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平成２７年度まちづくり懇談会の概要 

＜懇談後の経過・結果等確認事項について＞ 

 

 

１．懇談会のテーマ    

  （１）通常開催 

     顔が見える地域ネットワークを作ろう！ 

     ～いざというときのために、今からできること～ 

 

      あなたの地域の魅力を教えてください！ 

      ～地域のお宝自慢をしよう～ 

 

（２）特別企画 

地域団体のネットワークを作ろう！ 

～関係団体・事業所等との連携～ 

 

あなたの地域・団体の魅力を教えてください！ 

～お宝自慢をしよう～ 

 

２．開催日及び時間・会場 

 

【第１５回】 

（１）岡田地域集会所    午前９時～１０時３０分 

（２）南部文化福祉会館   午前１１時～午後０時３０分 

（３）倉見大村地域集会所  午後３時３０分～５時 

○参加者数：男性（３０名）、女性（３名）、計（３３名） 

 

【第１６回】 

（１）小動地域集会所    午前９時３０分～１１時 

（２）大蔵地域集会所    午後１時～２時３０分 

（３）筒井地域集会所    午後３時３０分～５時 

○参加者数：男性（２８名）、女性（１６名）、計（４４名） 

 

 

 

全会場  

５月１７日 

全会場  

７月１２日 
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【特別企画 団体編 ～青年団体との懇談～】 

   ７月２１日 寒川町役場東分庁舎２階第１会議室  午前７時～８時３０分 

○参加者数：男性（２１名）、計（２１名） 

 

【第１７回】 

（１）大曲地域集会所  午前１０時３０分～午後０時 

（２）宮山地域集会所  午後１時～２時３０分 

（３）小谷地域集会所  午後３時３０分～５時 

○参加者数：男性（２５名）、女性（２０名）、計（４５名） 

 

【特別企画 団体編 ～活躍する女性との懇談～】 

 １月２２日（金） 寒川健町民センター１階 展示室Ⅰ  午前１０時～１１時３０分 

○参加者数：女性（２１名）、計（２１名） 

 

【第１８回】 

（１）倉見地域集会所  午前９時３０分～午前１１時 

（２）中瀬地域集会所  午後１時～２時３０分 

（３）田端（２９名）、女性（１２名）、計（４１名） 

 

３．テーマ別の主な懇談後の経過・結果等確認事項について 

１.顔が見える地域ネットワークを作ろう！…＜Ｐ３中段～Ｐ５中段＞ 

    ①地域活動に参加しやすい仕組みについて ②自治会加入促進について 

    ③岡田での盆踊りの復活について   ④老人会への参加と公共交通機関について 

⑤寒川みんなの花火への協力について ⑥町職員の地域活動への参加について 

   

２.あなたの地域・団体の魅力を教えてください！…＜Ｐ５中段～Ｐ６＞ 

    ⑦梶原景時館跡の整備について    ⑧彼岸花の植栽場所について 

    ⑨寒川にある資源の活用について 

 

３.その他（地域活動関係、環境・施設関係、災害関係、その他）…＜Ｐ７～Ｐ１５＞ 

地域活動関係 

    ⑩小動地域集会所の修繕について 

 

環境・施設関係 

    ⑪通学路の安全確保について     ⑫自転車専用通行帯の整備計画について 

    ⑬（仮称）健康福祉総合センターの建設について 

    ⑭野良猫対策について        ⑮道路の危険箇所への立ち合いについて 

⑯子どもへの歩道の歩き方の指導について ⑰茅ヶ崎の変電所付近の歩道拡張について 

⑱資源ゴミの不法投棄対策について  ⑲公園のブランコ下の水たまり対策について 

⑳公園の防犯灯や電球の管理について ㉑宮山駅の案内看板について 

全会場 

１１月１４日  

全会場 

２月１４日 
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災害関係 

   ㉒大村地区の道路冠水対策について   ㉓防災行政無線の放送について 

㉔土のうの配布方法について      ㉕冠水箇所（小谷との交差点）の工事後の現状について 

 

その他 

㉖民生委員の活動・独居の方の把握について 

㉗ふれあい塾でのルールの徹底および行政とボランティア活動者の連携について 

   ㉘家族に面倒をみてもらえない高齢者の方の状況把握について 

    ㉙参加しやすい健康づくりについて 

 

 

１. 顔が見える地域ネットワークを作ろう！  

第１５回【南部懇談会の内容（南部文化福祉会館）】 

 

 

第１５回【北部懇談会の内容（倉見大村地域集会所）】 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
①【地域活動に参加しやすい仕組み
について】         共助 
小谷のパールクラブの会員は昨年
３４人だったが、今年６５人になっ
たと聞いている。そういう参考例を
踏まえて、参加しやすい仕組み作り
が必要だと思う。 

 
 
自治会同士が複合的に動くなど、い
ざというときに協力することも考
えなくてはいけない。複数の自治会
をまたぐ活動など、町全体としての
地域ネットワークなども作ってい
かなくてはいけないのでないか。パ
ールクラブについても、会員が増え
た理由の分析が重要だと思う。自治
会加入に関する条例を作っている
市もあるが、強制はできないが町で
は自治基本条例において地域コミ
ュニティの参加を努力義務として
捉えている。自治会に入ってもらえ
るためにどうしたらよいか、考えて
いきたい。町だけでできることでは
ないので、協働でやっていきたい。 

 
 
自治会の未加入については多くの
自治会で課題になっていると考え
ます。町から自治会加入を強制する
ことはできませんが、町役場におけ
る転入や転居の手続き時に加入案
内チラシを配布するほか、加入希望
者と自治会を繋ぐ方策などについ
て検討を行ってまいります。 
【予算措置の方向性】 
特になし 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
②【自治会加入促進について】共助 
自治会の脱退希望の話を今月に入
ってから聞くことが多くなった。ま
た、町内会によっては、加入したい
と言う人がいても、これ以上増やし
たくないという意見が出てくる所
もあるので、自治会・町内会の加入
や運営について、意思統一を図る必
要性を感じている。自治会役員と評
議員や班長との意識の差がありす
ぎる。 
 今月から倉見イキイキ通信を作

