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令和元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）２３回（通常開催） 
 

       まちぐるみで子育てを応援しよう 
 

       あなたと町、力を合わせてやってみたいことは？ 

 

（２）寒川高等学校（特別企画） 
 

       インスタ映えスポットを教えて 
 

       あなたの行きたいスポットは？ 
 
       あなたが寒川をプロデュースするなら？ 

       ～イベント・SNS・流行～ 

 

（３）文教大学（特別企画） 
 

       ５年後、あなたが住みたい地域は？ 

       ～魅力的・理想的な地域とは～ 
 
       あなたが寒川で“まちおこし”をするなら？ 

       ～寒川に来てもらうためには～ 

 

 

２．開催日及び時間・会場 
 

    【第２３回】 

    ６月２９日（土） 町民センター 視聴覚室 

             午前９時３０分～／午後１時３０分～ 

    参加者数：２７名（男性１６名、女性１１名） 

 

【特別企画 若者・子育て世代編～寒川高等学校との懇談～】 

    ７月１７日（水）午後２時３０分～４時 南部文化福祉会館２階 会議室 

    参加者数：７名（女性７名） 

 

    【特別企画 若者・子育て世代編 ～文教大学青木勝一ゼミ生との懇談～】 

    １１月６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１７名、女性６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）まちぐるみで子育てを応援しよう…＜P.２～P.３中段＞ 

       〔 ① 子どもの通学路の危険個所について〕 

 

    （２）あなたが寒川をプロデュースするなら？ 

～イベント・SNS・流行～…＜P.３下段～P.４下段＞ 

       〔 ② インスタグラムのライブ配信について〕 

     

（３）あなたが寒川で“まちおこし”をするなら？ 

～寒川に来てもらうためには～…＜P.４下段～P.５下段＞ 

       〔 ③ アークリーグについて〕 

 

    （４）その他…＜P.５下段＞ 
      

その他 

       〔 ④ 八角広場の水道について〕 

 

１．まちぐるみで子育てを応援しよう 

第２３回（午前９時３０分～） 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

①【子どもの通学路の危険個所につ

いて】公助 

東中から大曲踏切を経て、ひだ酒

店の前の道路は子どもの通学路と

して使われているが、非常に狭くて

危ないです。子どもが通れる道が片

方にしかなく、用水の上にふたがか

ぶさっており、穴ぼこや段差があり

ます。自転車は通れず、小さい子ど

もは蹴躓いて転びます。近年、あそ

この交通量は増えており、車のスピ

ードも速いです。大曲踏切を渡って

すぐ左側は新築の住宅が建ち、これ

からますます子どもが増えていき

ます。近頃、車が子どものところに

突っ込み、多くの子どもが怪我をす

る痛ましい事故が多くありますが、

あのような事態になりかねません。

早急に対処して欲しいです。 

 

 通学時間帯にかかる部分につい

ては、子どもの安全についても非常

に心配、苦慮しております。 

 これは１つの例なのですが、一方

通行や進入禁止、時間規制、通行車

両の規制などの手段を打たなけれ

ばなりません。道路を広げることが

最短の最善の策かもしれませんが、

時間や経費も含め、お話のあった道

路の両側は住宅が連檐しており、道

路を広げるスペースがありません。

早急に安全確保をする上では、規制

をせざるを得ないと認識しており

ます。 

 いつやるのかについては、議会や

警察との協議をし、規制というのは

制約をかけることなので、近隣の方

の説明も含め、早急にどう対処する

のか考えていきたいと思います。 

  

 規制看板の設置など道路交通法

上の規制に関しては、県公安委員会

の所管となり、その窓口は茅ヶ崎警

察署となります。 

 また、各種交通規制は車両の通行

に対して制限をかけるため、地域住

民・企業等に大きな影響を与えるこ

とから、交通環境や交通事故の発生

状況等を勘案の上、関係する自治会

を通じて地域住民・企業等のご理解

を得た上で実施する必要がありま

す。 

 町といたしましても、本箇所につ

いては通学路危険箇所点検等で現

状の把握をしておりますので、地域

との調整を図り、要望に沿った現状

可能な注意看板等の設置を進めて

いるところでございます。 

 今後とも安全確保できるよう地

域、警察及び交通関係団体等と協力



3 

 

し交通安全対策に努めていきたい

と考えております。 

＜これまでの経緯＞ 

・2016 年：旧ひだ酒店様の向かい

側に「通学路につき注意」の看板を

設置 

・2018 年：学校の要望により同看

板の位置を変更（雨の日に傘がぶつ

かってしまうため） 

・2019 年：同看板が一部破損して

いたため、より小型で劣化のしにく

いプレート看板に交換（位置は同

じ） 

・同年：自治会より看板の移動相談

あり。よりよい場所等を自治会にて

検討していただいた後、移動を予

定。 

・現時点：今のところよりよい場所

は見つからないことから現状の場

所での啓発を継続中。 

【予算措置の方向性】 

 特になし（本件交通安全の注意看

板は町役場ではなく、町交通安全対

策協議会の予算において購入して

いたものを設置しているため） 

 

