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平成３０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）２２回（通常開催） 
 

       さむかわのココが好き 

       ～市町村に負けない魅力～ 
 
       地域の課題について 

 

（２）寒川高等学校（特別企画） 
 

       寒川高校のここが自慢！ 
 
       こんなイベントをやってみたい！ 

 

（３）文教大学（特別企画） 
 

       さむかわの魅力をアピールしよう！ 

       ～若者にとっての魅力あるまちとは～ 
 
       協働のまちづくり 

       ～若者が町と協力してできること～ 

 

２．開催日及び時間・会場 
 

    【特別企画 若者・子育て世代編～寒川高等学校との懇談～】 

    ７月１９日（木）午後３時～４時３０分 南部文化福祉会館２階 会議室 

    参加者数：４名（男性１名、女性３名） 

 

    【特別企画 若者・子育て世代編 文教大学との懇談～梅村ゼミ生・青木ゼミ生～】 

    １０月２４日（水）午前１１時～午後１２時３０分 文教大学湘南キャンパス４２０１教室 

    参加者数：２３名（男性１５名、女性７名） 

 

    【第２２回】 

    １１月１７日（土） 北部文化福祉会館   午前９時３０分～１１時 

              南部文化福祉会館   午後１時～２時３０分 

              総合図書館      午後３時～４時３０分 

    参加者数：４２名（男性２６名、女性１６名） 
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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）こんなイベントをやってみたい！…＜P.２～P.３上段＞ 

       〔 ① 全世代対象の運動について〕 

 

    （２）協働のまちづくり～若者が町と協力してできること～…＜P.３下段～P.４＞ 

       〔 ② 町と企業の協働について ③ 交流の場について〕 

     

（３）地域の課題について…＜P.５＞ 

       〔 ④ 買い物難民について〕 

 

    （４）その他（環境・施設関係、災害関係、その他）…＜P.６～P.８＞ 
      

環境・施設関係 

       〔 ⑤ ごみのポイ捨てについて ⑥ パンプトラックについて〕 
 

      災害関係 

       〔 ⑦ 空き家の火災について〕 
 

      その他 

       〔 ⑧ 「高座」のこころ。について〕 

 

１．こんなイベントをやってみたい！ 

特別企画 若者・子育て世代編（寒川高等学校） 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

①【全世代対象の運動について】 

共助・公助 

寒川総合体育館と中央公園全体

を使ってお年寄りから子どもまで

楽しめるような運動をしたいなと

思います。スポーツは親睦が深まり

やすく、地域とのつながりも増える

と思うので、そういった面でも、ス

ポーツをやりたいなと思います。 

 

寒川は健康都市宣言という宣言

を、産業道路にも看板が出ていま

す。確かに寒川は平坦なところで、

コンパクトなエリアなので非常に

動きやすい場所です。 

 特に役所の北側にある中央公園、

総合体育館、そこはスポーツイベン

トが多く行われています。茅ヶ崎や

県内各地区から高校生や小さな子

ども連れの方など多くの方が利用

しています。ぜひ来て、足を運んで

ください。 

 近々スポーツデイというのを開

催します。年齢を問わず様々な種目

の競技を行い、多くの方に交流の場

を提供しましょうと、毎年開催して

います。そういった意味では健康づ

  

 健康・スポーツ課では、毎年様々

なスポーツイベントを実施してお

ります。 

 ４月には旭が丘中学校をスター

トし、町内を周回する観桜駅伝競走

大会が行われました。 

 毎年８００人以上の参加者が集

まる伝統あるイベントです。 

 ５月にはチャレンジデーが開催

されます。５月の最終水曜日に、町

内で１５分以上継続して運動した

方の参加率を競い合うイベントで

す。今年は広島県三次市と対戦しま

した。 

 他にも卓球教室や弓道教室、BMX

体験会など１年を通じて多くの教

室・体験会を実施しております。 
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くりというのは、行政の役割の大き

な柱です。安全安心は第一ですけど

も、あとは環境対策と健康づくり、

これを町民の皆さん一人ひとり、あ

るいは寒川にお見えになる皆さん

もよく健康のために体を動かすこ

とはとてもよいと思いますし、先ほ

どのスタンプラリーもですし、健康

の要素は皆さんご存じのように食

事と運動習慣と地域参加もあって、

という部分があり、動きやすいエリ

アだと思っていますので、ぜひ、そ

ういう寒川ならではでもいいので

すが、寒川でもできるイベント、こ

ういったものも皆さんの意見をい

ただきながら取り入れていければ

なと思っています。 

【予算措置の方向性】 

 特になし 

 

