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 令和２年１２月１２日（土） 

・嵐山町役場 町民ホール  午前９時００分～ 

 午後１時３０分～ 

議会報告会（町民ホール） 

意見交換会（役場会議室） 
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Ⅰ 報告会の概要 

 １ 開催日時、会場 

   令和２年１２月１２日（土） 

 

   ・嵐山町役場       午前 ９時００分 ～  

     町民ホール（Aグループ）、204・205会議室（Bグループ） 

 

   ・嵐山町役場       午後 １時３０分 ～  

     町民ホール（Aグループ）、204・205会議室（Bグループ） 

 

 

 ２ 報告会次第 

   受付              （渋谷登美子、山田良秋） 

   進行              （長島邦夫 広報広聴常任委員長） 

   開会あいさつ          （森一人 議長） 

   決算審査の概要報告       （松本美子 決算審査特別委員長） 

   委員会報告 

   ・総務経済常任委員会        （青柳賢治 総務経済常任委員長） 

   ・文教厚生常任委員会      （畠山美幸 文教厚生常任委員長） 

・小中一貫校新設調査特別委員会 （川口浩史 特別委員長） 

・広報広聴常任委員会      （藤野和美 広報広聴常任副委員長） 

主な議案とその他の報告     （藤野和美 広報広聴常任副委員長） 

    休憩 

   意見交換会 

Aグループ（リーダー：青柳賢治、サブリーダー：小林智） 

B グループ（リーダー：畠山美幸、サブリーダー：犾守勝義） 

   閉会のことば          （長島邦夫 広報広聴常任委員長） 

 

 

 ３ 出席議員 1２人 

番号 議員氏名 番号 議員氏名 番号 議員氏名 番号 議員氏名 

1 小林 智 2 山田 良秋 ３ 犾守 勝義 ４ 藤野 和美 

６ 大野 敏行 ７ 畠山 美幸 ８ 長島 邦夫 ９ 青柳 賢治 

10 川口 浩史 11 松本 美子 12 渋谷登美子 13 森 一人 

※ 番号は議席番号です。 
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Ⅱ 報告会の内容 

 １ 参加者数 

 男性 女性 合計 

午   前 １１ ２３ ３４ 

午   後 ９ １３ ２２ 

合   計 20 36 ５６ 

    

 

 ２ 報告会資料 

    報告会における説明資料 

     「第１７回議会報告会（パワーポイント資料）」 

Ⅲ 意見交換会 

 ※意見交換会での発言は議員個人の発言によるものです。また、「●」 印は参加者の皆

さんからのご意見です。 

 

■A グループ（午前） 嵐山町役場 町民ホール 

（青柳議員、小林議員、大野議員、長島議員、渋谷議員、森議員） 

テーマ 『コロナ禍にて町に望むもの』 

（報告会の内容について） 

●動画配信について機会がある度にお願いしている。近隣でも東松山、川島町など

実施している。議会モニターとの意見交換会で「前向きに検討したい」とのこと

だが進んでいるでしょうか。 

議員 広報広聴委員会の広聴部会にて調査検討をしており、もう少しで委員会として

結論が出れば町に提言していける状況。議会としては是非必要なものと認識し

ており、その上で町が予算化し執行できれば実現できる。 

●小中一貫校は、菅谷中と玉ノ岡中が一か所に集まるということか、またスクール

バスの４km と６km というのは町の基準なのか国の基準なのかどのように決ま

ったのか。 

議員 議会では小中一貫校新設特別員会を立ち上げて調査研究をしているが、今日説

明があった通り、教育委員会では「施設一体型」を選択しており、出されてい

る計画では菅谷中学校敷地に一貫校を建設し、町の全町立小中学校を統合する

計画となっている。スクールバスの基準は、国（文科省）の出している一般的
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な基準をあげているものと理解しています。 

この計画自体は、教育委員会が出しているもので、議会が承認したり決定した

りしたものではありません。そこに問題点を感じているために、特別委員会を

立ち上げて調査を行っている状況です。 

●コロナ対策としては、第１次補正、第２次補正として町は努力していただいてい

ることに感謝しております。ただ、商工業者とも大変疲弊しているところなの

で、これからの国の第３次補正等があるので速やかな対応をお願いしたい。 

議員 総務経済常任委員会の活動報告にもあったとおりですが、当町の場合、概ね７

０％程度の経済活動が維持されており少しずつ立ち直っているとのことです。

町では小規模事業者等応援給付金を用意して対応したが、この給付金事業が約

６００万円の残額となったため、これを活用して町全体を見渡した対策を総務

経済常任委員会としてお願いしたところです。今後、町から具体的な対応が図

られるもの思っております。 

●学校の統合という話を聞いて、何故と思っている。子供が減少したり、空き教室

が出来たりして統合するのかなと思い町民としておろそかにしてはいけないと思

いました。 

議員 議会としては、小中一貫校新設検討委員会で検討しており多様な意見がありま

すが、教育委員会では、学校適正規模等基本計画を策定して進めていることか

ら、これらについて調査を行っています。 

  ●学校統合のことは、子供たちの親でさえ学校がどうなるのかもわからない状

況、保護者には一度も説明がなされていないことが問題と思う。「準備委員会

だより」が配布されているが、それより各学校で体育館などで教育委員会・学

校から保護者に状況を説明する機会を持ってほしい。議会からも進言してほし

い。 

議員 いただいた意見は理解しましたので、特別委員会を通じて教育委員会にもお話

ししたい。 

   ⇒一貫校は白紙になりました。一旦立ち止まり、改めて条例により設置された

委員会において検討されます。 

  ●ふるさと納税については、収支がわからないので知らせてほしい。町のふるさ

と納税返礼品はモノではなくてサービス、例えば花火大会の命名権とか観覧券

などを考えたらどうか。 

議員 収支については、この場ではわからないので確認して報告します。 

⇒令和元年度 受入金額         4,589,454 円 

        支出（返礼品代、郵送代） 1,439,716 円 



 

 

- 4 - 

（コロナ禍にて町に望むものについて） 

●コロナ禍で若い方たちも大変な苦労をされていると思いますが、町は感染症対策

などの施策をもっとＰＲしたほうが良いのではないかと思います。 

小中一貫校の問題はコロナ禍にあっても感染症対策も含めてもっと時間をかけて

じっくりやってもらいたい。 

●GIGA スクールでタブレット配布は良いと思うが、アメリカなどでオンラインで

の教育が進むとどんどん先へ進む子とあまりやらない子で格差が広がっていると

聞く。その対策をきちんとやっていかないとただでさえ格差が問題となっている

中でタブレット配布に際しても気を付けて欲しい。 

●タブレット配布で一人一台は大変ありがたいと思うが、ネットにつながると教育

以外に利用されるのではないか、先生の目の行き届かないところでいじめにつな

がるのではないか不安がある。対策をきちんとしてほしい。 

議員 教育委員会の説明では、タブレットには教育用ソフトや対策などを含めて導入

するときいているが、導入時には利用方法も含め十分な指導をすると聞いてい

る。 

●これからコロナ禍のなかで忘年会シーズンになるが、東京都のように感染防止徹

底の虹色ステッカーとか町では考えているか。 

●授業参観で、タブレットを使った授業があったが、机の上にタブレットを置いて

ノートも広げると机の上が相当狭い状況となっていて子供たちからもそういう意

見があった。 

また、タブレットを利用した授業とかタブレット配布について学校から何も説明

がない。 

使い方であるとか、破損したときの責任、セキュリティなど心配なことが多い。

きちんと説明してほしい。 

議員 教育委員会に確認します。 

⇒現在、タブレット、ノートを併用した授業も行っている。 

落下防止等、タブレットを活用する際の注意、工夫をしながら活用していく。 

⇒破損してしまった場合、故意でない限り、公費負担と考えている。 

⇒セキュリティ対策については、ＷＥB 閲覧等のセキュリティ対策在り。 

  ●タブレット配布でオンライン授業などでは、家庭の通信環境がない、あっても

通信環境が悪いとオンラインでは難しい。そういった環境も調査を行って環境

による格差のないようにしてほしい。 

議員 文教厚生常任委員会もあるのでそちらから確認を行っていくこととなると思

う。 
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⇒格差が生じないよう、オフラインでの活用を含め検討している。 

