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平成２６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    

  「みんなで考えよう！地域の子育て」 

    見守りボランティア・子どもの体験教室・子どもと一緒にやる地域のお祭りなど 

 

   「もっと活かそう！高齢者パワー」 

     ボランティア活動・趣味を活かした教室・世代間交流など 

 

 

 

２．開催日及び時間・会場 

 

【第１１回】 

（１）倉見地域集会所  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（２４名）、女性（１４名）、計（３８名） 

 

 

【特別企画 まちづくりフォーラム～夢いっぱい絆づくりのつどい～】 

   ８月９日 寒川総合体育館多目的室  午前１０時～正午 

○参加者数：計６４名（パネラーの中学生：１４名、観覧者：４４名、町関係者：６名） 

 

 

【第１２回】 

（１）８月２０日 倉見地域集会所  午後７時～８時３０分 

（２）８月２１日 大蔵地域集会所  午後７時～８時３０分 

（３）８月２２日 筒井地域集会所  午後７時～８時３０分 

○参加者数：男性（２９名）、女性（１１名）、計（４０名） 

 

全会場  

５月１８日 
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【第１３回】 

（１）倉見地域集会所  午前１１時４５分～午後０時４５分 

（２）中瀬地域集会所  午後１時～２時３０分 

（３）田端地域集会所  午後３時３０分～５時 

○参加者数：男性（７２名）、女性（４７名）、計（１１９名） 

 

 

【特別企画 団体訪問編 ～老人クラブを訪問～】 

 ２月４日（水） 寒川健康管理センター２階会議室  午前９時～１０時３０分 

○参加者数：男性（１９名）、女性（７名）、計（２６名） 

 

 

【第１４回】 

（１）宮山地域集会所  午前９時３０分～午前１１時 

（２）小谷地域集会所  午後１時～２時３０分 

（３）大曲地域集会所  午後３時３０分～５時 

○参加者数：男性（３５名）、女性（２９名）、計（６４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.地域の子育て…＜Ｐ４上段～Ｐ７中段＞ 

    ①子どもと地域の交流について     ②ハートの家について 

    ③見守り活動の際の腕章等・ボランティアの申込みについて 

    ④防犯ブザー等について        ⑤インクルーシブ教育について 

    ⑥学童に入りきらなかった子どもの対応について 

   

 

２.高齢者パワー…＜Ｐ７下段＞ 

    ⑦朝のおはようボランティア       ⑧地域と子どもが交流出来る講座について 

 

 

３.その他（地域活動関係、環境・施設関係、災害関係、その他）…＜Ｐ８上段～Ｐ１９＞ 

地域活動関係 

    ⑨地域活動の周知方法について    ⑩余裕教室の開放について 

    ⑪町内第運動会            ⑫自治会への加入について 

    ⑬町職員の退職後の地域参加について 

 

 

全会場 

１０月２６日  

全会場 

２月１５日 
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環境・施設関係 

    ⑭ごみの収集場所の掃除について    ⑮さがみ縦貫道の高架下利用について 

    ⑯交番について            ⑰農道舗装について 

    ⑱施設の借り方について        ⑲子どもの教育環境について 

    ⑳矢島公園の取扱等について      ㉑植栽対の整備について 

    ㉒コミュニティバス・公園のトイレについて 

 

 

災害関係 

   ㉓災害時の行政の対応について     ㉔災害時の連絡方法について 

㉕台風の影響に係る河川についての県への要望及び冠水被害について 

㉖雨水対策について          ㉗防災マップについて 

㉘土嚢の代用品について        ㉙災害のルール分け・農業用水路の改修について 

㉚台風時の対応について        ㉛台風の事前対策について 

㉜河川の氾濫時の対応について     ㉝災害対策について 

㉞冠水の対策について 

 

 

 

その他 

   ㉟人間ドック費用の補助について     ㊱学童の運営について 

   ㊲町内３中学校合同文化祭        ㊳敬老会での対応について 

   ㊴ホームページについて        ㊵建て売りの広告について 
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１.地域の子育て 

第１１回【北部懇談会の内容（倉見地域集会所）】 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

①【子どもと地域の交流について】 
共助・公

助  
私が小さい時に住んでいた山形で
は、子ども会と地域で農家の方と芋
掘りや稲刈りを行う交流があった。
収穫の喜びや、自ら収穫したものを
その場で食べて販売するので子ど
もは農業体験ができ、教える側は世
代間交流にも繋がるので、良い体験
だと思う。 

 

自分達が日頃食べているものがどの
ようにして収穫まで得られるのか体
験する事は、子どもの経験としては非
常に貴重なものになっていくと思う。
農家の方にご協力いただきながら実
施する事も一つの提案だと思うので、
農家の方にお話を投げかけしてみた
いと思う。 

 
小学生を対象にさつまいも作りを実
施しているが、家族の方も一緒に体験
することが出来る。農家の方の協力で
土地を借り、ボランティアの協力を得
て、苗植え、草刈り、収穫と年３回、
子どもには関わって頂いている。 

 また、寒川高校南側の遊休農地を活
用し、未就学児童を対象に農業体験と
して、さつまいもの苗植・収穫体験を
行っている。さらに、ＪＡさがみ寒川
営農センターにおいて、「親子で土い
じり寄せうえ体験」を小学生と保護者
を対象に行っている。 

【予算措置の方向性】 
現状維持。 

 

 

第１１回【南部懇談会の内容（筒井地域集会所）】 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

②【ハートの家について】 
共助・公助 

ハートの家は一度登録したら永久
だと、その方が高齢になり、もし子
どもが「助けて」と飛び込んで来た
時に対応出来ない可能性があるの
で、年に一回ふさわしいかどうか点
検をして頂きたい。継続的なもの
は、行政も関わり進めて頂ければ事
も進んでいくと思う。ハートの家・
自転車パトロール隊は、各学校の単
位ＰＴＡの話。ＰＴＡ連絡協議会自
体が単年度なので、なかなか繰り越
した議論にならない。 

 

それは確認必要。行政というか、教育
委員会の方で関わっていくと思う。Ｐ
ＴＡ連絡協議会というよりも、ぜひみ
なさんで協議をして頂いた方が良い
と思う。 

 
ハートの家は、町ＰＴＡ連絡協議会が
行っている。１０月１日に開催された
平成２６年度寒川町ＰＴＡ連絡協議
会理事会において、定期的な点検等の
管理方法について再度検討いただく
ようお願いをした。 

【予算措置の方向性】 
特になし。 

 
 
第１４回【北部懇談会の内容（宮山地域集会所）】 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

③【見守り活動の際の腕章等・ボランティ
アの申込みについて】  公助 
街頭に立って子ども達の安全を守るため
には腕章か何か必要ではないか。また見守
りボランティアの申込みや詳細を尋ねる
には、どこで聞いたら良いのか。何もつけ
ないで車に注意等をするとなると、運転手
から反感を買う可能性がある。腕章等をつ
けていれば、注意しないといけないという
感覚を運転手も持つと思う。そういう点
で、何もつけないで子どもを見守るという
のはどうなのか。 

 
具体的にどういう活動をされて
いるのか。小谷の見守り隊は外か
ら見てわかるようにしているが、
各地域により異なり、特段何もつ
けていない方も居る。交差点に定
期的に立っていればわかるが、確
かに見守りという目印がないと
子ども大人もわからない。腕章や
帽子等、どういう形のものがいい
か、それは町で考える。 
 
