第 5 回総合計画審議会 資料３

将来都市像についてのキャッチフレーズ集
6 ⽉に実施した意識調査の際に回答いただいたキャッチフレーズ
問 将来の宮代町の姿について、簡単な標語やキャッチ
フレーズで表現してください。また、その標語、キャッ
チフレーズについてのあなたの願いや、お考え等があれ
ばお書きください。

○宮代町住⺠意識調査・・・・・・・・・ｐ１
（18 歳以上の町⺠ 3,000 人を対象）
○宮代町転⼊者意識調査結果・・・・・・ｐ１４
（18 歳以上の転入者 1,000 人を対象）

全町民
【10〜20 代】○女性
標語・キャッチフレーズ
ありそうでない町、宮代
がんばれ宮代
自然いっぱい宮代町！
大人も子供も過ごしやすい町
駅から広がるにぎわいのまち
緑のまち、宮代
自然がたくさん宮代町
若者が空気を創る宮代町

考え
一見よくありそうな町に見えるが、笠原小学校や進修館などのユニークな建物のある個
性的な町だから
高齢者に優しい町になってもらいたい。
道路整備をがんばってほしい
自然がいっぱいで子育てとかにはとても良い環境なのかなと思います。
東武動物公園、新しい村、日工大など、魅力が多いので、これらを有効活用してほし
い。
東武動物公園駅の周りがもっと発展してほしい
豊かな自然、田園風景が宮代町の大きな魅力の一つだと思うので。
豊かな自然が後世まで残ってほしいと感じた
若い人がやりたいと思った事を町全体で支えられる町になったら良いなと願います。

みんながにこにこ HOT 宮代
子育て中の親や老人が生活しやすい、店やふれあう場所が必要
【キャッチフレーズのみ】
「Smile Community Town」「安心安全の町 宮代町」

【10〜20 代】○男性
標語・キャッチフレーズ
安心のまち みやしろ

考え
大型施設は無くても、防災・子育て・教育・福祉などの面で安心して暮らせる町にしてほ
しい。
人材の育成による地域活性化 現在学園都市となる場所では毎年学生が入学する上に、様々な考えを持った生徒など
の意見を聞ける｡大学などからは人材がもらえたり､協力を得られやすく､高校や中学で
は若い年代の意見が聞けるからである｡大型の買い物のできる店などは駅前に１つある
程度で良いと考える。まずは人材の育成と地域活性化が必要だと思った。
季節を感じる自然豊かな町みや 桜並木のように、自然を、壊すこと無く、地域を活性化させてください。
しろ
埼玉の田園調布
建物だらけの殺風景な町ではなく、自然もあるストレスの溜まらない町にしてほしい
A free city full of greenery〜笑顔 緑に囲まれ､人の優しさに囲まれ、人は育っていくことを伝えたい
の輪を広げる〜
いろいろなのがすこしだけある 今あるものを活かすべき、東武動物公園とか
ぞ！みやしろ！
さわやかな風吹く緑豊かな自然 自然を残した方がいい。
残る宮代町
ペットと暮らせる街
ドッグラン場などを作ってほしい
古き良き宮代町
残る自然をできるかぎり残してほしい。
人と人が繋がる町 宮代
人が人に関心を示さなくなってきた昨今、これからは周りの人とのつながりを持ち住民相
互で街を見守り､防犯治安の向上、高齢者の支援等、町の環境を良くしていきたい.そう
なってほしい。
緑あふれるクリーンな街！宮
宮代町は都市化を進めるよりも森林や田園風景を大切にした方が将来的にも良さが輝
代！
くと思う
自然や動物が身近な町
もっと宮代の自然や東武動物公園の良さを全面的にアピールしても良いのかなと感じま
す。
笑う町民！輝く宮代！
私は周りの人が笑顔でいると幸せを感じます。きっと町民が笑顔でいられれば自然と町
全体が輝くと考え書きました。「毎日笑顔」すてきです。
【キャッチフレーズのみ】
「自然との共存」「きらきら輝く子供をみんなで支えよう！育てよう！」
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全町民
【30 代】○女性
標語・キャッチフレーズ
足がない、老人孤独死、過疎化
する
助け合い笑顔生まれる共生社会
つながろう人と人、自然がやさし
く輝くまちで
世代を超えて住みやすい町
過ごしやすい町 宮代町
ここにいるよ宮代町
玉手箱の町

緑豊かな宮代町！
懐かしい風景がある町
安心・安全・きらきら輝る町
駅ビルで活性化、便利になった
宮代
どうぶつニコニコ こどもニコニコ
みんなニコニコ宮代町！
おもしろみやしろ
ちょうど良い町
花のあふれる宮代
かがやけ宮代−やさしさ大切、
みんなで守ろう
緑と水辺そして人。誰もがかが
やく宮代町
自然豊かな宮代町で！子育て
も！老後も！
緑豊かな町 宮代

エコな町みやしろ町

考え
歩いて買い物に行ける所が少なく不便。老人の一人暮らしを把握しておかないと孤
独死がどんどん増える｡ファミリー層の獲得に力を入れないと人がいなくなる。
今、子育て世帯も増えているが、高齢者もとても多い。幅広い年代の男女、また障害
の有無にかかわらず､助け合い、笑顔で生活できる地域であってほしい
高齢の方が増えていく宮代町で若い方達との関わるコミュニティの場を（芸術関係が
共通か）もっと増やして、支え合ったり、老若男女楽しめる活気ある町にしたい。宮代
町の自然を守るためにももっと住民の力や町外の力を借りてもいいのでは？
子どもからお年寄りまで、お互いに助け合うことのできる住みやすい町になってくれれ
ば良いと思います。
静かに自由にのんびり出来る場所でありたい。そんな生活を過ごしていきたい
消滅しないでほしい
玉手箱は珍しいものだったり、すばらしいものが多くあるという意味もあり、宮代町の工
芸品を活かしたり、自然豊かな場所をもっと活用した公園を作ったり、今あるすばらし
いものをもっと良く見せる工夫をし、魅力ある町を作ってほしい。
田んぼや木など緑は守っていってほしいです
田んぼや畑があり、自分が育った風景に似ているのでこの風景を残してほしい。蛍が
とんでいたらいいな。
小さい子どもからお年寄りまで安心・安全に過ごせて一人一人がキラキラひかってる
様子
東武公駅の空き地に昔の計画通り、駅ビルを作ってほしい。イメージ:越谷駅と同様の
店舗
動物園をメインにお年寄りがのんびりできるベンチや、子どもたちが楽しく遊べる公園
を増やして、駅前の活性化を目指して笑いの絶えない街づくりをしたい。
東武動物公園や新しい村、日本工業大学、進修館さらに活用し､若い人達が訪れた
り､住んでもらえるようおもしろいと思ってもらえるような町になってほしい。
都市すぎず、緑もあって、交通も便利で、病院・学校など施設も整っていて（完璧じゃ
なくてもまあまあ揃っている）、子どもから老人まで住みやすい町
花でいっぱいにしたい
まだまだ発展していない宮代なので､色々な事に取り組み、声を掛け合い、宮代の良
さは守っていき、高齢者も大切に若者達が守っていく町づくりを目指す。
緑や水のキラキラとした輝き。子どもからお年寄りまでがそれぞれのステージで深呼
吸をするように自分らしく,キラキラとした姿を想像したものであります。
宮代の田園風景、大好きです。少なくなってしまうのはさみしい。未来の宮代も住宅
ばかりでない,田んぼの景色を残したい。
宮代町の豊かな自然の中で子育てがしたいと思い２年前東京から移住してきました｡
都内への通勤が出来る範囲で一番豊かな自然が残っているのが宮代だと思います。
宮代町はゴミの分別がしっかりしているので、それを継続してクリーンな町になってほ
しい。
もっと駅前が賑やかになってほしい