●タブレットの一斉導入ということで、９年間使っていくのか。 

この間の更新等は考えているのか 

議員 一括で 1,111 台、一台当たり 4 万 5 千円と聞いている。タブレット等に対する

保護者負担はないと聞いている。財政上の更新費用等は将来課題となると思わ

れる。 

●コロナ禍で確定申告はどういう体制でしていただけるのか。 

議員 12 月号の広報らんざんで告知されているが、今年度はふれあいセンターでは行

なわない、町民ホールのみとなる。ただし、2 月 16 日から 19 日は、ふれあい

センターから町民ホールまでの送迎バスを運行する、詳細は広報 1 月号でお伝

えするとのことです。 

●学校でコロナ感染者が出た場合の対策は決まっているのか。決まっていてマニュ

アル等があるのならば公開してほしい。そのほうが安心できる。 

議員 意見があったことを承ったので、教育委員会に確認します。 

   ⇒県のガイドラインに基づき周知徹底を図っています。 

   ⇒学校間での対応格差が生じないよう、教育委員会と学校が連携し感染症対策

にあたっています。 

   ⇒菅谷中学校、玉ノ岡中学校、志賀小学校は、学校用を作成しています。 

  ●今夏の通学風景を見るとマスクをしていたが、過剰な対策ではないか。過密で

なければ軽減しても良いのでは。場面に応じた対策をしてほしい。 

医療、介護、教育もそうだが密にしなければ成り立たない現場もある。そうい

う現場で感染者が出た場合など、むしろ一つの病気として公表を行っても非

難、差別の対象にならないよう人権を大事にする町として配慮、工夫をして欲

しい。 

  ●3 か月間学校が休みになったことで学習意欲が落ちていると感じる。再開後も学

習のスピードが速く、それがテストの結果にも出ているように感じる。在宅学

習になった時など学校側も本人のやる気を出す工夫、孤立したり不安もあり保

護者との連絡を密にする工夫をして欲しい。 

  ●在宅学習の間は、働いているお母さんなどもいるので子供の学習課題の面倒を

見る時間が取れない、保護者にかなりの負担がかかっている。学校と保護者と

密に連絡を取れる環境などを考えて欲しい。 

  ●コロナ禍では、仕事にしても給付金や支援策にしても平等に行うのは難しい。

弱いところにきめの細かい手助けして欲しい。 

  ●七郷小は児童数も少ないので授業は密にならないが、学童保育室は全学年集ま
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るので 30 数人が一つの部屋になってしまう。タブレットでの在宅学習ができる

家庭ばかりではないのでそういった対策も考えて欲しい。 

  ●小学 1 年生は入学後学校にいけない状況が続き、再開後も密になる遊びもでき

ず、最初は学校に行きたくないと言っていて子供たちに大きな負担がかかって

辛い思いもしていると感じた。最近では学校が楽しいと言えるようになった。 

 

■B グループ（午前） 嵐山町役場 ２０4・205 会議室 

（畠山議員、松本議員、川口議員、山田議員、藤野議員、犾守議員） 

テーマ 『コロナ禍にて町に望むもの』 

（報告会の内容について） 

●「やすらぎ」雨漏りのその後の経過について。 

議員 職員が対応し、今は雨漏りしていない。業者に依頼しないでしばらく様子を見る

ということだ。 

●議会の動画配信を前向きに検討するとのことだが、どの程度の内容なのか。具体

的に。 

議員 予算請求している状態だ。現時点でも動画を撮っているので、そのデジタルデー

タを配信できないか。というところまで来ている。 

●議員提出の否決された意見書について、否決した理由は。 

議員 個々の意見書の中では反対討論があったものもあるが、理由ははっきりしていな

いものもある。 

議員 私は反対した立場で、理由はその時には述べていない。タイトルを見る限りで

は、これはいいことだと思うが、内容を読むと書き方とか、ここはどうかなとい

う箇所が見受けられたので反対した。 

●「地方自治体のデジタル化の着実な推進を求める意見書」について、国としてデ

ジタル化を推進していく全体的な流れがあると思うが、反対した主な意見は。 

議員 反対した一人だ。マイナンバーカードを推進していくということで、今後どうい

う影響が出てくるのかわからない。今は、大きな事故は起こっていないが、海外

では自分の番号を他人が使うという事件も起こっている。今後こういうことも考

えられるので推進するとまではいかない。 

  ●議会だよりとは違うので議員の責任ではないが、広報 RANZAN12 月号に「みん

なは知ってる？町の財政」という記事が載っている。町民に危機感を伝えようと

しているわけだが、その中に「なんでこんなに少ないのかな」という問いに対し
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て「国から交付されるお金が少なくなったり、医療や福祉関係の支出が増え続け

たりと、収入が増えないけど、支出は増えていくという状況なんだ。この状況を

改善するために、近年嵐山町はいろいろなことにお金を使ってきた。このため直

近４年間のうち３年間の収支が赤字。その赤字を補填するため貯金（財政調整基

金）を取り崩したんだ。」と答えているが、これはちょっとおかしいのではない

か。「収入は増えないけど支出は増えていく」これはその通りだ。でも、「これ

を改善するために、嵐山はいろいろなことにお金を使ってきた。」と答えてい

る。収入が足りなくて支出が増えたのだからお金を使うのではなく、使うお金を

使うのを抑えてきたというのならわかるが、「いろいろなことにお金を使ってき

た」という説明はおかしい。議会ではこれをどのように受け止めて、町当局に対

して改善を求めたのか。 

議員 この質問については、議会で意見を聴取して回答を出す。 

⇒一般質問により、行政運営全般について、疑問点をただし、所信の表明を求め

ています。また、予算及び決算議案の審議、委員会の調査研究の結果を議会の意

思として伝えています。 

 