 
寒川町のまちづくりや地域のルー
ルとして自治会加入は大前提だと
考えている。自治会加入について
は、自治基本条例の中に地域コミュ
ニティへの参加を明文化している
が、運用できる形にしなければなら
ない。自治会加入促進条例を作って
いる自治体もある。加入促進の取り
組みはどのような形がよいか今年
度中に結論を出したいと思う。しか
し、行政だけでできる問題でなく、

 
自治会の未加入については多くの
自治会で課題になっていると考え
ます。町から自治会加入を強制する
ことはできませんが、町役場におけ
る転入や転居の手続き時に加入案
内チラシを配布するほか、加入希望
者と自治会を繋ぐ方策などについ
て検討を行ってまいります。 
【予算措置の方向性】 
特になし 
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第１６回【中部懇談会の内容（大蔵地域集会所）】 

 

 

特別企画（青年団体）【寒川町役場東分庁舎２階第１会議室】 

成・配布して情報発信していく。 自治会長連絡協議会とも内容を詰
めていかなければならない。 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
③【岡田での盆踊りの復活につい
て】         共助・公助 
大規模だと大変だが、大蔵のような
やり方でやれば、みなさんの協力で
ある程度できるので岡田でも復活
させたらと話したことがある。 

 
 
岡田東自治会では毎年盆踊りを開
催するが、岡田西自治会は区画整理
の工事が入った関係で途切れてし
まった。今は駅前公園も出来たので
ぜひ使っていただき、新町から東西
岡田などが一体にやれば結構賑や
かにできる。今年度中に音響設備を
設置する予定なので、イベント広場
として活用していただきたい。 

 
 
音響設備工事については、既に契約
済みであり、今年度中に施工が完了
する予定です。音響設備の具体的な
活用方法については、今後検討して
まいります。 
【予算措置の方向性】 
駅前公園音響設備の施行が完了し、
現在は活用方法を関係各所と検討
中 

④【老人会への参加と公共交通機関
について】         公助 
老人会については、交通の関係、イ
ンフラの問題もある。行きたい時に
行けないのは何よりもネック。 

 
 
まだ広報で出ていないが、１０月か
らは土日もコミュニティバスが運
行する予定になっている。 

 
 
平成２７年１０月より、土日運行の
実施及び利用実績に応じたダイヤ
改正を実施。 
【予算措置の方向性】 
予算措置済み 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
⑤【寒川みんなの花火への協力につ
いて】           公助 
寒川みんなの花火を今年は開催し
ない予定だったが、話し合いで今年
も行うことになった。その中で町と
して、私たちに何をしてほしいの
か。また、町が何に対して協力しよ
うと思っているのか。こういうこと
をやってあげたいということがあ
れば、お聞きしたい。 

 
 
花火は安全の確保、人の誘導等の部
分でいかに危険性なく実行できる
かなので、人の数がほしい。産業振
興課や交通指導員、消防分団等が要
請の対象となるが、それ以外で手が
足らなければ職員の参加について
募集をかける。交代等でできればと
ても参加しやすい。人手のＰＲや啓
発をホームページや広報、自治会の
回覧、掲示板を使い、周知を図る。
他にも、金融機関や会社等にポスタ
ーを貼らせてもらうほか、募金町の
名前を出しても構わないと思うし、
それぞれができることでお互い力
を出し合えば、より内容の濃いもの
ができると思う。 

 
 
募金箱設置・協賛金のお願い、ボラ
ンティア募集について広報さむか
わ 8 月号に掲載したほか、寒川みん
なの花火実行委員会が作成したチ
ラシを 10 月号と一緒に全戸配布を
行いました。今年度はより趣意が伝
わるよう、花火大会の開催主旨等を
記載しました。詳細な内容、交通規
制の実施については広報 11 月号に
掲載、メール配信サービス、ホーム
ページも活用し、周知を図りまし
た。また、ポスター等の掲示物につ
いては、町内の広報板、寒川駅構内、
コミュニティバス、公共施設等に掲
示し、周知を図りました。 
2 月に自治会の回覧で募金御礼チラ
シを配布。警備や許可申請に立ち合
い、次年度以降も協力できるよう準
備した。 
また、平成 28 年度より昨年度策定
した「寒川町まち・ひと・しごと創
生総合戦略」の取り組みの一環とし
て、これまで実施している「まちづ
くり懇談会の若者版」を開催してい
く予定ですが、若者版懇談会は、町
政運営に対する意見等を頂く場で
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２．あなたの地域・団体の魅力を教えてください！ 

第１５回【南部懇談会の内容（南部文化福祉会館）】 

 

 

あるとともに、多くの方がまちづく
りへ参画してもらえるよう「新たな
若者の掘り起こし」の場としても機
能させていきたいと考えておりま
す。そういったことから、町としま
しても「みんなの花火」をはじめと
する地域の皆さまの自主的な様々
な活動についてもご紹介をさせて
いただきながら、新たな若者による
「まちづくりへの参画」へのきっか
けづくりをしていきたいと考えて
います。そういった取り組みの推進
を通し、地域の皆さまの活動に対し
協力をしていきたいと考えていま
す。 
【予算措置の方向性】 
特になし 

⑥【町職員の地域活動への参加につ
いて】           公助 
事務局のみなさんは、地域活動にど
の位参加されているのか。 

 
 
私は元々寒川の人間なので、消防団
や自治会の役員等を通して地域に
関わっていた。地域に出ると自分の
職業以外の人の意見を聞けるから
楽しいし、年齢の高い人も居て、教
わり、得ることが多い。一度体験す
るとわかるが、最初の一歩の踏み込
みが難しく、ハードルが高いと思っ
てしまう。経験していない人に、こ
ういう良さがあると教えてあげれ
ば、色々な面で知り得る部分がある
ので、もっとＰＲする。 

