
 

 

 

 

 

 

聖天山周辺地区の今後の景観まちづくりに反映させることを目的に、

地区内の皆様からご意見をお伺いするためのアンケートを、平成２５

年２月に実施いたしましたところ、多くの方からご協力を頂きました。 

回答結果の集計とご記入いただいた意見の取りまとめが終了いたし

ましたので、その結果をご報告致します。 

このアンケート結果を地域の皆様と共有させていただき、これから

当地区の景観まちづくり活動に役立てていきます。 

最後に、アンケートにご協力頂きました地域の皆様、実施に当たり

ご協力頂きました自治会、地域の団体の皆様に感謝申し上げます。 

 

○実施概要 

対     象 聖天山周辺地区 

配布・回収方法 自治会配布・郵送回収 

調 査 期 間 平成２５年２月（回答期限 平成２５年２月２１日） 

配  布  数 ８００通   

内、回収数 ３００通（回収率 ３７．５％）  

ご意見・ご感想欄への記述 ９９通（３３％） 

  ※アンケート回答の全体に対する率(％)は、端数処理の都合により率の合計が 100％とならない場合

があります。また、複数回答があるため、総数が 300を超えることがあります。ご了承下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先  熊谷市都市整備部都市計画課 計画係 ☎0493-39-4813 

【聖天山周辺地区(妻沼聖天山周辺歴史景観誘導地区)】 

景観まちづくり地域アンケート 

結  果 

聖天山 

聖天山周辺地区 

(妻沼聖天山周辺歴史景観誘導地区)) 

本坊本堂 

観光駐車場 

市道 

妻沼 1135 号線 
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～ あなたやご家族についての質問です ～ 

①約 1年(H24～)      3 1%   ②約 2年(H23～)     3  1%  

③約 3～9年(H15～)    15  5%   ④約 10～20年（H5～） 14  5%  

⑤約 21年以上(H4以前) 260 87%    ○無回答         5  2%  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ２ ご家族の人数を教えてください・・・（同じ家に住んでいる） 

①１人    38  13%   ②２人  101  34%    ③３人  66  22%  

④４人以上  91  30%  ○無回答  4   1%  

 

Ｑ１ この聖天山周辺地区にお住まいになって何年になりますか・・・ 

 
ご回答頂いた方の、約９割が２１年以上お住まいの方です。 
 

 
８割以上の方が複数でお住まいですが、その一方で、お一人でお住まいという回答が３８件ありま
した。 
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Ｑ３ 歓喜院聖天堂が国宝になったことで、生活や気持ちに変化がありましたか・・・ 

①あった  193  64%  ②無い 83  28%  ③わからない 18  6%  ○無回答  6 2%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ４ 聖天山に属する又は聖天山でボランティア活動をしている団体に入っています

か・・・ 

①入っている    63 21%   ②入りたいがキッカケが無い 12 4%  

③入っていない 222  74%     ○無回答                    4 1%  

 

 

 

 

 
回答頂いた５件に１件が、聖天山に直接関わっていると回答しています。 
 

 
６割以上の方に気持ちに「変化があった」ことから、国宝に指定されたことによる地域の方々への
影響が伺うことができます。 
一方で、「変化が無かった」方も約３割と、決して低くは無い数字となっています。 
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９割の方がお祭りやイベントを良い事(「良い」・「良いが迷惑も有る」)と考えており、概ね地域の活
性化に対する取り組みに対して好意的であると言えます。 
 

 

Ｑ５ お祭やイベントがあなたのお家(お店)の付近で行われることは・・・ 

①良いことだと思う 205 67%   ②良いことだと思うが迷惑なこともある 70 23%  

③迷惑に思っている   6  2%     ④なんとも思わない           15  5%  

⑤わからない      1 1%  ⑥その他                3  1%  

○無回答         4 1%  

【この項目欄に寄せられたご意見】 

・イベントの情報が欲しい。誰にでも分かりやすく知らせて欲しい。 
・犬がいるので迷惑をかけてしまわないか逆に心配・・・。 
・駐車場に車を停めず、路上駐車するから。 
・お実様のマナーの悪いこと。道路横断時など。 
 
【ご意見・ご感想の中で、関連すると思われるもの（抜粋・要約。全文は巻末に別途掲載します）】 
・商店街の通りを良く車で通るのですが、手づくり市の日は、通行人が多く危ないと思います。出来れ
ば境内に店を移すとか方法はないでしょうか。 
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Ｑ５と同様、概ね地域の活性化への取り組みに好意的(「良い」・「良いが迷惑も有る」が８割)であ
り、「迷惑」と思う方の割合もＱ５と同程度となっています。 
その一方で、観光客等の来訪者のマナーと、生活環境への影響に関する意見が増えており、お
住まいの方と来訪者が良好な関係となるような工夫が求められます。 
 

 

Ｑ６ 観光実やイベント参加者が、あなたのお家(お店)の周りの生活道路(県道以外の道

路)を歩いて通ることについて、あなたは・・・ 

①良いことだと思う  158 52%  ②良いことだと思うが迷惑な時がある 73 24%  

③迷惑だと思っている   7  2%   ④なんとも思わない          51 17%  

⑤分からない        5  2%  ⑥その他  7  2%     ○無回答   3 1%  

【この項目欄に寄せられたご意見】 

・イベントの情報が欲しい。誰にでも分かりやすく知らせて欲しい。（Ｑ５と同じご意見） 
・犬がいるので迷惑をかけてしまわないか逆に心配・・・（Ｑ５と同じご意見） 
・多くの人に妻沼に来て頂きたい。 
・实際、人通りが増えて物騒になった（犯罪等） 
・道以外の地（民地）を通行している。 
・間違いが起こらないように防犯カメラを設置しておくべき。 
・ゴミやタバコの吸殻を捨てていく。 
・車道を歩行し、危険な事有り！ 
・県道以外の道路を通らなければ歓喜院本坊にも行けない！こんなアンケートについてあなたは･･･ 
・今までに考えたことがなかった。 
・道路なし。 
 
【ご意見・ご感想の中で、関連すると思われるもの（抜粋・要約。全文は巻末に別途掲載します）】 
・行政は一部分の地区だけに協力する事の無いよう、人通りの尐ない所の方が協力を要します。 
・国宝は素晴らしいが、それにより周辺に住んでいる事で支障が出たり、住みづらくなるのは困る。 
・観光まずあり気の整備はして欲しくない。周辺の住人の生活や環境に配慮して頂きたい。 
・観光実が増えるのは良い事ですが、散策時のマナーが悪すぎる。注意したらケンカになりかけた。 
・あちこちにゴミ等を捨てている人がいるため、食べた物等、自分自身で持ち帰って貰いたい。 
・家の軒下等の、ジュースの缶、ペットボトル、食べ物を食べた後のゴミをどうにかして下さい。 
・缶やビン、ペットボトルなどのゴミ入れの設置。 
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～ 景観（まちなみ等）について ～ 

Ｑ７ 今後２０年以内に、今お住まいの住宅の建て替えやリフォーム（大幅な外観の変更）

を・・・ 

①予定・検討している  33 11%   ②５年以内にしたので必要ない       17 6%  

③予定はない     173 57%   ④引越しをする等、建替ずに更地にすると思う   6 2%  

⑤わからない       49 16%  ⑥その他  1  0%      ○無回答  23 8%  

【この項目欄に寄せられたご意見】 
・お金のかかることなので。 
・アパートの為。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「建替えの予定・検討」「更地」という回答が１割を超えています。 
 

熊谷市景観計画の建築物に対する景観形成基準 
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Ｑ８ 聖天山周辺地区では、古いお店や住宅など取り壊され、昔からのまちなみや門前町

らしさが次第になくなっているように感じます。 

あなたはこれからのまちなみについて・・・ 

①今のままで良い 36 12%    ②きれいにしたい(または、保存したい)  163 53%  

③わからない   36 12%    ④門前町らしさってなに？         37 12%  

⑤その他     15  5%    ○無回答                  23  7%  

【この項目欄に寄せられたご意見】 
・門前町にして頂き行政で町並景観条例を発令して下さい。 
・新しいお店が出来て門前町らしさが尐し戻りつつある様に思われますが？ 
・必要とされる所は改善し残していったら良いと思う。 
・今のままでいい所と新しい門前町らしさ、合わさった所が良い。 
・お金があれば②「きれいにしたい（または保存したい）」を選びたい。 
・喫緊の問題として、原色の外壁やシャッターは市の予算を使って茶色系に塗り替えて欲しい。 
・前の方がひどかった。お粗末だった。（歴史的景観には程遠かった。） 
・無くなっているように思わない。 
・商店の後継者不在又は空家が出ること自体が問題。これを解決しない限り街並みの期待は出来ない。 
・②の意見に賛成だが、お店をやっているのが年配（若者が家にいない）なので難しいのでは？ 
・町内のお店も今は無くなり元気が無い。昔とは違い店の数も尐なくなる。 
・今さら無理だと思います。 
・今日まで門前町らしさがありました？ 
・それほど古い町並が残っているようには見えませんが。 
・昔からのまちなみがどの位残っているかも分かりません。 
・観光実が来れば良いというのではないと思う。地元の人の心の寄りどころであり、地元の人が支えて

