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 令和３年１１月２０日（土） 
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Ⅰ 報告会の概要 

 １ 開催日時、会場 

   令和３年１１月２０日（土） 

   ・嵐山町役場  午前 ９時００分 ～    午後 １時３０分 ～  

     

 ２ 報告会次第 

   受付               （大野敏行、川口浩史、渋谷登美子） 

   進行               （藤野和美 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 前 総務経済常任委員長） 

    ・文教厚生常任委員会      （畠山美幸 前 文教厚生常任委員長） 

・広報広聴常任委員会      （長島邦夫 前 広報広聴常任委員長） 

主な議案とその他の報告      （長島邦夫 前 広報広聴常任委員長） 

    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：渋谷登美子） 

B グループ（リーダー：畠山美幸、サブリーダー：山田良秋） 

   閉会のことば           （長島邦夫 前 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 7 8 15 

午   後 5 6 11 

合   計 12 14 26 

    

 

 ２ 報告会資料 

    報告会における説明資料 

     「第１９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、「⇒」は交換会でお答えできなかった質問についての回

答を掲載しております。 

 ※参加人数が少ないため全体で町民ホールにて実施。 

■（午前） 嵐山町役場 町民ホール 

 

テーマ 『学校再編をどう考えますか』 

（報告会の内容について） 

●千年の苑ラベンダー園に関して 

①今後続けるのか 

②今までかかった予算は   

③経済効果は  

④代わりに子供たちのための事業を 

⑤年間を通して来場者が来る工夫を 

議員：DMO 法人予算が付くので継続する。数字については後日報告する。なお、観光

協会と意見交換をし、町にお金が落ちる仕組みを模索している。 

●千年の苑ラベンダー園に関して、ラベンダーの不作などで赤字が続くなら引き返 

す必要あり。 

議員：令和４年まで国の補助金がある。ラベンダー園については多くの方が不安を含
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め関心があることは承知しているが嵐山町の観光の手がかりとしていきたい。 

 ⇒・平成 28 年度から令和 2 年度まで 千年の苑事業総事業費 

 268,402,883 円（内補助金 139,472,621 円） 

  ・令和 2 年度経済効果 568,093,034 円 ラベンダー園見学者 75,646 人 

●消防費が前年度の半額になった理由は。 

議員：令和元年度は防災無線施設の更新があり、令和 2 年度より大きくなっている。 

 

（意見交換会の内容について）参加者から順次いただいた意見 

●統合か現状かなら、経済面で統合が良い。但し、交通手段の確保が必要である。 

●議会は再編審議会の答申を審議するだけなのか、議会としての意見をもって再編に

臨むのか。ときがわ町の学校が統合した、3 カ所の小学校は路線バスやスクールバ

スを活用している。町議員もときがわ町の現地調査をすることを提言する。 

●地方自治は住民が主人公である。保護者、地域の意見を取りまとめ、それを住民に

提示し、共通の理解と認識を図ることが必要。 

●親として、子供の人数や部活動の少なさなど、少ない選択肢から選ばなくてはなら

ない現状がある。スクールバス等の問題があるが、選択肢を増やすことが必要。今

後もっと子供が少なくなっていくことを考えると、統合に向けて大人が頭を悩ませ

る時期に来ている。 

●中学校は人数が少なく部活動が成り立たない。統合が良いのかなと考えるが、自分

の卒業した学校がなくなってしまうのは…という意見も聞く。滑川は一つの中学で

充実している。一方、嵐山町の小学校は環境整備面で悪くなっている。今ある学校

を小規模で残すのであればそれも良いと思う。しかし、それは未来の子供の話、今

の子供達は再編の話がのびて学校環境がすごく悪くなっている。どの子にも平等に

良い環境で学習できる場を与えて頂けたらと思う。 

●現在の審議会で様々な課題をまとめてほしい。少子化は進んでいるので統合は必要

であると思う。 

●統合は、ハード面で深刻な校舎の老朽化対策が可能となる。ソフト面では、人数が

増えて児童生徒が切磋琢磨できる。中学校だけでも先行統合し、早く進めるべき

だ。現状は、今の小学 1 年生が中学を卒業する頃に統合できるかできないかとい

う、その位遅いスケジュール感。 

●統合には賛成である。但し、スクールバスや学校行事で使用する駐車場の確保な

ど、環境を整えることを町全体で考える必要がある。 

●学校再編には賛成。学校は多数で集団生活を送る方が社会に出てから役立つと思

う。通学に関して、交通面のことも考えてほしい。 
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●説明不足や十分な理解が得られていないため、再編については撤回となったと認識