＜協働文化推進課長＞ 
ボランティアの登録については、
協働文化推進課が担当となる。見
守り活動は協働文化推進課の防

 
町民ボランティア団体等登録制
度に登録している団体に対して、
見守り活動などをおこなう際に
「防犯パトロール」というタスキ
を無償で貸し出すことは、可能で
ある。また、タスキでの対応をし
ているので、新たにベストなどを
購入することは考えていない。 
【予算措置の方向性】 
特になし。 
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犯の関係もあるので、腕章やベス
ト等も制度の中で叶えば警察と
調整し、そうした団体だと認めら
れれば支給も可能かと思う。 
 
＜町長＞ 
町としても考えても良いのでは
ないか。警察警察と言うと県警の
方もなかなか難しい手続きにな
ってしまう。町には町民ボランテ
ィア団体等登録制度があるが、登
録されていて活動をしようとい
う時に、では自由に活動をという
のもなかなか難しいと思う。識別
が出来、活動しやすい様に腕章な
りベスト等について町の方も考
える。 

 
 
第１４回【中部懇談会の内容（小谷地域集会所）】 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

④【防犯ブザー等について】  公助 
見守り隊の方が下校時等に立っていただ
いて、あいさつを私もよく旗当番で回る
が、高学年になればなるほどあいさつをし
ない子が増える。見守り隊の方々の高齢化
が進み、いざ連れ去り事件が起こった時
に、近くに助けを求めることができるの
か、疑問に思う。防犯ブザー音が聞こえれ
ば、何か起こっていると気がつくと思うの
で、来年度見守り隊の方が決まったら学校
に負担をしていただいて、見守り隊にも防
犯ブザーを持って頂きたい。週に１回でも
小学生が防犯ブザーを持っているのか、い
ざという時に鳴らせるのか等の確認を担
任の先生にもチェックしていただきたい。
他にも例えば男の先生等に対して小学校
６年生の男の子がどこまで戦えるのかと
いう防犯教室のようなものを学校で行い、
意識の改革をしてほしいと思う。 
 

 
数多くのご意見ありがとうござ
います。担当で内容を控えている
ので、意見の内容を踏まえて改善
したいと思う。各学校の先生はあ
いさつをしようということでや
っているが、家庭でも、知らない
人に話してはいけないと言われ
ているのかもしれない。本当はあ
いさつは交わして欲しいし、地域
の方達もみんな子ども達を見守
っているよ、これが最善の状況だ
と思う。 
今制度設計している最中だが、

地域の方から提案された事業に
ついて、町側としても発足当時、
数年は準備にかかる部分があれ
ば支援しましょうという考え方
もやっているので、そういった内
容も踏まえて、より子ども・子育
て支援法ができたから安心では
なく、法律に沿って地域で何をや
るか。やはりそれは町としての自
治体の責任もあるが、自治体の責
任だけでことが終わるのではな
い。みなさんの協力を得て初めて
効果が出るので、それには企業も
そうだが様々な立場で、自分はこ
ういう協力ができるというよう
に、どんどん声を上げて頂きた
い。 

 
防犯ブザーの所持確認は各学年
で実施しており、ここ数年で６年
間の所持率が向上している。防犯
教室は、各学校において数年に一
度実施している。見守り隊の方の
防犯ブザー所持については、多様
な観点から検討する。 

【予算措置の方向性】 
未定。 

⑤【インクルーシブ教育について】 
公助 

インクルーシブ教育についてどう考えて
いるか聞きたい。茅ヶ崎で育児教育の研修
に参加して、国もそうだが、神奈川県の教
育委員会もそういう取り組みをされてい
ると伺ってきた。私の子どもは車椅子で身
体障がいや知的な遅れもあるが、地域で育

 

今、様々な要因を持った生徒が居
て、今障がいという言葉をいただ
いたが、基本的には通常学級で一
緒に学ぶ、そのことによって障が
いのある子もない子も、障がいに
対する接点ができる。障がいを排
除することは、当然考えていな

 

寒川町では、特別支援教育を大切
に考えており、保護者及び子ども
さんのニーズに基づき、特別支援
学級の開設を準備してきている。
現在、南小学校以外の小・中学校
７校において開設している状況。
今後、南小学校校区においても、
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てたいと考えている。小谷小には支援級が
なかったので、旭小の支援級に行ってくれ
ませんかと教育委員会から話があった。で
も、私も主人も地域で育てたいという強い
希望を持って教育委員会にも小谷小学校
にどうしても入りたいとお願いをして叶
った経緯がある。通う前には色んな不安、
心配なことはあったが、実際、子どもはと
ても頭が柔らかいというか受け入れてく
れて、友達も仲良くしてくれ、本人も周り
の友達を良く見ている子なので、真似をし
て字を書けるようになったり、漢字も覚え
て帰ってきたりしている。親としても、こ
んなことできるようになったんだとびっ
くりする位の成長を見せてくれた。支援級
があることはだめとは思っているわけで
はなく、障がい特性に応じて、安心して勉
強できるのであれば必要な場所としてあ
るべきと思うが、支援級が障がい者だから
行く所という風にはなってほしくない。支
援級が出来るまでの１年間特別に通常級
でという形だったため、来年は無理ですと
いう感じで、環境を変えたくないという希
望はなかなか通らなかった。町にもふれあ
い教育支援員や障害児介助員と特別支援
学級補助員という町の制度があるが、通常
級の障がい児をサポートできるシステム
はない。それについても、どのようにお考
えかということをお伺いしたい。 

い。ただ、特別支援学級に入るか、
通常学級でやれるか、その辺の判
断というのは教育委員会の方で
判断される。無理矢理、障がいが
あること故に支援学級に入れる
ことは私は基本的にはそういう
考えには賛成していない。 

リサーチを重ね、対応していく予
定。また、今日、インクルーシブ
教育の重要性が叫ばれており、寒
川町においても、そのために必要
なことは何かについて、議論を重
ねている状況。特別支援学級に１
００％居て、教育を受けるという
形もあり得るが、子どもの状況や
保護者・子どもの思いや願いに寄
り添いながら、交流という形での
通常学級を活動の場とした教育
の展開を今後とも、追求してまい
りたいと思う。また、教育は、常
に「対話」が重要。子どもたちは
もちろんのこと、保護者や町民の
皆様と学校、教育委員会関係者が
対話を通して、子どもたちの健や
かな成長をめざしていきたいと
思う。 
【予算措置の方向性】 
小谷小学校へ特別支援学級を
開設し、補助員１名配置した。 

 

確かに無理矢理ではないが、今ふれあい教
育支援員さんがクラスに１人入っていた
だいて、車椅子の子なのでトイレの時や階
段を伴う移動、そういう所ではサポートし
ていただいて、担任の先生もふれあい教育
支援員さんが居てくれたから他の子と同
じように接することができたと言ってい
た。そのままの環境で２年生に上がりたい
という希望があったが、無理ですよと言わ
れた。とにかく、通常級に行っても良いで
すよ、でも、人はつきませんと言われる。
うちの子の場合はそれでも良いですとは
言い切れない。やはりサポートしてくださ
る方が居てくれたからこそ楽しく１年間
過ごせたと思うので。 

 

わかりました。その話を受けて、
お答えをお返しする。 

 

 

 

