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【ごみに関する意見】 

� 小見野地区では時々ゴミを燃やしている人がいる黒い煙が出ている時もある注意して

ほしい。 

� 自宅の北側に寺のクヌギの枯葉が飛んでくるので、掃除が大変です。 

� ごみを畑などで燃やしている家庭があります。すごく煙いので取り締まって下さい。 

� 道路に空カンやゴミなどが捨てられていることが良くある。町民に対する啓発を今以

上に行った方が良いと思う。 

� ・家庭の生ゴミの堆肥化について、実施可能な方に無償でコンポストまたは EM バケ

ツを制限なしで供給していただきたい。 

・生ゴミだけでも焼却分はかなり減少すると思います。我家では、家庭ででる生ゴミ

については町の収集車に出したことは 10 年位？（以上）ありません。ちなみに補助が

なくなってから止めた方はたくさんいます。 

・ボカシについても、作業所等で大量に作っていただけたら大勢の方が助かると思い

ます。 

� ・川釣りの人達の出したゴミが残されている事が多い。 

・私の家の水道は、多雨や台風の後などに茶色の水がしばらく出る事がある。 

� ごみの分け方、出し方の手引きが分かりづらく、分別一覧表も少ないので、少し増や

してほしいです。特に紙のごみの分け方は曖昧でいつも悩んでいます。（シュレッダー

等） 

� ごみの分別について、もっと詳しく記載して欲しいです。夜にバイクの音がうるさい

ので、見回りをして欲しいです。昔はよくあったごみ拾いも今は少なくなったように

感じます。（参加者にジュースなどをもらえたやつ） 

� ・生ごみをそのまま燃やす家があるので、生臭いのが嫌ですので、生ごみは、ごみは

収集所に捨てるか、コンポスト化するかどちらかにして欲しいです。 

・工場ができて、工場の排水がどのようになっているのか？広報ではなく来年あたり、

広報の中に排水のしくみのしおりを作ってみんなに分かればいいと思う。 

・環境の全般を伊奈町を見本にバラの公園みたいに整備すれば、人も来て観光にもな

るし、人が住む環境になるかもしれないので是非やって欲しい。 

・交通の便悪すぎです。女性、お年寄りにやさしい電車を作ってください。買い物に

不便ではありませんが、工場より電車を圏央道より電車を作って欲しかったです。電

車について、川越近くまでの町中に電車を作れば良いと思う。そうすれば人口も増え

て川島に住みたいと思う。なぜ 2010 年過ぎているのに東京だけがあんなにさかんで、

川島だけは電車もなく交通の便が悪いのかいつも不満に思う。だから、遠くから来た

人、川越周りに住んでいる人は「川島に住みたくない」と思ってしまうのではないで

すか？ 

� 生ごみリサイクルを進めてください。 
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� ごみの収集について 

・祝日の収集がある場合と無い場合があるが、予定通り収集してほしい。収集を休ん

だからといってごみが減る訳ではなく、次回がすごい量になるだけと思う。また、そ

れが分別しないですべて可燃ごみとして出されているのを見かける。 

・町民に分別するように求めているが、町では分別したごみをどのように処理してい

るのか、どの程度リサイクルされているのか、収集後の様子が見えない。もっと広報

等で知らせてほしい。そうして自分の出したごみがどのように処理されているのかわ

かれば、もっと分別が徹底されると思うのですが・・・ 

� ・私の家の回りでは、可燃ごみを燃やしている人がいます。煙と灰が飛んで来るので、

非常に困ります。是非やめてもらいたいです。 

・草刈りの回数をもっと多くして頂きたい。 

� 生活保護を受けて元気な方に外に出て、川島町の中をキレイにしていただく（特に川

に水が流れる様に）美化運動（ビン・缶拾い、花・草むしり、公園掃除その他）事業

所に少しでも税金の支払いを少なくしてもらう。早急にお願いします。結果を皆様（町

民）に知らせて下さい。 

� インターチェンジができ、発展していく事は、良いと思いますが、排気ガスや工場が

できれば、ごみも出るので、家庭とは違うごみ問題が出てくると思うので、町が良く

見ていて欲しい。 

� ごみの収集について。日本で、家庭ごみが多いのは、ごみ収集が基本的に無料だから

です。日本ではごみ排出量が 1kg/人/日ですが、ヨーロッパでは 0.1〜0.2Kg/人/日であ

り、年 1 万円以上支払っているそうです。ですから、家庭ゴミの収集は①有料とする。

②戸別収集する。しかしながら、町民〜社会に上記の意識がありません。できていま

せん。ですから、行政には上記の意識を盛り上げる様、社会に意識表示していただき

たい。 

� ゴミのポイ捨ては絶対やめましょう。 

� 川島町のゴミ集積所の現状について町内を見る限り整備したり、現状を把握して改善

している様子がみえない。旧都幾川町、現ときがわ町などは町内全地域にゴミ累積施

設が完了している様です。他の行政機関の良いところ等、視察を行って是非川島町で

も実施していただきたい。(カラス、猫等動物の食べ荒しで生ゴミが散乱しています。

身近な問題から改善してほしいものです!) 

� 犬、猫の糞被害に悩まされています。効果的な対策や具体的な対策とその結果など知

りたいです。田畑などでゴミを燃やしているところをよく見かけますが、以前住んで

いた所にはなかった光景なので疑問を感じています。ゴミの分け方、出し方の手引き

をもう少し詳しくしてほしいです。 

� アンケートの問 3 にあったゴミの分別。家で出している集積所のごみを見ると、きち

んと分別できていないのがとても多い。また、容器・包装ごみと可燃ごみを分けられ
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ない（どう分けてよいのかわかっていない）人が多いようだ。特に高齢者（うちの親

