳代 中央 

昨年の台風１５、１９、２１号の際、水害が非常に心配でした。管轄があるので対応は難しいと思
いますが、河川にはさまれたまちですので、安心できる整備をお願いします。また、管の老朽化
や耐震対応は急務だと思います。吉川駅周辺の冠水はひどく、通勤時間帯に道路がダメになる
こともありますので、対応をお願いします。 

40歳代 中央 

近年台風による大雨で河川が危険域に達することがよくある。毎年のことなので優先的に整備
する必要があると思います。 

40歳代 中央 

大雨時の道路冠水に困っています。車の避難をしなくてはいけない。ひどい時は、ヒザ位まで水
があがってしまう。 

40歳代 中央西部 

全体的に雑然としたふんいき。看板が多い。 40歳代 中央西部 

川に近い地域である以上、出来る防災は早急に対処してほしいです。 40歳代 中央西部 

昔に比ベ冠水しなくなった。駅周辺が昔から中途半端、なにか色くらい統一してほしい。 40歳代 中央西部 

（１）家の近くは、昔ながらのブロック塀が多いです。私の子供の頃、大きな地震でブロック塀がく
ずれたのをおぼえています。（埼玉ではないです）今の子供は、意外とブロック塀が地震の時、
危ないと知りません。通学路に多いので、もっと市からよびかけてほしいです。ブロック塀をかえ
るのが難しいのであれば、子供でもわかるような、イラスト図をはりつけるとかしてほしいです。
（２）防災無線が昨年の大雨の時、聞こえませんでした。 

40歳代 中央西部 

大雨の後の中川が増水して怖い。なまずの里公園が出来て以来、冠水はしなくなったが、近年
の大雨にどれだけ耐えられるのか心配。 

40歳代 中央南部 

地盤がゆるいせいか、ちょっとした重機をともなう工事で家がかなりゆれます。 40歳代 南部 

消防力の強化。 40歳代 南部 

街路樹の剪定は定期的にされていますが、路肩の花壇は雑草が茂っていて残念です。近年の
ゲリラ豪雨で家のまわりの冠水が心配です。 

40歳代 南部 

地盤沈下？！歩道を歩くのも不安です。魅力的な公園がない。中川堤防整備してほしい。（歩
道・遊歩道等） 

40歳代 南部 

ゴミ出しの日時のルールを条例で厳格化してほしい。集収場全てに集収日の看板を設置。守れ
ない集収場の集収停止等の処置。管理の全てでできていない。ゴキブリを年間５０匹程処理す
る現状である。 

40歳代 南部 

美南地区の用水路の清掃をお願い致します。雑草、木、悪息（時々）への対拠として。 40歳代 美南 

中川が決壊しないようにしてほしい。中曽根のセキ薬局の前の通路が以前冠水していたので心
配。美南調整池や、水路に自然を紹介できるパネルなど設置してほしい。 

40歳代 美南 

大雨対策を万全にして欲しい。 40歳代 美南 

台風、大雨などによる被害時の、浸水被害、道路被害、街路樹などの倒木の早い復旧をお願い
したいです。 

40歳代 美南 

川が多い土地なので水害対策について重点的にお願いしたい。田んぼが少なくなっているのが
残念。景観としては素ばらしいので、保全に力を入れてほしい。 

40歳代 美南 

水路や川は多いが水質がどこも汚くがっかりしてしまうので、きれいにしてほしい。 40歳代 美南 

昨年の台風１９号で中川の吉川付近も氾濫水位に達しており、同じ規模の台風が来たら心配な
ので治水対策を万全に行ってほしい。また、夜間は道路や公園で暗い所が多いので、防犯対策
も強化してほしいです。 

40歳代 美南 

河川が汚ない。（ゴミなど） 40歳代 美南 
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内  容 回答者の属性 
雨上がりの後は、近くの調整池から悪臭がする。夏の蚊の多さは何とかなりませんか？ 40歳代 美南 

一度美南の調整池があふれるのではないかと心配でした。美南は良い所ですが水の心配だけ
はいつもあり、とても不安です。美南橋周辺の水がくさい。 

40歳代 美南 

最近の雨量が昔より多く、川の水が増していくのがこわいと思いました。中川の堤防整備何かし
ないのでしょうか？ 

50歳代 北部 

あちこちでたき火のような煙があがり、有害でないか不安になる。駅前正面にパチンコ店はがっ
かりです。 

50歳代 北部 

大規模な太陽光パネルの設置については、他県ではかえって環境破壊につながっている事例
があるので、長い目で慎重に考える必要があると思う。 

50歳代 中央北部 

現在市民参画委員の一員とさせて頂いています。応募の理由の１つは騒音についてでした。夏
になると、午後１０時～ひどい時は深夜に永田公園やポケットパークで爆竹をする方々がいま
す。永田公園の貼り紙（スケボー禁止など）に午後９時以降は爆竹禁止の記入も希望します。 

50歳代 中央北部 

越谷はレイクタウン、三郷はららぽーと、吉川は？どちらにもいけるという事もありますが、毎年
毎年吉川駅におりる人の人数が多くなっている事はたしかです。すみやすい町になっているの
かなと感じます。 

50歳代 中央北部 

吉川駅前や、近くにパチンコ屋さんが多いイメージがあって、吉川ってどういう人が住んでいる
んだろうと心配になる。駅近くの店がつぶれるのも、そしてしばらくそのままなのもイメージダウ
ンになってる。 

50歳代 中央 

角地で、雨が降ると、うちの横の道路に水がたまる。 50歳代 中央 

駅周辺のむく鳥対策、騒音やフン害対策。 50歳代 中央 

２０１１年の東北の震災と、昨年の台風の時の中川の増水は、幸運な事に大災害には至らなか
ったが、今後の事も考えて、中川の土手の補強などは急務とも思える。広い平地で、高台がな
いので大地震の際の水害等もよくよくシミュレーションが必要と思う。 

50歳代 中央西部 

三郷半用水（さくら通り）と並行に流れる水路の景観が悪い。 50歳代 中央南部 

ハザードマップによると吉川はほぼ水没することが分かっている。いざという時の避難場所も１Ｆ
～２Ｆが水没する場所もある。吉川市内に安全な場所がない。減災するためにも河川のより強
固な整備をのぞみます。毎年浸水するのではと、ドキドキしています。家をたててしまったので
引越しするわけにもいかず（３Ｆ建てにすればよかったと…）。 

50歳代 中央南部 

（水田が多い分、道を広げるのも難しいとは思いますが）駅への道の最低２本は（吉川・吉川美
南駅）白線の中央線を引ける程の道に広げ、バスが少ない分、お年寄りの運転が多いので幅を
ひろげ、安心して安全に運転して、通勤通学の妨げにならないよう、用水路の補修してカバー
し、歩道にする。朝と夕の駅への多さの対応だと思うのでそれだけはきちんとしてほしい。近所
の廃棄物の処理業者が早朝と夜中に燃やすゴミのにおいにこまっています。けむりを出さない
焼却をしないといけないのでは？その会社かはわからないが、私が引っ越してくる前、親の家だ
った時に墓石のような石８本不法投棄された。親はどうにもしなかった。臭い。野焼きをなくして
ほしい（くさい）。 

50歳代 中央南部 

道路内防犯カメラを設置してほしい。 50歳代 南部 

大雨の対策として、水路の整備をしっかり行なってほしい。 50歳代 南部 

自然災害が多くなっています。吉川市は駅周辺も地盤が弱く、又、川に近いため水害が注意し
なくてはと思っていますが、道路上のゴミが多くて私自身誰かがボランティアで清掃しているな
ら、健康のためにも孫と一緒に歩きながらゴミを拾いたいです。ゴミのない道路を歩くと街に誇り
がもてますし、水害の時にも排水口をふさぎあふれないためにも大切だと思うのですが…。企画
あれば参加したいです。 

50歳代 南部 

高久雨水ポンプ場の近くに自宅があるため、音と振動が気になる。とくに夜間はつらい。ね不足
状態が続いている。又、県道の大型車の通行の際の振動もだいぶ家がゆれる。改善できない
か？又、大雨の際の中川の氾濫もなにも対策がうたれていない感じがする。中曽根小が指定ひ
なん場だが、その方が低地で、又、小学校に行くまでは、５分以上かかる。 

50歳代 南部 

いちょう通り、けやき通りの電線の地中化。駅前にパチンコ多い。 50歳代 南部 

電柱・電線が多すぎる。新しい街なのにナゼ地中化しないのか？ 50歳代 美南 

場所によって街灯がなく、暗い道路があるので整備してほしい。防災放送がほとんど聞こえない
ので、聞こえるようにスピーカー（？）の設置をお願いします。（美南１丁目地区） 

50歳代 美南 

吉川美南の第２大場川は水も汚く周りも汚い！野鳥もいるのに自然を大事にしてほしい。空き
地も雑草、ゴミの投け捨てなどで汚いです。駅近くの空き地、公園のスケボーは夜うるさいし若
い子は怖いと思います。 

50歳代 美南 

吉川美南（美南公園）周辺が暗いので、不便でした。吉川中学が出来たことで外とうがつけられ
るようで、大変嬉しいです。 

50歳代 美南 

大雨による河川の氾濫が増えています。吉川も大きな川が流れていて今の状況で大丈夫なの
か不安です。避難場所も遠くて大変です。 

60歳代 北部 

吉松工業団地があり車の台数も増え、路上駐車がひどく（桃太郎近辺、調整池、旭球場当たり） 60歳代 北部 
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内  容 回答者の属性 
車のすれちがいも出来なく、すごく困っています。どうにかして下さい。近くに工場もあり、深夜も
やっており、うるさくて寝むる事も出来ない程大変な思いもしています（工場）。旭小から、旭球場
の道路の草が２ｍ以上伸びている事も多く、事故が多いので草刈りの時期には見回ってほし
い。 
第二大場川の橋は、大雨になると冠水します。けれど対策がとられているとは現状見えませ
ん。小さな橋の冠水対策も今後重要な課題として考えてほしい。 

60歳代 東部 

家の周辺を見廻しても資材置場等々、環境が良くない。もっと行政側の指導を徹底して欲しい。 60歳代 東部 

防災無線が聞きとれない。 60歳代 中央北部 

災害があった時の避難所の電源（太陽光など）対策などは心配しております。吉川駅前は私が
引っ越して来た１８年前と変わりなく駅を出てすぐパチンコ屋さんにはびっくりしました。大きな公
園でもあればいいんですけど。 

60歳代 中央北部 

建設法で低層階二階で３階？電波障害有り、電波にもとづけ。建設法、駐車場規制法、危険物
取扱法、排ガス規制法、守られてない。 

60歳代 中央北部 

吉川には都心への通勤・通学には時間が掛かる不便さを補うだけの田園風景があります。農業
の担い手が少ないなか、農地保全は難しいでしょうが、できるだけこの田園風景と自然環境を
残して欲しいと思います。 

60歳代 中央北部 

田舎でもなく都会でもなく、観光地でもなく、人が生活できる平穏な所だと思います。 60歳代 中央 

自宅周辺では、大雨による冠水がたびたび発生してます。今後の大雨が増加する予測がテレビ
等で言われている（温暖化に伴い）ので、いままで以上に対策を取る事が必要だと思います。 

60歳代 中央 

街中で、この看板は強風（台風）等に耐え得るかなと心配になる物を見かける事があります。憂
いを無くす為行政が点検監視をして下さり、危険な箇所については、指導改善させる（する）等
希望します。 

60歳代 中央西部 

防災についてだが、町会単位で、「簡単トイレ配布」とか、「炊き出し訓練」とか、もしもの際のリ
ハーサルができたら良いと思う。 

60歳代 中央南部 

防災無線の有効な活用（災害発生予想時） 60歳代 南部 

吉川駅前はもっと花などを植えて、きれいになったらよいと思います。駅近くに葬祭場ができまし
たが、仕方がないとあきらめるようにしています。「駅近辺はもう少し明るい建造物を」というわけ
にはいかないでしょうか。 

60歳代 南部 

１．冠水、浸水対策として、全ての公園の地下にプラスチック貯留槽（浸透槽）を設置するべきで
はないかと思う（費用対効果大）。幹線道路の下でも良いと思う。２．けやき通り脇の水路頂部が
高く、雨水を呑み込めず、利用価値に疑問がある。 

60歳代 南部 

吉川美南に人口が多すぎる。 60歳代 美南 

公道に於ける上・下水道の耐震化は進んでいますが、私道に係わる所は進んでいません。全
体を割り出して調査・計画化を進めて欲しい。 

70歳代 北部 

現在の環境、景観を維持する事が必要だ。 70歳代 北部 

狭い舗道に大木があり、自転車・歩行者が通行しにくい。旭地区に大きな公園がほしい。災害
の時に大勢ひ難でき、それ以外はキャンプなどができるレクリエーションの場所があるといいと
思う。 

70歳代 北部 

吉川市は、中川、江戸川に挟まれたまちなので洪水で堤防が切れる恐れがあるので整備をす
る必要がある。 

70歳代 北部 

防犯カメラがない！街灯が暗い、少ない。 70歳代 東部 

大雨になると、元梅津医院から、北谷小学校の道路で、雨水がなかなか引かず困っています。 70歳代 東部 

防犯カメラ等の設置は今後必要ではないか。数を増やして下さい、安心して生活出来るのでは
…。 

70歳代 中央北部 

防災無線の音が聞こえにくい、スピーカーもっと多くしないとと思います。 70歳代 中央北部 

大雨等、災害時への対応が急務であると感じます。 70歳代 中央北部 

大雨時の排水の不備。排水路の土壌除去。 70歳代 中央北部 

災害の対策をしっかり計画をたててやってほしい。現在の日本の水難がとても人事とは思えま
せん。 

70歳代 中央北部 

駅周辺の街並みに計画性が全く見えない。主要道路に面して金属木工加工工場が点在する事
が解せない。何故、市が許可するのか理解できない。 

70歳代 中央北部 

イチョウの葉が排水溝にたまり道路の水はけが悪く歩道を歩けない。 70歳代 中央北部 

土手の階段の手すりをつけてほしいです。 70歳代 中央 

吉川市にも大きな公園を作ってもらいたい（草加や松伏、三郷にはある）。農業用水路の水が恐
ろしく汚れていて、これで作っている吉川のお米を食べる気にはなりません。自然景観も大切に
して、無理に都市化をめざすことはないと思います。 

70歳代 中央 

吉川に来て７～８年たちましたが１度だけ玄関の前まで水が来てた時が有りました。 70歳代 中央 

看板が多すぎ、きたない。（電柱の地中化を望む。） 70歳代 中央 

※川の街、吉川に住んで一番心配な事、それは洪水です。春日部にある地下神殿のＮＥＷＳを 70歳代 中央 
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内  容 回答者の属性 
東京に居る時耳にしました。高さ１８ｍ、重量５００ＴＯＮの柱が５９本。しかし、大量の雨が降れ
ば道路は冠水し、これくらいの雨で冠水するとは線状降水帯に見舞われたら、と思うと心配。 
夜間の静淑な時間帯に県道を通過する、大型トラックの通過で生じる、「衝撃音・振動」で、目を
覚ます事が多々ある。交通規制でなんとかならないか？ 

70歳代 中央西部 

吉川駅を駅ビルにして、吉川市の玄関にふさわしい姿に。毎年、中川のはん濫が心配である。 70歳代 中央西部 

街路樹の枝が成長しすぎて信号が確認しにくい。 70歳代 中央西部 

吉川市の多くが水害の時が心配です。 70歳代 中央南部 

台風時、中川があぶない（水位）。 70歳代 南部 

新しく出来た中学校の所の池残して、魚釣り、ボートなど遊べる施設になってほしい。 70歳代 南部 

災害が年々多くなっている現在、本気で防災にとり組んで頂きたい。 70歳代 南部 

吉川は、両側を川にはさまれているので、水難の心配が最近大きくなりました。高い建物も少な
く、近隣の三郷と一緒の防災を考えてほしい。 

70歳代 南部 

自転車の走行が安全できる区分。 70歳代 美南 

街灯明るく増やす。 70歳代 無回答 
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２－４ 将来に残したい場所・改善してほしい場所 

あなたが吉川市内で「将来に残したい場所」と「改善してほしい場所」、また、その「理由」に

ついてお伺いします。場所はそれぞれ最大２つまでご記入ください。 

 

【残してほしい場所】 

将来に残したい場所 理  由 回答の属性 
三輪野江の水田風景 （１）自然を残したいから（開発しつくしてほしくない）。 10歳代 東部 

東部の三輪野江小 
伝統ある＆少子化で廃校になってしまうのか不安があ
る。 

10歳代 東部 

永田公園のきよみ野富士、市民交
流センターおあしす 

僕が小さい頃から利用してきた場所なのでこれからの子
供たちにもたくさん遊んでいってほしい。 

10歳代 中央北部 

吉川駅の金のなまず、沼辺公園の
タワー 

（１）吉川って感じがするから。（２）未だ、頂上まで登れた
ことがないから。 

10歳代 中央 

美南の美南公園 ― 10歳代 中央西部 

１丁目の吉川第１公園、吉川第２公
園 

― 10歳代 南部 

吉川のほどよくいなか 
都会の人の多さやにおいなどがなく、買い物するのにも、
こまらない、「ほどよくいなか」なのが、いい。 

10歳代 美南 

吉川市内の畑・田、中央南部地域
の中央公民館 

（１）地産地消のため、緑のため。（２）地域交流に不可
欠。 

10歳代 美南 

旭小付近の田んぼ ― 20歳代 北部 

吉川駅の金のなまず 市のシンボルだから。 20歳代 東部 

きよみ野の山の公園 色々なイベントを行ってほしいと思います。 20歳代 中央北部 

さくら通りの桜並木 ― 20歳代 中央北部 

― 
思い浮かばない。公園も汚いところばかりで残してほしい
ところはない。 

20歳代 中央北部 

たくさんの公園 
吉川はたくさん公園があるので、小中学校の時も思い出
があるし、子供達が遊んでいたり、緑がたくさんでとても気
持ちの良い街にかんじるから。 

20歳代 中央 

吉川全体の桜通り、吉川全体の田
園風景 

吉川の外に出ることが多くなり、東京では緑を見れないた
め。 

20歳代 中央 

市内のさくら通り、駅周辺の田園 吉川といえば、の風景だと思っているため。 20歳代 中央 

田んぼ等の自然、 ― 20歳代 中央 

吉川２丁目の関公園、北部の旭球
場 

幼い頃の思い出がたくさん詰まっている場所だから。 20歳代 中央西部 

吉川駅前のいちょう通り、保第２公
園の桜 

季節を感じることができてとても感動したから。 20歳代 中央西部 

市民交流センターの多様な施設 
図書館以外にも様々な目的で利用できる場所があり、市
民交流の要となるため。 

20歳代 中央西部 

田園の水辺風景、田畑の豊かな生
態系 

都心から近いが、豊かな自然・田畑の風景が見られる。
日本の原風景として、誇れるものだと思う。 

20歳代 中央西部 

吉川小学校、桜通りの桜 
（１）子どもの人数が減ってきているが、母校は残っていて
ほしい。（２）桜がキレイなのでみんなに見てほしいから。 

20歳代 中央西部 

ナマズのヒゲ ― 20歳代 中央南部 

南配水所周辺の田んぼ 家から田園風景を見たいから。 20歳代 中央南部 

吉川市児童館ワンダーランドのプラ
ネタリウム、かなりやの部屋 

小学生時代よく利用させていただき、大人になった今あり
がたみを感じるから。 

20歳代 南部 

郷土資料館の展示品 
吉川市は、水害に見舞われきた過去がありますが、その
ことを目で見て体感できるものが少ないのではと思ったた
めです。 

20歳代 南部 

吉川駅前の金のなまず ― 20歳代 美南 

美南小内の子育て支援センター ― 20歳代 美南 

美南中央公園のグラウンド 野球が出来る場所があるのがめずらしいから。 20歳代 美南 

旭小付近の田園景観 ― 30歳代 北部 

さくら通りのさくら ― 30歳代 東部 

きよみ野の永田公園、おあしす 
２つとも吉川のシンボルになりつつあるので是非残した
い。 

30歳代 中央北部 
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将来に残したい場所 理  由 回答の属性 

