
三芳町まちづくり懇話会 報告書 

 

 

 

 

 

令和２年度（2020.12） 



目 次 
 

令和２年度まちづくり懇話会 概要報告 ・・・・・・・ 

参加人数一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

各行政区別当日質問に対する町の見解 

藤久保第一区・第二区・第三区 ・・・・・・・・・・・・・・ 

藤久保第四区・第五区・第六区 ・・・・・・・・・・・・・・ 

竹間沢第一区・みよし台第一区 ・・・・・・・・・・・・・・ 

北永井第一区・第二区・第三区 ・・・・・・・・・・・・ 

上富第一区・第二区・第三区 ・・・・・・・・・・・・・・・ 

来場者アンケート回答者属性 ・・・・・・・・・・・・ 

アンケート記載 希望テーマ ・・・・・・・・・・・・ 

アンケート記載 意見・要望等 ・・・・・・・・・・・ 

1 

2 

 

3 

5 

7 

8 

12 

15 

16 

17 



まちづくり懇話会　概要報告

まちづくり懇話会　分野別意見割合

分野 割合(％) 意見・提案(抜粋)
道路・交通 46 道路整備、交差点改良、インター、交通政策、公共交通、スクールゾーン解除

まちづくり全般 34 藤久保拠点構想、郵政宿舎跡地、共生社会（LGBT)、イベント、シティープロモーション
健康・福祉 3 コロナ対策

自治・防犯・防災 3 集会所の整備・修繕
教育・文化 5 芸術文化のまちづくりについて、校則について
自然・公園 3 公園修繕整備
環境 6 害虫駆除、ゴミについて
合計 100

住民の皆さんの声を町の政策形成に反映させるため、各行政連絡区のご協力のもと、まちづくり懇話会を開催しました。例年は6月に開催していますが、新型コロナウイ
ルスの影響により11月に延期して実施されました。2日間合計で100人以上の方にご参加いただきました。今年度は町からの情報発信として「コロナ対策」「藤久保地域
拠点施設基本計画」「公共交通改善対策」等について町長より説明をしました。その後の意見交換の時間には、会場から活発なご意見やご質問をいただきました。この
懇話会でいただいたご意見は、今後のまちづくりへ活かし、町の政策形成に反映させていきます。
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令和2年度　まちづくり懇話会　参加人数一覧 （人）

開催時間 行政区 開催場所 参加者数

10:00～11:30 藤久保1区・2区・3区 27
13:00～14:30 藤久保4区・5区・6区 29
15:30～16:30 竹間沢1区・みよし台1区 竹間沢小学校体育館 13
11:00～12:00 北永井1区・2区・3区 中央公民館 20
13:00～14:00 上富1区・2区・3区 上富小学校体育館 24

113

22.6

参加者数合計

一会場あたりの平均

開催日　

7日（土）

8日（日）

11月

藤久保小学校体育館
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地域 分野 テーマ 質問内容 町の見解

藤1 教育・文化

芸術文化
のまちづ
くりにつ
いて

昨年度３月議会芸術文化のまちづくり条例が可決され
た。三芳町芸術文化基本計画と芸術文化推進会議がで
きているのか伺いたい。
三芳町は文化活動が活発で、これまで５５回の文化祭
と３０数回の合唱祭が開催されている。藤久保地域拠
点施設に関連して、公民館、図書館について、指定管
理の運営が検討されていることを非常に危惧してい
る。伝統が損なわれるのではないか。
文化会館が指定管理になって１０年ほどになるが、最
初は無料で使えたものが指定管理になってから、管理
者に利益が行くようになってしまっている。
芸術文化支援事業の募集要項の中身も一貫していな
い。三芳町の文化活動が活発なのは、公民館の減免規
定があり、無料で使えるから。良い伝統なので残して
ほしい。