明るい町づくり
【キャッチフレーズのみ】
「笑顔あふれる町」「あいさつで えがおまんかい 宮代町」「自然豊か、ウェルカム、ていねい」「いつでもどこでも 笑顔
があふれる町」
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全町民
【30 代】○男性
標語・キャッチフレーズ
安全な環境で、みんなのおかげ
で感謝します
世代を超えて誰もが住みやすい
宮代町
住んだら良いトコ 宮代
緑あるビジネスパーク
住みやすい町 おもしろい町
老若男女に優しい街
懐かしさと新しさのある町宮代町
ずっとキラキラ輝ける街みやしろ
田園未来都市みやしろ
どの世代もゆったり過ごせる町

考え
駅の外、店がつくるかな、たのしみです
子どもからお年寄りまで人種を問わず,皆が楽しく住みやすい宮代町になってほしい
静かで住み良い宮代。人口増加を望んで。
自然は残しつつ企業誘致を進めていく宮代町
自然豊かで住みやすく、東武動物公園をはじめ、自然を生かしたテーマパーク等を
作ることでおもしろい町になってほしい
実際の所、高齢化からは逃げられないでしょう。だからこそ、それ以外の人にもやさし
い街にすることで、若い人も定住するんじゃないでしょうか。
田畑があり､懐かしい風景があると同時に動物園等の新しさもある
小さな子どもから大人まで、東武動物公園でのレジャー、日本工業大学での学び、レ
ジャーや学問に特化した一生住み続けたい街になってほしい
パッと見ど田舎。実はハイテク。
派手なショッピングモール等がなくても、日常的に必要な施設がそろっていて適度に
自然や活動する機会があれば良い。きれいで気持ちよく、住めれば良い
宮代産を生かしつつ、町内でもっと飲食や買い物、イベントを楽しみたい。駅前に半
屋内型、フリーマーケット市場を作って欲しい。
古いものを活かして新しいものと上手く共存させる

皆で作ろう、宮代マーケット！皆
で行こう、みやしろマーケット！
古き良き町
【キャッチフレーズのみ】
「世界のどこにもない自然共生で持続可能な町」「子どもにやさしいまち」「誰もが安全安心に暮らせる町」「人と自然が共
生する町」
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全町民
【40 代】○女性
標語・キャッチフレーズ
住めばみやしろ
子供から高齢者までが充実した
生活が送れる町
近所の人とほどよくつながるす
みよいまち
コンパクトさがちょうど良い。古き
良き新しい宮代町。
『緑かがやくコンパクトシティ』が
気に入っているので、思い浮か
びません。
安心して子育てできる町！宮代
町
自然豊かで幅広い世代の共生
寄りそえる町、宮代
みどりあふれる、やすらぎの町。
しき（四季）を感じられる、ろまん
（ロマン）あふれる里。
豊かな街
ほどほどに田舎ほどほどに都会
生活に便利な田舎暮らし
高齢者に一番優しい町
駅へ降りた時から「ただいま」と
言える安全で､人の暮らしの見え
る町
３世代が穏やかに笑顔で暮らせ
る宮代町
みんなで安心のまちづくり
人も自然も。いきいき宮代。
みんなが穏やかに暮らせる町
○みんなに○やさしい○しあわ
せいっぱい○ろーかるタウン
住みたくなる町
緑とともにのびのび生きよう 宮
代町
宮代でココロもカラダも大きくな
あれ♪
「ホタルの町・宮代」
輝け宮代！
幸福度 No.1 の町へ 宮代
安心な町づくり

考え
「住めば都」ということわざより､住み慣れれば都と同じように住み心地が良いと感じて
くる
買い物がもっと便利になると良い｡高齢者が徒歩、自転車で行ける範囲にお店が充
実することを望みます。
顔が分かりあいさつ等でつながり、小さくてもコミュニティが取りやすい
合併が進んでしまうと地域の特色や歴史等、個性が出しにくくなる。財政的には厳し
いかもしれないが、小さな町ならではの小回りの良さで,持続可能な宮代町のあり方を
見いだし、自然や歴史的風景も残しつつ,新しい自治体のモデルを模索してほしい
合併しなくていいと思います。

子育て世代が増えれば人口も増し税収も安定すると思う｡手ごろな価格のマンション
等を建てる事は難しいのでしょうか？
言葉そのままです｡キジがいるこの環境をなくすことなく、子供から年配の方まで幅広
く住まえる町であってほしい。
子どもや高齢の方にも相手の立場になって優しい気持ちでみんなが寄りそえたらい
い町になると思う
今後も緑がたくさんあって、（新しい村など）巨峰や桜など季節を楽しめるような心地よ
い町であってほしいと思います。
自然豊かな環境で、生活に必要な設備の整った町で、心豊かに過ごせる快適な町
自然を残しつつほどよく利便性が良い町を望みます。
生活に不便はないけど、自然を感じて暮らせる街でいつまでもあってほしいです。
そのうち人生 90 年くらいになりそうなので,更に福祉が充実していく必要性を感じま
す。
東武公駅前の開発急務。住居兼商業施設の誘致、交番の設置希望

どの世代も住みやすい町づくりを望みます
どんな世代の人でも安心して住める環境を、町民一人一人ができることを考え行動し
てつくっていけたら良いと思います。
人も自然も目をかけ育てないと荒れてしまう｡町全体で生きやすい宮代であってほし
い。
一人一人が自分に得意なこと､出来ることを生かしながら生活できるように
福祉体制など小さな町ならではのきめ細やかな活動は大変評価できると思います｡人
のやさしさ、自然をいつまでも大切に、水・土・みどりがあれば心も豊かに生きられま
す｡町中に顔見知りが増えるようなまとまりのある町になればいいですね。
保育園の数を増やし,若い家族が移り住んで来たくなるような町になれば良いと思う。
宮代は緑の多い所です｡その良さを活かして皆がのびのび、心豊かに生活できたら
良いなと思います。
宮代町の豊かな環境で､人も企業も成長していってほしいです。
昔は、宮代町にホタルが沢山いたと聞きましたが、私は見た事がありません。もし、そ
んな町にもう一度戻れたらいいなと思います。
もうちょっと発展してほしいという願いから
ゆりかごから墓場まで幸福な町が理想の町
老後や、子供に優しい安心に住める町にしてほしい
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全町民
発展性のある町づくり

子供とお年寄りの笑顔を守る町

和戸駅前など 40 年前とほとんど変化がない。時が止まっているというか、死んでいる
ような町なのでもっと発展してほしい。商業施設（コストコ等）誘致など積極的に考えて
ほしい｡無駄に土地が余っていてもったいない。
道佛地区に若い家族の移住が増え、子どもも増えている｡そして昔からすんでいるお
年寄りの方も増えている｡子供にもお年よりにも優しい町づくり。

【キャッチフレーズのみ】
「住むのにちょうどいい宮代町」「住んでよかった宮代町」「使えるじゃん みやしろ！」「世代を問わずつながりのある町」

【40 代】○男性
標語・キャッチフレーズ
①宮代は MIYASHIRO へ。②人
の輪で時代を繋ぐ宮代町
安全安心がどこにでもある街
宮代の 町民誰も ハナレンジャ
ー（離れん）
いろんな年代の人たちとのつな
がりがある町
パワースポットの町。宮される
町。宮代パワースポット。
公平な町、みやしろ
子育てや高齢者に優しい宮代、
スマホ自転車をなくそう！
自然豊かな住みやすい町
障がい者と健常者との共存

