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平成２９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 

私が「さむかわ」でしていること 

 

私がおすすめしたい「さむかわ」のスポット 

  

（２）特別企画 

    １０年後のわたし 

     ・わたしが将来したいこと 

     ・わたしが将来住みたいところ 

     ・こんな寒川なら住みたい 

 

    自分が住みたい町とは 

    ～若者にとって魅力のある町～ 

 

    まちづくりのために地域でできること 

    ～町民と町が連携してできること～ 

 

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２０日 南部文化福祉会館２階 視聴覚室 １６時～１７時３０分 

     〇参加者数：男性３名、女性５名、計８名 

 

    【第２１回】 

      全会場  （１）北部文化福祉会館     ９時３０分～１１時 

     ７月２２日 （２）南部文化福祉会館     １３時～１４時３０分 

           （３）総合体育館多目的室（北） １５時～１６時３０分 

     〇参加者数：男性３４名、女性１６名、計５０名 

 

    【特別企画 若者・子育て世代編 ～文教大学梅村ゼミ生との懇談～】 

     １０月２５日 文教大学湘南キャンパス４３０１教室 １１時～１２時３０分 

     〇参加者数：男性１３名、女性１４名、計２７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．わたしがおすすめしたい「さむかわ」のスポット…〈P.２中段～P.３中段〉 

       ①町の魅力アピールについて 

 

２．１０年後のわたし…〈P.３中段～P.４中段〉 

②小出川について  ③子どもの家について 

 

３．自分が住みたい町とは…〈P.４中段～P.１２上段〉 

④ふるさと納税を通じた町の PR について ⑤会社見学の観光への活用について 

 

     ４．まちづくりのために地域でできること…〈P.１２上段～P.１４下段〉 

       ⑥安心して子育てできる政策について 

 

     ５．その他（環境・施設関係、災害関係、その他…〈P.１５上段～P.１９下段〉 

      環境・施設関係 

⑦ちびっこ広場について  ⑧資源置き場の設置や管理について 

 

災害関係 

       ⑨防災訓練について      

 

      その他 

⑩空き家について     ⑪学力について 

 

１．わたしがおすすめしたい「さむかわ」のスポット 

第２１回【北部懇談会の内容（北部文化福祉会館）】 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

①【町の魅力のアピールについて】 

共済・公助 

私が残念だと思っていたのは、

寒川って花の生産が多い花の町で

すよね。町のほうで企画されうち

も協力してやったのですが、３０

～４０人、ウオーキングしながら

町の中を歩いて、うちの温室に寄

らせてくれと言って、スイートピ

ーの温室の中に入ったことなん

か、皆さんないですよね。その時

に寒川以外の人もおられたと思う

 

今のお話で、お花もそうです

し、文化財とか、町の観光協会

で、時々ウオーキングをやります

とツアーを募集してやっているの

ですが、なかなか継続できませ

ん。 

この時期は、ウオーキング、あ

るいは何とか巡りができるものを

数多く、寒川の再発見ではありま

せんが、そういうのを是非進めて

いきたいと思います。 

 

現在、町観光協会では、町の魅

力を広めることを目的に、春と秋

に観光・収穫ウォークを開催して

おります。企画立案は観光ボラン

ティアガイドと協力しながら、町

の観光資源を精査しコース選定を

行っています。 

ご意見いただきましたように、

こういった取組を継続的に実施し

ていくことで、町内外の方が町の

歴史や産業に興味を持っていただ
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のですが、スイートピーってこう

やって咲いてきているのですよ

と。それで、結構皆さん喜んで。

今は和菓子屋さんが、寒川のイチ

ゴを使ってイチゴ大福をつくっ

て、皆さん喜んで、参加費は１,０

００円か幾らかな、花とイチゴ大

福を持って帰られたのですが、寒

川の魅力を感じ、楽しんでみなさ

ん帰られたのです。そういう企画

ってやっていくと広がっていく

し、また神社へ寄ろうとか、わい

わい市へ寄ろうとか、いろいろな

形ができると思うので、町内外の

人に見えないところを見てもら

い、寒川は花やイチゴなどいろい

ろものが生産されている所なの

で、もっと魅力をアピールしてい

けたらよいのではないかと思いま

す。そういうのを１回や２回で終

わりにしてしまうと、長く続ける

ことによって、いろいろな形がで

きると思います。 

梶原屋敷の跡とか、一之宮は少

人数で町外の方が遠くから、歴史

的なもの遺跡とか文化財を個人的

に見に来ている方が増えているの

です。 

しかし、町内の方がそういう動

きが見えない。ですから、観光協

会に少しハッパをかけますが、そ

ういう企画をぜひやって情報を発

信して、多くの町民の方に、町の

歴史、文化を知ってもらう、産業

のお花もそうです。 

縦貫道の北インターを下りる

と、看板をつくらせていただい

て、「湘南花の町寒川」と、神社

とか花の写真を一緒につけていま

すが、あれだけじゃ困るのです。

それを受けてどこへ行ったらよい

のというのが、なかなか分かりま

せん。駅前に観光協会の事務所が

構えられたので、そこへ寄る方も

増えてきているようですが、もっ

と観光協会そのものの活動を活発

にしてもらうように働きかけま

す。 

けるものと思っておりますので、

今後も引き続き、商工業者や農業

生産者に協力を求めながら継続的

に開催し、新たな魅力発見に繋が

るよう取り組んでまいります。 

また、縦貫道の北インターの看

板についても花や神社のPR だけ

でなく、その後の町内での回遊性

を高めていくことは必要なことだ

と感じております。そのために

も、観光協会と協力し、新たな観

光資源の発掘に繋がるような事業

を、町外だけでなく町内の方へも

積極的に周知してまいります。 

【予算措置の方向性】 

今後も事業費（予算）の確保に努

めていく。 

 

