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令和３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）河西工業労働組合（特別企画） 
 

       ・内と外からみたさむかわ 

   ～あなたが日々感じることを教えて～ 
 

       ・こんなさむかわに住んでみたい 

   ～若い世代が住む町に～ 

 

（２）第２４回（通常開催） 
 

       ・いざという時に備えた地域のつながりについて 
 

       ・住みたくなる町寒川について 

 

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～】 

    １月２７日（木）午後５時１５分～７時 オンライン（河西工業株式会社労働組合会議室） 

    参加者数：３０名（会場１４名、チームス１６名） 

 

【第２３回】 

    ２月５日（土）午後１時３０分～３時３０分 オンライン（Zoom） 

    参加者数：８名（男性４名・女性４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）内と外からみたさむかわ 

～あなたが日々感じることを教えて～…＜P.２＞ 

       〔 ① 公共施設について〕 

    （２）こんなさむかわに住んでみたい 

～若い世代が住む町に～…＜P.３～P.４上段＞ 

       〔 ② 通勤通学路について〕 

（３）いざという時に備えた地域のつながりについて…＜P.４中段～P.５上段＞ 

       〔 ③ 各種ハザードマップについて〕 

 （４）住みたくなる町寒川について…＜P.５中段～P.６上段＞ 

〔 ④ 道路交通問題について〕 

    （５）その他…＜P.６＞ 
      

       〔 ⑤ 町民活動の周知について〕 
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１．内と外からみたさむかわ ～あなたが日々感じることを教えて～ 

特別企画 若者・子育て世代編（河西工業労働組合） 
 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

【公共施設について】公助 

中央公園や町営プールの復活

など町の公共施設について非常

に良いという意見があります。

BMX の施設を整備され、中身も大

きく変わり始めているように感

じます。 

今後、中央公園等の公共施設に

ついて検討されていることがあ

れば、教えてください。 

 

中央公園に対する評価をいた

だきありがとうございます。町民

に限らず、小さいお子さんを安心

して遊ばせるスペースがあると、

ご家族の方や近隣のスポーツ団

体からの利用率が非常に高く、好

評をいただいております。BMX も

利用できる、パンプトラックを整

備しました。そして、世界大会の

開催も行いました。広域的な防災

エリアでもあり、大規模公園とし

て整備の効果が現れていると感

じます。 

また、夏のびっちょり祭りや秋

の産業まつりなど季節に応じた

イベントも開催しています。コロ

ナが収束に向かえば、にぎわいが

復活すると思います。 

 相模川沿いには川とのふれあ

い公園がありますが、この河川敷

にあるサッカーグラウンドを天

然芝にする準備をしています。令

和５年には供用開始、利用可能段

階になると思います。 また、銀

河大橋付近に田端スポーツ公園

がございます。全天候のトラック

や野球、ソフトボールができるス

ペースもあり、地域の方の協力を

得ながら整備を進めてきました。 

このような、他の地域とは少し

異なったスポーツ施設や公園、グ

ランドとなっており、ご利用して

いただければと思います。 

【都市計画課 都市みどり担当】 

 

＜予算措置の方向性＞ 

川とのふれあい公園サッカーグ

ラウンドの芝生下地を整地し、併

せて防球ネットを設置しました。 

【スポーツ課】 

 

＜予算措置の方向性＞ 

川とのふれあい公園サッカーグ

ラウンドの天然芝による整備を

行い、協力団体とともに芝の生育

状況に応じて供用開始し、維持管

理をしてまいります。 
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２．こんなさむかわに住んでみたい ～若い世代が住む町に～ 