第１４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 

⑥【学童に入りきらなかった子ども
の対応について】      公助 
先程の方とはまた別に私の区域で、
学童保育から溢れてしまったという
相談があった。働きたくても預け先
がないという方が結構居て、南小学
校では多分２０人以上溢れてしまっ
ていると思う。もしどこかで補充が
できるのであれば人数を増やすの
か、あるいはもう少し学童とは違っ
たところで遊ばせる場所をとっても

 

学童クラブについては、今までは保
護者会にお願いをしていたが、やは
り役員の方の負担が大きく、保護者
の方自身も働く機会をという話の中
で、新年度、４月以降だが新しい団
体に委託する方向で予算も計上して
いる。今まで保護者会の負担になっ
ていたのは、入所判定までを保護者
がやっていて非常に精神的にも負担
であったよう。また、入りきれない

 

南小学校については、本年度２０数
名の待機児童が出てしまった。南小
学校区星の子クラブは、夏休みのみ
だが、待機児童も受け入れるよう現
在調整している。 
また、平成２７年度に南小学校敷

地内に７０人定員の専用施設を建設
する。 
また、遊び場として週３回、学校の
授業日にふれあい塾も行っている。
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らえる等、何かできないか。 
 

という心配も確かにあるが、南小学
校で新しく作るクラブはかなり定員
を増やして建設するので十分入れる
と思うが、仮に定員オーバーでこの
クラブでは無理という部分もある。
今、放課後子ども総合プランの中で
は学校の施設の徹底活用の方向性を
示している。今まで教育委員会は教
育の場だということで守りが堅くて
だめだったが、これからはそうは言
っていられない。やはり子育て家庭
が希望する子どもの育てる環境を与
えていくのが大前提で、学校側もそ
れに対応しなさいという部分でかな
り柔軟な対応ができると思う。４月
から出来ますとは言えないが、教育
委員会と調整していく。平成２７年
度からは法律が変わるのでそれに合
わせた制度を検討しないといけな
い。 

４月から９月までは１７時まで、１
０月から翌年３月は１６時３０分ま
で体育館で遊ぶことが出来るので利
用していただきたいと思う。 

【予算措置の方向性】 
平成２７年度に南小学校区の児童
クラブ専用施設建設費を計上済
み。 

 
平成２７年度からはすぐできるの
か。今溢れている子はその方向にで
きると言って良いのか。 

 

４月から出来ますとは言えない。教
育委員会と調整していく。平成２７
年度からは法律が変わるのでそれに
合わせた制度を検討しないといけな
い。 

 

 

 

２．高齢者パワー 

第１１回【北部懇談会の内容（倉見地域集会所）】 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

⑦【朝のおはようボランティア】 
共助・公助  

私は、５年位前から朝のおはようボ
ランティアをやっているので、子ど
も達と地域で繋がることが出来る。
組織化は難しいかもしれないが、朝
の子ども達との繋がり等、簡単なこ
とを通して地域が活性化すること
はたくさんあるのではと思う。 

 

登校時に家の外に出て、子どもの顔が
見える所で見守って頂きたい。子ども
が地域で見守られていると感じれば、
地域に対する思いも変わっていくと
思う。全町的に寒川の朝の風物詩に
し、寒川ではよくそういう風景が見ら
れるように、是非していきたい。町や
学校からもお伝えしていきたい。 

 
各小・中学校では、あいさつの重要性
を様々な角度から教えているところ。
学校のあいさつ運動の推進と併せて、
地域でのあいさつについても呼びか
け、各学校による創意工夫のあるあい
さつ運動が実施された。今後とも、あ
いさつの大切さと地域参加について
啓発していきたい。 

【予算措置の方向性】 
特になし。 

⑧【地域と子どもが交流出来る講座
について】       共助・公
助  
３年程前から、旭が丘・寒川中学校
等で、「社会人に聞こう」という講
座がある。３０代～高齢者まで居る
ので、その場で世代間交流が出来
る。ただ、それをやるのは１人の先
生なので、その先生が他の学校に異
動するとなくなってしまうので、町
の方でそういう講座を作っていく
のも良いのではないか。 

 

地域の先生については、教育委員会全
体として各地域に声をかけて頂きた
いということで、校外指導員の方やＰ
ＴＡを含め、人材募集して頂きたいと
いうお話をして全町的にやっている。
特定の先生も、後継を作らないと持続
性がなくなってしまう。個人が呼びか
け・企画するのではなく、学校・地域・
町としてそういった仕組みを作って
いかなければいけないのかと思う。 

 
「地域のせんせい」の取り組みは、各
小・中学校の教育課程の特色を生かす
形で進んでおり、定着してきている。
一方、各学校の特色をもっと交流さ
せ、良い所を取り入れ、いっそう各校
の良さを伸ばすよう取り組んで行き
たい。 

【予算措置の方向性】 
地域のせんせいふれあい推進事業と
して平成２４年度より予算計上して
いるが、今後も同様の予算計上を継続
させながら、内容の充実を図る。 
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３．その他 

＜地域活動関係＞ 

第１１回【北部懇談会の内容（倉見地域集会所）】 
参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

⑨【地域活動の周知方法について】 
共助・公助  

祭などを開催している様子の写真
を広報に載せ、アピールをするのも
ありかと思う。それが刺激になり、
他の地域でも「同じことをやってみ
よう」という広がりが出てくるかも
知れない。ツイッターや町ホームペ
ージ等のデジタル系で発信したら
いいのではないかと思う。 

 

各地域の情報をみなさんに共有して
もらうために、地域の特徴ある活動を
広報、町ホームページ、自治会だより
等でお知らせする機会を考えていき
たいので、情報を出して頂くことをお
願いしたい。町ホームページにある各
課のページは情報の出し方に差があ
るので、改善しなければならないと思
っている。広報が全てではなく、スマ
ートフォン、タブレット等で見てもら
う方も段々増えていくと思うので、情
報の発信を工夫していかなければい
けないと思うし、「ここはこうした方
が良い」というご意見もぜひ頂きたい
と思う。 

 
現在でも、倉見さくらまつり、小動
大凧まつり、一之宮八幡大神の子供
の日を祝う会など地域のお祭りに
関する情報を広報さむかわや町ホ
ームページでお知らせしているが、
全てを掲載できているわけではな
い。現在取り扱っていないお祭りに
ついても、情報を頂ければ、事前告
知をしたり、取材したものを掲載し
たりできる。 
 また、町では、広報さむかわ、広
報板、町ホームページ、ツイッター、
プレスリリースによって情報を発
信しているが、情報を受ける側の選
択肢を増やすことを目的に、メール
配信サービスの運用を開始し、動画
による広報とフェイスブックの活
用について研究している。 
 また、それぞれの媒体において各
課等が積極的に情報を 
発信するように、広報主任者会議等
を通じて指導・啓発していく。 

【予算措置の方向性】 
動画による広報については、活用状
況等を調査し、平成２８年度の予算
措置を検討していく。 

 
 

第１２回【中部懇談会の内容（岡田地域集会所）】 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

⑩【余裕教室の開放について】公助    
憩の家もなくなってしまったので、
東中学校に余裕教室があれば東と
西で一つずつ解放出来ないか。 

 

利用可能な時間帯があれば、そこに地
域の方が集まり、子ども達との交流も
出来ると思うので、余裕教室について
は検討させて頂く。 

 
寒川東中学校は、現在、各教室とも一
般教室として生徒が使用している状
況で、余裕教室はなく、今後、学級数
の減少も見込めない。土曜、日曜や夜
間についても、生徒の荷物等が置かれ
ている教室を使用することは無理な
状況にある。また、昼間に静かに会議
を持ちたい場合には町民センター等
をご利用頂ければと考える。 