２．協働のまちづくり～若者が町と協力してできること～ 

特別企画 若者・子育て世代編（文教大学） 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

②【町と企業の協働について】 

共助・公助 

 私は厚木市出身で、子育てパスポ

ートというものを厚木市では行っ

ており、子育て支援と市内の商業が

一緒に町を支えていこうという取

り組みです。具体的な内容として、

市内に住んでいる１８歳未満の子

供が２人いる世帯は、市内にある企

業やお店を利用する際に割引きや

特典がついてくるというものです。

寒川でも、厚木市のように市民が市

内でお金を使い利益を上げていこ

うようにすると良いと思ったので

すが、今後、そのような予定はあり

ますか。 

 

確かに、商業の活性化の一助にも

なると思います。町内の商業だけで

なく、農業も含めて町内で買い物を

する際の特典、割引制度というもの

は、一つの支援策にはなります。 

 

 町では厚木市の子育てパスポー

トのような事業を行っておりませ

んが、神奈川県では「かながわ子育

て応援パスポート」をいう事業を行

っております。この事業は協力施設

にパスポートを掲示することによ

り、各施設が設定する優待サービス

を受けることができるというもの

です。 

 町内の事業所も協力施設に登録

していただいており、子育て世代の

方に優待サービスをご提供いただ

いております。 

 また、子育て世代の方に限ったこ

とではないのですが、勤労者個人住

宅取得奨励事業という事業がござ

います。この事業は勤労者福祉の向

上、定住促進及び地域経済の活性化

を図ることを目的として、事業所等
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に勤務している方が、町内に新築・

中古住宅を取得した場合に寒川町

共通商品券を交付するものです。ま

た、町内業者による住宅リフォーム

を行った町民を対象に工事費の一

部を助成しております。これは、対

象工事費の５％（上限６万円）とし、

こちらも寒川町の商品券を交付し

ております。 

 この商品券は寒川町内の加盟店

でのみ利用できるもののため、この

事業は町内の商業の活性化の一助

となり、支援策の一つとなっている

と考えております。 

【予算措置の方向性】 

継続 

③【交流の場について】共助・公助 

転入者のみが集まる話し合いの

場がありましたら、その後、仲よく

なった際に自治会に一緒に行ける、

自治会に入りやすくなると思いま

す。また、自治会だけでなく、ボラ

ンティアなど別のコミュニティが

ありますと地域とつながる機会が

多くなると思います。若者、大学生

や高校生も学校自体に声をかけて

いけば、地域の方と若者たちが交流

できる場になるのではないかなと

思いました。 

定期的なボランティアというのは、

行政が主体として行っているので

しょうか。 

 

転入された方は従前から住んでい

る方よりは町の良い点、改善すべき

点がわかると思うので、考えてみよ

うと思います。 

 

（司会） 

ボランティアとしてゴミ拾いのイ

ベントがあり、それは企業さんの中

でも年に１回、５月の一番最後に相

模川で行われ、老若男女、自治会か

ら企業から様々な方がいらっしゃ

って、なかなか会う機会のない人が

会ったりする場になっております。 

 

 町が行っている清掃事業として、

ごみゼロ（５３０）にちなみ５月３

０日に近い日曜日に相模川美化キ

ャンペーン、６月と１１月には、町

内全域を清掃するまちぐるみ美化

キャンペーン等を行っています。 

 平成３１年度も多摩大学、町観光

協会の協力を得てぶらりごみ拾い

in さむかわというチームでごみの

重量を競うイベントの開催を予定

しておりましたが、悪天候におｙり

中止となりました。 

 また、環境団体の「さむかわエコ

ネット」が実施している「目久尻川

クリーン作戦」がございます。４、

６、９、１０、１１、１２、１、３

月の第３土曜日に目久尻川沿いの

ゴミ拾いを行っております。 

対象者を絞るということも、一つ

の参加動機づけになると思われま

す。誰でもではなく、私なら参加で

きるということになると、参加して

みようという気持ちを後押しして

くれます。面白いアイディアだと思

います。 

【予算措置の方向性】 

特になし 
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３．地域の課題について 

第２２回（南部の懇談会） 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

④【買い物難民について】 

共助・公助 

私は一之宮ソフィアの者です。今

年の３月、マンションに週２回八百

屋さんに来ていただいていたので

すが、そこが廃業し、八百屋さんが

来なくなりました。それまではマン

ションに住んでいたお年寄りがそ

こで買い物をしていたのですが、そ

れができなくなり、一之宮はお店が

ないため、困ったなという状況でし

た。買い物に行くとしても、もくせ

い号の本数が少なく、遠くまで行く

のは大変ということで産業振興課

や商工会に相談したところ、１０月

から週１回来ていただくことにな

りました。やはり直接買い物できる

のは嬉しく、町や商工会に対しても

感謝しています。ありがとうござい

ました。 

 その中で考えますのは、高齢者の

買い物難民についてです。一之宮や

田端には買い物する場所が非常に

少ないです。ですから、どこかに買

いに行かなければなりませんが、そ

れも大変です。方法としてバスの本

数を増やすのもありますが、金銭的

に大変なのでお店の誘致に力を入

れていただけたらと思います。寒川

を見ますと、北側にお店が増え、南

側はお店が減っているように感じ

ます。 

 今回は八百屋さんが来て下さる

ことは短期的な部分では非常に有

難くなったのですが、長期的に考え

ますと、是非、買い物難民を減らす

ための方法を検討していただきた

（町民部長） 

一之宮地区は文化の中心になっ

ていたのですが、いつの間にか、北

側のほうに重心が動いていったよ

うな感じはします。 

 