特別企画 若者・子育て世代編（河西工業労働組合） 
 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

【通勤通学路について】公助 

先日、雨が降っていた日に、宮

山駅から産業道路の方に向かう

道路において、女子学生が水たま

りをよけるためガードレールの

外の車道側を歩いて通学してい

るところを見かけました。事故が

起きていることもあり、非常に危

険と感じたため、通勤通学路の整

備やガードレールの設置等を検

討していただきたいと思います。 

 子どもたちの通学に伴う安全

な通学路の確保に関し、町内の道

路について、県道に歩道がござい

ますが、町道には歩道の幅員が広

く整備された道路は駅前くらい

しかありません。道路に沿って建

物がある関係で、道路幅員をすぐ

に広げることは非常に困難で、時

間を要することになります。その

ため、時間制限なり車両制限な

ど、検討が必要と思っています。 

 道路は車のためよりむしろ、歩

行者が安全安心に移動できるこ

とが重要だと思っております。そ

のため、ご意見いただいた水たま

り等については担当課で安全点

検をしており、その中で改善し、

対応可能かと思います。通学路と

して指定されている道路につい

ては、子どもが安全安心に移動で

きることが大前提ですが、ガード

レールの幅員が狭い箇所に関し

て、車道や道路全体の幅員を広げ

ることは非常に時間がかかりま

す。むしろ、道路幅の車道部分を

狭くするか、車両規制を行うかに

より、歩行者が安全安心して通行

できるスペースを確保・優先する

べきと思います。 

 しかしながら、一方通行や時間

制限等の規制を行うには公安委

員会や県の権限となっています。

その際、沿道の方の１００％の賛

同を得てくださいと言われます。

子どもの安全確保のためにぜひ

ご協力していただきたいという

部分になるかと思います。通学・

通行者の安全安心を守るという

ことを最優先にするべきかと思

【町民安全課 防犯・交通安全担

当】 

通学路の危険性に関しては教

育委員会と情報共有を行いなが

ら、交通安全啓発看板等の設置を

行っております。 

一方通行や時間制限等の規制

要望については、要望者（通学路

の場合は教育委員会や学校長）を

中心として、沿線の住民や自治

会、企業等に賛同を得る必要があ

るため、町も要望者と連携して危

険箇所の解消を図る必要があり

ます。 

 

＜予算措置の方向性＞ 

「寒川町交通安全対策協議会」に

おいて交通安全啓発看板等を購

入し、設置を行っております。 

【道路課 整備担当】 

通勤通学路の歩道の整備につい

ては、優先順位を定め、可能な限

り整備を行っています。しかし、

用地の確保には多くの費用と沿

線住民の皆様のご理解ご協力が

必要であり、早急な対応が困難で

ある実情です。その場合は代替案

として、グリーンベルトの設置に

よる歩車分離を通学路を中心に

進めております。 

また、道路パトロールを行い、

道路（歩道）に水溜りや破損など

が見受けられれば修繕を行うな

ど、維持管理には最大限務めてお

ります。 

 

＜予算措置の方向性＞ 

歩行者の安全確保における費用

（グリーンベルト等の設置にか



4 

 

いますので、そのような方向で特

定の危険箇所については対処し

ていきたいと思います。 

かるもの）、道路パトロールなど

の修繕費用は、毎年計上してお

り、今後も継続して対応してまい

ります。 

都市計画課 都市計画・開発指導

担当】 町長回答のとおり 

＜予算措置の方向性＞ 

特になし 

 

３．いざという時に備えた地域のつながりについて 

第２４回 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

【各種ハザードマップについて】

公助 

 現在大学３年で、大学ではまち

づくりを専攻しております。 

 相模川が非常に近い地域となっ

ており、地震に加えて大雨、洪水

などの災害もあります。地震のよ

うなイレギュラーな災害と、大雨

洪水等のようなハザードマップな

どで準備のできる災害があるた

め、対応についてあらかじめ用意

しておくことが大事なのではない

かと考えます。 

 今、寒川町のハザードマップは

洪水のハザードマップのみだと思

うので、それ以外のハザードマッ

プの設置も重要ではないかと考え

ています。 

災害はいつ起きるか分からない

のが実情であります。特に、地震

等については予測が難しいです。

台風の場合、時間予測はできます

が、被害予測等は同様に困難です。 

 ハザードマップについて、洪水

ハザードマップと内水ハザードマ

ップを各世帯にお配りしておりま

す。保存版となっておりますので、

内容を確認していただいて、平時

のときから心がけをしていただ

き、災害に備えていただければと

思います。 

 毎月第１日曜日を家族防災会議

の日と設定し、午前１０時頃に町

内防災行政無線を使い、家族で話

し合ってもらうテーマを放送して

おります。日頃から、災害に対す

る心の準備や対応の仕方、お住ま

いの地域の状況と土地の歴史につ

いて考えていただきたいと思いま

す。災害発生時において、地域の

状況を把握することは、非常に大

事です。避難所等において、まだ

まだ課題がございます。地震だけ

でなく、水害が伴った場合、広域

避難所で本当に十分なのかという

課題もあります。これから、まだ

まだ町としても改善、検討すべき

【町民安全課 災害対策担当】 

避難所従事者や自治会（自主防

災組織）等で構成される、避難所

運営委員会にて、避難所運営マニ

ュアルを作成していただいていま

す。 

毎年各避難所で施設管理者と共

に、避難所のレイアウトや避難所

開設時の対応などを確認する機会

を設けています。 

 