【予算措置の方向性】 
特になし。 

 
 
特別企画（中学生）【寒川総合体育館多目的室】 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

⑪【町内大運動会】     公助 
徒競走などの定番なものから、障害
物競走などのあまり見慣れないも
の、借り物競走などの協力出来るも
の、パン食い競争などの小さいお子

 
みなさん様々な運動をされている方
も居るとは思うが、寒川は元気な高齢
者が多い。そういった方の参加も頂き
老若男女の幅広い年代の方が一堂に

 
現在、さむかわ中央公園及び総合体育
館において、９月初旬にはバドミント
ン、卓球、ペタンク、ターゲットバー
ドゴルフなど初めての方でも気軽に
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特別企画（老人クラブ）【健康管理センター２階会議室】 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

⑬【町職員の退職後の地域参加につい
て】            公助 
町職員の方が退職されて時間的な余
裕がある場合には、自治会活動や社会
活動にぜひ知識と経験を活かし、でき
るだけ参加していただきたいので、町
長から徹底をお願いできたらと思う。 

 
町民であって、町内に住んでいる職員
は現職でも良いがＯＢとなった場合
については、当然ながら地域活動によ
り入っていただきたいと思うし私の
方からもその声掛けはする。自治会の
役員は、町職員のＯＢは多く居るが、
役職ではなく、地域の構成員として社

 
職員が退職後に、より地域活動に参加
してもらうためには、現職時代より地
域社会の一員であることを自覚し、地
域の行事等に参加することにより、つ
ながりを形成しておくことが必要で
あると考えます。そのため、地域担当
職員が各自治会定例会の参加後に提

さんからお年寄りの方が参加でき
る競技を行おうと思います。 

会し、競技を行うのは良いと思うの
で、ぜひこれは今後具体化したい。 

体験できる、「レクリエーションフェ
スティバル」を実施している。 

 また、１０月の体育の日には、「さ
むかわスポーツデイ」として、テニス
体験、ソフトボール教室、ニュースポ
ーツ体験など、参加型のスポーツ体験
を主とした種目を実施している。 

 いずれの事業も、乳幼児から若者、
高齢者まで、町民誰もが参加できる種
目を取り入れて毎年実施しているの
で、この中で幅広い年代の方が参加で
きるような種目も取り入れるよう検
討する。より多くの方に参加していた
だけるように広報などの周知啓発を
充実していく。 

【予算措置の方向性】 
特になし。 

 
 

第１３回【北部懇談会の内容（倉見地域集会所）】 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

⑫【自治会への加入について】   
共助・公助  

ゴミについて地域のみんなで協力
してやっているのに、番が回ってき
たら私は自治会に入らないと言わ
れた。役場の方でどうして全部入る
ように言ってくれないのか。 

 

自治会は任意加入なので強制は出来
ないが、私自身としては自治会に入る
様に努めていただきたい。新たに町に
転入される方についても、窓口では自
治会加入のご案内を一緒に渡してい
る。地域の課題は、自治会に加入して
いない方のところで発生している部
分もあるので、各自治会でも加入の促
進について努力をしていただいてい
る。町でも、ある方からは加入するべ
き条例を作ったらどうかという話も
聞いているが、加入の後押しになるの
であれば検討していきたいと思って
いる。現に、そういった取組をしてい
る自治体もあるので加入率が高いと
ころに、どのようにして加入率を上げ
たのか各自治会とご相談しながら手
を取り合って取り組んでいきたいと
思う。 

 

町では自治会と連携して、６月は寒川
町自治会長連絡協議会が作成した「自
治会だより」、自治会加入促進月間の
９月は広報と共に加入促進チラシの
全戸配布をしている。また、転入者に
対し自治会加入に関するチラシの配
布、寒川町不動産業協会や神奈川県宅
地建物取引業協会湘南支部と寒川町
自治会長連絡協議会及び町で協定を
結び、自治会加入促進の協力を頂いて
いるほか、各自治会においても、加入
促進の取り組みを行っている。町で
は、任意加入が原則である自治会加入
を強制できないが、地域の皆さんが自
治会に加入し、地域が活発になり、い
ざというときは助け合うような地域
であることが大切であると考えてい
るので、今後も自治会と協力しながら
加入促進の取り組みを継続していく。 

 また、自治会加入を促進する条例を
制定した自治体や制定の動きが出て
いる自治体の情報を調査中。 

【予算措置の方向性】 

特になし。 
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会、地域活動に参加していただくよう
に私からも申し入れる。 

出される、地域担当職員活動報告書の
中から各自治会の行事を把握し、町職
員あてに地域の行事等の情報提供を
毎月末を目途に周知し、地域活動への
参加を促しており、今後も引き続き継
続していきます。 
【予算措置の方向性】 
特になし。 

 

 

＜環境・施設関係＞ 

第１２回【北部懇談会の内容（小動地域集会所）】 
参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

⑭【ごみの収集場所の掃除について】 

共助  

ごみの収集業者がごみを回収した後、

収集場所にごみが散らばっているの

で、出来ればおおざっぱでも良いので

掃除をして頂きたい。 

 また、資源ごみを出す日に、資源ご
み以外のごみが出ているので、ごみの
回収業者が町へ連絡し、持って行くよ
うには出来ないのか。 

 

ごみの収集運搬は業者に委託してい

るので、作業報告は当然あるはず。回

収出来ないごみについては、ステッカ

ー等を貼り、置いておくと思うが、担

当の方にどういった報告があるのか

確認する。ただ、これは出してはいけ

ないごみですよと知ってもらうため

に、一定期間置いておく場合もある。 

 
ごみ集積所の管理については、利用者
の皆様に管理をお願いしているので、
ごみが散らばってしまっている場合
も、利用者の皆様での対応をお願いし
ます。     

また、ごみの収集業者においても、収
集車に清掃用具を装備しており、収集
の際、こぼれたごみ等については清掃
を行っている。 

 誤って出されたごみについては違
反ごみシールを貼り、一定期間、回収
しないこととしている。これは、出さ
れた方に分別の誤りを認識していた
だくための措置だが、放置が続く場合
は、町職員が集積所利用者から連絡を
いただき回収を行っている。収集業者
からも報告を受けているが、回収を終
えた後に出される場合もあり、現状は
環境課職員による、回収後の見回り、
回収している状況。お手間をおかけし
ますが、今後も情報提供について、ご
協力をお願いします。 

【予算措置の方向性】 
特になし。 

 

 

第１２回【中部懇談会の内容（岡田地域集会所）】 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

⑮【さがみ縦貫道路の高架下利用につ

いて】           公助 

小中学校はクラブ活動等で使えなく、

子ども達が自由に使える広場が非常

に少ないと思うので、さがみ縦貫道路

の高架下を使えないか。茅ヶ崎は新湘

南バイパスの高架下利用ということ

で、橋が出来てすぐに公園等が出来た

のに、遅いのではないか。 

 
さがみ縦貫道路の高架下の利用につ
いては、管理している中日本高速道路
に申し入れはしている。全線が開通し
た段階で協議しましょうということ。
その前に、町としては何らかの形で地
元に還元をしたいということで話を
進めているところ。もっと積極的にや
るよう、担当に話しておく。働きけか
けていく。 

 
昨年度、「さがみ縦貫道路高架下利用
検討会議」を設置し庁内議論を進めて
いる。ネクスコ中日本厚木工事事務所
と相談し、要望事項が取りまとまり次
第（５月中を目途）に協議を始める予
定となっている。 

