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自治会まちづくりアンケート 実施結果 

 

１ 趣旨 

第６次吉川市総合振興計画の策定及び吉川市都市計画マスタープランの改定

にあたり、自治会の皆様に、地域の現状や展望に関するご意見などを直接お聞き

する予定でございましたが、新型コロナウィルス感染症の感染拡大により実施

が難しい状況となりました。 

そこで、自治会長の皆様に対し、下記のとおり、まちづくりに関するアンケー

ト調査を実施させていただいたものです。 

 

２ 実施期間 

令和２年11月20日（金）から令和２年12月４日（金）まで 

 

３ 実施方法 

全自治会長を対象とした郵送配布・郵送回収による調査 

 

４ 回収結果 

自治会数 回答数 回収率 

95 71 74.7% 

 

５ 調査項目 

問１ 自治会の皆様は、住み心地をどのように感じていると思うか。 

 

問２ 自治会としての良いところ・市全体の良いところ。 

 

問３ 自治会としての課題・市全体の課題。 

 

問４ １０年後の自治会や吉川市はどのようになることが理想的だと思うか。 

 

問５ １０年後の自治会や吉川市が、理想的な地域、まちとなるために、自治会は

どのような取り組みで市に関わることができると思うか。行政にはどのような

ことができるか。 

 

問６ その他、第６次吉川市総合振興計画の策定や都市計画マスタープランの改定

にあたってのご意見。 
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≪調査結果≫ 

問１ 自治会の皆様は、住み心地をどのように感じていると思いますか。また、その理由

をおたずねします。 

1 住みよいと感じている方が多いと思う。 

2 どちらかと言えば住みよいと感じている方が多いと思う。 

3 どちらかと言えば住みよくないと感じている方が多いと思う。  

4 住みよくないと感じている方が多いと思う。 

    

 

住み心地をどのように感じるか 回答数 回答率 

１ 住み良いと感じている方が多いと思う。 17 23.9% 

77.5% ２ どちらかと言えば住み良いと感じている方が

多いと思う。 
38 53.5% 

３ どちらかと言えば住み良くないと感じている

方が多いと思う。 
13 18.3% 

22.5% 

４ 住み良くないと感じている方が多いと思う。 3 4.2% 

 

 

 

23.9%

53.5%

18.3%

4.2%

集計結果

１ 住み良いと感じている方が多いと思う。

２ どちらかと言えば住み良いと感じている方が多いと思う。

３ どちらかと言えば住み良くないと感じている方が多いと思う。

４ 住み良くないと感じている方が多いと思う。
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（１）住み心地を「よい」、「どちらかと言えばよい」と感じている方が多いと思う理由。 

 【旭自治連合会】 

・自然豊か。 

・生活環境が保持されており、現状では、生活しやすいが、将来を考えると不安要

素も多い、道路が狭く広がる計画もなく、目立った開発計画もなく、開発しようと

してもできない。 

・昔からの知り合いが多い。環境が良い。買物は不便。 

・比較的災害が少ない。会員（住民）がお互いに顔の見える関係である。 

・静かな環境の中で、自治会員の交流が比較的に盛んであり、太くはないがそれな

りに絆があるので。 

・以前は自然環境が豊かであると感じましたが、近年南側の景観が非常に悪くなっ

ていると思う。 

・地区全体が自然豊かで生活が安全だと思う。 

・理想的な街。（自然と都会が協調） 

 

【吉川中央自治連合会】 

・住環境はそれなりに整備されているが、道路等の整備が行き届いていない箇所が

あるが、全体的には住み良いと思う。 

・生まれ育ったところなので、ほかの町会との比較ができない。 

・市内には川があり、桜があり、自然美に恵まれているから。 

・緑が多く、田園風景がとても良いと思う。 

・小中学校の通学や買い物等の商業エリア、最寄りの吉川駅の利便など、ほぼ良好

である。また、旧来よりの住宅地で地域コミュニティがある程度良好に保たれてい

る。 

・新規転入者、若年層で戸建住宅住まいの皆さまの意見を聞くと、従前、吉川市と

いうところは封建的部分が残っていると聞くが、今現在そうは感じなく、まあまあ

住み良いとの意見。ただし、住民税が高すぎる。全体としてはまだまだ封建制が残

っているのが散見。 

・現在でも楽しく住めるイベントを開催していただいているのですが、病院などが

少ないと思います。できれば総合病院が一つでは？公共施設が（音楽堂かイベント

場等）もっと増えると良いと思います。 

・大半の会員は戸建ての持ち家であること。地域に高層住宅が無く、密集度もさほ

どではないこと。中川沿いで開けた環境にあること。工場等がなく、大通りに面し

ていないので、振動、騒音、異臭等の公害問題が少ないこと。便利とは言えない

が、交通、買い物も歩く距離は有るが、ある程度満たされた住環境の立地である。 

・人間関係が良好で、トラブルが少ないと思います。 
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・八坂祭り、バーベキュー大会、もちつき大会には、たくさんの会員が参加してく

れます。 

・自然災害が少ない 

・子育ての環境に良いところ。 

・町会の皆様方から問題点や苦情はないので判断しました。 

・今のところ災害もなく、そして静かな住宅街です。 

・交通の便も悪くない。買い物にも不自由しなく、自然環境も良い。 

・環境が良い。（子育て、福祉が充実している） 

・一定のコミュニティも景観も保たれているが、吉川市全体としては雑然とした街

並みや各道路脇の雑草の多さ、他市と比較してキレイだとは言えないし、防犯上も

優れているとも言えないため。 

・商店、交通等便利である。 

・あまり不満を聞かない。 

 

【吉川南部自治連合会】 

・駅やスーパーが近い。 

・駅に近い。道路も整備されている。アスファルトが傷んでいるが。 

・吉川駅へ徒歩 15～20分の住宅地。隣近所密接住宅多い。 

・大きな水、土砂災害がない。 

・駅前団地ができてから住み始め、知り合いが多い。 

・吉川駅周辺に位置することから日常の買い物や医療機関、公共公益施設へのアク

セスも良く、緑豊かで交通の便にも恵まれている。 

・これはコロナ禍を抜きにして考えた場合であり、現状はそのようなことはできな

い。老若男女問わず日々の生活においての中心課題で深刻。 

・静か。犯罪がない。 

・総会等においても、意見等もほとんどなく、自治会の行事に対しても積極的に参

加していただいていると思う。 

・静かな環境。 

・市内の交通の便はもう少し良いまわり方ができれば。電車の便はとても良いと思

われている。お店、買い物も近くにあるので行きやすくなっている。 

・都心に近いにもかかわらず水田が多く、田園風景、環境にも最適。 

 

【吉川美南自治連合会】 

・生活が便利（買い物、駅）、環境が良い。（公園がある。道路が整備されている。

きれい） 
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・買物・通学の利便性が高い。 

・閑静な住宅街・自転車マナーが悪い。 

・新興住宅地なので、束縛される制限がないこと。 

 

【三輪野江自治連合会】 

・地元の方々が多く、会えば挨拶などお互い声掛けをする。 

・都会のように住宅や建物が密集してなくて、空気も良く、事件も少なく、安心、

安全であると思う。 

・都心に行くのに、交通の便が良く、勤め人の方には、通勤時間１時間以内で行け

るので住みやすいと思います。 

・変化が少ないことより、居住に安心、安全があること。 

・他の人はわかりませんが私個人の気持ちですが、住みやすいです。 

・転居する人が少ない。 

・元々、地元の方々なので、家を守るという意識が高いのではと考えます。現実的

には、子孫たちが親元を離れていく傾向が多いように感じます。 

・東京に近いのに自然が多く残っている田園地域である。 

・生活環境が大変良いと思います。 

 

（２）住み心地を「悪い」「どちらかと言えば悪い」と感じている方が多いと思う理由。 

【旭自治連合会】 

・地域の高齢化が進む中で、自家用車での移動手段しかない。 

・住み良さの視点はそれぞれ違うと思いますが、当地域は自然環境は豊かですが、

市街地へのアクセスが不便で、通院、買い物等生活に必要なものの確保が大変であ

る。高齢者のタクシーチケット補助制度はあるものの、今後さらに高齢化が進む中

でデマンド交通システム等の導入の検討が必要である。 

・道路の交通渋滞（特に吉越橋周辺・野田橋周辺）、道路水路の管理状況が悪い。 

・バスの便が悪い。 

・交通の便が悪く、買い物も近くになく、JA支店も統合されるなど、高齢化する中

で住みにくくなってきています。 

・調整区域の地域で人口が減り、少子高齢化で（都心）近郊 30km以内なのに過疎化

を感じる。 

 

【吉川中央自治連合会】 

・自治会では、吉川橋工事に伴う道路の拡張により、世帯数が少なくなり、また高

齢世帯になり、運営が大変である。 
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・町内にある道路の朝夕における慢性的な渋滞。 

・水害等の危険がある。公園などの憩いの場がない。 

 

【吉川南部自治連合会】 

・吉川美南駅ができたことで利便性が良くなった。一方で田んぼが埋め立てられ、

事業等の施設が増えて騒音や道路の破損等が問題で住環境が悪化している。また、

利用できる公共施設が遠い。高齢者にとって交通機関（バス等）が不十分なため買

い物や通院等不便。 

・若い次世代の人がいなくなっている。 

 

【三輪野江自治連合会】 

・自然が比較的多い反面、買い物や交通の便が悪い。 

・住環境の整備が不十分である。（公園等ふれあいの場がない） 

・住環境整備がされていない。（周辺に公園や商店がない） 

・高齢者の買い物、通院の時のバスの便数が少なく、乗っても目的地近くにバス停

がないなど不便。そして利用運賃が高い。 

・地域内の道路の舗装状況が悪く歩行が大変 

・生活道路の整備がされていない 

 