【芸術文化のまちづくり等について】
三芳町芸術文化基本計画については、それを策定するための芸術
文化推進会議を今年度、来年度に有識者らを交えて開き、来年度
中に策定する予定である。
三芳町における文化祭や合唱祭における活動は開館当初より、文
化会館においても実施しており、今後も同様に実施していく予定
である。
文化会館が指定管理に移行前及び移行後に関わらず、使用料の徴
収及び減免規程等については、変更していない。
また、支援事業については、支援団体から寄せられる意見を参考
にして、毎年条件の見直し等を図り実施している。よって、毎年
同じ募集要項においても変更が発生しているが、寄せられた意見
を参考に、広く住民の皆さんが応募しやすいような制度をめざし
ているため、ご理解いただきたい。

藤2 まちづくり全般

郵政宿舎
跡地につ
いて

９月の議会の質問からだいぶ間があいているが、ゴミ
がまだ片付いていない。いつ頃片付くのか。
また、町は跡地を買い取らないということだが、民間
のマンション管理会社などが買い取る可能性は。

【郵政宿舎跡地のごみ処理について】
ゴミの処理については、管理会社にて対応すると聞いている。
町は跡地の買取は行わないが、売却先はまだ決まっていないの
で、今後も情報収集を継続し、開発に当たっては見守っていきた
い。

R2まちづくり懇話会記録
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地域 分野 テーマ 質問内容 町の見解

R2まちづくり懇話会記録

藤2 まちづくり全般

郵政宿舎
跡地につ
いて

郵政の跡地は、管理ができていない現状であるが、空
き家条例には当てはまらないのか。

【郵政宿舎跡地の管理について】
管理者がいるため、空き家条例には該当しない。

藤2 まちづくり全般

藤久保拠
点構想に
ついて

全体予算が５０から６０億、町の全体予算が約１３０
億、借金になると思うが、返済計画はどうなっている
のか。

【藤久保拠点施設の事業費について】
拠点の予算規模は、現在決定しているのではなく、基本構想の中
で幅が決まってくるので、それを平準化して返済計画を立ててい
く。

藤2 まちづくり全般

藤久保拠
点構想に
ついて

藤久保に５０年近く住んでいる。３人の子ども、藤久
保小学校、公民館、児童館などお世話になっている。
職員が配置されて、安心感がある。
官民連携で、民間の優れたところもあることは理解で
きるが、やはり町でしっかりと管理運営してほしい。

【藤久保地域拠点施設の管理運営について】
ご提案として承りました。
公民館や図書館などの安心できる三芳町の良さを引き継ぎ、民間
で活かせるところはいかしながら、より良い方向性を検討してい
るところ。

藤2 まちづくり全般

共生社会
（LGBT）
について

共生社会の進め方について伺いたい。
LGBTは条例化するということで良いか。

【共生社会について】
共生社会は、性別や、年齢、国籍、人種など様々な垣根を越え
て、誰もが暮らしやすい社会を作るというもの。その一つとして
LGBTの制度。条例ではなく、パートナーシップの宣誓制度。この
制度を推進していくためには、事業所、不動産関係や病院にもご
理解いただかないといけないので、必要なところに積極的に働き
かけをしていく。
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地域 分野 テーマ 質問内容 町の見解

R2まちづくり懇話会記録

藤4 まちづくり全般

藤久保拠
点構想に
ついて

藤久保の学校の構想が着々と進められているというこ
とだが、学校そのものが新しい取り組みをするという
ところが見えない。（他自治体ではオープンスクール
等）

【藤久保拠点構想（学校）について】
学校については、ハード面だけでなく、ソフト面も充実させてい
く。世界に誇れるような学校にしていきたい。

藤4 まちづくり全般

藤久保拠
点構想に
ついて

（個人的な意見になるが）
せっかく藤久保拠点施設ができても、若い人が施設に
興味を持ってくれるのか疑問。子どもたちのための学
校やお年寄りの施設のような気がするのではないか。
個人的な意見になるが、ボルダリングやスケボーな
ど、遊べる施設を作ってはどうか。