２．１０年後のわたし 

特別企画 若者・子育て世代編（寒川高等学校）【南部文化福祉会館２階 視聴覚室】 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

②【小出川について】公助 

川（小出川）の付近に柵がもっと

たくさん欲しいです。（子ども

が）危ないと思います。 

 

川の管理は、寒川町がしているの

ではないのです。川の管理は神奈

川県がやっているのですが、危な

いので柵があるとよいということ

ですね。分かりました。そちらも

伝えておきます。 

 

小出川の管理は神奈川県の藤沢

土木事務所で行っています。 

子どもたちが危ないと思う具体

的な場所（箇所）がありましたら

要望をあげていきますのでご連絡

お願いします。町職員についても

危険な場所がないか巡回いたしま

す。 
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【予算措置の方向性】 

特になし 

③【子どもの家について】公助 

子どもの家があったらいいと言

いましたが、うちにあったのは、

子どもの家の隣に畑があって、季

節が来たらその畑の人と協力し

て、サツマイモ掘りも体験でき

て、（寒川は）畑も田んぼも多い

し、そういう体験ができる機会も

あったらよいのではないかと思い

ます。 

（町民部長） 

寒川でもやっていないことはな

いのですが、情報がね。幼稚園と

か保育園は直接していますが、そ

れ以外にも一般に公募して、観光

協会でも収穫ウォークみたいなも

のをしています。 

 

小学生体験学習で、小学校1年

生～6年までを対象にさつまいも

作りを実施しており、毎年、定員

を超える申込みがあります。 

周知の方法としては、広報紙や

ＨＰ、情報紙「すきっぷ」に掲載

しているほか、町内の小学校の児

童全員にチラシを配布しておりま

す。 

（町長） 

 やはり、情報の発信の仕方で、

みなさんに伝わる情報じゃないと

困るわけですよ。 【予算措置の方向性】 

特になし  そういう子どもの家だったら、

子どもが行っていて目につくじゃ

ないですか。そういうイベントを

やるんですよという。その家の管

理をする人が口頭で言ったら分か

りますし、そういった情報網が欲

しいです。 

（町民部長） 

 小学校まで全員に情報を紙で渡

しているのですが、それ以外の芋

掘り体験みたいなのが、なかなか

年間を通じて事前に分かっていま

せん。収穫の時期も結構ずれたり

するので、情報発信が難しいとこ

ろもあるのかもしれませんが、で

きる限り情報発信の仕方を考えま

す。 

 

３．自分が住みたい町とは 

特別企画 若者・子育て世代編（文教大学）【文教大学湘南キャンパス４３０１】 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

④【ふるさと納税を通じた町の PR

方法について】公助 

全体が公園のようにとおっしゃ

っていましたが、そういった環境

づくりをしていくのが、これから

寒川町の魅力の一つになるのかと

思っています。 

また、花の町というのも、イン

ターの看板を見たことがあります

が、花と自然は関連づけやすいの

で、いいのかなと思います。 

 

ふるさと納税については、一般

的には食べるものや身につけるも

のの関心度が非常に高く、今まで

上位にあるのは大体、お肉やお酒

などの食品が多いです。その中で

寒川は花を出していますが、問題

は、花は季節感があるので、年間

を通してできません。 

ただ、やはり花のある生活とい

うのは、非常に潤いも出てきま

 

ふるさと納税には３つの大きな

意義があります。 

第一に、納税者が寄附先を選択

する制度であり、選択するからこ

そ、その使われ方を考えるきっか

けとなる制度であること。それ

は、税に対する意識が高まり、納

税の大切さを自分ごととしてとら

える貴重な機会とすること。 

第二に、生まれ故郷はもちろ
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しかし、私は、バイト先が寒川