問２ 貴自治会としての良いところ（魅力、未来に残したい風景、自慢できる場所や取組み

など）市全体の良いところについておたずねします。 

（１） 自治会として 

【旭自治連合会】 

・会員が協力的 

・地域住民同士のコミュニケーションがある。 

・初夏の田園風景 

・幸か不幸か新たな開発ができないため、新住民が少ないので、住民のまとまりが

良く、協力性が高いのでまとまりがいい。 

・残したい風景は、江戸川堤防の上から見る富士山と夕日と田園風景。 

・世帯数が少ないため、毎月の常会にはほぼすべての自治会加入世帯が参加してい

る。 

・自治会地内の環境美化、通学路として利用しやすい状況となるよう環境整備に努

めている。 

・田園風景が広がり、のどかな点。 

・空気が澄んでいる。 
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・よこまちの杜。 

・用水沿いの桜並木。 

・緑花会。 

・よこまちの杜グランドゴルフクラブ。 

・活発な自治会活動、行事。 

・様々なレクリエーション活動や美化運動といった地域活動において、地域の方と

の親睦やコミュニケーションの場を持つことができます。 

・自然が豊かな所。（畑が多い）毎週金曜に行っている防犯パトロール。 

・初午の日にわらで大蛇風の注連飾りを作り、稲荷神社の鳥居に奉納する「初午祭

（大蛇祭）」という行事を残していきたい。 

 

 【吉川中央自治連合会】 

・地域コミュニティがしっかりとれている。また、自治会活動に対して、前向きに活

動し、協力体制が整っていること。 

・中川の景観が良いことと、昔の伝統行事が今も引き継がれていること。 

・保存会（大盛り飯。観音講）残しておきたい。 

・吉川市の各自治会で集会所を所有しており、自治会活動がやりやすい。 

・居住する棟と棟の間が広く、緑地もあり、住み良いと思う。 

・役員の数が多数確保され、役員による活動協力体制が良好であること。 

・比較的連帯感や協調性がある。 

・自治会活動、自治会主催のイベント、行事への参加者は年齢層も幅広く世代交替も

スムーズに上手くできてきていると思われる。 

・昔からの住民が 90％以上でともに助け合いができて全体がひとつになって行動が

できること 

・大半の会員は戸建ての持ち家であること。地域に高層住宅が無く、密集度もさほど

ではないこと。中川沿いで開けた環境にあること。工場等がなく、大通りに面してい

ないので、振動、騒音、異臭等の公害問題が少ないこと。便利とは言えないが、交通、

買い物も歩く距離は有るが、ある程度満たされた住環境の立地である。地域の求心力

や唯一のシンボルとなっている 300 年位前からある弁天様を今後も大切に守り残し

ていきたい。少子化時代の中で子供が増加している点は地域の強みであり、未来が開

けている。地域の健康力向上に役立っている毎朝の体操やなまらん体操教室は自慢で

きる取り組みである。徳川家康公が鷹狩で通ったといわれている"成り街道"をアピー

ルしていきたい。 

・昔からの祭礼があり、会員が一緒になり実施している。 

・毎月１回の役員会を実施して、何事も話し合い、コミュニケーションをはかり、解

決しております。 
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・自主防災組織の立ち上げができていないこと 

・地元で生まれた方が多いので、町会の人の付き合いは他の自治会よりも良いと思

う。 

・八坂祭が行われる。 

・物事に関して協力的である。閑静な所。 

・豊富なイベント計画と実施。（今年度はコロナ禍で自粛しています） 

・アクアパークが設置されている。 

・一人一人が気を付けて掃除が行き届いていてきれいです。特に中井沼公園は、春夏

秋冬景色が変わり良いところだと思います。 

・決まったことは皆で協力して行う。今年の自治会は最初からコロナ禍にあり、活動

が思うようにできなかった。 

・コロナ禍の中でも報連相がうまくできたところ。魅力はありませんが。 

・自治会全体エリアとは言わないものの、古くから住民のコミュニティはしっかりで

きあがっている。（逆に高齢化が課題） 

・春になると家々の花が咲き、キレイな街並みは魅力的。 

・自治会の中央に公園がある。 

・公園前の道路が夜でも明るい。 

 

【吉川南部自治連合会】 

・７月第２（土）地域に残る獅子舞（香取神社夏祭り） 

・10月 15日（香取神社秋の大祭） 

・１月８日（香取神社春の大祭） 

・二郷半の桜並木 

・公園 

・町内の環境は良いと思います。 

・自治会区域内に公園があり、草刈り等整備している。 

・なまずの里公園がありますが、他の６自治会協力で、憩いの場所になっている。 

・駅近く、スーパーも近くで住むには便利。川が近くて自然豊か。 

・熊野神社氏子が継承してきた祭礼。 

・防犯パトロールを月々２回実施。（一般住民も参加）自治会役員に若年が入ってい

る。 

・地域の協力性。自治会活動をいろいろ行っている。近くに公園、緑道があり、住民

たちが環境保全を図っている。 

・緑地公園が桜で満開となり、桜祭りの景色が最高である。 

・道庭公園の秋のもみじ、５月～６月のさつきの花が満開の時期。 
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・当地区は水田を主とした農地が広がる自然豊かな場所であり、健全な形での水路を

維持していきたい。第二大場川を挟んだ両側の道路を散歩するのが大好きです。市で

も毎年かわまつりが実施されています。せっかくの環境を不法投棄等から守りたい。 

・田園風景 

・年間に大きな行事を、夏、冬に実施して会員の皆さんと楽しい時間を共有し、運営

している。皆さんが協力してくれるのでとても行事がやりやすい。今年もコロナによ

り行事ができなかったが、会員に生活応援として配布できました。若く、子供が多く

いるので、楽しい自分の「ふるさと」として活動していきたい。 

・現在の町会運営にあたり会員の皆さんが非常に協力的であります。（町会費の加入

率は 94％以上です）新規入会した人もすぐ馴染んでくれ、毎年の夏祭り、餅つき大会

等にも参加してくれます。青年部主催の子供たちのためのイベント開催。 

・自治会において難問題なし。 

 

【吉川美南自治連合会】 

・公園を中心とした防災に力を入れている。（防災井戸の設置、AEDの設置、防災倉庫

の充実、HP活用） 

・新しくきれいな街並み。 

・美南祭等楽しめるイベント。 

・まだまだ伸びしろが多くあり、今後若い住民が自治会組織に加入してくれるともっ

と良いまちづくりが可能となります。 

 

【三輪野江自治連合会】 

・当会は役員が 11 名おり、会長を補佐してくれ、定例会において意見を出し合った

りしてまとまっていると思います。 

・自治会員の昔から住んでいる人が、全体の中で多いので、話がまとまりやすいし、

新しく自治会員になった人も協力的なので、良いと思う。 

・首都 15km 圏内に位置しながらも、江戸川河川敷や田園などの自然及び自治会の人

情味のあるところ 

・当自治会の会員は総勢 18 名と少ない自治会でありますが、自治会事業に対して皆

様にご協力いただき、また定例会もスムーズに進行でき、人間関係も良い自治会だと

思います。 

・地域住民と交流が持てること。防災訓練、美化運動などのイベントがあり、住民同

士のコミュニケーションの場となっています。日頃から交流があると連携しやすいと

言えます。 

・自治会に参加している者は皆仲が良い。 

・春日神社。（御備謝、お焚き上げ） 
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・広い田園風景で犬を連れての散歩する人が多い。 

・香取神社の大きなイチョウの木。 

・土手の下のバイキングレストラン。 

・吉川市の文化財。馬頭観音さん。 

・自治会活動について、理解と協力助け合いができているところ（地域文化として） 

・四季の移り変わりが自然の中から感じることができるところ（自然が豊富） 

・自然が多く、人の心がおだやか。 

・農村地域であり、昔から住んでいる世帯が多く、住人同士よく知り合っている。若

い人にも引き継いでほしい。 

・空気がおいしい 

・農業の環境整備（集積）と後継者確保。 

 

（２）市全体として 

【旭自治連合会】 

・二郷半沿いの桜並木。 

・将来のビジョンがしっかりしているので、安心して見ていられる。 

・中川、江戸川など自然が多いこと。 

・田園風景。河川敷などが美しい。 

・公園や緑地の多いところが良い。 

・各種河川と用水路。 

・豊かな環境。 

・自然環境に恵まれた緑の豊かなまちであると思う。 

・なまずのモニュメント。特産物の宣伝。地区パトロール。 

・田園風景は残すべき所と、区分けをはっきりすると良い。 

・江戸川と中川 河のあるまち。 

 

【吉川中央自治連合会】 

・市内各所にある田園風景を残していること。都内に容易にアクセスできること。

交通アクセスが非常に良い。 

・二郷半用水路は春に綺麗な桜が咲き、住民を楽しませてくれますが、木売落の排

水から出る悪臭対策を考えてもらえたら、市民として桜自慢ができます。 

・田園風景を残してほしい。 

・ある程度落着きが保たれている。江戸川及び中川とその周辺の田畑等の景観。 

・街おこし、市全体の活性化に対する取り組みが下手。PR不足、センス不足が散見。 

・江戸川、中川に挟まれ、真ん中に大場川が流れる、河川を活かせる恵まれた立地。



11 

 