街と田舎
文化香る田園の町
きやっせ宮代
トトロの住む町宮代

未来につなぐ町民参加の町づく
り
やさしい宮代
家族の町
だれひとり取り残されないまち
緑と共に悠久の時を刻む宮代町
を目指して
未来の明るいみやしろ

考え
①町の取組みと行動が世界のトレンドに入る日へ。②人の仕合いは、新旧も不変であ
る。
安全安心して住める街になっていければ…
今住んでいる町民がやっぱり宮代が好きで、誰も離れられない町にしていきたいと思
うが…どうすればいいのかがわかりません。すみません。
いろんな人たちとの助け合いが重要
神のパワーが宿る町。いやしの町。いやされる→宮される。
子育てや高齢者が重要視されることが多いが、私達のような夫婦世帯のも、支援を拡
げてほしいと思います。
最近テレビなどで報道されることが多くなっています。交通事故（自転車、車）が気に
なります。子供が居る家庭は特に事故がない宮代にしてほしいです。
自然を第一にできれば駅前等にお店がもっとほしい（衣料品店等）
障がいを同級生に話したら相手にしてくれなくなりました｡たしかに障がいを持ってい
る人とつきあうのは疲れるでしょう。障がいを持っているから配慮してほしいとか甘えら
れるというのは違いますが、今後年を重ねるうちに健常者の方とも付き合いが大事に
なるので、健常者の方とも交流していきたいです。
商業施設や大学等人が集まる場所と、自然や田畑が残る場所の両方がある町
進修館を中心とし,文化を発信し続け,田園風景を守っていってほしいです
住みよい町、楽しい町として考える
トトロが生まれてからだいぶ経ちますが、大人から子供までしたしまれるそんな自然に
あふれた町、少し不便でも逆にそれがいい、そんな町づくり。現代の便利さと宮代の
自然を生かした町になるといいと思います。
働き方改革により、自由な時間が増えたサラリーマンを活用。ワークショップ活動等で
主体的に貢献できる仕組み（土台）を作る
人や物全てにおいて安全かつ有意義な町であってほしい
一人暮らし世帯ではなく家族で住める
不登校児や福祉サービスから取り残されている現状があるから
宮代町の強みは自然が多いことだと思います。
子ども達の暮らしやすい町づくりを望む
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全町民
【50 代】○女性
標語・キャッチフレーズ
安心と安全な生活
医療充実
税収入による財源確保と住民の
ための生活の質の向上を図る

豊かな自然の中で安心して子ど
もを育てられる町
自然と住みやすさ
安心して暮らせる宮代町
ずっと住みたい町
生き活き暮らせる町、宮代
0 才から 100 才まで！笑顔あふ
れる宮代！
老若男女みな仲良く！
埼玉のウブドゥを目指せ！！

考え
３６５日朝から夜まで衣・食・住全てが安心で安全があったら一番です
医療が充実すれば子ども、大人が集まると思う
合併が無い以上活性化、将来は望めない。杉戸の様に企業誘致が無い事で企業か
らの税収入が無い事でお金の無い町（お金が無ければ物を買うことや信用が出ない）
４０才以上の健康診断も人数限定で平日の時間指定での申し込み、パート（短時間）
では会社の健康診断は受けられず、町での不平等な扱いで受けられないのは不合
理です。
季節ごとに咲く花や､鳴く虫の声を聞きなが感情豊かな人が育ってほしいと思う（勉強
はもちろんのこと）
現状では無理、住みたい町になれるよう複合施設が必要
交通事故を防ぐインフラ整備（信号、歩道、街灯 etc）と緑のある治安の良い住宅地
死ぬまで安心して暮らせるといいなと思います
住民一人一人が町での生活を楽しめる町
ずっと住み続けたいと思える町づくり
楽しく生活したいです
田園風景とホタル、バリのウブドゥの様だと友人に言われました。山崎の新しい村の周
辺は散歩していて本当に気持ちがいいです。
と言える様な町になってほしい
福祉に今以上に力を入れてほしい
毎日ゴミ拾いしていますが、マナー違反者が減らせたらいいと思います。
未開発の駅前（西口）有効活用

「やっぱ宮代でしょ！」
高齢者、障がい者にやさしい町
美しい宮代町へ
一日楽しく過ごせる町（大人も子
どもも）
それぞれの花を咲かせよう、こ
みんなちがってみんないい。ひとつひとつの思いがあつまって町をつくる。あなたと
の町で。
私、ちがうけど、同じ町に住んだのは何かの縁？
【キャッチフレーズのみ】
「住民一人一人を大切にする町→宮代」「 自然の中で豊かな生活を送れる空間 宮代町」「安心して暮らせるまち」
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全町民
【50 代】○男性
標語・キャッチフレーズ
自然豊かな安らぎの町

考え
新しい村 へ続く道は軽井沢の雰囲気に似ているので駅よりの道から設備して自然
を残しつつ観光地化を目指して欲しい
未来都市 Miyashiro
40 年変わることのなかった町を人の集まる町への改革
自然と共生する街
今ある豊かな自然を生かした街づくりをしていく
住みよい街
風通しの良い街づくり
田と街の折衷
区画整理等の開発を行えば、確実に人口は増える。しかしながら都市計画に精通し
た技術者がいるのか、宮代町の将来をどのように考えているのか不明。職員が考えら
れないのであれば、外から意見を入れる｡住みやすい町に、宮代町を出た人達が戻
って来たくなるような街。
人に優しい平和を愛する町
子供達が安心して生きていける平和な町になってほしい
残そうよ 今の宮代 未来に向け 自然や犯罪の少なさなど､今の宮代町には多くの誇れる部分があるので､未来にもつ
て
ないでいきたいと思ったから
緑と水の宮代町
自然を生かした中で、道路を広く､ストレスの少ない老後を過ごせる様に希望します。
ふるさと宮代町
情報が少なくて分からない
農ある街づくり
自然体の町 宮代
生き物と共存する町
和み憩うまちみやしろ

市民づくり
情報が少なくて考えられない
食は地元で
人工的と自然がお互いに強調し、住む人々、訪れる人々が 素 の、 本来 の自分で
居られる、戻れる様な町。
水田、畑、自然環境を、次もまたその次の世代にも引き継いでいけるように
清閑と安らげる空気のある所を感じています。都会と田舎の中和された頃合いの良い
土地柄で､この風土が何よりの資源であると感じています。
宅地開発が進み、町の景色も年々変化してきています。昔ながらの自然や田園風景
を残しつつ、発展をとげてほしいと願います。
治安とか充実してほしいから。
東武動物公園があるので、子供が集まる。子供の笑い声が聞こえるまちにしたい。
東武動物公園や日本工業大学、トクホンなど割とビッグネームな環境があるので,その
人達をメンバーの中心とする宮代ブランドを立ち上げてもらいたい。
町出身者の結婚率日本一を目指し､小学生、中学生高等学校生を教育する
みなさんに宮代の良さを伝えていきたい
宮代町の将来像が不明
宮代町特産の巨峰をより一層広めていき、収入増としていきたい。やりがいのある魅
力ある巨峰作り（新規就農者大歓迎）

豊かな自然と美しい街並み み
やしろ
安心・安全・ゆとりの宮代
子供が集まるまち、宮代
小さくても大きなチャンスのある
町
「ZOO っとパートナー」宮代
輝け県内 No,1
合併して「市」へ
巨峰作り「明るく元気に前向き
に」
【キャッチフレーズのみ】
「住んでここち良い街、安心して暮らせる街」「水とみどりの町みやしろ」「自然あふれる宮代」「自然と友達になれる町」
「ナチュラル ミヤシロ！」「発展は春日部にまかせて今の宮代を残してほしい」「姫宮なな子」「やっぱ。宮代だべ！」「の
どかだから住み良い宮代町」「スマイルライフ」
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全町民
【60 代】○女性
標語・キャッチフレーズ
長寿の生きやすさ、子供の元気
な姿が、見られる町
自然とともに生きる町・宮代
人に優しい美しく、環境の整った
町
風が通る緑の街、宮代
人がやさしい宮代
親も子も育つ町
声をかけあえるやさしいまち
いきいき暮らす住み良い街
未来が明るい宮代町