いくことが大切と思う。 
・拝観実の食事処等、屋台風の店が必要？春の桜の頃から来場者休み処を境内に設置してはどうか？ 
（おでん、そば、うどん、ラーメン等の食事のできる店） 

・周辺地区にもう尐しお店や観光品等が立ち並びお実様にアピール出来ると良いと思う。 
・歩きやすい歩道になり観光駐車場より歩いて貰い、ちょっと立ち寄れる店、食事（お茶）をし、休憩
できる店が出来れば良いと思う。 

 
【ご意見・ご感想の中で、関連すると思われるもの（抜粋・要約。全文は巻末に別途掲載します）】 
・空地、空き店舗の積極的利用方法を考える。改装、改築に補助金を出す。 
・高額な補助金が出ないのであれば、新築リフｵーム等自分の家は自分に合った家にします。 
・国宝になった事は素晴らしい事だが、周辺の市民に負担をかけての改修等は行って欲しくない。 
・自分の子供の頃とだんだん変わっていく事に戸惑いが有ります。 
・周辺の景観を保全といっても特別保全するようなものは無いと思う。 
・中心部の空き地等が目立つ中で景観や街並みの整備、維持は難しいと思います。 

 
約半数の方が綺麗・保存したいと考えており、まちなみを整えることに対する関心の高さをうかが
うことができます。 
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７割の方が必要（「必要」「程度による」「エリアを絞る」）と考えており、まちなみへの関心の高さが
うかがえます。 
ただし、その内訳は「程度による」「エリアを絞る」という意見が殆どを占めており、“地区全体”に
“一律”ではなく、地区を分けて地区の特性に応じて、制限の程度・有無を検討する必要があるよ
うに感じます。 
 

 

①必要             32 10%    ②程度による 112 35%  

③エリアを絞って制限すれば良い 80 25%   ④不要     46 14%  

⑤わからない          25  8%   ⑥その他     6  2%  

○無回答             21  7%  

【この項目欄に寄せられたご意見】 

・③県道に面した家、大我井神社への裏路、旧かまくら街道。 
・多尐は必要だと感じます。 
・必要と思うが歩道橋の配色は如何なものか。従来の色のままが良かった。公共物にはセンスが必要。 
・喫緊の問題として、原色の外壁やシャッターは市の予算を使って茶色系に塗り替えて欲しい。 
・制限されて自費による改修等は迷惑だと思う。 
・金銭的に無理。 
・今は高齢者が多く経済的に無理ではないか。 
 
【ご意見・ご感想の中で、関連すると思われるもの（抜粋・要約。全文は巻末に別途掲載します）】 
・聖天様の回りを綺麗に整備して色も統一して欲しい。 
・色彩をある程度統一した方が良い。 
・色彩に統一感がありません。古民家でなくても昭和３０年代でも何でも良いのです。 
・まち並みやより良い景観をつくり、妻沼を訪れる人達に好印象を与え、何度も行って見たいまち（リ
ピーター）が増えます事を願っています。 

・町並みに統一感があるというのは見た目も綺麗ですし、町内の人の情熱が伝わり、観光実にもいい印
象を与えるので良いと思います。 

・ある程度のまちなみを整備できればと願います。初めからハードルを高くしすぎると難しいと思う。
メインとなる通りなどエリアを限定して实施してみたらいかがでしょうか。 

・子どもの頃から慣れ親しんだ景観が変わってしまう方が寂しい感じがします。妻沼に住んでもいない
コーディネーターや評論家の方が来て論ずべき事ではないと思っています。 

 

 

Ｑ９ 聖天山周辺地区で建物の色や形に統一感をもたせるなど、制限が必要だと思います

か・・・（たとえば、壁の色は茶色系又は杉などの木材、屋根は和瓦などとした制限） 
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Ｑ１０ 聖天山周辺地区では、電柱や立て看板・広告物がごちゃごちゃしていて聖天山へ

の案内看板がわかりにくいという声を聞きますが、あなたは・・・ 

①今のままでよい 25 8%  ②看板類の設置場所や位置のルールを作った方が良い 175 53%  

③看板類のデザインルールをつくった方が良い 77 23%  

④わからない   17 5%  ⑤その他     19  6%    ○無回答  19  6%  

【この項目欄に寄せられたご意見】 
・案内看板が最近どんどん増えてきて良い事と思う。 
・ずいぶん整備されてきたと思うが・・・ 
・②に類するが、通過する誰もが良い処に看板設置されていたので尋ねることなくＯＫ。そんな場所を

研究し設置する事は非常に大事な事だ。 
・場所を良く聞かれるので早急に対応すべき。 
・407、県道直前の案内と 500ｍ位前から案内又はここから二つ目の信号右折等の案内を。 
・聖天様の案内看板が尐な過ぎ。 
・国道、県道の周囲 10ｋｍ、5ｋｍ、3ｋｍに案内板を立てＰ(駐車場)へ誘導する。 
・駐車場が見つけづらい。 
・駐車場が分からない人が多い。もうちょっと目印になるものを設置。 
・分かりにくいという意見があるならば改善していくべきでは？ 
・設置する場合はあらかじめ近くの住人に説明又は断りが欲しい。 
・看板、広告は分かりやすい事が一番だと思うので、ルールではなく、親切心の見えるものであれば  
良いのですが。 

・各場所に看板を表示すると良い。 
・段ボールや発泡スチロールに手書きされていた看板を見つけた時にはさすがにがっかりしました。 
・如何わしい看板等は規制すべし。個人の店等の看板等は個人の財産でありますので規制するべきで 
ないと思います。 

・喫緊の問題として市道１１３５号線東側につけてある発泡スチロールの本殿への案内板は国宝への 
案内板として限度を超えている。何とかして欲しい。 

・金のかからない方法ですっきりさせたい。 
・歩行者に危ない。他の都市の道路事情を考えても恥ずかしいくらい危ない。 
・電柱や電線等を地中に？ 
・電柱があり、道路が狭い、車が駐車している。 
・電柱を埋設する。 
・電柱は無くした方がいい。 
・電柱は地下が良い。 
・電柱が歩道にあるのは歩行者に危険。 
・場所によっては歩道に電柱が立っていて危険です。 
・道路に立っている電柱は移動すべきではないか。歩道を広くして貰いたい。 
 
【ご意見・ご感想の中で、関連すると思われるもの（抜粋・要約。全文は巻末に別途掲載します）】 
・聖天様の案内看板等不十分の感が有ります。 
・聖天様ヘ向かう各道路３～５ｋ手前に、駐車場の位置を知らせる案内板を設置すると良いのでは。 
・思うことは案内板の尐ない事です。妻沼もバス停付近や公共の場所等に沢山あると良い。車社会なの
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で車から一目で分かるのも必要かと思います。 
・本坊周辺東側に駐車場があるが、横町通りを南から車で来ると駐車場案内が分かりづらい。又、駐車
場は有料、無料か聞かれる事がある。 

・妻沼消防署付近には案内看板が尐なく思います。また、お実様が「せいてんさん」と仰っていたそう
で、看板に振り仮名を付ける等の工夫も必要と感じます。 

・観光駐車場の看板をもっと増やし、分かりやすくした方が良い。 
・施設の案内看板も書体、色、大きさに統一性が望まれる。 
・がい燈を（電柱）を門前町らしいもの統一したほうが綺麗だ。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
看板や広告物等に対して、何らかのルール作りが必要（「場所・位置」「デザイン」）と考えている方
が７割を超えており、非常に関心が高い事が分かります。 
また、Ｑ１６等他の項目で頂いた意見も踏まえると、案内板（聖天山、駐車場への案内）を“分かり
やすくする”ことは、来訪者へのおもてなし（親切）という視点だけでなく、分かりやすくすることで生
活環境への影響の低減という効果も期待できそうです。 
さらに、電柱の景観への影響についての関心の高さも、頂いた意見からうかがうことが出来ます。 
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Ｑ１１ 全国には景観協定などで、壁の色や屋根の形などが揃ったまちなみにしようと取

り組んでいる地域がありますが、あなたは・・・ 

※景観協定とは、地域の方々が主体となって、建築物の壁の色や屋根の形などに
関するルールを決め、みんなで守っていくことを約束する制度です。 

①取り組んでみたい 63 21%  ②やりたくない  42 14%   

③どちらでもよい   93 31%    ④わからない   65 21%     

⑤その他       17  6%    ○無回答     24  8%  

【この項目欄に寄せられたご意見】 
・芦屋の景観保護を持ち出すまでもなく、こういう事は当たり前の事と考える。しかも国宝です。 
・それなりのメリットがないと？あるものは賛成すると思うが。 
・年配者が多いので、難しいと思うが綺麗にして欲しい。 
・聖天様南側県道沿い及び坂田医院駐車場までは必要。他は不要。 
・基本的には賛成であるが生活にどの位影響するかが不明で何とも言いがたい。 
・ルールを決めて、守るという事には良いと思うが、資金の援助がないと大変だと思う。 
・取り組んでみたいが、資金等行政の補助が必要。 
・ステキだとは思いますが、金銭面の問題はどうするのでしょうか。 
・資金のかかる事で？望む事ではある。 
・当地も高齢化のため余り協力することに努力なし。 
・不況下ですから最小限に・・ 
・建替えなどの時、一般的なものより高価な材料を使用する等、不要な出費が発生するなら取り組みに