【藤久保拠点施設の利活用について】
ご意見として承りました。
これまでも、広報９月号のアンケートで、若い人が参加できるよ
うな施設にしてほしいという意見や、子育て世代からも多くの意
見をいただいている。
今後もオンラインの座談会など、幅広く意見を聞いていく予定。

藤4 道路・交通

スクール
ゾーンの
解除につ
いて

スクールゾーンの解除を検討しているとのこと。子ど
もたちが通学しているところに朝の通勤の車が通れ
ば、決して安全な道ではない。危険な道であると判断
されれば、スクールゾーンに指定してほしい。ライフ
バスを通したいというのが理由ではなく、まず子ども
たちの安心安全を優先して、スクールゾーンは解除し
てしまうと二度と設定できないので、慎重に進めてほ
しい。

【スクールゾーンの解除について】
第一に子どもたちの安全がある。スクールゾーンの解除とライフ
バスの路線は別の問題。ライフバスを通そうと思ってスクール
ゾーンを解除するのではなく、皆さんのご意見を聞きながら進め
ていく。アンケート調査も行っていく。

藤4 道路・交通 道路整備

三芳町内には、視覚障がい者用の信号機はどのくらい
あるのか。本田書店のところ、知り合いで目が不自由
な人が通行しようとしたら、赤信号で渡りだして危な
いと思った。

【視覚障がい者用信号機の設置について】
視覚障がい者付加装置の設置については、信号機を管理する交通
管理者である警察署となる。ご指摘の交差点については、鶴瀬駅
に向かう道路でもあり、住民も多く通行するので、町としても設
置条件等を確認し、協議要望していきたいと思う。
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地域 分野 テーマ 質問内容 町の見解

R2まちづくり懇話会記録

藤4 教育・文化
校則につ
いて

三芳町の中学校の校則で疑問に思うものがある。町か
らも学校に校則の見直しを要請してもらいたい。

【中学校の校則について】
 三芳町内の中学校において、校則は学校の実態に応じて定めるも
のであり、学校に委ねられている。しかしながら、町教育委員会
といたしましても、生徒の実態や保護者の意向等も踏まえなが
ら、必用に応じて見直しを図るよう働きかけているところであ
る。

藤5 道路・交通 道路整備
視覚障がい者の方に対する点字ブロックの数が少なす
ぎる。

【点字ブロックについて】
今後、歩道整備を含めた道路改良工事箇所並びに点字ブロック未
設置の既設歩道について、点字ブロックの設置が推進できるよう
調査の上で検討していく。
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地域 分野 テーマ 質問内容 町の見解

R2まちづくり懇話会記録

竹1 道路・交通 道路

竹間沢からみずほ台に向かう道について、みずほ苑か
らみずほ台病院の方へ抜ける道、途中から富士見市に
変わるが、そこから道が広くなり、定期的な道路の補
修も行っている。しかし、三芳町の道はアスファルト
の劣化が見られ、道路幅も狭い。三芳町でも対応をお
願いしたい。

【道路修繕について】
道路修繕箇所については、修繕計画を立てて進めている。町内全
域において数多くの修繕箇所があるため現状修繕に至っていない
点で大変ご迷惑をおかけして申し訳なく思う。現地確認の上で必
要最低限となってしまう可能性はあるが、補修を進めていければ
と思う。

竹1 道路・交通 道路

竹間沢小学校から元セイコーマートに向かう通学路
で、道幅が狭くなっているところがある。朝子どもた
ちが通学する時、危ない。通学路の歩道の整備をお願
いしたい。

【道路改修について】
町道竹間沢40号線を含む、その他4路線は拡幅計画路線として計画
している。今後調査をし、順次、道路整備に向けて、進めて行き
たいと考えている。

