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世帯数 2,990（市内8番目）
人 口 6,849人（市内6番目）
女3,434人
男3,415人、
人口密度 12,274人（市内9番目）
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市民の要望にそって造られた前原公園（とんぼ池公園）
も市民団体が管理している
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こまえ正吉苑

ティアとして３年前から入居

沿って水田が連なり、その他の地域には

水害に悩まされた野川も改修によって

初の地域 センターとして昭

畑と集落が広がっていた。畑ではウリ類

緑道になり、住民は水の悩みから解放さ

こまえ正吉苑(2-27-23)

いるフラワーアレンジメント

和51(1976)年に開館した。
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