がそうなので）10 年以上前に”ごみの分け方、出し方の手引き”が発行されて以来、

新しいのは出ましたか？私のうちには配られていないし、無くしてしまった人もいる

のでは・・・。新しい詳しい”手引き”を作った方が良いと思う。 

� 生ごみの堆肥化。水分を多く含む生ごみを燃料を使って焼却することに不合理、無駄

を感じる。各家庭での減量もさることながら、コンポストの利用推進と、町のシステ

ムとしての堆肥化が考えられないか。 

� 犬のフンの持ち帰りを徹底して欲しいです。 

用水路の溝蓋をして頂きたいです。 

� ごみのポイ捨てが多すぎる。特にベイシア西側のフェンス内は、ごみ箱のように捨て

られている。店員がごみ拾いしたらどうか？（週 1 でも）フェンス中の木も、もうも

うとしていて犯罪があっても仕方ないと思わせる感じがする。視界が悪く暗い。水路

もフタをしてきれいにするべき。せっかくカモ等いるのに、きたなくては残念に思う。

水路の中もごみだらけ。周辺の住民の掃除だけでは、限界があると思う。きれいな水

路ならごみを捨てようと思わないはず。きたないから、いいだろうと思わせてごみ捨

てが増える。台風の時や大雨の時は水が溢れるのも整備すべき。 

ぐるっとバスは無駄。駅に行くバスなど考えたら良いと思う。 

� 川島が住み良い町づくりの為、誰が見ても、道路や公共等にごみや雑草等の無い環境

を、又、産廃業者が非常に目立つ様になりましたが、行政で強い指導の上、見立目の

環境も宜しく。 

� 地元の人だけに限らず、新しい住民にも広く情報が行き渡り、情報交換や清掃活動な

どの参加できる体制作りを希望する。 

清掃活動、ごみの分別など、きちんとやらない人に対する指導方法の改善が必要と思

う。 

� 自然環境の一貫として、家庭ゴミ、木、枝などまだ田、畑で焼いている人がいます。 

自分さえよければという思いでやっている事でしょうね。喘息などで苦しんでいる人

は、洗たく物ににおいが付いたり、灰が付いたり。せっかく自然が多い「まち」に住

んでいる意味が無い。 

� 環境センターにゴミを捨てに行った際、紙類とビニール（容器・包装）が同じ炉で焼

却されていました。分別の必要性はあるのでしょうか？何かしら理由があるのであれ

ば、必要な情報を流すようにしたら良いと思われます。 

� 環境保全、特に緑化運動、事業所及び公園道路の花を植える活動など、幼児から大人

まで、家族単位で参加することにより、ゴミのポイ捨てなどできなくなると思います。 

花いっぱい運動、住民全員の参加ができれば最高だと思います。行政ばかりに押し付

けてしまう（一部の団体）ので町を愛しく思えなくなりやすいのではないでしょうか。

町を愛するということは、自分の手できれいな環境を作っているという意識を持てる
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かどうかということだと思います。 

町民全員で取り組む活動があっても良いと思います。 

� ・U 字溝の清掃をしようとしたが、フタを上げられなかった。 

・道路の草刈をするとヘビがいたりで、よわった。包・ビンが思ったより捨ててある。

タバコも犬のフンもある。 

・鳥小屋のニオイどうにかして。 

・病人家族なので、役場職員のみなさんよろしくおねがいします。 

3-3-⑯の所にエネルギーが出ていますが、シェールガス革命で、太陽光、原発などのエ

ネルギーはどうなるかわからないのではと思います。 

� (1)以前にもアンケートが来て回答しましたが、集計結果は発表されたのでしょうか。

このアンケートも計画の資料にするとのことですが、（どう生かすかはあまりにも難し

いと思うので、それは結構ですから）集計結果を何らかの形で知らせて下さい。 

(2)資源ごみの紙製容器等のリサイクルがきちんとされているのか不安です。情報をき

ちんと出して下さい。情報を頂けたなら、分別したり、きれいに洗ったりして出すと

いったことがもっと協力的に増えると思います。 

� 行政に望むこと、犬の散歩時のフンの始末ができないことが多い。堤防あたりは特に

多い。行政の広報で定期的に注意をうながしてほしい。 

� 又、ゴミの分別もいいかげんな人もみかける。これも定期的お願いします。ゴミ収集

所が自分の所にあるので気がつくことが多々あります。 

� ゴミ集積所で畑の雑草、不良の作物等を廃棄する袋が時々見受けられます。堆肥とし

て活用すればゴミの減量になります。依って町民への啓発をする必要があります。 

� 町民のひとりとしてゴミの分別に関心があります。高齢者でも解る分別一覧表を細か

く表にしてほしい。 

� 八幡団地に住んで 1 年半になります。団地の中はとてもきれいです。 

ただ町全体を見ますと、道路（特に農道）に、ポイ捨てのゴミが多く残念です。カン、

ビン、スーパーの袋入りのゴミ等です。 

人としてのモラルの低下と思われますが、何か良い方法があれば・・・と思います。 

 

【環境に関する意見】 

� 用水、小川などの整備、水質を美化 

川島町の税金が高い 

※国民健康保険 

※年金に関する税金 

� 川島町も老人が増えています。今後、増々多くなってきます。 

町が発展しない為、若い人が県外へ出るようですね。大きいレストラン、大学、高校

と増やすべきです。 
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川越、東松山に囲まれて本当にいなかですね。田畑がたくさんあるのにもっともっと

発展さすべきです。町が泣いていますよ。川越、東松山のように発展させていただき

たい。税金ばかり高くて発展のない川島ですよ。 

環境は、田畑ばかりで空気はどこにも負けませんよ。町が発展することにより、税金

も多くなり人口も増すことと思います。ぜひ町長さんによろしくお願いして下さい。 

� 私が川島町にお世話になったころは、水路周辺は元より水質がとてもきれいでした。

夏はホタルが乱舞していたくらいです。今は生活排水でとてもよごれ見るかげもあり

ません。あのころにもどるのは無理ですが、水路整備を進め少しでも水質をきれいに

して頂きたいですね。できれば全戸合併槽を望みます。行政も何かと大変ですが、町

民の一人としての御願いです。 

� 美化運動も現状必要あるが、「捨てさせない」方に力を注いだほうが良いと思う。根本

をなんとかしないと意味がない。 

旧道沿等の側溝を下水道に（地下に埋める）出来ないのか。一部網状になっていたり、

すき間があったりで、悪臭がただよう時期がある。側溝である意味は何なのでしょう。 

� 町民：行政に何も望まず、自ら環境学習をし、実践する。地域環境についての理想像

を自ら描き、協働により実現をはかる。 

環境団体：町造りに関する世界の先進事例を収集し、町民、事業所、行政に対して、

川島町に最適なプランを提案する。持続可能な活動を続ける。 

事業所：事業内の組織として、環境委員会を作る。自主的に環境影響評価を行ない、

環境負荷を低減させ、併せて環境の質の向上をはかる。環境教育の分野においても専

門技能や知識を活用して貢献する。 

行政：川島町の環境は農業により著しくそこなわれている。大気にしろ水質にしろ騒

音、塵埃、悪臭、野生動物の生息状況などを改善するには、農業者への環境教育が欠

かせない。新住民を中心とする非農業者は町を縁取る堤外地の復元しつつある自然環

境を見て、自然が豊かだと錯覚している。町は環境面で手本を示すことはできるが、

町の環境は住民と事業所が自ら環境について学び、実践しなければ良くはならない。

環境基本計画の策定にあたって重要なのは、現状維持や悪化の低減ではなく、この町

が実現しうる理想的な環境とは何かを調査し、科学的な根拠に立脚した理想的な環境

コミュニティを描き、その行程を示すことだ。百年前には本町にはトキもカワウソも

生息していたのだ。希望はある。 

� 買い物へ行く時は、みんなが買物袋（エコバック）を持参する事で、ゴミは少しでも

減らせると思います。電気はこまめに消す。水を出しっぱなしにしない。見ないテレ

ビは消すなど出来る事からやっていくしかない。 

� 町として平成の森公園がありますが、中山、伊草地区には多くの住宅が建設されてい

ます。そのような状況の中で、公園の造成は必要でないかと思われます。市街地では、

これからも住宅が建設されると思いますが、小さな公園でも造成していただければ生
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活環境も良くなる気がします。 