【予算措置の方向性】 
特になし。 

 
 
特別企画（中学生）【寒川総合体育館多目的室】 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

⑯【交番について】     公助 

交番はあまり見かけませんし、場所を

 
町内には交番が３箇所あるが、全て駅
から離れている。本当は４箇所目を寒

 
町では、「寒川町くらしの便利ガイド」
のなかの案内マップでお知らせして
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知らないという意見が多いので、もっ
と人通りの多い所に交番を置いた方
が良いと思います。 

川駅前に作りたい。寒川駅前も区画整
理が終わりつつあるが、駅のロータリ
ーに交番を作るための土地を既に確
保している。また、現在一之宮にある
寒川交番を寒川駅前北口に移設しよ
うと神奈川県警と協議を進めている。
あそこに行けば交番があるともっと
みなさんに知って頂くために、広報紙
等でもお知らせしていきたい。 

いる。 
 また、交番の情報が確認できるよう
にするため、町のホームページから警
察のホームページにリンクすること
について神奈川県警の許可が取れた
ので、現在リンクの準備中。 
【予算措置の方向性】 
特になし。 

 
 
第１３回【北部懇談会の内容（倉見地域集会所）】 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

⑰【農道舗装について】   公助 
旭小学校の南側（プールの横）に幅が
約１メートル、長さ約１５メートルの
農道を今年の９月頃に舗装している
が、人が全然通らないのに舗装する必
要があるのか。何の為に舗装したのか
聞きたい。 

 
農道については、後で詳細の場所を確
認させていただいた上で、現地確認を
し、施工したのが民間業者なのか、あ
るいは公道なのかを確認させていた
だく。 

 
当該道路は、認定外道路である。近隣
住民や道路利用者の方から道路上に
草が生え、歩行に支障が出ているため
頻繁に草刈りの要望があり、年２～３
回の除草作業を行っていた。今後の道
路管理対策として、道路上に草が生え
ないようにするためアスファルト舗
装を実施した。 

【予算措置の方向性】 
特になし。 

⑱【施設の借り方について】 公助 
北部福祉会館等の施設の借り方をも
う少し緩和してほしい。また、公民館
の申込みをパソコンでしないといけ
ないのが、高齢者には難しいので、申
込み方法を変えた方が良いのかと思
う。 

 
施設を借りるにあたり条件がある
が、なぜ借りられないのかはもう少
し丁寧な説明が必要だと思う。みな
さんが使う施設なので、部屋の使用
について優先的なものはない。私の
方からも職員へより丁寧な説明を
し、理解していただくように対応を
していきたいと思う。説明不足が原
因であれば大変申し訳なく思って
いるので、今後注意をする。インタ
ーネットで申し込む方法もとって
いるが、それだけではなく、皆さん
が申込みをしやすいよう、職員を通
して申込みが出来る形も取り入れ
ていきたいと思う。 

 
平成２６年４月より、県が行っている
公共施設予約システムを利用した予
約方法を取り入れ、パソコン、携帯電
話、スマートフォンを使ったインター
ネットでの申し込みもできるように
なっている。より幅広い申し込み方法
が選択できるようにしたほか、窓口表
示で従来どおり、各公民館の窓口で予
約も受け付けている旨を案内してい
る。町広報でも案内した。 

【予算措置の方向性】 
特になし。 

県共同電算負担金は財政課情報シス
テム担当が負担。 

 
 
第１３回【南部懇談会の内容（田端地域集会所）】 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

⑲【子どもの教育環境について】 
公助 

体育館も避難所に使われるが、予算が
ないということでカーテンが汚く、中
もほこりだらけなので、町からチェッ
クをかけ学校を指導していただきた
い。町にお願いするのは、教育資金。
各学校別でも構わないのである程度
の補修をかけていただき、体育館に置
いてあるマットや畳等の保管場所に
ついても、予算があるようであればご
検討いただきたい。 

 
子どもを健やかに育てるための教育
の重要性というのは十分認識してい
る。今日も、旭小学校で避難訓練があ
った際に校舎の状況も見てきたが、確
かに教育施設も老朽化している部分
がある。ただ、耐震補強は全て対応済
みで、大規模改修でトイレの改修もし
ている。体育館については、中の非構
造部材、色んな設備等が落下しないよ
うな措置も終わった。また、かなり年
数が経ち、日焼けをしてしまっている
ようなカーテンもあったので、そうい
った部分も徐々に改善していきたい
と思う。 
 

 
体育館の非構造部材の耐震工事を小
学校では平成２６年度に施工し、平成
２７年度に中学校体育館の非構造部
材耐震工事を実施するための手続き
を進めている。長期休業中に非構造部
材の大規模改修工事があり、大がかり
な備品の移動や修繕は難しいが、目に
つく部分について、各学校において適
切に改善に努めている状況。保管場所
については、当該工事が非構造部材の
落下防止等を目的としており、備品の
新たな収納スペース等は確保されて
いないため、当面、既存の器具倉庫の
整理等を行うことで収納スペースを
確保するなど、徐々に改善していきた 
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  いと考えている。 

【予算措置の方向性】 
中学校体育館の非構造部材耐震工事
については平成２７年度に予算措置
済み。備品等について、今後も学校と
の連携を密にしながら、順次予算措置
を図り、整備していく。 

⑳【矢島公園の取扱等について】 
公助 

高砂会では、矢島公園でグランドゴル
フをする前に草むしりをしている。シ
ルバー人材センターと町の袋は違う
ので、そこで出たごみはいつ一般のご
み置き場へ出して良いのか。 
 また、矢島公園のトイレにあるモッ
プやトイレットペーパー等の紛失防
止のために、物置を置かせてもらって
いるが、掃除をした後使った場所に置
かれると掃除をする人達が大変なの
で、その辺のご配慮をいただきたい。 

 

確認します。担当の方でその話を伺っ
ていると思うので、連絡を差し上げま
す。 

 
高砂会の草むしりで出たゴミについ
ても、公園の端に置いていただけれ
ば、シルバー人材センターの清掃作業
で出たゴミと一緒に回収させていた
だく。 

また、使った用具の収納については、
使用後必ず物置に戻すよう清掃業者
であるシルバー人材センターに指導
した。 

【予算措置の方向性】 
特になし。 

 

㉑【植栽帯の整備について】     
共助・公助 

寒河江辺りはよく整備されている。道
路の街路樹の周りはきちんとしてい
る。何であんなに綺麗なのか。 

 

寒川は特に県道の植栽帯に雑草があ
り、宮山地区や一之宮南の方にもある
が、産業道路は目立つ。難しいかと思
うが、あの辺を地域の方にご協力いた
だけないか。県道なので県の管理だ
が、すぐにはやってくれないので、県
も一緒にやりましょう、町も一緒に参
加しますという話もしているがなか
なか具体的に進まない。また県の方と
話はするが、県と一緒にどういう形で
出来るのか、その辺はまとまり次第ご
報告する。 

 
県では、年数回の草刈りは予算上難し
く、剪定と合わせながらやりくりして
いる。地域の方たちのお力を借りなが
ら管理が出来ないかと考えており、県
とも話し合いを進めていく。 

【予算措置の方向性】 
特になし。 
 

  
  