み1 道路・交通 道路
藤久保拠点に向かう道の整備は以前から要望している
が、早くやってほしい。具体的にいつ頃整備ができる
のか、指針を示してほしい。

【道路整備について】
藤久保拠点施設は藤久保に居住する方のためだけでなく、全町的
に交通アクセスを検討し、都市計画道路などの整備も必要と考え
る。利用者の多い、みずほ台駅に向かう道をまず整備し、その後
は順次整備していくことになると思う。
拠点施設が出来上がる頃には、みずほ台へ向かう道の整備も完了
する予定。

み1 まちづくり全般

共生社会
（LGBT）
について

LGBTについて、自分の周囲にはそういった方はいない
のだが、町内には該当する方はいるのか。

【LGBTについて】
LGBTについては、自分がそうだと認識していない方や、自分の認
識は間違っているのではないかと思っている人もいると思われる
ので、どれだけいるのか正確な人数の把握は難しい。ある調査で
は全体の8～10%の方がLGBTに当てはまるともいわれる。カミング
アウトが難しい日本社会の現実がある。受け皿を作っておくこと
が大切だと思う。オランダやヨーロッパはLGBT先進国。見習って
個性を尊重していきたい。
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地域 分野 テーマ 質問内容 町の見解

R2まちづくり懇話会記録

北1 道路・交通 インター
三芳パーキングのフルインター化について、一番影響
が出ると思われる北永井地区で、ぜひ、住民説明会を
開いてほしい

【三芳スマートＩＣフル化について】
三芳スマートＩＣフル化については、令和３年度以降の早期供用
開始を目指して、鋭意、事業を進めている。
現在、ＮＥＸＣＯ東日本でスマートＩＣフル化の工事発注の手続
きを進めており、施工業者が決定し、施工計画が整ったのち、工
事説明会を開催したいと考えている。

北2 道路・交通 公共交通

ライフバスの運行について、アンケートを取る予定と
のことで、安心。住民本位の施策をお願いしたい。新
しい運行計画では、７番線が無くなるらしいが、ふじ
み野駅に行く路線が無くなると、北永井２区・３区の
住民がとても不便になる。ふじみ野は急行が停車する
駅なので、利用者も多い。
また、ライフバスの新路線はみらい通りを通るとのこ
と、そうすると、郵便局や銀行やベルクに買い物に行
く方が不便になる。
様々な意見があると思うが、住民の足について、考え
てほしい。

【ライフバスの運行について】
安心安全と利便性の両立を目指して、様々な意見を調整してい
く。その一環でアンケート調査で要望をお伺いする。７番線の廃
止について、現在１番線と７番線が北永井地区を通っている。駅
へのアクセスについては、ふじみ野駅に行く路線は無くなるが、
１番線も含めて駅へ通じる道を確保できている。新路線を通すと
すると、既存の路線を見直さないといけないということで、実際
に利用している乗車人数も調査して、新路線は６千人から８千人
の新規利用者が見込まれると出ている。
ベルクの方に行く路線が無くなることについては、バスを乗り換
えるとか、路線を変更するとか、様々検討はされているが、駅ま
での道をまっすぐ通すことで、行く時間を今より短縮できるとい
うこともある。
限られた予算の中で、限られた路線をどうしていくのか、全体の
バランスを見ながら整備していく。

8



地域 分野 テーマ 質問内容 町の見解

R2まちづくり懇話会記録

北2 道路・交通 交通政策

地域公共交通会議について
構成と、これまでどんなことを協議されたのか。
また、将来にわたる交通政策、システムについて今後
どうしていくつもりなのか、ライフバスありきではな
く、検討をお願いしたい。民間の会社では採算が合わ
ないと実施が難しいと思う。
全国では、将来の次世代交通が検討されている（電気
自動車や自動運転の実証実験など）

【交通施策・システムについて】
地域公共交通会議のメンバーについて、説明。バス路線の検討
や、公共交通の在り方などについて協議している。
将来にわたった公共交通システムは検討していかなければならな
い。全町ではないが、藤久保地区に限定して、高齢者に買い物や
病院の通院、災害時などに利用してもらうため、タブレット端末
を貸与してタクシーを配車する試行運転を予定している。