は反対。 
・経済的に無理ではないか。 
・お金かかる。 
・それ程強くする事もないと思います。 
・揃っている事が良いとは言い切れないと思う。負担がかかるのではないか。 
・何十年かかるの！ 
・無理があると思う 
・無理だと思います。 
・難しいと思う。 
・自宅をどうしたら良いか、子ども達も帰らず、難しいです。 
・そこまでするのは難しいのでは。 
・個人の自由を尊重させたい。 
 
【ご意見・ご感想の中で、関連すると思われるもの（抜粋・要約。全文は巻末に別途掲載します）】 
・まち並みやより良い景観をつくり、妻沼を訪れる人達に好印象を与え、何度も行って見たいまち（リ
ピーター）が増えます事を願っています。 

・町並みに統一感があるというのは見た目も綺麗ですし、町内の人の情熱が伝わり、観光実にもいい印
象を与えるので良いと思います。 

・ある程度のまちなみを整備できればと願います。初めからハードルを高くしすぎると難しいと思う。
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メインとなる通りなどエリアを限定して实施してみたらいかがでしょうか。 
・田舎町が長く続いたので尐しずつ変化すればいいと思うが、今の世の中は変化が早いので、それも仕

方ないと思う。 
・のんびりした雰囲気はそのままに、趣ある建物は手入れをして残し、新しくする際には基準を守る。
費用を負担して頂けるなら今すぐにでも協力したいぐらいです。 

・自分の子供の頃とだんだん変わっていく事に戸惑いが有ります。昔の良い所も残して欲しいと思いま
すが、国宝と成りやらなければいけない事とは思います。 

・町並みを綺麗にする事は意味のある事と考えますが、周りで日々生活している多くの人々がいるのも
事实です。生活を大きく変えたり、無視して何かをするのは賛成出来ません。これまでの人々の暮ら
しが守られ、互いに出来そうな事を考えて欲しい。最後に、生活する人々の暮らしを大きく変える事
のないよう、重ねてお願いします。 

・無理に観光地に仕立て上げると、何百年も続いてきた聖天様に対する尊敬の念が薄れるような気がし
ます。 

・生まれてからここで生活している当方にとっては、今のままでも何の不便も感じません。子どもの頃
から慣れ親しんだ景観が変わってしまう方が寂しい感じがします。妻沼に住んでもいないコーディネ
ーターや評論家の方が来て論ずべき事ではないと思っています。 

・環境美化のため花を植えて欲しい等の要望はプレッシャーになる。自然体で良いと思う。 
 

 

 
 
 

 
意見が大変拮抗しています。 
このＱ１１は、Ｑ８及びＱ９と“まちなみの景観”という点で共通していますが、回答の傾向には特徴
が見られます。 
Ｑ８の「まちなみに対する現状認識」に対しては、多くの方が「綺麗にしたい」と考えています。 
次に、Ｑ９「まちなみへの制限」については、多くの方が何かしらの制限が必要と考えていますが、
「エリアや程度による」として条件付きとなっております。 
そして、このＱ１１では意見が拮抗しています。 
頂いた意見を踏まえると、“まちなみを整えた方が良い区域”と“そうでもない区域”があり、“資金
面の負担、地域らしさの喪失、生活環境の変化”を考えると、一律のルールづくりは相応しくない、
と多くの方が考えているのではないかと推測されます。 
Ｑ９とあわせて考えると、まちなみについては、地区を区分して制限やルールの必要性や内容に
ついて地区ごとに話し合って決めていく必要と、それと同時に、活性化及び生活環境の両方を考
慮しながら、先導的なエリア（来訪者に歩いて貰うための推奨ルート等）を設定する必要があるよ
うに思います。 
 

新潟県南魚沼市 牧之（ぼくし）通り 
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～ 道路について ～ 

Ｑ１２ 聖天山の中にある市道（新枡屋酒店・大熊豆腐店～中門～割烹千代桝東から妻沼

公民館に向かう道路）への自動車の進入について・・・ 

 ①今のままで良い         84 28%  ②休日だけ通行止めにした方が良い 93 31%  

③常に通行止めにした方が良い  75 25%   ④わからない          27 9%  

⑤その他             15  5%   ○無回答             9 3%  

【この項目欄に寄せられたご意見】 
・商店の営業に影響が大きいので意見聴取が必要。住民の不便も考えなくてはいけない。 
・生活道路でもあり分からない。 
・聖天山の車両の安全祈祷所もある。車がないと聖天寿司さんへ買い物する際、荷物が大変。 
・交通量を調査してから決定したらどうか。 
・必要な人も不要な人もいるはず。感覚だけでは判断するべきではないのでは。 
・毎週日曜等、決められた日＆イベント開催時は通行止め。観光実等が増えたら、事故防止のため常に
通行止めも考える。 

・休日は大勢が見え、危ない事もあります。 
・時間によって通行止め等の措置をとるべき。 
・祭りの時（年間）は中止した方が良い。その時は交通案                     
内人を必ず置くべきです。 

・お祭りの時は、この道路は危険です。制限をした方が良                     
い。  

・駐車場との関連を考えると休日だけ通行止めにした方が                    
良い。 

・手づくり市の時は通行止めにして欲しい。 
・聖天様の大祭や休日は通行止めにした方が良いと思いま                    
す。 

・車と自転車がぶつかっているし参拝者がかわいそう。 
・一通が良い。 
・大熊豆腐店～中門はどちらかの一方通行が良いと思う。 
・中門から豆腐店まで一方通行（出口のみ）にした方が良                     
い。駐車場付近は車が通れた方が良い。 

・中は良いけど深谷県道に出られないようにしたい。 
・危ないから自動車は通行止めに。 
・狭くて人通りが多いと危険。 
・聖天山に関係ない車は通行止めにすべき。 
・関係者は別。 

 
半数以上の方が通行止め（「休日」、「常時」）を希望していますが、その一方で、「今のまま」「休日
通行止め」「常時通行止め」のそれぞれの率を見ると拮抗しており、回答された方のこの道路の利
用実態によって回答が分かれたのではないかと推測されます。 
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Ｑ１３ 稚児行列など、お祭りやイベント等で使われる、市道妻沼 1135号線(本坊本堂か

ら聖天山に向かう道路)について・・・ 

①今のままで良い 41 14%   ②歩行スペースだけきれいにした方が良い  53 17%  

③歩きやすくするために歩道と車道の両方を整備した方が良い       185 61%  

④わからない   14  5%   ⑤その他   2 1%    ○無回答     9  3%  

【この項目欄に寄せられたご意見】 
・現在の玉石を使った小路は歴史のある道なので残して欲しい。現在のケヤキ並木は昔桜並木だった。 
・絶対整備するべき。 
・大型バスが入るので道路広げ段差をなくし歩道をつける。 
・現状は車道を歩いている。危険である。早急に整備をした方が良い。 
・側溝が危険である。蓋をした方が良い。 
・子どもが石につまづき、転んで足に枝が刺さるというケガをした事があります。注意をしていても足

場が悪すぎます。 
 
【ご意見・ご感想の中で、関連すると思われるもの（抜粋・要約。全文は巻末に別途掲載します）】 
・旧風呂屋前は車道と側溝の境がなくて危ないです。 
・市道妻沼 1135号線の整備は早急に必要と感じる。駐車場が混むと車も人も多く危ない。 
・市道妻沼 1135号線の歩道の敶石が歩くと痛い。 
・歓喜院から聖天様間の道路、景観について行うべき。 

 

 

 

 

 

 
約６割の方が歩道・車道を含めた全体での整備を希望しています。歩行部のみの整備も含める
と、合わせて約８割の方が整備を望んでいます。 
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Ｑ１４ 観光実等から「県道羽生妻沼線(聖天山の南側)は歩行が危険」という声を聞きま

すが・・・ 

①今のままで良い  18  5%   ②大型車の通行を規制した方が良い 120 31%  

③電柱等の数を減らすなど、歩行スペースを確保した方が良い   192 50%  

④一方通行にして広い歩道を確保した方が良い            24  6%  

⑤分からない    15  4%    ⑥その他  6 2%     ○無回答  11  3%  

【この項目欄に寄せられたご意見】 
・一方通行だと地元の人にとって不便。地元の人にも観光実にも便利な方法が良い。 
・バスが通れなくなると観光実に便利さが減尐する。 
・妻沼庁舎南の道路（東西）を早く完成させる。 
・イベントがある場合は通行止め。  
・時間帯で通行止めにする事も考えてみては？ 
・通過だけの車が９５％以上です。何度もキケンを目にしています。いつも何か起きそうです。 
（南に一本ずらして 407経由させるべき） 

・市道から県道羽生妻沼線に車で出る時、店舗の桃太郎旗が邪魔して左右確認が出来ず危険で困る。 
・聖天山北側の道路を整備しなおして④にすると良い。大型は町内工事以外は規制。 
・車両が停止している状態を禁止して歩道を確保する。 
・歩道を広げる。 
・観光を目的としてくる、お実様の為の安全な歩道を確保しても良いと思う。 
・道路幅が狭い。 
・妻沼小学校の通学路にもなっていて、朝の時間帯とても危険です。 
・県道羽生妻沼線で手作り市を行っているのは危険である。商店街との関係もあると思うが、境内で安