きよみ野永田公園のきよみ野富士 
きよみ野の周りは整備されていてとてもキレイなので。き
よみ野富士はインパクトがある。 

30歳代 中央北部 

ワンダーランドのプラネタリウム、市
民プールの屋外プール 

足立区のギャラクシティのような屋内で遊べる魅力的な遊
具があったら嬉しいです。 

30歳代 中央北部 

栄小と中央中の間の貯水池の自
然、水田公園の自然 

とても気に入っている場所で、スポーツやのんびり散歩し
てる人も多い。 

30歳代 中央北部 

吉川駅の金のなまず ― 30歳代 中央 

吉川市内の田園風景 ― 30歳代 中央 

さくら通りの桜、田んぼ 四季を感じられる。 30歳代 中央西部 

さくら通りの桜の緑地 ― 30歳代 中央西部 

中央公民館前の市民農園、おあし
すと駅前の図書館 

（１）将来的に利用したい。（２）本を手軽に読みたい。特に
この２ケ所が好き。 

30歳代 中央西部 

市内全体の田園風景 美しいと思うから。 30歳代 中央南部 

沼辺公園の三角塔、永田公園のき
よみの富士 

上記２つの公園は他市の方からも羨しがられる吉川の代
表的な良い公園なので。 

30歳代 中央南部 

田の用水、けやき通りのけやき 子供たちがザリガニつりしたり、そういうのは良い。 30歳代 中央南部 

さくら通りのさくら並木、田園風景 ― 30歳代 南部 

吉川のワンダーランド 子供たちがよく利用するため。 30歳代 南部 

吉川駅のなまずのモニュメント ― 30歳代 南部 

吉川美南周南の商業施設 ― 30歳代 南部 

農業はたらく ― 30歳代 南部 

田園や川の風景 ― 30歳代 美南 

イオン吉川美南のスーパー、ＦＴ、
吉川美南の中央病院 

― 30歳代 美南 

さくら通りのさくら ― 30歳代 美南 

なまずの里 ― 30歳代 美南 

ワンダーランドのプラネタリウム ― 30歳代 美南 

ワンダーランドのプラネタリウム 文化施設を充実させ、住み良い街を維持してほしい。 30歳代 美南 

駅前の商業施設 ― 30歳代 美南 

吉川駅前のなまず像 ― 30歳代 美南 

吉川美南東側の一部の田園（生物
含む）、吉川美南駅西口の商業施
設 

（１）蛙の声や鳥の声、草花に癒される為。子どもの散策
コースに良かったから。（２）駅前にあることで買い物しや
すい、家からも近くてとても便利です。 

30歳代 美南 

市全体の自然 ― 30歳代 美南 

市内の田・畑 
吉川は都会でもなければすごく田舎でもない！でもどんど
ん緑がなくなって、子供の頃しかできないあそびができな
くならない様に。 

30歳代 美南 

場所の限定なし少しでも田園風景、
さくら通りの桜並木 

田んぼが無くなってしまうのはさびしい。春に桜が咲くと見
事な風景になるから。 

30歳代 美南 

田園の風景 なんとなく吉川市のイメージがあるから。 30歳代 美南 

美南の美南中央公園 
公園と池のながめが良い。散歩に最適。公園もう少し広
かったら良い。 

30歳代 美南 

美南～吉川駅線路沿いの桜並木 ― 30歳代 美南 

美南地区の中央公園 
子供達が自動車や自転車を気にすることなく広々遊べる
場所だから。 

30歳代 美南 

美南中央公園の緑 ― 30歳代 美南 

おあしすの市立図書館、市民体育
館のプール 

子供たちの利用や市外の人の利用も多いため。 40歳代 東部 

おあしすの図書館 本にふれる機会が減っているので残して欲しい。 40歳代 東部 

きよみ野の永田公園 散歩や子供達の遊び場に最適。 40歳代 東部 

きよみ野の永田公園、市内の桜 市民の憩いの場なので。 40歳代 東部 

永田公園 
我が家が吉川市に住まいを構えたいと望むきっかけとな
った場所であるため。 

40歳代 東部 

永田公園の山 インパクトがあってステキな公園だから。 40歳代 東部 

三輪野江小学校 
吉川に初めて出来た小学校という事を何かで聞いたか
ら。 

40歳代 東部 

東部地区の田園風景 農作業の風景や景色がとても良い。癒されるから。 40歳代 東部 
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北部地域の田園風景、東部地域の
田園風景 

― 40歳代 東部 

市役所、アクアパーク ― 40歳代 東部 

いちょう通のいちょう並木、さくら通
りのさくら並木 

季節を感じることができ、散歩していて心が豊かになりま
す。 

40歳代 中央北部 

おあしすの交流できる場、永田公
園の人々が集まる場、景観 

― 40歳代 中央北部 

きよみ野の永田公園、さくら通りの
さくら並木 

市内のお気に入りの場所だから。 40歳代 中央北部 

さくら通りの桜並木、いちょう通りの
イチョウ並木 

― 40歳代 中央北部 

永田公園の山 
平家に住んでいるので高い場所からの風景がみれるの
で。 

40歳代 中央北部 

永田公園の豊かなみどり ― 40歳代 中央北部 

各所の図書館 ― 40歳代 中央北部 

桜通りの桜 ― 40歳代 中央北部 

色々の公園 
子供達が安全に安心に楽しく遊べる場所をずっと残して
ほしい。 

40歳代 中央北部 

調整区域の田や畑 ― 40歳代 中央北部 

二郷半用水のさくら 四季を感じられる。 40歳代 中央北部 

― 「川の街」「親水」を強調。各寺社。 40歳代 中央北部 

駅周辺地区や各所の田、畑等の自
然、さくら通りの桜並木 

（１）（２）吉川に住み始めた時、のどかな自然が多く残る
町並が良いと思ったので。 

40歳代 中央 

市内の大きな公園 
これだけ多くの大きな公園が点在しているまちは少なく、
家族で遊べるのは、よい。子育て世代にとって魅力で、住
みたいと思える一つの要因だから。 

40歳代 中央 

中央南部地域の田んぼ ― 40歳代 中央 

田畑 具体的な場所はないが田畑は残っていてほしい。 40歳代 中央 

６７号線の桜並木、いちょう通りの
いちょう並木 

四季を感じられ、暑い時には日除けにもなり、建物の多い
街中に自然があると癒され、環境にもいいです。 

40歳代 中央西部 

きよみ野の永田公園、さくら通りの
さくら（桜） 

他の市では見ない所は魅力だと思う。 40歳代 中央西部 

吉川駅の金のナマズ、きよみ野の
きよみ野富士 

両方とも吉川のシンボル。 40歳代 中央西部 

吉川駅南口の金のなまず 吉川のシンボル。目立つ！！ 40歳代 中央西部 

吉川市全体の田園風景 さくら通りを通ると、星空が広く良く見えてステキだから。 40歳代 中央西部 

市内の田園風景・畑 
とても美しいから。自然は宝です。市内全部を開発する必
要はない。都心から、近くて、田園も畑もある！すごく素敵
だと思います。 

40歳代 中央西部 

神社などの古い建物 ― 40歳代 中央西部 

永田公園の自然 ― 40歳代 中央南部 

富士山が見える眺望、さくら通りの
桜 

（３）いちょう通りのいちょう 個人商店を支援してあげて下
さい。 

40歳代 中央南部 

さくら通りの桜並木、清浄寺の文化
財 

― 40歳代 南部 

みんなのなまりん ゆるキャラ界の石原さとみだと思ってます（笑） 40歳代 南部 

駅のなまず ― 40歳代 南部 

市内の田んぼ、平沼の料亭糀家等
の歴史ある建物 

― 40歳代 南部 

道庭の桜並木 ― 40歳代 南部 

北部、東部の緑 ― 40歳代 南部 

― 吉川に住んで長いけど北部、東部は行かない。 40歳代 南部 

田園風景、吉川駅前のなまずのモ
ニュメント 

建物の乱立よりも、晴れた日の富士山など、遠くをのぞむ
原風景が残っていると、人が戻ってくると思うから。 

40歳代 美南 

きよみ野の永田公園、桜通りの桜
並木 

美南地区など開発がすすんでいる中で、生活の便などは
良いが、自然が少なく感じます。ぜひ、自然を感じること
ができる場所を…。 

40歳代 美南 

河川の水産資源 なまず、川魚の特産地としてのブランドを残したい。 40歳代 美南 
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吉川駅南の金のなまず ― 40歳代 美南 

公園の緑、北部地域の田・畑 ― 40歳代 美南 

市内の田・畑 緑がある自然にあふれた吉川が好き。 40歳代 美南 

田んぼの景観 
田んぼから四季がわかる。子どもにとっても自然のある環
境で成長するのが良いと思うため。 

40歳代 美南 

二郷半の用水路沿いの道、美南中
央公園の池の周りのランニングコ
ース 

― 40歳代 美南 

美南の調整池、イオン 
（１）自然が多く、ランニングや散歩に便利だから。（２）な
いと困るから。 

40歳代 美南 

美南の子育て支援センター、おあし
すの子育て支援センター 

引っ越してきたばかりの頃、知り合いもおらず、この場に
支えられました。皆さんあたたかく、私の人脈もここから増
え、暮らしがたのしくなりました。 

40歳代 美南 

美南２丁目公園前の橋 
（１）全国から電車好きの方達が来て写真スポットとなって
いる。 

40歳代 美南 

美南駅の駅前広場 ― 40歳代 美南 

美南地域線路沿いの緑道 

ここから様々なお天気の広い空が見えます。どの季節も
明るく、整っていて、安心感があります。桜の季節はどの
時間も美しいです。夜中もあたたかい色の街灯が有難い
です。 

40歳代 美南 

美南中央公園の調整池 野鳥も多く飛来して、とてもきれいなため。 40歳代 美南 

美南調節池の散歩コース、美南駅
前のイオンタウン 

便利だから。 40歳代 美南 

― 今のところ思いあたらない。 40歳代 美南 

駅のなまずモニュメント ― 50歳代 北部 

上内川の田園風景、江戸川の美し
い土手 

都内から来られる方が空の広さと雄大さを都心からこん
な近くで感じられる事を知らなかった。 

50歳代 北部 

― 時代を感じる物はすべて残す。 50歳代 北部 

自然にふれられる場所の自然にふ
れるの 

― 50歳代 東部 

田、畑などの利用 農業などを残していきたい。 50歳代 東部 

北・東部の田んぼ ― 50歳代 東部 

きよみ野の永田公園 憩いの場所だから。 50歳代 中央北部 

きよみ野のきよみ野富士、運動公
園 

― 50歳代 中央北部 

きよみ野のおあしす きれいに整備頂きありがとうございます。 50歳代 中央北部 

きよみ野の永田公園、沼辺の沼辺
公園 

子どもがボール遊びをしたり、走りまわったり、のびのびと
過ごせる場所なので。 

50歳代 中央北部 

きよみ野の永田公園の山 
憩いの場所であり、公園はウォーキング、ジョギング、犬
の散歩に適しています。 

50歳代 中央北部 

さくら通りの桜 ― 50歳代 中央北部 

永田公園のきよみ野富士 ― 50歳代 中央北部 

永田公園のきよみ野富士、市立図
書館 

（１）吉川市のシンボルの１つであり、緑豊か。（２）市民の
憩いの場であり、文化の基点。 

50歳代 中央北部 

永田公園の広大なスペース、江戸
川土手の土手上の道 

子供が遠慮なく安全自由に走りまわれるから。 50歳代 中央北部 

吉川駅 鉄道がなくなるとこまるから 50歳代 中央北部 

江戸川土手の菜の花 ― 50歳代 中央北部 

市内の桜の木 ― 50歳代 中央北部 

市内あちこちにある緑豊かな田ん
ぼ、吉川、越谷の境の中川 

全てが建物、コンクリートになれば、美しさも無くなり心の
余裕も無くなる。 

50歳代 中央北部 

全部の公園、全部のテニスコート ― 50歳代 中央北部 

毎年の成人式、駅近くの市民公民
館 

― 50歳代 中央北部 

駅南口のなまず像、駅北側のさくら
並木 

（１）大のなまずはインパクト大だから。（２）あれだけ長い
さくら並木は他にはないから。 

50歳代 中央 

江戸川土手の菜の花 ― 50歳代 中央 
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桜通りの桜、駅前のゆあみ 
きれいで好きです。便利な駅前で、つぶれたら残念。コロ
ナで大変だとは思いますが、応援したいです。 

50歳代 中央 

地元の八坂祭 みこしの共演は、是非駅前で。 50歳代 中央 

おあしすの利便性、江戸川ぞいの
田園 

― 50歳代 中央西部 

吉川駅前ライフ、駅周辺の田んぼ 

吉川の両隣に大きなショッピングモールが出来ているが、
吉川にはあまりこうした大きな商業施設はふさわしくな
い。今回のコロナ禍でもこのくらいの店の重要性を痛感し
た。 

50歳代 中央西部 

市内の農地 地産で食料を確保したい。 50歳代 中央西部 

吉川駅前の金のなまず シンボルだから。 50歳代 中央南部 

― 伝統的な物を残す（保存系） 50歳代 中央南部 

いちょう通りのいちょう並木、けやき
通りのけやき並木 

四季の移り変わりが感じられ、ホッとする。 50歳代 南部 

さくら通りのさくら ― 50歳代 南部 

吉川駅南口のなまずのオブジェ 
吉川に住んで本当に愛着があり、“なまりん”も大好きな
ので。知らない人も来てみた時、覚えてくれるので。 

50歳代 南部 

市内全体の田園・畑、農家の屋敷
林 

― 50歳代 南部 

南部のワンダーランド ― 50歳代 南部 

― 特徴がない。 50歳代 南部 

― ３０年以上住んでいても思いうかばない。 50歳代 南部 

吉川神社の祭事 旧街道沿いの商店への新規参入等検討。 50歳代 西部 

さくら通りの桜並木、吉川美南駅の
オブジェ（風） 

― 50歳代 美南 

吉川美南駅の周辺商業施設 
吉川美南は新しい町なのでキレイで駅に近い商業施設が
あれば栄えると思う。 

50歳代 美南 

吉川美南駅西口の桜並木、吉川美
南駅東口の緑（田畑） 

― 50歳代 美南 

吉川美南調整池のキジ（鳥）のいる
風景 

自然豊かな風景を残したい。 50歳代 美南 

美南駅周辺の桜、美南駅前商業施
設 

（１）まだ小さいが、大きくなれば、すごくきれいになる。
（２）生活にかかせない。 

50歳代 美南 

美南地区の静けさ 
自宅から美南駅までの間を空を見ながら鳥の声や風を聴
きながら歩くのがとても幸せ。 

50歳代 美南 

旭地区の田園風景、旭小学校 
緑と水の自然は残したい（反面、生活の不自由さに対す
る不安は残る）。（２）児童数が減ってきているが、心配。 

60歳代 北部 

北部東部地域の田園風景、中川沿
いの自然 

― 60歳代 北部 

おあしす全部 ― 60歳代 東部 

さくら通りのさくらの木 ― 60歳代 東部 

江戸川の河川敷の緑地 ― 60歳代 東部 

きよみ野の永田公園、さくら通りの
さくら 

― 60歳代 中央北部 

きよみ野の永田公園 ― 60歳代 中央北部 

吉川の夜空（星がきれい） 引越して来た時に星がきれいにみえたので。 60歳代 中央北部 

公園の吉川富士 吉川富士を見てホッとします。 60歳代 中央北部 

大場川の土手 生活と自然の調和。 60歳代 中央北部 

中川の渡し跡 歴史を後世に伝えるため。 60歳代 中央北部 

中川沿いの原風景 なまずの里である吉川のイメージ通りの風景である。 60歳代 中央北部 

二合半沿の桜並木 ― 60歳代 中央北部 

ナシ、ナイから良い ― 60歳代 中央 

吉川市内の神社、寺、田、畑 田畑の宅地化が進んでいて、風通しが悪い（精神的に）。 60歳代 中央 

市役所まわりのとても緑が多くて ― 60歳代 中央 

― すみませんが分かりません。 60歳代 中央 

― 吉川市の歴史、文化、芸術不勉強。 60歳代 中央 

さくら通りのさくり並木 ― 60歳代 中央西部 
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さくら通りのさくら並木 ― 60歳代 中央西部 