 特別企画（老人クラブ）【健康管理センター２階会議室】 
  

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

㉒【コミュニティバス・公園のトイレ
について】         公助 
老人クラブにグラウンドゴルフの同
好会があり、今練習は中央公園と青少
年広場で行っているが、いずれにして
も高齢になってくると足の便が非常
に大事。中央公園は中央、青少年広場
は東の方に位置しているので非常に
来るのが大変だという人が何人か居
るが、今後さらに増えてくると思う。
そこで、町の方にコミュニティバスの
運行方法をもう少し運動公園等の利
用にマッチングするようにご検討い
ただきたい。外で運動する人が１人で
も２人でも増えてくれば健康づくり
に繋がってくるのかと思う。 
また、青少年広場のトイレは、古くて
利用しづらいので、町長の頭に入れて
いただいて何らかの時に改善等お願
いできればと思う。 

 
議会に諮って了解を得ないといけな
いが、町の考えとしては、コミュニテ
ィバスについては今南ルートと倉見
大村ルート等については、ワゴン車に
切り替えて細かい道まで入っていけ
るようにしていて、利用者の数は増え
ている。各利用者の方から是非土日も
運行してほしいという声があり、土日
運行も始めようということで新年度
予算の中では案を出している。予算的
な絡みも出てくるが、やはりみなさん
のご要望の多いものについて、現実的
には１００％は難しいが、できるだけ
要望に近い形では進めたいと思って
いる。また、運動施設は大半が民有地
なので、施設の整備は多くの規制があ
りなかなか難しい部分はある。ただ、
今あるものが老朽化した部分は新し
くしないとおかしい。特に青少年広場
は子ども達も利用しているので、その
辺の整備については検討していく。 

 
青少年広場については、平成２２年に
廃棄物が埋まっている地域として神
奈川県より「指定区域」に指定され、
現状あるものを交換するにも県に届
ける必要があり、すぐに対応すること
は難しい状況。 

【予算措置の方向性】 
｢指定区域｣の土地の形質の変更に該
当する場合は、施設の修繕費等の他、
地盤調査が必要になる。地盤調査を行
うにも県への届出が必要となり、ゴミ
が空気に触れることにより活性化す
る恐れがあるため、その活性化に対す
る対応も考える必要がある。ただし、
トイレの基礎部分をそのまま利用し、
掘削等行わない場合は、届出が必要な
くなる場合もあるが、工事内容を詰め
てからの相談になり、基礎を残した工
事でも届出が必要になる可能性もあ
るため、交換するには地盤調査費を含
めた予算措置をする必要がある。 
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＜災害関係＞ 
第１１回【北部懇談会の内容（倉見地域集会所）】 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

㉓【災害時の行政の対応について】 
公助 

竜巻は、いつどこで起きるか特定出来
ないらしいが、行政の方で対応を取っ
ているのか。 

 

 

竜巻予測については、携帯をお持ちの
方で連絡先をご登録頂いた方に町か
ら自動的に情報を流すような取り組
みを今進めている。問題は、竜巻につ
いては予測が難しい。天候・異変に伴
う部分で気象庁なり国・県等が情報発
信した段階で即、町ホームページに載
せる、災害メールとしてお伝えするよ
うな手順を考えているところ。 

 
平成２６年８月１日から運用を始め
たメール配信サービスのメニューに
防災情報があり、この情報の配信を希
望していただければ、気象警報、雨量、
震度などに関する情報をメールで受
け取ることができる。さらに、平成２
７年４月１４日より全国瞬時警報シ
ステム「J-ALERT」の連携を開始し、
J アラートに情報が受信され次第、自
動的に竜巻注意や土砂災害警戒など
に関する情報がメール配信されるよ
う改良された。 

【予算措置の方向性】 
メール配信サービスの予算について
は、平成２７年度予算で措置してい
る。 

 
 
第１２回【南部懇談会の内容（一之宮地域集会所）】 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

㉔【災害時の連絡方法について】 
公助 

各自治会長あるいは自治会の防災担
当部長あたりについては、無線を渡し
ておいて、災害等の危険が予測される
時のための連絡網を考えて頂きたい。 

 
今年度から各自治会の防災資機材の
助成制度の枠は広げたが、町の方でも
資機材については充実を深めていく。
情報を確認出来る手段を講じていき
たい。 

 
情報確認手段については、現在集会所
等に移動系無線を配備しているが、防
災部長が所持している訳ではなく、集
会所へ出向く必要があるので、今後は
ＭＣＡ無線やＰＨＳの配備を検討し
ている。また、連絡網の整備も同様に
検討していく。 
【予算措置の方向性】 
特になし。 

 

 

 

第１３回【北部懇談会の内容（倉見地域集会所）】 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

㉕【台風の影響に係る河川についての
県への要望及び冠水被害について】       
共助・公助  
先日の台風の影響で、大村地区も冠水
や床下浸水等の被害が出たが、町は県
に対し河川の土手を上げる等の要望
はしていただけているのか。 
 また、冠水の被害がひどくなるので
はないかと心配をしているが、町とし
てはどう考えているのか。 

 
今回、雨が溢れた所については、管轄
の藤沢土木事務所には話している。沿
線の海老名や藤沢を含む、広域的な要
望として、対応をしているところ。県
に全て任せるだけではなく、町として
土嚢対応や止水板の考え方等の検討
をしていきたい。 

 また、土嚢について行政側からお持
ちすることはなかなか人員的にも出
来ない部分があるので、今後自治会対
応で対策も考えていただきたいと思
っている。行政と自治会が協力してな
るべく早めに、土嚢の要請があれば自
治会と協議して、地域の方が取りに来
やすいような形も一つの案としては
考えている。様々なご意見をこれから
みなさんからいただきながら水に対
する対応をしていきたい。 

 
目久尻川は河川整備済であり、流域市
町が雨水の流出抑制を進めていると
ころだが、大雨時の水位の上がり方が
早くなっているようなので、浚渫等流
量を確保する対策を今年度要望して
いく予定。また、小出川は追出橋から
青少年広場付近までに「鋼板土のう積
み」でその先の下流域と高さを合わせ
る緊急工事が完了した。一ツ橋付近の
浚渫を２７年度出来ないか藤沢土木
事務所で協議している。なるべく早く
実施できるよう担当課としても要望
していく。 
また、雨水排水渠の浚渫等による雨

水排水施設の機能確保に取り組んで
いる。他にも、雨水幹線から目久尻川
への吐口に設置してある水門の定期
点検を行い、非常時に適正使用が可能
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なよう備えている。 
土のうについては、地域の状況を把

握している消防分団の協力を得て、緊
急時に対応するための土のうを分団
小屋等に常時備蓄する体制を整えて
いる。また、自治会との連携の中で、
大きな浸水被害が想定される倉見自
治会、大曲自治会、越の山住宅自治会
については、すでに集会所に一定の土
のうを備蓄するなどの対策を行って
いる。また、一部実施しているが、今
後については、自主防災組織の訓練の
一つとして、土のう作り訓練を行うと
共に自治会と協議し、各地域の集会所
等に土のうを備蓄する土のうステー
ションのような施設をつくる取り組
みを進める。 
さらに、平成２７年４月より、一般家
庭向けの浸水防止施設設置補助金事
業を開始。予算の範囲内での対応とな
るものの、積極的に広報・啓発活動を
行っていく。 
【予算措置の方向性】 
幹線浚渫委託、水門維持修繕について
平成２７年度に予算措置済み。 
また、平成２７年度より、浸水対策事
業費として、限度額以内での浸水防止
施設の設置工事費の補助を開始。 
 