（コロナ禍にて町に望むものについて） 

●学校の先生方には、予防作業など大変な負担をしながら良くやっていただいてい

る。現状、学校で作業をする物、時間、人すべてのものが足りていない。先生へ

の支援をして、授業に集中していただけるようお願いしたい。 

議員 文教厚生委員会でも要望して、補助職員を一人加配させて頂いた。しかし、それ

でも全然足りていない。人手不足で人が集まらないのが現状だ。今後、議会でも

議論を進めていく。 

●コロナ禍の対策は長期になる。国等からの財源自体は単発で来る。これから人口

が減少していく中、不要な事業をやめていかないと財源が不足してくる。議員に

は、今までの事業を精査してやめる事業も考えてほしい。 

議員 町長が変わって、コロナ対策で学校給食費を第２子以降のお子さんの分を 

   半分に、今年生まれた新生児に対しては１０万円給付をやった。この対策につい

て町長は、風穴を開けたと表現した。子育て支援に力を入れているわけだが、こ

れは単発的な財源で行った。応援する声が強くないと風穴を開けただけに終わっ

てしまう。ぜひ応援する声を上げてほしい。 

  ●コロナ差別が怖い。また、受験生がいるのでコロナ禍で受験が受けられなかった

らどうしようかと不安だ。 

議員 県の教育委員会で方向性が出ている。コロナになっても調査票で判断するなど多
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岐にわたって判断すると教育長は断言している。 

  ●ある自治体では無料で PCR 検査を受けられるところがあるようで、うらやましい

と感じている。PCR 検査に力を入れてほしい。 

議員 無料ではないが、町内にも検査を受けられる病院が 3 病院ある。直接行くのでは

なく、事前に電話して利用できる状況にはなっている。多少の不安解消にはなる

と思う。 

●休校後の授業再開について、授業の進み方が速く子供が授業についていけている

のか心配している。 

議員 文科省は年度内に無理やりにカリキュラムを終わらせなくてもいいと言ってい

る。教育長は、文科省の基準より多くの授業数は十分とっているので、年度内で

授業はできると言っている。文科省は無理しなくてもいいと言っているが、どう

しても現場は決められたカリキュラムをこなそうとしているのが現状だと思う。

議会でもしっかりチェックしていく。 

議員 文教でも取り上げて議論していく。 

⇒必要最低限の土曜授業実施とし、1 月 9 日をもって今年度の土曜授業は終了し

ました（学校行事は除く）。また、1 月 13 日現在、学校での感染者はいません。 

  ●PCR 検査は、ちょっと不安だと思っている人が気軽に受けられる制度に改善しな

ければならない。現在は金額が高いので受ける人が少ない。国や自治体で費用を

負担するという制度にしなければいけない。 

   感染症は常にあるという認識が必要だ。同時にコロナ差別に対しては、堂々と間

違いを正すような世論を町内でも広げていくことが必要だ。また、頑張ってくれ

ている医療従事者等に対して、周りで「みんなで支えようよ」という機運を高め

ていく努力も必要だ。「コロナ差別のない町宣言」を提言してほしい。 

●町内の病院での PCR 検査の金額は、いくらか。 

議員 把握していないので、確認して回答する。 

⇒PCR 検査について 

・検査ができる病院は、野崎クリニック（実費検査 27,820 円※3/17 以降金額変

更予定）、渡辺産婦人科（実費による PCR 検査のみは行いません）。埼玉県の

ホームページにて新型コロナウイルス感染症とインフルエンザ両方の診療がで

きる医療機関（埼玉県指定診療・検査機関）を掲載しています。 

 

 （自由意見につて） 

議員 先ほどの町民の方が話した意見で、不要だと考える事業にはどんなものがある

か。 
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  ●関わりがある人がいるので難しいと思うが、そういうことに切り込むことが必要

だ。 

議員 不要な事業の見直しは、どういう形で見直すのかということが大事だ。未来への

投資をしないと未来は来ない。難しいことだが、その姿勢を出して進めていくこ

とが大事だ。 

議員 現実的には、財政が大変なのでそう大きなことはできないと思う。 

  ●児童手当の申請で、申請書に所得金額が書かれていて、それを町の受付カウンタ

ーで他の人に見られる可能性がある。何とかならないか。 

議員 シールなどを使うなど町に要望する。 

  ●「学校橋河原」のことで、今度変わるということだが利用者にとって何が変わる

のか。 

議員 行楽に訪れる方が増加している現状なので、河川専用を広める許可を新たに申請

し、許可を受け営業をできるエリアにしていきたいということだ。 

  ●家族でマイナンバーカードの申請をしたが、私のものだけ２か月過ぎたがまだ届

かない。どのくらいの期間で届くものなのか。 

議員 ３週間から一か月間の間で届くと思う。窓口で問い合わせてほしい。 

●小中一貫校の問題で答申を出した諮問機関に対して、議会があまり関わっていな

い。議会が軽視されているのではないか。本来、議会がもっと関与しなければな

らないと思う。議会に相談もなくどんどん進めていることに議会、議員はもっと

怒りを感じてほしいと思う、どう考えているか。 

議員 議会がどの程度関わったかというと、適正規模検討委員会を作るときに、委員報

酬の予算の審議をしたことで分かったという状況だ。後は決まったことの報告が

あっただけだ。 

  ●2025 年に開校予定だが、この計画を議会としては了解しているのか。 

議員 議会にかけられたわけではなく、全員協議会の場での報告だけだ。皆さんはどう

思っているのか。 

  ●小中一貫になってから新しく入る人はいいけど、中学３年生になって入るのです

ごく嫌だ。受験生なのに人数が多くなったり、クラス編成とか、ばらばらの制服

などいろいろな問題が起きてくる。細かい要望は出していきたい。 

議員 ＰＴＡ連合会長の話だと、もっと学校の中で説明してほしい。そういう説明がな

い。ということだったが、説明がなければ反論も出せないし実際そうだったの

か。 

  ●決定した事項としての報告があっただけだ。 

  ●地域で 3 回ほどあって参加したが、人数が少なかった。 
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  ●町広報で知らせたというが、学校で説明してほしかった。 

議員 議会も全協で説明されただけ、保護者にもそういう状況。 

議員 決定事項の報告だけだから、それではまずいということで特別委員会を作った。

それでいろいろなことが分かってきたという状況だ。保護者にきちんと説明しな

いというのは問題だ 

 

■A グループ（午後） 嵐山町役場 町民ホール 

（青柳議員、小林議員、大野議員、長島議員、渋谷議員、森議員） 

テーマ 『コロナ禍にて町に望むもの』 

（報告会の内容について） 

●小中一貫校では、学年 4 クラス、3 階建てとなっているが、これからの人口減少

なども考えているのか。 

議員 教育委員会の説明では、現状約 1,100 人であるが、統合予定の令和 7 年では約９

５０人を想定しているようです。議会では特別委員会を組織して調査を継続して

いるので、質問の状況を改めて確認していきます。 

●小人数教育が言われている中で４クラス編成は逆に少ないのではないか。また施

設一体型を選択した理由は。 

議員 町立学校適正規模等基本計画をもとにした教育委員会の説明によれば学校建設

は、現菅谷中学校用地に一体型の校舎を建てて現菅谷小学校用地をグラウンド他

の施設用地とすることが示されている。遠方の通学のためにはスクールバス等を

検討するとなっている。今年生まれの子供たちも町全体で 60 数名と聞いてい

る。学級編成等がどうなされるかは教育委員会の考え方であり、議会の特別委員

会では疑問点があればこれを質していく形となるが、それ以上のことはまだ話し

合われていないので現時点では今日特別委員会の委員長から報告された内容に留

めております。 

●グラウンドを道で隔てた菅谷小学校用地とすることを今聞いて驚いています。校

舎とグラウンドが道を隔ててあるのでは施設一体型と言えるのか伺いたいです。 

議員 議会としては、全員協議会の場で教育委員会から説明を受けて、具体的にそこま

で進んでいるのかと大変驚きまして、これは特別委員会を立てて調査する必要が

あるとの考えから現在委員会の場で調査を行っている段階です。教育委員会の説

明では、小学校では全学年でクラス替えができる複数学級の規模、中学校では全

教科に十分な教員を配置できる規模を念頭に子供たちが切磋琢磨しながら能力を

高めていく教育環境とすることを目指す、また現在の各学校の今後のメンテナン
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ス費用を先々まで考えると一校に統合する方が財源的にははるかに少なくなると

