
町長とチャブ台トーク 模造紙記入内容

※模造紙に記入された内容をそのまま記載しております。

１０月２０日（土）ＡＭ 川端公民館

【テーブル１】

問い１「あなたが自慢できるこの地域の良さは何ですか？」

・姫宮神社

・古利根川

・川が多い

・川端集会所前のドイツパン屋さん有名です

・田園風景

・駅は結構カッコイイかな！？

・温もり

・自然

・姫宮駅（名）（便利）

・テニスコート

○藤曽根地区

・昔に比べ道路が良くなり、安心して駅近く安定しています

問い２「この地域を更に良くするためにあったらいい取組は何ですか？」

・古利根川河川の桜まつり

・仲間とウォーキング

・体操

・月１回俳句 10人くらい

・地域グループの活性会（そば打ち、旅行会、新年会、花見会）

・姫宮神社の活性化（物語の作成、コスプレ）

・集会所で美術展

・みんな（地元）で集会所を使っていく

・大通りに歩く道路的な場所になると良い（姫宮神社の前）

・西原公民館使えるようになると良いと思います

・春日部に抜ける道路があと一本欲しい

・駅前インフラの整備

・若い人の集まるイベントが欲しい

・地域のまつり

・踏切の歩道

・宮代かるたを広める



町長とチャブ台トーク 模造紙記入内容

【テーブル２】

問い１「あなたが自慢できるこの地域の良さは何ですか？」

・健康マッ歩

・姫宮神社

・自然

・雉が見られる

・ネオンがない

・治安がよい

・飲み屋が少なくなった

・川端橋下の鯉がすばらしい

・姫宮は風紀は良い

・姫宮は風紀が悪いところもある

・地域力

・御輿に参加する人は少ない

・新築が増えて若者が増えたが、運動会や祭りは減った

・姫宮落、笠原落桜がきれい

・遊歩道ができて歩行者が増えた

・杉の木が台風で傾いた

・姫宮神社 初詣行く

・宮代地区の遊歩道

・イベント等若い人の参加がない

・若い人が集まる（魅力のある）集いがない

・郵便局が近いので便利です

・姫宮橋の下に亀がたくさんいる



町長とチャブ台トーク 模造紙記入内容

問い２「この地域を更に良くするためにあったらいい取組は何ですか？」

・文化サークルに参加したい

・東武動物公園前の広い空地を活用して下さい

・若い人が楽しむ場は少ない？

・町民が町政に発言する場が少ない

・子供が生活しやすく緑のおじさん

・高齢者サロン

・若い家族の集まり

・家の近くの田んぼの周りに花を植え、種を撒き、花を見る楽しみをしています。この間までコ

スモス満開でした。

・人の集まりを増やし、対話を増やす

・地元商店の活性化で人の交流を増やす

・地域活動に参加（そば打ち、旅行、お花見）

・グループリーダーの養成

・ちゃぶ台トークのような場を多く設けたらどうですか

・地域の活力向上するような活動（具体的ではありませんが）

・地区でサロンをやりたい

・飲食店がほしい

・東京から多くの人が来るように観光、移住

・特産品の創作

・銀行のキャッシュｏｕｔ（コンビニでよいがない）

・16号から宮代に入る道を早く開道へ（北春日部－姫宮）

・若夫婦が地元にもっと組み込む企画はないか

・高齢者は元気！！

・横浜、川崎、所沢に比べてＬＥＤ照明が少なく暗い ５０m規制を変更



町長とチャブ台トーク 模造紙記入内容

【テーブル３】

問い１「あなたが自慢できるこの地域の良さは何ですか？」

・神社→姫宮駅→宮代町

・隼人掘川

・イカ公園

・団地の庭（各家庭の）季節ごとの花

・みんながやさしくていい

・隼人掘川が良い

・進修館や集会所で集まる人たちが多い

・川端のサロン

・庭

・皆さんの集う場所がある（集会所等）

問い２「この地域を更に良くするためにあったらいい取組は何ですか？」

・班の中で輪を保つことを考え、協力し合う

・歩道、舗道、ボランティア道の安全

・防犯、街灯ない 夜外に出る

・７７区長、町会長７割変わる

・地元で買うこと

・店を集める

・行事にもっと参加

・宮東には東寿会という会があります

・あいさつ

・地区－班仲良く

・それぞれの持ち味を十分に発揮できるチャンスをつくる場を身近につくる

・集会所の全面解放

・やっぱり人

・ボランティア参加（子供、高齢、若家族）

・魅力ある店

・地元で買う

・若い人