している。撤回になったことについて、再編で参加者から意見を述べているのはど

うなのかと思う。 

●七郷小学校は小規模でクラス替えができず、何かあった場合逃げ場がない。併せて

校舎の老朽化もある（トイレの水が流れない、プール故障等）。統合するのであれ

ば、スクールバスの検討をしてほしい。 

●中学校だけでも早めの統合をしてほしい。七郷小学校から急に大きな学校へは不

安、しかし子供の将来のため必要と思う。スクールバスは出してほしい。 

●環境や大人の都合により不便さを感じることなく学校教育を受けられることが基本

だと思う。今の設備施設が子供の学習環境としてふさわしいのかどうか。それぞれ

の学校でこれほど不便さがあるにも関わらず、今の子供達は学校生活を送ってい

る。 

●七郷小学校はプールが故障していて、洋式トイレも少なく、鏡もないので不便に感

じている。今通っている子供たちが不便に感じていることに耳を傾けて欲しい。人

数が少なくなっているので統合も仕方ないとは思うが、統合後も今のように学習面

でサポートしてもらえるか気になっている。 

 

参加者のご意見に対する、各議員の意見 

議員：審議会は撤回したが、6 月議会において嵐山町立小中学校再編等審議会が条例に

より新たにつくられ、再び議論している。議会は審議会の結果に対し検討する。

個人的には、世界では少人数学級が主流であり、今ある学校を改修しながら大事

に使うということ（小中一貫校の開校について撤回し、改めて検討すること）を

考えてもらいたい。 

議員：中学校は早急に、小学校は段階的に統合すべきだと思っている。小学校は地域

の問題と絡んでいることと通学手段についてしっかり検討するべきである。 

議員：ギガスクール等の環境が整備された学校の存在は町の人口増加にも繋がるの

で、一日も早く統合の方向で進めていきたいと思っている。 

議員：最重要課題の通学方法について、町はバス等も検討していると聞いている。審

議会委員は多方面から選んでいるので、メンバーの方々に議論を重ねていただき

たい。もし統合になった場合、跡地をどんな方向性にするのかしっかり考えてい

かなくてはならない。大勢の中で学習することが必要だと思うので合併ありきで

考えている。 

議員：最初の再編委員会は条例制定せずに設置された委員会であり、ゼロからの撤回

をお願いした。今、七郷小学校地区には 0 歳児が 1 人しかいない。今後、七郷地
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区が過疎化していくのではと心配している。小学校と地域の文化は重なっている

ので、もう一度考える必要があると思う。そのためにしっかり議論してもらいた

い。学校の老朽化の状況を見て、ここまでメンテナンスをしていないことは問題

だと思った。統合については、地域のあり方を考えていく中で子供達をどう育て

るのか一緒に考えていきたいと思う。 

議員：子供は学校で勉強や各体験を通し、切磋琢磨し人間関係を構築していく。その

ため、ある程度の人数の集団が必要となる。早めに条件をクリアーし統合が必要

と考える。 

議員：昨年の議会報告会で「説明不足」という意見があまりにも多かったと思う。今

回は、ソフト・ハード面ともに子供の環境を良くしてもらいたいという切実な意

見を多く聞いたので、特にハード面の環境は早急に対応しなければならないと思

う。 

議員：学校再編について、説明が不足していたということから、一旦白紙に戻したと

思っている。再編は①子供の教育面 ②ハード面（校舎など） ③コミュニティ

（地域づくり、学校再編は同時並行）で考えるべきである。中学校は部活の選択

等と環境の問題を含め早急に統合を検討し、小学校は段階的に考えることも必要

である。 

議員：今から 30 年前、少子化が進み、鎌形小学校が菅谷小学校に統合することになり

町全体の問題となった。学校規模はある程度の人数が必要と考える。人間関係の

問題等はいずれにしても取り組まなければならないと思う。 

議員：嵐山町は南北に長い地形である。校舎のメンテナンスについてどのように予算

を使うかという問題がある。コロナ禍にあって小規模校が再評価をされている。

学校再編は多面的に考える必要があるので、審議会の判断に基づいて行動しなが

ら、議会としても研究していきたい。 

議長：本日伺ったご意見を参考に、議会若しくは議員としてしっかりとこの問題に取

り組んでまいります。なお、この会議の結果は、報告書として取りまとめ公表を

いたします。また、町長、教育委員会には報告書をお渡しするとともに、本日の

状況をお伝えしたいと思います。 

※終了予定時刻となったため、議員の意見に対する質問や意見は、アンケート用紙に

記入していただき報告書において回答することとした。 
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■（午後） 嵐山町役場 町民ホール 