永田公園の景観、ワンダーランドの
積極的な催し 

― 60歳代 中央西部 

二郷半用水の桜並木 ― 60歳代 中央西部 

中島のサギのコロニー、さくら通り
の桜並木 

田んぼに佇むサギ、用水沿に続く桜並木、吉川の顔とも
言える風景です。 

60歳代 中央南部 

桜通りの桜 ― 60歳代 美南 

二郷半用水の緑と川 ― 60歳代 美南 

美南のたくさんの公園 お年寄りがふえ、安全な散歩道を作ってほしいから。 60歳代 美南 

美南地区・きよみ野の住環境・街並 ― 60歳代 美南 

きよみ野の永田公園 皆が楽しめて、子供達が自由に遊べる公園。 60歳代 無回答 

よこまちの森の豊富な緑地と樹木 古い古木が数多く残っている。 70歳代 北部 

吉川駅の南口のモニュメント「なま
ず」 

市のシンボルとして高めていきたい。 70歳代 北部 

川藤のよこまちの森 ― 70歳代 北部 

― 現在のところ見当たらない。 70歳代 北部 

きよみ野４丁目の永田公園 住環境が良いから。※永田公園に交番を設けてほしい。 70歳代 中央北部 

運動公園の環境 ― 70歳代 中央北部 

永田公園の山、オアシスの図書館 ― 70歳代 中央北部 

永田公園の広場 
きよみ野富士へ登ると遠くまで見えるのがとても気分がよ
くなるので。 

70歳代 中央北部 

駅周辺の水田（農地） 自然環境保全のため。 70歳代 中央北部 

二郷半の桜並木、いちょう通りのい
ちょう並木 

市には自然が残っていないと感じています。 70歳代 中央北部 

― 
特に特定のものは思いうかばないが、生活に必要なスー
パー等の数をもっと増やしていただきたい。 

70歳代 中央北部 

中井沼公園 ― 70歳代 中央北部 

桜並木 ― 70歳代 中央北部 

― わかりません。 70歳代 中央北部 

さくら通りのさくら ― 70歳代 中央 

ネオポリスの中井沼公園、栄小学
校となりの公園 

― 70歳代 中央 

田んぼの風景 ― 70歳代 中央 

二郷半の桜並木 
枝を切らないでほしい。前の方が良かった。（水辺に乗れ
下げる。） 

70歳代 中央 

保（保集会所）の香取神社 
新しい住民が多くなり毎年特に新年の参拝者が少なくな
り大変淋しく感じる近年である。 

70歳代 中央 

中川の白サギの生息地、中川の菜
の花畑 

川が汚染されたら白サギも住めなくなる。 70歳代 中央西部 

田園風影 ― 70歳代 中央西部 

二郷半の桜並木、旭地区の田園風
景 

― 70歳代 中央西部 

田中ヒフ病院から木売新田に通じ
る道路の両サイドに広がる 
田園地帯 

吉川駅に比較的近く、農地の保全と周辺の道路や水路の
整備、そしてお花（こすもす、あじさい等）を大々的に植え
ることによって、自然環境が生かせ、大人も子供も楽しめ
る場所にしてはと思います。 

70歳代 中央南部 

― あまり都会化してほしくない。（高齢者なので…） 70歳代 中央南部 

けやき通りのけやき、吉川南部の
公園 

住宅の中にある公園（特に道庭公園は整備がされててト
イレもきれいだ） 

70歳代 南部 

吉川駅のなまずモニュメント、吉川
美南駅の全景 

― 70歳代 南部 

吉川美南の公園の水辺、道庭公園
の桜 

ゆったり出来る。 70歳代 南部 

桜通りの桜並木 
吉川で景観を誇れるものは桜並木ぐらいではないでしょう
か！ 

70歳代 南部 

北部、東部地区の田、畑 
景観、防災時に水災の点からも、重用だと思うし、地産地
消の点からもよいと思う。 

70歳代 南部 
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将来に残したい場所 理  由 回答の属性 

桜通りの桜、吉川の川魚文化 ― 70歳代 美南 

駅前のナマズの銅像、吉川の昔か
らの歴史の場所、神社地域 

― 70歳代 無回答 

沼田公園のおあしすときよみ野公
園 

― 70歳代 無回答 

 

【改善してほしい場所】 

改善してほしい場所 理  由 回答の属性 
吉川駅周辺の景観、市全体の用水
路の汚さ 

（１）市の第一印象になると思うから。（２）汚臭対策。 10歳代 東部 

アクアパークの夜の人の集まり 
夜遅くなってもいつまでもさわがしい人たちがいるので対
策をしっかり考えてほしい。 

10歳代 中央北部 

運動公園の夜の暗さ 暗すぎてなにも見えず、危ない。 10歳代 中央 

駅周辺 駅の周りでも夜はまあまあ暗い。女性、子ども、心配。 10歳代 中央西部 

美南のイオンタウン ― 10歳代 中央西部 

吉川市全体の道路 大雨による洪水が心配です。 10歳代 南部 

吉川市内の通学路、浸水地域 
（１）安心安全に通学したい。（２）雨・川の水による浸水地
域が多いと思った。 

10歳代 美南 

おあしすの図書館の蔵書数 ＩＴ関連の書籍（インフラ系）やラノベが少ない。 10歳代 美南 

吉川南中周辺の水害、中川ぞい 
水害 

川の氾濫や雨水で家が水没しないようにしてほしい。 10歳代 美南 

市全体の街灯数 ― 20歳代 北部 

野田ばしから松伏にいくまでの道の
朝の渋たい 

― 20歳代 北部 

まつざわせんべい店の所の、新道
橋付近の歩道がナナメ・ガタガタ、
住宅街の暗さ 

（１）目の見えない人が、歩きにくそう（危険）と思ったか
ら。（２）冬は特に真っ暗で見えない！黒い服を着たオジ
サンが寝そべってて見えなく車で轢きそうになった！！あ
と、自転車の人がライトつけない人多くて、街灯必須！！ 

20歳代 中央北部 

吉川駅前ロータリー せまい、鳥がたくさんいる。 20歳代 中央北部 

全ての公園の景観、全ての公園の
トイレ 

トイレを洋式にして。 20歳代 中央北部 

駅周辺の町並み、駅北口側商店 
もっと若者（学生等）が出入りする商店街をつくり、活気の
ある町並みにしてほしい。 

20歳代 中央北部 

駅周辺のトリ・風営、吉川郵便局マ
クドナルドの信号 

（１）吉川駅出てすぐがキャバクラやパチンコなのは…少し
残念。（２）メインの通路は良いのですが、私道との交差点
の所の信号との間隔がせまい。まちが長い。車から信号
が見えづらいのか、車の信号ムシが多い。 

20歳代 中央 

市内の道路 あちこちの道路、とてもでこぼこ多い。ほそうしてほしい。 20歳代 中央 

道路のガタガタ、歩道の幅 ベビーカーを押しているとよくつまる。通れない。 20歳代 中央 

駅周辺の設備、建物、補道の段差 

駅周辺は、コーヒーや軽食を食べたり、少し勉強したり居
座れるようなカフェがあってもいいのではないかと思う。車
イスの方が毎日通勤するのを見かけていて段差に苦労し
ていると思う。ベビーカーも同じ。 

20歳代 中央 

吉川全体の公園全般 
老朽化が進んでおり、遊べなくなっている公園がちらほら
あるため。トイレもきれいにしてほしい。 

20歳代 中央 

吉川駅周辺の何もない所、中川の
氾濫防止 

（１）ちょっとしたカフェや駅に降りたいと思えるような場所
があった方が良いと思ったから。（２）以前に、大雨の際中
川が氾濫しそうになり危なかったから。 

20歳代 中央西部 

吉川駅前のムクドリ大量発生 （１）について、通行人に被害が多く困っている。 20歳代 中央西部 

二郷半用水の水路や街灯 （１）汚い、暗い為、夜は怖く感じるから。 20歳代 中央西部 

吉川駅周辺の景観 
もっと緑が溢れる景色を駅改札を出た瞬間に感じられる
場所になってほしいです。 

20歳代 中央西部 

吉川橋近くの交番がある交差点の
交通 

吉川橋から来る方面と吉川駅へ向かう方面の右折車でい
つも渋滞がひどい。 

20歳代 中央西部 

中央西部地区の古い歩道、浸水対
策 

風水害に耐えられる町にしてほしい。 20歳代 中央西部 

吉越橋付近の交通の便 ― 20歳代 中央西部 

駅前の冠水 ― 20歳代 中央南部 
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改善してほしい場所 理  由 回答の属性 
道路の自転車走行のところにガー
ドレールつくってほしい 

― 20歳代 中央南部 

吉川駅南のけやき通りの舗装 でこぼこしている所が多く、歩くときに不便に感じる。 20歳代 南部 

吉川美南西口交差点の車の信号
の長さ 

中曽根方面から駅に向かう際の車用の信号が垂直方向
の信号に比べて短すぎると思うから。 

20歳代 南部 

吉川駅南口の喫煙所 
風向きによっては、駅の構内まで、臭いが漂ってくるた
め、場所の移動や臭いを漏らさない工夫をしていただきた
いと思ったからです。 

20歳代 南部 

― 
ＪＲ終電時間が早すぎる。美南駅始発を増設できないの
か。 

20歳代 美南 

総合体育館のトレーニングルーム、
シャワールーム 

夏は暑すぎ、冬は寒いので冷暖房を設置して欲しい。シャ
ワールームは電気が暗すぎて入るのも怖いし、シャワー
自体が古すぎて使いにくい。 

20歳代 美南 

吉川美南駅の喫煙所 
仕切りや壁もなく、すいがら入れがポツンと置いてあるだ
けなので、煙がかなり気になる。 

20歳代 美南 

幼稚園の数 選べる幼稚園が少ない。 20歳代 美南 

木売と吉川美南の幹線道路との交
互通行←アンダーパスを歩道橋だ
けでなく、車も通行できるように 

美南１丁目から木売公園までの直通道路が欲しい。 20歳代 美南 

美南の駅前の駐車場 美南の駅前に月極の駐車場がなくて、困っています。 20歳代 美南 

吉川美南駅前のロータリー 変なやつが多いことがあるので、交番を作ってほしい。 20歳代 美南 

北部地域の住みやすさ 
旭小付近の田園は良い風景だとは思いますが、全体的
に住み心地は良くないです。車がないと何もできないの
で、生涯を通しては住めません。 

30歳代 北部 

三輪野江、旭地区の小子化、吉川
市の小子化対策 

― 30歳代 東部 

アクアパークの無断駐車 ― 30歳代 東部 

中央病院周辺の道路 とてもせまく、自転車で通る時かなりあぶない。 30歳代 中央北部 

吉川交番交差点の右折 
レイクから帰ってくる時に、橋を下りてきてから毎回そこで
混んでいる。ただでさえ直進する事多いので、やめてほし
い。 

30歳代 中央北部 

旧シャトレーゼ付近の交差点 
土日は特に渋滞していて、旧カスミの方から直進すると旧
シャトレーゼの方に左折できない。いつもつまっている。 

30歳代 中央北部 

吉川駅や周辺の現時点よりも魅力
のある町に 

両隣の駅が生活環境が良く感じる。 30歳代 中央北部 

なまずの里公園のターザン（とびの
る場所が遠い）、沼辺公園の遊具
のロープ（ちぎれてたり、短かった
り） 

― 30歳代 中央北部 

吉川市の廃墟の病院 
子どもも自転車にひかれそうになる。まがり角にあり、事
故がたえないから。 

30歳代 中央 

工場方面の歩道 ― 30歳代 中央 

二郷半の川のにおい 近くに住んでいるので。 30歳代 中央西部 

歩道の段差 車イスやベビーカーなど使いづらい。 30歳代 中央西部 

― 道路の死角のミラー取り付け。信号の見直し。 30歳代 中央西部 

駅周辺のムクドリ、野良猫 ― 30歳代 中央西部 

吉川駅前の元うどん、そば屋周辺、
吉川児童公園のベンチ→木がボロ
ボロ 

― 30歳代 中央西部 

吉川駅周辺の歩道が狭い道、二郷
半用水の道 

（１）けやき通りから、武蔵野線をくぐるトンネルから、保１
丁目につながる道が危ない。歩道が狭くて、車がギリギリ
を走る。（２）道がつながっていない所があり、桜通りまで
回らないと歩けない。 

30歳代 中央南部 

市内全体のバリアフリー化 
完全にバリアフリーになっていると感じられる場所がひと
つも見られない。とても問題だと思う。中途半端。 

30歳代 中央南部 

関公園のローラーすべり台、なまず
の里公園のバスケットゴール下の
冠水しやすい地面、ゴールをもう１
つ増やして欲しい 

子ども達が楽しめるように…。 30歳代 中央南部 
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改善してほしい場所 理  由 回答の属性 

中曽根公園の遊具 
こわれているし、新しいアスレチック施設などを作ってほし
い。 

30歳代 南部 

吉川のワンダーランド 今後に残すために修善などしてほしい。 30歳代 南部 

市内の公園 子供達が安心して利用ができない。 30歳代 南部 

木売公園の遊具、住宅街（木売）の
道路 

自転車専用レーンが欲しい。遊具のサビ等で子供がケガ
する可能性あり。 

30歳代 南部 

高久の道路 車が通ると家が振動する。 30歳代 南部 

吉川駅周辺の商業施設等 周辺の駅にくらべ、まったくみりょくを感じられない。 30歳代 南部 

南部地域の歩道、南部地域の道路
沿いの水路周辺（台風の翌日、水
路から水があふれ出ていた） 

地震がおきたら、冠水したらどうなるか心配。 30歳代 南部 

図書館蔵書数 読みたい本があまり置いていない。 30歳代 南部 

歩道のひびわれ、段差 
美南地区ばかりがフラットで、昔からの地区の整備が遅
れている。 

30歳代 南部 

けやき通りのスーパーが少ないとこ
ろ、吉川の特産品や名物が少ない
所 

― 30歳代 南部 

中曽根小学校の外観・内装 ― 30歳代 南部 

駅前の空き店舗、吉川市の幹線道
路 

― 30歳代 南部 

吉川美南駅東側の夜の暗さ、線路
沿いの汚れた川 

（１）今後、子どもが大きくなったとき、通学路になる事を考
えると暗くて心配。（２）川が綺麗になれば、魚や蛙、カモ
などの生物も住みやすいと思います。 

30歳代 美南 

吉川美南駅前の道路 
イオンとケーズの間の道路から駅に向かえない（右折が
できない）。イオン駐車場から右折で出られない。 

30歳代 美南 

美南エリアに図書館が欲しい、美
南中央公園のトイレ、自動販売機、
駐場がせまい（台数少ない） 

おあしすは子供だけでは行けない。ワンダーランドでは本
の種類が少なすぎる。子供が中高生になって、調べ物を
しながら勉強できる場所がない。美南中央公園のグランド
側にトイレが欲しい。 

30歳代 美南 

中川の土手、堤防 サイクリングロードがほしい。川の氾濫がこわいから。 30歳代 美南 

吉川美南駅のバス バスの本数が少ないと思ったから。 30歳代 美南 

吉川駅北動のロータリー、吉川駅
前空ビルなど 

バス路線かタクシー、一般車の数に対してロータリーが狭
い。駅前に空ビルや空店舗があるとすたれた感じになる
から。 

30歳代 美南 

中央公民館のホール もう少し人数が入るようにして欲しいです。 30歳代 美南 

獨協医科大字付属看護専門学校
三郷校近くの水路 

吉川市と三郷市の境目の水路で釣りをしている人がい
る。たまに子供だけでいるので入れないようにしてほし
い。 

30歳代 美南 

中曽根跨線橋の錆びたフェンスや
階段、人や自転車が通りにくいの 

今後の吉川美南駅東口開発により、中曽根跨線橋の利
用される頻度が上がると考えられるが、現時点で歩行者
や自転車が安全に通れる橋とは言えないため。 

30歳代 美南 

セキ薬品中曽根店前交差点の信
号 

事故が多く危険だから。美南地区の住民が増えていて、
（三郷側から）右折車が増えているのに右折信号がなく渋
滞。 

30歳代 美南 

美南小学校の生徒数 
中曽根小学校を選択できるようになってはいるが、親が
送迎するという非現実的な条件では選択できるとは言え
ません。とても子どもを通わせるのが不安です。 

30歳代 美南 

美南駅イオンと反対側の道路 歩道が狭くて危険。 30歳代 美南 

市内のスピーカー 
防災吉川などの放送が近くにスピーカーがなく全く聞こえ
ない。 

30歳代 美南 

― 
特定の場所はございませんが、樹木や、自然な風景はで
きる限り残せていけたら良いと思います。 

30歳代 美南 

河川の水害の危険 ― 30歳代 美南 

自宅前の用水路 ― 30歳代 美南 

北部の田、水路 カンやペットボルト等のゴミ多い。 40歳代 北部 

全ての用水路の汚れ、体育館トレ
ーニングルームの道具のなさすぎ 

― 40歳代 北部 

自宅のまわりの道路の舗装 ― 40歳代 北部 
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改善してほしい場所 理  由 回答の属性 
運動公園の６番、７番コート、まんま
る予約のキャンセル可能期間を５
日間以内にしてほしい。 

（１）でこぼこしていて危ないから。（２）１０日間以上の予
定は読みづらいため（天候も含める）。 

40歳代 東部 

中央公民館のホール、保健センタ
ー 

（１）三郷市文化会館のように、コンサートや演劇などのエ
ンターテイメントが行われる施設にしてほしい。（２）場所
が悪い（市役所付近にしてほしい）。 

40歳代 東部 

吉川駅のロータリー 

（１）朝・夕の送り迎えの車が年々増えて来ており、駅周辺
が狭く、バス・タクシー乗用車間でいつ事故が起きてもお
かしくない状況なのでロータリーをもっと広く設ける等の改
善をして欲しいです。 