空気がおいしい宮代町へようこ
そ
宮代最高！！
一人一人が生き生きと輝くまち
宮代
宮代って！
星と桜のきれいな宮代
しんちゃんの隣の町が宮代町で
す
見はらしの良い町
元気のある町 宮代
緑豊かな田園都市
住みやすく働きやすい宮代
農と文化の町、宮代
医師が少ない どうするの
輝け！水と緑の宮代で

考え
お年寄りの集う場所、子供も身体を動かす場所、ふれあいセンターを希望します。
現在ある田や畑、緑地をできるだけ残し､自然の中で住むことのできる町づくりを目指
してほしいと思います。
公園、遊歩道尾、道路、学校通学路などこまめに草刈り、保全、整備、道路の照明を
明るくするなど、今ある環境の充実
高層ビルのない宮代町、農と緑を大切に守り育て、さわやかなカゼが心地良い街で
あってほしい。
個人の人格の問題だと思いますが、車の運転や街中でのちょっとした人への気遣い
など出来る人が増えるといいなと思います。
子育て支援、重要です
子供に挨拶しても悪い人にあったような顔をされてしまう昨今、以前のように声かけが
でき会話ができたらいいのに
桜の季節や早稲の時期、素晴らしい景色になります。またウォーキングしている人を
多く見かけ、皆健康に留意しています。
自然がたくさんある中で生活していると心も豊かになりゆとりも出て、皆様全体の未来
も明るくなると思う。そこに豊かな商業施設もあると他の町からも人々が増し、町も活気
が増え楽しい生活が出来そうです。
自然と共存している町です
自然豊かな宮代、子育て、住みやすさ、今の姿で最高だと思います。
人生 100 年時代を迎え、赤ちゃんからお年寄りまでニーズは多様化していると思いま
す。宮代町のこれまでの施策は十分にこれらに対応していると思われます。どうぞこ
のまま推進していただけたらと願っております。
杉戸に 25 年、久喜に 14 年、宮代に 29 年。住んでみてどの町も好きですが、環境や
関わった人によって都になれるのかな？と思いました。
住み始めて 4 年目、こんなにきれいな星の所に住んだのは初めてです。
旅先などで宮代町は説明してもわからないので、しんちゃんの(春日部)と言うとわかっ
てもらえます｡なんでも利用して知名度を上げるのも良いかと思います。
小さいからこそ行政や市民の動きや希望が見渡せる良さがあります。町で起こってい
ることや起こそうとしていることがわかりやすいことが大事だと思います。
東武動物公園や大学があるので、若い人が多く集うことをイメージして。農業をお年
寄りではなく若者で。
都心への通勤圏でありながらも豊かな自然が残っている
農家の担い手不足に雇用促進する。例えば仕事に恵まれない障がい者を雇用する。
農業と文化の振興を願います。
病院・医師が少なく､定年まで勤務していた都内まで通っている。個人のかかりつけ医
を増やしてもらいたい
古利根や多くの水田、屋敷林、住宅林、公園林、川沿え桜、自然林など豊かな緑、自
然豊かな中で未来に向け人々は輝く､心豊かな街を目指す
昔の下町のように助け合えたらと思います
若い世代に住んでほしい
若い人がどんどん移住したくなる町づくり

となりのあなたと助け合う心
子育てするなら宮代でしょ！
住みたくなる町 No.1 ミヤシロ
【キャッチフレーズのみ】
「日工大とコラボした町づくり」「自然にとけ込む町それが宮代町」「自然が美しい町」「好奇心を持って元気な高齢者にな
ろう！」「優しい心で町づくり」「自然が豊かでみんなにやさしい町」「ちっちゃくてもあったかい町」「町民と和と知恵で町お
こし！」「自然が豊かで全ての世代にとって住み良い町」「子育て環境の良さと住民がたすけあえる環境を！」
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全町民
【60 代】○男性
標語・キャッチフレーズ
壊すな環境 緑を守れ

考え
４２年前当時はアパートがなく、田んぼが広がっていました｡通勤帰りはカエルがうるさ
いほど鳴いていました｡今ではほとんどなくなりました。自然環境が失われています。

笑顔で挨拶
小さくてもきらりと輝く町
生きるを再発見 宮代
若者が住みたい町 宮代

挨拶が心をつなぐ地域の輪や絆の大切ができたら良いと思っています。
新しい村、東武動物公園、日本工業大学が連携し、核となるような町
生きることが苦しい辛いと思わないで、楽しく暮らせる町。
駅周辺の開発をし活気ある町になれば若い人も少しずつ増えていくのでは！（雑草
は緑地化なのか？）
町から市へ
近隣の市町村と合併して市になること。
まだまだある田舎の原風景
車社会を考えると道路の整備、歩道の確保、東口駅前の混雑の解消
各世代の安心を実現する街
高齢者だけでなく､障害のある人や子供達が､どの世代でも安心して生活できる町の
実現が必要。派手な外見でなく、シンプルで落ち着いた生活のできる町ができれば
いいと思う。
静かな老後を過ごす町
高齢者も活躍する宮代町
元気に育つ子供たちの宮代町
子供学資の援助の必要な家庭があると思います。
自然や川の風景が残る街
自然を守り美しい景観作りが大切
桜並木と川のある街
春夏秋冬、川面の自然は元気にしてくれます。
生きがいを感じ活気あふれるま
少子高齢化の進行、人口減などマイナスイメージからの脱却を目指すべきではない
ち
か。
子育てしやすい町
スーパーやドラッグストアなどある
人が集う町「宮代」
生徒や学生の更なる域外からの集客。東武動物公園・進修館の利用客にあと 100 円
ずつ使わせる工夫
竪穴式住宅の残る水の街、宮代 竪穴式住宅の残る水害の少ないイメージと、鯉やどじょうを水田にはなし、無農薬米
を作り、川魚の復活及びきれいな川の街を訴えていけたらと思います。
町民幸福度県一位の町
他の町には見られない公共施設
笑顔と挨拶の町 宮代
地域の人たちが挨拶し合う、そんなやさしいあたたかい宮代になってほしい
町民優先のコンパクトシティ
小さな町でも末端までサービス等が行き届き、また生活をしていく上でもレベルが高く
（インフラ、環境等）、若い人から年寄りまで住みやすい町
・（大家族のような町）昔の子供、今 都会で味わえない空・山・林・水・空気・心・ふれあいを分けてあげたいと思います。
の子供、未来の子供が伸び伸び
・動物もいる､バッタもいる、蛙も
いる町（日本のガラパゴス）
・３駅あり、４季あり、５感あり（自
然は買えないが、自然に帰るこ
とはできる）
フレッシュタウン
日工大の学生を核として若い世帯が集う町であるべき
明るい農村
農業を支援してアピールする
水と緑に癒やされる文化都市
人が生きていくために最も重要な水と緑が宮代にはたくさんあります。町民の誇りとし
宮代！
てほしい。
感謝を忘れず、見くばり、気くば
町でも人でも派手でなく、見栄もなく、充実した子育て、老後生活を営める町であって
り、思いやりのある町
ほしい。
はなっ子みやしろ さくらの子
町にはさくらの花が多いので、木の下でのびのびと遊べる場所を作ってほしい。
動物公園、毎日歩いて行ける私 宮代町民は健康維持のため、ウォーキングで動物公園に特別パスで入園できる（割
の縄張り
引有料）ような仕組みがあると愛着が感じられると思う
【キャッチフレーズのみ】
「安心して住める町」「やさしい町宮代」「幸福感が見える町づくり」「久喜と春日部の間に宮代町あり」「宮代町を皆さんで
作ろう」「自然豊かな農地、森林、保全」「笑顔で語り合う仲間達がいる」「緑豊かな町」「安心、安全、安易な生活」「自然
あふれる町宮代」「緑豊かなくらしの町」「緑と笑顔があふれる豊かな街 緑と笑顔が拡がる住み良い街へ」
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全町民
【70 代以上】○女性
標語・キャッチフレーズ
健康で自然豊かな町づくり
災害の少ない町
誰にでもやさしい楽しい町づくり
声かけて 宮代