・老人会と子ども会のコラボで

・地元で買い物



町長とチャブ台トーク 模造紙記入内容

【テーブル４】

問い１「あなたが自慢できるこの地域の良さは何ですか？」

・古利根の河川（桜）

・駅が近い（利便）

・バランスの取れた人口構成

・グループ活動が活発に行われている

・昔は電車に乗っている人はほとんどわかった

・人の和

・体育祭等の団結力

・きれいな駅

・近所力が強い

・宮代高校

・街の中を若者が歩いている

・チーム力がある

・いじめがない

・和が保たれている

・高齢者であふれている

・圏央道ができて（幸手 IC）車の移動が便利になった

・二つの川に囲まれて自然が豊か

・（大地主）昭和４０年代スタート

・故島村政エ門さんがリーダーとなってくれた。引き継がれている

・地方出身者を地元の人が温かく迎え入れてくれる町（新潟、富山、群馬、福島など転勤者含む）

・子供達の教育（小、中）に適した町



町長とチャブ台トーク 模造紙記入内容

問い２「この地域を更に良くするためにあったらいい取組は何ですか？」

・常に子供と高齢者が集える場所

・子育て中の親が集える場所

・スポーツジム（無料）

・スポーツ（高齢者、若者）

・自然とのかかわり合い

・農家と若者のかかわり

・缶拾い

・安心して子育てが出来る場所

・誰もがイキイキと暮らせる取り組み（体を動かす、頭を使う、交流する、遊ぶ）

・農家レストラン←宮代の特産品

・子ども達の民泊←農業体験

・人の集まる場所があったらよいと思います

・店

・制度の変更←住居対策

・平成１６年国体 アーチェリー

・商店が増えるような施策がほしい

・地域センターを作りたい

・グループ活動

・老人と幼児のコラボ

・宮東には集会所が３か所あり、東寿会という老人の集まりがあります

・ボランティア活動

・駅前にミニ図書館

・百歳健康体操の普及拡大

・現在の良さを維持すること



町長とチャブ台トーク 模造紙記入内容

【テーブル５】

問い１「あなたが自慢できるこの地域の良さは何ですか？」

・景色がいい

・都市部へも近い

・自然豊かな場所へも近い

・住むには穴場

・地価がちょうどよい

・自然災害が少ない！

・盆踊りが行われ、子供が楽しみにしている

・大落古利根川の桜がきれいに咲く

・近くに駅がある

・家があるが静か

・田んぼがあるので野鳥や昆虫がいる

・富士山が見える

・姫宮駅にエレベーターが出来たこと

・住みやすい町

・公民館に近くて、利用できて幸せ

・町名ゆかりの姫宮神社

・老人施設が増えた

・子育てに最適です

・人情味がある

・誇り高い方がたくさんいていいことです

・散策に好適地がたくさんある



町長とチャブ台トーク 模造紙記入内容

問い２「この地域を更に良くするためにあったらいい取組は何ですか？」

・今の良い部分を維持して欲しい

・祭り事が減少しているので、負担の少ない形で実施して欲しい

・ 農村、町（住宅）、商工

・ 人の出入り、時代の流れ、変化

・ 維持、発展

・ バランス

・ 参加←手段

・ 要望はあるけれどやってみたいなぁ

・ 若い人の集まりが悪い

・ 東武動物公園駅前の開発

・ 集会に参加すること

・ 予算

・ 東武動物公園駅前空地の活用が遅い！

・ 高齢者パワーでデモをしてもっと盛り上げ（会を作成）加速させよう！東武、役場

・ もっと若者のコミュニケーションをもっと広げる会合を立ち上げ

・ 若い人たちが参加できることを

・ 若い⇔高齢者本音トーク

・ 若い人の力、意見→１０年後



町長とチャブ台トーク 模造紙記入内容

１０月２０日（土）ＰＭ 図書館

【テーブル１】

問い１「あなたが自慢できるこの地域の良さは何ですか？」

・（特別な地域性がない）⇒柔軟性がある

・新しい村、日工大がある

・駅ロータリーが利便性が良くなった！

・駅より役所が近い

・生まれ育った地域であるが自慢話がない

・西口

・道が狭い

・自然が多い

・飲み屋が多い

・（一応）ロータリーがある

・お店が閉まっているので静か

・ＺＯＯ（東武動物公園）

・ＳＬが置いてある

問い２「この地域を更に良くするためにあったらいい取組は何ですか？」

・小さなスペースでできるスポーツ（ボルダリング）