日本の人口が減少している中で、人口増加している市であること。バブリーな施設

建設はしてこなかったので、比較的健全な財政状況にあること。二郷半領の中心地

であったこと、江戸時代に天領であったこと、江戸への早場米出荷地であったこと

等、歴史遺産もある。 

・全域が平坦な土地と思われるので、洪水や土砂崩れなど天災も少ないと考えます。 

・防災やコロナ対策のことをもっと発信してほしい。 

・きよみ野富士。 

・田園風景が残っている。 

・穏やかでのどかな暮らし、住めるまち。 

・春に江戸川の土手に一面に黄色い花が咲いてとってもきれいです。さくら通りも

満開の桜が見所だと思います。 

・市の各自治会の祭り。 

・きよみ野富士の景観は市民の憩いの場として残していってもらいたい。 

・江戸川の遊歩道（サイクリングロード）、及びそこに咲きほこる春の菜の花。 

・古い伝統のある割烹料理店。 

・住みやすいと思う。人口増えている。 

 

【吉川南部自治連合会】 

・芳川神社。 

・八坂まつり。 

・児童館ワンダーランド・プラネタリウム。 

・きよみ野富士。 

・中川の自然や田園風景。 

・住み良い環境でよいと思う。 

・樹木の枝切り、植木の剪定、トイレ近辺の管理に感謝しております。 

・都市と違って、公園が多いと思います。災害時にテント等が各自でも使える。 

・田んぼなど古くからある自然は残したい。吉川駅周辺にもっと賑わいがあれば良

い。 

・芳川神社の祭礼やみこし。 

・市街地が比較的コンパクトで広大な田園風景が残されている。 

・なまずマラソン。 

・自然が残っている。（自然環境）川、用水、沼などの水環境。福祉に対し、いろ

いろな施策を行っている。 

・大場川の改修工事にあわせて両岸に遊歩道を設け、住民の散策の場として活用し

ていただきたい。ゆめとして最終処分場跡地の有効利用として運動公園等と併用
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し、散歩や散策の拠点としてお年寄りや子供たちが散歩やランニング時の休憩場所

になればよい。さらに防災拠点としての利用も考えられます。 

・緑の多いまちに。 

・近くに公園もあり、小学生など楽しんでいる。自転車などで遊べるところが欲し

い。駅が市内に２か所ある。学校の給食施設。 

・農業用水満水の時は素晴らしい水の里。未来にも市民のために田園風景を残して

いただきたい。 

 

【吉川美南自治連合会】 

・市街地はコンパクトであり、通勤利便性が良い。（外環、首都高、常磐）自然と共

に、都内にも近い。（１時間あればわりとどこでもいける） 

・天領として江戸時代からの歴史ある川に囲まれ水に恵まれた地。吉川八坂祭り。 

・市長からの情報発信。例えば市長キャラバン、どこでも市長、シンクタンク、市長

とランチ等々、他の市に見られないものがあり自慢できます。 

 

【三輪野江自治連合会】 

・まだまだ自然が多くあり、住み良い市だと思います。 

・八坂まつりは、吉川の未来に残したい行事と思いますが、最近若い人のかつぎ手が

不足していると思います。 

・三郷スマートのフルインター化に向けた新たなまちづくりへの期待や希望の持て

るところ。 

・とても平和な市だと思います。 

・自給自足の考えから農業を守ってほしい。 

・自然、豊かな環境を次世代の子供たちへ残したい。 

・きれいな河川。（小さな魚、ほたる） 

・地域内の現状を保つようことにする。 

・都会に近い。自然の残っている地域も多い。日本の縮図のような市。 

・国、吉川市による集積協力等。 
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問３ 貴自治会としての課題（改善した方が良いところ、コミュニティ、景観、道路、防

災や防犯など、）市全体の課題についておたずねします。 

（１）自治会として 

【旭自治連合会】 

・住居と産業が混在し、道路の不法利用や騒音。（時間の制限がない。指導する者が

いない） 

・地域の高齢化が進み、若い人がいなくなり、今後防災や防犯などの対策が難しくな

ると思う。 

・当地域は農振地域で、米作中心の農業を行っているほとんどが兼業農家で、農業従

者の高齢化が進んでいる。一方で今後の農業を支えていく人材は少なく、10年先、20

年先は耕作放棄地が増加する可能性がある。農業経営の効率化や集団化等地域、行政

が一体となった取り組みが必要であると思う。 

・今後懸念されるのが、高齢化と空き家対策をどのようにしていくか。 

・地域住民の高齢化。自治会への加入促進。通学路の安全確保。（狭い） 

・自治会を運営する世帯が少ない。（60代が少ない） 

・会員世帯の高齢化により、自治会活動へ参加ができなくなり、自治会の存続が危惧

され、ひいては、コミュニティの崩壊につながる恐れがある。 

・高齢化。 

・農業人口を増やす。 

・自治会の役員不足。 

・桜並木の整備不足。 

・行政の手が届いていない。 

・新規で自治会に加入してくれる人が少ない。（ゴミ置き場の清掃等は当然やらない

ので問題として捉えている） 

・自治会の役員になるとどうしても活動の負担は重くなります。休日がつぶれるだけ

ではなく、平日に会合が行われる場合は仕事との両立も難しくなってくると思う。 

・自治会員が高齢化している。 

・役員のなり手がいない。 

・自治会に対する若い人の協力度が少し少ないと思う。 

・自治会用防災倉庫がない為、作りたい。 

・高齢化が進み、自治会活動に支障が出始めている。また、空き家が出始めてきてい

るので防犯上に問題があると思っています。 

・東西の幹線道路の整備を急ぐ。（渋滞で動かない）市道及び市内の県道の美観を損

なわないように。（街路樹、緑地帯の整備）中井～松伏線。（とくに拾壱軒～川藤） 
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【吉川中央自治連合会】 

・コミュニティー、景観は概ね良い。 

・道路に関しては、少なくともすれ違いのできる道幅を必要としている。 

・防災に関しては、特に水害被害が予測されるので、充分な対応を望む。 

・自治会の協力の度合いが薄い。 

・いちょう通りの街灯。もっと大きな街灯にしてほしい。 

・関公園は整備中ですが、一日も早くできあがり、近隣住民が一緒に利用できること

を願っております。 

・災害時では在宅の避難か 3階～上階への垂直避難を呼びかけています。 

・特にないが、持続的に役員の確保を維持したい。 

・高齢化等による人材不足に伴い、役員人事に支障をきたしている。災害時の支援体

制の策定。 

・自治会役員への女性参画者を増やすことが課題。若い人達の自治会活動役員への参

画者を増やす。 

・当自治体は、人口が減っていくためと老齢化が進み全体の年齢が 50 歳以上になっ

ているので若い力がほしい自治会です。世帯数が少なくなっています。 

・自治会役員になり手が少なく、役員改選時に苦労をしている。会員全員で役割分担

し、支える意識の向上を培っていきたい。子どもが増えてきたので、子ども会的体制

の復活の是非を検討。道路が狭く、側溝の上を車が走るので、その際側溝の蓋がガタ

ガタ音が非常にうるさい。（何度か道路公園課に相談したが対処してもらえない） 

・吉川橋の工事も進んでおりますが、早急に完成させてほしい。 

・集会所の老朽化が激しいため、建て替えを考えるが、敷地が接道していないため、

諦めるしかない。 

・若い世代と高齢者が楽しく、暮らせる自治会。 

・町会役員になる人が少ない。 

・高齢者のみの世帯が増えている。 

・道路幅が狭い。防災倉庫の確保。 

・災害時の要支援者対応及び情報収集。 

・旧居住区、新居住区があり、町会行事等も見直して、取り組んでいく必要を感じて

おります。問題それぞれ違う。 

・高齢者対応、空き家問題、子ども達は外へ。 

・町会、近所付き合いの大切さの取り組み。 

・電信柱に水害の時の水の高さが書いてありますが、まわりに高い建物がないので、

逃げ場がないと思っています。 

・どこも同じだと思うが、高齢化が進み、自治会活動が年々大変になってきている。
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若い人たちへの移行がうまくいっていない 

・役員不足の改善。離脱を防ぐ。 

・会員の減少。※自治会役員の負担が多く、減少につながっている。 

・コミュニティの減少。特に集合住宅、新しい世代（除く子ども会）の交流の減少。 

・各種イベントの参加者の減少。親睦等交流イベントのあり方、内容の検討必要。 

・ゴミ収集所について、ゴミ出しマナーをきちんと守ってほしい。 

・ゴミ集積所が不足している。 

 

【吉川南部自治連合会】 

・自治会に若い方が入会しない。 

・公園に遊具がほしい。 

・世帯数が多いため、一戸建て、マンション、アパート、ワンルーム全体では、行

事が偏ってしまうと思う。 

・コロナ感染予防のため思うように自治会活動ができない。しばらく新生活様式を

行わなければならない。 

・災害時、防災倉庫が小さい為、最低限の備蓄品ができない。（設置場所がない）

今までは月 5,000円を場所代として出していた。 

・高齢化が進んでいるので自治会の仕事は簡素化したい。 

・町会加入率が低い。住民登録世帯数 900のうち町会加入費負担している世帯は

170。実質的町会加入率 18.9％。 

・災害時要支援者支援計画が未だ作成されていない。 

・住民の半数がアパート住まいで、自治会に入会していない。どんな人が住んでい

るかわからない。自治会館がない。 

・若者の参加が少ない。退会者が出てきている。高齢者の増加。バスの便が悪い。

水害になった場合の避難と対策。 

・生鮮食品を販売するスーパーが無くなり、買い物が不便。 

・高齢化が進み、車の免許返納などのため、公共交通機関を利用せざるを得ない

か、バスの便が非常に悪い。 

・街灯が少なく、暗く危険。 

・集会所敷地内（神社）の鳥居、警鐘等改修または撤去が必要。（安全対策）自主

防災倉庫の利便性の改善。自治会運営、キメの細かい活動を進めるために女性役員

の選出（3名程）を進めたい。 

・下水道と都市ガスに早くなってほしい。 

・今のところ内容については、活動としてこれ以上できないので、特に改善しなけ

ればの所はない。役員の養成が課題です。なかなかトップとして働いてくれる人が
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定年延長により見つけるのが難しくなった。私たちの地域は早くにできたので地盤

