
　町では、町民の皆様の率直なご意見ご提言等を
お伺いするために、町政懇談会を開催しました。町
内16会場で全18回開催し、延べ490人の皆様にご
参加をいただきました。ご参加いただきました皆様
に心から感謝申し上げます。
　今回、各会場で皆様からいただいた主な“ご意見・ご提
言”を要約し、ご紹介します。
　町では、今後も皆様からお寄せいただく声を大切にし、
町民ファーストの町政運営に努めてまいります。

町政懇談会アンケート結果〈抜粋〉

お寄せいただいた自由提言について

町政懇談会の
ご意見・ご提言

町からの主な情報提供・照会
■役場庁舎整備について
■水道事業について
■町政全般に対するご意見ご提言について

役場庁舎整備についてのご意見ご提言
▶今の庁舎は分かれていて、わかりづら
い。建て替える時は１カ所がよい。これから
人口も減ってくる。
▶庁舎の建替えは必要だ。防災拠点として
長く使えるものがよい。派手なものや豪華
な庁舎は必要ない。機能的・合理的・経済
的でシンプルなものをお願いする。
▶お金の問題とかあるが、新築で今の場
所、改築で旧三田川中学校、色々な意見を
聴いてみんなが使いやすいところに建て
てもらえばと思う。
▶人口が減少して財源も減っているのに、
わざわざ新しく造る必要があるのか。旧三
田川中学校を補修して利用するのがよい。
▶旧三田川中学校を含め、空き公共施設
がたくさんあるので、その利活用を並行し
て示してもらわないと納得できない。そう
した計画と並行して説明すれば、皆さん納
得すると思う。
▶新庁舎建設はよいことだが、20年後、
30年後の維持管理費を念頭に入れてお
いてほしい。20年後の人たちの利益にな
るもの、負担にならないものを検討しても
らいたい。
▶両神、三田川、倉尾の方々の利便性を考
えると、むしろそれぞれの地域の中の公民
館とかを使って分散した方が使いやすい
と思う。町まで行くとなると、車に乗れなく
なると厳しくなる。
▶庁舎にかけるお金があるなら、マンパ
ワーで動かすものに使ったらどうか。庁舎
については、分離発注ができるのではない
か。
▶観光面を前面に出すのであれば、旧三
田川中学校敷地の方がよい。
▶旧三田川中学校はスポーツの総合施設
といった形で進めていったらと思う。

▶両神庁舎は現状のまま残すのか。
▶既存の施設を使うのにどうして6億円も
かかるのか。改修の方法は、これから話し
合って決めていけばよい。
▶庁舎を今の小鹿野庁舎（の場所）に建替
えた場合に、現在の両神庁舎では出張所
的な業務ができるのか。
▶町の木を使ってコンパクトな庁舎にすれ
ば財源的にも助かるのではないか。
▶校舎は普通の建物より強度が高い。庁
舎を移して商店街を「小鹿野江戸村」みた
いにして観光的に売り出す。マスコミ的に
も話題になる。皆のお金なのでよく考えて
やってもらいたい。
▶多少お金がかかっても長く使えるもの
を造ってもらいたい。小鹿野もバス路線を
廻す考えで金はかかっても長い目で見て
計画的に造ってもらいたい。
水道事業についてのご意見ご提言

▶なぜ、水道を広域化しなくてはいけない
のか。
▶秩父ミューズパーク配水池の水は両神
のどこまで来るのか。
▶今後水道料金が上がるが、水を多く使う
農業者や企業に、井戸を掘る補助金を検
討してほしい。
▶小鹿野浄水場を残すことは町にとって
プラスになるのか。
▶広域化の対象外の地域のことを聞きた
い。
▶別所浄水場の水質は大丈夫なのか。
▶新秩父ミューズパーク配水池から小鹿
野に水が来るが、三田川、倉尾、両神まで
一本化になるのか。
▶なぜ、長尾根を越えて小鹿野町に供給
するのか。
▶水道料金が今後5年、10年後どうなると
いう話がなかったがどうなのか。

▶一番気になるのが水質です。町民は小
鹿野の水が飲みたいと言っている。
▶ミューズパークで災害が起きた時が心
配だ。
▶別所の水が止まったら、橋立で間に合う
のか。
▶お金をかけてミューズパークから水を
引く必要はない。民意を尊重すべきだ。
▶石綿管の更新はいつごろ終わるのか。
▶小鹿野町議会で決議されたとのことで
すが、署名も4500名分集まり、私たちも
同じ気持ちなので町長は行動で示してい
ただきたい。
▶既存のものを直して使うのに、広域の予
算とは別に町が負担するのか。

町政全般に対するご意見ご提言
▶高齢者は運転免許証の更新ができなく
なると生活ができない。病院や買い物に
行くのに車が地区を定期的に回るような
ことを考えてほしい。
▶雨の日の子供の遊び場が無い。児童館
も土日開放されない。雨の日でも遊べる
施設が欲しい。
▶古池トンネルの整備を進めてほしい。大
型バスが通行できず観光にも影響が出て
いる。
▶公衆トイレがない。地元に設置してほし
い。
▶火災があった場合、消防車の持ち出しが
できるのか。一般の人は消火活動をやって
もよいのか。
▶若者の流出を防ぐため、魅力ある農業
のPRをお願いしたい。職をもたない人が
いきいきと生活できるような農業づくりを
ぜひお願いしたい。
▶神怡館が閉館となった。有効活用しても
らいたい。
▶1人暮らし対策、きめ細やかなサービス