の説明があった。それが本当で妥当であるかを議会としても委員会を通じて調査

していこうと思っている。 

ただ計画がここまで進んでいて準備委員会では学校名や校歌などの検討にまで進

んでいる中で、議会としては早い時期にしっかりと検討を進め検証していこうと

思っています。 

現在のところでは議会としても教育委員会から状況を聞く段階で、皆さんの心配

や疑問について十分にお答えできないのは残念ですが、年明けの委員会では財政

の問題も含めて皆さんの心配や疑問な点についても質疑を行っていきたい。 

●新校準備委員会では、学校名の募集までされていて、新校準備委員会が選定を行

うとのことであるが、少数の意見だけで決めてしまっていいのか。 

議員 新校準備委員会の傍聴をさせていただいたが、委員の構成は各学校長、ＰＴＡ代

表者、区長会代表、有識者等であって、議事内容も基本計画に沿ったスケジュー

ルを淡々と進めている印象があり、保護者や町民が不安や疑問に思っていること

が論議されず町民の理解が足りないという印象がある。 

ご質問の件について特別委員会の中で質していきたいと思います。 

  ●学校統合と一貫校が一緒に動いているが本来は別問題ではないか。特別委員会で

の全国の状況調査結果として、一貫校を設立の場合で校舎新築は４％、整備なし

が８４％であり、嵐山町のやり方が一般的かというとそうではない。皆さんの意

見を今出していくことが大事ではないか。 

コロナ対策の件では、教育長は嵐山のどの学校でも１ｍのソーシャルディスタン

スは取れているとのことだが、志賀小での実情をみると、机と机をくっつけない

と教員が間を通れない、そうすると肩と肩の間が 30cm、顔と顔の間が 60cm と

なっている。どこのスーパーに行ってもソーシャルディスタンスは１ｍが求めら

れているのに、子供たちは放置されている。先ほどの少人数学級もこの時期に考

えないでいつ考えるのかと思う。こういった問題も含めて皆さんの意見をもっと

調査特別委員会でも新校準備委員会でも伝えて取り上げていくべき。 

議員 小中一貫校新設調査特別委員会でも、統合が予定されている場所などに出向いて

調査する意見もでており、もっと皆さんの意見を聴いて調査・提言をしていこう

と思います。 

  ●小中一貫校の問題で、学年 4 クラスとの説明があったが、その中で教職員の人数

はどの位か、教科担任制も一貫教育の中でどこまで、どのように考えているの

か、知りたい。 

議員 現状の中学校においても教科担任は十分ではないが統合することによって充実す
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ると教育委員会からは説明されているが、学年 4 クラスにしても教科担任制にし

ても特別委員会ではまだ協議が進んでいない。疑問点は特別委員会でも扱ってい

きます。また質問については教育委員会に確認します。 

⇒一貫校は白紙になりました。一旦立ち止まり、改めて条例により設置された委

員会において検討されます。 

  ●民生児童委員として児童の問題が発生すると担当する役割だが、先日の会議で初

めて町長と教育員会から話があった。ここに来るまでの段階でみんなに話が届い

ていない。町民そっちのけでどうやってこうなったのかも全然説明されてない。

だからみんな不満がある。学校の中でも説明する機会はあった。お父さんお母さ

んや関わる人たちの意見を聴く機会はここに持ってくるまでにあったはず。だけ

どそれがされてない。準備委員会だよりが 1 号 2 号と出されているがそこにくる

までの検討委員会の情報が知らされていない。これまでの段階に問題があったか

らみんなが不満を持っている。 

議員 午前中の意見でも説明が足りないという意見がありましたのでこれは特別委員会

に上げていきたいと思います。 

⇒一貫校は白紙になりました。一旦立ち止まり、改めて条例により設置された委

員会において検討されます。 

  ●玉ノ岡中学校ができた時も 1 年生で七郷中学校がなくなり 2 年生から玉ノ岡に

行きました。今度は玉ノ岡中学校の子たちも菅谷まで行くことになる。なんで七

郷が無くらなくてはいけないかとの思いはある。玉ノ岡もたった 32 年間で終わ

りなのか。疑問を感じます。もっと町の人の意見を吸い上げてなぜ統合の一貫校

にしなければならないのか考えていかなければ、嵐山町に子供は残っていきませ

ん。 

  ●妻の代理で出席していますが、妻から聞いた話だと小中一貫校の意見を言うと教

育委員会はＰＴＡ会長を通してでないと意見は聞きませんと言われたという話で

す。その辺も不安に思っている一因ではないでしょうか。全部決まったこととし

て配られるだけなのです。 

議員 議員も同じような状況です。昨年の 8 月にいきなり小中一貫校を菅中に作ります

という話が来て、議会でも調査特別委員会を作って見直そうとなったわけです。

私が調べた限りでは、財政は補助金の他に 17 億 5 千万円を借りいれて 25 年で

返済する計算となる。毎年 8 千万円の負担となる。小中一貫校については何の議

決も経ていない。議員の中にはこれを推進していこうという意見もあるし、ちょ

っとおかしいのではないかと意見もある。私は財政的にも無理があるという感じ

を持っている。検討委員会の議事録を調べているが、議会には文教厚生委員会に
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は報告している、との記録があるだけです。皆さんにこんな思いをさせて申し訳