北2 道路・交通
道路
公共交通

スクールゾーン解除の説明の中で、幹線１９号線を通
る道はどこに抜けるのか。
最近大型車の通行が多いので、解除することでさらに
危険が増すのではないか。

【スクールゾーンの解除について】
スクールゾーンと通学路は別。通学路は規制がないので、車両の
通行ができる。
全部をスクールゾーンに設定してしまうと、その付近に住んでい
る会社の方など住民の方が動けなくなってしまう。

北2 道路・交通
道路
公共交通

スクールゾーンの解除について、幹線17号線はライフ
バスの路線もすでに通っているし、形骸化しているの
で解除でも良いと思う。逆に１９号線については、危
険なのでスクールゾーンに設定した方が良い。
しかし５号線については、道幅も狭く、普通車同士の
通行でも危険なくらいなので、解除せずに残しておい
た方が良い。

【スクールゾーンの解除について】
解除については、選択肢として、１７号線は解除して、５号線は
残すという案もある。スクールゾーンの解除については、あくま
で安全対策について住民のご理解をいただければという前提があ
る。

北3 健康・福祉
コロナ対
策

PCR検査を全国でも先駆けて６５歳以上を対象に検査を
実施してもらえる。自分も検査が受けられてありがた
い。家族も安心できる。

【PCR検査の実施について】
ご意見、ありがとうございました。
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地域 分野 テーマ 質問内容 町の見解

R2まちづくり懇話会記録

北3 環境 害虫駆除

ハチの駆除について、町からの補助金を受けられる制
度。３０件の予定だったところに４０件の要請が来
た。自分の区でも２軒に大きなハチの巣が見つかった
が、既に予定の件数が過ぎているということで断られ
た。最初から先着順を謳っていればいいが、予算がな
いことを理由に対応しないのは行政サービスとして、
最低だと思う。

【ハチの駆除について】
スズメバチ等駆除費の補助金は、要綱に基づき予算の範囲内で交
付することとしている。平成30年度から40件に限り対応してきた
が、昨年度と本年度は予算額を超え、お応えできないお客様が数
名ずついらした。
11月になってもご要望は多く、ハチの活動時期も長期化している
様子がうかがる。このことから本年度中は交付件数を拡充し、延
長して対応させていただくこととした。
来年度以降につきましても、過年実績を踏まえ適切な予算計上を
行うとともに、不足した場合にも本年同様きめ細かな対応に努め
てまいりたいと考えております。

北3 まちづくり全般

藤久保拠
点構想に
ついて

藤久保拠点構想については、予算規模や施設規模を考
えて、塩尻市のようにもっと時間をかけて、拠点の構
想について検討してほしい。公民館や図書館は三芳町
の誇り、この町の規模で３つの公民館があるところは
他にあまりない。公民館は貸館業務だけではなく、住
民自治の場でもある。芸術文化の発展のためにも専門
家の職員がしっかりと運営してほしい。
図書館についても、現在は司書が配置され、貸し出し
冊数も多く、様々な事業や小中学校の図書館との連携
もうまくいっていて、ボランティアも協力的ですばら
しい。町の職員がしっかりと運営してほしいし、でき
れば（拠点の）施設全体も町の管理にしてほしい。

【藤久保拠点施設の管理体制について】
図書館は１８年連続で県内における貸出冊数１位を記録してい
る。図書館は三芳の誇りであり、藤久保拠点施設も図書館を中心
に考えている。すべて公営ではなく、民間の良さも生かしなが
ら、運営していきたい。
今後も、皆さんのご意見を広く聞いていく。
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地域 分野 テーマ 質問内容 町の見解

R2まちづくり懇話会記録

北3 道路・交通

スクール
ゾーンの
解除につ
いて

子どもの安全を第一に考えるのであれば、スクール
ゾーンの解除は性急にやるべきではない。２カ所のス
クールゾーンの解除はライフバスの路線を通すためな
のでは、と思ってしまう。