全に行うべきである。 
 
【ご意見・ご感想の中で、関連すると思われるもの（抜粋・要約。全文は巻末に別途掲載します）】 
・車両制限をまず考えるべき。（普通車、大型車問わず） 
・土日時間制限で歩行者天国にすれば良いと思う。後々にきちんと歩道と車道を整備する。 
・電柱の整備、歩道スペースの確保等を行わないと、観光実にも通学する子ども達にも大変危険だと思

う。トラックの規制も必要ではないか。※この地区は特に急いで整備をして頂きたい。 
・錦町通りの電柱は地下に・・というのは費用が大変でしょうか？ 
・門前通りが歩道分離されていません。信号は特に聖天前が狭くて危険。 
・手づくり市の日は、通行人が多くて危ない。出来れば境内に店を移すとか方法はないでしょうか。 
・周辺が賑やかになり、人・車との接点が多く、交通事故等が心配です。行政指導が必要大ですね。 

 
殆どの方が安全に通行できること希望していますが、「一方通行」のように生活環境に影響がある
方法より先に、まず「歩行スペースの確保」というハード面による安全確保、または「大型規制」の
ような制限対象を限定する手法を望んでいます。 
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Ｑ１５ 観光実等から「県道太田熊谷線(聖天山から観光駐車場まで)が歩きにくい」とい

う声を聞きますが・・・ 

①今のままで良い  29 8%  

②電柱等の数を減らして歩きやすい歩道にした方が良い     135 37%  

③段差を解消して、車椅子等が通りやすい歩道にした方が良い  166 45%  

④わからない    14 4%    ⑤その他  14 4%   ○無回答   8  2%  

【この項目欄に寄せられたご意見】 
・電柱埋設、道路面より 10ｃｍ以下高い歩道。工事のたびに道路を高くしない。 
・電線を地中化して電柱をなくす。 
・電柱を地下に埋めた方がすっきりして歩きやすく車椅子にも良い。 
・元々の歩道がそのように考えて作られていないと思うので、これから改善していくべきだと思う。 
・歩道がボコボコ（ガタガタ）していて、ベビーカーで通りにくい。 
・歩道のタイルが大変歩きにくく危険でもある。 
・自動車が歩道に入って駐車してあり、歩きにくい場所もある。個人の家や商店も、駐車スペースを整
備したほうが良い。買い物実のマナーも必要。 

・歩道に駐車させない。 
・歩くには遠すぎます。駐車場をもっと近くにした方が良い。 
・遠すぎます。もっと近くに。 
・店がなく、つまらないと思う。 
・途中にトイレが必要と思う。 
・空地、空店舗などに休み処やイベントを催して観光駐車場まで誘導。 
・駐車場から聖天様までの案内看板（大きいもの）を作った方が良い。 
・裏通りの整備も必要。 
・大型車の通行を規制した方が良い。 
・県道太田熊谷線旧坂田医院～きくやまでを大型車通行可にする。観光実は聖天山の近くで降りる。バ

スは観光駐車場で待つ、又迎えに行く。 
 
【ご意見・ご感想の中で、関連すると思われるもの（抜粋・要約。全文は巻末に別途掲載します）】 
・表通りは狭いので西側道路を利用するよう、丁寧な案内板を設置したら如何でしょう。 
・県道太田熊谷線は歩きにくいのではなく歩く魅力が無いのだと思います。歩く人は殆どいません。 
・県道太田熊谷線の歩道はひどいと思う。傾斜や凸凹があり歩きにくいし車椅子など、とんでもない。 
・小池屋さんの所のＴ字路に、歩行者用の信号が必要ではないか。信号が青になり歩いて渡ろうとした

ら、車が先に発車して目の前を通り過ぎる等、怖い思いをした事が何度もあります。 

 
殆どの方が歩きやすい歩道を希望しており、「段差」、「電柱」とも、歩きやすさを阻害している要素
である、と認識されています。 
また、回答の選択肢にはありませんでしたが、駐車マナーや、Ｑ１８とあわせて、歩いて頂く為の
魅力作りについての関心も高いようです。 
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Ｑ１６ お正月や春秋の大祭では駐車場の関係で、路地まで自動車が入り込み、迷惑した

ことが・・・ 

①ある  99 32%  ②仕方が無いとあきらめている 87 28%  

③ない  99 32%  ④わからない          14  5%    

⑤その他   8  3%  ○無回答             6  2%  

【この項目欄に寄せられたご意見】 
・狭いのにスピードを出して通ると怖いと思う。   
・路地でスピード出して危険。 
・運転手のマナーが悪い。 
・庭を駐車場に貸したことも・・・ 
・正月春秋の大祭の時は車が出せない。缶やビンなど投げ込まれる。ゴミ入れ設置。 
・月極駐車場にまで車を置かれてしまうので大変迷惑しております。 
・駐車場がばらばらで分かりにくく、整備する必要があるのでは。 
・人は半歩でも近い方を選びたがる。 
・周辺の住人に生活や騒音等の迷惑が出ない様に何らかの規制が必要。 
・露天商の車の出入りについて、近隣の住民にもっと配慮して欲しい。 
・聖天様に近いので、当たり前の事と思っている。 
・迷惑するほど来て頂いてありがたいと思っている。 
・仕方ないと思うが、諦めると言うか、大勢の人たちで賑わうのは光栄に感じる。 
・多くの人が来てくれることは嬉しい。 
・賑やかになる（妻沼に来る）ことが嬉しい。 
・観光地として今後の仕組み作りをする必要がある。 
 
【ご意見・ご感想の中で、関連すると思われるもの（抜粋・要約。全文は巻末に別途掲載します）】 
・聖天様ヘ向かう各道路３～５ｋ手前に、駐車場の位置を知らせる案内板を設置すると良いのでは。車

の観光実の方が多く、正月お祭りは街中の道路は相変わらず渋滞です。 
・駐車場が尐ない。普段は静かな町もお祭りの時は迷惑している。駐車場の数を増やした方が良い。 
・お祭りの時は、居住地内に車が多数入り込み迷惑な時もあるが、活性化のため良い事だと思う。 
 

 
現状を受け入れている方（「ない」「仕方がない」）が約６割と半数以上を占め、迷惑している方
（「ある」）の３割を大きく上回っていることから、観光客等が来訪し活性化することについて、地域
として概ね前向きに捉えて頂いていると考えられます。 
その一方で、迷惑を“感じた”ことがある方（「ある」「仕方が無い」）も約６割と非常に多くなっている
点についても注目する必要があります。 
今後の景観まちづくりや活性化策を検討していく中で、重要な項目であると考えます。 
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～ 駐車場について ～ 

Ｑ１７ 聖天山境内及び周辺の駐車場について・・・ 

 ①今のままで良い  71 22%   ②境内は駐車禁止にした方が良い  88 27%  

③わからない    19  6%   ④聖天山にまかせる        116 36%   

⑤その他      12  4%    ○無回答              15  5%  

【この項目欄に寄せられたご意見】 
・駐車場は近くに限るので遠くへ移す必要無し。 
・関係者以外は②「境内は駐車禁止にした方が良い」です。 
・住人の駐車場になっている事があるので、②に。 
・②「境内は駐車禁止にした方が良い」が理想だが、しかし駐車場スペースが限られている現状。 
・フリーマーケットの車乗り入れはやめさせる。 
・時間帯によって制限すべき。ゴミ、騒音等で迷惑。 
・足の悪い人は別に駐車場を考える。 
・聖天様の境内は院主様に任せるべきだ。 
・有料化。 
・現在の乗用車駐車場をバスの（駐）停車場とし、聖天様に近い空地を駐車場として探す。 
・お正月と春秋のお祭りに限り、空きスペースを臨時駐車場にしたらどうか。 
・周辺の駐車場はさらに必要。廃業の店、いわゆる”しもた屋”（もと商店をしていたが今はやめた家）
及び空き家は高条件で買取り、Ｐに。 

・もっと多くの場所を考える事。坂田医院からは遠すぎる。 
・観光実を呼ぶためには駐車場の確保は必須条件だと思う。 
・旧坂田医院の駐車場利用のＰＲが必要(立看板を遠くから立てる）、案内板が足りないとの声がある。 
・商工会の駐車場を主力にした方が良い。 
・門前町的な雰囲気のある駐車場及び商店街が望ましいのではないのか？ 
・観光実を迎えるのに、もっと綺麗に整備した方が良い。 
・駐車場から境内に行くまでの道路の整備が必要なのでは。 
・まちづくりと合わせ整備する 
 
【ご意見・ご感想の中で、関連すると思われるもの（抜粋・要約。全文は巻末に別途掲載します）】 
・聖天山境内に決まった駐車場があれば良い。（梅月堂方面） 
・お正月や春秋の大祭の時は、境内は駐車禁止にした方が良いと思います。 
・境内の自動車乗り入れ、月極め駐車場も全廃止。 
・観光バスの駐車は坂田医院の駐車場へ限定した方が良い。 
・大型バスが多くなり迷惑する様になった。大型バス等は別の場所に駐車して貰いたい。 
・店舗の駐車場を参拝実が大勢利用（大半は無断で）。（特に大祭、初詣）でも奉仕の精神で提供。聖天
様のおかげで今があると感謝しつつ。 