 
 
地域の行事等へ参加することが、そ
の後の地域活動へ携わるきっかけ
になると考えています。そのため、
地域担当職員が各自治会定例会の
参加後に提出する、地域担当職員活
動報告書の中からお祭り等の各自
治会の行事を把握し、町職員あてに
周知を行い、地域活動への参加を促
しております。 

【予算措置の方向性】 
特になし 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
⑦【梶原景時館跡の整備について】 

公助 
魅力はたくさんあると感じている
一方で、魅力を活かすことについて
行政担当部署と相談しても、解決し
ていかない部分がある。例えば、観
光について梶原景時館跡は訪れる
方も多いが、地域で枝切りやフェン
スの修繕を行っている他、町へ水路
跡の環境づくりについて残土の処
理をお願いしているが、回答も返事
もこない。できることは地域の企業
に無償で協力してもらい、地域でも
やっているが、あと一歩調整がうま
くいかない。地域の中でやれること
しかできないというのが現状。調整
をお願いしたいと思う。 

 
 
きちんと対応をしなくてはいけな
いので個別にお伺いさせていただ
きますが、地域担当職員にご相談頂
いてもいただいても構いません。 

 
 
残土処理の範囲等を確定させるた
めの現地立会い日程の調整を行っ
ているところです。 
【予算措置の方向性】 
ご相談のありました水路跡地の清
掃等につきまして、１０月末で完了
しております。 



6 

 

第１６回【中部懇談会の内容（大蔵地域集会所）】 

 

 

特別企画（青年団体）【寒川町役場東分庁舎２階第１会議室】 

 

 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
⑧【彼岸花の植栽場所について】 

公助 
今、小出川の改修工事がされていて
彼岸花が植えられないので、青少年
広場へ仮植をして球根の増殖をし、
堤防が出来たら植えることにして
いるが、昨年、青少年広場の土が悪
く全て枯れてしまった。今年、土を
入れ替えようとしたが、町担当課か
ら掘るのも盛り土もしてはいけな
いと言われた。彼岸花を植える所が
なく、どうしたらいいのか。今は、
個人の畑で仮植しているが、本来
は、青少年広場を中心にやっていく
のだから。役所を通さないと許可が
下りないので、協働でやるのであれ
ば民間から出た発案に対しては、ど
うしたら対象になり許可が出るか
という知恵を窓口の人に提示して
ほしい。 

 
 
青少年広場は下に堆積しているも
のの関係で、規制がかかっているの
は事実。ただ、どうやったら認めて
もらえるのかは知恵を出さないと
ならない。線的に、土を入れ替えて
花を咲かせることはやるべき。土木
の所長に話はする。 

 
 
青少年広場は、神奈川県より廃棄物
が地下にある土地の区域に指定さ
れています。掘削、盛り土など行う
ことで地下にある廃棄物の状態が
変わることにより悪臭やガスなど
が発生する恐れがあるため、神奈川
県の許可無く掘削等を行う事がで
きません。特別に県の承認を得るに
は、その都度協議が必要になりま
す。今回の彼岸花を植えるための土
の入れ替えについて、県担当者と調
整を数回行った後、相談票を提出し
ました。先日、今回の土の入れ替え
について神奈川県より承認されま
した。 
【予算措置の方向性】 
特になし 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
⑨【寒川にある資源の活用につい
て】            公助 
寒川神社ありきの観光開発のよう
な提案がされているが、寒川神社は
もう絶対的存在で良いと思う。新た
な観光資源の創出ではなく、今まで
自分達がやってきたことを観光資
源にできる自負がある。わいわい市
も成功しているので、そういう資源
を僕たちは僕たちなりにさらに突
き詰めて表に出していくべきだろ
うと思う。 

 
 
あるもので気付かないもの等をも
っと引き上げる、寒川特有のものを
全面に出すことがまさに地方創生
だと思う。今作業を進めているが、
たたき台をホームページあるいは
広報で出してご意見くださいでは
一方的なので、いずれこういう場で
言葉で伝えて生の言葉で伝えて反
応を聞きたい。そういう機会を設け
るよう、担当に伝えます。寒川にあ
る良さを再認識してほしい。 

 
 
地方創生総合戦略の策定にあたっ
ては、人口減少に歯止めをかけ、持
続的な「まち」を創造していくため
に、地域の実情を踏まえた効果的な
戦略とするため、行政のみならず町
民、産業、教育、金融、労働、マス
コミの様々な分野における皆さま
にご参加いただきながら策定等委
員会を中心に進めています。 
また、これまでもアンケート調査や
町民ワークショップ、アイデア募集
等を実施しながら、より多くの方や
地域のニーズ把握に努めてきたと
ころでございます。 
当戦略の推進にあたっては、地域の
皆さまのご理解やご協力をいただ
きながら、地域全体で取り組んでい
くことが重要となってきますので、
今後も当戦略の趣旨や内容につい
て、広くご理解をいただくため、関
係各団体等へ出向きながら周知を
図っていくとともに、今後の取組等
について情報交換を積極的に行っ
てまいります。 
【予算措置の方向性】 
特になし 
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第１６回【北部懇談会の内容（小動地域集会所）】 

 

 

 

第１６回【南部懇談会の内容（筒井地域集会所）】 

３．その他 

＜地域活動関係＞ 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
⑩【小動地域集会所の修繕につい
て】            公助 
町内で小動地域集会所が最も古い
ため、新しくしてもらいたい。 

 
 
現在、町では総合管理計画を策定し
ており、施設の維持管理費を推計し
ていく。地域集会所の重要性は高い
と考えている。地域ごとではなく、
町全体の計画としてお示ししてい
きたい。 

 
 