� 緑を大切にしたい。 

� 川島町全体を見れば、未だ環境が整っていない様に思われる。道路、川（水路）案内

標識等ももっと美化して町以外の人々からも川島町はよく整備され、気持が良い風景

のある町と思われる事。先日比企郡内のある町へ行った時、すごく道路、川も全体の

景色が良くて、以前よく通っていた時は余り感じなかった里山、美しさ環境について

再発見した。最後に行政が指導力を持って実行して頂きたい。 

� 1.市街化調整区域内における環境保全の指導を徹底してもらいたい。自動車の修理を行

っているため、騒音がうるさい。（法的には修理工場としての営業はできないと思いま

す） 

2.浄化槽の補助金をもっと引上げていただきたい。下水を生放流している地区に比べて

負担が大きいので不平等となっています。 

3.歴史的に地区の用水の清掃・除草を毎年行っています。地区住民が全員で 3 回対応し

ているが、サラリーマンで農業に従事していない人達も義務的に参加しているが、こ

れは住民としては不平等であるので、将来的には町で対応願いたい。 

４.経費削減のため、平成の森の落葉拾い等の作業は広くボランティアを募ったらと思

います。役所の予算は限られているので知恵を出す事が求められています。環境意識

の向上にもつながると思われます。 

� 地域が発展する為の条件（交通利便性の向上、産業誘致等）は、一般的な緑化や環境

保全とは矛盾する側面があると思います。自然豊かな場所に行ってリフレッシュした

い気持はあっても、そこに住みたいのかと言ったら話は別だというのが大方の考えだ

と思います。 

緑化、環境保全が必要ないとは言えませんが、生活環境を悪化させる要因、原因を分

析し、その改善を進めることが、単に緑化、環境保全をするよりより効果的で且つ活

性化に向けた地域づくりに有効ではないのかと考えます。 

私は、八幡団地の川沿いに住んでいます。昨今の集中豪雨などは、正に地球温暖化の

影響が現実化している一つの変化だと素人ながら感じています。だからこそ緑化、環

境保全が重要というのは理解出来ますが、それにより河川氾濫対策が後手に回ること

を懸念しています。残念ながら、温暖化による悪影響は現実のものとなっています。

これ等災害による環境被害リスク軽減の為の保全にも力を入れて頂きたいとお願いす

る次第です。 

� 我が家でも犬を飼っていますが、町内を散歩していて、飼い主のマナーの悪さに悲し

くなるばかりです。一部の人達が、犬のフンを持ち帰らないばかりに、きちんとマナ

ーを守って散歩していても、嫌な目で見られる事もあります。何か対策があれば良い

のでしょうが、例えば、罰金制にするとか・・・ 

あと夕方遅くまで、近所の子供達が外で騒ぎ本当に困っています。公園が遠いから、
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家の前で遊ばせるしかないと親は言っていますが、子供のいない家族や年寄りをかか

えている家もあります。もっと公園を多く増やして欲しいです。小学校でも遊べない

と聞きましたが、少しは開放してもらえないでしょうか。 

� 川島に来て 6 年ほどですが、その他は大変住みやすく、大好きな町です。 

� ・生活排水に対する整備推進を図る、具体的には、生活排水（一般家庭から流れるも

の）について、きちんとした計画を立て、きれいな水路、用水？の整備を図っていた

だきたい。 

・川島町の名のごとく”川”（用水路を含む）の環境美化推進に積極的に取組んでいた

だきたい。 

� 野焼きをしている家庭があるので、やめて欲しい。（煙がでる） 

� 田んぼ、畑の多い地域に住んでいる以上、言ってもしょうがないと思うのですが、焚

火が非常に多いのがつらいです。せっかく良い空気なのですから少し考えてもらえれ

ばなと思います。 

� 中山地区の市街化調整区域に住んでいますが、2 階より高い大きな木による日照不良に

悩まされております。自然を保全する為には、木は大切だと思いますが、ある程度の

高さ制限はないのですか？ 

また、田舎ならではなのか、ごみを燃やす事が周辺で多く、喘息がおこる事がありま

す。 

下水も浄化槽から流れた水は土にしみ込ませる様な下水で虫がたくさんわき、何年か

前に町に薬をまいて下さる様お願いしたら、1 回だけ少しまいてくれただけです。 

子供は公園など遊ぶ所も近くにはなく、なぜ川島に住み始めたのか今となっては後悔

しております。 

交通も不便で、自然環境だけでなくもっと住みやすい町づくりを行政にお願いします。 

� 積極的に緑化運動をすすめる。 

� サイクリングロードの整備をするのは、良いのですが、草刈りを年 2 回しかしていな

いので、いこいの場になるどころか真夏には歩けない状況ですく。特に、交通量の多

い道路と交わる道路は通学路にもなっているので、大変危険です。5 月からかなり雑草

が生えてくるので、もっと頻繁に草刈りをして頂きたいと思います。（4～5 回位）草刈

りの依頼も、役場に問い合わせしたら、県の管轄なので、個人で依頼して下さいとの

ことでしたが、町と県で整備しているので、町で依頼すべきなのではと思います。 

� 下水道未整備地区の（排）水路の U 字溝の設置。 

� 静かな子育てにすばらしい環境と思ってこの土地に住んで、高速道路が出来、大型ス

ーパーが増え、建物がどんどん造築され、30 年のこの変化に喜んでばかりいる人達は

どれ位いるでしょうか？このために町の温暖化はずいぶん増えているばかりで良いと

は言えないと思います。土手すらアスファルトにしてしまって、残念な限りです。今

まで自然の多かった川島が変りつつあることは確かです。この自然をあまり変えない
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でほしい。 