子どもにやさしい町、それはみん
なにやさしい町！
町の歴史を知ろう
宮代町は陸の孤島
水と緑豊かな住みよい町
人にやさしい思いやりのある街
貴方の住む町良い町。
住みやすい地域づくり
いいじゃん！宮代
こまち（小町）みやしろ ららみや
しろ あまり古い遺産はないけれ
ど、ユニークな新しい村など 未
来型の明るい町の方向 進修館
デザインはいいけれどちょっと暗
い感じなのでもう少し明るい感じ
に
安心して住める町
都心に電車一本、豊かな自然
みやしろまち
住んで良かった宮代町
木下闇翁も媼も打ち集う
隣近所助けあう町
①「おはよう」の挨拶一つで心晴
れ晴れ②挨拶は安くて良く利くサ
プリです。
女性の味方 優しい町
豊かな自然と教育環境のコラボ
レーション
皆で子育て 皆で見守り 皆で介
護
潤いのある町みやしろ 子どもと
一緒にどうぞ
１００年安心宮代町！！
自然豊かな明るい町で元気に育
て宮代っ子

考え
医療費の負担が少なく、健康で暮らせる街
海山がないので災害がないと思います
老いにも若者にも、皆が笑顔で過ごせるような町になってほしい
元気ですか、どうかしましたか、なにしてますか、お手伝いありますか、もう少し気にし
合いたいです（役場の方達もお忙しいとは思いますが、役場で声かけて下さい｡私が
気づかなかっただけでしたらごめんなさい）
子供が大切にされている町は老人を含むみんなが住みやすい町です。
子どもも大人もふるさとを誇れる町にしよう
最近認知症の人があちこちで増えている。明日は我が身。静かだけどさびしい町で
すね。
自然豊かな環境と地産地消の産物を食しての健康的な町づくりと生き方
将来の宮代町、自然とともに人々に希望がもてる街に
住むには良い所ですが、もう少し、道路が良いといいですけど。
総合病院の誘致（ホスピスを含む）
買い物の利便（車がなくても生活できる）
楽しく、ジャンプする町って感じ。
小さい町でもそう遠くない範囲に役場・銀行・医療・コンビニ・郵便局・幼児が容易に
済む良さ、自然風景、ユニークな建物がある、それらを PR 広報する ☆マスコットキャ
ラクター みやちゃん-神はあまり長くなくちゃんと結っている｡イメージとしては冨田勲
のシンセサイザー初音ミクちゃんの感じ

田園があるのは残して、また新しいものに取り組み、心が安らかになる落ち着いた町
にしたい
東武線は相互乗り入れにより都心にも神奈川？（乗り換えはある（笑））にも電車 1 本
で行く事ができる様になりました。ベッドタウン化と自然の豊かさで人口は増えないで
しょうかね。
都会とは違って空気は良いし、田畑があり、季節を感じられるし､人間がゆったりして
生活している感じがする。
特に男性の高齢者は家にこもりがちですので、近くに木下闇などゆっくり集える所が
あったらうれしいです。
隣近所とのつきあいが稀薄で昔のようなおせっかいおばさんがいない。これから先心
配
庭仕事等していて黙って通ってしまう人と､後ろを向いていても声を掛けて下さる方
色々ですが、挨拶されるとそれだけで気持ちが明るくなれます。挨拶は心のビタミン。
人間誰もが女性から生まれ、お母さんに抱かれて、周りの人にかわいがられて大人に
なる。他人にやさしい心使いのできる人間になってほしい
人々が充実した人生を送ることのできる原点は、豊かな自然の中での生育（成育）プ
ラス教育環境の重要性だと思うから。
一人で抱え込んだり、一人で背負わないことが大事と思う
姫宮駅から東武動物公園までの遊歩道の整備と、休憩施設の整備（電車利用と徒
歩・自転車での行楽）
皆さんの努力で守りたい。
宮代に越して来て今だに村八分的な古い習慣が残っているのを見て驚いた。まだこ
ういう所があったなんて！！
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全町民
のびゆく宮代

もっともっと良い宮代へと発展していってもらいたい｡子供が少なくなってきている中、
若い方が力を合わせてがんばっていってもらいたいと願っています。
理想は総合病院の設置
老若男女問わず生き生きと生活できる地域
老齢化、子ども、のんびり出来る様テーブル、ベンチの沢山ある町、駅にも緑地にも

用足しは全て賄える循環バス
元気はつらつ宮代人！
桜と水の町
【キャッチフレーズのみ】
「故郷に帰りたくなる自然の豊かな町」「宮代の村 町 さくら 大切に！」「人間のくらし」「支え合う心と体」「自然環境を
有する都市化」「他町との合併」「元気！みやしろ」「住んでよし､心おだやか、福祉のサービス」「住んで良し､心穏やか、
福祉のサービス」「丁度いい 笑顔で暮らす 町づくり」「いいまち宮代」

【70 代以上】○男性
標語・キャッチフレーズ
翔んで埼玉､弾んで宮代
子供アミューズメントパーク宮
代！

穏やかな宮代

緑豊かな宮代に安心して暮らせ
る環境を！
安心の町
自然と先進農業の町
明るく元気な宮代町
清々しい風の街、野鳥と遊ぶ里
美しい町
若返る町、宮代
自然豊かな清潔な町
住みやすい町
安心安全水害のない町
来てレインボー宮代
自然を生かした地域作り
安心安全で住みやすい町
住み良い環境の充実した町
キラリと光る宮代町
皆でつくろう！住みよい宮代町を
みんな にこにこ たすけあい

東京の中心に近いベッドタウン
宮代
①町内にパチンコ屋、レストラン
のない素朴な町
②埼玉東部に位置する郡の町
③ガラパゴスな町
「ほっと」する町

考え
宮代町 を書面、口頭で多く出して宮代町を PR していく
・植物園開設（山崎山から動物公園方面へ or 百小方面へ） 植物園＝植物園＋林間
アスレチック＋貸農園（都内にＰＲ）指導員付き
・動物公園駅→動物公園入り口→植物園をゴンドラ（現在園内にあるより＋α）または
モノレールで結ぶ
・何をとってもケバケバしくなく控えめな感じがする
・動物公園〜駅までの道は進修館、笠原小学校があり落ち着きが感じられる。
・農産物も良いものがある（巨峰、野菜など）が、宣伝不足と思います。
安心して生活できる病院を建設して、宮代町に住んで良かったと思える町づくり
街頭で行き交う人がもっとたくさん挨拶をしあうようになればいい。
河川を浄化し、放置農地を用いて法人等により、先進農業を進め、自然環境を向上
させ、自然と農業の両立を計る
活力のある町が必要である
川沿の風々雉、川蝉の遊ぶ風景が好きです
現在は市街地の町の美感が全くない
ご近所は、老令世帯ばかり。田畑を見れば雑草が目立ちます。他の自治体と同じよう
な施策では、活性化は望めません。如何に若い人々を呼び込めるかがキーポイント。
散歩中に見かけるプラスチック等のゴミ捨て（道路）他県の人だと思いますが
自然と調和した生活ができる町づくり
商業の町にするのか,住宅のための町にするかを考えて下さい。動物公園と子どもに
愛される行事をして大人をまきこんで。
将来皆の架け橋となる虹のような美しい宮代町が出来ますように！
杉戸町との共存を考えた総合的な町づくり
住みやすい町とは広範囲で、このような町にするのは大変難しいと思います。
生活しやすい環境の整備（まずは幹線道路の新設）
小さい町でも何かキラリと光る特徴ある町を､例えば子育てがしやすい町とか。
町民が安心して住める､住みやすい町づくりを協力してつくりましょう
当番だから、決まり事だからやらなくてはと思い行動するのではなく、自分達が行うこ
とによって町がきれいになったり、人の役に立てる喜びを感じられ、またボランティアな
どする方もされる方も喜びを感じられる、皆がいつも気持ちよく、笑顔で過ごせる町、
あたたかい町になれたら良いと思います。
東武鉄道と協力し宮代 PR を行う
東武動物公園、大学はあるが、無いナイ尽くしの町を逆手に取り、自虐的な見方で居
直った方が良い