 

町は、地域によっては大型店の進

出も進み、住民の方の利便性が向上

している一方で、地域商店の経営は

厳しくなってきている現状がござ

います。長期的に考えますと大型店

舗と地域商店が共存し、それぞれの

特徴を活かしていけることが、町の

活性化に繋がり、ひいては住民の方

の利便性の向上に繋がると考えて

おります。しかし、今も徐々に高齢

化社会が進む中で、寒川町はコンパ

クトな町で、なかなか買い物不便地

域というものが見えにくいですが、 

買い物に不便を感じる人が増え

ていくことは、間違いありません。

そのような状況の中で、町へのお店

の誘致ということでございますが、

個店の誘致については、経営という

点から、町から積極的な出店の話し

掛けは難しいため、町内に「お店を

出したい」と問い合わせがあった時

には地域に住む皆様の思いを伝え、

出店に繋がるよう努めてまいりま

す。 

高齢者の買い物難民につきまし

ては、介護保険サービスの中で、本

人に代わりヘルパーが食料品や日

常生活用品などの買い物を行う訪

問介護の生活支援サービスがあり

ますが、これはあくまでも介護認定

を受け、ケアプランに基づくサービ

スの一つとなっております。また、

家族と同居されている方には、この

買い物サービスのご利用はできま

せん。 

越の山自治会では、高齢者を対象
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いです。 とした買い物支援として自治会の

有志により、不定期ではあります

が、週に１回利用者のニーズに合わ

せてスーパーやデパートなどへの

送迎を行っています。このような活

動を町内すべての地域で実施する

ことは、難しいことと思いますが、

シニアクラブ連合会や自治会など

に情報提供ができればと考えてお

ります。 

【予算措置の方向性】 

特になし 

 

４．その他 

＜環境・施設関係＞ 

特別企画 若者・子育て世代編（寒川高等学校） 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

⑤【ごみのポイ捨てについて】共助 

私が下校するとき、田植えの、い

ざ田植えになったときにごみを回

収している農家の方がいて、大変だ

なという、何か協力することがあれ

ばしたいなと思いました。 

 

そのような気持ちの人がもっと

多くなってもらえれば嬉しいです。 

寒川の役場のほうに来る機会は

少ないと思いますが、寒川も役所の

周りはライオンズクラブという団

体が町内の中学生たちと一緒に毎

月１回の花壇の清掃を行っていま

す。除草したり、花を植えかえたり。

そこはきれいです。きれいなところ

はごみを捨てない、見ていますと。

それが全部に行き渡るように、今役

所の前から寒川駅までは非常にき

れいにはなっていますが、それをも

っと広げたいと思います。 

 産業道路という太い道路があり

まして、あそこの特定の企業さんの

前はきれいですが、お隣は草が背丈

ぐらい伸びてしまっている。これを

いかにつないでいくか、広げていく

か、そのような活動もぜひ地域の活

動としてやっていければなと思っ

ています。 

 

 ポイ捨てについては、寒川町の条

例（寒川住みよい環境を守り育てる

まちづくり条例）のなかで禁止され

ています。町では要望に応じてポイ

捨て禁止看板の提供といった対策

から町内小中学生から条例のポス

ターを募集して展示会等を行うと

いった啓発活動をしています。 

 また、年に２回「さむかわまちぐ

るみ美化運動」と称して住民や企業

が協力して自分たちの住んでいる

地域を清掃するといった事業も行

っています。寒川高校のみなさん

も、自分たちの町をきれいにする美

化活動に協力をお願いします。 

【予算措置の方向性】 

特になし 
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特別企画 若者・子育て世代編（文教大学） 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

⑥【パンプトラックについて】公助 

東京オリンピック・パラリンピッ

クに向けて自転車やスケートボー

ドなどが楽しめる施設をつくると

のことですが、東京オリンピックが

終わった後はどのように活用して

いくご予定でしょうか。継続的な活

用方法がありましたら教えていた

だきたいです。 

 