テーマ 『学校再編をどう考えますか』 

（報告会の内容について） 

●補正予算について 小学校施設改修事業の881万１千円は菅谷小学校の屋上の防水

と志賀小のトイレの2つでよいのか。具体的な数字は。 

⇒志賀小学校体育館トイレ改修工事（143万円） 

⇒菅谷小学校屋上防水改修工事（738万円） 

●ＤＭＯについて 12者の者はこれでよいのか。 

議員：者でよい。嵐山町、太陽ホールディングス㈱、新埼玉環境センター㈱、(農)らん

ざん営農、商工会、東武トップツアーズ㈱、JA埼玉中央嵐山支店、埼玉縣信用金

庫、(公社)シルバー人材センター、㈱ヌエックベストサポート、㈲観光タクシー、

東武鉄道㈱の12者。 

●ふれあい交流センター窓口業務の廃止について 議会ではどんな議論があったの

か。 

議員：議論はない。 

●後期高齢者医療特別会計について 歳出は、嵐山町の負担分と理解してよいか。来

年10月から1割負担の人も2割負担になる。その場合、歳入は今までよりも多額にな

るのか、また、町負担分（歳出）は減るのか。 

 ⇒後期高齢者医療保険の保険者は埼玉県であり、県から示された金額を嵐山町の納付

金（負担分）として歳出している。令和4年10月から、医療機関等で支払う患者負

担分が1割から2割に変わる人もいるが、それによって町の歳入歳出が大きく増減す

るとは考えにくいと思われる。 

●議員提出議案について 「国際人権基準に則った出入国管理及び難民認定法改正を

求める意見書」が賛成少数で否決されていて残念。 

議員：議員は色々な考えを持って議論しています。 

●公共下水道事業について 本管布設地域は本管に速やかに接続しなくてはならない

が、本管に接続していない家があり、不公平に感じる。接続率と対策は。 

 ⇒接続率 89.82％ 

  対策 供用開始区域内下水道未接続の建物所有者に対して、定期的に接続推進通知

の発送及び問合せ対応をしている。 

●令和元年の台風19号の被災地現地調査について 滑川町分の浚渫は進んでいるが、

嵐山町分は進んでいない。進捗状況は。 

議員：精進橋から下の部分は土を取った。草は生えているが水は流れている。きれいに
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はなっていないが、根を取ったから大丈夫では。 

●志賀２区団地脇の市野川は木が生えている。写真も撮ったので確認してほしい。 

⇒市野川の嵐山町部分については、東松山県土整備事務所に浚渫の対応をしてもらっ

ている。 

① 令和２年３月から川袋橋から精進橋まで浚渫 

② 令和２年１２月から精進橋から滑川町学校橋まで浚渫 

③ 令和２年１０月から関口橋から上流の小川町奈良梨地内まで部分的に浚渫 

④ 令和４年度は状況を見ながら浚渫実施箇所を検討する 

●ふるさと納税（町外からの歳入を増やす努力）について どのくらい力を入れてい

るのか。 

議員：町の人がよそにふるさと納税をしているのは3倍くらい。企業のもの、明星食品

などのものを返礼品にだしている 

 ⇒※ふるさと納税実績 

令和2年度        249万円（127件） 

 令和3年度（R4.1.7現在）2,600万円（1,633件） 

  ※ポータルサイト数 

  令和2年度 1サイトから4サイトへ増 

  令和3年度 4サイトから7サイトへ増 

   