平成 28 年度中に公共施設等総合管
理計画を策定し、将来の施設のあり
方をお示しします。 
現在の計画策定経過は、役場の内部
委員会においては、若手職員を中心
とする作業部会が、将来の施設のあ
り方を検討中である一方、４月より
公募の町民をはじめ、学識経験者、
自治会長連絡協議会、社会福祉協議
会、教育委員会それぞれから推薦を
受けた方など１０名で構成する外
部委員会を設置し、議論を開始しま
す。 
内部委員会と外部委員会の外に、広
く意見を伺うための一般公募案の
募集、将来の施設のあり方に関する
「町民ワークショップ（＝グループ
討議）」の開催を予定しています。 
【予算措置の方向性】 
公共施設等総合管理計画によって
施設のあり方が決まり次第、必要な
更新や修繕費用を平成２９年度以
降に予算に反映させる予定です。 

＜環境・施設関係＞ 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
⑪【通学路の安全確保について】 

公助 
朝、景観寺の交差点が混んでいると
車が抜け道としてスクールゾーン
に入ってくる。白い線が 1本引いて
あるが、緑の線（グリーンベルト）
なども引いて欲しい。 

 
 
学校側も通学路に指定すれば子ど
も達に主の経路として使うよう指
導する。規制がないと自由に入って
来てしまうので、子どもの安全のた
めにも、ドライバーには負担となる
が迂回してもらうよう指導してい
く。ただ、道路規制は町だけではで
きないので、県の公安委員会にも協
議し、状況も見させていただく。 

 
 
交通規制に関しては、神奈川県公安
委員会や茅ヶ崎警察署が管轄とな
ります。現状の問題点やどの区間を
どのように規制したいのかなどを
地元自治会等と協議してまいりま
す。 
なお、周辺にお住まいの皆様の同意
が得られないと、規制の実施は難し
いので、ご理解とご協力をお願い致
します。 
【予算措置の方向性】 
特になし 
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⑫【自転車専用通行帯の整備計画に
ついて】          公助 
寒川には自転車専用通行帯がどこ
にも見当たらないが、町として整備
する計画はあるのか。 

 
 
自転車専用通行帯をつくる計画は
ない。茅ヶ崎警察署管内は、自転車
の事故が多い危険区域に指定をさ
れているが、自転車の利用者や車の
運転者、歩行者等の各自が交通ルー
ル、マナーを守らなければならな
い。そのため、学校に出向いての交
通安全指導も予定しており、自転車
の危険運転を改善するための運動
を行っている。さがみ縦貫道路が全
線開通して一般道を走る車が減り、
走りやすくなったためにスピード
も出てしまう。そういうことも自転
車の利用者に伝えたい。自らが守ら
なければ自らを守れないというこ
との徹底を図っていきたい。 

 
 
町内において、危険と思われる箇所
や要望のある場所には、看板等を設
置して通行する方々に対する注意
喚起をしています。また、年間を通
してキャンペーンなど様々な機会
に、広く大勢の方々に交通ルールの
遵守と交通安全への取り組みを呼
び掛けております。 
【予算措置の方向性】 
特になし 

⑬【（仮称）健康福祉総合センター
の建設について】      公助 
今年の 4月の施政方針演説で（仮称）
健康福祉総合センターについて話
があったが、建設するとメンテナン
スや人件費等がかかる。健康管理セ
ンターの 1～2階は我々も使うが、3
階は使われていないのではないか。   
私は、小学生を 40 人集めて毎週土
日、スポーツクラブを完全無料で行
っている。私たちは、住んでいて良
かった町にしたい。官民一体となっ
て寒川町を良くしていかないとな
らない。財源は限られている。 

 
 
今、既存の公共施設が老朽化し、全
ての施設を今後維持した場合にか
かる経費の試算をしているところ。
公共施設等総合管理計画を作るが、
今年度結果を出すのでそれを基に、
例えば健康管理センターの機能は
今のままでいいのか、あるいは、施
設の整理統合や複合化等ができな
いかという方法も考えている。た
だ、何が何でも（仮称）健康福祉総
合センターを造ることを目的とす
るのではなく、健康管理センター機
能との兼ね合いも含めて考えてい
るところ。町民の皆さんにもご意見
をいただきながら、ご理解していた
だけるような公共施設のあり方を
お示ししていきたいと思う。 

 
 
現在、町の公共施設等は老朽化が進
んでおり、近い将来大量に更新時期
を向えます。一方、町の財政は依然
として厳しい状況が続いており、全
ての公共施設等を更新することは
出来ません。また、人口減少や少子
高齢化が進行していく中で、公共施
設等の利用需要にも変化が生じる
ことから、現公共施設等の状況を早
急に把握するとともに、長期的視点
をもって更新、統廃合、長寿命化な
ど総合的かつ計画的にその方針を
定めていく必要があります。そこ
で、町では平成 27 年度、28 年度で
「公共施設等総合管理計画」を策定
することにいたしました。 
 仮称「健康福祉総合センター」建
設につきましても町の公共施設等
の状況等が整理され、町民にとって
必要な施設は何か、建設するのであ
れば、どのようなコンセプトで建設
するのか、また、建設した場合の費
用対効果や建設後に発生する維持
管理経費などのライフサイクルコ
ストの試算など、建設ありきという
考えで進めるのではなく、様々な事
柄を整理した上で、町民の皆様に示
し、ご意見を伺ってまいります。 

（仮称）健康福祉総合センターは、
根本から見直すべきだと思う。福祉
というのは、身体障害者や高齢者、
小さい子どもが居る家庭等の弱者
のところへ町から出向いて寄り添
い手を差し伸べることが基本だと
思う。それを町の真ん中に何十億も
かけて大きな箱物を造り、来てくだ
さいと言っても、その人達は移動手
段がなく、本当の福祉に全く役に立
たないので、ゼロから見直してほし
い。将来必ず町民の税金になり跳ね
返ってくるか、他の部分が削られる
ことは目に見えている。造るのであ
れば、弱者の近い所に福祉の施設や
人を配置することが福祉だと思う。 