ないなと感じている。 

議員 私は文教厚生常任委員会に所属していましたので、ある程度の流れは知ってい

た。教育委員会もある程度の説明会は実施しており、開催回数、日時、参加者数

などの記録はあるはずです。町も何もしないわけではなく議員の考え方にもいろ

いろな考え方もある。そのようなことをご理解いただいて調査特別委員会でしっ

かりと検討して進めていきたい。 

議員 町の説明を受けた時に住民説明会は十分やっているとのことでした。しかし参加

者数を聞くとこれは十分とは言えないと思うくらいの少ない人数でした。そうい

う中で今日ＰＴＡの会長さんからも学校でも説明はされていないとのお話が合っ

た。これはもっと異常なことと感じた。当事者である児童、保護者、ＰＴＡに話

がなければ判断もできない。町も少子化、教育の充実、老朽化、財政など考えて

いい方向を探しているのは確かです。が当事者をはじめ同意を得なければならな

いところはちゃんと同意・理解をいただいて進めるべきだと思います。 

  ●準備委員会の 3 回目の会合で議題にはないが「不透明な部分があまりにもあるの

で準備委員会でも話してほしい」との意見がでて、議題の最後にＰＴＡ会長さん

から「学校の中でその話が一度もないのはおかしいと思っている」との意見が出

た。先ほどの説明会も 3 回合わせて 15 名しか参加していない。パブコメも 6 名

しか意見がなく公開されたパブコメの意見も改変されていた。教育委員会にも聞

いたが最後に担当者から“これは議会に諮る問題ではない、教育委員会の専権事項

だ“と話された。小川町では検討委員会の条例を作成している。嵐山町では議会で

は何の議決もしていない。知らない間に粛々とことが進んでいる。一貫校作るこ

とに反対しているつもりはない。考えることが山積しているので、ちょっと待っ

てください、みんなの意見をもっと聞いてくださいと言いたいだけなのです。 

  ●私は教育現場で働く一員でもありますが、児童数が減っていく中で中学校でも部

活動も 2 つから１つを選ぶとか、小学校では１クラスでは人間関係が崩れても 6

年間クラス替えができないなどを見ているのでまとまった学校になるのは反対で

はないです。 

でも、教室のあり方とか、校舎のあり方とか、運動場の場所とか聞いていて“え

っ”と思う。 

やはり子供たち目線の考え方も必要で、それを聞いて下さることも大事と思う。 

  ●準備委員会も進んでいて、校舎関係とか実際には設計図まで出来上がっていて、

意見を言っても、もう戻れないのではないのですか。 

議員 今日、特別委員会の委員長が説明したところぐらいまでと聞いている。 
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校舎としては 3 階建て 1 万㎡、建設予算概算 35 億円、スクールバス運行、程度

である。 

いただいた細かい意見は、特別委員会の中で検討していくことになります。 

  ●先ほどのもう戻れないのか、と関係するのですが、第 3 回の準備委員会で建設関

係の委員の方から今のままではスケジュールはタイトであり 2025 年開校は厳し

いとの話があり、教育委員会担当者の話では 2025 年は最短の日程との話もされ

ている。しかし、教育委員会では、2025 年の線をくずしていないのではない

か。知りたいのは、このスケジュールにこだわるのは、何か理由があるのか。 

議員 調べた範囲では、補助金は申請してから 3 年で完成しなければならないが、この

申請はまだされていない。申請するためには、補助金以外の部分の資金手当も考

えなければならない。起債とそれに伴う返済能力、それから補助金・起債分以外

の財政余力が必要となる。また、新校建設費と比較された 5 校の維持費について

40 億円と試算されているが、この根拠も不明確。わたしの意見としては一から出

直すべきと考えています。 

議員 そういう意見の方もいます。議会の中には両論あることを知っておいてもらいた

いと思います。説明が足りない部分については教育委員会からも説明をいただき

ます。今のスケジュールを大事にしているのは、これは私の推論ですが、国も学

校統合等も進める中で補助金もつけていくわけで、国には国の予算もあり、そう

いったことも考えてのことではないかと思います。あくまで個人的な意見です。 

適正規模基本計画は、20 年後、30 年後の町の姿を考えて進めていくことである

ことも理解していただく必要があると思います。 

特別委員会では、それぞれの意見のある中でしっかり議論を行って特別委員会な

りの結論を出していくこととなると思います。 

 

（コロナ禍にて町に望むものについて） 

●議員の皆様には日頃町のため町民のためにご尽力ありがとうございます。 

良かった点とそうでなかった点を申し上げます。 

良かった点ですが、議会報 8 月号の表紙でアマビエを採用していただきました。

どなたの発案か存じませんが、コロナ禍で気持ちが沈んでいるときに心が和むよ

うな絵が非常に良かったと思います。議会ではあれもダメ、これも難しいとか非

常に厳しく堅い話題が多い中で、ユーモアというか和ませることも必要と思う。

そういう面でこの企画はとても良かったです。 

そうでなかった点ですが、12 月 8 日の読売新聞埼玉版で公立小中学校トイレ洋式

化率５７％という記事が出た。このうち 9 市町村は 3 割台で嵐山町もこれに入っ
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ている。 

洋式化率９０％達成は、ときがわ町 97％、東秩父村９４％で嵐山町は３３％とな

っている。生活水準というか文化水準というかそういうものを疑われるような状

態でとても恥ずかしい感じがした。対外的にも残念だなと思う。 

で、町では少子化対策で転入者を増やそうとかあるいは教育の町ということで取

り組んでおられると思うが、こういうふうに県内で数字で比較されるとなると近

隣の自治体に後れを取らないように努力してもらいたい。 

この記事で県の教育長が県立高校のトイレ洋式化に力を入れているとのことで志

望校の選択の重要な要素となっている、とまで言っている。町でも外部から人を

呼び込むというのであればこういうことを大事にしないと、嵐山町は遅れている

というイメージにもなる。是非、そういうことを配慮してもらいたい。 

議員 私も 8 年ほど前に一般質問したこともありましたが、その時は下水管の問題等で

難しいとのことであったと覚えている。このことは、町長もデータを知っていて

洋式がスタンダードとなっているのが現状であり予算の問題もあるが、できると

ころから着手していきたいとのことでしたので、改善されると思います。 

●災害に強い町づくりに関してですが、昨年区長をやっていて七郷防災会の活動を

経験した。このなかで、自助・共助・公助と言われているが、これは逆で公助・

共助・自助だと思っている。例えば地震の時の避難所設営など、町として何がで

きるのか、できないのかを提示していただいて、では共助あるいは自助として防

災会等で設営を行う役割にする、といった順序をたてて対策を考えていただけな

いか。 

あと一つは、障害のある人たちのための福祉避難所ですが町の防災プランでは福

祉施設を避難所と考えているとのことで、本当に災害時に福祉施設で受け入れら

れますかと聞くと、無理であるとのことでした。そうであれば福祉避難所を別の

形で整え避難訓練もする必要がある。町がまずできること、できないことを明示

して欲しい。 

●タブレット配布で一人一台は大変ありがたいと思うが、ネットにつながると教育

以外に利用されるのではないか、先生の目の行き届かないところでいじめにつな

がるのではないか不安がある。対策をきちんとしてほしい。 

議員 嵐山町も昨年台風 19 号水害までは大きな地震もなく水害もなくある意味のんき

に構えていたところもある。今後は、地域支援課を中心として防災計画も見直し

をかけているので、今言われたことなども踏まえ防災会を充実させていくことが

大事だと思う。 

●小学生の陸上競技指導をやっているのですが、今は近隣の学校でも部活動を先生
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が指導するのではなく外部の指導者が行うような体制になりつつある。そのよう

な中で部活動自体が減っていき、選択肢があまりなくなっている。結果として子

供たちがかわいそうな状況となっていて、例えばサッカーが大好きな子は隣の自

治体のクラブチームまで通わなければならないとか、クラブチームにいけない子

はあきらめることとなっている。 

そういった子供たちを町の中で指導できる仕組みを考えてもらいたい。 

町の中でどこに行けば指導者がいるとなれば、やりたい子はたくさんいる。 

●コロナ対策として、ほかの町でやっている地域振興券などが嵐山町ではない。 

また給食費の補助で第 2 子以降の補助があったが、うちは上の子が小学校で下の

子は幼稚園で同じ給食を食べているのに補助が出ないのは何故かなと思い、配慮

して欲しかった。 

一貫校の計画でいえば、スクールバスの 4km 以上ならないので、近くの子と通学

時間が 1 時間ぐらい変わる。いろんな面で子供の負担になると思われるのでスク

ールバスはもう少し広い範囲で使えるようにしてほしい。 

●コロナの給付金が嵐山町はかなり早く配布いただいた。これはとても感謝してい

ます。 

●コロナ給付金では、東京とか他市町村では独自の給付金を支給したところもある

が、嵐山町独自の給付金はないのかなと思いました。 

議員 ひとり親家庭への給付金制度や小規模事業者への給付金対策は町独自で行った

が、全員に渡るものはなかった。 

議員 学校統合の跡地利用の件ですが、教育委員会に確認すると、跡地利用は教育委員

会ではないといわれる。跡地利用のことも同時に考えないと町民は納得できない

と思う。ほかにスクールバスにしても、高齢者の足の確保から共用バスでの運用

なども考えられるがその辺は教育委員会ではまだまだ固まっていない。そんな中

で一貫校だけが突出して進んでいるのが一番問題かなと思っている。 

皆様から頂いた意見をしっかりと特別委員会で意見をまとめて町に提言していこ

うと思っている。町民が納得できない計画で進めていくことはできないと我々も

思っている。 

 