が低いので水害に対して心配です。 

・工業地帯があるため、大型車による道路の破損が度々。一般町会員向けの個人の

駐車場不足がネックでありましたが、現在、業者の好意により、田んぼの埋め立て

個人向け駐車場を設けることとなります。 

・次期役員の不足。 

 

【吉川美南自治連合会】 

・アパートの住人への情報提供どうするか。自治会加入世帯の増加をしたい。 

・避難場所の不安。収容人数。 

・土地に対する愛着が希薄。自治会員減少。 

・自治会情報が Webで、全住民に提供される環境が整っていない。コアになる自治会

員数が少ない。 

 

【三輪野江自治連合会】 

・会員が減少傾向にあり、会館維持等踏まえ、先々、各自治会の統合が必要になって

くるのではと思います。 

・大型スーパーが多くなり、昔からあった個人商店が近くになくなって、不便になっ

た。 

・コミュニティーの場を兼ねた防災公園などの公共施設がないこと。 

・三輪野江７自治会の統合など。 

・防災という点で、避難所が遠すぎて機能していない状態。緊急時に避難所までたど

り着けない。 

・現在使用している自治会館が借地の為、移転先の検討。 

・ゴミの不法投棄及び地域外の者による持ち込み。 

・高齢者の方が多く、自分の病を気にしながらの自治会の仕事はとても気疲れする 

ことと感じている。 

・参加者が減っていること。 

・閉鎖された第３保育所がそのまま放置されている。次のテーマを示して欲しい。 

・全世帯 178軒で町会会員数は 128軒、今後高齢で一人住まいの方も多く脱退が懸念

される。維持が難しく新規加入が見込めない。 

・コミュニティとして老人問題を考えたい。 

・農道を舗装してほしい。（雨が降ると車で走れないくらい道が軟弱して走れない） 

・少人数の自治会の上、高齢者の増加（60 歳以上の割合）が高いため、話し合う場

（コミュニティ）が少々に減ってきているように感じています。 

・少人数の自治会の今後のあり方についてご一考いただけたらと思います。（自治会
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の存続、役員のなり手不足等） 

・最近転入者の自治会加入を拒否するのが多い。 

・市道で東中学校より北側の通学路の舗装が悪く困っている。地域の人々の散歩など

でつまづくなどが多い。 

・現在市は、JR美南、JR吉川駅南側に大きな社会資本を投入し、まちをつくってい 

るが、江戸川側の旭、三輪野江地区に社会資本が投入されていない。さびれているよ

うな状況。このことを見直し、旭、三輪野江地区にもっと社会資本投入を。 

・地域内を走るバスの運賃が高い。（民営） 

・道路や水路の整備 

・高齢化が進み、空き家も増加。道路が狭く舗装が痛んでいる。災害時の避難場所が

ない。 

・防災旗ではなく、立看板にしてほしい。 

・江戸川強化堤防の管理等による環境整備。 

 

（２）市全体として 

【旭自治連合会】 

・セットバックした道路及び敷地の管理方法（市・利用者（購入者）） 

・誰が（雑草・樹木）整備していくのか。 

・国ではコンパクトシティー構想を推進しているものの吉川駅東側の農地は市街地

に編入できない状態で縦割行政の象徴であると思う。国に対して物申してはいかが

か。 

・開発に予算を投入し維持管理がおろそかになっているように感じます。 

・防災ステーションの有効活用。買物や公共施設へのアクセス改善。 

・県道を含め、道路沿いの除草が不十分。 

・コミュニティの崩壊にならないように、自治会に対する市の依頼事項の見直しな

ど、短・中・長期的の視点に立って、検討を開始し、対策を講じること。 

・自治会からの提言、要望事項について、市として受け止めてスピード感をもって検

討し、検討結果については、明示し必ず回答すること。 

・市所有の歩道や水路等の草刈りを適時適切に行い、環境整備に努めること。 

・農村部と都市部が混在。 

・防災組織が不十分。（絵に描いた餅） 

・費用対効果のみではなく、思いやり予算も必要。 

・吉川市道 1-118号。川藤北信号（ローソン）より、西にかち橋までの道路の舗装補

修工事についてお願いいたします。 

・防災、防犯をもう少し強化したら。道路整備をもう少しこまめに。 

・東西の幹線道路の整備を急ぐ。（渋滞で動かない）市道及び市内の県道の美観を損
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なわないように。（街路樹、緑地帯の整備） 

 

【吉川中央自治連合会】 

・市全体的には、道路整備が必要ではないか。（幹線道路の必要性） 

・東埼玉道路との進捗状況を鑑みて、市として、新川橋の架け替えも含め対応を望む。 

・吉川市は地盤が低いから水害対策を万全にしてほしい。 

・比較的街灯が少なく暗いので、防犯面でも心配しております。 

・市内を循環するバス便が不足のため、老後、病院、買い物等が心配です。 

・災害時に避難所が多く有ればいいと思う。 

・少子高齢化に伴う諸問題の対策。駅周辺や市内要所に防犯カメラを設置するなど防

犯対策を強化する。台風等による災害（特に水害）対策の強化。市広報紙は市ホーム

ページにもあり、公共施設や金融機関、医療施設に置く。各戸配布するのであれば、

自治会依存はやめてシルバー人材等を活用する。 

・さくら通りの桜を最大限 PR。歩道を遊歩道にする。あれだけ長い（類を見ない）桜

並木を活用、PRすべき。 

・中川沿いなのに消防車が中川から取水できなくて（？）火事の時に消火栓頼りはお

かしい。公設の防犯カメラの設置が少ない、当地域ではゼロ、主要道路及び丁字路か

ら出る交差点に設置希望。中川堤防が吉川橋周辺で繋がったのは良いが、堤防の上流

側が低くなっており、堤防と同じ高さに嵩上げが必要。中川対岸の中島地区河川敷に

ムクドリのねぐらが有り、夕方ねぐらに帰る大量のムクドリが地域内の電線にたむろ

している。 

・吉小通学路（あいさつ通り）の子どもたちの帰宅時の安全対策を・朝の通学は時間

規制があるが、帰りは歩道がなく子どもたちは危険である。片側にでもグリーンベル

ト帯を考えてください。 

・防災上の観点から無道路敷地を解消するよう行政指導してはどうか。 

・自然を生かしたまちづくり。 

・交通渋滞の解消。 

・水害のないまちづくり。道路拡幅。地域間格差が大きい。 

・災害時の共助、避難所運営マニュアル作成。 

・各市町とのつながりを考えた市全体の道路網の整備。 

・吉川橋の工事が終われば、さらに便が良くなり、買い物も便利になります。市民へ

の対応も丁寧で気持ちが良いです。 

・街灯が古くなって薄暗いところがあったりする。夜間でないとわからないかもしれ

ないのと町会のものか市の管理なのかわからないところもあるが、防犯上とか年寄り

のためにも定期的に点検してほしい。 
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・案内が届くときに〇〇課だけではなく、〇階の〇番と書いてくれていた方がわかり

やすい。 

・市から自治会への依頼、要請事項も多く、役員の負担増につながり、役員をやる 

のが嫌だということが会員減少の最大の理由。（アンケートにより）例として、細か

いことであるが、月１回の広報の配布の際、広報よしかわ以外にも議会だより、社協

等セットするのが大変という意見あり。（配布は大した問題ではない） 

・春から夏にかけての道路の雑草の除草が少ない。街の景観が悪い。 

・大場川の汚れ、雑草。鍋小路用水の汚れ。（春は田んぼに水を入れるため、キレイ

になるが、それ以外は枯れ草が沈殿） 

・調整池を運動公園としての活用の課題。（大雨後の運動公園の活用による衛生上の 

課題） 

・ゴミ回収時間がばらばらであるので、統一してほしい。（8：00～9：00と） 

・道路整備が足りていない。 

 

【吉川南部自治連合会】 

・吉川駅前通りはもちろん街灯が少ない。 

・道路や公園に防犯カメラがほしい 

・世帯数が多いため、一戸建て、マンション、アパート、ワンルーム全体では、行

事が偏ってしまうと思う。 

・なまらん体操は行っている。 

・防災無線が聞き取りにくい（わからない）。通学路、駅前等に防犯カメラの設

置。 

・高齢化に伴い地域とのかかわりに対応できる組織作りがほしい。 

・旧市街（吉川・平沼地区）及び都市基盤未整備のまま宅地化されてしまった地域

（保・栄町等）の再開発・整備。 

・災害時要支援者支援計画。 

・市民同士のつながり。 

・道路景観の改善。（草花を植える。除草、実生樹木除去） 

・市民ホールがない。 

・駅南のバスの便が悪い。（駅へ行くバス）高齢者が市役所へ行く交通機関が不

便。（特に駅南）水害を中心とした防災に対する体制の整備。 

・二郷半緑道の散歩道が雨が降ると水があふれて歩けない場所がある。 

・中央公民館そばの点滅信号。 

・けやき道路の歩道にある街灯が少なく歩行者が見えにくい。 

・狭い道路改善。町内全体緊急車両も通れない道路があるので改善。（計画的に） 
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・ゴミの不法投棄問題。最終処分場の利用活用について。流入人口が増えることが

