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 令和４年１１月１２日（土）  午後２時～ 

議会報告会 

意見交換会（左：ラベンダー園について、右：ごみ処理について） 
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Ⅰ 報告会の概要 

 １ 開催日時、会場 

   令和４年１１月１２日（土） 午後 ２時００分 ～  嵐山町役場       

     

 ２ 報告会次第 

   受付                

   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        （畠山美幸 決算審査特別委員長） 

   委員会報告 

    ・総務経済常任委員会        （犾守勝義  総務経済常任委員長） 

    ・文教厚生常任委員会      （青柳賢治  文教厚生常任委員長） 

・広報広聴常任委員会      （山田良秋  広報広聴常任副委員長） 

主な議案とその他の報告      （山田良秋  広報広聴常任副委員長） 

    休憩 

   意見交換会 

Aグループ「ラベンダー園について」 

B グループ「ごみ処理について」 

   閉会のことば           （山田良秋  広報広聴常任副委員長） 

 

 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。 

 

Ⅱ 報告会の内容 

 １ 参加者数 

 男性 女性 合計 

合   計 １１ ６ １７ 

    

 ２ 報告会資料 

    第２１回議会報告会（パワーポイント資料） 
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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。 

「●」 印は参加者の皆さんからのご意見です。（ご意見は要約しています） 

テーマ 『ラベンダー園について』 

参加者からいただいた意見 

●ラベンダー園の場所はねば土なのでラベンダーは向いていない。今後も継続するのか。 

●来年度、どのくらいの予算を見込んでいるのか。 

●費用対効果を考えるべき。イベント開催時の効果も考慮して検討してもらいたい。 

●コロナ禍でも入場者を増やす方法を考えていくべき。 

●あの場所は農地なので使い勝手が良くない。 

●イベントをやらず、ラベンダー作りだけに専念できるか。 

●千年の苑というネーミングも良く日本一をうたっていた。現状はどうなっているのか。 

●国からの補助金は何ヘクタールのラベンダーがあれば良いのか。 

●設計の時点でどういう検討をして、どういう結論を出したのか教えてほしい。 

●昨年、一昨年はまつりができなかったので収入はゼロだけど、管理しているから経費が

かかっている。ラベンダーで有名な北海道では入場無料、嵐山は５００円。日本一と言

うのは無理ではないか。 

●小麦など他の作物を取り入れたり、北部地域でブルーベリーを作っている人のアドバイ

スを受けるなどしてほしい。経費がかかりすぎているのでラベンダーは無理だという方

向へ軌道修正してほしい。 

●ラベンダーに適した土ではないと思う。地域振興のため、他の作物や花に切り替えた方

が良い。少子高齢化、人口減少を考えると、これからは民間企業と同じように採算性を

考慮すべき。 

●子どもと一緒に一度行けば良いという感じだった。他の花を植えたり、体験ファームの

ようなものがあると良い。週末ごとにイベントをやって、収穫した野菜をバーベキュー

場で食べたりできると子どもも喜ぶ。子どもが行きたがる場所は必ず保護者も行くので

収益が上がる。アスレチックなどもあると良い。通路が土なのでもう少し歩きやすいよ

うに整備してほしい。 

●春から夏にかけてのシーズンはとても景観が良いが、農地なので色々な弊害がある。将

来はフラワー公園のようにできれば良い。 

●収益の問題がとても大きく、リピーターがつかないと難しい。整備された場所でないと

都会からは来てもらえないので、ＳＮＳで発信してもらえるような見栄えや時代に沿っ

た新しい発信をするための工夫が必要。町内優遇（駐車料金無料など）も考えてほし

い。 

●ラベンダーは女性にとって魅力ある花。マイラベンダークラブは草刈りが大変なので、

続けていけるかと思うこともある。あの場所を観光として考えるならトイレは必須。 

●天気の良い時にラベンダー畑に行き、香りも色も良くて素敵な時間を過ごした。 
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●雨の後、幼稚園の遠足で子どもたちが泥だらけになり、咲いていたポピーも泥まみれに

なっていて残念だった。バーベキュー場は都心からも近く人気があるので、収穫体験な

どで他県から人を呼び込むことができたら良い。 

●ラベンダー園の支出の内訳は。 

 