 

 

 



 

 

- 17 - 

■B グループ（午後） 嵐山町役場 ２０4・205 会議室 

（畠山議員、松本議員、川口議員、山田議員、藤野議員、犾守議員） 

テーマ 『コロナ禍にて町に望むもの』 

（報告会の内容について） 

●12 月広報の財政調整基金の記事について、前町長に代わってから大幅に回復して

きたと聞いていたが、なぜこうなったのか。また、悪くなったのは議会にも責任

があると思う。両輪でやってきたのだから。借金を返したという一面があると思

うが、その辺のことも聞きたい。 

議員 一言でいうとかなり大型事業をやってきたことが理由だ。町の予算案に賛成して

きた議会にも責任はある。議員も厳しい状況を知っていたと思われるかもしれな

いが、意外とわからないものだ。監査委員から聞くまではわからなかった。 

議員 ここ 2，3 年間で悪くなったわけでなく、民生費が伸びていて、その予算が増え

ているというのが現状だ。将来につなげていくものにはやはりお金をかけていく

ことも必要だと思う。 

●借金はどのようになっているのか。 

議員 借金は 70 億円をきっていると思う。公債費も元金と利子を入れて 8 億を切って

いる。 

議員 議会だよりにも財政の状況が載っているが、財政のことなのできちんとした回答

をだす。 

⇒令和 2 年 12 月議会現在：町債 67 億 4630 万円、公債費 7 億 0044 万円 

●小中一貫の特別委員会について、住民説明会をやったのか。 

議員 住民説明会は、２０１９年に 10 月から 11 月にかけて３回やっている。ただ周知

が十分でなかったので、参加人数は少なかった。 

●小中一貫校は、ありきで進んでいって保護者はそれでいいのか。 

議員 PTA の方も説明を聞いていないという意見があり、説明が不十分かなと、その中

で既成事実を作って進めているように思う。議員にも結果説明だけだ。 

●教育の理念をきちんと全面打ち出して、将来を担ってくれる子を育成することは

大事なことなので、これで進めるというのはどうか。今からでも遅くないので、

もう少し住民説明をして、みんなが納得した状態で進めてほしい。 

議員 もし進展した内容があれば、報告書の中に載せる。 

●小中一貫校の適正規模について、１万㎡は適正だと思うが 4 クラスは適正なの

か。現実とかけ離れた予算を使う計画だ。もう少しチェックが必要だ。 

議員 普通学級 3 クラスと特別学級１クラスの 4 クラスということだ。全部必要なのか
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調査したい。 

●愛知県のある中学校では全学年 24 人で、４年前から ICT 教育をやっている。こ

のコロナ禍でもほとんど影響なく、ホームページも生徒が作って素晴らしい実践

をしている。子供にかける予算をもっと考えてほしい。 

議員 嵐山町でも ICT 教育は５年前からやっている。今回 GIGA スクールといって全生

徒が一人１台のタブレットを持って、より深く学ぶ体制になった。本来は、５年

後の計画だったので周辺自治体よりちょっと進んでいると考える。 

（コロナ禍にて町に望むものについて） 

●コロナ禍において、町ではどんなことをやっているか。 

議員 インフルエンザの予防接種、集会所等の消毒液などの配布による予防対策、医療

施設や介護施設に補助金、町内の事業所にも補助金、水道料金は減免、学童保育

所には支援金、国の補助金に漏れた中小企業に補助金など多岐にわたって対策を

講じている。また、ハイカーおもてなし事業や農業者へのフォローアップ事業な

どもある。 

●町の健康いきいき課は何をやっているのか。もっと情報発信をするべきだ。 

議員 登録された人に限るが、安心メールを発信して注意を促したり、予防情報を流し

ている。 

  ●情報発信で、不安をあおる情報ではなく、適切で必要な情報が欲しい。また、子

供がマスク通学をしているが、40 分の道のりで果たして必要なのか。マスクが必

要な場面と不必要な場面があると思う。先生もマスクを強要しないでほしい。ま

た、次亜塩素酸消毒は、子供のいるところで噴霧しないでほしい。教育委員会に

要望を出したいと思っている。 

   事業については、今の事業が本当に必要なのか考えてほしい。若者会議が実現し

たら参加したいと思う。 

議員 マスクについてだが、教育長に確認した際、通学の時も一律にマスクをしてくだ

さいということはないということだ。ただ、それが学校現場にいくと違ってしま

うということがある。 

議員 現場とこちら側との温度差があるように感じるので、再度確認して回答する。 

⇒下校時等、一人の時のマスク着用は必要ない旨、各学校からも周知しています

が、いただいたご意見について再度各学校にお知らせします。 

  ●インフルエンザの予防接種の知らせを配布してもらったが、ワクチンが不足とい

うことで、今期は接種できないということだ。もっと早く知らせが欲しかった。

他の市町村で受けた人もいる。 

議員 確かにワクチンを打てない人が続出している。それは、最初の割り当てが各医療
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機関の前年実績の供給で、さらに、今回は無料なので接種する人が集中したこと

が理由だ。これで終わりということはない。今後のことは確認する。 

⇒高齢者インフルエンザの助成は１月末まで実施。比企医師会から在庫の情報提

供があり、問い合わせがあれば在庫のある医療機関を紹介している。 

議員 ニュースでやっていたが、全国的にワクチンが不足しているとのことだ。無料に

なったので一気に接種者が増えた事で、少なくなったということだ。製薬会社

は、例年の 1.5 倍生産したということだが、それを越えて接種者が増えたらし

い。今年度はだめだといっていた。 

  ●関連していいか。インフルエンザのワクチンのことでこれだけ大変な思いをして

いるわけだから、コロナワクチンが出た場合の対応を今から考えておいた方がい

いのではないか。 

議員 これも調べて回答したい。 

⇒国・県の説明会が実施されており、町もそれに合わせて準備を進めている。 

  ●今年は町の美化清掃が中止になった。北部地区では、美化清掃にあわせて道路脇

の草刈をやっている。町の清掃が中止になったが、雑草がひどいので今年も北部

では草刈はやった。通常は町が傷害保険に加入してくれるが、今回は中止という

ことで加入してくれなかった。燃料費の一部や保険料を補助してもいいのではな

いか。また、先ほどのお母さん方のおっしゃることもよくわかる。そろそろ本気

で子育て世代に目を向けてやって欲しい。 

議員 おっしゃると通りだ。北部ということではなく全町的に考えなければならない。 

  ●医療と介護の施設職員のＰＣＲ検査をして欲しい。職員は不安を抱えて勤務して

いる。検査を定期的にやっている自治体もある。埼玉県が考えなければならない

問題かもしれないが、町でも是非やって欲しい。また、施設に対しての補助金は

一回だけではなく、パーテーション設置などのための支援を複数回実施して欲し

い。あと、もう一つ、今年は密になるということで集団検診がなかった。個人で

行かなければならなくなった。特に乳がん検診は予約なので、嵐山町の病院では

11 月の初めぐらいで受けられないと言われた。来年は、是非集団検診を実施して

欲しい。 

議員 三点の要望について承った。 

⇒感染が広がる地域の高齢者入所施設職員を対象に、緊急の PCR 検査を県が実施

するが、嵐山町は現在対象地域になっていない。 

⇒補助金以外にも、対象となる施設には物品購入のための支援金を出している。 

⇒令和２年度は集団検診を中止しましたが、来年度は実施の方向で考えていま

す。 



 