【スクールゾーンの解除について】
スクールゾーンの解除と新しいバス路線の開通はまったく別の問
題である。
決して、バス路線のために解除をするという考えではない。どの
方向性が良いかは、住民の皆さんのご判断になる。
ライフバスの新路線を検討するより前に、あくまで１９号線の安
全対策があると考える。

北3 自然・公園
公園修繕
整備

公園の整備については、場所によって担当部署がバラ
バラ、管理体制がわかりづらい。区内の公園でベンチ
に釘が出ているところがあり、何度か役場に要請して
いるが、なかなか対応いただけない。

【公園施設の修繕について】
11月１３日・１６日区長立ち合いのもと、ベンチの修繕済。

北3 自治・防犯・防災 自治会

北永井３区の集会所のエアコンが壊れた。役場に相談
したところ、他の区は自治会費で修繕しているのでと
いうことだが、３区では区費を２００円しか集めてい
ないので、財政的に厳しい。
再度お願いしたい。

【集会所設備の修繕について】
数年間ご要望いただいており、ご希望に添えず申し訳なく思って
いる。行政区で設置していただくことで安価に設置できることで
お話をしてきたが、設置する際の費用面の確認を含め協議をさせ
ていただければと思う。
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地域 分野 テーマ 質問内容 町の見解

R2まちづくり懇話会記録

上1 道路・交通 道路整備

側溝の整備について
自宅近く、１２号線の道で縁石に砂が溜まっている箇
所があるが、雨が降った時に大きい車が通ったりする
と水が跳ねる。排水管にゴミが溜まっているのではな
いかと思う。

【側溝の整備について】
豪雨による被害をできるだけ軽減すべく側溝など雨水処理施設の
パトロールを随時行っている。住民の皆さんからのご連絡も、大
切な情報入手の手段なので、お気づきの点があったらご連絡をお
願いしたい。現地については確認を行い、ご指摘のようにゴミ等
が溜っていましたら、清掃作業を行う。

上1 まちづくり全般

シティー
プロモー
ション

雑誌の調査で「住みたいまちランキング」三芳町が上
位に。人口流入のチャンス、何か方策は。

【シティープロモーションについて】
町制施行50周年を契機に、三芳アンバサダーを設置し、様々な視
点から見つけた「いいね三芳」と思う町の魅力をSNSで発信をして
いただいている。
　また、令和3年3月に、分かりやすい情報発信に向け、ホーム
ページを更新する予定である。
　今後は、まちづくりの各分野でふるさと大使等を設置し、シ
ティプロモーションを展開する制度の検討を進めていく。

上2 道路・交通 道路
（弘東園の向かいの道）
カーブミラーの整備を町に要望している。順次やって
いますという回答だったが、進捗は。

【カーブミラーの設置について】
県道面の歩道整備の完了後に設置可能な箇所を選定の上でカーブ
ミラーの設置を計画していたので、今後設置に向けて動いていく
予定。
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地域 分野 テーマ 質問内容 町の見解

R2まちづくり懇話会記録

上2 まちづくり全般 イベント
５０周年記念花火について
予算的なものもあると思うが、可能であれば、もう１
回ぐらい打ち上げをお願いしたい。

【50周年記念花火について】
記念花火は近くで見られるということで好評だった。改めて町内
の色々なところで花火を上げられたのは良かったと思う。
来年の予算を考える際に検討していきたい。地権者の皆様には改
めて御礼申し上げる。

上2 まちづくり全般 イベント コロナの影響で少なくなっている。今後の予定は。

【イベント開催予定について】
コロナの影響で今まで行ってきた行事が軒並み中止で、１１月３
日予定していた５０周年行事も延期となった。
来年度の予算編成に当たっては、数億円規模の大幅な税収減が見
込まれるので、施設の関係や福祉医療など、必要な施策、財政調
整基金という貯蓄も必要なので、何に使っていくのか十分検討し
ていきたい。