町なので、週に２回か３回は必ず

寒川町に行きますが、その時に花

の町と言われていても、花を実感

すること 

がないなと思います。 

また、他に寒川町の特産や特徴

は何だろうと思ったときに、寒川

神社しか自分も出てこないなと思

いつつ、外部への今あるもののＰ

Ｒが弱いのかなと感じています。

そして、ふるさと納税に注目して

サイトを見させていただいた時に

初めて、トランポリンの施設等、

今まで知らなかったものを発見す

ることができた。そういった面か

ら、ふるさと納税のＰＲを強化し

て関連づけて、寒川のある魅力を

ＰＲするという形にしていくの

が、一つ手ではないのかなと思い

ました。例えば２０１５年にふる

さと納税の１位になった都城市の

特設サイトを見たことがあるので

すが、非常にＰＲがされていたの

で、そういったところが必要なの

ではないかなと思ったのですが、

どういうふうにお考えでしょう

か。 

す。部屋の中に花があるのとない

のでは全然、人間の感情も違って

くるので、そういったものをもっ

とＰＲしたいですが、それだけで

は弱いです。やはり、もっと身近

なもの。新しくつくるのではな

く、「あっ、こういうものもある

んだ」といったものの情報の見え

る化を、これからしていかなくて

はいけないなと思っています。 

皆さん、オーケーストアさんを

ご存じだと思いますが、日産工機

の北側に約１０万平米、広さにす

ると３万坪という非常に広大な面

積で物流の食品倉庫が建設中とな

っています。来年に 

動き出すと、県内のオーケースト

アさんに全部、配送する作業スペ

ースができ、そこで多くの食品も

取り扱われます。実はオーケース

トアさんへ、寒川のふるさと納税

の返戻品に加えさせ 

ていただきたいという相談に行

き、一応、了解をいただきました

ので、今、その品物の選定、選考

に当たっている段階です。 

そういう食品の基地ができるこ

とによって寒川の農業も、個人が

１,０００平米や２,０００平米とい

う小規 

模な農地ではなく、農業の集約を

図ることによって生産性を高める

といったことも、これから新しい

農業としてあるのかもしれませ

ん。 

もともと寒川は、農村地域だっ

たが、昭和３０年代後半から４０

年代に企業誘致を行い、相模川の

対岸にある平塚の飛び地が寒川側

にあったため、その土地を購入

ん、お世話になった地域に、これ

から応援したい地域へも力になれ

る制度であること。それは、人を

育て、自然を守る、地方の環境を

育む支援になります。 

第三に、自治体が国民に取組を

アピールすることでふるさと納税

を呼びかけ、自治体間の競争が進

むこと。それは、選んでもらうに

相応しい、地域のあり方をあらた

めて考えるきっかけへとつなげる

ものです。これらの意義を踏ま

え、町では、町の特産品である花

をはじめ、町内で製造や・販売し

ている品物を返礼品に設定し、平

成２７年１０月よりふるさと納税

を開始したところです。近年は、

ふるさと納税制度自体の認知度向

上から、利用者数も増加傾向にあ

りますので、制度を通じて全国 

の皆様に寒川町を知ってもらうた

めのきっかけ作りや知名度の向上

につなげていきたい考えです。 

今後もふるさと納税をひとつの

情報展開・発信ツールとして、町

内企業や地域の皆様にもご協力を

いただき、魅力ある返礼品を拡充

させるなど、より多くの皆様に知

ってもらい、選んでいただける町

となるよう、制度の充実を図って

いきたい考えです。 

 

【予算措置の方向性】 

町ふるさと納税の返礼品がより

充実したことをはじめ、全国的な

ふるさと納税制度自体の市場拡大

等もあり、事業費は拡大傾向にあ

る。今後も市場動向やニーズを踏

まえて、事業費（予算）の確保に

努めていく。 
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し、工業団地として整備したた

め、その当時は寒川も財政再建団

体に落ちました。 

ただ、すぐに企業が進出してき

まして、昔の日本鉱業であるＪＸ

金属やキリン、パスコ、河西、旭

ファイバー等の様々な企業も操業

して、まさに５０年を超える企業

が着々と事業展開しています。海

外転出もありますが、かなりそう

いった部分では、生産性を高めて

いくという状況もあり、寒川町

は、町内の企業に勤める方も非常

に多いですが、町外から町内企業

に勤めている方が多い。なので、

昼、夜の人口は、そんなに変わら

ないので、就業の場が町内にある

ということも、一つの強みになり

ます。なので、そういった意味で

生活のしやすさ。職住近接ではな

いですが、やはりそういう部分も

一つのメリットとして、これから

は出していかなくてはいけませ

ん。 

住んでよし、働いてよし、環境

がよしという部分で、そういう条

件が今まで当たり前のようにあり

ますが、それを見えるような形で

情報展開、発信をしたいと思って

おります。 

この地方創生も実質的には平成

２８年度から動き出しているよう

なものですので、まだまだこれか

ら展開をしていかなくてはいけな

いと思っています。その中でも、

やはり、ふるさと納税を通じて寒

川の情報をホームページあるいは

色々なツールに乗せて発信をして

いきたいと思っています。 
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⑤【会社見学の観光への活用につい

て】共済・公助 

寒川は工業地と聞いていました

が、それを知られていないと思う

ので、学習や観光の場に使えない

かなと思っています。例えば小・

中学生の頃に、職場体験に行きま

したが、そういう場を設ければ、

将来、小さい頃にそういう経験が

あった、だから働きたいと思うの

かなと思います。 

また、観光の面に繋げようとす

るなら、例えばカップヌードルミ

ュージアムのように、観光等の面

を持ち合わせている企業は何個か

あると思 

うので、観光地として強めて、他

の県の方も呼べるようにしたら、

もう少し人も集まっていいのでは

ないかなと思いました。 

 