40歳代 東部 

中井松伏線のセキ薬局の横断歩
道をふさぐ渋滞☆特に雨の日 

３７７号線に入るために、無理に車が入ってくる為。 40歳代 東部 

吉川駅～三郷駅のバスの本数 
通勤・通学時間帯に本数がなく、自家用車での送迎や自
転車での不便を強られているから。 

40歳代 東部 

老人ホーム前の信号機、きよみ野
の街灯 

夜間がとにかく暗く、街灯を増設して欲しい。老人ホーム
前に信号をつけて欲しい。 

40歳代 東部 

吉川団地、おあしす ― 40歳代 東部 

おあしす全体、市内公園の遊具 
（１）素晴らしい計画が頓挫してしまっているので。（２）子
育てで価値が高いものだから。 

40歳代 中央北部 

駅周辺の商業施設、市全体ショッピ
ングモールなどがほしい 

パチンコ屋が多い。カフェなど休けいできるスポットがある
と便利。 

40歳代 中央北部 

公園下のハンドボールコートの騒
音、ゴミ 

ハンドボールコートでのスケボーの騒音がひどい。そして
食べたゴミが、散乱していて、動物が食べたりしてしまう。 

40歳代 中央北部 

さくら通りの川 悪臭、水質汚い。 40歳代 中央北部 

駅北口ロータリー周辺 
飲食店の看板などがたくさんあり統一性のない雰囲気な
ので、統一感のある景観や吉川市のよさをアピールする
もがあるとよいと思う。 

40歳代 中央北部 

吉川小学校の災害時のひなん所 川の近くで洪水がおきた時、浸水しないか心配。 40歳代 中央北部 

公園などの防犯、下水・道路の排
水・冠水 

大雨、地震など、他の市にくらべて対策が遅い。水道管の
対策他、もう少し何とかならないのか？ 

40歳代 中央北部 

市内の病院 乳がんの治療ができない。越谷か松戸と言われた。 40歳代 中央北部 

吉川中央病院の医療能力・医療意
識 

入院施設が市内では大規模と思うが、あまりにもひどいと
思います。手術が出来ない、コロナの影響で呼吸器系の
診察をちゃんと出来ない（他のクリニックはやっている）。 

40歳代 中央北部 

美南駅行のバスの本数 ― 40歳代 中央北部 

道路のひび割れ ― 40歳代 中央北部 

汚さ・悪臭 ― 40歳代 中央北部 

駅北口の冠水 ― 40歳代 中央北部 

中川の水害、防災対策、中央地域
等の古くからの道路 

（１）近年の異常気象により、台風、大雨に供えた堤防の
強化等、早急にお願いしたい。（２）吉越橋から三郷に抜
ける北谷小前の道は、狭く、歩道も危うい為。 

40歳代 中央 

吉川駅北口ロータリー 
バス・タクシー・一般車両がごちゃごちゃする時がある。そ
れと植木は良いと思うが、カラス等に巣を作られると危な
い。喫煙スペースも個人的には不要。 

40歳代 中央 

吉川駅周辺 駅前はもう少し店など多くにぎわっていてほしい。 40歳代 中央 

吉川駅北口ロータリー 
停車する車が多く、危ない。ゴミゴミしている。自分が住む
まちの駅周辺がキレイだと住んでいてよかったと思えるか
ら。 

40歳代 中央 

木売落としの悪臭 ― 40歳代 中央 

桜通の二郷半用水の水質・景観、
中川の堤防 

（１）吉川の景観を損ねている。ホタルを飛ばしたい。弱そ
うだから。 

40歳代 中央西部 

吉川美南駅前の開発場所 
せっかくの駅前、車を使わない私にとって、みんなが使え
るような病院や施設にしてほしい。吉川は、車じゃないと
行けない施設が多すぎます。 

40歳代 中央西部 

さくら通りの川 
以前に比べゴミの投棄は減ったが、水質は問題があると
思う。油が浮いていたり、洗濯の泡が流れてきたり。下水
道の整備をして欲しい。 

40歳代 中央西部 
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改善してほしい場所 理  由 回答の属性 

保第３公園の使いみち 
一見、日本庭園でよく思えるけど、池は汚いし、木がうっ
そうとしていて、何の為にあるのかよく分からない。近より
づらい。怖いイメージ。 

40歳代 中央西部 

吉川駅前のトイレ 汚いのでキレイにして頂きたいです。 40歳代 中央西部 

施設などの案内標識 
私は市内を、徒歩や自転車で移動するので、初めての施
設までの分かりやすい道順標識などがあれば、有難いで
す。 

40歳代 中央西部 

南中学校の校舎、体育館 耐震工事はしていると思うが、やはり老朽化している。 40歳代 中央西部 

さくら通りの水路、吉川駅の周辺 美しく活気のある街になってほしい。 40歳代 中央西部 

駅前の空き店舗 ― 40歳代 中央西部 

空家 ― 40歳代 中央西部 

中央公民館からＪＡまでの車道、歩
道、中川の犯らん対策 

（３）吉川駅～吉川美南駅線路沿いの道路。（歩行者危な
い） 

40歳代 中央南部 

お店の傾より 
歯医者とコンビニ、美容室ばかり、本を買うにも店がな
い。越谷に行かないと参考書、専門書が買えない。 

40歳代 中央南部 

道庭の桜並木の場所 
ゲートボールする人達しか入れない事。公園にしてほし
い。安全な場所だから。 

40歳代 南部 

二郷半領用水路の水質、中川の堤
防道路 

吉川の水環境は、水害対策の必要もあるが、普段はむし
ろ生活の中で親しむものとして積極的に活用してほしい。
水害の怖さも思いつつ、水の共に暮らす、という視点にな
る方が豊かなのでは。 

40歳代 南部 

街の灯 夜、帰宅時に街灯がもう少し多いと安心です。 40歳代 南部 

吉川美南公園の電灯 夜は常に消灯しないでほしい。 40歳代 南部 

南部地域の暗さ、過疎化 ― 40歳代 南部 

中央病院の医療レベル ― 40歳代 南部 

駅前の空きビル、店舗、南中学校
の校舎 

― 40歳代 南部 

吉川消防署分署向かいの街路樹
の剪定、美南中央公園トイレ前道
路の横断歩道の設置 

（１）見通しが悪く右左折時に危険なため。（２）公園へ向
かう人が大勢道路を横断するため。 

40歳代 美南 

吉川中央総合病院のアクセス、各
病院施設の木曜休診 

（１）子づれで駐車場から院内までの移動など、雨の時は
大変です。（２）わりと木曜休診が多い。分散してくれない
かな、と思います。 

40歳代 美南 

美南２丁目公園前の橋・道路 

（１）全国から電車好きな大人や子供のつきあいで家族で
きて写真を撮っているのをみると、歩道部分をグラウンド
の方面まで真っすぐつながるようにしてガードレールなど
を線路の絵などにして、中央公園までつなげたら面白い。 

40歳代 美南 

八条橋の老朽化、美南の子供が遊
ぶ屋内が少ないところ 

（１）八条橋は交通量が多いので、地しんなどで壊れそう。
（２）雨の日に子供が遊べない。 

40歳代 美南 

イオンタウンの中のレストラン 
イオンタウン内のレストランが少なく、近場にも外食できる
お店が少ない。 

40歳代 美南 

川や水路の水質、けやき通りのけ
やきのせんてい 

けやきが刈り込まれすぎて景観が悪いので。 40歳代 美南 

家の前の道路の早朝の大型車の
走行音 

ほぼ毎日、ＡＭ４：５０～５：１０位に大きな音をたてて走っ
ていると、子供が起きてしまう。 

40歳代 美南 

市役所の場所、図書館の場所 駅から遠いため、車がないので行けないため。 40歳代 美南 

高齢者向けのサービス・施設の充
実、医療サービス・施設の充実 

高齢化社会に伴い非常に必要なことだと思うから。同居
シフトは子供側の生活スタイルからしても社会的にも難し
いと思われる。高齢者が一人暮らしになっても自立して暮
らしていけるサービスを確立させるべきだと思う。 

40歳代 美南 

市内の自転車の通れる道 
自転車専用道があれば、危ない場面や、事故が減ると思
うため。 

40歳代 美南 

市外への道路の渋滞 
周辺に大型施設があるため、県内外から市内を通過する
だけの車による渋滞が多い。 

40歳代 美南 

美南地区の市役所業務 
親の高齢化のため近くに出張所などがあると助かるた
め。 

40歳代 美南 

美南の中央公園までの水路 水路がきたない。昔のドブ川のイメージ。 40歳代 美南 

美南中央公園の駐車場、日陰 
駐車台数が少なく日陰がほとんど無いので改善してほし
い。 

40歳代 美南 
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改善してほしい場所 理  由 回答の属性 
吉川駅前の一方通行 不便 40歳代 美南 

公園の遊具、歩道の木 遊具がない。歩道の木が視界を悪くしている。 40歳代 美南 

吉川市の体育館（プール）、トレー
ニングルーム 

老朽化につき、収容人数も増やして欲しい。 40歳代 美南 

江戸川の野田橋 
自転車ですれ違えない。上内川から野田橋に向かう歩道
が歩きにくい。夜は怖い。 

50歳代 北部 

吉川市駅前ロータリースペース 
通勤、通学等の利用で駅を使用する方はほとんど、駅近
に住宅がないので送迎の車、タクシーバスが混み合って
しまう為、広いスペースを確保してほしい。 

50歳代 北部 

中川、江戸川 ― 50歳代 北部 

市街地以外の道路など もう少し美南以外もきれいにしてほしい。 50歳代 東部 

駅前の大型車両が通る路 人通りの多い場所を安全に。 50歳代 東部 

吉川駅北口ロータリー 
送迎時の乗降の時のリスク、渋滞がひどく原因になって
いる。 

50歳代 東部 

通学路などの街灯、用水路などの
雑草がのびきっているの 

― 50歳代 東部 

おあしす駐車場の地面に描かれた
標識（矢印）、きよみ野のポケットパ
ークの必要かどうか 

（１）うすくて見づらい。（２）住民の高齢化で草とり等現在
の住民による管理が負担になってきた。今後益々高齢化
がすすむと、住民での管理がむずかしくなり荒地になって
しまう心配がある。 

50歳代 中央北部 

桜通り桜並木の水路 
（１）美しい桜に対し、水路の汚さにがっかり。治水の面で
も。 

50歳代 中央北部 

新しい道、吉川橋の歩道の雑草等 ゴミの投げすても気になる。 50歳代 中央北部 

駅前のロータリー、パチンコ屋 
せまく、田舎アピール、品がない、駅をおりる度がっかりす
る。 

50歳代 中央北部 

駅前のパチンコ店 とばく場が駅の正面にあるのは、いかがなものか。 50歳代 中央北部 

おあしすの多目的ホール 
ホールでピアノ他の演奏会、発表会が催されています。
反響板を購入してくださることを希望します。 

50歳代 中央北部 

吉川駅周辺の商業施設 ライフだけで、少しさびしい。（古い） 50歳代 中央北部 

信号（車道）の赤信号のタイミング、
道路のでこぼこ 

運転していて、赤青赤青になり、信号渋滞になっているた
め。 

50歳代 中央北部 

― 公園の遊具・トイレ。 50歳代 中央北部 

平沼の住宅地の道路表示、栄町ラ
イフ近辺の狭い往来激しい道路 

子供に道で遊ばないよう表示して欲しい。栄町に整備す
べき危ない道路をまずは調査し、知って欲しい。 

50歳代 中央北部 

歩道のガタガタ 自転車がパンクします。玉子がわれます。 50歳代 中央北部 

駅前ロータリー 
人口が増え、駅を利用する人も増え、車での送迎が多い
から。 

50歳代 中央北部 

吉川橋周辺 早期の完成を望みます。 50歳代 中央北部 

吉川駅北口ロータリー（狭い） ― 50歳代 中央北部 

吉川市役所 遠くなったから 50歳代 中央北部 

吉川駅前の空ビル、パチンコ屋、病
院の駐車場 

― 50歳代 中央北部 

総合体育館の駐車場、吉川駅のロ
ータリー 

― 50歳代 中央北部 

市内の道路の排水、舗装 ― 50歳代 中央北部 

駅前のむく鳥対策、夜中の暴走族 たまに、うるさい。 50歳代 中央 

市民プール外のスベリ台等、すべ
て、中央公民館ロビーやおあしす、
図書館の明るさ、照明 

子ども達に楽しんでもらいたい。暗い中で、子どもがゲー
ムをやっていて、気の毒だと思ってました。 

50歳代 中央 

いちょう通りの歩道を平な道に、さく
ら通りのドブ川をキレイに 

全体的に雨が降ると水溜が出きて歩きにくい。 50歳代 中央 

吉川駅の周辺（水） ― 50歳代 中央 

中央公民館の駐車場 ― 50歳代 中央 

吉越橋の傾斜 
自転車で移動される方を多く見かける。傾斜が大きいと下
りのスピードが出るため、危険を感じる。 

50歳代 中央西部 

駅前のトイレ、空きビル 
長らく空きビルとなっているりそな横のビルを何とか活用
してほしい。 

50歳代 中央西部 

二郷半用水の水質 ― 50歳代 中央西部 

駅周辺の大雨による冠水 ― 50歳代 中央西部 
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改善してほしい場所 理  由 回答の属性 

― 

さくら通り沿いにあるＢｉｇモーターとエビナ電気の間の道
に大雨が降ると冠水し、通行の防げになる。（衛生面でも
心配のため、対応してほしい）二郷半用水（さくら通り）と
並行に流れる水路に景観が悪い。 

50歳代 中央南部 

中央南部地区の資材置場 
回りのヘイなどが高くて、防犯上よくない。トラックの出入
りがうるさい。 

50歳代 中央南部 

駅前ロータリーの一時乗降スペー
ス、主要道路の交差点 

渋滞緩和と事故防止。 50歳代 中央南部 

吉川駅前のラッピーランド 貧乏くさくて（建物）恥かしい（田舎くさい、ボロイ）。 50歳代 中央南部 

総合体育館の冷暖房の設置 ― 50歳代 中央南部 

吉川駅北側の歩道、中央公民館の
ホール・楽屋 

（１）舗装のタイルが危ない。（２）古い。音楽演奏に使いに
くい。 

50歳代 南部 

― 
吉川市の街づくりがみえない。特徴がある街づくりをして
ほしい。 

50歳代 南部 

中川の除草、空地空家の管理 除雪！！高齢者は除雪できない。路面凍結して危険。 50歳代 南部 

けやき通りの樹木（外路樹）の下な
どにあるゴミ、歩道脇のゴミ、いちょ
う通りの樹木（外路樹）の下などに
あるゴミ、歩道脇のゴミ 

孫と歩いていると吉川市はゴミが拾てられていることが多
くて、コロナの問題がある中、マスクのポイ拾てもあきカン
も目立ち、きれいな花が咲いていても残念な気もちになり
ます。 

50歳代 南部 

駅周辺のパチンコ、けやき通り、い
ちょう通りの電柱、電線 

大きな木の上に、電線のある意味が不明。早く地中化に
するべき。 

50歳代 南部 

吉川運動公園のテニスコート、沼辺
公園の駐車場（せまい） 

調整池と運動場を一緒にするのは、おかしい。 50歳代 南部 

中川の河岸広場、吉川駅前の商業
施設の整備 

― 50歳代 南部 

美南２丁目公園の公園中央の施設 
※子供たちが上に昇ったりするので撤去してもらいたい。
また、中に入れるものは将来不浪者等が住みつくかもし
れないので、撤去してもらいたい。 

50歳代 美南 

県道６７号線の騒音・スピード うるさいし、危険である為。 50歳代 美南 

駅周辺の道、川 
どんなにお願いしても家の周りは車がスピードを出して通
るし、人も家の敷地に入って通る。自転車も盗まれたし、
不安。隣の空き地をどうにかしてほしい。 

50歳代 美南 

吉川美南駅のオブジェ 
天候により動く？！それとも動かしている？！外れないか
心配です。 

50歳代 美南 

中川の橋の本数（増やす） ― 50歳代 美南 

総合体育館の空調設備 ― 50歳代 美南 

野田橋、玉葉橋の渋滞 交通事故が多い。橋を増やしたら？ 60歳代 北部 

農園の吉川の特産品や食品を販
売してほしい。 

買物は北部地域の方々は松伏、野田に買物に行く人が
大部分である為少しでも吉川市でお金をおとしたいから。 

60歳代 北部 

川、用水の水質向上、道路（北部）
の整備 

― 60歳代 北部 

旭小学校の通学道路 ― 60歳代 北部 

市立病院の設置 市役所の周囲に総合病院の建設。 60歳代 東部 

おあしすの館内利用教室 ― 60歳代 東部 

八子新田の道路 ― 60歳代 東部 

沼辺公園の遊具 ― 60歳代 東部 

二郷半用水の遊歩道整備、中川天
端道路の自転車道整備 

「親水」を街のコンセプトにしてもらいたい。 60歳代 中央北部 

借賃物件３階 
スカイツリーからの電波障害（雨、雪で電波ダウン・テレビ
画面のみだれ） 

60歳代 中央北部 

二郷半用水のゴミと臭い 気温が高くなると臭いで道路を歩きづらい。 60歳代 中央北部 

市内の総合病院 市立病院の設立を希望。越谷、三郷他に行くしかない為。 60歳代 中央北部 

各学校の緑化 秋に落葉、処理、春のサクラの花処理、考えて欲しい。 60歳代 中央北部 

中川の土手、低い場所の治水 梅雨時には、不安が多いです。 60歳代 中央北部 

吉川駅前 
友人が吉川駅を降りて「吉川の駅前は何もないネ」と言わ
れました。それは、今も変わってません。 

60歳代 中央北部 

道路の街路樹 落ち葉がひどい。 60歳代 中央北部 

二郷半用水のゴミ・雑草 ― 60歳代 中央北部 

運動公園のテニスコート ― 60歳代 中央北部 
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改善してほしい場所 理  由 回答の属性 
川藤のよこまちの杜のトイレの設置 気軽に使える公園作りをしてほしい。 60歳代 中央北部 

病院の対応 ― 60歳代 中央北部 

中央公民館周辺の歩道 ― 60歳代 中央北部 

― すみませんが分かりません。 60歳代 中央 

駅のロータリー 最っと広く駐車スペースをとれる様にしてほしい。 60歳代 中央 

公園（保地区）内の健康器具 散歩の途中、帰りに寄る事が出来ると便利！！ 60歳代 中央 

市内の道路（歩道） 
車イスを利用していると、デコボコが多い（歩道がせまい
所もある）。 

60歳代 中央 

駅周辺の囲りが土場が低いので 
大雨が降った時に今の所一番市内の皆んなに迷惑を掛
けていると思います。 

60歳代 中央 

二合半用水の水質改善、横断歩道
のペンキの整備 

― 60歳代 中央 

吉川橋の完成をはやめて、自転車
専用レーンを作ってほしいです 

― 60歳代 中央西部 

ワンダーランドの建物の老朽 ― 60歳代 中央西部 

中川沿の歩道の草苅 ― 60歳代 中央西部 

吉川駅前のパチンコ店の出店規制 
駅はその町の「顔」なのに、目立つのは２軒のギャンブル
店とはなげかわしい。 

60歳代 中央南部 

吉川駅の駅舎 

駅は吉川の顔です。駅舎ビル＋商期施設、ロータリーは
ペデストリアンデッキで憩いの場所があれば活性化しま
す。（駅ビルは情報センター＋商業施設ＯＫストア、ライフ
等） 