� 自然も大事だが、ある程度の開発は必要がある。自然があるから美しい町とはいえな

い、むしろきたない。 

� 町民が美化運動を進んでしたくなる、しょうと思うエリアを身近な環境を持つことで、

人の輪ができ繋がりができおお互いを思いやる気持ちが持ち合える時間に環境保全を

通じて作れたら良いのではないでしょうか。 

� 川島町の郵便局のドブ川が臭います。フタをしてください。 

� 環境対策については積極的に協力します。 

� 環境とひとくちに言っても、あまりにも大きくて、すぐに意見とかまとめられません

が、町として、川島町としては・・・というはっきりしたコンセプトの下に進めて行

くことが大事と思います。コンセプトを明らかにすることが先決ですね。 

思いつくままに 

・細かいことかかもしれませんが、「桜通り」というのがありますね。桜の木が植えて

あるので、何十年かたったらいい桜並木ができるなあと期待しています。歩道とかベ

ンチとか駐車場・駐輪場など作る予定はあるのでしょうか？是非先を見通して、進め

て行ってほしいと思います。よろしくお願いします。 

・このことなら他の町に負けない！特徴ある政策を期待します。  

・この頃、競技自転車の方が今日よく町内を走っています。町の環境が良いのだと思

いますが。あの方たちがもっと練習しやすく環境（トイレとか）を整えていくのも一

つの方法ではないでしょうか。これをきっかけにさらに来町者が増え、口こみで川島

の良さが広がるはずと思います。 

・町の花菖蒲、もっとあちこちにミニ菖蒲園があったら良いなといつも思います。又、

町民に株を分けたりして、町中に菖蒲が増えたら本当に町花と認識されることでしょ

う。こんなふうに川島ならではの取り組みを工夫していったら良いと思います。 

� 下水道をお願いします。きたなすぎます。 

夜電柱に電気をつけてほしい。 

� 町がどのような取り組みをしているのか、今まで知ることがありませんでした。これ

から勉強してみたいと思います。希望としては、自然エネルギー、新エネルギーがど

んどん開発され、行政にも取り入れていってもらえると嬉しい。 

� 若い世帯が住みたい街にする施政が重要と思う。川島町は若い人達の魅力に欠けてい

るようだ。 

・税制優遇 

・子供の政策 

 公園・・・現在はワンパターンの施設で魅力に欠ける。冒険できる又は、創造でき

る公園、周辺地域からも遊びに来たくなる公園 

 保育 
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 学費・・・スポーツ教育等又は有名校創りによる川島町の魅力 

� 川島町の大自然には大変満足しております。生まれ育った町として愛着があります。

しかし、私の住んでいる地区は、交通の便が悪く最寄りの駅やバス停に行くまで、車

で 10-15 分程かかってしまします。できることなら、バスの路線変更やバス停の追加

等を望みますが、利用者数やコスト面を考えるととても難しいことだと理解にしてお

ります。今後の川島町の発展、人口増加を願います。 

ここ最近では、県外の方に川島町の魅力を紹介しました。緑豊かな田園風景やお米の

おいしさチョウゲンボウの生息等話をしたら、大変興味を持って頂けました。いつま

でもこの自然を大切にしていきたいと思います。 

� 現状発展の為とはいい、川島の良さであった自然が失われて、夜は排気ガス臭く、車

の騒音もうるさくなりました。 

町を発展させて行くのは大事ですが、町で自然を守る取り組みをして欲しい。 

町で何かをやっている（イベント等）のが分かりづらいので、掲示板などをもっと設

置したり、ベイシア等でアピールしないとやっているのかすら分からず協力もできま

せん。 

� 今の状態は川島町が具体的に何に対して（例えば、工業団地の拡張に対応した景観保

全、越辺川の水質及び周辺の景観保全、三つ又沼ビオトープの自然観光資源としての

積極的な活用）、何を行いたいのか、広報力の弱さかもしれないが町の事業としてのロ

ードマップが全くわからない。 

アンケートから環境基本計画策定へどのように繋げるのか、町としての意思は伝わっ

てこない。単にアンケートの集計から何かテーマを探すというのであれば、想いが無

いのと同じです。 

川島町が基本計画を策定し、環境保全活動に真剣に取り組み、町のイメージアップ、

活性化に繋げたいと真剣に考えているのならば、提案として環境マネジメントシステ

ム(ISO14001)を、川島町の事業マネジメントに取り込むことが必要だと思う。そのた

めの専門家を町民から探すこと、もしくは町として専門家を育成することが重要だと

思う。 

今回のアンケートの質問項目に対する質問事項の大半がこれによって具体的なミッシ

ョンとしてより具体化され、町民、NPO などを含むステークホルダーとのコミュニケ

ーションも活性化され、更に積極的に第三者評価を受け、環境保全への取り組みを町

民のモチベーションアップに利用すべきです。 

� 環境整備は行政だけに頼るものではなく、町民一人一人が取り組んでいかなければな

らないことですので、個人でできることをして参りたいと思います。今後も川島町の

環境を守ってくださいますようお願い申し上げます。 

� 川島に越して来た頃、平成の森に孫をつれて行った頃、中央に有る噴水の所の水がき

れいで子供達が中に入って遊びました。（夏）こんなきれいな場所が出来たと喜んでい
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ました。20 年過ぎた今年の夏、散歩に行きましたら、余りきたないので驚きました。

水が有るのですから、きれいに掃除をしたほうが良いと思います。（夏）だけども、バ

ラで人々を喜ばせているのですから。 

� バイクなどの騒音がとても気になる。 

夜などベイシア付近など特にうるさいです。 

� 都会に一番近い農村川島町。不便なところもあるけれど、田舎っぽいところが川島の

良さでもあると思います。その良さが失われないような環境づくりがされることを望

みます。 

� 町の小さめの川にも常時水を流しておく＝農業に水が不用のときは上流のセキを止め

てしまったりして、都市部地域のために農村部の水流を止めてしまっているのだろう

か？川のヘドロが多くなってきている。火災等も役立たなくなっている越辺川等の水

が大都市中心のためにのみ利用されてしまっているのではないだろうか？ 

� 子供がおおきくなっても川島町に住みたいと思う気持ちが持てるようなまちづくり。

環境整備に取り組んで下さい。 

� 私の家の近所では自分達で、ゴミや木などを燃やしている家がたくさんあるので、自

分達で燃やす事はいけない事なんだと通達してほしい。本人達はけむりが有害と気付

いていないので、もしくはわかっているのに燃やしているので、 

あと環境づくりも大切なのはわかるが、子供達の小学校についてはどうなっているの

でしょうか？私は小学生を持つ父親ですが、学校の少子化が大変気になります。三保

谷や小見野なども 1 クラスの人数が 1 ケタしかいないのに町の行政はこの事について

考えているのですか？話を聞くと小学校の合併もあると聞きますが、いつ頃になるの

か知りたいし、この話があるのも遅いぐらいだと思います。小学校の人数が 100 人も

いない所がいくつもあるのに、どうして早く合併しないのか、不思議です。いろいろ

問題があるのはわかっていますが、以前からこの問題がわかっていながら、なんで早

く解決しないのでしょうか？今どのくらい話が進んでいるのでしょうか？川島町は交

通が大変不便です。みんなちがう地域に住んでいます。その気持がわかります。子供

達の事を思うと交通の不便な所でしかも友達も少ないと大変悲しいです。 

� 田畑が多いので、なかなか道路に大きい木は植えにくいと思います。だからせめて学

校など公共施設には大きくなる木が欲しいです。本当は、けやきなど、大きくなる木

の並木道があると夏気持ちいい道路になると思うのですが・・・川越に住んでいるマ

マ友から「子育てには良い所だよね」と言われたことがあります。他の街に住んでい

る人からうらやましがられる様なステキな川島町になっていくと嬉しいです。 

� 各課ごとに環境問題に取り組んでいると思いますが、横の連携をもっと密にしていた

だいたほうがよいと思います。例えば、町民生活課では、「コスモス」は、外来種とし

て認識されているようですが、農政産業課では、「コスモス」を景観作物として、助成

金を出しているようです。担当者は、まじめに一生懸命事務を遂行しているだけで、
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攻めているつもりはありません。上層部の方にお願いしているのです。統一のとれた