想定され、コミュニティの連帯を築いていくことが難しくなる。共感してもらえる

行事を計画するのも大事。区画整理地区と旧自治会との区分範囲は？ 

・下水道と都市ガスの整備。 

・道路の改善してほしい所は多くあり。吉川に入ってくるのは易しいが、抜けるの

が問題です。公民館から南へ抜ける道を美南駅までの道づくり。南中から美南駅に

向かう川の活用、水害に対する改善を。市道における草刈りの件。学校の校庭の木

の定期的剪定。 

・未だ、防犯灯の設置が欲しい所があります。狭い道路の大型車規制。 

 

【吉川美南自治連合会】 

・自治会の存続。多文化共生。高齢者の移動支援。避難所利用の仕方。 

・道が悪い。 

・避難所の優先順位。 

・交通マナーが悪い。 

・地域のことは地域で本当に解決できているのか検証するシステムがない。 

 

【三輪野江自治連合会】 

・交通に関しては不便であり、対策を考えていただきたい。 

・吉川方面には、大型スーパーが沢山あるが、旭地区や、三輪野江地区にはほとんど

ないので、車で、三郷方面や吉川地区まで買い物に行くのは、これから年をとると大

変なので、市でなんとかしてほしい。 

・洪水ハザードマップはあるものの具体的な対応ができていない。そこで、洪水時に

避難可能な江戸川スーパー堤防的な防災公園、道の駅などの整備が望まれる。 

・パトロール強化の要望。 

・市民が集まれる場を自治会内に作っていただきたい。 

・市全体の中で、吉川、三輪野江、旭、美南地区のバランスが悪い。道路、公園等に

ついて改善してほしい。 

・市全体で自治会（町会）加入促進をお願いしたい。 

・三輪野江地区は暗いところが多くて防犯の危険が心配です。もっと街灯をつけてほ

しい 

・防災時の避難場所の確保と避難経路の明示。（河川の氾濫・増水時等） 

・地域転入者への自治会加入を強力に進めてほしい。 

・市内の道路をこまめに巡回し、ちょこっとした補修ではなく、完全な補修を。 

・JR美南、JR吉川駅南側がまちの中心でないと、もっと全体を見直す。 
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・市がバスを運行し市内を巡回する。 

・自然災害対策。 

・都市部と農村部のバランスのとれた施策。 

・交番が少ないのと警察のパトロールがほとんど見えない。 

・公益的な公園整備。 

 

問４ １０年後の貴自治会や吉川市はどのようになることが理想的だと思いますか。 

（１）自治会として 

【旭自治連合会】 

・新規住民が増え、新・旧会員の全員で自治会運営を行う。 

・相互扶助の精神をもっと高める。 

・少子高齢化がさらに進んでいくため農業経営や交通手段を地域で支えていく。 

・高齢者や体の不自由な人が買物や通院が地域で助け合える自治会が確立できれば

いいのだが。 

・高齢者から子供まで顔の見える自治会。 

・世代交代が進み、今の 40代、50代が自治会を支える。今の 30代が、地区に戻って

くる。 

・会員世帯の高齢化に対して、自治会として、何ができるか検討し、将来的にはコン

パクトな自治会づくりに努めていく。 

・交通の便を解消。 

・孤独死のない隣近所みんなで見守る温かい自治会。 

・互いに励まし、励まされる自治会。 

・転入してきた人も自治会に加入して、自治会活動が不安なく継続できる。 

・目的を一人ひとりが自分の問題として考え、豊かで住み良い、明るい自治会をつく

る。 

・自治会が高齢者増える為、若い人の協力をお願いする。新川橋から越谷の道路整備。 

・バランスのとれた年齢層の自治会でありたい。 

・若い世代を導入できる環境。 

 

【吉川中央自治連合会】 

・自治会運営を行っている会員が、今よりさらに高齢化していくため、世代を超え

て熟考しなくてはならないが、現状では、難しさもあり、早急に取り組むべき問

題。 

・必要とされる自治会になること。 
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・高齢者の１人暮らしが多いので自治会も苦慮しているところです。 

・自治会としては、協力するように頑張りたいです。 

・少子化による今後の自治会活動が心配されます。今のうちに何か手を打つことを

考えておく必要があることに悩んでおります。 

・高齢者をみんなで支える自治会。 

・緊急時に高齢者子どもを安全に避難させることが可能な自治会内組織の編成の確

立を図りたい。 

・住民の若返りが図られると共に、更に相互扶助精神の強い地域。 

・若い人達が役員になり、いろんな施策、企画をし、活性化が図られ、活気あふれ

る開かれた自治会。一自治会＝一プロモーション、プロジェクト的になり活動。 

・高齢者がもっと多くなる自治会です。家族の誰かが世帯を継いでくれるようにし

てもらいたいです。このままでは空き家世帯が増えそうです。高齢者を支えること

ができなくなりそうです。当の住民が高齢者ですので。 

・自治会を支え、切り盛りする人材の世代交代をスムースに進展させられている状

態になっていることが望ましい。自治会世帯の大半に後期高齢者がいる状態になっ

てくるので、動ける高齢者の活力を高め、活用を図れている体制の確立。子ども・

青年・大人・高齢者・外国人会員それぞれが何らかの役割分担を担って活動をして

いる状態。 

・未婚者もいなく、子どもで賑わう町内会にしたい。 

・若い世代と高齢者が集う憩いの場所や計画づくりの取り組み。 

・大型車の通行がなくなること。 

・住民がもれなく自治会の会員になる。 

・高齢者、子ども達を町会全体で見守る体制作り及び少子化により高齢者中心の町

会になるため助け合う。 

・高齢者等憩える場所。 

・高齢者をみんなで支える自治会。 

・わが自治会も高齢化が進み、退会する方が増加しています。支える側も支えられ

る側も明るく生活できる自治会であってほしいです。 

・若い世代が活動し、高齢者を支える自治会。女性が活躍し活気のある自治会 

・誰でも気楽に集まれる場所になっていればいいと思います。 

・高齢者は高齢者で集え、子どもは子どもで楽しめる遊び場、イベントの開催があ 

る自治会。 

・自治会の役員が負担にならない自治会運営。（役員を積極的にやりたいと思うよ

うな自治会環境づくり） 

・ゴミの無い自治会。 
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・顔を見れば名前がわかるような自治会。 

 

【吉川南部自治連合会】 

・高齢者の多いまちになると思いますので、隣近所で支える自治会。 

・集合住宅が多くなり、近所関心が薄くなってくると思うから子ども会などで仲の良

い仲間となり、地元を大切に思ってくれるように思う。 

・高齢者や子ども達を互いに見守り、助け合える自治会としたい。 

・集会所がない為、高齢者の憩い場が少ない。農地があるので、なんとかしたい。 

・高齢者を中心に活動できる体制作りを目指す。 

・向こう三軒両隣、思いやりと助け合いで住み良い町会。 

・おかげさまで自治会集会所が新築されました。会員の皆様が笑顔で集い大声で冗談

を言いハグをして屈託なく有効利用し、ますます親睦を深めています。 

・世代交代し若い人がたくさん住む。 

・高齢者、若夫婦、子どもの三世代が一体となった自治会。地域の中心としての自治

会活動。 

・何不自由なく、買い物ができる、公共交通が充実しているまち。 

・巡回移動スーパーが２日間隔で来る環境。 

・防災、防犯を通して住民同士が安全安心の面で寄り添えるようでありたい。高齢者

を支え、防災拠点となる自治会。 

・高齢者とこどもたちを支え合う自治会。 

・人口も減り始めるので運営が大変になるかも。今まで自治会行事で生まれた子ども

たちが「ふるさと」として、また住み着いてくれるか。住民も多くは望めないので心

の通うご近所で仲良く活動できれば。 

・現在の町会員 75 歳以上の人が 129 名です。これから年々、そして団塊世代を迎え

るに対し、高齢化が進み、役員不足、役員の高齢化が問題です。 

・若い世代の自治会参加。 

 

【吉川美南自治連合会】 

・多世代が運営している自治会。子供たちが安心安全に暮らせる地域。 

・共助・公助しあえるまちづくり。 

・子育て世帯が転入してくる仲良く活気ある自治会。 

・老若男女問わず皆で支え合う自治会。 

・コアになる自治会員が増え、婦人部、子ども会、防犯部等々自治会組織が充実さ

れることが必要となっている。 
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【三輪野江自治連合会】 

・自助共助。 

・首都 15km 圏内に位置しながらも、江戸川河川敷や田園などの自然及び自治会の人

情味のあるところを発展させていくこと。 

・流山三郷橋が 2024 年ごろには開通する予定があり、常磐高速、首都高速に入る三

郷スマートインターが便利になり物流センター及び企業用地として、三輪野江地区が

開拓され、10年後には、工業地になるのではと心配されます。 

・個々の自治会が存続できるか心配。役員のなり手がいない。会員の減少など。今後

の大字三輪野江の 7自治会は 1つに合併したほうがいいかも。 

・三輪野江（上組、中組、新家、下組、三輪組、兵庫、川端）7自治会の統合が望ま

しい。 

・子どもを中心とする自治会 

・自治会活動について、新しいスタイルの自治会とするべきであり、その案を考えて

ゆきたい。 

・高齢者、子ども、全世帯が参加いただける自治会。（町会） 

・三輪野江地区は高齢者を支える対策を早く決めて実行する。 

・高齢者と他の人たちがそれぞれ役割（目的）をもって、みんなで支えていく自治会。 

・10 年後も現在の自治会会員数で充分。中年齢者を中心として引っ張り高齢者が中

年齢者を後押しするような自治会活動。 

・若い世代が中心となり活動する自治会。 

・田園風景が残っている（儲かる農業が継続されている）。水害に備えた避難場所の

山（標高 15m）ができている。 

・高齢者でも買物ができる自治会。 

・道路の舗装等整備。 

 