60歳代 南部 

美南駅北側の市街地開発のスピー
ド 

開発の進捗の情報がない、広報誌で報告してほしい。 60歳代 美南 

二郷半用水の緑と、とくに川の水を
きれいに 

― 60歳代 美南 

― 現在のところ見当たらない。 70歳代 北部 

― 
場所の指定はできませんが、用水路の整備に力を入れて
ほしい。 

70歳代 北部 

川野橋近く用水路の中のきれいに
してほしい 

水がきたない。草がはえる。 70歳代 北部 

中川の土手の道路 豊橋から吉川へ道路の整備を願いたい。 70歳代 北部 

吉川公園の樹木、設備 ― 70歳代 北部 

田園の中での夜中のゴミ焼 ― 70歳代 北部 

栄小学校裏の貯水池 
貯水池周辺、中は自転車禁止、の看板がいつのまにかな
くなり、そのまま放置してある。子供も歩いているので自
転車のスピードが危険です。しっかり管理して欲しい。 

70歳代 東部 

芳川神社そばの道路右折レーンつ
くる（早く）、運動公園の池つり禁止
に 

（２）水質悪化 70歳代 中央北部 

― わかりません。 70歳代 中央北部 

桜通りの木売落し、二郷半用水 散歩できる歩道に出来たらどんなにか良いのですが。 70歳代 中央北部 

吉川駅の駅舎、施設 将来の１０万都市にふさわしい駅舎を整備して下さい。 70歳代 中央北部 

吉川駅前（北口）のロータリー 植込みを「花」で華やかにしてほしい。 70歳代 中央北部 

吉川駅前北口のパチンコ、銀行な
ど 

駅前にいらない。 70歳代 中央 

栄町８区上第二大場川沿いの道路
整備、各交差点の隣接する歩道の
整備 

スーパーが出来たため交通量が多くなった。一度見学し
てみて下さい。 

70歳代 中央 

吉川駅の道路ころびやすい、病院 土日、などみられるように祭日（特に小児科） 70歳代 中央 

土手の階段の手すり、２ケ所の階
段の手すり 

― 70歳代 中央 

吉川駅前の道路 ― 70歳代 中央 

桜通り右岸の二郷半用水 ― 70歳代 中央 

桜並木のポケットパーク・遊歩道、
中川土手の遊歩道 

緑や水辺の街づくりに欠かせない。 70歳代 中央西部 

宅地のあきや ― 70歳代 中央西部 

保公園からの道路が割れていて車
が落る時がある 

申請してると思うけど車が時々はまるので早急になおして
ほしい。自転車すれちがいが出来ない。 

70歳代 中央南部 
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改善してほしい場所 理  由 回答の属性 
吉川駅の駅舎改装 ― 70歳代 中央南部 

木売新田交差点（旧梅津医院）から
吉川駅に通じる道路及び歩道の 
整備拡張 

― 70歳代 中央南部 

吉川駅南口の植栽物の管理、けや
き通りの植込みの手入れ 

吉川市の玄関口であるにも拘らず、駅前ロータリー周辺
の植栽物の手入れは情けない程お粗末です。特にヌマス
ギ（落羽松）のひこばえは剪定もされず伸び放題、片田舎
の駅前という感じです。※キラッと吉川のキャッチフレーズ
が泣かないように！ 

70歳代 南部 

南地区の歩道の五月の刈り込み
（１０年以上も方置したままであ
る。）、高富公園の遊具の修繕、木
の刈り込み 

五月の木が１０年以上も刈り込みされずのびてしまい、危
険な状態、至急お願いします。 

70歳代 南部 

― 
道庭公園周辺の道路はすぐに冠水する。ポンプでも何か
考えてほしい。 

70歳代 南部 

ワンダーランド、児童館の雨漏り等 ― 70歳代 南部 

中川の土手、桜通りの用水路 広い敷地の公園が少ないので土手の公園風。 70歳代 美南 

道庭のサクラ並木 

春に桜の頃ゲートボールの人以外入れないカギがあり、
でも桜の咲頃ぐらいは開けてほしい。よその人も見に来て
た、ゴミが出るとか聞き、いつもステキな場所なのにガッカ
リです、残念です。三郷、野田人達も話しになっている。
昔から知られているのだと思います。広いとか関係ない思
います。中に入れない。 

70歳代 無回答 

吉越橋の勾配 
自転車で橋を渡るのですが、降車せずにすむ緩やかな坂
にしてほしいです。 

無回答 無回答 
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２－５ 吉川市への定住意向 

もし住みかえることができるとして、これからも吉川市に住み続けたいと思いますか。あてはま

る番号に、１つ「〇」印をつけてください。また、その理由を最大５つまで「〇」印をつけてくだ

さい。 

 

定住意向については、｢住み続けたい｣、｢どちらかと言えば住み続けたい｣の割合は、72.1％でし

た。｢住み続けたくない｣、｢どちらかと言えば住み続けたくない｣の割合は、19.4％でした。 

 

選択肢 回答数 割 合 

住み続けたい 176  30.7% 

どちらかと言えば住み続けたい 237  41.4% 

どちらかと言えば住み続けたくない 82  14.3% 

住み続けたくない 29  5.1% 

わからない 17  3.0% 

無回答 32  5.6% 

合計 573  100.0% 

 

【住み続けたい理由】（最大 5つまで回答） 

『住み続けたい理由』について、｢住み続けたい｣、｢どちらかと言えば住み続けたい｣と回答した方

（413件）からは、｢住み親しんだまちだから｣、｢住環境が良いから｣、｢大きなショッピングモール

が近くにあるから｣の回答が多くありました。 

 

選択肢 回答数 割 合  

住み親しんだまちだから 226  54.7% 

住環境が良いから 174  42.1% 

大きなショッピングモールが近くにあるから 165  40.0% 

治安が良さそうだから 134  32.4% 

買い物が便利だから 120  29.1% 

親や子どもなどの親族が住んでいるから 118  28.6% 

農地や河川等の緑と水の自然が豊かだから 98  23.7% 

通勤・通学に便利だから 74  17.9% 

鉄道等の交通アクセスが便利だから 73  17.7% 

地震や水害等の被害が少なそうだから 61  14.8% 

街並みが良いから 46  11.1% 

子育てや教育のための環境が良いから 32  7.7% 

働く場が近くに多いから 22  5.3% 

余暇や趣味等が楽しめそうだから 21  5.1% 

その他 20  4.8% 

医療や福祉施設が充実しているから 11  2.7% 

無回答 8  1.9% 

n=413件（「住み続けたい：176件」＋「どちらかと言えば住み続けたい：237件」） 
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〈その他の内容〉 

地価が安い ／ 野菜がおいしいから ／ 静かだから ／ 越谷市や三郷市には大きな病院

やホール、インターチェンジ等があり、吉川にはない充実した施設が容易に利用できる ／ 区

画整理で歩道がしっかりあり、道路も平担で住みやすいから ／ 吉川市民は比較的、優しく穏

やかな人が多い ／ 自宅（持家）が有る ／ ローンで買った始めての一軒家だから ／ うる

さくないので静かに暮らせる ／ 引越めんどくさい ／ 実家に近い ／ 親族が近くに住んで

いるから ／ 市長、職員さんが真面目だから ／ 自宅なので住み続けて行くしかない ／ 

先祖代々からの農地・家があるから ／ 今さら動きたくないから ／ 今の所そこまで不満を

感じていないから ／ 持ち家があるから ／ まだ改善の可能性があると思う ／ 家がある

から 

 

 

【住み続けたくない理由】（最大 5つまで回答） 

『住み続けたくない理由』について、｢住み続けたくない｣、｢どちらかと言えば住み続けたくない｣

と回答した方（111件）からは、｢医療や福祉施設が充実していないから｣、｢鉄道等の交通アクセス

が不便だから｣、｢通勤・通学が不便だから｣の回答が多くありました。 

 

選択肢 回答数 割 合  

医療や福祉施設が充実していないから 53 47.7% 

鉄道等の交通アクセスが不便だから 53 47.7% 

通勤・通学が不便だから  50 45.0% 

買い物が不便だから 46 41.4% 

地震や水害等の被害が多そうだから  36 32.4% 

余暇や趣味等が楽しめないから 28 25.2% 

働く場が近くに少ないから 28 25.2% 

大きなショッピングモールがないから 21 18.9% 

住環境がよくないから 18 16.2% 

その他 14 12.6% 

子育てや教育のための環境がよくないから 13 11.7% 

治安が悪そうだから  12 10.8% 

街並みがよくないから  12 10.8% 

農地や河川等の緑と水の自然が少ないから 4 3.6% 

無回答 7 6.3% 

n=111（「住み続けたくない：29件」＋「どちらかと言えば住み続けたくない：82件」） 

 

〈その他の内容〉 

親族が住む街へ転居したい。元気なうちは今の場所で住みつづけたいと思ってます ／ 特徴

がない ／ 河川の増水の時に必配 ／ ルールを守らない世帯が増えたから ／ わからな

い ／ 知らない女に急に大声で暴言はかれたりした、ムカツク。バイクの異常な音が迷惑！ 

／ 市役所に期待できない。やる気の人が多い ／ 川の氾濫が心配 ／ 自分で住む場所を

決めてみたい ／ 家を買うなら吉川市以外がいい ／ 市の対応が何でも遅い ／ 他に住

みたい街があるから ／ 道路整備がされてなく危険 ／ 吉川の良さもあるし、大好きだけど、

不便と感じることも多いから ／ 市民税が高い 
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問３ 吉川市の「将来」について 

吉川市の「将来」についてお伺いします。 

                                         

３－１ 人口減少や超高齢化に向けて必要と考える取り組み 

今後、吉川市でも人口減少や超高齢化を迎えることが予想され、様々な問題が生じてくることが

考えられますが、市として、どのような取り組みを進める必要があると考えますか。特に重要と考

える番号に、最大３つまで「〇」印をつけてください。 

 

｢医療・福祉施設の維持・充実｣、｢防災・減災対策｣、｢公共交通ネットワーク｣の順に回答が多くあ

りました。 

 

選択肢 回答数 割合(n=573)  

医療施設・福祉施設の維持・充実 377  65.8% 

地震や水害、火災に対する防災・減災対策の強化・充実 271  47.3% 

駅や医療施設・福祉施設、公共施設などへアクセスする公共交通ネットワー

クの充実 
253  44.2% 

子育て世代や、親と子・孫の同居・近居などに対する定住・移住への支援 163  28.4% 

空き家・空き地などの適切な管理・利活用 141  24.6% 

身近な商業施設などの誘致、撤退への対応 89  15.5% 

道路や公園、公共施設などのバリアフリー化 80  14.0% 

公民館や学校などの公共施設の維持・充実 78  13.6% 

その他 20  3.5% 

無回答 24  4.2% 

 

〈その他の内容〉 

市全体に予算を配分してほしい。（駅前等だけではダメ） ／ 避難場所に避難しても、食物、寝る環

境が何も無 ／ さくら通りの拡幅 ／ どんどん若い家族を居住させた方が良い ／ 大学や高校な

ど優秀校の誘致 ／ 商業施設を増やしてほしい ／ 市街化調整区域（旭・三輪野江）の発展、住宅

地の拡大 ／ 子供ほしくても、子供を受け入れ（子供を授かる、育てるに必要なお金）を安くしたりし

てくれれば産みたいと思う。女性の負担が大きい！！！ ／ 三輪野江地区のスーパー（高齢者多い

為） ／ 高齢化で車を手放した時の移動手段の確保が、高齢ドライバーの免許返納・事故防止につ

ながると思う ／ 開発をすすめるなら土地買収を早くすすめるべき ／ 美南地区に図書館を切に願

います ／ 結婚を希望している男女の為に市と自治体が協力して婚活を勧める事 ／ 外国人が増

える事による治安の悪化 ／ 高齢者の住宅のみまわりを検討してほしい ／ 地下鉄の乗り入れ 

／ 子育て世代への支援 ／ 子育てや福祉に関する市独自での補助金や支援制度 ／ 子育てし

やすい環境づくりと職住接近が可能な都市づくり ／ 環境も駅も２つありよいが、やっぱり駅への道

を広く、安全に用水路をふさぐ 
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３－２ 人口減少などに対応した今後の市街地のあり方 

人口減少や超高齢化に対応した、吉川市の今後の市街地のあり方について、どのようにお考えで

すか。あなたのお考えに近い番号に、１つ「〇」印をつけてください。 

 

｢駅周辺などの拠点に商業施設や公共施設などを集積し、ゆるやかに市街地をコンパクトにしてい

く｣、｢駅周辺などの拠点に商業施設や公共施設などを集積しないが、ゆるやかに市街地をコンパク

トにしていく｣の順に回答が多くありました。 

 

選択肢 回答数 割合(n=573)  

駅周辺などの拠点に商業施設や公共施設などを集積し、ゆるやかに市街地

をコンパクトにしていく 
211 36.8% 

駅周辺などの拠点に商業施設や公共施設などを集積しないが、ゆるやかに

市街地をコンパクトにしていく 
127 22.2% 

わからない 89 15.5% 

市街地はコンパクトなので、人口減少や人口密度に関係なく、現在の市街地

を維持する 
64 11.2% 

市の発展のため、人口減少や人口密度に関係なく、住宅地を拡大する 29 5.1% 

その他 21 3.7% 

無回答 32 5.6% 

 

〈その他の内容〉 

駅や生きるために必要な施設への交通、ネットワークの拡充→住みやすさ ／ 全体としてバランス

良く商業・医療・福祉・公共施設の小さなコミュニティの集合体のような形 ／ 市街地をコンパクトと云

う考えが分かりません。ゆとりのあるコンセプトを求める人達もいる事も忘れないでほしいです ／  

郊外（川藤方面）にも商業施設・医療の集積 ／ 日本全国の、すでに高齢化した市町村の成功モデ

ルを参考に取り組んでほしいです！ ／ 駅周辺だけではなく周りをもっと魅力的にして下さい ／ 

治安が悪くなるので本当は移住してほしくない ／ バスを増やして欲しい（北部） ／ 駅周辺にあれ

ば、すごく助かる。急に体調悪くなった人が、病院行くために吉川駅に降りてくれると思う。※自分も経

験あり ／ 駅周辺の施設を拡大し、その後住宅地を拡大する ／ 市街地をコンパクトにするのであ

れば、公共交通網などの充実は必須だと思います ／ 都心に継ぐ交通網の整備により未来に向け

る ／ 旭、三輪野江など高齢者が多いのでスーパーなど作ってあげてほしい ／ 駅周辺だけでな

く、各地区に商業・医療・福祉施設を人口に合わせて置く。（土地があれば） ／ 北部、東部の施設、

住宅地の整備 ／ きれいで安全な街 ／ ３、４のイメージで主要機関への交通網の整備（車なしで

も生活できる市に） ／ 医療施設へのアクセスを充実させるべき ／ 福祉施設の集積よりも選択を

増やすべきであると思う ／ 今、吉川美南駅などですすめているそのままでいいと思う。駅前はマン

ション、私のように緑が好きな人もいるので、田んぼの多い所はそのまま残すというように ／ 安全、

安心の防犯、防災対策と高齢者対策 ／ 規模の大きな医療・福祉施設の増設とコミュニティバスの

運行が必要 
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３－３ 市街化調整区域の今後のまちづくり 

市街化調整区域（旭・三輪野江地区など）の今後のまちづくりについて、どのようにお考えです

か。あなたのお考えに近い番号に、最大５つまで「〇」印をつけてください。 

 

｢道の駅や農業公園、体験型農場などの農業拠点施設の整備を進めた方がよい｣、｢道路や水路、公園

などの整備を行い、住環境の維持・改善を進めた方がよい｣の順に回答が多くありました。 

 

選択肢 回答数 割合(n=573)  

道の駅や農業公園、体験型農場などの農業拠点施設の整備を進めた方が

よい 
251 43.8% 

道路や水路、公園などの整備を行い、住環境の維持・改善を進めた方がよい 246 42.9% 

都市近郊の優良な農地として、また自然環境を保全するため、今後も農地を

保全した方がよい 
210 36.6% 

高齢者・障がい者などの雇用機会を創出するための農業関連施設の整備を

進めた方がよい 
142 24.8% 

子育て世代や、親と子・孫の同居・近居などに対する定住・移住への支援を

進めた方がよい 
142 24.8% 

市民農園などの農業交流施設の整備を進めた方がよい 121 21.1% 

資材置場や駐車場などの開発は、できるだけ抑制した方がよい 113 19.7% 

エネルギーを地産地消するための再生可能エネルギー施設の整備を進めた

方がよい 
111 19.4% 

道路交通の利便性の高い地区は、計画的に新たな工業団地を整備した方

がよい 
92 16.1% 

農地の維持や資材置場などの転用などは、個人の土地のことなので、意見

することはできない 
38 6.6% 

その他 35 6.1% 

無回答 54 9.4% 

 

〈その他の内容〉 

旭・三輪野江地区は、工業地区なら良いと思う ／ この質問はその地区に住んでいる人以外にも聞くのです

か？ ／ 中央南部地域は市街化区域への編入を目指した方がよい。調整地域内の整備は難しいので、せめ

て後継者がいなく、そのままの農地の活用は考えた方がよい。農地を自然環境とは考えていない ／ 交通の

便をよくしたほうがいい ／ 千葉県流山市との間に橋がほしい ／ 駅の近くに駐車場たくさん作ってほし

い！！バス来るの遅い＆少ないし、不便！！ ／ 災害などの時のためにも、病院や公園、小さなスーパーなど

を作るべき ／ 子育て世代の住み易い環境を整える。 ／ スーパーの設置 ／ みどりの丘公園（松伏）のよ

うな公園と道の駅の施設 ／ この話は１０年後ぐらいにするべきでは ／ 地主を説得して、土地を買い取らな

いと早く整備できないと思う ／ 吉川に来てから旭、三輪野江地区に行ったことがないから、行くきっかけにな

り、市の問題解決につながるようなイベントを行うスペースをつくる ／ バスなど、交通の便をもっと良くした方

がいい ／ 交通不便な区域で、タクシー券の利用等続けて欲しい ／ 高速道路の側道の改善、県道の四連

線 ／ 状況はよくわからないから、意見などはありません。 ／ 調整区域のあり方を考え直してもらいたい ／ 

私は２、３、５、９の考えだが、個人の土地のことについては所有者の意志を最優先した方がよい。 ／ 旭・三輪

野江地区を知りません…すみません ／ 木売新田地区は吉川駅や美南駅に近く市街化によって無秩序な宅

地開発をやめ、優良な都市化を目ざした方が良い ／ 若い世代の農業への関心、接点をサポートしてほしい 

／ １０の内容に関しては、むしろ行政側が指導してその場所にふさわしくないものはつくれないようにしてほし

い ／ 観光地として人の集まる街づくりをしてほしい ／ 騒音のない町 ／ 農地の維持の為に法人化や親規

就農の推進などの対応をした方がよい ／ 商業施設の普及（スーパーなど）・バス運行の普及 ／ そもそも場

所が分からない、知らない ／ 地区がよくわかりません ／ 分かりません 

 