人間の原点を取り戻し､生きてゆける町を考える必要がある。
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全町民
身の丈を高く太くする
新しい町づくりは関心を持つこ
と、さあ新しい宮代を作ろう！
明るいきれいな宮代町
宮代町、道路と共に発展しよう。

繁栄を導き出す
一人一人が宮代町の近い将来を考えること、そして参加すること
町民が意識を持った自立行動を進める。町が住民の要望に対応できる体制をしてく
ださい。
宮代町には大きな道路や通過道路がほとんど有りません。したがってレストランや食
堂も個人の小さな店が少ししか有りません。したがって、私と知っている近所の人も、
食事や宴会をやる時は近くの市や町で行うことが多いです。和戸の踏切を改善した
り、いろいろ道路行政も大変だと思いますが、住みたい町は便利な町だと思います。
町の行政の皆様も頑張って下さい。
宮代町の特色を活かした町づくりを推進していただきたい

自然豊かで明るく未来ある宮代
町をつくろう
生かせ 生かそう 宮代の自然
宮代町は適度に都心に近く完全な地方の田舎町でもないので自然環境・生活環境も
と立地
含め、比較的住みやすい場所だと思う。
緑あふれる町宮代
緑化は大事
こつぶ（小粒）な町 大きな希望
町で育つ子どもたちが、未来の自分に大きな希望のもてる環境（文化、教育、職業そ
でっかい未来のできる町 宮代
の他）であってほしい｡環境は人を育む最良の場であってほしい。
【キャッチフレーズのみ】
「問題、苦情、早めに対応 宮代町」「手をつなぎ行動する町」「住民が生き生きと生活できるコンパクトシティ」「みんなが
やさしく しあわせの ろうご」「子どもから高齢者まで安心して暮らせるまち」「安心・安全に対し誇れる町」「年老いても安
心して暮らせる町、みやしろ」「高齢者福祉と少子化対策」「大粒で食べて美味しい巨峰ぶどう、小粒でも住みやすさ充実
宮代町。」「ハイセンスな街つくり」「自然を大切にする緑の宮代町」「住み良い暮らしよい平和な宮代町」「ユニークな町づ
くり」「 お住まいは と聞かれて「宮代町」と胸を張って言える町」「都会に近い田舎町」「緑と健康の町」

【属性（一部）不明】
性別

年齢

女性

無回答

男性

無回答

無回答

30 代

無回答

40 代

無回答

60 代

無回答

60 代

無回答
無回答

60 代
60 代

無回答

70 代以上

無回答

70 代以上

無回答

70 代以上

無回答

70 代以上

標語・キャッチフレーズ
田舎、のんびり、緑のみや
しろ
「水の町」宮代

大人になっても宮代町に
住み続けよう！
安全・安心に暮らせる街
「宮代」
0 才〜100 才まで安心して
暮らせる町
自然豊かなふるさと造り
宮代 イイネ
がんばれ宮代
①宮代町のワイン②宮代
の野菜（宮代のブドウ）等
住みたい町宮代
お〜いと呼べば何でしょう
と
南埼玉郡宮代町を埼玉県
○○○市を望みたい

考え

町内を流れている川が汚れている。こまめにゴミ等を清掃してきれい
な水が流れる川や水辺を取り戻して下さい（農業用水路も含む）。水
生昆虫等も増えるかもしれない！（期待している）

外国人の増加が著しい。育ってきた環境、教育、秩序、文化等が全
く異なるので､とても不安（マナーやルールがなされていないと感じ
る）
今年 67 才を迎えます。国保のみで一生働き続けないと生活できま
せん。私以外にもかなりいらっしゃると考えます。
静かな住環境を守りながら,減っていく林等、緑豊かな街造りを目指
してほしい。

①駅の売店の活用（酒免許を取るお手伝い）等②東武より一部の土
地（駅近く）町が買い取り､新しい村を作る
東武駅（売店含む）、日本工業大学、公園の客活用
今更人口急増など期待できませんけど、いづれ消滅する町にあげら
れる等、暗い気持ちになります｡生き残る方法を考えましょう。
お願いすれば車で送迎などして下さるような思いやりのある近所関
係を
合併をして市を望む
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全町民
無回答

70 代以上

無回答

70 代以上

無回答

70 代以上

無回答

70 代以上

無回答

70 代以上

無回答

70 代以上

無回答

70 代以上

無回答

70 代以上

無回答

70 代以上

無回答

70 代以上

無回答

70 代以上

無回答

70 代以上

無回答
無回答

70 代以上
70 代以上

無回答

70 代以上

無回答

70 代以上

無回答

70 代以上

無回答

70 代以上

無回答
無回答
無回答

70 代以上
無回答
無回答

はばたけ宮代

近隣市町より面積は狭いが道路網を整備して特徴ある町づくりを目
指して頂きたい
子ども高齢者を大事にするを PR したら良いかも
この町で育って巣立った子ども達が、宮代町が良かったと思ってもら
えるような楽しい町に
静かな居心地
自然と人の良さを活かした宮代町で全ての年代層、ゆりかごから墓
場まで安心して夢と希望を持って暮らせるまちに。
少しずつでもみんなで進んでいけば､宮代に住んで良かったと思え
る町になると思います。

住みたい町そこは宮代
ここが私のふる里といえる
町
地味な町
夢と希望が語り合える緑
のまち
・一歩ずつ皆の力で歩む
宮代 ・住み良い宮代、笑
顔の宮代
都会の匂いのするシャレた 人が 住みたい、また来たい が重要なキーの１つだとすれば、東武
田舎
公駅西口〜新しい村へつながる（進修館、笠原小の建物、東武公を
含む）１Km は１つの 通り として 町の顔 に仕立て上げる
福祉・環境・宮代町
福祉環境・医療など充実してもらいたい
めぐまれた水と農に加える 宮代町は温厚な雰囲気で活性化は大変と思いますが、より良い町
パワー
へと改革をお願いします｡私も体力を早く戻し参画していきたいと思
います。
子供にやさしい町、待機児 未来につなげる子供の子育て充実感
童ゼロの町
自然と学園都市の宮代
もう一つの大学を誘致して自然と学園都市の立体化
サンフレッシュ宮代（令和） 隣接する久喜市、春日部市、杉戸町、幸手市などに比較すると活気
がなく、大きな病院等がなくさびしすぎます。
笑顔生き生きピュアタウン 老若男女優しさに包まれた安心安全な住み良い町へと願います。
緑の町宮代
私は緑に囲まれているのが心が安らぎます
おいしい空気ときれいな夜 和戸駅で電車から降りた時感じました。
空の町
歩道のある安全の町づくり
自然と健康にしたしむ町
宮代
いつまでも住みたい町へ
宮代
発展の町宮代
新しいステージに進化する 新しい宮代の町づくり
とれたて野菜のまち
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転入者
【10〜20 代】○女性
標語・キャッチフレーズ
ちびっこの町宮代
スリー（３）S
自然豊かで子育てしやすい町
いい店いっぱい宮代タウン

考え
子供が増えてほしい。お年寄りが多いので元気が町とお年寄りにつく！
①住みたい町②住んで良かった町③過ごしやすい町⇒誰にでも思ってもらえるような町
づくり
医療環境の充実。国納から歩いて行ける大きな公園があるといい。
おいしい飲食店が多い