・金が掛かるも４５ホールのパークゴルフ場を作りたい。無理？ターゲット６０代

・９ホール４回

・お客（町外）を引っ張ってくる

・ポテンシャルはある地域なので、活用法次第

・工業団地の誘致

・女性が働ける環境 子育て短時間で働く

・人のふれあいを作る場

・不満があってこその良い点

・日工大、民間との取り組み

・本屋、ホームセンター線路のこっち側に

・工業団地

・特産

・働く場所

・人のふれ合い

・本屋、ホームセンター

・町と民間企業との取り組みについて（日工大、東武鉄道、東武動物公園）

・資源⇒農、人

・店などバンドが発表できる場

・大々的な竹の工作物展示

・西口の空き地を活用

・ラップ大会場



町長とチャブ台トーク 模造紙記入内容

・ホームセンターや本屋が欲しい

・人のふれあい（農業、婚活）



町長とチャブ台トーク 模造紙記入内容

【テーブル２】

問い１「あなたが自慢できるこの地域の良さは何ですか？」

・新しい村

・災害が少ない

・ボランティア精神が高い

・子供が素直な子が多い

・高齢化に伴い、町の運動会に若者に参加して欲しい

・空気が良い

・東小、笠原小、百間小

・元々海だった

・山・海ない

・子どもたちが素直

・自然多い、新しい村（地産地消）

・子供生まれる→米

・年配者のボランティア精神

・東小、教育に対していい感じ

・越してきた若い世代に期待している

・新しい村は「きれい」⇒地産地消

・子供が生まれてお米がもらえてうれしい

・空気が良い

・自然災害がない

・道仏新住宅地

・一昨年運動会に参加

・素直な子供が多い

・新しい村（地産地消）

・ボランティア精神が高い



町長とチャブ台トーク 模造紙記入内容

問い２「この地域を更に良くするためにあったらいい取組は何ですか？」

・職人みたいな人を見つけ出す

・地域の商店街を活性化する

・道路整備

・開発

・ふれあいセンターの再開発の一員に加わりたい

・人口を増やす⇒はじまらない

・新しいイベントをする

・学生 4千人（日工大）を上手に使う⇒店でお金を使う

・大学生にいろいろ話を聞くと様々な事が聞ける

・起業する→雇用促進

・西口再開発の提案する→協議会に関わりたい

・税収が変化する事に起業を

・商工力のＵＰ

・女性向けのオリジナルショップ（ファッション、食べ物）

・県の施設を設置して欲しい

・大学生が好きになる町

・西口駅前

・女性が働きやすい場所

・子育てひろば



町長とチャブ台トーク 模造紙記入内容

【テーブル３】

問い１「あなたが自慢できるこの地域の良さは何ですか？」

・人→祭り→市民主導

・イルミ→市民主導→町のお金無し

・大学

・進修館

・新しい村→自然

・目新しいイベント？

・新しい村のロケーション

・東武公から駅までの地の利

・ＺＯＯ

・他になびかない

・桜４０００本

・市民が動く

・若者の店が増えた（カフェ、レストラン、パン店）

問い２「この地域を更に良くするためにあったらいい取組は何ですか？」

・発信力強化→ＳＮＳ twitter インスタ

・泊まるところ

・新しい村改革

・西口のシャッター通り改善

・西口の空地を～～

・区長（新入りがたくさん入った区）

・日工大、東武公、東武鉄道、より魅力的なＰＲを！！

・新しい村の移設 目立つところに

・東武公の利用→活性化

・役場前のＳＬの活用（もったいない）

・ポテンシャルあり

・知恵を出そう

・情報発信力の強化

・工夫が必要

・お店の経営

・新町長に期待

・町ＨＰかわいい

・駅前の開発 例：花

・ポテンシャルはたくさんある。工夫次第

・区長として関わる

・西口空地の開発促進

・ボランティア、マンパワー、若い新住民



町長とチャブ台トーク 模造紙記入内容

・引き出す大学生の力！



町長とチャブ台トーク 模造紙記入内容

【テーブル４】

問い１「あなたが自慢できるこの地域の良さは何ですか？」

・静かでよい

・進修館は人と人が出会う場所になっていて、建物もステキ

・子育て世帯が増えている

・散歩しやすい

・桜並木がたくさんある

・資料館はスゴイ

・住みよい

・交通の便が良い

・通勤に便利

・住みやすい

・自然が残っている

・庁舎が立派