３－４ ２０年後も吉川市に住み続けるための取り組み 

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。あ
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てはまる番号に最大７つまで「〇」印をつけてください。 

 

｢水害や地震、火災などの災害に強いまち｣、｢医療・福祉環境などが充実した高齢者や障がい者が安

心して暮らせるまち｣、｢快適で安らぎのある住環境の良いまち｣の順に回答が多くありました。 

 

選択肢 回答数 割合(n=573)  

水害や地震、火災などの災害に強いまち 347 60.6% 

医療・福祉環境などが充実した高齢者や障がい者が安心して暮らせるまち 336 58.6% 

快適で安らぎのある住環境の良いまち 299 52.2% 

食料品や生活用品などの買い物が便利なまち 293 51.1% 

犯罪や交通事故のない安全で安心して暮らせるまち 276 48.2% 

子育て環境と教育環境などが充実した子育てのしやすいまち 235 41.0% 

緑や水辺などが豊かな自然環境の良いまち 213 37.2% 

道路や橋、公園、下水道などの都市基盤施設が整備されているまち 200 34.9% 

公共交通が充実した誰もが安全で自由に移動することができるまち 183 31.9% 

スポーツやウォーキングなどの施設が充実した誰もがいきいきと健康に暮ら

せるまち 
149 26.0% 

吉川市の原風景である広がりのある田園風景が守られたまち 125 21.8% 

鉄道や高速道路などの交通アクセスの便利なまち 124 21.6% 

街並み景観が美しいまち 97 16.9% 

空き家や空き地が適切に管理・利活用されているまち 81 14.1% 

魅力的な商業施設や娯楽施設などのある賑わいのあるまち 81 14.1% 

農業・商業・工業が盛んで、職住近接（職場と住居の距離が近い）などにも対

応した活力のあるまち 
70 12.2% 

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 57 9.9% 

観光資源や農業資源などを活用した人々の交流が盛んな賑わいのあるまち 53 9.2% 

文化施設や生涯学習施設などが充実した歴史や文化、芸術などが豊かな文

化的なまち 
50 8.7% 

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 39 6.8% 

その他 6  1.0% 

無回答 26  4.5% 

 

〈その他の内容〉 

世界との交流 ／ 困難に直面したときにこそ、お互い様に協力し合えるまち ／ 中学生に対するイ

メージが良くない。若者の力をよい方向を導いてほしい！！！成人式がこわいイメージ（まだ未参加な

ので勝手な考えです） ／ 地下鉄工事の案は、どう進行しているのでしょうか ／ 年寄りに住みや

すい町 

 

  



55 

３－５ 今後のまちづくりへの自由意見 

吉川市の今後のまちづくりについて、ご意見・ご要望等がありましたらご自由にお書きください。 

 

自由意見は、229名の方から意見が寄せられました。 

寄せられた意見について単語解析を行い、名詞について出現回数をカウントしました。このう

ち、5 回以上出現した単語（名詞）について図化した結果が下図に示すものです。この図では、文

字が大きいものほど数多く単語が出現したことを示しています。 

 

 

【自由意見】 

回  答 回答の属性 

街灯をＬＥＤにして夜道がとても明るくなりました。自然が多くゆったりした所が大好きです。スー
パー、書店、ＤＶＤレンタルなどを増すともっと便利な街になると思います。薬局はたくさんある
ので助かってます。 

10歳代 北部 

災害時には近所のつながりが重要だと思う。１人暮らしの方（高齢者・障害者）が逃げおくれて
しまうことがあってはならないと思う。互助したい。今回の調査に「あなたの性別」が必要なのか
疑問に思った。今回の調査は、意見の言いやすい方法だと思った。オンラインでも調査できる
のでは。見えない貧乏（相対的貧乏）や虐待について予防する方法を知りたいし、対策していた
だきたい。 

10歳代 美南 

市街化調整区域の秩序ある景観が守られてほしい。都市計画を市全体ではなく本当に必要な
範囲のみにとどめてほしい。 

10歳代 東部 

市役所がきよみ野に移ったため、かなり便利になりました。対応もしっかりしてくれて、とてもよ
かったです。今後のまちづくりも頑張って下さい。 

10歳代 中央 

僕も含めて学力が低下してきている学生が増えていると思うので、本屋さんを吉川市の色々な
所に出してほしい。 

10歳代 中央北部 

コビープリスクールよしかわステーション付近にある歩道橋がとても揺れて恐怖。なるべくなら
渡りたくないが駅との自宅の行き来で通るのでどうにか改善してほしい。 

20歳代 美南 
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回  答 回答の属性 

とにかく吉川の道路はきたない。でこぼこ多い。三郷から吉川に入ると、急にかわる。台風とか
大雨になると、道路に水があふれ、通れなくなる。 

20歳代 中央 

レイクタウンかららぽーとなどができてから交通量が増え、渋滞が多くなってきた。元々、道路
が狭く橋などが少ないので交通量に追いつけていない。もっと拡大した方がいいと思う。 

20歳代 中央西部 

一人暮らしをしているアパートの部分の隣人・駐車場の隣人で何年も迷惑＆嫌がらせされて、
大迷惑。やり返したいけど、このご時世だし、下手したら殺されるかもしれないし、逆うらみされ
て嫌がらせがエスカレートするかもしれない。だからがまんしてます。知らない人にタメ口で暴
言はかれたときも意味分からないし、世の中弱そうな人にしか嫌がらせできない憐れな人が吉
川に多いと思った。害を与えられてきた人、警察に捕まってほしい！！バス来るの遅いし本数
少ない。駅近に駐車場作ってくれたら楽…。 

20歳代 中央北部 

駅のムクドリに毎日悩まされています。（駅周辺） 20歳代 中央西部 

駅近くの栃木銀行の前や駅前でカラスにおそわれている人がよく見かけられるので対応してい
ただきたいです。大きい公園がたくさんあるので子育てにはとても良いです。 

20歳代 中央南部 

駅前にもう少しお店がほしい。歩道にゆとりのある道路作り。 20歳代 中央 

越谷、三郷にはさまれて、完全に置いてきぼりにされた吉川市になっている。温泉施設を作れ
ばなんとかなると思っているところが、頭が悪いと思う。新しい市役所になってとてもオープンに
なったので働いている様子がよくみえるが、動きがとても遅くてびっくりする。やる気あります？
（住民課） 

20歳代 中央北部 

吉川にある緑や田園風景は守りつつ施設や公園の最適化を進めてほしい。 20歳代 中央 

吉川市は、新しい街と自然豊かな田園との調和が取れた市であると感じています。今後のまち
づくりも吉川市の良さを活かして進めてくださることを願っています。 

20歳代 南部 

吉川美南１丁目にコンビニを作ってほしい。 20歳代 美南 

吉川美南駅東口に、大きなコンサートホール（アーティストがＬＩＶＥを出来るキャパ）や、大きな
総合病院を作ってほしい。 

20歳代 美南 

近年、吉川市に住む人も多くなると私は思います。吉川美南駅前の開発や、越谷レイクタウン
へのアクセスのしやすさがその理由です。今後のまちづくりとして、災害に強い街はもちろん、
待機児童解消のため、保育事業の促進、介護福祉事業にも力を入れていくべきだと思います。
調整区域の有効利用として、ご参考頂いたら幸いです。 

20歳代 中央西部 

今年の３月に吉川に引っ越してきたので、正直吉川市について詳しくなく、分からないことばか
りですが、住みやすさを感じています。初めていちょう通りのいちょう並木が色付いているのを
見た時はとても美しく感動しました。今後の市民一人一人によりそったまちづくりに期待してい
ます。これからよろしくお願いします。 

20歳代 中央西部 

子育て世代と交流がしたい。コロナで全く交流できず、現在生後５ケ月。市街化調整区域のた
め、近隣に子育て世代もいない。 

20歳代 東部 

子育て世代に手厚い支援をお願いしたいです。県内の他の市とくらべても若い世代に関心がな
い様に感じます。超高齢を気にするならば新しい世代にも感心を持ってほしいです。 

20歳代 美南 

若者や学生などが出入りし、活気のある商店街づくりからの豊かできれいな町並みと自然が豊
かで、田園風景が広がり共存する都市づくりを目指してほしい。 

20歳代 中央北部 

税金がきちんと町づくりに反映されていない。何に使っているのか？全く恩恵を感じられない。
情報発信も足りない。書面で意見を求めるのも紙代のムダだと思う。自転車は歩道を走る人が
多いのでガードレールを設置して安全に走れるところをつくるべきだと思う。 

20歳代 中央南部 

地下鉄８号線の延伸計画の推進。 20歳代 中央北部 

都心やショッピングモールへのアクセスも良く、とても住みやすい町だと思います。これからもよ
ろしくお願いします。 

20歳代 南部 

道路がせまく歩行者と車の間が少ない事を整理してほしい。 20歳代 中央 

美南は街並がきれいで、歩道も広く、車道も運転がしやすくてとても住みやすいです。小学校、
中学校もきれいで、楽しみです。美南の線路の東側への移動がしにくいのと、東側の整備が足
りないと感じます。 

20歳代 美南 

美南地区は子供の数に対し、公園等安心して遊ばせられる場所が少ない。中学校が新たに開
校し、今後も他地区よりも子供が増えると思うので登下校を含め、安心して生活が送れるよう道
路の整備等に力を入れて頂きたいです。（道路の白線がほとんど消えているような所も多々あ
るのが気になります。 

20歳代 美南 

いつも、アンケートで住人の声を聞いて頂いてありがとうございます。子どもや高齢の方、障が
いを持った方が、住みやすい町になったら良いなと思います。これからも頑張って下さい。 

30歳代 南部 

コロナ禍における新しい生活様式に吉川市も追従出来るよう、早期にＩＴ化（教育・医療）に力を
かけて頂きたいです。 

30歳代 美南 

災害の増えている今、河川の整備、避難先の増設、ペットとの避難とハザードマップの作成の
検討を行って欲しい。可能であるなら子供連れの避難に保育園・幼稚園の開放。ペット、特に猫
は避難をためらいます。 

30歳代 南部 
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回  答 回答の属性 

どこかにキャンプ場がほしい（吉川市民が主に使えるような）。子供たちにとって自立や自主性
を持てるようにキャンプや集団で宿泊するような施設など。 

30歳代 南部 

とにかく、水害に強い町にしてほしいです。台風などで、道路が冠水した箇所をちゃんと調べて
改善してほしい。大変な目に合っていても、何もしてくれた事がないです。住んでみないと分か
らない事だったので、ここに住んで後悔しています。お願いします。 

30歳代 中央南部 

とにかく災害がこわい。吉川市の人達はしずかでかもくな人が多いと思います。コロナウィルス
の感染者もあまり出ていないようですし、近くに大型のショッピングモールなどがあっても、あま
り感染者が出なかったという事は安全な街なのかな～と思った。３０年位住んでいますが、吉川
市の一番いいところはのどかな所、無理をして商業などを発展させなくてもいいと思う。ただベ
ットタウンのようにはなってほしくない。あまり人が多すぎても…と思うので、バランスのいい街
で少しのどかが調度いい。 

30歳代 南部 

トミカの創業者富山栄市郎さんが吉川とゆかりがあるとのことで、トミカの博物館のようなもの
（ちょっとした展示でも、公共施設にちょっと展示するとか）どうでしょう？おあしすや公民館でフ
ァミリーコンサートをもう少しひんぱんに企画してくれると嬉しいです。市内に大学があれば、小
中学校や地域と交流したり、学生さんが増えて活気が出たりするのではないでしょうか。 

30歳代 中央北部 

マンションが建って人数が増えとても良いことなのですが、美南小の人数がどんどん増えてい
るので心配です。 

30歳代 美南 

旭地区など、過疎地の一定の生活機能の向上をお願い致します。 30歳代 北部 

安心して子供が外で遊べる街、地域全体で子育できる街。夜間、ある程度の明るさがあり、防
犯がしっかりした街。子供が夜間かけ込める病院が欲しい。昔からある商店街をこれからも残
して欲しい。様々な花や草木が楽しめる自然豊かな街。子育て支援の充実。老人見守りネット
ワーク。 

30歳代 南部 

安全・安心で暮らせる吉川市、野菜のおいしさを活かした道の駅の設立（周辺大型ショッピング
センターに流れる際に寄り道してもらえる立地で）。深谷の農林公園のような施設（地産地消。
食育。「吉川市の給食はおいしい」と子供の担任から聞いて、吉川市に住んでいてうれしくなり
ました。おいしい給食でたくましい子供、強い子供になってほしい。）句の野菜のおいしさをこれ
からも守ってほしい。歩きたばこ禁止条例作ってほしい。緊急対応ができる総合病院。越谷・三
郷・松伏で合同の大きい病院は自治体的に無理なのでしょうか。 

30歳代 中央西部 

一番なやむときもあり、農業と地震と公園と食料品よりもなかなか不安はあります。しょうじき、
緑や水辺と自然よりも大切なことだと思っています。 

30歳代 南部 

暇をもて余ましている年寄りの意見が多いのが不満に思ってます。オンライン等の手段もあり
ますので、子育て世代の意見をもっと聞ける体制をつくってほしいです。 

30歳代 中央西部 

外国人犯罪が増加しているので、治安を第１にしてほしいです。 30歳代 中央北部 

吉川市は、どちらかと言えばレイクタウンのある越谷市や三郷市などにインパクトで負けてしま
っている部分がある。自然を生かしてより良い場所にしてほしい。住む環境はとても気に入って
いるが。 

30歳代 中央北部 

吉川市は埼玉県民でも知らない人が多い市。アピールポイントをうまく見つけて吉川市の色を
出していけると良いと思います。知られていない分、まだまだのびしろがある街だと期待してい
ますので。よろしくおねがいします。 

30歳代 美南 

吉川美南駅に交番があると、より安心に暮らせると思います。 30歳代 美南 

教育はよくなるように目指したい。 30歳代 美南 

高齢化が進み認知症高齢者の自動車運転問題があるが、旭地区で生活をしていると、バスの
本数が一時間に１本あるかないか、タクシーを使うと駅まで２０００円をこしてしまう。スーパーも
近くにはない。住み続けるのは大変です。先祖の土地があっても使うすべもなく、どうしたらよい
のかと思い悩んでいます。 

30歳代 北部 

高齢者が一人きりでも生活出来るような街作りをしてほしい。実際、施設に行ける高齢者は限
られているから。 

30歳代 中央 

子供、子育て世代が美南地区は多いので、子供に温かい目を向けて地域で協力し合えるよう
な街作りを希望します。 

30歳代 美南 

市の収入が増えて活用できる予算がふえる様に（清水公園）の様な入場料がとれて、子供たち
もあそべる様な所があればいいかと思います。 

30歳代 美南 

実家が中曽根にありますが以前はタジマがあったので便利でしたが気軽に行けるスーパー（イ
オンのような大きい所ではなく）があるといいなと思います。お年寄りの方は車もなく少しの買い
忘れを買いに行くために自転車で美南のイオンまで…みんな困っています。 

30歳代 中央北部 

周りの市街地にくらべ、古くダサいイメージが強い。何もない市。賑わいがあり、誇れる街にして
欲しい。期待しています。 

30歳代 南部 

人口が増えている、三郷よりも吉川の方が道路の作り方がうまい、学校を作り教育・育町に力
を入れている、自転車専用道路が少ないながらもある、といった良いところがたくさんある。今
後の希望として、自転車専用道路の拡充と交通ルール（路駐対策）の強化、農園・田園・公園・

30歳代 美南 



58 

回  答 回答の属性 

水路・川の整備と景観維持、医療施設の充実、中国人観光客向けの民泊はいらない。治安、
パトロール強化で安心、安全な町づくり、美南駅に交番ほしいです。あと、キャンプ場もほしいで
す。 
人口増加の有無に関わらず、医療体制の建て直しが必要不可欠であると感じます。 30歳代 美南 

税金の正しい使い方。有事の際の迅速な対応。職員による市内の定期的な視察。内外問わず
マナーのある市。 

30歳代 中央西部 

都心へのアクセスがもっと便利になると良いと思います。（電車）直通が欲しい。車を使う人が
多いし、トラック等も多い。道路がボコボコになってしまっているので何とかして欲しい。食べる
所が少ないので増やして欲しい。デパートの地下のようなテイクアウトできるおそうざい屋さん
なども充実して欲しい。 

30歳代 中央北部 

働ける場所が少ないため、市内で勤務先を探す事が困難です。商業施設（吉川駅前近辺）がな
いため、越谷・三郷に買い物に行かなければなりません。スーパーもすぐつぶれてしまいます。
長く住みたいと思わない（不便な為）市だと思っております。 

30歳代 南部 

美南側は発展してるが吉川駅より北側と吉川駅南口ももっとキレイにしてほしい。市役所前の
通り（磯久クリニック前）をもっと街並をよくしてもらい、市街化調整区域を市街化区域にして家
を増やしてほしい。 

30歳代 中央北部 

美南地区にもおあしすやワンダーランドのような児童施設が必要だと考えます。 30歳代 美南 

美南地区に医療関係が少ないので増えて下さる事を願っています。 30歳代 美南 

美南地区に住み始めて５年になりますが、子育てもしやすく住みやすいです。ただ、子育て世
代に人気だからか、子供の数も多く、道路整備の面や治安の面で不安もあります。外灯を増や
す、危険な場所には監視カメラを設置する等、子供が多いなりの対応をお願いします。 

30歳代 美南 

病院が少ない。ちゃんとした治りょうを受けれるか今後心配。けっきょく他の市をたよっている
（医りょうに関して）。住みやすいだけに残ねん。 

30歳代 中央 

歩道や道路の見直しをまず１番にやるべきだと思います。何をするにも足元はとても大切。安
定した安全を確保できれば安心して住むことが出来ます。本物のバリアフリーを実現できたら
何よりですね。街づくり（美南）ばかりでは不満が増えるでしょう。 

30歳代 中央南部 

豊かな自然と整備された街並みを期待します。温暖化が進んでいる今、夏場は外出も困難に
なるので、歩道に屋根や、ミストなど対策してほしいです。カフェ、雑貨屋、パン屋、ドッグランな
どがあると、街も更に華やかで活気づくのではないでしょうか。 