昨年度、基本的な考え方の部分につ
いてパブリックコメントを行い、み
なさんが言われるようなご意見を
非常に多く頂いている。町側として
もなぜその施設がそこに必要なの
かという説明がまだ足りない部分
がある。弱者という立場の方々が施
設を利用するにあたり、どういう形
が一番良いのかということや、移動
手段も考えないといけないと思っ
ている。数多くの施設を分散すると
いうのも、経費だけの問題ではな
い。コンパクトな町を活かしたまち
づくりをこれから進めていかなく
てはいけないと思う。移動に不便を
きたす人が居れば、お送りする等、
地域で時間に余裕のある方がお互
い協力し合っていただき、地域の力
をいただきながら弱い方をいかに
フォローできるか。よりよい施設の
あり方も、まだ検討する余地はある
のでその都度考えをお示しさせて
頂きたい。 
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例えば地域集会所に医者や看護師
の人が週 1回定期的に来てくれると
良い。役場の所まで集まるというの
は、町民を見下ろしている典型的な
発想。根本的な思想が間違っている
と私は思う。 

（仮称）健康福祉総合センターには
健康部門と福祉部門しか入らない
わけではない。仮称名を使っている
が、名称の出し方にも言葉が足らな
い部分がある。これからより具体的
なものもお示しして、みなさんに説
明する機会を持ちたいと思ってい
る。 

【予算措置の方向性】 
なし 

町民としては、有効なお金の使い道
を考えて欲しいというのが切望な
ので、そこを理解してもらいたい。 

ご意見としてわかります。まちづく
りについては、この場もみなさんの
ご意見を伺う場だと思っている。そ
の意見を今後どう活かしていくか
が、これからのまちづくりだと思
う。ただ聞くだけではなく、その話
をどう具体化できるのか。計画につ
いても、みなさんの了解がなければ
進めることはできない。もっとこう
いう方法や使い方もあるのではな
いかという意見もお持ちだと思う
ので、町の限られた財源の中で、既
存の施設等維持も踏まえ、進めてい
かなくてはいけないと思う。土地が
あるので、造るのが至上命令と捉え
られては困るが、土地を有効に活用
するにはどうしたら良いのか。みな
さんに多くのご意見をいただいた
が、その意見にどう答えられるかは
行政側の責任。 

⑭【野良猫対策について】  公助 
一之宮公園周辺の住民の方々で、野
良猫増加への対策をするボランテ
ィア団体を今年の 5 月に発足した。
野良猫の手術代の補助について、今
後は飼い猫だけではなく野良猫も
含めた形でお願いできないか。茅ヶ
崎、平塚、藤沢では、ボランティア
活動を何年も前から行っていて実
績があるので、市から補助金が出て
いる。今、実績をまとめているが、
何年か後に町も考えて頂きたい。 

 
野良猫が無責任に増えてしまう状
況は手を打たないといけないと思
う。一之宮公園は、町としては大き
な公園の部類に入る。子どもから大
人まで多くの方が利用しているの
で、公園機能も確保しないといけな
い。町の条例では、補助は飼い猫が
対象となっているので、野良猫が無
制限に増えてしまっている。改善の
方法は考えていきたい。 

 
平成 28 年度より、飼い猫だけでな
く飼い主のいない猫も不妊・去勢手
術費助成事業の対象としています。 
さらに、近隣自治体で実施する野良
猫対策及び近隣市等で活動する団
体等の取り組み等について情報収
集し、検証を行っております。また、
住民から手術を受けさせる猫の捕
獲等の相談を受けた場合は内容を
精査し、町内のボランティア（地域
猫活動を目指す）団体に繋げる等連
携を図り、野良猫対策に取り組んで
おります。 
【予算措置の方向性】 
平成 27 年度はオス、メスそれぞれ
20 匹分の予算でしたが、飼い主のい
ない猫分の申請が増加することを
想定し、平成 28 年度はオス 50 匹、
メス 50 匹分の予算としました。な
お、補助金額はこれまでと同額で
す。（オス 3,000 円、メス 5,000 円） 
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第１７回【南部懇談会の内容（大曲地域集会所）】 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
⑮【道路の危険箇所への立ち会いに
ついて】          公助 
ひだ酒店付近で子どもの見守りを
しているが、交通量が非常に多い。
子どもが７０人程通り、７時４０分
～８時５分頃に通勤と通学が集中
するので非常に危険な状況。町長や
副町長から立って見ますという返
事をいただきたい。大曲の踏切の方
から来る車と、反対側から来る車が
すれ違えず、ひだ酒店の敷地内に一
旦車が入り交差している。また、ポ
ストが子どもの身長と重なり車か
ら見えない。子どもを守るためにポ
ールを立て、ポストを移動し、子ど
もが見える状況にしてもらいたい。
行政側で確認をし、状況を把握して
頂きたい。信号等の設置が難しけれ
ば交通指導員に毎日立っていただ
く等、今できることはあると思う。 

 
 
拡幅が難しければ警察の調整が必
要だが規制をする。利用者に町とし
ても啓発していかなくてはいけな
いし、ある意味規制をかける部分も
今後出していきたいと思う。現場を
見ないことにはわからないので、私
も現地を見ます。 
 
＜町民部長＞ 
毎年、南小学校からの要望に出てい
るので、庁内の担当同士で改善へ向
けた話し合いをしているが、なかな
か改善されていないのが実情だと
思う。教育委員会との合同点検もあ
るので、警察を含めてどういう体制
が可能なのか、話し合いを進めたい
と思う。改善できるものがあれば、
すぐに改善していきたいので、学校
との話し合いもさせていただけれ
ばと思う。 

 
 