まず、アピール不足なのでもっ

と魅力を知ってもらいます。やは

り手段なので、マーケティングあ

るいはタウンセールスの部分で、

町をイメージしたデザインやロゴ

を検討しています。非常にシンプ

ルで「あっ、寒川というのはこう

いうイメージなんだ」というもの

で、今日お見せできないのが残念

ですが、年内には、いずれお見せ

して、またご意見もいただこうか

と思っています。 

皆さんは意外と知らないと思い

ますが、寒川町には高座郡がつき

ますが、「高座郡」というのは非

常に由緒高いのです。神奈川県で

も中央の高座郡ですが、相模原か

ら相模線で南下してきて、茅ヶ

崎、藤沢、鎌倉の一部も含めたと

ころが旧の高座郡なので、非常に

広大なところ。他の地域は、みん

な市になってしまったので、寒川

だけが高座郡と名乗っています

が、そういう昔からの由緒ある名

前はある意味、町民としても田舎

というイメージではなく、逆にそ

れをプラスに転じなくてはいけな

いのかと思っています。 

やはり町というのは、もともと

住んでいる方の繋がりも深いの

で、新しい人が入りにくいという

意見もありますが、実際は逆に、

新しく入ってきた人が地域に入り

たがらないことも結構あります。

もともと私は寒川生まれで、昔か

ら地域の繋がりは弱くはないと思

いますが、新しい人を受け入れな

いといったような閉鎖的な地域で

はありません。 

 

寒川は製造業の町と言われてお

りますが、皆さんの身近にあるよ

うな製品では無く部品を作ってい

る企業が多く、社名を聞いても製

品を思い浮かべることができない

事業者が多い状況です。 

この様な中、町内の大企業では

多くの方に企業の取り組を知って

いただくために、夏祭りや工場の

開放デーなどといった地域貢献活

動に取り組んだり、工場の見学コ

ースを設定し小学生の見学の受け

入れなどを行い、企業のＰＲ活動

に取り組んでおります。 

町としても町内で何という会社

が、どんな製品を作っているのか

を把握する必要があり、現在、企

業訪問などを通じてその把握に努

めているところでございます。 

この取り組でわかったことは、

各企業の経営者は自社をPR する

ことの大切さを理解されているも

のの、その方法などで苦慮されて

いる状況があり、町としては、ま

ずはそういった企業に対し企業の

強みや魅力を発信出来るよう産業

まつりやホームページといった場

所や方法を提供するなどして周知

を図り、町内外の方に興味を持っ

ていただくことから始めてまいり

たいと取り組んでおります。 

【予算措置の方向性】 

今後も事業費（予算）の確保に努

めていく。 
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ただ、やはり今は社会的に、自

治会に加入しない人が増えてい

る。要は、わずらわしかったり、

何かの役が回ってきたりするの

で、変に地域との関わりを持たず

に、自分の家さえ自由であればと

なる。そういう考え方の人が少な

からずいらっしゃるということ

は、やはり昔から住んでいる自分

たちからすると、それは少し異質

だなと思っています。やはり知ら

ないところだからこそ、前からい

る方との連携、要は繋がりや絆的

なものをもっと深めてもらいたい

なと思っているので、そういった

ものを昔から住んでいる人たち

が、もっとオープンにしなくては

いけないと思います。 

これは家の構造にもあり、昔

は、隣との境はなかったが、今は

フェンスや塀などで、必ず自分の

家の区画をはっきり外形的にも明

示してしまっています。昔は子ど

もが隣の家に行くには前の道路は

通らず裏の私有地を通り、何軒先

にも行けましたが、今は１回表へ

出て正面からしか入れません。そ

ういうつくりも、地域の繋がりが

軽薄になってしまう一つの外形的

な要因があるのかなと私は思って

います。やはり、自己の所有地な

ので、きれいにしたい、あるいは

見知らぬ人を入れないということ

だと思います。昔は見知らぬ人が

いなかったから、オープンでもよ

かったが、最近は新しい人が増え

てくると、ある意味、昔から住ん

でいる 

方は警戒する部分があります。 

それは、こういったまちづくり
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懇談会を通して、もっと町の生活

形態そのものも少し変えていかな

くてはいけないのかなという思い

がします。 

ただ、やはり町は、今までは戦

争を知っている年代の方の発言力

がかなりあって、色々な役職も、

そういう方が多かった時代もあり

ましたが、年代が少し下がってき

ていることによって、意見も変わ

ってきている。若い人は人口的に

は、そんなに極端に増えてはいな

いですが、新しい人が本当に増え

ているので、ぜひ地域の繋がり、

前から住んでいる方が新しい方を

受け入れる、そういう行動にもっ

と移ってもらいたいなと私は思っ

ています。 

また、ゲームセンターなどの若

者が利用するアミューズメント施

設は、ボウリング場とその一角に

少しのゲームコーナーがあるが、

確かに少ないです。なので、寒川

は若い人が集まれる場は確かに少

ないとは思いますが、だから町並

みが意外と整って静かだというこ

とはその辺にあり、それが一つの

特徴かもしれません。 

さらに、交通手段の話が出まし

たが、確かに最終電車のことを考

えると不便さというのは感じると

思います。 

また、相模線は単線なので、

様々な促進会議を持ち、早く複線

化あるいは片側のところを両側に

とまれる島駅にしてほしいという

要望はしています。ＪＲは、利用

客が多くなったら複線にするとい

う考えを持っていますが、地元か

らすると、複線化にならないから
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利用客が増えないとなるので、や