30歳代 美南 

１１９番の通報の際伝えた住所が分かってもらえず、対応が悪かった為消防のマンホールにナ
ンバリングなどをして頂けると伝えやすい。 

40歳代 西部 

お年よりと子供に優しいまちづくりをよろしくお願い致します。いつもありがとうございます。 40歳代 中央北部 

キッコーマンの印を作った鈴木万平等の意外な有名人が居た所の強調、大正天皇が皇太子の
立ち寄った所の強調。狐やおむく様等、地元童話の普及に力を入れる。幹線道路の重要性。
外れると衰退する話を流山や松伏で見受けられる。 

40歳代 中央北部 

きよみ野５丁目付近の街灯をもう少し増やしてもらうか、もう少し明るい街灯にしてほしいです。
夜帰って来る時に人気がないので市役所のバス停から歩いて帰るのがちょっと怖いです。ＬＥＤ
街灯になってるのでありがたいので、もうすこし街灯が明るくなれば、と思います。 

40歳代 北部 

きよみ野の公園が多すぎる。将来的に自治会で管理するには限界がある。 40歳代 中央北部 

スーパーマーケット、１００均、等が少ないと思う。行政の人達は、親切で良いと思いました。 40歳代 中央北部 

とにかく、三輪野江地区は、子育てしにくい。住みづらい。子供の遊ぶところもなく、調整区域で
土地活用もできない。市長のマニフェストの三輪野江に道の駅計画を期待します。近くに日用
品が購入できる店もできればいいが。 

40歳代 東部 

ひき続き、ずっと住みたいと思うまち作りを宜しくお願いします。 40歳代 中央西部 

駅前に交番があり、おまわりさんが、駅前などに立っていますが、いつもこわい顔をして何度か
こちらから挨拶をしても無視をされ、地域の安全を守る為に？なのか、なんなのかよくわかりま
せん。まずは、人として挨拶をされたら、返すのが人間の道理、防犯予防として市民、地域を守
るには、まずはコミュニケーションが大切だと思います。こんなご時世だからこそ、人とのつなが
り、コミュニケーションが大切なので、これからの吉川市の街作りとして基本の挨拶があり、皆
が安心してくらせる市にして頂きたい。 

40歳代 南部 

開発されようとする地域が限られているので、もっと周りに目を向けていった方が良い。旭地区
や三輪野江地区等、交通の便をもっと良くするべきだと思います。ご検討の程、よろしくお願い
します。 

40歳代 中央西部 

頑張ってください。 40歳代 美南 

吉川にスポーツ施設（大きに総合）があると良い。 40歳代 東部 

吉川は住みやすいがみんなお金は吉川市外で使っている気がします。 40歳代 中央北部 

吉川市に耳鼻科が少なく、子供が小さな頃毎回三郷まで通うのが大変でした。住宅地にぜひ
耳鼻科を誘致して欲しいです。住宅街の街灯をぜひ増設して欲しいです。 

40歳代 東部 

吉川市は、のどかで住みやすいまちだと思いますが、これからのさまざまな天災、中川の防 40歳代 中央 
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回  答 回答の属性 

災、地震、コロナ等医療の充実等、対応を速やかに進められるような準備をお願いしたいと思
います。期待しています。 
吉川美南駅東口の素敵な開発を期待しています！ 40歳代 美南 

近隣に施設があり、都内にも比較的近いというのが吉川の利点だと思う。なので、住みやすく
働きやすいところにして欲しい。生活基盤が非常に整った住環境特化型の市を希望します。 

40歳代 中央西部 

現在、建築済みの建物以上の高さの建物（新築）を規制して欲しい。中途半端な都市化は吉川
の良さを台無しにする。片田舎くらいが住環境として良いと思います。 

40歳代 東部 

現市長の行動力は素晴らしい物があると思います。今後も持続して欲しいと思います。（市長
が変ったとしても）市内放送を改善！メール出来ない人もいる事を考えてほしい。 

40歳代 中央北部 

高齢化で自転車移動されるお年寄が多く見られますがフラフラして危ないので、自転車道を走
らせるのは危険ですし歩道を広くとって歩道内で歩行者・自転車を分けてほしい。現状歩道の
整備が出来ておらず勾配・傾斜・段差など早急な対応をして頂きたいと思います。 

40歳代 美南 

高齢化によって空き家等が増えていく可能性があるが、空き家が増えると治安が悪くなると言
われていますし、空き家は有効活用利用し、パチンコ店やキャバクラ・ラウンジ等の社交飲食店
は出店抑制し、子供・女性・老人まで安心して暮らせる治安の良い街にしてほしい。そして自然
災害等にも強い防災の街であってほしいです。 

40歳代 美南 

今、駐車場だった場所が、住宅地に変わってきています。個人で２台所有している世帯も少なく
ないと思います。自分も今借りている駐車場がいつなくなるのか不安です。家主さんしだいだと
思いますが、駐車場が維持できるようにしてほしいです。（自分も何度か経験あります。）住宅
普及も大事ですが、駐車場維持も大事です。 

40歳代 中央 

今現在、となりの市の越谷や三郷に吉川はおとっていると思います。越谷や三郷はショッピング
でも楽しめる場所。せっかくその中間にある吉川なので、３世代で暮らしたくなる市、住み続け
たくなる市を目指すと良い。その為には伝統になるものを令和からどんどん作りあげていくと良
いといい。古い伝統より、令和からの何かをつくることにより、今から住み続けていきたくなる準
備をするべき！それが２０年後に必ずつながる。 

40歳代 美南 

最近では道路の整備が進められ、直線道路が増え、便利になりつつありますが、その為大型
車輌の交通量、スピード違反が増えている様に感じます。交番が少ないからか、交通違反の見
守りを一度も見た事がありません。もっとパトロールして頂きたいです。そう言った警察との連携
も安全で住み良い街を目指すためには必要不可決です。 

40歳代 東部 

災害、地震、などに強い地域になって被害など少しでもおさえてほしいです。 40歳代 東部 

子育てネットワークの内輪でお友達化がひどい。 40歳代 中央 

子育て世代が特定の地域に集中しないよう、住宅地を分散することが望ましい。吉川美南地区
は、２０～３０年後に高齢者の町になってしまうと思う。子供の少ない地区は、活気がない。 

40歳代 南部 

市の公共下水道の区域をもっと早く広げて欲しい。市内で公共下水道が使える地域と使えない
地域があるのは不公平です。よろしくお願い致します。 

40歳代 東部 

市街化調整区域だから、何もしないでなく、人が人としてきちんと住める場所になってほしい。
農地や土地持ってるから、偉いとなっているこの地域。どんなに風景が良くても、不便さが多け
れば人は離れていくと思います。市も、本気で、“まちづくり”をして下さい。 

40歳代 東部 

市内は田園区域など未開発の地域が数多く残されているため、自然環境を有効的に活用しつ
つ、計画的な整備を進めて下さい。 

40歳代 中央北部 

市民の意見を聴くことも大切だとは思いますが、市がリーダーシップをもってどんどん進めるこ
とも大切だと思います。吉川美南の地域は後から整備したところで、全体的にキレイなのは当
たり前なので、吉川駅周辺の既存の地域がキレイになるような対応もお願いしたいです。 

40歳代 中央 

自然を豊かにして、子育て・福祉に力を入れれば皆住み続けると思います。 40歳代 美南 

商業施設より大学、高校等を誘致してほしい。周辺の市町村との差別化を図る為にも、商業施
設はいらない。テレワークに対策できるようなサービスもあるとありがたい。自然の保全をして
ほしい。田んぼは吉川市にとって重要資産。なくすのではなく、活かした活動を進めてほしい。 

40歳代 美南 

少子高齢化に供い、動物と共存してゆく需要が更に増えてゆくと思います。日本一ペットに優し
く、共存しやすい市になってアピールできれば、住みたいと移住してくる人が増えると期待して
います。その為に、きちんとしたルールやマナー、環境整備など吉川オリジナルを創れたら、魅
力が溢れる市になると思います。 

40歳代 中央西部 

水害・地震などの防災、治安に力をいれて欲しい。トラックの駐車場など、物流に関する対応が
出来ていない。もう少し抑制して欲しい。まず安全・安心があった上で次の事を行うべき。 

40歳代 中央北部 

政府の進めようとしてる水道の民営化やフッ素を入れるのは断固反対なのでそうした道に市と
して反対を貫いてほしい。 

40歳代 中央 

静かで、人との距離が保てる緑豊かなまちを望みます。近隣のまちは市街化が進んでいて、買
いものなどには困りません。贅沢ですが、自分の住んでいるまちは静かであって欲しい。吉川
は可能だと思っています。 

40歳代 中央北部 

待機児童をゼロにしてほしい。美南小学校のプレハブ教室のような急な人口増加等に適節な 40歳代 美南 
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回  答 回答の属性 

対応ができるまちになってほしい。バスの運行本数やバス路線、バス停を増やして便利なまち
にしてほしい。 
大きなモールは越谷にも三郷にもあるので、吉川には道の駅のような施設や、食事のできるお
店などで人の集まる街になってくれたら、経済的な効果を期待できるのかなあ…なんて考えた
りします。また、高齢者にとって“足”は一番大切だと思うので、交通ネットワークの整った街で
あることは安心して住らし続けられる街であると思います。 

40歳代 南部 

道の駅を作ってほしい（東部地区に）。特産物（新鮮な野菜）やそれらを使ったブュッフェなどを
設置して子供たちが遊べる大きなアスレチックや季節を感じられる草花など、楽しめる施設を作
り、充実した街づくりをして下さい。 

40歳代 東部 

道路がボコボコな所が多い、直してほしい。 40歳代 南部 

避けては通れない福祉については特に充実させていくべきだと思われます。高齢者に優しいま
ちづくりを望みます。 

40歳代 美南 

美南地区に図書館をお願いします。 40歳代 美南 

必要以上の都会化は望みませんが、文化施設やスポーツ施設、駅周辺の商業施設など、バラ
ンスの取れた開発を望みます。又、道の駅開発は、キャンプ場を隣設して、市外からの集客を
見込むなど、吉川の立地を活したアプローチに期待します。美南駅のイオンなど市外から消費
を喚起する街作りを期待します。 

40歳代 美南 

福祉、交通の充実したまちづくりをして頂きたいです。 40歳代 美南 

北部・東部はとても不便で車が無いと困ります。ただバスを利用する人数や回数も現状では時
間が合わず利用出来ない人もいます。広範囲にバス停を作るのは難しいと思うので数ケ所バ
スロータリー（駐輪場併設）を作ってもらえたら利用する人が増加するのでは？通勤・通学する
方が便利になると思います。家族も駅までの送迎の負担が軽減できます。駅周辺の渋滞も防
げます。 

40歳代 東部 

北部の交共機関を強化。２０代～４０代の事業（新規）への支援（サポート）、キッチンカー等。 40歳代 北部 

幼い頃からこの町に住んでいますが、お店が開店した閉店した位の変化しか感じられません。
この町をどうしたいのか、目に見える型で示してほしいです。 

40歳代 中央 

隣りの三郷や越谷にない特色のある街を考えた方が良いと思う。道路の整備、鉄道などもお願
いしたい。大学を作るとか。本屋さんがほしいです。吉川の人々は本を読まないのか、と東京か
ら引っ越ししてきた私は、思っています。教養のある町を目指したいです。 

40歳代 中央南部 

路線バスで都内もしくは野田市方面を行けるバスがあったら良いです。 40歳代 中央北部 

※２つの駅に行く道は、絶対に道と用水路の補修は、住みつづけるには、働かなければいけな
い、学ばなければいけない現実があるので、絶対に、絶対に道は広げて、中央線（白線）が引
ける位の道にしてほしい。対向車に、毎日びくびくしながらの運転では、安心できない。 

50歳代 中央南部 

２０１０年に引っ越して来て田園風景にはとても感動しています。工業団地のおかげで富士山
が見えないのはとても残念ですが四季折々の景色は遠方から来られるお客様もとても感動し
ており一日中この景色を見ていたいと皆さんおっしゃいます。螢ももどってくるといいですね。ト
ンビ、シラサギ、アオサギ、キジなどが目の前まで来てジーッとしているのを見られるのも上内
川ならではだと思います。 

50歳代 北部 

いっぺんには、無理だとは思う。今後も少しずつでも良いので色々な点を改善し、住みやすい
街にして欲しい。 

50歳代 中央北部 

その場所に住んでいる人の意見に耳を傾けて下さい。“美南”と名付けたなら美しい場所になる
様にして下さい。汚い川、汚い空き地だと名前にあっていない！町から市になっても町から何も
変わっていない。市役所を動かしたならその場所に行きやすい様にしないと、ただ自分たちが
キレイな場所が良かっただけに思えてしまいます。年配の方や子連れの人が行きやすいように
して下さい。 

50歳代 美南 

どこに住んでいるのか？と訪ねられた時、「越谷と三郷の間で…」ではなく吉川です！と言える
くらい良いブランドイメージがある街になっていってくれたら良いなあ…と思います。 

50歳代 美南 

なるべく田畑が残っている適度な田舎感のある街を希望する。 50歳代 中央 

まちを作る方々が、意見や目標や理想を一致させて素敵な“町”になって欲しいです。また、市
長を信頼し協力できる人々が集まって進めて頂けたら良いと思っています。春日部市から越し
てきた私は、吉川市に助けられました。春日部市より格段に住みやすく大好きな環境です。 

50歳代 美南 

越谷市（レイクタウン）、三郷市（ららポート）と対比した街づくり、自然環境を生かした吉川市全
体、市民が参加できる。役割を感じられる（全ての業種）まちづくり。 

50歳代 西部 

学術の振興という視点も必要だと思う。例えば、吉川名物の「なまず」を出発点に、環境・都市・
エネルギー等について根本的に考える教育の場を提供していく。 

50歳代 中央北部 

吉川から吉川美南駅にかけての線路の北側の土地の整備を希望します。きよみ野から吉川美
南駅に南下していくのに道が有りません。真っ直ぐな道常の速急な整備をお願い致します。 

50歳代 中央北部 

吉川には江戸時代から続く料理屋があったり、昔はすもうの土俵の俵も吉川から供給していた
と聞いている。移り変わりの激しい昨今だが、こうした町の歴史は、常に子供達に伝えていって

50歳代 中央西部 
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回  答 回答の属性 

ほしい。大きな商業施設を作ることはあまり必要がないように思われるので、丁度今現在の日
本の状況のように、内需を開拓していく事で、環境と人にやさしい町づくりを目指してほしい。 
吉川駅ロータリーの改善：一時、駐車場の確保（家族むかえの時など）。吉川駅前の景観が古く
さいように感じる。雨の日の駅前道路の渋滞緩和要望。 

50歳代 中央北部 

吉川駅前にドトールがあればと思う。全体的に住みやすく、好きな町です。駅前でたいていの用
事が済むので。 

50歳代 中央 

吉川市の公園や、田園風景が気に入って、こちらに家を建てました。緑が多く、子どもたちがの
びのびと過ごせる環境は、これからも変わってほしくないと思います。 

50歳代 中央北部 

吉川市は良い市だと思います。住みやすいですし、静かですし、けやき通り、いちょう通り、さく
ら通りと外路樹も良いと思います。道路上の脇や樹の下のゴミが本当にゴミが多くておどろきま
す。私が通勤していた都内の会社も緑が多い所ですが、近くの道路や通学路にゴミはほとんど
ありませんでした。ゴミが少ないのが良いけれど道に拾てる人が多いイメージはイヤですね。 

50歳代 南部 

吉川美南駅から吉川駅方向の線路の雑草が道路まで広がって車の走行に危険、整備ができ
ると良いと思う。 

50歳代 美南 

吉川美南駅に広い駐車場のある、総合病院がほしい。 50歳代 中央南部 

吉川美南駅への都内直通の鉄道整備をお願いしたい。また吉川は緑豊かで人が温かいところ
が魅力。代々の努力で後世の子供たちに残していきたい。 

50歳代 美南 

救急病院の充実化。高齢者に優しい市。福祉が充実している市。障害者に優しい市。 50歳代 南部 

交番を増やしてほしい。 50歳代 中央北部 

高齢者から乳児まで幅広い人が共に住める街づくりを目指していただければと思っておりま
す。 

50歳代 中央西部 

高齢者のために路線バスが走ってない場所にコミュニティバス等を走らせて欲しい。 50歳代 北部 

最も大切なのは、若い世代への教育。「自分をコントロールできる人」を育てる意識を持ってほ
しい。中・高齢以上の人は「誰かになんとかしてほしい」と思う習慣から、はなれられない。子・
孫が「自分で考えている」様子を見ることで、逆に中・高齢者も考えるようになるといい。自分で
何とかできる人でないと、まわりを助けることはむずかしい。共感する力を育てるのは芸術。大
事にしてほしい。 

50歳代 南部 

三輪野江方面での買い物の悪さをどうにかしてほしい。 50歳代 東部 

子育てしやすいまち。安心して暮らせるまち。 50歳代 中央南部 

子育てしやすい市をめざしてほしい。公園の遊具がこわれたままの所があるので、すみやかに
直してもらいたいです。いちょう通りの歩道のタイルがでこぼこしててあぶないので、補修しても
らいたいです。よろしくお願いします。 

50歳代 南部 

子供達が、将来吉川市に住み続けたいと思うような街作りが必要。 50歳代 中央北部 

市内での学校、駅までの自転車専用の道路の確保。公共交通機関の時間の延長（バスの始
発、終電）。いちょう通り、けやき通り、さくら通り、大きな植樹の整備。駅前ロータリーのバス、タ
クシー自家用車をきちんと分ける。 

50歳代 中央北部 

市内巡回バスの早期実現をおねがいします。市役所をはじめ公共施設が自宅から離れている
ため、車を利用できない者にとっては、とても利用しにくい。市役所は土・日とも開庁が望まし
い。駅前サービスセンターでは、利用できないサービスも多く、質問しても的確に対応してもらえ
ない事がある。平日、仕事をやすめない者が多いのに対策をおこたっていると思う。市民劇団
に使う費用を削れば、人件費もねん出できるのでは？ 

50歳代 南部 

自然が多いのはいいとは思いますが、鳥害（フンなど）がひどい。対策を切望します。きよみ野
地区のように、建物と街路樹の街並みが美しいまちづくりを行なっていってほしいと思います。 