子育てしやすい町

公園や児童館など充実していて子どもがいる家庭にとってすみやすくてかいてきです。
私が住んでいるふきんは車通りもすくないので安全にあそべます。

地元に帰って安らぐ自然環境

子ども達が大きくなり都会に出て行く必要が来た時に､雑踏の中から帰って来て落ちつ
く場所であって欲しい

○みんななかよし○やさしさあふ
れる○しぜんゆたかなすてきな こんな町になって欲しい、こんな町を維持してほしいという願いを込めて
みやし○ろ
自然と生活。ナチュラルライフ。 自然も残しつつ、シンプルに住みやすい町
自然豊かで住んでいて安心できる町。宮代町に住んでいる人も訪れた人も笑顔になれ
宮代町笑顔あふれるいいまちに
るような町でいてほしい。
子供をのびのび育てる町
自然を出来るだけ残し、虫取り、木登りなどいつまでもできるように
のんびりした雰囲気が宮代町のいいところ。のんびり、より良い町になっていけたらいい
のんびりいこう宮代町
ね。町外の人ものんびり来てもらえるといいね。
輝け 宮代町！
もっと今後はお店などが増え、活気であふれて欲しい。
【キャッチフレーズのみ】 「ほどよく暮らしやすい」

【10〜20 代】○男性
標語・キャッチフレーズ
頑張る人を応援します！宮代町
子は宝
温かさ 与えたあなたは 宮代町
民
動物公園へいらっしゃ！
環境がいい場所−宮代町
地域の活性化・住みやすい町

考え
活躍している人や頑張っている人をみんなで応援してほしい
子育て環境にもっと力を入れた方が良いと思う
転入してから、飲み屋等でも知らない人から話を掛けてもらい、人としての温かさを頂け
たのが、すごく想い出強く、感謝している。
動物公園が有名なのでアピールすることが大事だと思います
とても静しい場所です
まだまだスーパーやショッピングモールなどが少ないイメージがあります。１カ所に偏る
のではなく、もうすこし増やしてほしいです。本屋が特にほしいです。

【キャッチフレーズのみ】 「自然豊か､落ち着ける町」「住みやすい町」
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転入者
【30 代】○女性
標語・キャッチフレーズ

虹の色 輝く放つ 宮代町

医･職･住の整った自給自足の町

考え
赤…何事にも情熱を注ぐ赤！ 橙…賑やかな感じ陽気な町！ 黄…光輝く町！ 緑…
緑豊かな町！ 青…青空の美しい町！ 藍…明治時代に来日した外国人は、藍色を
「ジャパンブルー」と名付け賞賛したそう。歴史ある宮代町にもピッタリのカラー！ 紫…
宮代町の農作物カラー！
安心して長く住むためには、医療と働く場所と住まいが何より必要だと思います

駅は宮代という名前がないのでみんな知らない
和戸の駅もちいさく、くらい。
大型ショッピングモールがあったり、便利な場所はたくさんあるでしょうが、これだけたく
自然がたくさんある町 帰ってきた
さんの自然があり、都内にも通勤・通学しやすく、駅も３つもありとてもいい町だと思いま
くなる町
す。
住みやすい町
大人も子供にも安全に暮らせる町であってほしい
子育てするには宮代町はとても良い所だと思います。
のびのび 子育て 宮代町
これからもっと子供が遊べる場所やイベントなど増やしてほしいです。
子育て世帯の移住者が増えていると思いますが、医療施設が少ないように感じます。
本当に子育てしやすい町
将来的に専門医が増えているといいなと思います。（特に耳鼻科、皮ふ科）夜間の救急
外来窓口も町内にあると安心です。
子供が集まれば大人も集まる。子どもが楽しそうにしている姿を見るのは親だけでなく
子供が集まる町、宮代
祖父母も、知らないお年寄りも嬉しくなる事だと思います。
子供たちをすくすくと笑顔いっぱいに育てられるような町、大人も老後まで安心して暮ら
未来が楽しくなる町づくり
していけるあたたかい町になっていって欲しいです。
これから発展していく町だと思うので、町民の声を聞いて、町民に寄り添った町づくりを
して欲しい。子供〜老人まで宮代町に住みたいと思う強みを考えていけばいい町にな
皆で作ろう宮代町
ると思う。コミュニティやイベントなど企画して､行うのは田舎ならではという感じなので、
もっと色々やってほしい。
緑豊か、子どもがのびのび宮代町 今後も自然がたくさんある宮代町であってほしい
のびのび・いきいき宮代町
自然豊かなところも開発されつつあるところも生かしてよい町にしていこう！！
駅はないけど静かな環境

住みやすい町宮代

正直、現状に一切不満はありません。このままの町を守ってほしいと思います。

初産妊婦だけでなく、２人目３人目の経産婦へもフォローしてくれるような､子育てした
赤ちゃんからお年寄りまで安心し い！と思える町になってほしい。妊娠中の歯科健診の助成や２人目３人目と増えるごと
て暮らせる町
にお祝いが増える？など。経産婦へのアフターフォローがとにかく薄いのが気になる
（現在三人子育て中）
東京に近く便利なのに､自然豊かで静かな住環境が維持されている｡スーパーや病院・
自然豊かなコンパクトシティ
地元の人が気軽に集まれる飲食店がコンパクトにまとまっていて､お年寄りや家族連れ
が過ごしやすい町
のびのび安心して暮らせる町、み
特に子ども達が安心してのびのび色んなことを感じて暮らせる町になってほしいです。
やしろ
ずっと住みたい町／もっと住みや どの世代にとっても住みやすく居心地の良い町であってほしいです。子供が大きくなっ
すい町
て「この町で育って良かった」と思える町に住みたいと思っています。
自然豊かな宮代町〜四季折々の 春は桜、夏はひまわり（あじさい）､秋はもみじ（紅葉やドングリ）、冬は雪（冬ならではの
風景を楽しむ〜
自然のもの）をたくさん見て、触れたい
光あふれる和みの町

光は快晴の日が日本一の埼玉県であること、加えて高い建物がなく、空が広いイメー
ジ。川や田んぼ等の美しい水辺が光を反射させて煌めいている。（川がもっときれいに
なる願い）災害の少なさ、地域の繋がり、治安の良さを「和み」という言葉に表しました。

みんなに愛される町、宮代、安心
前は都内に住んでいたので､ここに来るととても安心します。
できる町
ともだちがたくさんできるまち

町全体が大きすぎず、何度も顔を合わせる方が多く、お友達が作りやすいと感じたので

緑と笑顔の多い町
緑豊かなはだし教育の町宮代

緑豊かな環境に癒され、心も健康になり、自然に笑顔が増えていってほしい。
宮代町にとって笠原小はとても良いアピールポイントだと思います
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転入者
ゆっくり歩こう宮代町
みんなが幸せになれるように
〜やすらぎのまち〜みやしろ ほ 役場が木の作りであたたかみを感じる。
っこり あったか みんあ集まれ〜 動物園があったり、田んぼがあったりしてやすらぐ町だから。
役場の木造のあったかさや職員のあたたかさ、人との距離の近さ、町長と職員の近さ、
「あったか 宮代 だ〜いすき」
保育所などの造りもオープンであたたかく、とても素敵です。大切に大事にしていって
ほしいです。
昼はわいわい、夜はすやすや
ゆるキャラを作るのはどうですか？（ねこがいい、ホワイトタイガーもいい）
子ども達が公園などで遊ぶ姿をあまり見かけないように思う。もっと多くの場所に子ども
笑顔弾ける町宮代
や家族などが楽しめる場所があった方が良いのでは。
【キャッチフレーズのみ】 「のんびりとほどよく暮らせる みやしろ」