・駐車場の有料化等、車を使わなくても行ける交通弱者にも優しい観光地の価値を向上させる。 
・提案ですが、大我井神社前の道からゴルフ場へ向かって左側の畑が駐車場になったら、入りやすく、
聖天様へも近道で、大我井参拝や貴惣門正面から本堂へとあちこち観ることができる。 

・本坊周辺東側の駐車場は、横町通りを南から車で来る観光実には案内が分かりづらい。又、有料なの
か無料なのかを聞かれる事がある。 

・小林だんご店北の聖天山参拝者駐車場を舗装にした方が良い。 

「聖天様にお任せする」が最も多く、次いで、「境内駐車禁止」と「今のままで良い」がそれぞれ２
０％台と拮抗しています。 
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Ｑ１８ 無料の観光駐車場が坂田医院旧診療所跡地にあり、聖天山まで歩くようになって

いますが、あなたは観光駐車場について・・・ 

①今のままで良い    35 11%   ②聖天山の近くにあった方が良い  133 40%  

③聖天山から離れていても歩きやすければ良い             116 35%  

④観光駐車場はいらない 10 3%   ⑤わからない            10  3%   

⑥その他        19 6%   ○無回答              11  3%  

【この項目欄に寄せられたご意見】 
・もっとＰＲして利用を促進して欲しい。 
・無料駐車場を大きくアピールする大型看板設置。  
・多目的に利用できるので現状で良い。 
・参道の商店街として歩く楽しみがあるようにすればいい。 
・ここを観光の第２の核になるようにするべき。商工会議所を観光インフォメーションセンターにする

べき。同時に土産物や福祉会館を活用した観光イベントを行うべき。 
・駐車場内に観光案内を建てるべきだ。近くの商店若者が案内すべきだ。 
・近くにあり有料駐車場で可と思う。また、駐車場内に土産物の商店があった方が良いのではないか。 
・有料化し、聖天山までの妻沼下町～聖天前の朝日バスの有効的運用を検討すべき。 
・来た人は出来るだけ近くに置きたいと思うので、看板等でもっと分かりやすくすべき。遠くても町の

歩道の整備や商店の魅力等が必要だと思う。 
・歩いていて楽しければ良い。 
・離れていても町並がもっと魅力的になれば大丈夫だと思う。 
・歩くのが楽しみになるようなまちなみになれば良い。 
・妻沼ならではの商店等が、聖天様までの間に集中してあると、駐車場が尐し離れていても観光実の方

は楽しいのでは・・・ 
・興味のある道作り、商店を作りたい、裏通りもある。 
・町の中を見ながら歩いて来るので、町が活気付いてかえって良いのではないでしょうか。個人的考え

ですが。 
・そして商店ももっと活気付いたまちなみになれば・・ 
・尐し離れていた方が町内のお店をのぞいてもらえるのでは？ 
・観光駐車場～聖天山は年配の方には尐々距離があり大変です。県道太田熊谷線の旧坂田医院～きくや

までの大型車の通行規制をなくして、観光実には聖天山の近くでバスを降りて頂き、バスだけ観光駐
車場で待つ。時間になったら迎えにいく。 

・町内を歩いて欲しいが、歩いての聖天様は遠すぎる。 
・聖天山の近くにあった方が良いが、あるいは遠くても、その間の道に、もっと商店街やギャラリーが
あり、歩いていて楽しければ良いと思う。 

・年配の方が歩いてきただけで疲れ、見学が無理な方もいらっしゃいました。 
・普段は利用実が尐ないようで、車を置いて歩いている人を殆ど見かけません。また、歩く所も何の変
化もなくつまらない町に見える気がする。 

・現在利用度は？町の商店街の方にはもっと考えて欲しい。 
・聖天様まで歩いても、休む所もお土産を売っている所も無いので老人は疲れてしまう。 
・聖天山までの道のりは商店街の活気がなく、つまらないので遠く感じる。川越市の菓子屋横丁のよう
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に歩きながら目でも楽しめると良いと思う。 
・今の観光駐車場では遠すぎる。 
・駐車場は離れすぎている。   
・聖天堂境内は手をつけない方が良い。自然を残したい。 
・聖天山の西、摩多利神社の近く、小学校裏等に設けたら。 
・スペースが確保できれば近くにあった方が良い。 
・山門東の緑道周辺に整備する。 
・観光実のわがままばかりを取り入れた整備をして欲しくない。 
 
【ご意見・ご感想の中で、関連すると思われるもの（抜粋・要約。全文は巻末に別途掲載します）】 
・観光駐車場から聖天様まで距離があるため、長く感じないように、飽きないように、花、店等を工夫
したり、休むイス等あると良いと思います。 

・離れていても町の中を散歩しながら来るのも良いのではないでしょうか。 
・県道太田熊谷線は歩きにくいのではなく歩く魅力が無いのだと思います。観光駐車場については現在

大型バス等は聖天山付近の駐車場を利用していると思います。県道を歩く人は殆どいません。 
・坂田医院の処があるというけれど、そこから本殿まで歩かせるのは大変です。商店がないから川越の

様にはいきません。町中の空き家の処を市が相談に入って、貸し店舗の利用を考えるべきである。 
・駐車場の有料化等、車を使わなくても行ける観光地、交通弱者にも優しい観光地としての価値を今以

上に向上させる。 
・旧坂田医院から聖天山まで徒歩約８分位かかります。健康な人は問題無いと思います。しかし、足の
不自由な人では難しいと思います。取り敢えず一日一便で良いですから、マイクロバスを運行させた
らどうですか。検討して頂きたいと思います。 

・観光バスの駐車は坂田医院の駐車場へ限定した方が良い。 
 

 
 

 

 
「聖天山の近くにあった方が良い」（４割）と「歩きやすければ良い」（３割以上）が拮抗しており、意
見が二分しています。 
しかし、頂いた意見を踏まえると、活性化の視点から“観光客に歩いて貰いたい”という意見と、 
観光客の視点から“不便であったり、歩く楽しみが無い現状では、聖天山の近くに駐車場があった
方が良い”という意見、そして活性化と観光客の視点から“町並み等で楽しめる工夫をすれば歩
いて貰えるのではないか”という意見の大きく分けて三つに分類できそうです。 
方法論こそ異なっていますが、「今の観光駐車場は遠くて不便であり、歩くだけの楽しみが無
い。」、「活性化のためには歩いて貰いたい」という点では概ね認識が共通しているように思えま
す。 
まず、どの視点からアプローチをし、何から手を付けるのか、から検討していくことが望ましいと思
います。 
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～ その他 ～ 

Ｑ１９ 景観やまちづくり等について自由な意見交換会や講演会等を行う場合、参加いた

だけるのに適した時間帯などをお教えください。 

【平日(月～金)】 

①午前 ９：００～  17  6%  ②午後１３：００～   86 28%   

③ 夜 １９：００～  55 18%  ○無回答       144 47%  

○参加しない      2  1%  

【休日(土日祭)】 

①午前 ９：００～  28 9%   ②午後１３：００～   83 27%  

③ 夜 １９：００～  34  11%  ○無回答       157 52%  

【この項目欄に寄せられたご意見】 
・午前 10：00～ 
・休日の（午後）13：30か 14：00が良い 
・今の所、出向ける事が出来ません。「ごめんなさいネ。」 
 

 

 

 

 

 

 

 

平日・休日ともに無回答が半数近くに上っているため一概には言えませんが、平日と休日いずれ

も午後１時からを希望される方が多いようです。 

 



 22 

 

○これからの聖天山周辺地区について、ご意見ご感想等があればご記入ください。 

 

記述頂いたご意見（全文） 

・妻沼聖天様の為に御尽力下さっている方々、本当にありがとうございます。 

・国宝なので聖天山の中のいらない物の片隅（片付け？）をした方が良いのでないか。例えば裏の

駐車場の案内をした方が良いのではないか。 

・周辺だけでなく境内（裏の滝や水路）の整備を希望します。昔はホタルが生息していました。平

和の塔を借景に出来る庭がほしい。今の小屋（舞台）の整備等。周辺の店が頑張っているので協

力したいと思う。 

・仁王門や貴惣門にくもの巣等ついている。妻沼地区の自治会、各種団体に協力を求め、成田山で

行っているような恒例のすす払いが出来ないか？また、境内も、自治会、各種団体に協力区域を

割り当てて清掃活動が出来ないか？境内の斉藤实盛公の像の右手の筆が欠けてなくなっている。

何とか修復出来ないでしょうか？ 

・本堂だけでなく、平和の塔の方も綺麗にした方が良いのでは、又池も綺麗にならないものかと思

います。 

・真先に聖天山境内の石たたみが、でこぼこしていて歩きにくいので（老人には特に。車椅子では

無理）出来るだけ平らにした方が良い。（これは都市計画外の事と思います。） 

・聖天様正面の石門から本堂までの敶石がでこぼこしていて、とても歩きにくく、年配者や体の不

自由な方はとても危険と思います。歩き良い様に平らだったらと、お参りにいく度に感じていま

す。 

・石舞台を除去した方が良いと思う。参拝者が石舞台があるために横に曲す。参門前からまっすぐ

に進み、途中に大線香が建ち、門前は昔のままの方が奥深しかった。国宝の神社には石舞台は合

わない。聖天山が、下から見られなく、屋根だけ小さく、国宝の神社には見えない。廻りの彫り

物はどこの神社に行っても有る。 

・小林だんご店北の聖天山参拝者駐車場を舗装にした方が良い。市道妻沼 1135 号線の歩道の敶石

が歩くと痛い。平和の塔の回りのお堀が汚い。ぞういけも汚い。本殿へ通じる回廊の下から鐘つ

き堂の方へ、抜けられない様にバリケードがありますがどうしてでしょう？ 

・本坊近くの駐車場内に一箇所ぐらいトイレがあれば良い。特に洋式であれば汚れも尐ないと思う。 

・聖天山本堂が国宝になり拝観料の 700円は莫大過ぎて、二度と見に来る事は無いと人々は言いま

す。又、トイレをもっと綺麗にとも言われる。観光実にもっと良い環境の町に、計画課で検討し

てください。 

・大型車が禁止の道路があります。小池屋～。そこが通れれば便利になると思います。聖天山境内

のトイレが汚い、紙が無い、と、いう事を良く耳にします。又、洋式にして欲しい。見学お参り

に来る方は年配の方が多いので(ひざ、こし等痛い）ぜひ直して欲しく思います。ガイドをして

いますが、そのような意見が沢山あります。 

・聖天山境内に決まった駐車場があれば良い。（梅月堂方面） 
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・駐車場について 本坊周辺東側に駐車場があるが、横町通りを南から車で来る観光実は駐車場案