参加者のご意見に対する、各議員の意見 

議員：国から補助金をもらっている。補助金は今年で終了。 

議員：国からの補助は１億８０００万円位。補助金の監査があるので、ある程度続けなけ

ればならない。 

議員：町から来年度以降の運営について、まつりを開催するかどうかの可否も含めてゼロ

から考え、どこまで経費を削減できるか検討すると答弁があった。 

議員：今年度のラベンダーまつりの収支は交付金１９００万円を入れて３００万円の黒

字。交付金を除くと実質１６００万円の赤字。 

議員：プレオープンの時と比べると開催期間が短く、猛暑で入場者が停滞したと聞いてい

る。ラベンダー園を継続し、経費を削減してどの程度できるか町は検討している。 

議員：現状、小麦やポピーなどを植えている。町では廃止することは考えていない。 

議員：議員の中では、ラベンダー園にこだわらず、桜やバラを植えるという案もある。ま

た、今のラベンダーまつりは町民のまつりになっていないとの意見もあり、まずは

町民に足を運んでもらうよう議会で検討している。 

議員：広い土地があり、日本一のラベンダーの里にして行きたいと名乗りを上げて始まっ

た。しかし、土壌がラベンダーに向いてなかったので、小麦農林６１号を使って町

おこしをすることになった。今年はポピーを植えた。ラベンダーに合う場所にはラ

ベンダーを植えて、他の場所には別の花を植えるという計画もあるが、行政は一朝

一夕に計画の変更ができない。 

議員：国の監査はラベンダーが植えてあれば面積について規定はない。 

議員：ラベンダーにかかる予算は観光地域づくり法人に出ている。バーベキュー場の収益

も一緒で、ラベンダー単独ではない。 

議員：人件費が非常に高い。圃場整備にも予算が使われているので注視していく。 

議員：町内優遇やトイレの件は、議会でも取り上げて検討している。 
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テーマ 『ごみ処理について』 

参加者からいただいた意見 

●ごみについて価値観を共有するために住民の理解が必要。ごみ処理を有料にして、そ

の費用を教育費に充ててもらいたい。教育力向上のために、有料でごみ処理をして資

源を生み出すことが大事。 

●ごみ集積所の案内が不親切。変更になったので、収集場所、分別方法を徹底できるよ

う細かく表示してもらいたい。 

●下着やハンカチなどは今まで燃えるごみで出していたが、不燃ごみに出すことになっ

た。分別方法をもっと詳しくして欲しい。 

●オリックスではメタンガス発酵の前処理段階で機械選別しており、その選別ができる

ものは良いとしている。しかし、前処理の量が多くなると燃やす方が多くなり、結果

としてコストがかかるため、無駄なコストを下げるため分別をお願いしている。 

●早い時期に分別を明確にした方が良い。前は良かったのにという意見が出てくると思

う。 

●生ごみはコンポストを購入して使っている。紙は燃えるごみに出して、後は廃プラに

出している。集積所を見ると、色々に入っているが前よりは良くなっている。 

●今のごみカレンダーは見にくい。町の負担金はどのくらい増えたのか。 

●オリックスとは１０年契約ということだが、１０年後の代替え案を今から考えていく

必要もある。 

●４町１村の小川衛生組合ではなく、自分の所のごみは自分の所で処理するという考え

はあるか。 

●コンポストは庭のない家もあるので難しい。ごみ集積場を町のどこかに作ってほし

い。町内に細かく分かれた集積所があれば出しやすくなるのではないか。 

●高齢者は集積所まで持って行くのが大変。収集の方法も検討した方が良い。 

●町民向けのオリックス見学ツアーを開催したら良い。実際にどんな風に処理をしてい

るかを見ることで意識が変わると思う。 

●買い物へ行く時、ペットボトルや段ボールを回収ボックスに出してほしい。 

●処分費を減らすことがオリックスとの契約では重要になる。ごみの減量方法は資源化

すること、水分を減らすことの２つ。これは、住民と協力すればできる。資源化すべ

きもの（アルミ、ペットボトル）を収集して売ることは可能。高齢単身世帯のごみ出

しに関しては、近隣住民の理解が得られれば玄関先に出して、収集業者が回収するこ

とは可能である。実際、東秩父の山間部では収集に回っている。 

 

参加者のご意見に対する、各議員の意見 

議員：環境に優しいからということでバイオを始めたが、町民はどう思っているのか。 

議員：令和４年度では７０００万円位増。１億７０００万円から２億４０００万円にな

っている。 
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議員：１０年の間に人口推移なども考慮して、次の計画も詰めた方が良いと進言してい