【30 代】○男性
標語・キャッチフレーズ
穏やかな日常

考え
今の宮代が大好きです。自然豊かでのんびりした雰囲気が気に入っています。
落ち着いた雰囲気を大切にして町づくりを行ってもらい、住んでいて落ち着ける､安ら
日本で一番安らげる場所、宮代
げる町として成長していただきたい。
ご高齢の方、新しく入居された方がこれから多くなってくると思う。共に手を取り合って
共生、共同のまちづくり宮代
町づくりをしていかないとならない。
未来につなげる宮代愛。
子供、孫と宮代町に住んでもらいたい。
子育て環境が良い町
子供は地域活性の源であるため
ハイブリッド レジャー シティ
住民が明るく楽しく生活できる街
心身が健康で豊かに暮らせる環境／住みやすい住宅環境
身屋食侶 （みやしろ）
食品も豊かで農産物などが安くいいものが手に入る／人々が良い関係でコミュニケー
ションがとれる
住んでよかった宮代町、働いてよ そう思える住民が増えればもっと栄えると思うし、郷土愛も育まれる。今はそう思わない
かった宮代町、いい街だ宮代町 けど、そうなってほしい。
体験・経験する町（・動物公園や運動公園を使った音楽野外フェスの勧誘 ・キャンプ、
Experience Town MIYASHIRO 町 グランピング施設、アウトドアブランドとのコラボレーション、町のイメージを作る ・動物
をブランド化する→住むことがス がいる町、森の中のような駅､テーマパーク化した駅にする ･トレンド感のある駅ビル商
テータスイメージとなる
業施設 ･若者の目を引く農体験イベントや町のプロモーション ･インバウンドやコスプ
レイベントのアウトドアとの融合）
老後も安心・いきいき暮らせる宮 年金もらっていても２０００万円不足というニュースを聞き、不安を感じている方が多い、
代町
と思います。
懐かしい気持ちを思いおこさせる
変化も必要だが変わらないものあるのは大切だと思います
町
みやしろ皆知ろう
宮代の良さを皆に知ってもらう
緑と動物の街 宮代
宮代町といえば動物公園であり、町のいたるところに緑があるから
小さな助け合いは大きな喜び！ 無関心社会の中でちょっと親切が出来るあたたかい町であってほしいです。
住みやすい町
やはり住みやすいのが一番だと思う
【キャッチフレーズのみ】 「自然あふれる遊べる町！」「住みやすい町宮代」「人間も動物も安全に住める町 宮代町」
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転入者
【40 代】○女性
標語・キャッチフレーズ
宮代、行きまーす！！

考え
近隣市町村の見本となる、又、引っぱっていく様なリーダー的存在になってほしい。

子育てするには良い。あまり教育熱心すぎる人（中学受験だとか勉強勉強うるさい人）
緑豊かな誰もがのんびりできる町 がいないので、自分のペースで子どもの教育や夢を一緒に見つけていけるのでは。そ
れに子どもと老人が共存することでやさしくなれる。
チャイルドファースト
子供の安全保持のためにも歩道整備、街灯整備、公園増設を望む
お隣の空き家は大丈夫？ハクビ 最近近所でも空き家が増えてきて野生動物が住み付き駆除が大変だったと聞きます。
シン 今日も声掛け ごめんくださ これからもっと空き家が増えるし、また高齢者のみの世帯も増えると思うので、そうなる
い
前に対策を考えてほしい。
住み心地一番！笑顔の花開く
病院や子育て施設の充実、今ある自然をそのままに！という願いを込めて。
町、宮代
みんなが外に飛び出したくなる町 緑豊かで安心して子供も大人も遊べる場所がある
【キャッチフレーズの】 「安心して暮らせる町」「全ての世代が幸せな町」

【40 代】○男性
標語・キャッチフレーズ
未来を照らせ！輝く宮代！！

考え
子供のための医療施設がほしい。
発達障害などの障害を持った子供の為の施設がほしい。

子どもたちが笑顔で暮らせる町宮 この付近の市町は軒並み、県南部の人口流出で人口が減っている現状。子育て世代
代
の転入を図るためにも､子どもたちが笑顔でいられる町づくりを希望します。
子供が育てやすい開かれた宮代
町。イク町。
人が増えるような他の市町村に
アピールできる町の支援や援助
隣のオアシス
また宮代に行こっ！・宮代で遊ぼ
っ！

少子化の時代、子供が育てやすい、育児しやすい町をイメージ。イメージだけではなく
子供手当て増や環境改善（保育施設増）は必須

みんなのんびり宮代♡

なんとなくボーッとした､緑と風が気持ち良い日本の原風景は残していただきたいです。

ZOO っと宮代！

宮代の強みは東武動物公園がある町と言えばすぐに分かる町。もっとお互いタイアップ
し､宮代に転居してきてもらえたり遊びに来てもらえるようにずーっとと ZOO を掛けてみ
ました（笑）

税金や保険料が高いため
東京の隣、オアシス的な町が良いと思いました
東武動物公園だけでなく宮代町をぶらぶらするだけで１日中楽しい､また行きたいと思
う町になってほしい

【キャッチフレーズのみ】 「Evolution」「OFF は宮代」「自治会業務がなくゴミ当番もないクリーンな住みやすい町」

【50 代】○女性
標語・キャッチフレーズ
遊べて、学べて、美味しく、住み
やすく！

考え
東武動物公園があり､日工大があり、巨峰など地の美味しい食材…をもっとアピールし
たいです。

【キャッチフレーズのみ】 「ストレスのない町みやしろ」「緑豊かな田園都市」

【50 代】○男性
標語・キャッチフレーズ
子育てがしやすい街 み・や・
し・ろ
naturally,naturalness
難しい問です。思い浮かびませ
ん

考え
30 代人口をもっと増やすべきと思います
鳥の鳴き声で（数種類）朝を迎え、今は蛙の鳴き声を聴かないと落ちつきません。
標語、キャッチフレーズに頼るとかえって良くないように思います（それで満足してしま
うような気になりかねない）
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転入者
脱･町 大きな市へ

近い将来、早く市になってほしい

【キャッチフレーズのみ】 「のんびり 宮代」

【60 代・70 代以上】○女性
標語・キャッチフレーズ
考え
人と人とが輪になって笑顔いっぱ
挨拶、人を思いやる心、感謝の心、とても大切だと思います。
い宮代の町
公共交通の代替がないため、東武線がとまった時など不安。
住みやすいけどちょっと不便
バス等の利便性の良い交通機関、商店があると良いと思います。
高齢ドライバーの無謀な運転や、判断の甘い想像力の欠如したドライバーによる言葉
小さな命が守られる町
にならない事故が多発しております。普通に安心にて歩ける道路環境の根本を小さな
街から考え直していただけたらと思います。
東京のベッドタウン

東京勤めの若い人達が自分の家を持ちやすいと思います

ちょっと寄り道、宮代へ

南 歴史資料館 中 桜並木、新しい村 北 ぐるる宮代
腰を掛けてお茶することが出来る場所があれば

【キャッチフレーズのみ】 「 老人も生き生き住める宮代町 」

【60 代・70 代以上】○男性
標語・キャッチフレーズ
治あんのあんてい
成熟の町！！
安心・安全な町

考え
安心して住める町だから
経済、福祉、商業施設等の発展を強く願います。
子供、老人等の弱者が暮し安い町づくりをする。

【属性（一部）不明】
性別
女性

年齢
無回答

無回答

30 代

無回答

無回答

無回答

無回答

標語・キャッチフレーズ
考え
都会に近い田舎暮らし
賑わう場所にも近く、静かな田舎も感じられる場所
出かける楽しさより帰りたい
心の落ち着く町であってほしい
と思う町、宮代
みどり/自然/子ども〜高齢
優しいあたたかいイメージ、都心へのアクセスの良さ
者まで住みやすい
やはり都心への通勤圏にもなっている程の立地の良い所なので、
南埼玉郡を南埼玉市へ変え
もはや郡ではなく市へ前進することでこの町の発展につながってい
よう！
くのは目に見えております。子孫のために。
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