該当箇所については、南小学校長、
ＰＴＡ関係者、警察、道路課、協働
文化推進課、学校教育課による合同
点検を、平成２６・２７年度に実施
しており、平成２６年度の対策とし
て、該当交差点へ南北両方向からの
路面に「スクールゾーン」の路面標
示を設置しました。平成２７年度に
ついては、踏切方面からの車輌のス
ピード抑制を図るために、建具店前
に白ラインによる視覚的狭さくの
路面標示を設置しました。 
また、町長とともに１２月１８日の
朝の通学時間帯に現地を確認しま
した。交通規制については周辺にお
住まいの皆さまの同意が得られな
いと規制の実施は難しいので、規制
の際には茅ヶ崎警察署・学校・ＰＴ
Ａ・自治会・地域住民と協議してい
き、取り締まりについては、茅ヶ崎
警察署へ依頼します。 
【予算措置の方向性】 
特になし 

⑯【子どもへの歩道の歩き方の指導
について】         公助 
寒川高校の前を通っていくかえで
園の道が抜け道として朝使われて
いるが、交通量が非常に多くて危
険。ふれあいロードから南小学校に
向かう道幅が狭くなる。レンガ張り
の歩道が左右にあったものが途中
から片方になっているので、子ども
達が左右関係なく歩いている。車が
走ってきた時に左右どちらに寄り
なさいと言えないので困っている。
例えば、ふれあいロードは必ずこち
らを通りなさいという指示を出し
ていただいた方が有り難いと思う。 

 
 
関係各課に話はする。その対応につ
いてどう町ができるのかは、お示し
していきたいと思う。 

 
 
原則、歩行者は右側通行ですので、
両側に歩道がある場合は、できるだ
け右側の歩道を歩き、左側のみの場
合は左側の歩道を歩くよう交通安
全教室等で指導していきます。 
【予算措置の方向性】 
特になし 

⑰【茅ヶ崎の変電所付近の歩道拡幅
について】         公助 
茅ヶ崎の変電所付近の歩道が狭く
危険だが、歩道を広くするという話
は出ているのか。 

 
 
確かに狭い。県道の一部なので基本
的には管理は県だが、茅ヶ崎、寒川
から必要性の声を上げることはあ
る程度必要。私の方に、歩道の拡幅
についての話は来ていない。藤沢土
木に確認する。 
 
＜町民部長＞ 
今いただいたご意見については担
当課へつなぐ。高校からは通学路の
要望は上がってこないので、把握し
づらい。今年の５月、国道１号線で
大きな事故があったので茅ヶ崎署
と茅ヶ崎市を含め、寒川高校の生徒
の自転車の乗り方について交通安

 
 
藤沢土木事務所に確認したところ、
現時点では歩道拡幅の予定はあり
ませんとのことでした。また茅ヶ崎
市に確認したところ、地元からは歩
道拡幅の要望は上がっておらず、藤
沢土木事務所へも要望していない
とのことでした。 
【予算措置の方向性】 
管理担当でないので予算としての
措置はなし、藤沢土木及び茅ヶ崎へ
要望の声は継続してあげていく。 
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第１７回【北部懇談会の内容（宮山地域集会所）】 

全教室をするよう指導しており、今
年、乗り方の指導を何回かさせてい
ただいた。時間かかってしまうかも
しれないが、茅ヶ崎市と連携とりな
がら茅ヶ崎署と安全な乗り方につ
いて指導していく方向。 

⑱【資源ゴミの不法投棄対策につい
て】 
業者により大曲十二神社へ資源ゴ
ミが大量に不法投棄されている。防
止のため、貸し出しできるビデオカ
メラを検討して欲しい。 

 
 
※アンケートによるご意見。 

 
 
カメラの設置には、据え付ける場所
の条件や、撮影した映像をどうする
かなど扱いが難しい面があります。
それぞれの集積所毎に個別の課題
を調査した上で、地元自治会と協議
をしながら、不法投棄の防止策につ
いて検討を行ってまいります。 
【予算措置の方向性】 
電源確保等の必要が無く、不法投棄
の抑止効果を期待できるダミーカ
メラ４台分の予算を計上した。 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
⑲【公園のブランコ下の水たまり対
策について】        公助 
公園によって、ブランコの下に水が
溜まっている所と、溜まっていない
所があるので、均一化してもらうと
子ども達にも良いかと思う。 

 
 
ブランコの件は、すぐに直さなけれ
ばならない。 

 
 
児童遊園のブランコや鉄棒付近の
砂入れについては、状況を確認し必
要に応じて実施しています。 
また、公園のブランコの座板の下の
地面については、使用頻度の状況に
より、すり減ることがあります。そ
のような箇所においては、ゴムマッ
トの設置等の対応を順次行ってお
ります。今後もそのような対応を継
続して参ります。  
【予算措置の方向性】 
公園のブランコの座板の下の地面
については、使用頻度の状況によ
り、すり減ることがあります。その
ような箇所においては、ゴムマット
の設置等の対応を順次行っており
ます。今後もそのような対応を継続
して参ります。  

⑳【公園の防犯灯や電球の管理につ
いて】           公助 
防犯に関して、照明の明るさが現状
で適しているのか心配している。湘
南サザンの目の前、目久尻川沿いに
も多くの本数はあるが、下だけが明
るい。堰場公園の木々で防犯灯を遮
ってしまっているので、もう一度整
備してもらいたい。公園の電球も切
れると、こちらから電話をしている
が、定期的に行政で点検してもらい
たい。 

 
 
防犯灯については町内全て LED に
変えた。街路樹などに隠れてしまう
と照度が落ちてしまう。木は成長す
るのでまめに見ないといけないの
で、管理を徹底する。LED で照度
は上がっているが、照度を下げる要
因は改善していきたい。 

 
 
堰場公園の防犯灯の明かりを遮っ
ていた木の枝については、剪定を行
いました。また、公園灯については、
ご指摘のとおり定期的な点検を行
っていきます。 
【予算措置の方向性】 
堰場公園の防犯灯の明かりを遮ら
ないよう木の枝については状況を
みつつ選定を行っていく。 
また、公園灯については、ご指摘の
とおり定期的な点検を行っていき
ます。 
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第１５回【北部懇談会の内容（倉見大村地域集会所）】 