はり考え方の違いがあります。そ

ういった点では、私鉄の相鉄線や

小田急線では、沿線開発して利用

客を自ら呼び込むために駅をつく

るという部分で、計画性が非常に

あります。 

東海道新幹線についても、もと

はＪＲなので、今ＪＲ東海さんは

リニア中央新幹線の整備に全力投

球しているので、新幹線の新駅を

つくるということは、リニアが実

際に走り、乗客がどう移って、今

の東海道新幹線にダイヤに余裕が

生まれればという、かなり先の見

込みです。その裏づけがなければ

具体的に動きません。ただし、行

動は毎年繰り返していますが、当

然その行動には地元や神奈川県内

の国会議員もいらっしゃるので、

在来線の相模線も、もっと連携を

密にして、これから取り組んでい

きたいと思っています。 

また、移動手段の利便性の向上

というのは、地域の活性化には非

常に重要な要素だと思っています

ので、引き続き、積極的に取り組

んでいきたいと思います。 

それからお祭りの参加というお

話もありましたが、この辺のお祭

りというと浜降祭がよくテレビで

も放映されますので一番皆さんご

存じかと思います。寒川でも駅前

公園で神輿まつりもやっています

が、それ以外に各地域でのお祭

り、昔の村祭りみたいな小規模な

ものは、まだ綿々と繋がっていま

す。 

町内は、意外と神社が多く、そ

の神社を中心とした地域のまとま
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りが非常にあり、そういう中では

非常に世代交流ができます。 

ただ、そこに参画していない人

は、その状況がわかりません。な

ので、地元の古い伝統の祭り、あ

るいは、そういう神社に関連する

行事に参加すると、地域の多くの

先輩たちとも交流ができるし、地

域を知る機会にもなります。皆さ

んも、いずれは地域の活動もされ

ると思いますが、そういう入り方

はとても入りやすいので、参考に

していただければなと思っていま

す。 

また、職場体験は寒川でも小学

生、中学生において実施していま

す。特に、キリンビバレッジの見

学コースは体験だけでなく、自分

でペットボトルをデザインしたも

のをつくれるので、寒川だけでは

なく県内の各小中学校からも、バ

スで見学に来ています。そのほ

か、寒川は自動車関連が多いが、

職種が一つに偏っていなく、鉄鋼

業あるいは食品関係、飲料関係な

ど、幅広い分野の事業所があるた

め、地元の小中学生は、よく社会

科の授業の一環として見に行かれ

ています。これはむしろ町の職員

が、町内の事業所がどんな業務を

担っているのかというのをもっと

知ってもらわないといけない一つ

の課題にもなっているので、研修

という名でやりたいと思っていま

す。ぜひ文教大の皆さんも寒川町

内の企業は見学を自由に受け入れ

てくれますし、企業さんとの懇談

をする場でも、もっと地元から会

社へ来てほしいというようなこと

は結構言われています。一般的に
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は大体、東京、横浜に就職し、結

果的に異動で寒川の工場へ来る、

事業所へ来るというようなパター

ンもあるようです。地元採用も当

然ながらやっていますので、これ

は企業さんも少し雇用の面でＰＲ

をしてほしいなと思ってはいま

す。 

 

４．まちづくりのために地域でできること 

特別企画 若者・子育て世代編（文教大学）【文教大学湘南キャンパス４３０１】 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

⑥【安心して子育てできる政策につ

いて】公助 

私は女性なので、主婦になった

気持ちで考えたのですが、寒川町

人口ビジョンの目標人口を達成す

るための転入等による人口減少の

改善のところは、核家族などを獲

得するためのものだと思ったので

すが、出生率の上昇は結構ピンポ

イントだなと思ったのですが、例

えば親子３人で越してきて、安心

して２人目を授かれるような政策

や手当などは寒川町さんではあり

ますか。 

 

国では働き方改革や女性の力を

もっと出していこうという動きが

あり、その動きは、寒川にすごく

顕著にあらわれていますが、やは

りそのためには、先程もお話があ

りましたが、保育環境です。町に

は、放課後、親が働いている場合

は、親が帰ってくるまでの間、小

学生が安心して過ごせるようにと

児童クラブがあります。以前は保

護者の方が指導者として交代で子

ども達の面倒を見ていたのです

が、お母さん自身も働くというこ

とや、法も整備されました。 

また、町内では新たにＮＰＯ法

人が 

立ち上がり支援員を雇用し子ども

たちの面倒をみて、保育環境を充

実していきましょうと。お母さん

たちには働く機会が与えられます

が、預かるには経費がかかるので

保育料を負担していただき進めて

おります。保護者、特にお母さん

たちが交代で子どもたちの面倒を

見ることは、私は寒川の一つの特

 

子育てに不安や悩みを抱える母

親達に対し、身近で気軽に利用で

きる支援拠点として子育て支援セ

ンターがあり、保育所、幼稚園等

の施設や地域の子育て情報を集約

し、利用相談に対し情報提供を行

う利用者支援事業を行っておりま

す。 

ファミリー・サポート・センタ

ー事業では「育児の支援を受けた

い人」と「育児の支援を行いたい

人」からなる会員組織で会員同士

が地域で進める相互援助活動の支

援を図っております。 

平成２９年度からは、小児医療

費助成事業について中学３年生

（１歳以上所得制限あり）まで対

象としております。また、子育て

支援課内に子育て世代包括センタ

ーを設置し、妊娠届出時から出

産・子育ての時期も含め、早期に

相談対応ができる体制をとってお

ります。 

 