町の方針を示してください。そうすれば、町民は迷う事なく協力できると思います。 

� 色々ありますが例えば用水路、田んぼに水を引く大切な水路ですが、20 年以上何もし

ていないので（土を掘った水路なので）水路が浅くなり、狭くなっている。木や葉の

ゴミは落ち、大量の水が流れた時にはあふれまわりに被害がおよぶ。他の地域を見る

と、用水路をコンクリートでなくても木板でしっかりと水路づくりをしているのを見

ます。少しづつでも考えてほしい。まずは住宅地を流れる水路を重点的に見直してい

ただけたらと切に願います。 

� 図書館はいちいち靴をぬがなければならないのはなぜですか？また手を洗う所がトイ

レだけなのも不便です。 

駅と遠山記念館を結ぶバスがあるといいと思います。 

� 平成の森の近くを通るだけで幸せな気分になります。私が自分で一番怖いのは水害で

す。上伊草の方も現在大きな水害のための工事を行って下さって有り難いです。 

� 私は荒川土手の散歩を日課としていますが、河川敷のゴミの不法投棄の多さには閉口

しています。国交省のパトロールカーが度々通っていますが、一向にへりません。罰

則を強める等、何か強い対策を望みます。 

� 環境の良い川島でも最近国道などができたので、もっと環境を壊さないように努めて

ほしいと思います。住宅の分譲も伊草では増えたので、もっと住みよい家の環境を作

って欲しいと思います。 

� 民家のよりよい環境づくりについて意見があります。近所との距離があまりない、住

宅密接地に薪ストーブを住宅に設置した家があります。薪ストーブなので煙が出ます。

当然の事煙のにおいもあり、近所に排煙しているわけですから、部屋の換気をしたく

ても、窓を開けられない状態が、冬の時期は続きます。洗濯物も煙のにおいがつき不

快です。布団に関しても、ほとんど干す事ができない状況が冬の間続きます。住宅が

離れている北海道のような土地で使用するのは、分かりますが、住宅地に関しては行

政側で規制をしてほしい。とても迷惑しているし困り果てています。助けてほしい。 

� 月に１回美化運動の日を定め、町民、環境団体、事業所、行政全員で取り組んでいっ

たらどうでしょうか？ 

� 省エネのためにコンセントを抜くことは機器の故障につながりかえって悪くなると思

います。省エネ車の購入も、バッテリーの交換等、環境負荷が高いと思いますが、 

緑が少ないので努力を、ガーデニングの支援など 

� 太陽光パネルなどの補助金を増やして欲しい 

ゴミ袋を提供して欲しい 

� 川島町は緑豊かで大好きです。しかし交通の便が悪く、町民は車に依存しなければな

らないことが現実です。 

行政には、交通の便を良くして頂き、車に乗らなくても仕事へ行けるようにしていた
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だけると思っております。 

� 環境づくりはいいことですが、やりすぎると壊してしまいそうです。自然が一番いい

ことではないでしょうか。 

� 久保地区に住んでいます。 

・野良猫（飼い猫？）の多さに困っています。 

外でエサをあげている家があり、猫が集まっているようです。 

・カラスにエサをあげている家があります。 

本人は「エコ」と言い、残った野菜をあげていますが、カラスがよりつき迷惑してい

ます。 

・小学校近隣で、川に落ちそうな危ない所がいくつかあります。 

� 環境保全とは関係ないのですが、行政に望みます。 

現在二人暮し、年金生活です（持家ですが）。今はほぼ健康ですが、この先気を付けて

いても不安です。 

グループホーム、ケアハウス等、入所金等高くてとても入れません。 

順番待ちとか聞きます。町で安い費用で利用できるよう考えてほしいです。 

� ”都会に一番近い農村”は良いことばだと思います。便利になると何かが失われると

思うし、今あるものを無くさない様にしてほしいです。ひとりひとりが自分の生活を。

そしてもう少しだけまわりのことを大切にしていけたならと願っています。 

� 夜になると、八幡の工場内からの煙がとてもニオイがきつく、調べてもらった方がい

いと思います。よろしくお願いします。 

 

【道路整備・交通に関する意見】 

� 川島 ICからおりて 254に合流する車線のところに時々大型トラックが止まっていて危

険です。対策して欲しいです。いつか事故が起きます。 

� 県道 212 号（早俣橋付近）の歩道・植え込み管理が不十分（枝が伸びっぱなしで見通

し悪い!!雑草が伸び放題で、雨降の時は、歩行が困難!!)通学路としては最低!!どこへ連

絡したら良いのか。子供達（学童）が、かわいそうと思う毎日です。 

放射線量!!川島町はどうなのか？新聞（雑誌）に近隣の原木”しいたけ”から放射線量

の数値が出たとあるが・・・・・。 

� 急に雨が降ったり、普通より多めの雨の時は、水が車庫に溢れ家に入れない状態です。

再三再四役場に願いを出していますが解決策が見つからず困っています。 

� ベイシアなど人が多い所では、道路など整備されていますが、住宅地、過疎地化して

いる処は道路が砂利など。高齢者の方々が多そうな場所を舗装を進めた方が良いです。

小中学校の近くでも車と歩行者が接近する処を改めて見直して欲しいです。 

� カインズホームとガソリンスタンドの間の信号機に右折信号をつけて下さい。前々か

ら事故等多く、未だに改善されないのは何故ですか。いつも車で通る度に危険を感じ
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ています。早急な改善をよろしくお願い致します。 