内が分かりづらい。又、駐車場は有料、無料か聞かれる事がある。 

・お正月や春秋の大祭の時は、境内は駐車禁止にした方が良いと思います。 

・駐車場について 本坊周辺東側に駐車場があるが、横町通りを南から車で来る観光実は駐車場案

内が分かりづらい。又、駐車場は有料、無料か聞かれる事がある。 

・貴惣門から本殿にかけての参道の整備。清掃することではなく軽食等できる処を開設は？尐なく

とも土・日・祝日に開店できる店の誘致を早急に。寺は出店する協力店には補助金等で、まず賑

わいの環境作りを願いたいです。これは祭り以外の出店先の確保をしたい。とにかく参道の周り

の賑わいを演出したいですね。 

・聖天様を見学するだけで、他に何も目的となるような物や建物がなく、一度来ると又来たいと思

うような場所ではないような気がします。もっと建物の周りの庭や、境内など、ゆっくり散策し

てお金を出しても色々見応えがある、と思えるような場所にして行けたらと思います。又、遠く

から見えても、地元のお土産等売っている所が全然無いので、そのような場所も境内に設けたら

良いと思います。これからも何回も行ってみたいと思って貰えるような地域に出来たらいいと思

います。 

・聖天様境内において本殿に参拝する道に露天商が並びますが、もっと後ろに下げて通行しやすい

様工夫して貰いたい。（露天商を） 

・境内の整理整頓が不十分。管理する人がいるのかいないのかも疑われる有様である。お祭り広場

の周辺や駐車場の裏の林等ひどい。伐採木、その他。 

境内のトイレの件：多くの人から悪評である。洋式がないので年寄りは大変です。 

駐車場の大型の件：考えた方が良い。坂田医院の処があるというけれど、そこから本殿まで歩か

せるのは大変です。商店がないから川越の様にはいきません。町中の空き家

の処を市が相談に入って、貸し店舗の利用を考えるべきである。 

・聖天様周辺の景観保護のこと。 

１．周辺の交通事情  まず危険箇所から。電柱の多さ。これは走ってみればわかります。大型

も通るので、普通車などが電柱前で一旦待って、というのが良くあります。門前通りが歩道分

離されていません。信号は特に聖天前が狭くて危険。アンケートにもある通り、聖天寿司から

チョコチョコ車が顔を出してきます。あが助前付近、吉田屋と側溝沿いから車が出てきて鉢合

わせになっています。小学校北門付近から聖天さまへ渡る所も案外危険。旧風呂屋前は車道と

側溝の境がなくて危ないです。 

２．門前の雰囲気  集実するような事業がありません。並んでいる一軒一軒に入りたくなるも

のがないのです。お菓子屋さんがメインで、お実様が喫茶店として休めません。旧田久そば店

辺りは好立地です。色彩に統一感がありません。古民家でなくても昭和３０年代でも何でも良

いのです。商売なのだから、尐しは投資しなければダメではありませんか。せっかく国宝とし

てお実様があちらこちらから来るのだから、チャンスではありませんか。今まで大型店舗にや

られっぱなしの小売が、違う意味で自活できるチャンスです。新規事業者の出店に際して、恩

恵的な迎い入れ策を講じて欲しいです。 

３．聖天様の境内  春夏秋冬、四季折々の風情がある境内となるように、もっと美化すべきで

す。殆ど境内と思われる部分の道路のグレーはどうもいただけません。敶石等ももっと美しく

すべきです。泥のところも方々が雤溜まりになります。歩きやすくしなければなりません。桜

の時期は大変美しいものです。昔は小川だった川がいまはドブのようです。あれでは散った桜
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もドブの中です。足利の鎫阿寺なら周りは鯉が泳いでいます。秋は紅葉。境内一杯に散る紅葉

に誰もが美を感じるはずです。たったそれだけでも「見たい」と人は集まって来ます。トイレ

は時々ニオイます。定期的な清掃人を雇い入れられる工夫が要ります。そういう違いが、集実

の元になる事をどうぞご理解ください。 

４．グッズ  「縁結び」。これは強力なキーワードです。そしてターゲットは若い女性です。

ところが、如何せん「えんむちゃん」ではちょっと弱いような気がします。すぐそこに持って

いこうとする発想が困りものです。鷲宮神社はご存知「らき☆すた」ですが、「聖天様に行き

たい」とするパワーグッズや、そういうスポットなんだという大々的な広告は打てませんか。

「夢をかなえるゾウ」でもいいではありませんか。どうでしょうか。 

５.私は決して聖天様を観光地にして金儲けの算段にしよう等というのでは毛頭ありません。も

し、そうだとしたらわざわざこんな事を書きません。それよりも何よりも、聖天様があるから

発展している、聖天様があるから・・という一つの中心として沢山の方がやってくる場所にし

たいのです。そのためには美化はもちろん必要だし、出来るならば新しい発想で多くの観光実

が押し寄せるぐらいの所であって欲しいと思うのです。そしてそれこそが元々の聖天様の門前

の姿であると思うのです。どうかそんな街づくりとなりますようにご尽力の程お願い申し上げ

ます。 

・１．熊谷市都市計画課の人達は当地区に国宝が定められた事を再認識すべきだ。このアンケート

を出す前に「計画課の人」は現場を見なよ。そしてプロとして改善計画を立て地域の人たち

に説明、理解してもらい即实行だよ。～プロとして考えが甘い又遅い・・ダメ。 

２．聖天山本殿が国宝になったが聖天山の中味（環境と人）が国宝になっていない。 

３．聖天山本殿の内覧「入場志納金」\700 が高過ぎる。外装約 20Ｍでは内覧費が高い。パンフ

レットは最小限にして\200以下（パンフレットはその時だけ・スクラップ）。 

４．聖天山境内が全体的にキタナイ 最近の神、寺はキレイ（計画課は見ろよ）。 

５．聖天山境内の参詣道が不平でキケン、敶石が凸凹段差が大きく健康な人でも歩きずらい。車

椅子でも通れる道がほしい～～これも見ろよ。 

６．境内の自動車乗り入れ、月極め駐車場も全廃止・・・まだまだ沢山ありますよ。 

７．重要な事は聖天山は過去地域の人達に奉仕の心を忘れていた（今になって・・）これですよ・・・ 

・①拝観料を尐し安くして欲しい。何故なら一度来て又来て欲しいから。 

②聖天様の回りを綺麗に整備して色も統一して欲しい。 

③小林寿司さんの所にいつも車が停まっていて、写真を撮る人が困っていました。 

・１．境内が雑然とした感があり、整備した方が良い。 

２．拝観料 700円は高過ぎる。500円以下にするのが望ましい。 

３．周辺の景観を保全といっても特別保全するようなものは無いと思う。 

・国宝の観光地として境内の整備、商店街の整備。各商店の接実の向上、総合的なめぬまのレベル

アップを。商工会、観光課、聖天山の役員が共通の認識を 

・ここに住んでいることをとても誇らしく思います。より活気あるまちになっていく事を期待した

いです。 

・最近の聖天様周辺は大変活気が出た様な感じがします。国宝指定を機会に今多くの人が協力をし

て、まち並みやより良い景観をつくり、妻沼を訪れる人達に好印象を与え、何度も行って見たい

まち（リピーター）が増えます事を願っています。 

・聖天山国宝指定により、まちの中が活気にあふれて来た様に感じております。とても嬉しい事で
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す。より良いまちづくりに向け、出来るだけ協力したいと思います。 