・人口が増加中

・新しい村で買い物できる

・山崎山は癒される

・笠原小はステキ！

問い２「この地域を更に良くするためにあったらいい取組は何ですか？」

・市街化調整区域を市街化区域に変更して欲しい

・目に付いた場所の草刈り

・ごみ収集を独居宅に 社協に頼らないシステムが欲しい

・高齢者、小学～中学生の楽しめる場所が欲しい

・話がしたい！

・学童、保育園

・竹のアートに来て（10月２７日）

・竹馬で子供の体力アップ（幸手ひまわり幼稚園）

・子供が遊べるバスケット場

・新しい村にレストランが欲しい

・市街化区域は宮代町庁舎を中心に 2ｋｍ以内を市街化調整区域を変更して定住化を進めてもら

いたい

・放課後子どもたちと

・高学年から行き場がない

・子育て

・竹 あるものを活用して！

・貸し農園

・スケボー場

・総合病院、ファミレスが欲しい

・放置されている竹林等の有効活用



町長とチャブ台トーク 模造紙記入内容

・宿泊できる所 駅前ホテル 駅前保育所

・議員・職員への働きかけ。問題提起



町長とチャブ台トーク 模造紙記入内容

１０月２１日（日）ＡＭ 和戸公民館

【テーブル１】

問い１「あなたが自慢できるこの地域の良さは何ですか？」

・一番あいさつしてくれる街

・集まる場所がある

・地域活動充実

・地域の人間関係深める

・犬の仲間

・古利根川の夕日

・備前掘川の夕景

・車の免許ないので循環バス利用してます

・犬の散歩で仲間が増える

・新しく越してきた人も犬仲間で対話できる

・古利根川べりの犬散歩和戸地区

・須賀小・中コースを散歩して元気な声であいさつ

・自然環境がよい

・参加！

○宮代台

・住民同志が干渉をしないこと

・夏祭り、文化祭、大掃除など協力しているが、最近は徐々に衰退してきている

・集会所があります

・挨拶

・春と秋の掃除

・月曜クラブ料理と歌を歌う→オカリナ

・夏祭り、文化祭

○西粂原

・おだやかに暮らせる

・循環バスの乗り場があるといいな

・集会所で集まりがある。でも、世代によって集まる場所はあるかどうか？

・早朝近所の人たちで歩いている



町長とチャブ台トーク 模造紙記入内容

問い２「この地域を更に良くするためにあったらいい取組は何ですか？」

・新規参入者に対する宮代町のアッピールが必要

・地域の集会（楽しむ）できる場所の設定

・夏休み、春休み、冬休みのイベントで３０代、４０代、５０代

親子料理教室

スポーツ大会（輪投げ、ボール投げ）

・丁目の発展

・集めるためにお店を増やすこと

・ボランティアの表彰（参加団体、個人）

年間ボランティア大賞ベスト３表彰状、商品券

・ボランティアグループへの報奨金制度（貢献度に応じて）

・六花

・２４時間診てくれる病院が少ない

・派出所、消防署も少ない

・人命出動するのにも大きな病院が少ない

・地域に（近くに）サロンが出来て、気軽に参加するようにしていくとよい（少ない）

・ご近所づきあいをして自分をよく知ってもらう

・悩み等の共有していく

・介護や家の全般話し合う

・和戸のまつりを無くさないように！スタッフとして参加する

・地域サロンに参加



町長とチャブ台トーク 模造紙記入内容

【テーブル２】

問い１「あなたが自慢できるこの地域の良さは何ですか？」

・季節（秋）農家さんのブドウ畑がある

・御成街道が通る

・高齢化に伴い工業大学の若い人たちがいること

・須賀は小中学校がそばで、子供達にとっても良い影響ではないか

・近くに運動公園があっていいね！

・歴史ある和戸教会

・町内巨峰発祥の地

・武士も通った鎌倉街道御成街道

・身代神社境内に古代蓮が咲く

・県内最初の（明治 11年）キリスト教会

・電車、医者（内科）、買い物（スーパー）その他さほど遠くないところに生活に必要なものが

全てある

・須賀小のかや（３００年がらみ）Ｈ２３．１０樹木医

・須賀地区出身で社会に尽くした方小学校の校長室に保存

・鎌倉街道が通る（あずま鏡）古利根を渡って高野に出る記述あり

○深戸地区

・和戸駅まで歩いて行けるので便利

・近くにスーパーがあるので便利

○和戸地区

・生活に便利

○宮代台

・遠くに山が良く見え、そばに田んぼがある。



町長とチャブ台トーク 模造紙記入内容