（２）市全体として 

【旭自治連合会】 

・若い世代が帰りたいまち。 

・若い世代が住みたいまち。 

・若い人が吉川市に住み続けられるような雇用対策が必要。 

・今後働き方がどう変化していくかわからないが、現在のテレワークの状況をみる

と、どこでも、いつでも仕事ができる状態なので自然豊かな吉川市でテレワークの

拠点を創ってはいかがか。 

・地域の要望が先送りしないですぐに対処できる財源をいかに確保するか。 

・安全安心なまち。くらしやすいまち。 
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・旭地区を含め、公共交通機関が整備され、自家用車が少なく行動できる市。 

・少子・高齢化、空き家状態化に対して、市では何ができるか検討し、機動力のあ

るまちづくりを推進し、自治会支援に努めること。 

・行政手続きのスピードアップを図ること。（特に農振除外等の処理期間の見直し

を図ること） 

・職員の研修、特に接遇研修を実施し、市民満足度が向上するよう取り組むこと。 

・老若男女が安心して暮らせるまち。 

・それぞれの自治会の特色を生かしたまち。（やる気と笑顔に満ちたまち吉川） 

・自然豊かな安心して暮らせるまち。 

・自然が溢れるまちづくり。若い人が帰りたくなる住宅環境づくり。 

・三世代が協力して生活できるまち。 

・市内でも生きがいをもって働けるまちづくり。 

 

【吉川中央自治連合会】 

・商業・工業・第６次産業が混在し、市民が住み良いまち、働ける環境と教育環境が

整い、待機児童もなく、近隣の市町村と連携し、吉川市が住みよいまちづくりを推進

していただく。 

・吉川市内には若い人達の働く場所、商業施設等が無いため、買い物、娯楽面で考え

る必要があると思う。 

・若い世代が帰りたいと思えるまち。 

・高齢者や障がい者が生活しやすい環境や子育てに適した環境の整ったまち。 

・魅力あるまちづくりに本腰を入れ、活性化プロジェクト等によりメンバーを各種い

ろんな分野から募り、前例がない、失敗の責任は誰か？等の「心ジジイ」的発想は捨

てる。 

・若い世代が楽しく住めるよう色々なイベントを開催してほしい。 

・デジタル都市の先頭グループに入っており効率的で質の高い生活を享受できるま

ち。電線・通信ケーブルの全地中化がなされ、美しい景観条例が制定されているまち。

防犯設備が完備運用され、安全性の高いまち。中川、大場川、江戸川に全面的に景観

エリアを設け、水辺を気軽に楽しめ、憩いができる河川都市。自分の子どもが吉川市

にずっと住んでいたいまち。 

・若い世代が住みたい住宅環境と安全と安心な吉川市。 

・行政には、いろいろな催し物に対しての助成金のアップをお願いしたい。 

・小売業が存続している。 

・整理された道路。緑化の充実。 

・多世代との交流イベントや体験の支援をすること。 
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・若い世代が帰りたいと思えるまち。 

・若い方達が住みやすく環境が整い、活気あふれる吉川市になってほしい。 

・高齢者が生きがいを持てる吉川市。高齢者の働く場があり、共に楽しめる活発なま

ち。 

・自治会としてだけではなく、市全体を巻き込んで公園だけではなく、皆が集まれる

ような空間づくり。遊園地なんか作るとかで人口を増やす。農業体験ができる施設と

か。 

・吉川駅を降りた瞬間に「帰って来た」と思えるまち。（現状の雑然として、街路樹 

やその下の雑草を見ると残念だがガッカリする。） 

・スポーツが盛んなまち。防犯に優れたまち。次の世代に引き継げる「何か目玉」 

が、「誇れるモノ」があるまち。 

・ゴミの無い市。 

・子どもが増える自治会。 

 

【吉川南部自治連合会】 

・中川の自然に住宅環境が調和したまち。 

・子どもたちも住みたいと思うまち。 

・インターネット、スマホなどが活躍してネットが中心となると思います。 

・くつろぎのもてる街並みで、散歩やジョギングができる。 

・吉川には大きな（大型）スーパーがない。イオン（越谷）のミニができるといい。 

・行政での対応として自治会に対する窓口を一本化してほしい。 

・江戸川、中川、大場川等の水との共生するまち。 

・幼い子供、老いた人々に配慮のある市政。これから結婚し子どもを持つことを考え

る若い人たちが住みたいと思える。 

・美南駅東口側をほこれるまちにつくり上げる。 

・若い世代が活躍するまち。高齢者が元気でいるまち。自然と住む環境と調和のとれ

たまち。 

・安心して住めるまちづくり。 

・子育てに向いているといわれるような支援の充実。車がなくても高齢者が移動でき

る手段の確保。吉川美南駅（東口地区）を中心に公的サービスを含めた医療、教育等

の充実をはかり、公共交通手段等を用いて吉川市全域の利便性をできるだけ平均化す

る。吉川美南駅周辺地区を市の要に考え、若い世代が住みたいと思えるまちづくり。 

・若い世代が帰って来るような市になってもらいたい。 

・人口増加も多くは望めないので今のうちからきちんと目的のあるものに。市内は両

方に大きな川があり、大水害も予想されます。災害に対する準備を。交通の整理を進
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めてほしい。市内の東西南北に多目的広場を１か所ずつ作り、子供達の自由に遊べる

場を。いざ大災害の時は、ゴミ置き場にできる施設に使えれば。 

・安価な高齢者住宅（集合住宅）の建設。水害に強い文化都市。（中川、江戸川の堤

防の強化）（国、県、市町村レベルにて） 

 

【吉川美南自治連合会】 

・住民自治。自慢できるふるさと。 

・皆で支える安心して暮らせるまち。 

・文化スポーツが盛んで住みよいまち。 

・子どもが誇れるまち。 

・若い世代が集まるまち。 

・自治連合会による 95 自治会が各々ＨＰを持ち吉川市全体の情報が共有でき、地域

のことは地域で問題解決できる情報ネットワークが完成していると良い。 

 

【三輪野江自治連合会】 

・人口の増加と共に医療の充実、教育の充実、自然を残しつつ、楽しい買い物ができ

る環境。 

・都市に近いところに位置する環境にありながら、他方面からの移住に答える案を考

えて欲しい。若い世代を支援する等。 

・市内の格差是正。均一化の取れたまち。 

・子ども、老人が安心できるまちづくりを。 

・公共の乗り物がない。少ない。 

・近くにお店（夜・食関係）がない。 

・高齢化が進む中、もっと住み良い環境に、そして若い世代が暮らしたいと思えるま

ちへ。 

・市は自治会活動を中年齢者が中心とした活動しなくればならないような雰囲気と

状況を市が半強制になるようなものを造り出す。 

・住みよいと感じられる市。 

・川と水、木の調和がとれる住宅地。 

・以前の吉川市のように道路工事ができる事業化。 
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問５ １０年後の貴自治会や吉川市が、理想的な地域、まちとなるために、貴自治会には

どのような取り組みで市に関わることができると思いますか。また、行政にはどのよ

うなことができますか。 

（１）自治会として 

【旭自治連合会】 

・後継者がいなく、空き地になるリスクが高い。会員の減少化が高い。 

・今後は限界集落になっていくと思うので、今以上の行政との関わりは難しくなる

と思う。 

・テレワークの拠点として農村住宅の整備が計画された場合には、農地の提供等、

協力を惜しまない。 

・埼玉型圃場整備の推進。 

・各自治会で考えるのでなく広域で考えていく必要があると思います。例えば防災

センターを平常時に地域で運営できるような取り組みとかが必要で、そのための支

援が必要と思います。 

・地域のコミュニティの向上。 

・環境美化活動などに若い世代の出番を作り共働していく。 

・美化運動やごみ減量の取り組みなど市と連携し、環境美化に努めることや市への

提言や要望など行い地域課題を解決するよう努める。 

・昔の隣組の復活。 

・個から地域融和へ。 

・環境整備。 

・行事の共催が得られる行事計画。 

・全てを行政任せにするのではなく、地域住民が主体となって自治会活動を活発に

して地域の課題は地域で解決しながら、協力し合って住みよい地域づくりに取り組

むことが必要です。 

・自治会の安全パトロール強化。高齢者に対する訪問強化。自治会役員の若返りを

はかる。東埼玉道路の早期開通。 

・高齢化が進む本自治会は良い方向での関わりは難しくなると思います。 

・若者達の働ける場を提供できる地域にしたい。 

 

【吉川中央自治連合会】 

・自治会は地域の人のための支援者であること。 

・活動の継続。 

・自治会員の高齢化に伴い、高齢者同士、市の所有する「なまりんバス」を低料金で

使用できたら、高齢になっても楽しみが増えます。 

・高齢者や独居世帯の安否の確認。 



29 

 