 

 

第１６回【中部懇談会の内容（大蔵地域集会所）】 

㉑【宮山駅の案内看板について】 
公助 

宮山駅の場所を尋ねられることが
多々ある。看板が一つあるだけでも
解決すると思う。 

 
 
東京オリンピックに向けて、英語が
併記された案内掲示板は必要かと
は思う。ガイドマップや看板表示が
あれば、町歩きもしやすい。小さい
町だけにそのような配慮は必要だ
と思うので、検討していきたい。 

 
 
案内看板に関して、駅への案内につ
いては、寒川駅へ誘導した方が観光
消費の観点からも有効であると考
えますので、検討していきたいで
す。また、既存の史跡看板について
は、かなり老朽化が進んでいるとこ
ろがあり、観光協会からも補修につ
いての要望書が提出されています
ので、所管する教育委員会と調整
し、対応を検討してまいります。ガ
イドマップに関しては、町、観光協
会、湘南地区観光振興協議会などが
それぞれ作成したものを活用して
いるほか、外国人の観光客向けに
は、県や寒川神社が作成した多言語
ガイドマップによりご案内してい
ます。今後より町歩きがしやすい町
にしていくため、必要に応じて対応
を検討していきたいです。 
【予算措置の方向性】 
特になし 

＜災害関係＞ 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
㉒【大村地区の道路冠水対策につい
て】            公助 
水害について大村地区は、藤沢との
行政境になるが、藤沢市に調整など
される準備はしているのか。 

 
 
小谷の方でも道路冠水では藤沢の
方へ流してほしいという要望も来
ている。現況調査の上、必要に応じ
て県への要望を含め、冠水対策に取
り組む。 

 
 
大村地区の雨水排水先である目久
尻川について、適正な維持管理を県
に要望しております。また被害の軽
減策について県と調整を進めてい
ます。 
【予算措置の方向性】 
未定 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
㉓【防災行政無線の放送について】 

共助 
大蔵の自主防災の安否確認の避難
訓練は、美化運動の開催の放送を緊
急災害発生の放送と仮定していた。
今年からその放送がなくなったの
で、美化運動、避難訓練ともに参加
者が少なかった。環境課になぜ放送
しないのか確認したところ、基本的
に防災の無線なので、行事等の放送
には極力使わないようにしており、
今後順々にやめていくという話だ
った。来年から復活してもらえない
かと環境課にお願いしたところ、相

 
 
放送をしないということは基本的
にはない。他の地域からもなぜ放送
しないのかという声が出ているが、
日曜日の朝でまだお休みの方も居
るため、苦情もある。その対応とし
て、前の日に放送する等のフォロー
はしないといけない。大蔵のように
放送に合わせて行事等を行ってい
る所もあるので、それも考えなくて
はいけない。多くの方の意見も聞か
ないといけないが、防災用行政無線
は、災害時だけではなく、広くみな

 
 
防災行政用無線につきましては、寒
川町防災行政用無線局管理運用規
程等に基づき放送を行っている所
ではございますが、不規則な勤務を
されている方や、スピーカー（子局）
付近の住民から苦情が多いのも事
実でございます。しかしながら、防
災行政用無線については、災害時は
もちろんのこと、町民の皆さんへ必
要な情報を周知する有効な手段と
考えますので、詳細な規定を定める
とともに一定の基準に基づき、適切
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第１６回【南部懇談会の内容（筒井地域集会所）】 

 

 

第１７回【中部懇談会の内容（小谷地域集会所）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

談しますということだった。 さんに知ってもらう情報を流す機
能もあり、その基準は出す。 

な運用に努めて参ります。また、町
メール配信や緊急速報メール等も
活用して参ります。 
【予算措置の方向性】 
特になし 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
㉔【土のうの配布方法について】 

公助 
一之宮 3丁目だが、家が多く建つ割
には水路がなく、水はけが悪い。昨
年、土のうは一家に 5袋と決められ
ていたが統一的ではなく、冠水がひ
どい所に土のうを配布するように
した方が良いと思う。 
 

 
 
前回の台風での被害状況も出てい
るので、今後台風が来てかなりの雨
量が想定される場合、どこが冠水等
してしまうかは見えており、各地域
の自治会にも土のうの備蓄も含め
てお願いするような形をとってい
る。一家に 5袋という限定ではなく、
必要な所には必要な分を用意した
い。 

 
 
土のうにつきましては、現在、役場
に備蓄しているもののほかに、浸水
履歴がある地域の集会所や消防団
車庫に備蓄をして対応をしていま
す。しかしながら、町職員のみで多
くの土のうを作成することは困難
ですので、浸水履歴がある自治会と
協力しながら、訓練等を通じて確保
して参ります。また、浸水する箇所
については根本的な対策が必要と
考えますので、関係各課等と調整を
図りながら、浸水への対策を行って
参ります。 
【予算措置の方向性】 
特になし 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
㉕【冠水箇所（小谷との交差点）の
工事後の現状について】   公助 
第 14 回の懇談会で意見の出た、小
谷の交差点の冠水への対応につい
てだが、直った実感がない。水が相
変わらず溜まっている。 

 
 
効果が出ていないと仕方がないの
で土木に話はしておく。 

 
 
道路管理者の藤沢土木事務所へ冠
水対策について依頼し、今年度中に
対応していただくことになりまし
た。 
【予算措置の方向性】 
管理担当でないので予算としての
措置はなし、藤沢土木連携して状況
確認していく。 
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第１５回【南部懇談会の内容（南部文化福祉会館）】 

 

 