問い２「この地域を更に良くするためにあったらいい取組は何ですか？」

・あったらいいね！和戸駅の東口・西口

・野外ステージがあったらいいね

・音楽で地域活動できたら

・カフェがないのであったらいいね！

・100歳長寿の時代で長く元気でいるために気楽に立ち寄って運動していくところ

・道路幅を広くする

・和戸 1丁目から５丁目の公園が少ない

・商店街を作ってほしい（スーパー）

・ラジオ体操に参加

・和戸駅にもう一つの出入口を作ってほしい

・ふるさと納税増加

・空き家の再活用をにぎわいの種に

・人口増のために市街化地域率のＵＰは？→農ある町との

・西口の市街地化

・いろいろなボランティアをやってみたいです

・元気参加

・カラオケ・踊りで元気元気

・道路整備



町長とチャブ台トーク 模造紙記入内容

【テーブル３】

問い１「あなたが自慢できるこの地域の良さは何ですか？」

・新井町長はみんなの声を良く聞くから良い

・以前は町外にパートに出ていたが、今はパートに出る場所がない

・５０年前に来たときは土地の人とのつながりが大変だった

・５５年前は古利根は桜堤だった

・みんな砂利道だった

・色々な年代の人が住んでいる

・駅が近い

・地域の人が活発に動いてくれている

・1週間でも１日でも長く生きる

・病に勝つ

・六花を作ったのは私

・この町は人が財産です

・30～50年在住の方もいる！？

・地域に全世代の方が生活していて楽しかった

・地元の方々に新住民はなかなか交流するのが大変だった

・名前は知らないけれど顔はなんとなく分かる町

・六花があるから安心！！リハビリ、小児科、１９床

・引っ越したころは遠くまで桜並木見通せたくらい穏やかで環境が良くてうれしかった いいと

ころに来たなぁ～

・４５年間住んでいる

・宮代台以外の皆さんとコミュニケーションができ、すばらしい！！

○和戸

・人間関係の充実

・地域の人間性

・和戸地区１０００世帯 Ｈ３０現在

・５丁目住民は交流ないです

○宮代台

・高齢化が進み、隣人関係のコミュニケーションが全く不足である。残念ですが



町長とチャブ台トーク 模造紙記入内容

問い２「この地域を更に良くするためにあったらいい取組は何ですか？」

・宮代台住民の要望、希望を組み取る仕組みを作るよう自治会が運営すること

（住民要望を組み取る面が弱いので）

・自治会、町に粘り強く要望していきたい

・各地区によって問題点が異なるので、地域ごとに対話してほしい

・参加できる行事ボランティアに参加する

・和戸地区のチーム力

・地域のパーティー→サロン

・主人を介護しているので自分が元気でいたい

・明るい日々を送りたい

・町内会の充実化（若い人たちの参加ＰＲ）

・コミュニケーションＵＰ



町長とチャブ台トーク 模造紙記入内容

【テーブル４】

問い１「あなたが自慢できるこの地域の良さは何ですか？」

・全国各地の出身者がいっぱい住んでいる

・埼玉で一番古い和戸教会

・宮代町に住んで４０年経った。道路が良くなって助かりました

・５０年前より交通の便がよくなり景色も大変良くなりました

・住宅も増え、町内団結して仲良くにぎやかにがんばっています

・災害も少なく、周りの整備も出来、街灯もあちこちにあり、防犯対策もできていますね

・昭和４１年ごろは畑、田んぼだけでさみしい所でしたが、今は家も増え、住みやすくなりまし

た。ただ店が少ないのが…ほかは特にありません

問い２「この地域を更に良くするためにあったらいい取組は何ですか？」

・若い人との交流をもっと多くしたい

・古い人が若い人を家に呼ぶとよい

・世代間の壁をこわしたい

・地域の行事に若い人が参加できるようにしたい

・数年先の高齢化の事を考え、30代、40代の人たちが町のことに関心をもってもらえるような

取り組みをしてほしい（宮代町全体として）

・子供イベントで集客

・防災の参加を増やすための工夫

・町民食堂（給食みたいな）

・町のお手伝いしたいなぁ～何があるの？

・若い世代と交流したい→バーベキュー、食べ物！！

・和戸駅、姫宮、東武動物公園３駅長・職員との懇親会の開催

・駅長と行くツアーの開催

・移住者のための勉強会、講習会（例：郷土資料館、進修館、宮代町の歴史）

・宮代をアピール