・アパート、マンションが増えているが、逆に自治会への加入、会員は減ってきてい

る。この部分をどうすれば魅力ある自治会にできるか、活性化していくか、地域住民

と向き合った取り組み、活動することが理想。 

・地域に公園やコミュニティ広場が無いので、中川堤防を含めた弁天様周辺を市制公

園化する弁天様公園計画推進の助言。中川を地域の水辺として親しめるようにアクセ

ス可能な開かれた中川とする堤防改修計画推進の助言。高齢化時代に即した健康増進

活動推進。地域防犯活動の充実化。 

・積極的に連絡を密に取り合い、お互いのコミュニケーションをはかる。 

・市の行事に積極的に参加する。 

・高齢者への援助。子供達の見守り。 

・自治会で憩いの空間があり、高齢者等にとって優しい自治会。 

・高齢者が集まれるような行事や場所の協力企画推進。 

・自主防災等は今までよりさらに前進できるよう取り組んでいく。（自主防災計画の

推進） 

・定年を迎えても、まだまだ元気な方が沢山いらっしゃいます。是非手伝って頂いて

明るく元気な自治会であってほしいです。 

・農家に協力して稲の刈り取りや野菜の収穫を手伝うなど自治会は楽しみ、農家は助

かるなどコラボレーションした活動ができそうだと思う。 

・今の自治会では、正直先は見えてません。逆にどのようにしたら文句なく自治会を

引き継ぎまわしていけますか？負担が多すぎます。皆がボランティア精神を持ってい

るわけではないと思います。 

・自治会業務の見直し（役員業務の見直し、各種イベントの検証）と行政への提案。 

・ポケットパークを中心としたコミュニティの再構築。（ポケットパークのコンセプ 

トの再認識） 

・自治会、住民、行政による定例、継続的コミュニケーションとその情宣活動。 

・ゴミ出しへのマナー徹底。 

 

【吉川南部自治連合会】 

・役員のやり手がいない、若い方は皆さん働いています。 

・もっと市や自治会に関心を持っていただくことが大事だと思います。 

・集合住宅が多くなり、自治会員とマンションや管理組合員との共存でうまくでき

れば良いと思う。 

・地域の自治会が集まり、協議して行う。 

・自治会の未加入者が多い。アパート、新築で転入者など、地域、まちづくりはむ

ずかしい。越谷（七左町）など、強制的に加入させる所もあるが。（未加入者、ゴミ

出しダメ） 



30 

 

・若い世代が増え、世代を越えた自治会活動ができること。 

・自らのまち、地域は自らが守り、育てるとの観点から行政との共働を自治会の皆

様と取り組む。 

・誰しもが日々の生活に追われ、他の人を思いやる時間もままなりません。できる

だけ人生を楽しめる血肉となり得る事柄を啓蒙したい。（（趣味）読書・音楽・むだ

話会等） 

・住民同士のコミュニティーの機会を増やす。 

・防災、特に水害に対する対策の充実。高齢者への買い物対策。 

・市が自治会、各種団体に投げかけし、市民の意識を吸収する。 

・民間に任せた方がいいものについては、委ねる 

・近い将来、処分場跡地に運動公園等ができ、お年寄りや子供たちが散歩やランニ

ング時の休憩や憩いの場所として利用できれば最高です。サッカー、野球、テニス

等を含め、何らかの大会にも活用できればと思います。周辺の美観を守るためにも

自治会として協力したいと思います。さらに処分場横の遊水地の桜並木も利用でき

ればいいですね。 

・ゴミの削減と分別 

・自治会活動がしっかりとした活動ができ、災害に備えた地域づくりで人災をでき

るだけ少なくし、近所、自治会が絆となれるようになれば。会費を「無駄」にしな

いで楽しい時間を共有でき、いろいろな場面で助け合え、活動できる自治会に。災

害に対して強い地域づくりできる。 

・現在の集会所は築 40年にもなります。また、土地についても借地です。必ずや 10

～15年先には集会所の建て直しが問題になってきます。先々の分担金が発生しない

ように今から積立準備金を考え、無駄な活動を控えていきたい。 

 

【吉川美南自治連合会】 

・課題は地域で解決できるような組織にしたい。住民自治を推進。 

・自治会に入るメリットをもっと広く知ってもらい、自治会会員を増やす。 

・運動会や防災活動等の実施 

・美南祭等 

・現在、中国人ネットワークを整えようとしているが、コロナ禍で活動できずにい

る。 

 

【三輪野江自治連合会】 

・催事など集える場所。 

・現在、三輪野江地区の自治会は７地区あり、それらを一緒にしたのが、大字三輪

野江自治会があります。 
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・役員は各地区の会長が務めます。 

・この先大字三輪野江自治会が一つにまとめることができればと思います。 

・子どもと親が参加できるイベントができないか考えています 

・自治会は連絡網となるスタイルが一番であり、市の行政の代行者となっているこ

とは古い考えであり、これからは通用しない。 

・現状どおり。 

・高齢者問題での取り組みを市が中心となって、ゲートボール大会などを企画して

仲間づくりができるように。 

・特に改まった取り組みは今のところありませんが、吉川市としての行事等に極力

参加していくうえで、新たな取り組みを考えていきたいと考えています。 

また「少人数の自治会のあり方」などの情報交換の場などがあれば参加したいと思

っています。 

・自治会役員の若返りで若い役員の豊かな発想を利用する。 

・自治会でできることは自治会で実施していく。ただし、限度がある。 

・役員のなり手がなく、自治会の存続が危うい現状では、10年後を担う後継者を育

成すること。これからは発展より充実を重点に取り組む。 

・人口が減少地域であり、高齢化となり、自治会解散の危機がある。 

 

（２）市全体として 

【旭自治連合会】 

・空き地や土地の有効活用を進める方策。 

・10年間に首都直下地震による災害、地球温暖化等により台風の大型化、雨量の増

大などによる災害。災害避難場所の整備、治水対策の充実。 

・旭地域が取り残されているようなイメージを無くすことが大切だと思います。 

・豊かな自然や田園風景を残しながら自然環境と調和した土地の利用計画。 

・脱車社会（都市）を打ち出すなど環境面の取り組みを推進する。 

・美化運動やごみ減量の推進役として、自治会へのさまざまな支援活動を実施する

こと。自治会からの提言・要望事項については、スピード感をもって検討し検討結

果を具体的に明示し必ず回答すること。 

・自治会と民生委員、他の関係者が情報共有する。 

・災害時等に対する支援ネットワークの構築。 

・行政と自治会との定期的な話し合いの場。 

・太いパイプづくり。 

・市が地域の状況を把握し、地域の求める支援の内容に対応する。 

・市全体の安全パトロール。高齢者管理の徹底。道路整備の徹底。 
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・都市計画の見直し。（用途地域） 

 

【吉川中央自治連合会】 

・行政は自治会をはじめ市民のための支援者であるべき。 

・少子化と高齢者対策に本腰を入れて、取り組む必要があると思います。 

・道路の整備と自転車のレーンを作ってほしい。 

・行政の目的は住民の福祉（広義）の向上にあるので、対外的な市の PR・アピールは

過度にならないよう留意し、少しでも理想的なまちに近づけるために限られた予算

（財源）をより効果的に執行するよう望みます。 

・駅周辺の再開発が必須。メイン通りにマンション、戸建て住宅ばかりでは発展のし

ようがない。商業地域とし、集客要素を増やす。 

・IT 化の急進展に高齢者も追随できる様にデジタル化支援体制の強化。吉川－越谷

線のメイン通りの両側にお店が少なく、市での商店誘導の施策。 

・少子高齢化に伴い、世代交代が進むので、高齢者に優しいまちづくりを希望します。 

・市民に魅力的な行事の提供。 

・旧市街地の整備により商店街の復活で高齢者にやさしいまちづくり。 

・多目的ホール建設の支援。 

・参加したいと思えるイベントや、主催者を増やし、イベントを盛り上げられると知

名度もアップしてくるのではないでしょうか？ 

・障がい者や高齢者が乗る電気自動車があまり走っていない、通路の問題なのだろう

と思うが、普及はできないのだろうか。 

・市のイベントをやればいいんじゃないですか。コロナ禍でできなかったことを今後

も続けていってください。 

・市の職員の方で態度の悪い女性の方がいました。防災の方だったと思います。時間

を見つけて相談に伺っているのに、（働いているので）本当にもうやりたくありませ

ん。 

・市民参加推進課の整備。（行政目線ではなく、市民、住民目線での対応、共に前進

する（共感、共動）という意識、人材育成、多様な人材配置） 

・市民の声を吸い上げ、その結果の市民への伝達、更に声を反映した施策の実施とバ

ランスのとれた予算の配分。 

・ごみのポイ捨て防止。 

・犬のフン持ち帰りの徹底。 

 

【吉川南部自治連合会】 

・年に一度のよしかわ八坂まつりを駅前通りの自治会を巻き込み前夜祭には、盆踊り
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やフォークダンス、なまず音頭など吉川駅には提灯を下げ、近隣からの人を歓迎する。

そして吉川全体で今以上に盛大にやったらどうでしょうか。 

・新たな取り組みでよいと思う。 

・景観を良くするため電線、電柱を地に埋める。道の両側に樹木や植木をそなえる。

大雨時の排水を良くする。 

・自治会ができない事柄を市が関わり活動の具現化する事。 

・これまでの施策のゼロベース点検、スクラップアンドビルド。 

・異常気象による生活急変（地震によることも含み）これらの備え。即対処できるよ

う今まで以上の準備。 

・防災対策（水害と地震）を急ぐ必要性を感じる。高齢者に対する公共交通機関の充

実。（運転免許の返納も考慮して） 

・吉川市は道路整備が遅れている。東西南北を貫く幹線もなく、市域が分断されてい

る。鉄道を挟んで両側の往来も不便だ。まちづくりへの計画性のなさを強く感じる。

たとえば美南高校前に高い鉄製の塀で囲み資材置き場（作業場）を許可したり、また

街中に同じような資材置き場やトラック駐車場を許可している。朝、夕乗用車を含め、

作業車両の出入りには危険を感じる。さらに防犯上も要注意。 

・CO2の削減 

・自治会に加入しない民間アパート住人を自治会としてどうしていくか。ゴミなどの

出し方に問題のある所が不動産業に対して各自治会への入金と入会を市の行政に協

力してもらえるようにしてほしい。１人住まいの方が多く入っているので、近所同士

の付き合いがない孤独死があるので検討を。 

・犬、猫の殺処分 0 運動の先駆的業績を上げてほしい。（里親さがしを積極的に進め

る） 

・自治会数か所単独で AEDを設置したらどうか。 

 