（意見交換会の内容について）参加者から順次いただいた意見 

●中学で学校が変わると予定していたが、本人はなくって良かったと思っている。将

来の子供たちのことを考えるのであれば早急に動いていただきたい。今の状況を保

護者にも随時お知らせして、意見を出せるようにしてほしい。 

●合併してバスで小学校へ通うことになると足の力がなくなってしまう。今、七郷小

学校は１対１で勉強を見てくれるが、合併したらそうではなくなってしまう。勉強

が分からないまま大きくなるのは嫌なので、合併は反対したい。 

●こうした意見交換会の場に参加者が少ないことが問題だと思う。学校は地域の中心

になるので、子育て世代だけではなく、たくさんの方にもっと関心を持ってもらう

ためにはどうしたら良いか。町民がもっと意見を言い出せるように敷居を低くす

る。例えば、学校が５校あるので、それぞれの学校で開いてもらうと保護者も参加

しやすい。統廃合の話を進めていく上で、町民がどういうことを望んでいるのか、

たくさんの意見がきけたら良いと思う。 

●学校を統合することと小中一貫をつくることは違う。建物を一つにすることと中身

をどうするかは関連するけれど一緒にはできない。小学校は今の状況を続けても良
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いのではと思う。それよりも、屋根が抜けたりする状況を先に直して欲しい。アン

ケートにもあったが一人一人に目をかけてもらいたい。七郷の子供が菅谷に来る場

合、１日のかなりの時間バスに乗ることになり、子供にとっては負荷になると思

う。菅谷、志賀、七郷、３つの小学校がそれぞれ特徴的な教育があっても良いの

で、今の段階で統合は反対したい。一つずつ決まっていく経過をなるべくリアルタ

イムに発信して、キャッチボールをしながら納得のできる形で進めてほしい。 

●玉ノ岡中学校の校舎の入り口が段差のある階段である。スロープにできないか。 

議員：教育委員会にお伝えします。 

●七郷中学校がなくなって玉ノ岡中学校に行き、小さいところから大きいところに行

く寂しさを感じた。今の七郷小学校にいる子どもたちもそういう気持ちがあると思

う。七郷小学校中学校は最初の教育だった。小学校がなくなってしまえば、七郷と

いう名前もなくなり悲しい。学校再編は、卒業した人達や子供たちが本当に望んで

いることなのか、小学校中学校を一つにして良いのか、ということを考えてほし

い。全て新しくしなくてはいけないということではないと思う。 

●廊下や階段がボロボロという話を聞くと、早く改修されないかなと思うが、今でも

学校から離れたところから通っていて、さらに遠くになると冬は寒いし、日が暮れ

るのも早い。再編にあたって、玉ノ岡中学校に菅谷の方から通ってくるという話を

聞いて、通学の面でどのような意見があるのかなと思います。具体的な話をお伺い

できれば安心につながるのかと思います。 

●２つの視点がある。１つは町民の声をどう反映していくか。１つは審議会、もう１

つは直接住民の声を聴く制度。しかし、パブリックコメントの制度が住民に知られ

ていない。要約せず全文を掲載し、パブリックコメントの意見を議員や町民に知っ

てほしい。今度の審議会は、一定の限界を持った審議会であり、どこまでやるのか

という認識を統一しておく必要がある。中央教育審議会の出した答申の「公立小中

学校の適正規模適正配置等について」という項目では「学校規模適正化の検討は児

童生徒の教育環境をより良くする目的で行うべきものである。学校統合を行うか、

学校を残しつつ小規模校の良さを生かした学校づくりを行うかなど、活力のある学

校づくりをどのように推進するかは地域の実情に応じたきめ細かな分析に基づく各

設置者の主体的判断がある。教育部局だけでなく、財政部局、公共施設管理部局、

都市計画部局など、分野の横断的な検討体制が必要だ」とある。今の審議会事務局

は財政・施設部門は入っていない。仮に答申が出たとしても一定程度の限界の中で

の答申であり、それを財政的にどうするか、町づくりへの位置づけについてなど、

さらに議論を深める課題として残る。審議会はその認識に立ってほしい。審議会を

傍聴して危険だと思ったのは、スピード感を持ってという発言。学校が傷んで、そ
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のことにお金をかけられないから、早く結論を出して学校を建設する、そうすると