・学芸員さん保健師さん活躍してほしい

・和戸駅西口を開く→西粂原も宮代台も便利

・空き地には新しい若い人が住みやすい

・市街化調整区域は家が作れない（西粂原）

・西口地域の意見をまとめる力は役場にしかないのではないか！

・和戸駅の北側（御成街道）の跡地に人道を残してほしい



町長とチャブ台トーク 模造紙記入内容

【テーブル５】

問い１「あなたが自慢できるこの地域の良さは何ですか？」

・子供がよくあいさつをする

・自然（古利根川・備前掘川）がある

・駅が近く便利

・災害がほとんどない

・助け合う気持ちが見られる

・地域のシンボル小中学校がある

・桜並木が美しい（公園周辺）

・都内に行くにも観光地に行くにも交通の便が良い

・和戸の古利根川沿いの桜、野鳥

・災害が少ない

・駅が近い

・地域は人柄が良い

・長寿

・活動するのに協力的な人が多い

・災害が少ない

・周りの人に気楽に挨拶ができない

・人柄がよい人が多いが、扱いが難しい

・都内に出るのが便利

・静かで空気がきれい



町長とチャブ台トーク 模造紙記入内容

問い２「この地域を更に良くするためにあったらいい取組は何ですか？」

・いろんな世代の人たちが話せる場があればいいのでは？ただ、私達の世代が参加していない

・今日のようなちゃぶ台トークはおもしろい

・ちゃぶ台トークに来ること

・行事の企画を見直す

・子供のころからたくさんの世代と話せる機会を設けることがあるといいな。参加してみたい。

・こんなことおもしろかったよと人に話してみる

・障害がある子がいても地域に参加しやすくなるといいな

・宮代の野菜を使った鍋会

・各自進んで色々な行事、催し物に参加する

・他地区から移り住んだ方が多いため、この地域の歴史について知る。そこから地域に対する愛

着が深まる

・農業をもっと広げる

・今、自分の足で動けるうちに色々な行事に参加し、今でしか出来ないことにどんどん挑戦した

い。身体のため、心身共に！

・まずは地域の人たちとの交流の場を多く作り、意見を出し合いながら、地域を作り上げること

から始めましょう！

・防犯、防火体制を推進して安全・安心をさらに強化していく

・お互いに顔の見える関係を作る

・コミュニケーションの活発性

・高齢化、少子化を地域で考え対応していく

・役場職員の顔が見えて意見を言いやすい

・幼稚園から小中学校の人たちが集まって行事を作って、たくさんのお友達とのコミュニケーシ

ョンをＵＰしてほしい。

・他市町村より子育てのサービスをＵＰしてほしい

・シニア＋若い方々との交流の場（食堂、カフェとか）が欲しい

・気軽に立ち寄り、自然におしゃべり 子供を介して話せるといいなぁ～

・近隣から、あるいはアクセスがいいので最近はやりの「トカ田舎」のみやしろです～

イベントなど、よさを知ってもらうことを考えていく工夫をする。外国人もゲットしよう。

・“農ある町”農家の方や商売の方など逃げられない方々の意見を反映して柱にして考えていく。



町長とチャブ台トーク 模造紙記入内容

１０月２１日（日）ＰＭ 百間公民館

問い１「あなたが自慢できるこの地域の良さは何ですか？」

・川の鳥が見られる

・車の通りが少ない

・歩くと川面がある

・空気がきれい

・散歩が楽しい！

・災害がない

・身近な生活（飲食店等）が駅近くにある

・高い建物がなくて空が広くてよい

・富士山が見える

・朝散歩するのが気持ちいいい

・自転車で走るのが気持ちいい

・都心に通勤もできる

・水害を経験して水害に強い町

・歩いていける鉄道駅

問い２「この地域を更に良くするためにあったらいい取組は何ですか？」

・古利根の良さを発信するグループ

・地域のイベント←子ども会の参加→作品の展示

・幼児、小学生など子供達の作品の展示で交流しては？

・人口増

・集会所

・鳥の案内表示

・地区のイベント

・地域の子供達と高齢者との交流をどう進めていくか？

・地域の子供達の展覧会←町のアートイベント、写真展の開催

・移住者と長く住んでいる方との交流する場所があるとよい

・お酒を飲んで交流できる場所

・川つながっている

・川鳥を紹介するツアー

・星がよく見える

・夜が暗くて静か

・小学生が挨拶する

・古利根地区でのイベントは少ない（盆踊りは昔やっていた）