50歳代 美南 

自然を残しながらも、市街地のみだけでなく、市、全体的に道路などを整備してほしいです。 50歳代 東部 

若い世代に魅力を感じてもらえる街が結果的に高齢者等福祉につながっていくと思います。 50歳代 中央北部 

住み易い街というのは、個人によって考え方が様々だと思う。近隣に三郷や越谷の大きな商業
施設があり、住むなら吉川、環境が良い！！便利！！子育てや高齢者に安心！！吉川市なら
ではのセールスポイント住居と農業、自然のハーモニー、安全、災害に強い街として、これから
まちづくりを進めて欲しいと思う！！見かけだけではない都市基盤施設のインフラ充実を望
む！！ 

50歳代 北部 

少子化ですが、子どもがのびのびとあそべる環境を守ってあげる事が、住みよいまちづくりにつ
ながると思いました。色々と考える、気づくきっかけになりました。ありがとうございました。よろ
しくお願いします。 

50歳代 中央 

大型商業施設の誘地は不要（近隣にあるので）。市民が吉川市を愛せるための街づくりに期待
します。 

50歳代 北部 

知名度ＵＰ。垢抜けたまちになるよう期待しています。 50歳代 中央南部 

地震対策は個人でできることはすべてやりましたが、水害対策は個人では限界があります。前
よりはずっと良くなっているので、水害さえなかったら市外の方々に「住みやすい街ですよ。」と
積極的にすすめることができる。治水に期待しています（国、県との調整がんばって下さい）。

50歳代 中央南部 
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回  答 回答の属性 

治水対策には莫な費用がかかるので、今できること、避難できるところの拡充、既存の商業設
施への一時避難、今後つくる公共施設、商業施設高階層（３Ｆ以上）部分に避難スペースになる
所を必ず作ってもらう（補助金出すとか）ようにして（屋上をつくるのでも可）少しでも避難できる
場所を増やしてほしい。いざという時市内に避難できる所が少ないのは心細いです。 
伝統を残しつつ、利便性のある住みやすい街で、安全性や高齢者にも快適に暮らせる街づく
り。とにかく、街の皆が楽しく共存出来る事が大切。 

50歳代 中央 

道路（特に橋）の整備をしないと、渋滞がさらにひどくなる。特に八条橋。さらにもう一本橋をつく
ってほしい。 

50歳代 美南 

道路・水路の整備を早急に行ない、水害の心配がないようにしてほしい。 50歳代 南部 

日常の不便さに対応する事のできる行政、市民活動などのある町 50歳代 美南 

美南地区は、子育て世代の若い方達がどんどん増えています。しかし、日本全体から想像する
と１０年２０年もすれば、少子高齢化はまちがいなくやって来ます。市民の年令だけにとらわれ
ず、誰もが生き易い街にするために、災害に強い街、福祉の街、多様性を認め受け入れる成熟
して街になるよう、心から願っています。ザックリした意見ですみません。 

50歳代 美南 

歩道が歩きにくく早くバリアフリーにしてほしい。特にいちょう通り、北谷小までの歩道が狭く危
険。特に雨の日は、水がたまり歩きにくい。電柱の地中化。さくら通り沿いのドブ川の整備。ドブ
臭くて花見もできない。中川沿いの公園化。防犯カメラの設置。 

50歳代 中央 

〈吉川に特産品をつくり市民の雇用、生きがいのある街づくり〉道の駅で販売していけたら、楽し
いかな？近所つき合いのない街。若いも、老いもあいさつだけなので、一歩進んでなにかない
のかなあ。市長頑張って下さい…。 

60歳代 東部 

運転手の対応が毎回酷い。悪い。不快な気持ちに毎回なる。乗車の際、目の前でドアが閉まっ
た事や、乗れない乗客何度か見たことあります。バスの出発時間、駅からバス停まで走ってい
る姿は、輸転席から見えていると思いますけどね。何て性格の悪い方達なのだろうと、ガッカリ
…そんなバス会社を市内が走ってる…。何度か私から直接会社にＴｅｌしていますが、未だに改
善されていなくて、ビックリしています…（私だけでなく、他の方も同じ様に思われている方沢山
いると思うし、何回か乗客同士で話していました。）。なので東武バスを利用しています。 

60歳代 中央 

これから、高齢化になるので災害にあった時に、困らないように、今から災害に強い町になるよ
う、対策してほしい。 

60歳代 中央北部 

コロナウィルスの為一極集中が問題視されている。吉川市は首都から遠くなく、いろいろな利用
法が有ると思う。 

60歳代 東部 

安心、安全、住みやすい吉川市をめざす。（お手伝い、協力） 60歳代 中央 

駅周辺はどんどん拡大していく中で、旭・三輪野江地区にもっと配慮してほしい。公園がなく、
子育てしているお母さん達も集まり、話す場所も機会もないので皆が集まってくる様な場所が
ほしい。農園を改良したらと考えます。 

60歳代 北部 

吉川はなまずと言われても親しみがない食材と思います。市民が年にどれだけ食しているのか
ギモンです。なまず続ける理由知りたいです。（なまりんはかわいらしいですが） 

60歳代 中央西部 

吉川橋の工事早くしてほしい。 60歳代 中央 

吉川市は、江戸川、中川に挟まれた低い土地であり、温暖化による災害が年々大きくなってい
る。相定外の災害を意識する必要があると思います。高い建物が少なく、いざという時、指定避
難所はちゃんと役目をはたすのか非常に不安です。 

60歳代 中央 

吉川市内には、大規模な病院、商業施設、運動公園もないとの不満も聞こえてきますが、そうし
たたまにしか行かない施設は市内にある必要はなく、近隣市にあるものを利用すればよい。む
しろそうした施設があることで交通渋滞が起こる等で地元住民はデメリットが多くあります。旧来
の「住みやすい街」の評価基準ではなく、大きな施設は他市に任せて、吉川市は日常生活をす
るのに最適な住環境をそなえたコンパクトな街を目指して頂きたいと思います。 

60歳代 中央北部 

吉川美南に市役所の出張所や、図書館があるとうれしいです。全部の科がそろった、大型の総
合病院があるといいです。 

60歳代 美南 

建設法、消防法、道路交通法、危物取扱法（天然ガス）、駐車場規制法など安全・安心。物置
小屋、高さ１ｍ以上は、境界線が５０ｃｍ以上あける、あいてない。駐車場、境界線から３０ｃｍ
以上あける、あいてない。ガス管（建設）コンクリートで埋めては？ 

60歳代 中央北部 

高齢者に住み良いまち作りを願うばかりです。 60歳代 中央北部 

三郷料金所スマートＩＣ、フルインター化のアクセス道路整備について早期説明会の開催を願い
たい。 

60歳代 東部 

三輪野江地区の防災は、江戸川が決壊があると、三輪野江小が避難場所になっています。な
ぜ江戸川に近い場所に行かなくては行けないのかわかりません。安全な場所と建物を要求し
たい。 

60歳代 東部 

市内散歩コースを作って下さい。コロナ禍で、遠出はせずに近隣の越ケ谷、草加、見沼たんぼ
（ヘルシーロード）などの散歩コースを歩きました。各市のＨＰに紹介されているコースは、それ
ぞれ除草など、整備されて１００００歩～２００００歩を楽しく歩きました。吉川の用水（駅南など）

60歳代 中央南部 
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回  答 回答の属性 

は整備されてなく残念。 
私の住んでいる地域は３０年前にこちらに住むようになった頃１０年後位には本下水完備となる
と言われていましたが、その後そのような話は聞かず、旭工業団地の方が先に整備されていま
す。水環境のことを考えると早く本下水になればと願っています。 

60歳代 北部 

自然災害に強いまちづくりを希望します。 60歳代 西部 

新しい施設を作るよりも、今ある施設の補修と維持管理をしてほしいと思います。ワンダーラン
ドが小さい子供達ちが集まる場所にしてほしいと思います。もう少し工夫がほしいです。（松伏
の施設はいつも小さい子供達ちでにぎわっています。） 

60歳代 南部 

水害対策に力を入れてほしい。（近年の大雨、台風のレベルが今までと違って水害が起きる事
が想定される為、特に中川、江戸川にはさまれた低い土地との事を考えてほしい） 

60歳代 中央 

全地区での道路整備が遅れている。車道と歩道が整備されているのは吉川駅近辺だけであ
る。北部・東部・高校付近は２０～３０年前と変化は見られない。現市役所の周囲は住宅が増え
ている事だけが目に映る。 

60歳代 東部 

調査結果について具体的な説明会をして頂きたい。自治会や町会単位の説明会をお願いした
い。市民と共有するビジョンを創りたい。市民参加のまちづくりを実施して頂いたい。 

60歳代 中央北部 

鉄道等交通アクセスの充実化。 60歳代 中央北部 

道の駅や、大人から子どもまで健康的に過ごせる公園を作って欲しい。（地元で楽しめる、他の
市の方も行きたくなるような） 

60歳代 北部 

農業人口がどんどん高齢化していく中、いまなんで農業振興区域を設定していくとは、おかしい
ので？ 

60歳代 東部 

犯罪「ゼロ」を目標とした街づくり。まず市内全域をカバーした防犯カメラの設置を要望します。 60歳代 北部 

福祉事業の充実。新型コロナのような発生に対する広報、支援の充実。 60歳代 南部 

防災吉川の放送が聞き取りにくいので改善してほしい。 60歳代 中央西部 

遊歩道やオープン親水路のある街並みが造れると、レベルの高い市になると思います。 60歳代 南部 

老人の自分思いのわがままですみません。安全安心、健康にくらしていけるまちづくりをしてい
ただければありがたいです。交通手段の充実で、マイカー等無くとも、気軽に出歩き、買物、通
院の心配が無い様にして欲しいです。 

60歳代 中央西部 

老人施設の入居の際希望した日・即入居出来るよう施設の充実をお願いします。 60歳代 中央 

ネオポリスの防災防火に対して急に持ち上った話であり、なぜもっと密な所から始めないの
か！中央の３区のまわり等、私達の所は少々の庭と駐車場があるので消防車も入れます。ぜ
ひ考えて下さい。 

70歳代 無回答 

バス路線が少ない。不便です。町全体の雰囲気が統一されてないと思います。 70歳代 東部 

安全で幸せなまちを。 70歳代 中央北部 

衣食住とごらく、交通の良い吉川にしてほしいと思います。年をとってもそこに行ったら楽しめる
と思う所が有ってほしいと思います。 

70歳代 中央南部 

医療、孫が正月に遊びに来たが急に発熱、吉川ではどこもみてもらえず、結局越ケ谷市立病院
に連絡し、みてもらった。市内でみてもらえるようにしてほしい（小児科）。 

70歳代 中央 

医療・福祉など年をとっても安心して暮せる町づくり。 70歳代 南部 

医療の充実が一番です。同時に災害に強い町造りが大切です。 70歳代 中央南部 

吉川は外灯が少なく夜は暗い。交通機関と市内循環方式を設ける（バス）。“あるべき姿”とは
吉川市は、まず市職員の質向上、モラルの推進が優先である。永田公園を吉川のシンボルに
して、近隣から人を呼ぶ為に福祉施設を。吉川は、川に挟まれているので、橋をふやすべき。 

70歳代 中央北部 

吉川市ならではの特産物、安価でだれにも好まれる食材、くだものなどが開発できたら良いと
思う。他の市町村には、いろいろな特産物や公園などがあっていいと思う。 

70歳代 北部 

吉川市の病院がほしい。救急車が来ても、３０分～４０～５０分出発しない。病人は弱ってしま
う。町の病院は時間外は電話にも出てくれない。 

70歳代 中央 

吉川市は財政が豊かではないので、あれもこれもと一挙に手を広げる余裕もありませんし、必
要はないと思います。１００年の計を立て、着実にひとつずつ進めて行きましょう。今のところ、
当市の公共施設においては近隣自体に優るものは何ひとつないように思われます。全ての施
設が間に合わせとして造られ、並以下です。ですから誇れる施設をひとつずつ年数を掛けて造
っていきましょう。 

70歳代 南部 

吉川市は特に医療機関が弱いと感じます。この点について、市と力を入れていただきと強く希
望します。 

70歳代 中央北部 

吉川美南に越して５年たちます。駅近くに住んでいるので、とても住みよいです。図書館や公共
施設があるといいなと思う程度で大好きな町です。 

70歳代 美南 

空家が目だって来ている、これからもふえ続けるだろう。高齢者がしめる割合が高くなる。それ
にそなえて対策を考えて欲しい。 

70歳代 中央 

現在の吉川市の現状は、かつて大平正芳首相が提唱した「田園都市構想」に合致していると思
う。現在の都市計画を守り、小さくても充実した町造りを希望する。決して今の越谷市や春日部

70歳代 北部 
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回  答 回答の属性 

の様な便利だが住みにくい町にしてはならない。 
現在快適で生活をしています。これからも自然な環境で自然田園風景を守られる市になって、
住みやすい生活が出来ますように願っています。 

70歳代 南部 

娯楽施設（コンサートホール）や運動やウォーキング等が出来る大きな公園、ショッピングセンタ
ーもあると良い。 

70歳代 中央北部 

高度経済成長や車社会の広がりによって、吉川市は寝るためにだけの「ベッドタウン」を中心に
拡大してきました。これからは、寝床の「ベッドタウン」だけじゃやっていけない。じゃあ、どうする
か？古くて新しく、具体化した例の少ない「コンパクトシティ」に取り組みたい。 

70歳代 中央 

高齢者が安心して生活出来るすばらしい街にしてほしい。それには生活に必要なスーパー、病
院、交通手段（電車、バス等）がいつでも利用出来るまちにしてほしい。今後は犯罪のないまち
にする為にも防犯カメラ等の設置も必要ではないかと思われ。現在の吉川市は悪いまちではあ
りません、いいまちです。私は大好きです。ここ１０年程でスーパー等が何軒も撤退していま
す、悲しいことです。高齢者にとって生活に欠かせない店等の出店を推進して下さい。買いもの
が出来ないと生きていけません。お願いします。 

70歳代 中央北部 

豪雨が恐いです。近くに避難する様な建物がなく道路も冠水しやすく中川も近い。美しい建物に
本等置いてありカフェでお茶等飲みながら散歩も出来る様なところを南部地域の方にも作って
ほしい。 

70歳代 南部 

今の感心事は新型コロナと災害です。医療関係の貧弱な埼玉県にあって、吉川は更に下を行
くのではと心配です。又、災害に関しては地球温暖化対策が根本と思っております。これは人
類の問題であり、個人では何も出来ません。皆で少しでも前へ進めればと思います。静かで緑
豊かなまちであってほしいです。 

70歳代 中央北部 

今現在吉川に住んでから２３年昔しの町並みも影がなくなり、間に大きなスーパーレークター、
三郷ららポートありその間に吉川ですね。昔の道路は狭く自転車は通りにくく危ない。お年より
が多い高齢者が楽しみは運動場所駅から南方向高齢者センターとかがない。道庭、中曽、高
富、センターは遠いカラオケ。 

70歳代 無回答 

最近歩道に草が生い茂り歩く人や自転車の人が困ったと聞きますし美しい風景からほど遠く感
じられます。 

70歳代 中央北部 

市街化調整区域への配慮をお願いします。 70歳代 北部 

市内の道路に、たばこの吸いがら、ごみがすてられていて街の景観が良くありません。また、歩
道を走る自転車の方の交通マナーが悪いのが気になります。 

70歳代 中央北部 

私はもう７０代ですので最後の１日まで地域の人とかかわりながら元気にすごしていければ十
分です。今回は都市計画のプランに参加しましたが、良い回答が出来なくて申し訳ありません。
でも吉川は大好きです。 

70歳代 中央 

周辺地域（越谷、三郷）の動向を見ながらすぐれたもの（商業施設等）は吉川市民も利用し、吉
川市は吉川ならではの特徴を生かしていく。（例）（１）吉川美南駅、西、東口の開発を特徴ある
ものに。（２）田園、河川、水路の整備と保全によって散策や子供達が遊べる環境づくり、そして
地産地消を目ざす。（３）工業団地の整備誘致。（４）文化施設を整備し市民の利用促進と著名
人の来場を推進する。 

70歳代 中央南部 

将来、安全安心な町作りに欲しいですね。 70歳代 中央 

地区で伝統行事としている獅子舞（地区青年団）が行っているのですが獅子舞をする入団者が
減少して維持して行く事が大変との由。※都市計画課でバックアップし伝統行事を推進発展す
る事を望みます。宜しくお願い致します。 

70歳代 中央 

町おこし、充実企画を検討する必要があると思います。他地域から人が集まる様な策が必要。
税金を取ればよいという考えをすてた方が良い。もっと知恵しぼれよ！！ 

70歳代 中央北部 

都心との良い距離間を活したベットタウンとして積極的に若い世代の人口流入を計り、全体的
な人口減少に負けない発展性に富んだ都市作りを目指して下さい。市役所がもっと活力と元気
を出して下さい。 

70歳代 中央北部 

都心に直結する鉄道の誘致。 70歳代 中央北部 

道路に花が少ない。 70歳代 美南 

南地区のどの公園も荒れ放題の為、至急、子供達が安全に案心して遊べる明るい公園にして
欲しい。役所の方、見に来た事ありますか。どの公園もひどいですよ。何回か、議員の方にもお
願いしています。いっこうに改善されません。 

70歳代 南部 

農地の維持管理に苦慮している。工業団地か、区画整理をして欲しい。 70歳代 北部 

歩道の整備は急務だと考えます。歩行者も自転車も大変キケンです。大きな商店街を作るの
は無理なので、屋台が多くさん集まるような広場を作るのも実現しやすいのではないか。お店
も、市民も、本当に真剣に考えないと、つまらないものを作っても永く続かないでしょう。ここが
知恵の出し所と考え、思いきった新しい街づくりを目指して下さい。 

70歳代 中央 

北部地区に、総合病院を整備してほしい。 70歳代 北部 

目の前が、三郷の田んぼで四季折々の風情が、故郷を思い出させ、居をかまえました。時代と 70歳代 南部 
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回  答 回答の属性 

共に、三郷北部地区の土地区画が動き出し、これからどの様な事になるのか注視しています。
住んでいる所は、第一種住居地区で、三郷もそれなりの配慮はあるものの、分かりません。私
達住民の意見も、よく聞いていただき、何かの時は御配慮いただければ幸いです。 
役所の皆様にお礼を申し上げます。親切で、とても感じがよくて、困った相談事もやさしく解りや
すくして下さいました。私は吉川に来て良かったと今も思っております。乱筆で失礼致しました。 

70歳代 中央北部 

良く分からなくてすべてに回答できなくて申し訳ありません。 70歳代 北部 

まちの東側は、お店が少なく、老人ホームに住むお年寄りや、高齢者がお買い物に行くのが、
すごく大変で、とてもかわいそうに思います。 

無回答 無回答 
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