上2 道路・交通 自転車道
上富地区は駐車場がほとんどない。自転車で上富に来
てもらってはどうか。レンタサイクルの活用や道の整
備。ベンチなども整備してほしい。

【自転車道の整備について】
自転車については、以前に比べて愛好者が増えている。南西部地
域振興センターで、１年に１回上富地区を通るサイクリング、昨
年には東入間青年会議所で、ツールド東入間、緑豊かな上富地区
を走るイベント。来年度に向けて考えていきたい。

上2 道路・交通
交差点改
良

多福寺交差点（右折帯）のところ、大型車が２台すれ
違うときつい所がある。乗用車と軽自動車でやっと通
れる程度。

【交差点改良について】
県道と町道との交差点となるため、スマートインターの利用状況
等を見ながら、状況に応じた道路整備を埼玉県に対して要望して
いく。
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地域 分野 テーマ 質問内容 町の見解

R2まちづくり懇話会記録

上3 環境 ゴミ
関越の側道沿いでポイ捨てが多いところがある。清掃
作業が行き届いていないところがある。

【不法投棄対応、清掃作業について】
通報やパトロールで確認された不法投棄物は、職員や町の委託業
者で遅滞なく撤去することに努めている。
また、ポイ捨てされやすい場所に看板を設置するなどして不法投
棄防止にも努めてはいるが、残念ながら後を絶たないのが実状で
ある。
町条例が目指す安全快適できれいなまちをつくるため、今後はパ
トロールの強化など防止・啓発に向けた取組みを強化してまいり
たいと考えている。みなさまのご理解とご協力をおねがいした
い。
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開催場所 住まい 年代 性別 次回希望テーマ
藤4-6 藤久保 30歳代 男性 スマートICのにぎわい公園構想
上1-3 上富 50歳代 男性 ETC
北1-3 北永井 70歳代 男性 改めてフルインターチェンジに関するテーマに絞って、住民説明会を開いて欲しい。
北1-3 北永井 40歳代 女性 三芳ICについて
北1-3 北永井 60歳代 男性 スマートICの進捗状況と周辺の安全対策。
藤1-3 みよし台 60歳代 女性 交通について
上1-3 上富 70歳代 女性 買物の交通手段
藤1-3 藤久保 30歳代 男性 教育分野での取りくみ、子育て支援。
藤4-6 藤久保 40歳代 不明 学校行政について子供が主体的に関われるよう町や子供が参加できる仕組みづくり
上1-3 上富 不明 男性 上富地区の人口が少ないため学校もなくなりそうである。
藤1-3 藤久保 70歳代 不明 私の住んでいる場所はふじみ野市との境で畑の土地が3月頃に沢山家の中に入ってきます。町との対策を希望します。

藤1-3 藤久保 40歳代 男性 藤久保
藤1-3 藤久保 60歳代 男性 二区施設も入れて欲しい。
藤1-3 藤久保 70歳代 男性 公共と民間の区分けを明確に。
藤4-6 藤久保 60歳代 男性 安全な町づくりをめざそう
藤4-6 藤久保 50歳代 男性 コロナの影響でイベントが中止になっていますが、どのような状況になれば、イベント自粛が解除されるのでしょうか。

藤4-6 藤久保 30歳代 男性 消防団活動について
藤4-6 藤久保 30歳代 男性 町全体でWiFiを使用できるようにする。
北1-3 北永井 60歳代 男性 現在の町の財政状況と今後の見通しについて。
上1-3 上富 50歳代 男性 上富地区（住人を増やすには）　上富小学校について
上1-3 上富 80歳代 男性 組長業務について年齢が85歳、次回の組長の晩には90歳になります。体調も良くないので、次回の時はパスしたい。