＜予算措置の方向性＞ 

特になし 
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点が多々ございます。皆様のご意

見を参考とさせていただきます。 

 

４．住みたくなる町寒川について 

第２４回 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

【道路交通問題について】公助 

 障がいのある息子と並んで歩

くことが多いのですが、歩道が

突然なくなったり、狭くなった

りすることがあります。また、道

が斜めになっているところもあ

り、車椅子を押している方の移

動が難しいことがあります。 

 空き地から、新築が建つ際に

道幅について期待をするのです

が、結局は狭い道幅になってい

ます。道が入り組んでおり、迷子

になることもあります。道路・歩

道の整備がきちんとなされてい

ないイメージがあります。 

 寒川駅南口に神奈中のバスが

停車しますが、寒川駅南口ロー

タリーから駅までの動線がわか

りづらいです。もう少し駅に近

づけ、つながりをよくしていた

だきたいです。 

道路問題について、町内の県道

については歩道がございます。町

が管理する町道については、歩道

のない道が多くあります。この状

況において、道幅を拡張したくて

も家が建ち並んでいるため難し

く、用地買収も多額の経費や時間、

地権者の了承の獲得をするのに困

難を極めております。 

 車道に加え、歩道の設置を考え

た場合、道路の機能を変えていく

必要があります。車を制約なく通

すことは、交通の危険や安全性の

確保において困難が生じます。そ

のため、現在、道路の機能を見直

すように担当課に指示しておりま

す。幹線町道と生活道路において、

歩行者の安全確保は車の不便を来

しても、第一優先として捉えなけ

ればならないと考えております。 

南口のバス転回場から駅へのア

クセスが悪いことについて、様々

な理由から場所を移動させた結果

であります。しかしながら、寒川

駅北口の整備が終わりました。次

は、南口駅前も含めた整備を進め

ていく予定で準備を進めておりま

す。駅近くに大きなロータリーを

設置するのではなく、自家用車の

転回場をつくる話が出ておりま

す。転回場から南口までアクセス

のしやすい表示、また、寒川駅南

口駅前通りの道路の形態につい

て、改善を進めていきたいと思い

ます。 

【道路課 整備担当】 

通勤通学路の歩道の整備につい

ては、優先順位を定め、可能な限

り整備を行っています。しかし、

用地の確保には多くの費用と沿

線住民の皆様のご理解ご協力が

必要であり、早急な対応が困難で

ある実情です。その場合は代替案

として、グリーンベルトの設置に

よる歩車分離を通学路を中心に

進めております。 

 

＜予算措置の方向性＞ 

歩行者の安全確保における費用

（グリーンベルト等の設置にか

かるもの）は、毎年計上しており、

今後も継続して対応してまいり

ます。 

 

【都市計画課 都市計画・開発指

導担当】 

交通施策の一環として、歩行者

や車両等のより一層安全で利便

性の高い移動の実現に向け、道路

ネットワークの構築や機能向上

の検討を進めます。 

 

＜予算措置の方向性＞ 

 特になし 
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５．その他 

第２４回 

【町民活動の周知について】共助 

公助 

 何をするにも、お金がかかるこ

とはわかっていて、その中ででき

ること・できないことを絞り出

し、伸ばしていくまちづくりを行

っていると分かりました。 

 子育て支援に関して、行政だけ

でなく民間や個人レベルで、地域

の子育てをする環境をつくって

いかなければならないと感じま

した。お金を、行政ではなく民間

や地域で生むことや、地域が協働

してイベントを開催することを

寒川でできればと 

感じています。「広報さむかわ」を

活用し、町民の活動やイベントを

アピールしていければと思いま

すので、ご検討ください。 

 まちづくりの他自治体で行っ

ている良い事例は積極的に取り

入れていきたいと思っておりま

す。寒川町では、協働事業提案制

度という事業展開をしておりま

す。趣旨が異なってしまうかもし

れませんが、町民の活動を支援す

るような対応策も考えておりま

す。具体的な事例等を確認してい

ますので、ご意見等あれば、お寄

せいただければと思います。 

【町民協働課 協働推進担当】 

 協働事業提案制度について、令

和４年度は 3事業が、令和３年度

は 1事業が協働事業を行っており

ます。令和３年度の協働事業を含

め、累計 20 の提案事業がこの制

度を活用しています。 

 

＜予算措置の方向性＞ 

 今後も事業実施団体を募り、適

切に措置してまいります。 

 

 

 

 