  



13 

 

色で寒川らしいなと思ったのです

が、やはり働く必要性があるとい

う部分では、支援をせざるを得な

いのかなと思い、現状の形に切り

かえてはいます。 

出生率は、今は１.６ぐらいで、県

内でも高いほうにありますが、そ

れでも、２以上いかなければとて

も増えません。この２.０７という

のも、かなりきつい目標値です

が、そのためには、ここの２人

目、あるいはその次の子を産める

環境については、ある程度所得の

平成２９年１０月には寒川町初

の家庭的保育事業が開所されまし

た。 

また、平成３０年４月には認定

こども園が開所されました。 

今年度６月には寒川町初の小規

模保育事業が開所されました。 

これからも保育環境を整備し、

安心してお子さんを預かることが

できる環境を整えていきます。 
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部分もあります。それは当然なが

ら、行政だけではなく企業、ある

いは国策として、その辺も上げて

いかなくてはいけないと思いま

す。 

ただ、町としてできることは子

ども 

の受け入れです。次の子ができ

て、まだ小さく上の子を見られな

い場合は、子育ての保育スペース

の確保やファミリー・サポート・

センターという所もありますが、

そこでは一時預かり的なこともや

ってくれる部分もあります。寒川

だからできる細かい保育環境、そ

ういったものも今つくってやって

いるところです。 

ただ、やはり、だんだん新しい

人が増えてくると、その需要も非

常に高まってきているので、いず

れはその辺も 

今の保育園をもっと広げる部分も

ありますが、認定こども園ができ

ることもあって、若干、間口が広

がってきたなという部分もありま

すので、ぜひ、この２.０７に極力

近づけたいなと思ってはいます。 

やはり子育ては、保育の場と働

く場が近いところにあれば、一番

いいなと思っていますので、そう

いった部分では、先ほどオーケー

ストアの話もしましたし、新たな

商業施設もできている部分で、非

常に町内でも雇用の場というのは

結構増えてはいます。そういう場

をどんどん活用していただいて、

出生率の上昇に寄与してもらえれ

ばなと思っています。 

【予算措置の方向性】 

特になし 
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５．その他 

〈環境・施設関係〉 

第２１回【北部懇談会の内容（北部文化福祉会館）】 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

⑦【ちびっこ広場について】公助 

子どものことに関心があります

が、ちびっこ広場ってあります

ね。あの近隣の人にボールが当た

ったりして迷惑になるのでしょう

が、あそこに野球はやってはいけ

ません、サッカーやってはいけま

せんという看板が、ちびっこ広場

のいろいろなところに出ているの

です。今の子どもたちは、道路で

も遊べない現状。ああいう公園で

しか遊べない現状で、野球はやっ

てはいけませんじゃ、ただ立って

いればいいのかと。極端な話、あ

れは何とかならないでしょうか。 

子どもについて未来像を町でも

掲げていらっしゃると思うのです

が、一番の原点は子どもが元気よ

く遊べる場をつくることではない

でしょうか。 

 

確かに、昔は子どもが自分たち

で遊び場を確保し、そこでいろい

ろ遊びをやりましたが、今はそう

いう状況がないですね。 

ですから、公園なり広場という

場所でしか子どもたちは動きが取

れない。そういう部分では、例え

ば野球はグラウンドがあります。

川沿いに行けば倉見もあります

し、川とのふれあい公園、田端も

ありますが、そこへ行かなければ

できません。 

 

ちびっ子広場は住宅街に隣接し

ているため、サッカーや野球など

堅いボールを使用した遊びは禁止

しています。 

現在、設置している看板につい

ては､利用する人が気持ちよく使っ

ていただけるような表現に順次変

更していきます。 

【予算措置の方向性】 

特になし 

 

第２１回【南部の懇談会（南部文化福祉会館）】 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

⑧【資源物置き場の設置や管理につ

いて】公助 

資源物置き場ですが、今大曲で

差し迫った問題が発生していま

す。資源物置き場が今まで５カ所

あったのですが、その内の１カ所

が歩道上に置かれていながら、接

する所は会社が持っていた土地だ

ったのです。そこのご厚意で置か

せてもらっていたのですが、それ

が住宅開発にかかって不動産屋さ

 

町は戸別収集をやっていません

から、可燃ごみの集積所、あるい

は資源物の集積所、当然資源物の

集積所は広いです。 

そういった部分では、可燃ごみ

は近所の方のお話し合いの中で設

置位置を決めていただく。そこで

町が確認するようなことになりま

すが、資源物の場合は町が絡んで

いないと難しいと思うのです。い

 

可燃ごみの集積所については、

設置に関しては自治会長と地区の

衛生指導員の了承を得て行ってい

ます。管理に関しては利用者の

方々にお願いをしています。 

資源物集積所は、同じく自治会

長と衛生指導員の了承のもと設置

をしており、管理については地域

の自治会、町内会を中心にお願い

している状況であります。 
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んに渡ってしまい、不動産屋さん