土、日の終バス（川越駅発）の時間ももっと延ばして欲しい。23 時台にもバスを走ら

せて欲しいです。 

� 私共は旧 254 の道のそばに住家が有ります。交通の規制など騒音などの音や事故など

が有り心配ですので、交通の緩和に協力願います。 

� 私は 25 年前にこの川島に移住しました。静かな田園の町。若い子育て世代には、とて

も良い町だと思いました。しかしそれは子供の小さい時。高校や大学、社会へと出て

行く時代になると交通の不便さの為、また越してしまう人が多くなってきました。移

転して来た当時にくらべれば、インターができ、周辺の開発が進み、だいぶ町が変り

ましたが、交通の不便さは、何の進歩もないように思います。どうか今の自然環境を

保ちつつ、交通の利便さも計られた住みよい町にしていただきたいと思います。 

� 行政に望むこと 

①小中学校の通学路の安全確保（信号の設置・調査含む）特に圏央道の下の通学路。

書道と歩道の区分が狭いところ。 

②農道から公道に入る十字路部分の見通しが悪い。休耕の畑や田に草木が繁茂してい

る危険である。明確なルールを作り解決して頂きたい。 

町民の方に望むこと（私を含む全ての町民の皆様に） 

川島町民憲章をもう一度いや何度も見て理解して欲しい。 

かわじまの宝だ 伸ばせ子供たち 

悪いことを見たらその場で正す。注意や声かけ、時にはしかる。自分の子供はもちろ

ん、他人の子供であっても大切な事だと思う。昔は近所のおんちゃんにしかられた事

が今でも心にあります。 

地域住民の結束 地域の子供は、地域住民が守る活字を読んで見るだけでなく、実践

して頂きたい。地域住民の結束は、地域の子供を守る私達大人の役目であり、その結

果は互いに心と心で結ばれている「深い心の絆」であると思います。 

何かを通じて（スポーツ等）子供達に対しては、この様な育成をして行きたいと思っ

ているところです。 

「忍耐・心棒・我慢・気骨・克己・服従」等を育成し、この厳しい世の中を乗り越え

て行ける子供に育てたいと心から思っています。 

� 交通の便が悪いので、もう少し何とかしてほしい。 

� 交通事故が減るよう、危険個所の見直しをして欲しいです。また、子供達が安心して

学校に通えるように、行政からも指導をお願いします。 

� ・道路やその周辺の整備をきちんとしてほしい。 

・高齢者の方や車に乗らない人の為に交通の便が良くなれば良いと思います。 

� 朝の R254 落合橋川越側から上井草交差点までの渋滞緩和をしてほしい、これも環境問

題の１つだと思う。 
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� ・晴天時ではなく、雨上がり後の「道路（みずたまり）／水路（ごみ）等」を確認し、

適切な処置を実行する。 

・行政からの情報提供も大切であるが、それ以上に行政自らが「行動」する事が重要。

（机上の作業のみでは環境は１つも改善されない。） 

・平成 25 年 4 月に保全条例を施行したのに、この時期（７～8 カ月後に「町民アンケ

ート」は遅すぎる。「課題」を見出すためには、施行と同時に実行すべき。「基本理念」

を定めるには不可欠と思う。 

� 国道 254 バイパスの植込み・路肩などのポイ捨て（ペットボトル・缶・その他色々な

ごみ）がひどいです。美化運動で収集していますが、行政でも何か出来ませんか？立

て看板をたてるなど、お願いします。 

� 「どぶ板」（水路の上にある歩道）の蓋と蓋との間に出来た段差をなくして欲しい。「ど

ぶ板」の幅が狭いため、”ゆばみ”が出来てあるきづらく、自転車も歩きづらい。改善

をよろしくお願いします。 

� 駅のない川島町にとって、川島 IC の開通は素晴らしいことと思います。いろいろな事

情の方が利用できる町内バス、個人の車を保険有料のボランティアとして（川島町は

車がないと生活できないので、日中車は家に多数あると思います。）退職した方、子育

て中の方 etc.町内の送迎（病院・保育所・学童保育 etc.）に短時間でも助けてもらえる

と働いている人、急な怪我や病気の時、とても助かります。怪我などで、運転できな

い時、近くで病院に行くのにタクシーを往復使って毎日通いましたが、治療費より、

タクシー代が高く、家族で送迎できる人がいない場合、大きな負担です。 

� 圏央道ができた事で町は発展したが、車が増えて、排ガスによる空気の汚れや交通事

故が目立つようになった。公共の交通手段が少なく、1 人 1 台車を持たないといけない

のが現状です。電車が通り駅が出来る様になったら便利で個人の車利用も減ると思う。

公園が少な過ぎて、子供が安心して遊べる場所がない。子供が歩いて行ける場所公園

を作って欲しい。 

� 鉄道が無い。 

� 子ともが高校に通っているのですが、東松山方面へのバスが少なく途中の時間調節や

部活帰り塾帰りに丁度良いバスが無く、若葉経由で帰ったりと苦労しています。 

高齢者の話を聞いても、若いうちは住みやすいかもしれないけれど、交通が不便なの

で引っ越す人も多いという事です。 

子供～大人～高齢者になっても住みやすい町だったらいいと思う。 

私も 20 年前くらいに九州から来たのですが、交通、子育てなど不便なことも多くあり

あました。子供たちにとって、生まれ育った川島町が良い（住みやすい）と思えるよ

うになって欲しいと思います。 

� 交通の利便性を高くしてください。現状ではバスの本数は非常に少なく近所に電車も

なく、どこへ行くにも車を使うほかありません。 
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� 交差点のある場所に住んでいるので、時々車の燃料の悪臭で洗濯物も干せない状態で

す。毎日の事なので、朝夕の時間は特に苦痛です。住んでいる人間でないとわからな

いと思いますが。 

� 釘無橋を通勤で使っているのですが、歩道が狭いので、自転車がとても危ないので、

広くして欲しいです。車も渋滞するので、二車線にして欲しいです。 

� ・駅がないので絶対つくるべき!!（だから若い人が出ていくと思う） 

・コンビニが少なすぎ!（コンビニ同士の間隔が広すぎる） 

・東松山駅ゆきバスが遅刻しすぎ!!（駅がないんだから、バスが遅刻したらダメでしょ

う!! 

・住宅街を通勤の車が堂々と通りぬけて行くのはどうなのか・・・。 

（とくにほかの市や町の人間!!）（川島町に住んでいる人にとってはかなり迷惑!!）（小

学生の登校時間は通らないで欲しいと思った!!）（※下伊草のあたりはとくに!!） 

� 安全な歩道。 

� 便利になっていくのは良いのですが、近年圏央道や倉庫などの建設によって景観から

川島らしさが少なくなっていくのが、悲しいです。ただ交通が不便なので色々な用事

が町内で済ませられるのは良いことだとも思うので、戸惑っています。どちらも良い

所で頃合いを見て欲しいです。 

� 川島町ってどういう町なの？と友人にたずねたら都会にかこまれた過疎の町だそうで

す。 

私もその様に思います。 

よくこの様なアンケートがたびたびありますが、交通が不便でまわりにお店がなく、

その為に川越に行ったり、坂戸、東松山に行かないと用事がたりません。町が本当に

くらしやすい町づくりを望んでいるならば、心のそこから考えていただきたいと思っ

ております。 

そして、町にあかりがなく、車を運転していても、この先道がつながっているのか、

暗いため、とても怖い思いをします。バスをおりて自宅まで帰るのにまっくらです。 

いろいろな所へ行きますが、こんな暗い町はありません。税金を支払っている私とし

ては、川島町に何をしていただいたのか？よくわかりません。そのお金で電灯「くら

いつけていただきたいと切に思います。 

体育館があるかも知れない！コンサートホールがあるかも知れない！だけれど身近に

もっと大切なものがあります。この思いが行政に届きますか？ただ町民は「しかたが

ない」と思ってしまっているのです。（ただ読んで済ませないで下さい。）このアンケ

ートが無駄にならない様よろしくお願い致します。 

� 車で運転していると、思わぬ所に道路が新しくできていて思わぬ目にあう。 

道路をわかりやすく整備してほしい。計画のない道路が多いのでは・・・ 

交通事故が多いのがうかがいます。 
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� 圏央道川島 IC が開通してから、商業施設等が立ち並び始めましたが、川島町に高層の