２．あなたが寒川をプロデュースするなら？～イベント・SNS・流行～ 

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 

②【インスタグラムのライブ配信に

ついて】共助・公助 

 インスタグラムのライブ配信機

能を使い、例えばびっちょり祭を配

信するのはいかがですか。寒川のア

カウントをフォローしている子が、

一緒にいる友達に教えて広まって

いくかもしれません。 

 リアルタイムで配信できるので、

近くにいるから今から行くという

こともあると思います。 

 

若い人は情報を広く手に入れら

れるので、若者が何に関心があるか

を知ることが大事だなと思います。

これから寒川町は、認知度を上げる

施策が必要と思っています。 

 寒川の産業の中核は工業で、大部

分は製造業、自転車関係、銅製品で

す。今はスマホ、スマートフォンの

中身の重要な心臓部分は JX がつく

っています。でも、そういう部分は、

情報を流してもあまり関心を持た

 

 びっちょり祭をはじめとしたイ

ベント等への集客増による関係人

口の獲得は町といたしましても課

題となっている状況です。 

 今回ご提案いただいたインスタ

グラムのライブ配信機能を活用し

た PRは有効な手段と考えます。 

 イベント等への参加者のプライ

バシーや肖像権に配慮しながら、関

係課と調整してまいります。 
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れません。やはり遊びやイベントに

どうしても関心が高まります。それ

をどうまちの状況の中と融合させ

ていくかが大事ですね。 

 これからのまちの方向は農業で

す。後継者不足による農業の衰退の

対策として、農業プラスアルファ観

光があります。皆さんも何かイベン

トなど、人が集まることに対して非

常に興味がわきますよね。やはり、

その皆さんの関心をいかに引き寄

せるかが、交流人口や関係人口につ

ながり、いずれは住んでみたいと思

われる地域になっていくのがこれ

からのまちの対応の仕方だと思い

ます。 

 ただ、寒川も６５歳以上の方は２

７％に達しています。若い子ども達

もそんなに減ってはいませんが、従

前に比べると高齢の方の比率が

徐々に高くなっています。その中

に、若い人がどう地域に入り込める

かも大切です。寒川には企業があ

り、働く場があります。その近くに

住んでもらうための対策の充実が

必要だと思います。 

 まちを知っていただくために

SNS、イベント、新しいことを手が

けることも大事だと思いますが、う

まく地域に合った取り組みをぜひ

作りたいと思います。 

【予算措置の方向性】 

特になし 

 

３．あなたが寒川で“まちおこし”をするなら？～寒川に来てもらうためには～ 

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 

 （司会） 

 今年４月に寒川町でアークリー

グというイベントが開催されたの

ですが、前から知っていた方はいら

っしゃいますか。 
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③【アークリーグについて】共助・

公助 

 私は今寒川町に住んでおり、寒川

駅にポスターがあったので、それで

知りました。 

（司会） 

 湘南台や茅ヶ崎市ではなく、寒川

町を選んでくださった理由はあり

ますでしょうか。 

 

 家を内見に行った時、寒川町の物

件がとても良く、茅ヶ崎市や湘南台

に比べ、畑や田んぼが多く、広々と

していたところが、地元と似て住み

やすいと思ったからです。 

  

 私はテレビのニュースで特集さ

れていたのを見て興味を持ちまし

た。 

（司会） 

 実際に行かれはしなかったので

しょうか。ありがとうございます。

文教大学の中では情報はなかった

のでしょうか。承知しました。 

 

  情報をより多く発信しなければ

ならないということでしょう。前回

は平成から令和に変わる１０連休

の最初の３日間に行ったので、今年

の１月に県知事と共同記者会見を

しました。準備期間が短いこともあ

り、メディアでも流したのですが、

地元の方でもイベントを理解され

ていなかったようです。ポスター等

は掲示したのですが、伝え方を工夫

しなければなりません。 

 アークリーグ２０２０は、前回よ

りも広報活動を強化し、民間企業と

の連携による周知や、自治会への回

覧を実施してまいりました。 

 また、ポスターやのぼり旗を前回

以上に多く設置するなどして周知

する予定でした。 

 しかしながら、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止のため、今大会は

中止となり、中止決定後の開催周知

は行っていません。 

【予算措置の方向性】 

特になし 

 

４．その他 

＜その他＞ 

第２３回（午前９時３０分～） 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

⑧【八角広場の水道について】公助 

皆さん観光マップを用いて、寒川

の町歩き、廃線歩きということをさ

れています。私も一之宮の八角広場

に行くと、手を洗う水が出ないで

す。 

（司会） 

 水道ということでしょうか。 

 

 給水設備の調整を行い、水道の復

旧を行いましたので、ご利用頂ける

ようになりました。ご不便をお掛け

し、誠に申し訳ございませんでし

た。 

【予算措置の方向性】 

特になし 

 