が現状を見た時に条件を示して契

約をされるらしいのですが、この

状況だと絶対に土地が売れない。

これだけはどかしてほしいと町に

も要請が来たのです。環境課か

ら、私に連絡が来て調整をしたの

ですが、なかなか移す場所もない

状況にあるみたいで、基本的には

通常の可燃ごみの収集は週２回。

これはどこが管理して、どこが設

置者なのかという基本的な確認な

のですが、それと比較して、資源

物はどのように考えられるのか。

設置や管理は、自治会がするのか

町がするのか。この基本的なこと

だけ、お伺いしたいのですが。 

ろいろ土地の所有者の方、あるい

は集積範囲がありますから、あま

り離れてはいけませんし、といっ

て交通の障害になってもいけま 

せん。その辺で、やはり協力を得

るには行政で地域の方あるいは自

治会の方に委ねています。 

特に新規の設置や、移設につい

ては、町としてもできる限り協力

をさせていただきますが、やはり

近隣の理解を得ることなどが重要

なため、自治会や町内会を中心と

した設置、管理をお願いしており

ます。 

今回の件については、町は開発

業者と自治会の間に入り、置き場

移転の猶予期間の交渉を行うとと

もに、自治会が希望する候補地周

辺の地権者や境界の確認などを行

いました。８月の資源物回収から

新たな場所に移転が完了しており

ます。 

【予算措置の方向性】 

特になし 

 

〈災害関係〉 

第２１回【南部懇談会の内容（南部文化福祉会館） 

参加者 町民部長 懇談後の経過・結果等確認事項 

⑨【防災訓練について】公助 

寒川中学校で２年生の校外の環

境浄化をさせていただいていま

す。先日も、子どもたちが夏休み

に入りますので、薬物とか、お店

が夜何時までやっているか勉強し

ています。 

今国際情勢がかなり厳しく、北朝

鮮のミサイルが今年に入って１２

発。寒川町も首都圏にあり、やは

り万が一があってはいけないの

で。日本の近海、男鹿半島とか、

ああいうところに着弾して、やは

り厚木基地、座間基地に近い所で

生命と財産が一瞬にしてなくなっ

てしまうことなので、いろんな教

育とか、これから取り組んでいく

課題もあると思いますが、国と地

 

それは我々の生活の基本ですか

ら、まず生きていないことにはど

うにもならないので、命を脅かさ

れるという状況もあります。今日

のニュースですと、ハワイでもマ

ニュアルをつくり１１月には訓練

するなんて話もありましたので、

県でも寒川町が一自治体だけで訓

練するという状況はなかなかあり

えないかもしれません。広域でや

らないと、どちらにどのような手

段で避難するのかということもあ

ると思いますので。 

 

町では、平成16 年9 月に施行

された「武力攻撃事態における国

民の保護のための措置に関する法

律（国民保護法）」に基づき、平

成18 年に「寒川町国民保護計

画」を策定いたしました。 

また、昨今の緊迫した国際情勢

を踏まえ、皆様にわかりやすい形

で、国民保護に関して、概要や事

例、皆さんにとっていただきたい

行動をとりまとめた、リーフレッ

トを作成し、各種イベントや地域

の防災訓練等で配付し周知を行っ

ているところでございます。しか

しながら、住民の皆さんへの周知

は、未だ不十分と考えていますの

で、頻度を増やすことや手法を検
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方自治体が連携し、まずはミサイ

ルが飛んできた時には、Ｊアラー

トが流れますが、どうしたらよい

のかは、高齢者が多いのでインタ

ーネットとかは、パソコンが家に

なかったり、スマートフォンもど

のように扱ってよいのかとか、分

からない所もあると理解してい

て、このような国民保護という寒

川町独自のものを出すことは素晴

らしいと思いますが、まだまだ浸

透できていないと感じています。

例えば、着弾した時に床に伏せる

とか、光に目を向けないとか、ち

ょっとしたことを知っているだけ

でも、全然方向性が変わってくる

ので、そういった皆さんの生命と

財産を守ることは、国としての使

命でもありますし、町としても徹

底してやっていただけるよう、改

めてお願いしたいと思います。 

討し、十分な周知が出来るように

していきたいと考えております。 

情報提供手段に関しては、有事の

際、Ｊアラートを介して、防災行

政用無線やメール配信等、各種手

法を用いて、町民の皆様への告知

をさせていただくこととなります

が、ご指摘の高齢者等、スマホや

パソコンが使用できない方への配

慮については、防災行政無線テレ

フォンサービスやＪ：ｃｏｍの再

告知システムを導入しているとこ

ろでございますが、このシステム

の使用の認知度も不十分と考えま

すので、更なる周知を行って参り

ます。 

また、避難施設（シェルター

等）を設置等のハード面整備は、

ご指摘のとおり中々困難でもあり

ますので、必要最低限自分自身・

家族の生命を守るためのルールや

何が必要かを、先述したリーフレ

ット等を活用して、自主防災組織

訓練や講習会の機会を設ける等、

さらには避難訓練が実施出来るよ

う検討していきたいと考えており

ます。 

【予算措置の方向性】 

特になし 

 