修理にお金をかけないで済むという思いが裏にある。スピードよりも大事なのはま

ちづくりという視点から５校ある小中学校を一カ所にするのか、もう少し他の方

法、色々な角度から考えるという過程が必要。それには一定程度の十分な時間が必

要。学校が傷んでいることはビデオを見て分かった。とても８８０万円の予算では

対応できない。スピード感をもってやらなくてはいけないのは補修工事。補修工事

をやりながら今後の学校をどうしていくのか議論を進めていく。少人数の学校がな

ぜ悪いのか、クラス替えができないのがなぜ悪いのか、こうした議論をしたうえで

結論を出すことが必要。 

●学校の再編を住んでいる人間、通っている人間の話を聞かずに町が決め、町の暴走

が強いと感じた。再編見直しは、良い意味で嵐山がこれからどう変わっていくかの

きっかけになっている。行政の立場になって風穴を開けてくれた。クリーンに情報

を流してほしい。こっちの情報も聞いてほしいという最初の例にしなくてはいけな

いと思う。白紙に戻すという言葉ではあるが、今までやったことの苦労が０になら

ないように集約されている資料は活用する。審議会はウェイトが重いので決定権の

範囲を明確にし、オープンに情報を公開していただけたらと思う。 

●前の検討委員会の問題点は３つあると思う。１つ目は条例に基づいていなかったこ

と。２つ目は議会・町民とのキャッチボールが不十分だったこと。３つ目は検討の

仕方が不十分だったこと。今回の委員は保護者の方が半分入っていてとても嬉し

い。これまでに検討委員会は３回開かれている。１回目は顔合わせ。２回目は５校

を視察。皆さんショックを受け、一刻も早く直してくれということだった。雨も

り、トイレ、プール、この３点がものすごい状態です。町はこの問題にどういうス

タンスなのかとの質問に、緊急性の高いものから順次予算を確保し修繕するが全て

はできてない。対応的な修繕になっていて予防的な修繕やメンテナンスに手が及ん

でいないとのことだった。嵐山町は玉ノ岡中学校以外の４校が７０年代の建設。25

年後に大規模改修後、25年が経とうとしている。文科省の資料では「今後15年間に

膨大な整備事業が出る。国は従来の建て替え中心を支援する財政力はないので、長

寿命化改修にシフトしてほしい。それ以後、予防的な修繕に備えてメンテナンスを

やってほしい。鉄筋コンクリート（RC構造）は80年から100年以上持つ」と記して

ある。町は公共施設のメンテナンスに対してどんな考えをしてきたのか。それに対

する予算的な裏付けはどういう風にしてきたのかということを聞きたい。第３回目

の審議会で、今までの検討したものを活用する気はないのか、という意見があっ

た。佐久間町長は検討委員会の結論を全部前提にすることはだめなのだが、客観的

な資料は使って検討してほしいという。それを基にして、どのようなプロセスで、
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どういうことで前回の結論になったのかもう一度最初から議論してほしいとのこと