るが明確な回答がないので不安。 

議員：バイオ処理が始まって半年間の結果、予定していたこととの比較、今後１０年の

計画について、衛生組合議会で一般質問をしたが、今後１０年間は次の手を考え

る時間ということで明確な回答ではなかった。小川衛生組合の意思決定機関はど

こなのか調査してみようと考えている。 

議員：ときがわ町はごみの軽量化・意識付けのためにモニター制度というものがある。

生ごみの水分を家庭でどれくらい減らせるか、計数化することを事業としてやっ

ている。町全体で３０～５０万円減り、価値観を共有することができる。生ごみ

の水分を減らせば処理費用も下がる。また、コンポスト（キエーロ）は、黒土を

箱の中に入れて、生ゴミを埋めると、夏なら５日程度、冬は１０日程度で消えて

行く。ごみを減らしていく運動をしているが、町民が理解していないので宣伝が

全然足りない。  

議員：ごみの減量化について、町が手本を示せるような政策を皆さんに説明しなければ

ならない。嵐山単独でごみを処理するということも一つの案かもしれない。 

議員：ごみは資源という感覚を多くの人が持つ必要がある。 

議長：収取方法について、行政サービスとしてヘルパーが玄関先に出して、決まった日

に取りに来てくれるようなやり方も考えられる。 

議員：地区の環境美化委員の活動を活性化させたい。 
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Ⅴ 議会報告会に関するアンケート集計結果（ 17／17 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（３人） ４０代（０人） ５０代（０人）  

６０代（５人） ７０代（９人）  

 

１ 今回の議会報告会は何で知りましたか 

□議会だより（９人）   □ホームページ （１人） 

□PTA  （３人）       □案内通知   （７人）   □その他  （０人） 

 

２ 議会報告会の進行について 

□良かった（６人）     □普通（１１人）   □良くない（０人） 

 

３ 説明について 

□わかりやすい（５人） □普通（１０人）   □わかりにくい（２人） 

 

４ 資料について 

□わかりやすい（６人） □普通（１０人）   □わかりにくい（１人） 

 

５ 定員について 

□多い（０人）     □ちょうど良い（１３人）  □少ない（４人） 

 

６ 意見交換会の時間について 

□長い（１人）     □ちょうど良い（１３人）   □短い（１人）    □未記入（2人） 

 

７ 参加申し込みを電子申請にした場合、あなたは申請できますか 

□できる（１２人）   □できない（４人）     □わからない（２人） 

   

８ ７で「できない」「わからない」を選んだ理由は 

□パソコン・携帯がない（１人）      □やり方が分からない（３人）   

□電子申請では申し込みたくない（０人）  □その他（０人） 

 

９ 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 

□土曜日（12人）   □日曜日（4人）   

□午前中（６人）   □午後（12人）   □夜間（1 人） 

（２）場所について 

□町民ホール（１５人）  □ふれあい交流センター（5人） 

□北部交流センター    □南部交流センター         □その他 

複数回答あり 

複数回答あり 

複数回答あり 
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１０ その他（自由記述） 

※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。 

ラベンダー園を持続するには国の補助金の問題もあるが、土壌がねば土であり、向いていない事

を知り納得致しました。始めたからには形を少しずつ変化させて嵐山町に沢山の人が来て頂くよ

う、進んでいってほしいと思います。 

ラベンダー園の意見交換会では、ラベンダー園が始まった経緯や背景、資金面のことなど、とて

も勉強になりました。今後も補助金の関係で継続が必要ならば、少しでも収入が上がるように、

あり方を大きく変える必要があると思う。ラベンダーは最小限にし、他の植物や野菜などをメイ

ンに栽培し、一年間を通して、入園料を支払ってでも来たいと思ってもらえるような場所にしな

ければならない。バーベキュー場に訪れた人が、同時に楽しめる工夫が必要。個人的には収穫体

験(有料）やアスレチックを併設するのがいいのではないかと思う。子供から楽しめる場所になっ

てほしいと願っています。 

事前に議題を決めておく方法は、前もって考え方をまとめておけるので非常に良いと思う。 

マイラベンダークラブで 4年目。ようやく意見を言える場ができたことに感謝します。実際さま

ざまな立場や情報を持たれている方達と話せて、とても勉強になりました。議員の方達も大変と

は思いますが、今日出た思いを胸にどうか１つでも２つでも反映して頂けたらと思います。あり

がとうございました。 

21回目の開催になったとうれしく思いましたが、参加者増になるとよいですね。皆さん色々な

ご意見をお持ちで、それが発せられ良かったと思います。聞く耳があることを願うのみです。議

会説明が項目で終わり、もの足りないと思います。傍聴してないと疑問も何も思わないでしょう

か。 

若い女性の意見、こどもとラベンダーに参加して、感想よかったと思います。 

 