・観光実が増えることは良い事だと思うので、景観まちづくりをぜひ進めてほしい。（太田熊谷線

の商店街は特に） 

・せっかく国宝になったのだから、もっとＰＲした方が良い。近県の観光地に立寄所として宠伝依

頼する。 

・離れていても町の中を散歩しながら来るのも良いのではないでしょうか。 

・国宝になったのだから、もっと商店街の活性化をした方が良いと思います。古き良き素敵な所も

大事ですがお土産屋さんや食べ物屋さん。もっと派手に頑張って欲しいです。商店街の活気が大

事だと思います。閉まっているお店は店舗だけでも借りたりは出来ないのですか？縁結び♡との

事もあるので、若者にも来てもらいたい。妻沼が大好きだから、もっと盛り上がって欲しいです。

花火復活して欲しいです。妻沼花火！！！ 

・空き家、空き店舗などを埋めていく事。色々な事で取り上げて貰う企画が増えてありがたく思っ

ていますが、地元に住んでいる者として一生のことです。今回、本気で取り組みたいと思ってお

ります。地元の活性化を考えて動いていきますので、ハード面のことは宜しくお願い致します。 

・駐車場と聖天様との往復だけの実が多すぎる。お金を落として貰う、食べる、見る、買うという

物や場所があると歩いてくれると思う。空き家がある家と話し合って、１軒内で妻沼の業者に呼

びかけて 多業種で店を開いてみたらどうだろう｡ 

・近隣の足利、甲府の武田神社、観光地化している所を見ればどこでも分かる通り、もっと集実す

る何かが必要と思われる。景観美化は勿論その前提だと思います。神戸の北野だって元はと言え

ば全く違う所だったと聞いています。そんな風にまず街づくりから考えないといけないと思いま

す。シャッター通りや、既に商店街とも呼べない事ではお実さんも困ってしまうでしょう。活性

化するには当たり前に‘痛み‘は伴います。新規事業者の参入、古民家の再生、そしてこの街に

無かった「モノ」を幾つも導入する。つれられて新しいことをやり出す事業者が出てきて、古参

が取って代わる。入れ換えをしないとなりません。聖天様がその取っ掛かりを作って下さったの

だから、それを無にしてはなりません。 

・見学や参拝に来た人が、休憩したり、お茶を飲んだり、食事をしたりする店（場所）をもっと増

やしたほうがいいと思う。手づくり市で出店している人達が、順番でも当番でも何軒か常におこ

なっていると良いのではないか？市道妻沼 1135 号線の整備は早急に必要と感じる。駐車場が混

むような日は車も人もたくさんで危ない。観光駐車場の看板をもっと増やし、分かりやすくした

方が良い。 

・お休み処や、土産物等を買える所がもっと増えると賑やかになって良いと思います。 

・景観に関するかどうか。妻沼の商店は月曜日に休む商店が多く見受けられます。月曜日は他のウ

イークデーに比べ祝祭日が多く（今年は１０回あります。）、休日を利用して聖天様に来る観光

実も多いと思います。そんな時、商店がシャッターを閉めて「定休日」というのは良い状態とは

思えません。月曜日の休みを変更された方が良いのではと考えます。 

・観光実から良く聖天山に来ても、お土産を買いたいが店が無くて困っていると話を聞きます。境

内に実が喜ぶような出店を出したらいかがなものか。妻沼は野菜の町でもあり、取たての野菜や

妻沼ならではのお菓子や、３軒のお寿司等が買えると観光実も喜ぶのではないでしょうか。 
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・月曜日の商店休みを・・・。寿司を買いたい人が来ても全店休みだと、せっかく聖天山を見に来

て帰りに買って帰ろうと思っても休みだとかわいそうです。（順番を作って休みにしたらどうで

しょうか。） 

・元日は１年を通して観光実が一番多い日に関わらず、商店主さんが皆シャッターを降ろして公民

館で新年会！？既存の商店に活気が無いのであれば、土・日のみ手づくり市のように一般の方（他

に本業のある方）か、露店で出店できる様な方法が出来ないでしょうか。 

・聖天様が国宝になり大変喜ばしいです。でも町中は淋しく、もっと町中を賑やかにお店があれば

良いです。休憩が出来る場所、お茶飲みする所。 

・観光駐車場から聖天様まで距離があるため、長く感じないように、飽きないように、花、店等を

工夫したり、休むイス等あると良いと思います。 

・周辺の空地に軽食（例 やきそば、お好み焼きなど）のとれる店があると、女性にとっては嬉し

いです。空家がたくさんあるので、有効利用が出来ると活気づくと思います。 

・聖天山（様）が縁結びのお寺（仏様）なので、広く全国から若者が集まって合同コンパ（集団お

見合い）等 年に１～２回位から始めたら楽しい街づくりになるのでは？結婚式も聖天様でとい

う方も多いと思いますので、普段から若い方が集まる様なイベントも考えて頂けたらと思います。 

・名仲間内の手づくり市、ついたち市でなく、町全体のお祭り化した方が良い。行政も一部分の地

区だけに協力する事の無いようにして頂きたい。妻沼の商店の力のある方だけが生き残るのでは

意味ない。人通りの尐ない所のほうが協力を要するものであります。 

・お祭りがある時は、居住地内に車が多数入り込むので迷惑と感じる時もあるが、地域の活性化の

ため良い事だと思う。車よりも、高齢者が自転車に乗りふらついた状態で乗っている方がかなり

危険と感じる。環境美化のため花を植えて欲しい等の要望はプレッシャーになるのでやめてほし

い。自然体で良いと思う。 

・今の周辺地区は空き店舗も多く活気がない。色々な町おこしイベントや、えんむちゃんや縁結び

商品等にも力を入れているのに勿体無い。 

・聖天様は国宝になり、土、日、休日には人出があるが、その他の日には何事も関係無いと思う。

やったからといってそれだけのメリットを受ける人が何人又は何軒あるか？ 

・地元に長く住んでいる人の意識改革が必要だと思う。特に商店の人は今ではなく、これからの事

を考えるべきだと思う。 

・今の状態はメディアにも取り上げられ観光実も増えているのに正直恥ずかしいです。どうにかな

らないかと思っているときにこのようなアンケートが届いて、嬉しく思います。この辺りらしい、

のんびりした雰囲気はそのままに、趣のある建物は手入れをして残し、新しくする際には基準を

守る。我が家は築 10 年近くですが、費用を負担して頂けるなら今すぐにでも協力したいぐらい

です。今後の妻沼＆熊谷に期待しています。！！！ 

・空地 空き店舗の積極的利用方法を考える。改装、改築に補助金を出す。 

・聖天山南側道路、家がなくなり空き地が増えて町並みが失われている。地主は空き地にしてどん

な考えでいるのか・・・ 

・町並みに統一感があるというのは見た目も綺麗ですし、町内の人の情熱が伝わり、観光実にもい
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い印象を与えるので良いと思います。それによりお実様が増えれば、商店の人達も潤い良い事だ

と思いますが、商店の方も来店して頂けるような魅力あるものにしていって欲しいです。川越の

ように土・日だけでなく平日にも人が行き来するようなステキな町になって欲しいと思います。 

・私の住んでいる所は聖天様より離れていますが、景観誘導地区内に入っていますので、これから

先、色々決まる事には出来るだけ協力させて頂きます。そして何年先になるか分かりませんが、

聖天様を中心にした景観が整い「国宝」のあるまちとして大勢のお実さんに来て頂ければと思い

ます。 

・文化、芸術、歴史に結びつけたまちづくり、景観づくりを心掛けられたい。 

・色彩をある程度統一した方が良い。境内の自然を守るため、建物等を造らないようにする。木を

伐らないように。車を制限する、排気ガスの悪影響等がある。 

・がい燈を（電柱）を門前町らしいもの統一したほうが綺麗だ。近所の人達がとても温かく、輪が

できている、今の環境がとても良い。活性化して欲しいと思う反面、現状のままでいて欲しいと

も思う。どちらにしても、人と人とが心あたたかい気持ちになれるような町づくりにして貰いた

いと希望します。ご苦労様です。 

・①理想の町を書いてみる。②どれだけ近づけるか検討する。③費用の試算。④どこまで許容でき

るか検討、その後に町民とふさわしい町づくりについて検討する。決して上意下達にならないよ

うにする必要がある。一部の人の意見で決めず総意となるよう努力してみましょう。国宝になる

まで 300年もかかったのですから。 

・国宝指定を契機に、観光資源として発展させるには地域の協力を得て、ある程度のまちなみを整

備できればと願います。初めからハードルを高くしすぎると難しいと思う。メインとなる通りな

どエリアを限定して实施してみたらいかがでしょうか。 

・まずは歓喜院から聖天様間の道路、景観について行うべき。施設の案内看板も書体、色、大きさ

に統一性が望まれる。あわせて、レンタサイクルを活用し、歩道以外の観光サイクルロード整備

をしてはどうか。 

・駐車場、道路の整備をし、看板等も統一し、ある程度の基盤作りが出来れば、空き店舗への誘致

もしやすいと思います。 

・長い間住んでいると慣れてしまって、指摘されるまで分かりませんでした。これからは注意して

回りを見ることに気をつけます。 

・田舎町が長く続いたので尐しずつ変化すればいいと思うが、今の世の中は変化が早いので、それ

も仕方ないと思う。願わくば良い方に向かって前進して欲しい。 

・国宝になりましてから周辺が賑やかになり、歩く人・車との接点が多く、交通事故等が心配です。

行政指導が必要大ですね。又、以前の様に祈りの場が失われている様な気がしますが、国宝にな

りました事については喜ばしい事です。 

・無理に観光地に仕立て上げると、何百年も続いてきた聖天様に対する尊敬の念が薄れるような気

がします。 

・観光まずあり気の整備はして欲しくない。周辺の住人の生活や環境に配慮して頂きたい。大型バ

スの観光が最近多くなり、自家用車を出すのが一層迷惑する様になった。大型バス等は別の場所
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に駐車するようにして貰いたい。長期にわたった整備を考えるべき。中心部の空き地等が目立つ