建築物は建ててほしくない！川島の景観に高層建築物は合わない。もし、高さ制限の

条例がないのなら、早期に条例を作ってほしい。 

� 道路 

舗道・車道の確保、並木道、公園 平地を生かして高所な場所（公園）を作りそこか

らながめる夕日（朝日）が見たい。 

川島町物産を広めるために  

JA には、飲食するスペースが現在ないので、もう少し広いスペースの JA があり、町

民だけでなく、他県市民等が憩う休憩スペースや販売、特に飲食できる場、すったて

500 円で食べられる店（JA 内とか）出店させて、活気を呼び込む。 

宣伝も足りてない。 

かわべえの印刷入り袋など、他県への PR 

広報？なんでも鑑定団の印刷物を作成した方がとても上手でよかったので、いろいろ

な案を出来る限り用紙で PR 必要。 

圏央道も出来、カインズやベイシア等よそから川島町に来られる方も増え、よいチャ

ンスなので、周辺をもっと活気づける。 

R254 沿い道路で病院がなく救急車が行き交う度、東松山→川越の川島に救急病院があ

れば（R254 沿いに）たくさんの命が助かり社会貢献が出来る。自己の事もそうだが、

埼玉県全体を考えることで、川島が活気づくと思う。予算が必要な事だが、町民の協

力を集めてさまざまな取り組みにこれからも励んで欲しい。 

� 幼稚園、小学校における交通安全教室等による子供達への交通安全の指導が今以上に

必要であると感じる 

� 小見野地区にも本下水道を通してもらいたい 

� 近年川島インターができたと同時にいろいろ工場も増えました。私たちが学生だった

頃はよく光化学スモッグ警報の放送を聞いた記憶がありますが、最近は大丈夫なので

しょうか？ 

緑化につきましては、川島は田んぼも畑もたくさんありますし、よく狸なども見かけ

ます。大きな山があるわけでもないのにこのような動物たちがいることはそれなりの

自然があるからなのかなといいふうに思っています。町の花は菖蒲ですが、平成の森

だけでなくもっとたくさん植えて菖蒲のイメージを強くすればどうでしょうか？夏に

広がるひまわりや秋にみる秋桜など数多く咲いているスポットを見ると、立ち止まっ

て見たいと思うほどのきれいさです。緑は充分なのでお花ももう少し増やしてみては

いかがでしょうか？ 

� 川島町も工業団地が増え、大型トラックが多くなり、環境は良くなっていない。よく

エンジンをかけたまま駐車している。対策は考えているのでしょうか？ 

また近所の車が朝 5 時ごろから 30 分ほどアイドリングをして毎日出勤をしている。良



付録１．町民向けアンケート問６コメント一覧 
 

144 
 

い対策が浮かばない。 

� 子供達（小学・中学）の通学路の安全を徹底して下さい。スクールゾーンのガードレ

ールの整備等 

� ・近所の自動車屋さんの所で車のタイヤを燃やしてとても臭い（頭痛がする）。 

 

【その他】 

� 町として、良くしてくれていると思いますので、これからも町民の１人として自分に

できる事をはしていきたいと思います。 

� いつもお世話様です。この場でお話しする事ではないかもしれませんが 

①町の緊急放送がほとんど聞こえない!!ましてやお年寄りなどまったく聞く事が出来

ないでしょう。（我家では仕方なくラジオを購入しましたが・・・。） 

②場所によって（同地区でも）街路灯の設置に差が有る。当地区でも何故ここだけ街

路灯が多いのかと不思議に思う程です。これでは町民平等の行為とは思えないのです

が・・・。やはり均等な設置をお願いしたいし、調査の上変更及び改善して頂きたい

と思います。 

③1 年に 2 回程激しい異臭がする時があります。地区は下伊草です。窓を開けておく事

も出来ない程です。 

以上、通勤電の中で記入させて頂きましたので、乱筆乱文にて失礼致します。 

今後も川島町発展の為、よろしくお願い致します。 

� 環境も大事ですけれど、お年寄りは足腰が弱って遠くへ行けないので、お年寄りが集

まれる交流の場があると良いと思います。 

� 川島町は南北の人々の往来、車の交通は多いのではないか。それに比べて東西の幹線

道路が無い為、往来が少なく、通り過ぎるだけでも苦労する。人が行き来してこそ町

の発展も有ろうかと。道が有るから人々が集まる。人のうわさも良くなるのではない

でしょうか。とにかく十字に交わる道を一つでも多く造っていただきたいと思う。 

� ①川島中学校のすぐ東側の道路で〜川島病院〜県道間、病院が出来る前は車輌の通過

も少なく、カン、ペットボトルのポイ捨てもなかったですが、病院が出来て交通量も

多くなり、上記のポイ捨てが多くなって来た様です。②耕作放棄地の除草、冬場民家

の近くで草が茂り、もし火が付いたら大変な事になると思う所が有ります。③田畑の

回りの除草の件、特に道路に面した場所、この場所は耕作している人の責任で除草す

べきだと思いますが、草が茂り、道福が半分位になっている場所が有ります。上記①

②③、行政で指導お願いします。 

� マンションなどの集合住宅の誘致や企業の誘致を進める。 

� 町内放送が流れていますが、我が家の方には何を言っているのか、聞こえません。近

所にスピーカーがありますが、向きが悪いみたいで聞き取れません。スピーカーの数

や向きを確認していただきたいです。 
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� 雑草がものすごく大きくなっています。自転車や歩行者が見えない所もあり危険です。