パンプトラックは一般の方にも

開放しており、永続的に設置する方

針です。また、このパンプトラック

はBMXなどの自転車やスケートボー

ド、インラインスケートを楽しむ施

設です。スポーツ施設で、このよう

な形のものは国内、県内でも非常に

少なく、行政が設置することは寒川

が初めてと聞いています。施設を使

ったイベントも開催し、町内はもち

ろん町外からも、特に若い方々に足

を運んでいただき、寒川を知る契機

となればと思います。 

 

平成31年4月27日から29日にかけ

て、さむかわ中央公園内において、

BMXフラットランドを中心としたス

トリートスポーツの世界大会「ARK

 LEAGUE 2019 IN SAMUKAWA」を開

催し、３日間で延べ約２万５千人の

方にご来場いただきました。また、

この大会を契機として、令和２年に

はこのARK LEAGUEが東京オリンピ

ックスケートボード（ストリート）

の国内唯一の予選大会として、再び

寒川町で開催されることとなりま

した。こうしたイベントをきっかけ

とし、パンプトラックも活用しなが

らBMX等のストリートスポーツの振

興を進めていきたいと考えており

ます。 

【予算措置の方向性】 

 ARK LEAGUE の開催等、ストリー

トスポーツの振興に係る経費につ

いては適宜必要な予算措置を行い

ながら進めていきたいと考えてお

ります。 

 

＜災害関係＞ 

第２２回（南部の懇談会） 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

⑦【空き家の火災について】公助 

最近、空き家が多く問題にあがっ

ています。 

４、５年前に留守宅で火事があり

まして、ほとんど中が燃えた状態に

なってから発見され、消防署に電話

されました。今、旅行ブームで留守

宅が増えています。 

 ですから、火事があったときに、

これが原因で火事になりましたと

いうことを教えてもらえたらあり

がたいです。その火事も何が原因

（町民部長） 

広報の件は確認させていただき

ます。 

 

 

事案ごとの火災原因は公表して

おりませんが、年１回発行している

消防年報において、原因別火災発生

状況を町ホームページで公表して

おります。 
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で、誰もいない家からなぜ火事が発

生したのかが未だに我々に知らさ

れておらず、留守にできないという

状態です。消防署だけが掴んでいる

情報をオープンにして欲しいです。 

 もう１点、協働文化推進課が設立

されてから、イベントや講座の開催

を広報に掲載され、周知が可能にな

りました。しかし、広報を発行する

部署が変わった途端に情報等を全

て掲載することが出来なくなって

しまいました。憲法１５条第２項

に、「公務員というのは全体の奉仕

者であって一部の奉仕者ではない」

とあります。職員全体が、自分たち

はどのように奉仕をしなければな

らないのかという周知徹底をお願

いします。 

 

 

 

令和元年度も、24 ページで優先

順位に従った記事の選定や情報の

スリム化、レイアウトの工夫などを

しながら広報誌を制作してきまし

た。 

 しかしながら、記事数が年々増加

傾向にあるため、ページ増も視野に

いれつつ、さらに情報のスリム化を

図りながら、伝えるべき情報が分か

りやすく網羅されている媒体を目

指します。 

【予算措置の方向性】 

２ページ増の月を３月、４ページ増

の月を３月盛り込んだ予算を要求

中。 

 

＜その他＞ 

第２２回（北部の懇談会） 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

⑧【「高座」のこころ。について】 

公助 

前々から「高座」のこころ。とは

と考えているのですが、これについ

て明確に教えてもらいたいです。本

来あるべきものが失われたので、こ

れからみんなでつくっていきまし

ょうということなのでしょうか。パ

ンフレットの最後のページに穏や

かさ、優しさ、あたたかみのある「高

座」のこころですと書いてあります

が、よく理解できません。 

 

町のブランドスローガンという

意味で、「高座」のこころ。という

言葉を出しています。情報を発信し

た町としては、高座とは歴史があ

り、品位のある高いプライドと色々

書いてありましたが、寒川に住む

方々にプライドを持っていただき

たいという思いの一端があります。

それをご理解いただくには時間が

必要になってくると思います。 

 

町民の皆さんと「高座」のこころ。

ブランディングを進めるため、令和

元年 10 月 30 日より町民の皆さん

や町職員等（46名）の有志団体『「高

座」のこころ。実行委員会』が設立

されました。 

 今後、この実行委員会で町の魅力

発信や認知度向上に向けた取り組

みを進めていくとともに、ブランド

スローガン『「高座」のこころ。』が

町民の皆さんにも広くご理解いた

だけるよう醸成活動を進めてまい

ります。 

 また、現在町では『「高座」のこ

ころ。』を具現化した「幸せと誇り

につながる施策」の検討を進めてい

るところでありますので、今後、こ

の施策等を通じて町民の皆さんに
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『「高座」のこころ。』を伝えていき

たいと考えております。 

【予算措置の方向性】 

「高座」のこころ。実行委員会によ

る事業実施のための予算を要求中。 

 