です。自分なりに前の検討委員会の内容を４つに分類した。１つは国の補助金の割

合（文部科学省のスタンス）。建て替え中心から長寿命化にシフトしたことは確認

されている。２つ目は、施設一体型の大規模一貫校のメリットとデメリット、小規

模校のメリットデメリットが追及しきれていない。３つ目は途中で立ち消えになっ

た財政シミュレーションの問題、スクールバスの問題、最適地が菅谷であることの

３点。４つ目は、手つかずの跡地の問題。コロナのことで学校の現状について話さ

れていない。コロナの現状の中で学校・子ども・先生の困っていることを議論しな

かったらこの問題は成り立たない。早く一体化したいというご意見もあったが、保

護者のアンケートでは改修と統合は別の問題ではないかという意見もある。もう一

つの問題は部活の問題、サッカー部のない学校はありえないという声もあるが、問

題を先送りして今だけ解決すれば良いという方法は避けたい。これからの子供たち

にとって嵐山の教育は安心できるという町にしていきたい。アンケートでは、市町

村によって学校の環境に差があるという意見やきれいな空気・おいしい給食、学校

というのは本来子供たちにとって快適であるべきというご意見があった。基本中の

基本だ。日本一の教育でなく、当たり前の条件整備を町がどう位置付けてきたの

か、やろうとするのか。新しいものをつくって解決しようとするのなら今までと同

じ。新しいものをつくってつくりっぱなしではなく、メンテナンスしながらいかに

長く使っていくか聞きたい。 

●なぜ統合しなければならないのかという理由が明確でない。これを明確にしないと

町民は納得できない。どうして学校を統合するのかというベースがあって、それを

もとにみんなで意見を出し合うのが基本的な考え方だと思う。何が最大な問題なの

か、なぜ人数が少なくなってしまったのか、こういう問題が解決しないのでこうし

たい、というのがなければ町民は納得しないと思う。 

●玉中に行ったとき、校長先生が玉ノ岡中学校と同じ時期につくった深谷の中学校の

写真を見せてくれた。深谷はきれい。玉ノ岡中学校は外壁が汚れたり傷んだりして

いる。その違いは何か。深刻度は菅谷小学校や七郷小学校が大きいけれど玉ノ岡中

学校だっていずれそうなるだろう。建設してから後半25年のメンテナンス費用をど

うやって出そうとしていたのか。ラベンダーでは毎年度2,500万円使っている。学

校の安全と教育活動の保障と衛生面の保障を町はどうやってきたのか。 

●修繕ができないから統合の問題が始まったというのを知ったら町民はどう思うだろ

う。メンテナンスの問題を町はどう位置付けて予算的な措置をしてきたのか、それ

を議論しなかったら新しい学校をつくっても同じ問題の繰り返しになる。メンテン

ナンスを嵐山町はどう位置づけて、町民に話していたのかを説明してほしい。 
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●今年度、11月時点で七郷小学校区に出生児が一人しか生まれていない。今のままだ

と七郷小学校は令和9年から複式学級になるが、このままでも良いのか伺いたい。 

●仲良くできれば良いと思う。七郷小をなくしてしまうのは寂しいこと。学校も楽し

かったし自然もある。 

●統合せざるを得ないかなという思いもある。箱と中身をどうするかは大事だと思

う。玉ノ岡小中という考えもあると思う。 

 

参加者のご意見に対する、各議員の意見 

議員：人数が少ないところから多いところにいくのは子供がかわいそうだという意見が

あった。国際的に七郷小は普通の人数と思う。子供の数が多くては目が届かない。

学校メンテンナンスはその時々に重大な問題が起きたら対応するという方法です。 

議員：平成29年に委員会で調査したとき、老朽化についてどう考えるかという問題に

対して、町は早い段階での学校再編を考えているという回答でした。児童生徒数の

減少、学校施設の老朽化は調査した時よりも深刻になっています。どういう形で嵐

山町の子供たちにより良い環境を充実させていくか改めて受け止めました。 

議員：今の状況で学校統合を進めると、七郷地区に子供がいなくなる。七郷地区が過疎

地になって消滅する危険性を感じている。学校の補修は急ぐ必要があるが、学校統

合はゆっくり考えないと町の将来に危険がある。 

議員：再編によって子供たちの教育がどうなるのか。校舎の問題は再編とは別の問題と

してスピード感をもってやらないといけない。また、学校がないと人が集まらない

ので学校再編と地域づくりの両面から考えていかなくてはならない。以前の検討会

よりも今回の審議会に期待したい。地域の問題を含めた議論を重ねたい。 

議員：平成29年に委員会で各学校を回った。その時も補修が追いつかないと教育委員

会から説明があった。そうしたことから日本一の教育の町ということで再編の話が

進んだのかなと思う。 

議員：議会の活動の大きな参考になります。議会としては町民の皆さまが納得できるよ

う、地域の関係性も含めて人口問題もかんがえていきたい。 
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Ⅴ 議会報告会に関するアンケート集計結果（ 26／26 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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０代（０人） ３０代（５人） ４０代（９人） ５０代（２人）  

６０代（３人） ７０代（７人） 

アンケート集計結果 
 

今後の議会報告会の参考とさせていただきますので、アンケート
にご協力お願いします。 
※アンケート集計結果はホームページ等にて公表いたします。 

 
１ 今回の議会報告会は何で知りましたか 
□議会だより    □ホームページ □PTA   

□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 

その他〔     〕 

６ その他 ご意見ございましたらお聞かせください。 
（自由記述） 

   

お寄せいただいたご意見をホームページ等で公開することに
ついて、どちらかに〇を付けてください 
 

 （ 公開してもよい   公開してほしくない ） 
                            
                            

                            
                            
                            

                            
                            
 

 
 

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。 

30代

19%

40代

35%50代

8%

60代

11%

70代

27%

年代
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● 今回の議会報告会は何で知りましたか 

□議会だより （7人） □ホームページ （3人） 

□PTA    （15人） □その他    （5人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 進行・説明・資料について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見 

・学校再編の意見交換会についても次第や話し合う柱くらいあっても良かった

かと思います。 

・ページがないので 

・必要最小限で、例えば条例等はコピーを添付してもらえないか。 

資料の添付出来ないか御検討願いたい。 

「その他」と答えた方の意見 

・案内通知 ・議会モニター など 

議会だより

23%

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

10%PTA

50%

その他

17%

複数回答あり 

7

7

9

17

16

16

2

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
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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 