 

- 20 - 

●年配の方がＧＯ ＴＯキャンペーンを使ってあちこちに行っている。危ないよと

言っても聞いてくれない。他市まで行ってカラオケを楽しんでいる人もいる。危

機感を持っていないので、すごく危ないと感じる。もっと危機感をもって欲し

い。あと、議会報告会などの参加については、今回参加した方が誘ってみるとい

うのもいいのではないか。 

●長い間、若いお母さんから学校の給食費の話を聞くことがあった。周辺の自治体

の中では無料の所もあるということで、大変なのだなと思っていたが、今回は少

しでも給食費の減免のことが出たことが良かった。 

●先ほど、町にもっと情報発信をして欲しいという意見があったが、具体的に何を

して欲しいのか、先ほどの方に聞きたい。 

議員 町に情報発信がないということは、どういうことなのか。 

●町には、コロナ禍の情報などタイムリーな情報を、細かく具体的に迅速に出して

欲しいということだ。 

議員 広報誌などで伝えているが、どうしてもタイムラグが出てしまう。それをやるの

が安心メールや回覧板だと思う。私たちも模索中でこれから研究していきたい。 

●年末年始の医療体制は大丈夫なのか。議会も考えてもらって、チェックをしても

らいたい。 

議員 情報発信の件だが、町はホームページに掲載しているという。小中一貫校の説明

会に３回のうち２回出たが参加者は少なかった。これはどういうことだというと

「ホームページに載せた」と言う。町としては情報公開したという言い分が立

つ。情報の伝達については今後考えていきたい。 

●タブレットを無料配布したらどうか。 

議員 東秩父村では配布しているというが、嵐山町の世帯数を考えると難しい。スマホ

でも見られる。 
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Ⅴ 議会報告会に関するアンケート集計結果（４５／５６ 枚回収） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートにご協力いただいた方（全て町民の方のご参加です） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート集計結果 

 
今後の議会運営の参考とさせていただきますので、ア
ンケートにご協力をお願いします。 

 
１ 今回の議会報告会は何で知りましたか 
  □広報 議会だより ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ その他 

〔                   〕 
 
２ 議会報告会の進行について 

  □良かった □普通 □良くない 
〔                   〕 
 

３ 説明について 
  □わかりやすい □普通 □わかりにくい 
〔                   〕 

 
４資料について 
  □わかりやすい □普通 □わかりにくい 

〔                   〕 
 
５ 開催を希望される曜日と時間帯、場所について 

（１）曜日と時間帯について 

 午前 午後 夜間 

月～日・祝日    

    

（２）場所について 
ふれあい交流センター ・ 北部交流センター 
南部交流センター ・ 町民ホール 

花見台管理センター ・ 図書館 
B&G海洋センター ・ その他〔     〕 

 
６ 意見交換会についてのご意見 

〔                   〕 
 
 

 
 
 

 
７ その他（議会に関すること） 
〔                   〕 

 
 
 

 
 
 

該当する項目に○をつけてください。 
 

性別：男・女 
年代：20・30・40・50・60・70歳以上 
お住まい：町内・町外 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ご協力ありがとうございました。 

20代

0% 30代

20%

40代

33%
50代

5%

60代

13%

70代

29%

年代
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● 今回の議会報告会は何で知りましたか 

□広報 （6人） □議会だより （4人）  

□ホームページ （0人） □その他 （37人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 進行・説明・資料について  

 

 
 

17

14

14

22

28

30

5

3

1

資料について

説明について

進行について

よい 普通 よくない

「その他」と答えた方の意見 

・ＰＴＡ（学校）からの案内 ・議員から直接 ・案内通知 など 

広報

13% 議会だより

8%

その他

79%

複数回答あり 

無回答あり 
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● 開催を希望される曜日と時間帯、場所について 

・曜日について 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・時間帯について 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

2

6

32

3

2

無回答

祝日

日

土

金

木

水

火

月

0 10 20 30 40

11

4

16

27

無回答

夜間

午後

午前

0 5 10 15 20 25 30

ご意見 

・円グラフなど分かりやすくすればいいと思う 

・資料を読んでいるだけで分かりにくい 

・スクールバス、具体的に距離を地図で示してほしかった。 

・勉強してから出ないとスピードについていけない。初めて参加する方にも分

かりやすい資料が事前にもらえたらよかったかなと思う。 

・簡単すぎる 

・資料の作り方がとても良い 

複数回答あり 
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・場所について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

６ 意見交換会についてのご意見 

 ※参加者の皆さんからのご意見を、原文のまま掲載しております。 

・コロナで学校が休校になって不安で、今もまだひきずっている感じがみられる。これからの
勉強など、親も不安がいっぱいと感じた。 

・小中一貫校について、保護者や子ども達が詳しい内容を知らないので、それぞれの学校で説
明があればよいと思います。タブレット授業のことも学校から説明してほしいです。 

・学校で小中一貫校の説明がない。しっかりしていくべきだと思った。 

・様々な方の意見を聞くことができて有意義な時間でした。 

・次回参加するときは自分自身の考えも発言できるよう準備し、さらに嵐山町にとって意義の
ある会にできたらと思う。 

・ソーシャルディスタンスはもう少し席を案内する時点で決めて座っていただくとバラつくこ
とができたのではないか。換気について窓を 20～30 分に 1 回は開けた方がよかった 

・ソーシャルディスダンスの保てている席とは言えず、会場に 50 名もコロナの中で集めるの
であれば、もう少し配慮が必要かと思いました。嵐山町内でもコロナが出ている中、本当に
大丈夫かと不安がありました。 

・活発に話ができるような雰囲気作りができればよいと思う。 

9

1

2

2

3

5

15

29

無回答

花見台管理センター

B&G海洋センター

図書館

南部交流センター

北部交流センター

ふれあい交流センター

町民ホール

0 5 10 15 20 25 30 35
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・最初に一言ずつ話す機会を作り場を温めれば活発になると思う。 

・コロナについての不安や恐怖を日々感じている中で、同じ考えや初めて聞くお話があってた
めになりました。 

・学校統合の話も一部お伺いすることができてよかったです。今まで統合についての話に関し
て説明がなかったので、意見にも出ていたように、教育委員の方がそれぞれの学校へ出向い
て保護者等への説明や決定事項、意見交換などをぜひ行ってほしいと思います 

・町に意見について発言することが今までなかったので、とても良い経験になりました。様々
な人の意見も聞くことができてよかったと思います。自分と同じ気持ちを持っていたりして
いい時間になりました 