が必要と思う。
▶国道140号が299号に繋がったが道路
網がしっかりしていないと発展しない。基
幹道路の建設をできるだけ早く実現して
ほしい。
▶井戸の調査をして、万が一の時に使えれ
ばよいと思う。
▶昔は大家族で、子供は祖父母が面倒を
見ていたが、今は核家族化が進んでそれ
ができない。二世帯住宅を進めるべき。二
世帯住宅減税を検討していただきたい。
▶倉尾の県道が2年前に崩れた。1年前に
はアカシアの木が倒れた。県道が崩れたら
倉尾は陸の孤島になる。検討してもらいた
い。
▶小鹿野町は、子供の医療費・給食費が無
料化など教育面では進んでいる。児童、生
徒が少ないから独自のプログラムを進め
てほしい。それをベースにして親と交流を
もち、意見を聞いてよい（学校）統合をして
ほしい。
▶災害時に応援が入るまでの対応や、ライ
フラインの復旧等ができるまで住民は苦
労すると思う。町でも不測の事態が発生し
た場合の対応策などに力を入れて検討し
ていただきたい。
▶農業の発展に関して、ハウス栽培が盛ん
であり研修生も入ってきているが、農業用
水が足りないなどの問題も聞いている。
▶放課後の町中の遊び場が無いと感じ
る。年の違う子供たちが、歩いていける場
所で、大人の目が少しある場所を作ってい
ただきたい。
▶定期的に町長と話せる機会を設けても
らいたい。
▶通学定期券購入費補助をぜひ長く続け
ていただきたい。バスなどを利用しないが
遠方からの通学を続けている生徒に対す
る同様の補助もいただければありがたい。
▶小鹿野地区の忠魂碑に戦没者の名前が
ないので、戦没者の名前を刻んでほしい。
遺族としてお参りに行っても名前がないと
むなしい。
▶14年ぶりに国保税が引き上げが行われ
る。14年前の状況と比べてどうなのか。
▶複式学級について、当初は不安もあった
が、現場を視察し様々な配慮を確認でき
て、不安の一部は無くなった。子供が少な
くなる中で今後の学校運営をよく考えて
もらいたい。
▶除雪がなかなか来てもらえない。力を
入れてほしい。
▶地域通貨を考えてみてはどうか。

※このアンケートは、4月24日開催分から実施しました。

問 年齢をお聞かせください。

10代
20代
30代
40代
50代
60代
70代
80代以上
無回答

0.0％
7.0％
3.2％
10.8％
13.3％
34.5％
24.7％
5.7％
0.9％
100％

0
22
10
34
42
109
78
18
3

316

問 性別をお聞かせください。

男
女
無回答

76.9％
21.8%
1.3%
100%

243
69
4

316

回答数　 構成比※回答数　 構成比※

問 町政懇談会はいかがでしたか。

満足
やや満足
やや不満
不満
無回答

31.3％
33.2％
13.3％
4.4％
17.7％
100％

99
105
42
14
56
316

回答数　 構成比※回答数　 構成比※

回答数　 構成比※回答数　 構成比※

アンケート回答者数　316人

  「満足」と回答した理由
▶知らなかった事がわかり、いろいろな
人の意見も聞くことができて良かった。
▶町ありきでもっと自由であればいい
と思う。
▶意見交換ができた。
▶町長の町への思いがよくわかった。
  「やや満足」と回答した理由
▶行政が取り組んでいることが理解で
きた。
▶様々な立場の方の意見が聞けた。
▶質問に適切に対応していただいた。
▶事前に資料が配布されていると良
かったと思う。
  「やや不満」と回答した理由
▶資料が細かくて全体が見えない。
▶初めてだと内容がわかりづらい。
▶時間にゆとりがほしい。
▶もっと多くの町民に参加してもらい
たい。
▶決まったことを押し付けているみた
い。
  「不満」と回答した理由
▶意見は1人5分くらいにして多くの意
見を聞いてほしい。
▶水道ありき、庁舎ありきの説明会だっ
た。
▶時間が足りないように思う。

▶小鹿野町が生き残るために力を入れた
い事を詳しく知りたい。
▶一本杉トンネルを考えてもらいたい。
▶人の働く場所が広がるよう考えていだ
きたい。
▶これからの小鹿野町は10年後、20年後
どう変化するのか。
▶山梨から雁坂峠を越えて来た場合に秩
父を通るか小鹿野から上蒔田インターを
通るか迷う。両神に入る所に寄居、熊谷方
面の看板表示を出し、小鹿野町を通す工
夫をする。
▶他の市町に誇れる町であり続けてほし
い。人口が減少して町として存続できなく
なる町には絶対にしないでほしい。

▶町内を夜通ると暗くて寂しい。スーパー
でもあればお年寄りが大勢いるので助か
る。
▶道路の側溝に蓋がない場所がある。調
査して蓋をしてほしい。
▶現在の方向性で進めてください。
▶地域の意見で多いのは、やはり水道問
題。地元の水を飲みたいという強い気持
ちは変わらない。
▶町職員の中で運転マナーの悪い職員が
いる。町民は見ている。ぜひ指導を。
▶ふるさと納税に小鹿野町は力を入れて
いるのか。
▶別所の災害が起きた時の対応は。
▶野生動物の駆除について聞きたい。

※紙面の都合上、すべてのご意見ご提言を掲載することはできませんでしたので、ご了承ください。
問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

※構成比：小数点以下第2位を四捨五入しているため、構成比の合計を求めると
100％とならないところがあります。
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町政 PickUp! 町政 PickUp!