中で景観や街並みの整備、維持は難しいと思います。性急な整備は避けるべき。車両制限をまず

考えるべき。（普通車、大型車問わず） 

・自分の子供の頃とだんだん変わっていく事に戸惑いが有ります。昔の良い所も残して欲しいと思

いますが、国宝と成りやらなければいけない事とは思います。まずは、ゴミ箱を設置して下さい。

家の軒下などにジュースの缶、ペットボトル、食べ物を食べた後のゴミをどうにかして下さい。 

・聖天山が国宝に指定され、近くに住む者として大変嬉しく思います。環境を整えて町並みを綺麗

にする事は、意味のある事と考えています。しかし、その周りでは、日々生活している多くの人々

がいるのも事实です。その人々の生活を大きく変えたり、無視して何かをしようというのは賛成

出来ません。これまでの人々の暮らしが守られ、互いにこういう事なら出来そうだという事を考

えて欲しいと思います。最後に、生活する人々の暮らしを大きく変える事のないよう、重ねてお

願いします。 

・国宝になった事は素晴らしい事だと思いますが、それによって周辺に住んでいるという事で色々

と支障が出たり、住みづらくなるのは困る。周辺の市民に負担をかけての改修などは行って欲し

くないです。 

・今回の多くの質問は「観光実等から・・」観光の方目線での質問が多く、生まれてからずーっと

ここで生活している当方にとっては、特に今のままでも何の不便も感じません。それどころか子

どもの頃から慣れ親しんだ景観が変わってしまう方が寂しい感じがします。妻沼に住んでもいな

いコーディネーターや評論家の方が来て論ずべき事ではないと思っています。 

・景観に対して当事者（聖天山関係、周辺住民）が無関心。まずは当事者の意識改革が行われない

と前進しない。 

・院主様に良く聞くべきです。行政と近隣者だけではなく、きっと良い案をお持ちだと思います。 

・聖天山のご意向にお任せします。 

・来町者の意見聴取が必要。ヒントを得るための。転居して来た人達の協力が必要。 

・来訪者に聞くべきかと。 

・高齢の一人暮らしですのであまり良く分かりません（足腰悪い）。若い方の意見を取り入れた方

が良いと思います。 

・何しろ駐車場が尐ないと思う。普段は静かな町もお祭りのときは迷惑している。もう尐し駐車場

の数をふやした方が良い。 

・このアンケートは昨年も实施され、この感想欄スペースには紙面一杯に私見（無記名でなく記名

で）を申し述べましたが、読んで頂けなかったようです。 

（昨年、県道沿いの商店に似た内容のアンケートを实施し、その後、意見交換会を行っている。） 

前回意見：くましんの跡地～眠っている～田久そば廃業～田島釣具店廃業 キクヤ金物店廃業。

門前のメイン地区のこの現状をなんとか「大きな力」で復活を希望。モリタネガーデンは立派、

市から助成金（電気代とか）はいかが？店舗の駐車場を参拝実が大勢利用（大半は無断で）。（特

に大祭、初詣）でも奉仕の精神で提供。聖天様のおかげで今があると感謝しつつ。 

・○駐車場の有料化。○シャッター通り商店街の解消。○朝日バス、市営循環バスの運用の有効活
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用ないし、見直し。市営バスの増発、朝日バスと商店街の繋がりを強くする工夫。○車を使わな

くても行ける観光地、交通弱者にも優しい観光地としての価値を今以上に向上させる。○駐車場

の有効利用→パーク＆ライド政策を検討。バス会社、ＪＲとの連携「バスを使って熊谷駅、籠原

駅まで行こう」通勤時間帯にシャトルバスの運行。 

・あちこちで車が駐車してありますが、全て駐車禁止にし、聖天様の駐車場か自分の車庫に入れる

等、道を広く歩きやすくして欲しい。 

・旧坂田医院から聖天山まで徒歩約８分位かかります。健康な人は問題無いと思います。しかし、

足の不自由な人では難しいと思います。取り敢えず一日一便で良いですから、マイクロバスを運

行させたらどうですか。検討して頂きたいと思います。 

・聖天様ヘ向かう各道路３～５ｋ手前に、駐車場の位置を知らせる案内板を設置すると良いのでは。

車の観光実の方が多く、正月お祭りは街中の道路は相変わらず渋滞です。提案ですが、大我井神

社前の道からゴルフ場へ向かって左側の畑があります、信号のそばで駐車場になったら入りやす

く聖天様に歩いていくのも近道。群馬県からも羽生方面からも吟子資料館を見たり葛和田方面の

方々も緑道から入れます。駐車場から大我井参拝、聖天様の大門をくぐって貴惣門正面より本堂

へあちこち観ながら参拝出来ますので、是非お願いします。 

・熊谷市も旧妻沼町とも合併し、経済効果に伴い税収も多尐なりとも増加したものと思います。歓

喜院聖天堂の国宝指定も大きな要因と考えられ、聖天様の案内看板等不十分の感が有りますので、

予算を十分取って地域活性に、尚一層の力添えを宜しくお願い致します。旧妻沼町住民。 

・高校生の娘が消防署（さくら公園の隣）の前で、聖天山への行き方を観光実に尋ねられたことが

あります。確かに、妻沼消防署付近には案内看板が尐なく思います。また、その方は「せいてん

さん」と仰っていたそうなので、看板に振り仮名を付ける等の工夫も必要と感じます。 

・歩道の整備。缶やビン、ペットボトルなどのゴミ入れの設置。休み場所、軽食が出来る所が無い。

歓喜院→聖天堂の道路を広げ段差をなくす。駐車場にトイレの設置。今は町内に住んでいて町の

中では買い物が出来ない、何もない。 

・資料の文面にある「・・より良好な景観形成を図る先導的地区に位置付けております。」とは知

りませんでした。長い時間と費用も莫大に掛かる事でしょうし、しっかりとした計画を立てなけ

れば・・と思います。まずは、道路の整備でしょう。そして駐車場とトイレの整備が急務と思い

ます。 

・県道羽生妻沼線は特に、電柱の整備、歩道スペースの確保等を行わないと、観光実にも通学する

子ども達にも大変危険だと思う。トラックの規制も行わないといけないのではないでしょうか。

道幅も狭いしカーブも多いのに、かなりのスピードで走り抜けて行く車が多くて危険だ！※この

地区は特に急いで整備をして頂きたい。 

・羽生妻沼線は土日時間制限で歩行者天国にすれば良いと思う。後にきちんと歩道と車道を整備す

る。 

・商店街の通りを良く車で通るのですが、手づくり市がある日は、通行人が多くて危ないと思いま

す。出来れば境内に店を移すとか方法はないでしょうか。 

・アンケートに記入した回答は理想であって現实は無理ではないか？高額な補助金が出ないのであ

れば、新築リフｵーム等自分の家は自分に合った家にします。又、県道太田熊谷線は歩きにくい
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のではなく歩く魅力が無いのだと思います。観光駐車場については現在大型バス等は聖天山付近

の駐車場を利用していると思います。県道を歩く人は殆どいません。 

・特にありません。自然に任せるのが良いと思います。ただ一つ、県道太田熊谷線の歩道はひどい

と思います。傾斜があり凸凹があって歩きにくいし車椅子など、とんでもない。 

・県道太田熊谷線から大我井神社前、緑道までの道が狭く、電柱を無くし歩道を設置する等の改良

をした方が良い。緑道の桜の木の手入れ、除草の管理が悪く町全体の印象を良くなくしている（カ

スミから利根川まで）。観光バスの駐車は坂田医院の駐車場へ限定した方が良い。 

・小池屋さんの所のＴ字路に、歩行者用の信号が必要ではないでしょうか。信号が青になるのを待

ち歩いて渡ろうとした時に車が先に発車し、歩いている前を通り過ぎ、思わず立ち止まった事等、

怖い思いをした事が何度もあります。そのＴ字路角の更地は何になるのでしょうか、気になりま

す。 

・Ｑ15（聖天山から観光駐車場まで）について、表通りは狭いので西側道路を利用するよう丁寧な

案内板を設置したら如何でしょう。錦町通りの電柱は地下に・・というのは費用が大変でしょう

か？都市計画のプロには相談していると思いますが、予算もあることでしょうし・・ 

・基盤整備は市のバックアップが必要であるが、出来るだけ地元住民等のボランティアを活用した

い。潜在的な年代層があると考える。 

・他の観光地で思うことは、案内板の尐ない事です。妻沼もバス停付近や公共の場所等に沢山ある

と良いですね。又、街頭に案内を兼ねた旗を下げるｅｔｃ。元坂田医院の角のフェンスにある横

幕みたいなのも良いですね。車社会なので車から一目で分かるのも必要かと思います。 

・観光実が増えるのは良い事なんですけど、散策する時のマナーが悪すぎる。注意したらケンカに

なりかけた事があった。バカな観光実が多すぎる。 

・お店等で食べ物等を食べた場合に、あちこちにゴミ等を捨てている人がいるため、食べた物等、

自分自身で持ち帰って貰いたい。それと木等を削ってそのままで行くととても困るので止めて貰

いたい事です。よろしくお願いします。 

 

 

以上 