草刈りの回数を増やしてほしいです。 

� 中山、伊草地区の方が店が多いので、中心部にもスーパーを建てていただきたい。 

外灯が少ないので、外灯を多めにしていただきたい。 

近くに便利で、買い物しやすい所を作っていただきたい。 

より良い町作りを期待したい。 

地震を防ぐために建物を建てていただきたい。いつどこで何が起こるか分かりません

ので、安全で丈夫な建物を建てていただきたい。それぞれ耐震補強を早めにして欲し

い。 

� 環境保全とは関係ないが、自警団が廃止になる事は、賛成である。地域によっては、

やる人がいなくて困っていると良く聞きます。 

役場を新設する事は反対で、今の役場を耐震補強してバリアフリーのリフォームをす

る程度で良いと思う。それよりも、少子高齢化が進んでいるので、少子化対策が必要

で、川島町立幼稚園は復帰を強く望みます。 

これから生まれてくる子供が、川島町に住み続けたいと思える町づくりをして頂きた

いものです。 

郷土食「すったて」の看板は良く見かけるので、良いと思うが今後はもう少しセンス

の良いデザイナーと話し合い、看板や web デザインを考えた方が良いと思う。官民企

業が連携を取ればもっと良くなり、町が良くなると思う。そのような事は、川越市に

少し学んだ方が良いと思う。とにかく血税を使うわけですからしっかりやって頂きた

いです。 

� 要望ですが、広報「かわじま」「議会だより」かわしまガイド自主防災組織の手引き等々、

川島町の重要な書類等、年齢が高くなると忘れやすくなりますので、一年間保存でき

るファイルを各家庭に配られれば有り難いです。是非ご検討下さい。 

� 1.首都圏にあって緑豊かで空気がきれいな自然環境には今後もぜひ取り組んで欲しい。 

2.本町は少子高齢化が進んでいるだけでなく、人口減少も進んでいる。どこに問題があ

るのか、多方面から分析し、これ以上過疎化が進むことのないようにして欲しい。 

3.本町の一番の根本的な課題は、交通手段（鉄道バス問題）にあると誰もが考えている

のではないだろうか。この課題に対して、短期的だけでなく中・長期的に取組んで欲

しい。圏央道による利便性は大いにあるが、通勤・通学ではあまりプラス効果はない。

鉄道・バスによる他市町への移動手段の方法の検討を本気に取組んで欲しい。たとえ

ば、圏央道を利用したモノレールの敷設やバス路線の設置、役場の新庁舎を中心とし

たマイクロバス路線の設置など、考えはいろいろ考えられると思う。 

4.本町は土地は広い。農業の振興も大切であるが、住んでいる人々が自動車以外の交通

手段で行ききできる環境を整備して欲しい。自転車道の整備は今後交通手段として、

エコでもあり重要である。道路には自動車用道路だけでなく、安全な自転車道の整備
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を他市町にさきがけ進めて欲しい。高齢者が安心安全に利用できる自転車道の建設を

お願いしたい。歩道の整備もまた重要である。平成の森へは、本町のどこからでも時

間があれば安心・安全に歩いていける歩道があれば、これもエコであり、健康的であ

る。整備をして欲しい。鉄道・バスでは遅れている、あるいは望めないならば、逆に、

自転車や歩く人のための道を整備し、緑とエコと健康を売りにした住みよい町づくり

のような夢のある計画を日本中に発信して欲しい。 

思っていることを書かせていただきました。ぜひできるところから取組んでください。

よろしくお願いします。 

”住みたくなる町、川島”のため行政当局の取組みに期待しています。 

� ・役場が行きずらいので、もう少し発展している場所にあったら便利だなと思います。

（カインズモールの近くとか・・・）郵便局も 

・夜にウォーキングを行っているのですが、西中学校の辺は、整備されていて歩きや

すくて、いいと思います。もっと公園とか道を整備してウォーキングコースをふやし

てほしいです。 

・広い土地があるから、大きいフラワーパークが欲しいです。（バラ園とか、有料のテ

ーマパークみたいな・・・） 

・平成の森公園を狭山の智光山公園みたいにもっと緑豊にしてほしいです。 

・アメリカでは、ネズミ対策と話題作りで図書館にネコを飼っているらしいですが、

川島でもいやしと話題作りに・・・・ 

� 良いと思うこと一つでも実行する意欲をもつ事を促進する様に個人にもたせる事 

個人に自覚させる対策を考え実行する事 

一つの例で電気の領収書を提示し節約の度合いにより商品（ティッシュ）を贈呈する

等 

� 道路に歩道部分の設置の推進 2．耕作放棄地の減少 3．堤外の環境維持のため荒川

上流事務所と連携したクリーン作戦 4．平成の森公園を中心とした周辺の整備（水と

のふれあい） 5．無居住住宅の把握と定期的確認 

� いつも八幡団地周辺を犬の散歩をしてます。八幡団地の街並みはきれいな方だと思い

ます。公園もシルバーの方が定期的に除草、きれいにして頂き感謝しております。会

社周辺も清掃の方がいつもきれいにしています。それなのに犬の「フン」後始末出来

ないのには残念です。三井精機、圏央道の下の間、越辺川の土手をウォーキングして

います。八幡橋周辺から眺める自然が癒されます。いつまでも守って行きたいです。

今年白鳥の姿が見えなくて寂しいです。 

三井精機と土手の間の道路、夏になると背丈ほど雑草が伸び道路、歩道側に倒れてい

ます。ウォーキングの人も多く通るのでどうにかならないでしょうか？ 

川島は自然に恵まれ住みよい町です。 

� ・駅をつくってほしい。  
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・新しくきた人を大事にしてほしい。 

・老人、子供にはよい町なので、40、50 代のサークル等、楽しめる事をしてほしい。 

� ①住宅でプラスチック、ペットボトル、発泡スチロール、機械掃除時油で汚れたウエ

ス等道路端で燃やしているので、悪臭、煙りが出ているだけの燃やし方の為、長時間

臭い煙りが住宅に入り込み咳、呼吸するのが苦しく成り、体調を悪くしている人が居

ます。 

②田畑で収穫後の木、他の物を燃やしていますが、無人で煙りだけ出して居る様な所

を多く見ますが、色々な障害発生すると思います。健康、交通等。 

※町内での回覧等で注意を呼びかけて欲しいです。 

� ・上伊草周辺の水路（川？どぶ？）ゴミやヘドロであまりきれいではない。その水路

で子供がザリガニ取りで遊ぶ程度なら良いが、中国人？らしき大人が数人でアミいっ

ぱいにザリガニを多量に取っていた。食べる為？ 

・愛犬家として迷惑だし残念だと思うが、他の方のふんの始末がとても悪い 

・管轄が町なのか警察なのかわかりませんが、冬場のカーブミラーが特に朝方曇って

見えない。曇らない様にして欲しい 

・すでにあったら申し訳ないですが、町民が利用出来るプールや運動ジムがあればう

れしい。出来れば働いている人も仕事帰りにでも利用時間であれば・・・ 

� 道端にお花を植えてきれいな場所がある。見てとてもきれいなのでゴミのポイ捨ても

なくなると思うので、どんどん増やしてほしい。 

土手の道に犬のふんが多い。もっと注意標識を設置した方がよい。 

圏央道が開通し、便利になったが、トラックや自動車の交通量が増えるので排気ガス

や交通事故が気になる。 

色々あるが、町民が楽しく参加・協力出来るような仕組みを作ってほしい。 

� 公園が少ない。児童館を作ってほしい。 
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