〈その他〉 

第２１回【南部懇談会の内容（南部文化福祉会館）】 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

⑩【空き家について】公助 

空き家が非常に増えています。

町はそれに対してどのような対策

を取っていますか。１人で住んで

いて亡くなった方が、もう４～５

件あります。自治会としても、ど

 

 確かに増えては来ています。そ

んなに目立って増えてはいません

が、現実、空き家や空き店舗もあ

ります。例えば、転出・転入があ

るわけですが、転出される場合、

 

空き家は長期間放置されること

があるため、老朽化した建物の倒

壊等の防災上の問題、敷地内の雑

草繁茂、不法投棄等による衛生的

な問題、枯草による火災、また、
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う対処していいか分かりません。

そういうのに町でどのような対策

を取ったらよいか。 

家をお持ちでしたかと問い合わせ

をしています。その後の処理はど

うされますかと。 

不審者の侵入、不法滞在等防犯上

の問題があると認識しておりま

す。 

平成２９年度より窓口を都市計

画課に一本化し、住民の方からの

問い合わせがあった場合には、関

係各課と調整し速やかに現地確認

をし、所有者に対処していただく

よう連絡しております。 

また、今年度につきましては、

町内全域において空き家の実態調

査（現地調査、所有者意向調査

等）を実施する予定です。 

 それと、１人で住んでいて亡くな

ってしまう、という家が結構近所に

増えています。 

当然、相続人の方もいらっしゃる

と思いますが、こちらへ移り住まな

いで、家だけが残ってしまっていま

す。 

 雑草が生えて、近所の人が草むし

りたいと、そういう負担も増え続け

ています。 

基本的には、相続されて、所有

者の方がどのような形でいるかを

把握しなければいけないと思いま

すが、管理は個人の所有物ですか

ら町がどうこうできません。例え

ば、明らかに危険な状態の場合

は、行政側で手を加える部分はあ

るかと思います。当然、そのかか

った経費は土地や建物の所有者の

方に請求が行きます。 

【予算措置の方向性】 

平成３０年度実態調査、平成３１

年度計画策定。 
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⑪【学力について】公助 

寒川の小中学校の学力検査が、

大分低いという話を聞いて、実際

に寒川生まれ寒川育ちで寒川に家

を建てて住んでいた人が、学力が

だめだからと、寒川に家があるの

に売り払って、横浜に引っ越した

人がいます。それを聞いて唖然と

しましたが、実際にどの程度低い

のか。安全・安心という標語で寒

川の町を経営しているのですが、

事件や事故以外にも、安心して学

校へ行かせて、中学を卒業すると

今度はもっと高いところと競争し

なくてはいけないわけですよね。

ですから、そのレベルまで寒川の

学校も生徒を上げてあげないとい

けないと思うのです。そういうこ

とがないから、寒川の教育レベル

がだめだと、若い人が引っ越して

しまうのですよね。そういうこと

があると、これから若い人が住ま

ないで、逆に出ていく人がいる

と、大変なわけです。人口減少に

歯止めをかけようというのに、逆

現象が起こって。インターネット

で、茅ケ崎は教育委員会で神奈川

県に比べて何パーセント学力が落

ちているという統計が出ています

ね。寒川は出ているのか分かりま

せんが、教育委員会で出していま

すか。 

 

インターネットではないかと思

いますが、出しています。 

学力の向上は、どこの自治体で

も高いに超したことはないし、今

よりもっと上げなくてはいけませ

ん。先ほども説明させていただき

ましたが、基本目標の３点目に、

子育てしやすい環境とそのための

学力の向上で、町もかなり重点的

に取り組んでいます。小中学校の

教員の方が非常に若い方になって

いると、経験の浅い方が配置をさ

れているのもあって、そのために

サポートが必要だと、今補助教員

複数でクラスを見るという取り組

みをしているところです。 

その他に、家庭学習の手引きと

いうものも、中学３年生まで全部

の学年、全生徒に配り、家でもこ

のような学習の目安を、基本にし

ていただき、それを参考に配った

りしています。もちろん、学力は

私も向上させなくてはいけないと

思います。教育長も議会のいろい

ろな質問の中で、学力の向上は第

一に言われます。そのための取り

組みは、力を入れていきたいと思

っています。 

 

全国学力・学習状況調査につい

ては、寒川町でも結果とともにそ

の分析を寒川町のホームページで

公表しています。平成２１年度、

平成２５年度からは毎年、調査結

果の現状と課題、また、改善への

手立てや取り組みについて載せて

います。 

平成２８年度については、その

分析で明らかになった課題をもと

に「家庭学習の手引き」を作成

し、平成２９年度４月に町内全て

の小・中学生に配布しました。手

引きには、その学年で身につけた

いことや義務教育の９年間を見す

えた学習内容について書かれてお

り、インターネットで学習できる

e-ライブラリでの学習の仕方も盛

り込んだものとなっています。 

平成２９年度についても、これ

まで以上にしっかりと結果に向き

合い、町民の皆さまにも読みやす

いものにしました。まだまだ改善

すべき部分はありますが、これま

での学校、家庭での取り組みの成

果についてご理解いただける内容

となっています。この結果分析を

もとに、教育委員会、学校、家

庭、広くは町民の皆様とともに学

力向上についての取り組みを推進

してまいります。 

【予算措置の方向性】 

特になし 

 

 