【吉川美南自治連合会】 

・行政と市民の役割を明確にし、市民ができるところは市民へ。行政は行政しかで

きないことをやる。 

・道の整備。街灯を増やす。防災対策の充実 

・住民と行政のコミュニケーションを市役所職員一人ひとりが親身に取り組む必要

がある。スピード感の欠如を住民に感じさせない情報の提供の仕方があると感じま

す。 

 

【三輪野江自治連合会】 

・空き家対策。 

・道路の整備。 
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・巡回バス 70歳以上無料化。 

・個人の集会所に頼るだけでは自治会は少なくなるだけです。 

・定期的に集会所になる場を公園などに併設してほしいです。 

・サポートは自治会とするが、市の行政の代行者になりたくなく、自治会対応部署を

１か所にしてもらい、相談できるようになったら、市に関わることができる。 

・今後ともご指導ください。 

・高齢者が多く参加できるイベントなどを考えてほしい。 

・今後 10年後の自治会活動のあり方。 

・各地域の自治会ともっと密な市との連携や地域の希望を聞き取る。 

・住宅環境の整備。医療福祉の充実。国際化の対応。（外国人をやさしく受け入れ） 

・教育施設の誘致。 

・人口増大地区のまちづくりの計画変更をお願いします。 

 

問６ その他、第６次吉川市総合振興計画の策定や都市計画マスタープランの改定にあた

り、ご意見がありましたらご記載ください。 

【旭自治連合会】 

・高齢者が一人で外出できる移動できる施策。 

・上位機関との調整も当然必要だが、市としてはやはり国、県の開発事業等に準じた

まちづくりが必要と思う。 

・計画の推進には、財源が必要である。そのための施策、例えば工業団地のさらなる

拡大などを進める。 

・吉川駅東側に越谷市、三郷市にはない商業施設（三井アウトレットのような)業態

の誘致。（そのために農林水産省と闘う） 

・防災ステーションの早期の計画事業化。 

・総合振興計画（基本計画・実施計画）の具体的施策を抜本的に見直しを図ること。

また計画策定後の実施について、進行管理を徹底し、成果を公表すること。 

・都市計画マスタープランについては、社会経済情勢の変化（高齢化、首都圏内を見

据えた開発）に対応した土地利用の抜本的位置づけの見直し、特に旭地区は一部の産

業拠点を除いては、ほぼ農地を保全する地域に位置付けられているが、地域特性に着

目した均衡ある発展を望みたい。また、道路の交通渋滞を解消するために幹線道路網

の再整備や橋梁の新設など市民生活がスムーズにできるよう計画プランの抜本的見

直しを図ること。 

・自治会員の加入について、自治会として色々な行事をしたり、働きかけを行ったり

しているが限界がある。半強制的に自治会加入してもらうような方策を行政でも考え

てほしい。 

・人口減少の中で小さな経済となると思いますので、新たなものを作る時代からのイ
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ンフラの老朽化に転換する時代になると思います。 

・税収の上がる都市計画（企業誘致！大学、病院、生産工場、物流倉庫 etc…）※住

宅開発は一時的で終わる。 

・道の駅構想を早急に。 

・若い人の農業支援、コメ作りから野菜へ販売経路を（所得ＵＰに） 

 

【吉川中央自治連合会】 

・若い（子ども）世代・働く世代・高齢者世代が、福祉・環境・教育などすべての市

民が満足するための振興計画であり、都市計画であることが望ましいと思うので、市

民一人ひとりが目標を持てる計画の策定を望みます。 

・吉川美南の方面だけ良くなっているほかの地域はおろそかでないかと感じられる。 

・地区外まで行かずとも、市内で名産品が買える商業店舗ができたら、大宮や柏まで

行く必要が無くなるので助かります。 

・市立の総合病院ができれば良いと思います。 

・旧庁舎跡地の有効活用。（在宅福祉を含めた各種福祉施策を推進するための複合施

設を設置する）医療、保健、福祉の連絡調整。（住民の生活向上を支援する）平沼周

辺地域の整備。（生活安全を向上させるため住環境を整備する） 

・防災、防犯。企業の誘致を積極的に行うべし。観光に力を入れるべき。いかにして

市としての知名度を上げていくか、本腰を入れて取り組むべき。現状として吉川市と

話してもどこにあるの？→「越谷レイクタウンの隣の市、越谷市と三郷市の間にある

川にはさまれた市」と説明。市としての存在価値を要していない。 

・サスティナブルでカーボンニュートラルを志向したまち作り。市役所・学校・街灯

等は太陽光発電やマイクロ水力発電等での市自前の再生可能エネルギーで賄うこと

等を組み込んだまちの設計。電線類の地中化を義務としたまちづくり。IT 化の急進

展、技術の高度化を十分勘案した陳腐化しない質の高いまちづくり。親子３代で住め

る宅地面積、住宅地の土地の再分化が進み子供は結婚を機に別の地域で住まざるを得

ないので、宅地規制の最低面積の UP。歩道幅の拡幅。人・高齢者用電動車及び自転車

を含めた歩道の整備。 

・都市計画の基礎基本は道路だと思いますので、幹線道路の新設及び既存道路の整備

をお願いしたい。 

・高齢者にとって、安全、安心、楽しいまちづくり。信号機の設置。自治会への要支

援者リスト。八坂祭。マラソン大会等県外への情報及び提供の発信力アップ。 

・まちがきれいで、交通の便が良い。商業施設があり、保育園、介護施設など充実す

ると人口も増えると思います。空き家も活用するなど、活気あふれる吉川市になると

いいです。 

・どう変わろうと農業と他の産業、住宅地が調和のとれた都市であってほしい。 



36 

 

・影ながら応援しています。 

・わかりやすい、具現性のある「吉川市の次の将来」を具体的に市民に広く情宣し 

て欲しい。わかっている市民もいるが、吉川市は「何をしようとしているのか」、「ど

こに向かっているのか」、住民がワクワクする様な目玉、方向性を共に考え、予算、

方針を知らしめて欲しい。 

・三郷、越谷のショッピングモールに挟まれ、吉川の存在感が薄い。街の景観、ス 

ポーツ施設、そこに生まれるコミュニティこそ最大の防犯対策。コミュニティを生む

施策を検討願いたい。 

・安心安全なまちづくり。 

・きれいなまちづくり。 

 

【吉川南部自治連合会】 

・無理をしないでゆっくりとなるようになっていくと思います。 

・大地震に対する火災予防。運動場を備えた調整池をつくる。 

・吉川駅周辺がさびしすぎる。ファミレス一つない駅前は改善したい。 

・計画の策定の途中段階で市民の意見を取り入れる仕組みがあったら良い。 

・計画策定委員への市民参加。 

・計画案の自治会長説明 etc。 

・自然災害が取りざたされる昨今。慌てることなく対処できる組織の強化と今のうち

にしかできない千思万考を望んでやみません。 

・優良企業を誘致し、財源を確保する、安心して住めるための安心、安全、夢のある

長期的ビジョンが必要ではないか。 

・お年寄りが元気で楽しく暮らせるまちづくり、住みたくなる街づくりが基本ではな

いか。 

・道路整備は街の発展の要であることから、県道を挟んで両側（美南駅前区画整理区）

と東側の環境格差をどう考えるのか？また、旧地区の道路整備計画は有るのか。現状

まともな道路は１本のみ。（処分場→県道まで）後は道路幅が狭くなったり広くなっ

たり曲がったりで今後計画的に整備計画が必要であり、防災的にも現状問題がある。

吉川市は道路整備が遅れている。東西南北を貫く幹線もなく、市域が分断されている。

鉄道をはさんで西側の往来も不便だ。 

・市内のコミュニティ、役所、病院、ストアーなどへの交通としてミニバスの定時運

行、通学も含めて計画を。災害（水害）に対しての準備を早めに進めていく。災害後

のゴミ置き場の確保、かなりの広さの必要が一多目的広場として確保し、保持すれば

と思う。ミニバス運行については市民が負担することも一律に運賃制度で市民が気安

く活用できて便利な足となれるように。 
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【吉川美南自治連合会】 

・地域組織の在り方を見直す。テクノロジーや AIを行政に取り入れる。歳入を増や

す。芸術・文化に力を入れる。 

・吉川市独自のＳＤＧｓへの取り組みの策定の実施に注力してほしい。 

・地元産業の振興と常民参加による新しいまちづくりをすすめてほしい。 

・現在開発中の吉川美南駅東口のそばにある新興住宅です。人口増加による学校区

の問題、ゾーン 30の問題、自治会発足時の問題等々が東口開発に役立てられれば良

いと思います。 

 

【三輪野江自治連合会】 

・三輪野江地区の開発は。 

・むずかしい言葉で計画しないで、こどもや老人がわかりやすいように表現してほし

い。 

・人口は現状くらいにして、工業団地造成そして事業者を誘致し事業者から税の収入

を得て、市内の社会資本充実（例として市立病院創立、民営の病院の誘致）を充実さ

せる。 

・農家の農地の不耕作地が多く見られ、地域の農業特色が薄れている。農家が農業収

入に魅力があるような地域のブランド農産物等市役所が音頭を取り、現状の地域農業

をもっと盛り上げてほしい。 

・公益道路整備の他市町村との話し合い及び市町村の合併計画の策定。 

 