上1-3 上富 70歳代 女性 中央公民館の投票場所のお願い

まちづく
り関連

次回希望テーマ

公共交通
関連

教育関係

道路関連
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開催場所 住まい 年代 性別 意見・要望等
藤1-3 藤久保 30歳代 　　　　 郵政宿舎に関しては、早期解決のため町からもしっかり対応をお願いします。
藤1-3 藤久保 70歳代 女性 郵政宿舎跡地
藤1-3 みよし台 60歳代 女性 コロナのことで拠点構想に変化がおきるのか。
藤1-3 藤久保 60歳代 男性 自然の共生を考えたまちづくりをして欲しい。
藤1-3 藤久保 50歳代 男性 世代交代の出来る町政に期待します。

藤4-6 藤久保 70歳代 男性
きれいな町三芳　　学校の雑草について考えてほしい。シルバーを週一回位入れて除草してもらうか防草シートを
張るか、竹間沢小には入っている。藤久保中はやり切れなくなって来ました。防草シート設置費用をお願いします。

藤4-6 藤久保 60歳代 男性 コロナと共に生きることを進めて三芳町の未来をアピール。
藤4-6 藤久保 40歳代 行政においてIT化をすすめてほしい
竹1・み1 みよし台 70歳代 男性 住民目線で諸問題に前向きな対応、実現をお願いしたい。金銭が絡む案件も含む！！
北1-3 北永井 70歳代 男性 「公開による透明性」を重視してほしい。「住民が主人公」です。声をよく聞いてほしいです。
北1-3 北永井 40歳代 女性 雑木林を残してほしい。今ある雑木林を明るく整備してほしい。
藤1-3 藤久保 60歳代 女性 ライフバスを３区にも運行してほしい。

北1-3 北永井 30歳代 女性
スクールゾーンの時間帯をもう少し長くしてほしい。小・中学校ではないが、幼稚園のバスが８－９時台によく通って
いるので、バス停まで行く小さい子供の通行に危険を感じます。

子ども・教育 藤4-6 藤久保 40歳代 男性 子育て世帯への手当を拡充してほしい。特にコロナにより収入減となり生活が苦しくなっている世帯がたくさんある。

道路・交通
安全関連

藤4-6 藤久保 60歳代 男性
道が狭く、交通量も多いので、歩行者の安全を守る対策をお願いしたい。（ウォーキング、ランニングしている人も多
いので）

藤1-3 藤久保 70歳代 女性 文化会館の件は大いに興味がある質問でした。結果を待っています。
藤1-3 藤久保 70歳代 男性 民間参入が住民サービスの向上になるとは　住民の財政負担にならないことが前提と考えます。その部分は守っていただきたいです。

北1-3 北永井 70歳代 女性
藤久保地域拠点施設の再編は時間をかけてほしい―今コロナ対策（医療・介護・福祉）の充実、経済活動を優先すべ
きでは。図書館―公民館は町の責任で運営管理　民間はふさわしくない―会場で意見を述べた。

藤1-3 藤久保 50歳代 女性 勉強になりました。ありがとうございました。
藤4-6 藤久保 50歳代 男性 アンケート用紙の性別欄に「その他」または「答えたくない」があった方がいいですよ（LGBT）
藤4-6 藤久保 19歳以下 女性 町と話し合えるこのような機会があるのはすてきだと思いました。
北1-3 北永井 40歳代 女性 いい経験ができました。色々な意見が聞けて三芳町の大切さをより知れました。

藤4-6 藤久保 40歳代 女性
懇話会では関係が無くてすみません。台風やコロナで町民体育祭は行われていませんが・・・・開かれた場合は、種目
にある20代～60代のリレーは選手の選出が難しくなりました。ので、もう少し中年～高齢な方が参加できるような
内容が良いです。区別交流会で行われる、体操は特に良いと思っています。スミマセン。

上1-3 上富 80歳以上 男性
簡単に組から抜けられるか疑問です。組は6軒で廻ってます。私と同年令の人がもう一人います。軒数が少ないので
生きてる間はやってほしいと言われますかな？

その他

まちづくり
関連

公共交通
関連

懇話会

意見・要望等

公共施設
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