㉖【雨水対策について】   公助     
雨水の対策として、雨水を地下水に浸
透させる対策をしている市町村が多
くある。寒川町も雨水対策をしたら補
助金を出す等の対策を取ればもう少
し川に流れる水は少なくなると思う。 

 

町では、各家庭に、雨水の貯留槽の設
置についての補助を行っているので、
ぜひ活用いただければと思う。 

また、産業まつりで現物は展示する
かと思うが、広報やホームページを通
じて、貯留槽の設置に対する補助があ
るということを広くお知らせしてい
く。 

 
助成制度について、継続した周知活動
（排水設備工事の説明時における周
知、ホームページや広報への掲載、産
業まつりなどのイベント事における
周知活動）を行うと共に、より効果的
な手法の活用等、近隣市町を始め、広
く情報収集に努める。 

【予算措置の方向性】 
雨水貯留槽設置助成金について平
成２７年度に予算措置済み。 

㉗【防災マップについて】  公助  
町で発行している防災マップに表示
されている公衆電話が、実際の場所に
は無い場合が相当ある。職員に確認さ
せ、再度発行してもらうなりしてもら
わないと怖くて仕方がない。 

 

公衆電話について、所在の確認をし、
表示に誤りがあれば対応策を考える。 

 
公衆電話については、撤去されるケー
スが多い一方で、防災用として新たに
設置されるなど、撤去や設置の動きが
激しい状況にあるので、現状では、そ
の都度の訂正は難しいので、町ホーム
ページにおいて、最新の設置状況を確
認できるよう、ＮＴＴ東日本公衆電話
設置場所検索サイトへリンクするよ
う対応した。 

【予算措置の方向性】 
特になし。 

㉘【土嚢の代用品について】 公助 
土嚢についてだが、ビニールに水を入
れた代用品である程度効果があるの
であれば、例えば町でビニールを用意
していただいて、商店でゴミ袋の販売
をしているのでそこで販売するのも
良いのではないかと思うが、どうか。
また、そういう方法を高齢者が知らな

 

町の可燃ゴミの袋を二重にして水を
入れて使うと効果があるという話も
聞いている。今回の台風の関係で、水
に対するご意見・ご提案を頂いている
ので、そういったものも広報やホーム
ページで各家庭に知って頂くような
手段をとる。 

 
水のう（ビニール袋に水を入れた土の
う代用品）については、家庭にあるゴ
ミ袋やビニール袋で簡単に作成でき、
初期の小規模な水害に対しては有効
な手段と考える。町ホームページに、
新たに「家庭でできる水害対策」の掲
載をした。引き続き、広報や地域の防
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いので、広報等でお知らせしてもらえ
れば良いのではないかと思う。 

災訓練を通して積極的な啓発を行う。 
【予算措置の方向性】 
特になし。 

㉙【災害のルール分け・農業用水路の
改修について】  自助・共助・公助 
命に関わるような地震で、家が崩れそ
うな場合であれば避難する必要があ
るかと思うが、台風等である程度の水
かさが増えたら逆に避難をするのに
事故が起きるケースの方が多いと思
う。水害と地震の場合で使い分けをし
てルール作り、目安を新たに作ってほ
しい。 
 また、農業用水路を変えて下がコン
クリートになっていて、水がどんどん
上から大村の方へ流れてくる。それで
水門が止められたために溜まる一方。
目久尻川よりも、農業用水路の改修工
事が悪さをしたのではないか。そこの
改修を再度やってほしい。 
 

 

地域集会所は今回、一時避難場所とし
て開かせていただいたが、道路が冠水
している状況の中で避難所へ移動す
るのは非常に危険を伴う。事故防止の
ためにも、雨・台風の場合には基本的
には自宅待機をして頂く方が安全だ
と思う。台風が近づいてくると、避難
の開放についての避難住民情報をこ
れからお伝えするが、避難をしていた
だくのは自主判断。緊急で避難してい
ただかないといけない場合には避難
勧告等の強めのお願いをする。各自の
判断になるが、あまり外に出るのは危
険かと思うので色んな形で周知は図
っていきたいと思う。 

 また、浚渫をしないといけない場所
は今回確認をしており、担当課で把握
している。場所も限定しないといけな
いので、もう少し時間をいただきたい
と思う。ただ、畑で盛り土をしていて
外側に土留めがない場合、土が道路側
溝に流れ出てしまうので、土留めのお
願いについても併せて対応していき
たい。 

 
各個人や各家庭において避難判断の
参考となるよう、避難勧告時の行動の
判断基準や具体的な避難行動を示し
た「寒川町水害対応マニュアル」を作
成した。現在、町ホームページへの公
開に向け、準備を進めている。 

浚渫につて、箇所数が多いため、優
先順位をつけながら、引き続き堆積量
等を勘案して順次作業を進めていく。 

畑からの土の流出については、地権
者や耕作者に対して流出防止の対策
を行うよう指導している。また、大雨
が予想される場合は、巡回し流れに支
障をきたす要因の排除に努めている。 

【予算措置の方向性】 
道路側溝等清掃委託について平成２
７年度予算措置済み。 

 
 
第１３回【中部懇談会の内容（中瀬地域集会所）】 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

㉚【台風時の対応について】 公助 
先日の台風で大曲地域集会所も開放
して待機していたが、自治会だけに任
せるだけではなく町も主体となって
各集会所にも来ていただき、色々支援
をして頂ければと思う。 
 また、側溝はコンクリートで蓋をさ
れているので、一般の住民には出来な
いと思う。計画的でも良いので、側溝
の土さらいについては、前向きに取り
組んでいただきたい。 

 
地域集会所については、一時避難所に
もなっているので、これからは必ず職
員も配置させる。 

 側溝については、今回の台風である
程度箇所は特定されているので、そう
いった所を優先的に浚渫をし、本来の
側溝機能が果たせる形に改善してい
く。 

 
一時避難所への職員の配備体制につ
いて定めた「寒川町水害対応マニュア
ル」を作成した。現在、町ホームペー
ジでの公開に向けて準備を進めてい
る段階。 
 また、浚渫につきまして、箇所数が
多いため、優先順位をつけながら、引
き続き堆積量等を勘案して順次作業
を進めていく。 
【予算措置の方向性】 
道路側溝等清掃委託について平成２
７年度予算措置済み。 

㉛【台風の事前対策について】公助  
台風が来る１週間前でも１０日前で
も良いので、側溝の泥を圧力のあるも
ので流して欲しい。 
 また、結構荒れた土地で脱穀後の藁
が流れてくる所が大分あり、道路の半
分は塞いでしまっていた。 

 

側溝が詰まる原因となる泥や砂利だ
が、民地から出て来てしまう。敷地内
に砂利があり、流れ出すと思われる所
については、所有者の方で流れ出ない
ような対策を講じていただきたいし、
そういう注意喚起・周知をしていく。 

 一番厄介なのは、農地。土盛りして
いる畑は、土留めをしていればいい
が、通常の土盛りだと雨が降ると道路
あるいは側溝に流れ込む。これは、農
業委員会を通じて改善をお願いした
い。今回の台風で町も多くの反省があ
るので、その辺は改善していきたいと
思う。 

 
毎年広報さむかわ８月号で畑や土等
の流出について周知を行っている。 

また、畑からの土の流出について、
地権者や耕作者に対して流出防止の
対策を行うよう指導している。また、
大雨が予想される場合は、巡回し流れ
に支障をきたす要因の排除に努めて
いる。 