第１７回【南部懇談会の内容（大曲地域集会所）】 

＜その他＞ 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
㉖【民生委員の活動・独居の方の把
握について】        公助 
民生委員の活動状況について、何名
居て同一の人に週何回訪問するな
どを教えて欲しい。助けを求める人
が誰に話していいのかわからない
状況があるよう。私もカウンセラー
をしている中で、孤独死した人も知
っている。その方の所に民生委員の
方が何度行っていたのかなどを知
りたい。どこに相談していいか分か
らないので明確にする方法を考え
て欲しい。独居になった方の状況を
どこまで町は把握しているのか。 

 
 
町内の民生委員・児童委員は６８
人。担当区域は自治会の区分けに沿
っている。担当地区の訪問頻度の状
況は確認しておりませんが、必ず見
回りしてくださいという話はして
いる。地区ごとの会議も定期的に行
っているが、現実的に悲劇的なこと
も起こってしまっている。民生委員
として、ここまでは最低やってほし
いという具体的な内容については、
調べてお答えしたい。後日、担当課
より連絡させます。 

 
 
民生委員の活動のひとつに「見守
り」活動（訪問も含め）があります
が、見守りの基準というものはな
く、必要に応じて見守り、気になる
世帯については関係機関につなぐ
という役割を担っていただいてい
ます。 
また、町では、民生委員活動とは別
に、高齢者福祉施策として、ひとり
暮らし老人を対象とした「緊急通報
システム」の導入や、見守りを兼ね
た「寝たきり老人等戸別塵芥収集」、
「ひとり暮らし老人等給食サービ
ス」等を行っています。また、地域
包括支援センターに委託し、７０歳
以上の一人暮らしの方を訪問し、相
談事や家族の状況について聞き取
りを最低年１回行っています。２７
年度は約７９１件の対象の方の訪
問を行った。 
【予算措置の方向性】 
H28 も H27 と同様な予算措置をお
こなった。 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
㉗【ふれあい塾でのルールの徹底お
よび行政とボランティア活動者の
連携について】       公助 
南小学校のふれあい塾に参加して
いるが、上履きを履いていない子が
居るので、徹底が必要なのでは。ケ
ガをした時ルールを守れていない
ところまで責任が持てるのか。ま
た、高齢化によりお手伝いの人が少
なく、手一杯になってしまい、無理
がくるのかと思う。行政とボランテ
ィアの話し合いの場をもう少しき
ちんとした形で持って頂き、続けて
行けたらと思う。 

 
 
 
地域の力をどう引き出していくか。
ボランティアをしていただいた方
へポイントを付与することにより、
結果的には自分に還元されるボラ
ンティアポイント制度を担当の方
でどう具体化できるのか進めてい
る。これからの寒川は、地域の力を
得ていかないと自治会、行政という
単位だけではできない。地域に住ん
でいる方が、地域のための活動に参
加していただくことがこれからは
より求められていく。様々なご提言
をいただいたので、とりまとめ、関
係各課に話はする。その対応につい
てどう町ができるのかは、お示しし
ていきたいと思う。 

 
 
 
注意書きなどに上履きを履くよう
に記載し、指導していますが、忘れ
たなどの理由で履かずに参加して
しまう児童もいるようです。上履き
を履くよう今後も児童に指導して
いきます。 
また、ふれあい塾では、町が雇用す
る指導員と地域のボランティアに
より子どもたちの見守りをしてい
ます。 
この事業は、ボランティアの協力が
必要であり、一人でも多くの方にお
願いするため、広報等でも呼びかけ
をしています。今後も、様々な機会
を利用し、ボランティアの募集をし
ていくとともに、指導員で構成する
「寒川ふれあい塾連絡協議会」の場
で、ボランティアのご意見もお聴き
してまいります。 
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【予算措置の方向性】 
特になし 

㉘【家族に面倒をみてもらえない高
齢者の方の状況把握について】公助 
町の高齢者対策について、一人暮ら
しの方は民生委員が見回りサポー
トしているが、家族が居ても、面倒
をみてもらえない方が増えている。
その状況を、行政はどこまで把握し
ていて、どういう対処をするのか全
然みえてこない。行政、地域包括支
援センターに相談しても、仕方がな
いですねというだけで前に進んで
いかず、とても残念な状況。 

 
 
町では、新しく避難行動の際に支援
の必要な人はある程度、身体や障が
いの状態をリストアップしている。
行政側でまずリストアップし、その
中で状況により本来支援が必要な
方が漏れている状況は出てくると
思うので、リストの付け合わせもし
ていく。福祉課等、どこまで内部で
話が伝わっているのか担当課へ確
認する。仕方ないでは結論づけられ
ない。必要であれば県の対応も入っ
てくるし、施設への部分もやらない
といけない。 

 
 
災害時に家族等による必要な支援
を受けられない一人暮らしの高齢
者や障がい者などを支援するため、
避難行動要支援者支援全体計画で
ある「寒川町避難行動要支援者きず
なプラン」を策定しました。プラン
では、町で対象者の名簿を作成し、
そのうち情報提供の同意を得られ
た方について、平常時から避難支援
等関係者へ名簿を提供します。その
後、避難支援等関係者は、本人やそ
の家族と支援者で個別支援プラン
を作成し災害時に活用していきま
す。 
【予算措置の方向性】 
・避難行動要支援者システム借上料 
・避難行動要支援者対象者通知に係
る経費 

㉙【参加しやすい健康づくりについ
て】            公助 
健康に気を付けたいが、高齢者体操
も人数制限があり、何度も行くと出
づらくなる。４００円でトレーニン
グルームに行ったが、自由にやれる
のも良いが、何をどうすれば良い
か。こういう話も多いようなので、
何か参加しやすい方法はないか。 

 
 
※アンケートによるご意見。 

 
 
平成２８年度からの体育館の指定
管理者変更に伴い、ご意見を参考に
トレーニングルームをより快適に
使用していただけるように、取り組
んで参ります。 
【予算措置の方向性】 
平成２８年度からの体育館の指定
管理者変更に伴い、ご意見を参考に
トレーニングルームをより快適に
使用していただけるように、取り組
んで参ります。 