・様々な意見があるということが感じられてよかったと思います。議会の皆さんへクレームの
様な言い方の方もいらっしゃいましたけど、選挙で選んだのは町民ということを忘れず、選
挙の 1 回 1 回の重さを感じるべきです。 

・Ａ、Ｂに分ける必要はあったか。 

・若い方、小学生を持っている親御さんの意見を聞けてよかった。 

・子育て世代の方の意見がきけて良かったと思います。 

・タブレットの使用についてどこまでをやるのか。リモートで授業をする場合に、昼間は自宅
ではなく学童に行っている子ども達も多くいるので、その部分については、どう対応してい
くのか。地域によってのコミュニティなどを活用して（長期間の休みについてのみ）子供た
ちを分散してリモート授業などができたらうれしいです。 

・町民の意見を聞き次につなげていくことが大切だと思いますが、町民の一部の意見のみにな
ってしまうので難しさを感じました。町民がひとりひとりの意見を出しあい、問題点を見つ
けていくことも大切なことだと思います。一部ではなく全体に考えていく場を作っていくこ
とが大切だと思いました。教育委員会の方でという言葉がよく出ていたので、教育委員の方
も出席するべきだと思いました。 

・学校関係はＰＴＡ（町民は別）でお願いしたい 

・日頃思っている意見をどこに投げかけたらよいか分からず、このような場で発言や、様々な
意見を受信できることは大変良い機会となりました。 

・小中一貫校について、菅谷小・中のＰＴＡ会長がおっしゃっていましたが、保護者・町民の
説明会はコロナ禍ではありますが、地区ごとや学区ごとに分けて説明会はぜひ行ってもらい
たいと思います。近くの住民の方からも何も分からないと先日言われました。 

・ＧＩＧＡスクールタブレット配布について、取り扱いについて保護者への説明はしていただ
きたいと思います。コロナ対策等、それ以外でも町で決まったこと、学校で決まったことは
その都度連絡してもらいたいです。 

・3 年保育の実施、小学校土曜日行事（運動会等）の振替休日がない。 
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・嵐山駅構内のハトふん害の対処法、東武電鉄に申し入れること。 

・コロナ禍の中でよく聞いていただいたと思います。 

・色々勉強になりました。 

・知らないことがたくさんありました。 

・専門の部分の意見が多い。 

・町との関わり合いをもっと持つべきと思いました。 

・学校のこと、大きな建物、35 億大きすぎる。 他 

・たくさん意見を交換できて、とてもいい会だと感じました。ありがとうございました。 
今日出た要望や意見を曇らせることなく、確実に次へつなげて頂けると嬉しいです。 

・小中一貫校について、保護者の意見を聞いてほしい。新しく学校をつくってもいいのか。菅
谷小中学校に統合した方がいいのではないか。嵐山町の学校として、ふさわしい学校を残し
てほしい。今後、子供達が暮らしたいと思う町にしてほしい。嵐山町で育ち、他県に行って
しまうのはしかたがないと思う町にしてほしくない。 

・テーマがかたよってしまうので、司会は進行を配慮してもらいたい。 

・年代に応じて色々な意見が出て実りある会だと思う。まだまだ参加者が少ないので自分で友
人を誘ったりして、多くの方に参加してほしい。住民も受動態が多いので、分からないこと
があったりしたら、町、議員にどんどん質問したり、自分から発信すべきである。 

・参加してよかったです。 

・予想外に「小中統合問題」が皆さんの問題意識なのだと思い知らされました。保護者の皆さ
んとのつながりのきっかけが持てたことも有意義でした。ありがとうございました。 

・どの質問に対しても質問の答えが十分ではないと感じてしまいました。意見交換会などもっ
と積極的に参加すべきだと思いました。 

・会計（借金問題）については細かく説明できるようにしていただきたい。 
・ラベンダー園とりくみの総括と今後の方針を広報で。 

・そもそものテーマが間違っていたのが残念でした。嵐山町としての大問題は、小中一貫校で
あるということを町民も議会も認識を深めるべきだと感じました。先行統合時の通学方法と
菅中に統合された後の通学方法をはっきり決めず、学校の近くに住んでいる子どもと遠くに
住んでいる子どもの睡眠時間に差が出ないようにしていただきたいです。 

・若い人が多く参加できる交換会を作り上げる。 

 



 

 

- 27 - 

７ その他（議会に関すること） 

・給食費無償化、第 1 子から給食費補助を平等に。 

・インフル助成が小 2 までは不平等だ。 

・3、4 年の学習強化学習会がなくなってしまったので学習資料を配布してほしい。 

・スクールバスは直線距離で 4 キロは徒歩登校は厳しい。 

・皆さんの様々な意見を聞いていただいていると感じた。 

・自分でも町への参加として広報をよく見たり、議会だよりも見ていきたいと思った。 

・色々なことを真剣に話し合っているのだと分かった。今後も出てみたいと思った。 

・議員の方々が分かりやすい言葉や丁寧な態度で説明してくださってありがたかったです。 

・夫婦別性の否決はもったいないと思います。 

・人口を増やすには、できることはみんなした方がいいと思います。 

・地方自治の議会として、町民を守り、未来を創成していくのであれば、国とは自立した意見
もしっかり提示していただきたい。この様な場はとても大切と思います。 

・否決された議案については、人権の面から疑問です。 

・議案に対し、賛成反対の報告の前に議員同士での話し合いを多くとり、その内容の公開をし
てほしいです。 

・聞きづらい議員さんいました。 

・若者会議を議会の参考会議として定期的に開いていただきたいです。 

・これからの町づくり、町民が関わろうと思うようなものにして頂きたいです。 

・議員の皆様には私的な意見や考えでなく、町民の思いを拾い、町としてどうあるのがいいの
か、という視点でご活躍頂きたいです。 

・小中一貫校について、これからでもいいので各学校で保護者に説明会、意見交換会などをや
ってもらいたい。教育委員会、委員、保護者、地域で考えていかなければならないと思われ
ます。もっと保護者の意見を聞いてもらいたい。 
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・色々考えてつくった学校がなくなるとは残念です。新しく学校をつくるなら 100 年以上続
けられる学校をめざしてほしい。できないのならば、100 年以上続く菅谷小中学校を残して
ほしい。菅谷小中として一貫校（新校）として残していく方がよいのではないか。 

・町民が話しやすい町にしてほしい。 

・皆さんのご意見を伺ってとても勉強になりました。 

・コロナ禍なので、多勢が集まることは難しいと思いますが、何らかの形で小中学校の新設に
ついて説明があるといいかと思いました。 

・議員は町当局や教育委員会に対する不満ばかり言うのではなく、正す気持ちを持ってもらい
たい。 

・丁寧に説明してくださったり、議員さんも話しやすいので大変ありがたく思います。増々の
お力添えお願い申し上げます。 

・皆さんがとても真剣に取り組んでいることはとてもうれしく思いました。 

・もっと誰でも理解できるような説明が必要とされていると感じました。住民の方々がこんな
にも子供のために考えてくださっているんだと改めて感じることができました。ありがとう
ございました。 

・議会と教育委員会が別々に動いていて、小中一貫のことを議員が知らないというのは謎で少
し怖いなあと感じました。町全体の問題だと思うので連絡を密にしていただきたいです。 

・よく議会活動をしている 

 