 

 

 

 

 

 

・場所について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1

6

21

1

1

無回答

祝日

日

土

金

木

水

火

月

いつでも

0 5 10 15 20 25

1

2

13

18

無回答

夜間

午後

午前

0 5 10 15 20

複数回答あり 

1

2

6

23

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
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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。 

一人の方の断定的な意見ばかり、取り上げないでほしいなと思います。先生方がヤル気がないと

いう発言がとてもイヤだなと思いました。学校統合にむけて動いているものを白紙にして、先生

方をふりまわしていることは事実で、どこへ矛先をむけているのかという感じがしました。聞い

ている時間が長くて苦痛でした。 

すべての意見を反映することはできないと思いますが、今回の意見を参考にしていい町・学校に

していただきたいと思います。 

皆さん、学校統廃合について前向きであることが良くわかった。中学校だけでも早急に統一する

必要性を感じました。学校は集団活動を学ぶ所だと考えておりますので、前向きに、スピード感

を持って対応していただきたいです。 

小学校や中学校の設備が古くなって使いにくくなっていることをこの場で初めて知りました。早

く修理してほしいです。学校再編より先にすぐにするべきことと思います。学校再編にも賛成で

す。 

ときがわ町の小学校は、東西に長い地域で、玉川小、明覚小、萩ケ丘小、玉川中、都幾川中で

す。西平方面は大椚分校（小学校）は萩ケ丘小へ、日影分校は玉川小へ併合しています。通学は

スクールバス、路線バスを利用しています。議会にて、ときがわ町の現地調査会をもうけたら良

いのではと思います。地域性を考慮して、菅谷方面（小中学校）と西側方面（小中学校）の２カ

所ぐらいに小学校、中学校、共に地域密着にした方が良いと思います。 

今現在、学校に通っている子ども達が何に困っているか、耳をかたむけていただきたい。(例）プ

ール、トイレ等 

学校を統合するにあたり、費用等の心配面もありますが、統合には賛成です。しかし、学校を大

きくしていても、また子供が減っていくままでは、せっかく大きくした学校も無駄になってしま

うのでは？子育て世代が集まってくれるような町作りをしてほしいです。（商業施設などの充

実、給食費無料（滑川町を例として）など） 

交換会というよりは、お互いの意見を聞くだけで終わってしまったように思います。（皆さん、

それぞれ話したいことがおありなので仕方ないかと思いますが） 

もう少し限られた時間をうまく使える進行を考えてほしいと思いました。 

全体的に説明（報告）が欠如してて説得力が乏しい。学校再編についての議論なのか、現存する

町立学校の諸問題事項の発言なのか？発言者の発言内容が的外れ（議題に関して）では…？ 

学校再編だけでの交換会はよかったと思う。切実な意見も出され、もう少し参加者が多いと良か

った。参加者を増やす努力をしていただきたい。 
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「学校再編」子供の意見、市民にも意見を聞いてほしい。娘から、プールの水がいれられないか

ら志賀小学校にプールを入りに行くと聞いてがっかりしました。自分の小学校でなんでプールに

入れてあげられないのでしょうか。もし、お金がなくてプールに入れないのはおかしいと思いま

す。子供が 2回のプールだけではかわいそう。あと七郷の校門の階段急なのでなおしてほしい。

それから学校再編してほしい。あと七郷小学校はすわってするトイレが男子用トイレにしかな

い。男の子が入っていてトイレに入るのは女の子として嫌だと思う。今の家は洋式トイレなの

で、女の子は洋式トイレがなくて便ができないのではかわいそう。七小校門の階段のスロープは

何であるんですか？七小卒業生ですが、うさぎを学校で飼っていました。今の子供達にもペット

の世話をさせて命の大切さをしってほしい。七小の学校机がきたない。穴があいている。子供達

が危なくない遊具をおいてほしい。滑り台、ブランコさびている。嵐山町で大事故が起きてしま

います。 

資料に記載されている内容を読み上げるだけなら、後で目を通せば分かることなので、記事内容

以上の詳細をもう少し聞けるとよかったと思います。 

意見交換会に参加する人には、前もって資料や当日の流れなどを配布してほしい。事前に内容が

わかれば質問や意見しやすいと思います。 

交換会の前半後半（一部・二部）を明確に分けてほしい。（議会報告会の質疑応答は一部で完結

してほしい）時間が足りなくなる。 

 