【予算措置の方向性】 
特になし。 
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第１３回【南部懇談会の内容（田端地域集会所）】 
参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

㉜【河川の氾濫時の対応について】 
公助 

先日の台風で、広域避難所の寒川高校
まで開設されたが、広報が流れないの
で町民は何をしていいかわからない。
そういう連絡網がなかったのではな
いか。５０㎜程度の雨を想定した色ん
な防災関係の対策だと年中こういう
ことになりかねないので、これを機会
に考えていただきたい。また、自治会
が全部面倒までして待機するという
のは、主体が逆なのではないかと思
う。その辺のきちんとした棲み分け、
責任の区分けが行政の方でまだ出来
ていないのかと感じたので、これは今
後の課題かと思う。 

 

今回、一時避難場所の開設をお願いし
たというのは、身近に避難を希望され
る方にはそういう場所が開いてます
という部分でお話はしている。今後は
地震対策よりも、むしろ頻繁に起こる
台風、雨の問題において、避難所全て
に職員が配置するような形で町の方
が主体で動いていかないと。今回の台
風で色々な反省点があるので、職員の
意識や対応すべき漏れがないか等に
ついてやっていきたい。その改善策に
ついては、広報を通じて水に対する備
えや自衛手段の方法、地域へのお願い
ごとあるいは町側として今後はこう
いう形で臨みますということもぜひ
進めていきたいと思っている。 

 

水害時における避難勧告等の発令か
ら解除、避難場所の準備・開設・閉鎖
までの流れ、職員の配備体制等を定め
た「寒川町水害対応マニュアル」を作
成した。また、町ホームページに「家
庭でできる水害対策」を掲載した他、
平成２７年４月からは浸水防止施設
設置補助金事業も開始。引き続き、広
く情報の周知を進めていく。 

【予算措置の方向性】 
平成２７年度より、浸水対策事業費と
して、限度額以内での浸水防止施設の
設置工事費の補助を開始。 

㉝【災害対策について】 
自助・共助・公助  

災害は、事前の予防や意識付けが大事
で、それが減災に繋がっていくのでは
と思う。提案とだが、資機材補助金の
中に地域で防災講演会、防災訓練等も
対象にしてくれないかと思う。 
また、危険を知らせるための笛等も、 
個人宅に１個ずつ配布出来るかを含 
めてご検討いただければと思う。 

 

全体の補助額の中でやりましょうと
いうお話もあったので、加えていきま
しょう。地域毎にやっていただければ
それは一番いい。連絡を差し上げま
す。 

 
今年度より、地域でも防災講演会を開
催するための予算を確保したのでぜ
ひ活用していただきたい。また、現在、
各自主防災組織で活用をしていただ
いている「寒川町自主防災組織防災資
機材購入等補助金」の補助メニューの
中でも活用ができるよう検討してい
く。笛は、災害時、家具の転倒や家屋
の倒壊で身動きが取れない時に、周囲
に生存を知らせるために有効な手段
と思うが、各自一人ひとりが日常的に
笛を携行することが必要なことから、
笛を単に配付することでは、十分な効
果を得ることが難しいと考えている。
現在、町においては、各家庭で備えて
いただく防災用品のひとつとして、笛
（ホイッスル）の必要性についてＰＲ
をさせていただいている。引き続き、
各家庭でも、命を守るための笛を各自
で備えていただけるよう、ＰＲしてい
く。 

【予算措置の方向性】 
平成２６年度より、地域防災講演会の
講師謝礼を予算措置済み。平成２７年
度についても、同様の予算措置を行っ
た。 

 

 

第１４回【北部懇談会の内容（宮山地域集会所）】 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

㉞【冠水の対策について】   公
助 
昨年の台風１８号で県道の水が溢れ
た。床下浸水や、畑の土が流れて被
害が大きい。それで町の下水道課と
藤沢土木からも２人、県会議員にも
見てもらって、下水道が１年に１０
メートルくらいしか進まないのでは 

 

現在、小出川と目久尻川については
時間雨量５０㎜が流れるように設
計、断面が作られている。当然なが
ら５０㎜を越えてしまうと川が溢れ
てしまう。そうならないために、内
陸部で降った雨については最終的に 

 

既存排水施設の浚渫や改修と併せ、
雨水排水計画に基づく５０mm/h の
雨量に対応できる施設整備を進めて
いく。県道の排水については、道路
排水として処理するよう、藤沢土木
に対応を要望する。 
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困ると言ったが、県道に土嚢を積ん
でも台風の度に流されてしまう。官
地があるので官地に１つ排水路を作
ってもらうか藤沢市の向こうへ落と
してくれと藤沢土木へ要望したが、
町と藤沢市との話し合いができな
い。下には大きな排水がある。藤沢
市の水もうちのほうへたくさん来て
しまうので、何とか排水路をとりあ
えず作ってもらうか、藤沢市との交
渉ができないか。 

は川に流れる。田んぼはある意味治
水ダムと言われているが、本当は田
んぼで一時期とめていただく。今田
んぼは畑になってしまっていたりあ
るいは土地利用が変わってしまった
というので、雨水を受けられる能力
が下がってしまっている。その関係
でどうしても川に流れやすくなって
しまうが河川の水位を保つために、
樋門というのが各下水道水路の河川
の出口にあるが、樋門は河川の水位
があがってしまうと逆流してしまう
ので閉めてしまう。 

【予算措置の方向性】 
特になし。目久尻川の浚渫等につ
いて要望事項としていく。 
 
 

 
私の家の前は相当広い排水がある。
広域行政で話し合いをしてもらいた
い。 

 
今回の１８号で、国も河川の断面に
ついては再検討しないといけない部
分はあるが、広域課題として話を進
めていく。 

 
小谷の交差点の所にあるそば屋さん
の県道側の排水の所が何年も前から
沈んでしまって雨の度に水が溜ま
る。子どもがそこを渡って通学して
いるのであの排水をなんとか見てい
ただけたらと思う。 

 
後ほどお答えをお返しする。 
 

 
平成２７年３月に藤沢土木事務所で
歩道の低い部分を嵩上げし、道路側
溝に水抜き穴を開ける工事を行った
ので、様子を見て欲しい。 

【予算措置の方向性】 
特になし。 

 

 

＜その他＞ 
第１１回【北部懇談会の内容（倉見地域集会所）】 
 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

㉟【人間ドック費用の補助について】 
公助 

２年前から人間ドックを受診してい
るが、その間町で実施している健康診
断を受けていないので、健康診断を受
けた時の町の負担分位は、人間ドック
の費用負担をしていただけないか。 

 
治療よりも予防に重点化したい。健
康維持して頂く為には、検診なり各
自が任意に定期的に検査して頂く
ことが一番のことだと思っている。
それに対して町もどのような形で
補助・対応出来るか検討させてほし
い。 

 

国民健康保険では、生活習慣病予防、
健康維持のため特定健診・保健指導を
実施している。この事業費は国町の税
金のほか加入者の保険料で賄われて
おり、新たな事業開始は検討の結果、
加入者の保険料負担増となることか
ら実施は困難と判断する。特定健診の
ほか町実施の各種がん検診を合わせ
て受診することで健康維持に努めて
いただくようお願いしたい。 

また、町では、法に位置づけられた健
康診査を実施しており、その受診のた
めの費用負担をしている。人間ドック
は、希望者が任意で受ける詳細な項目
を含む（法で定める以外の）健康診査
であるため、その健診費用は受診者の
負担となる。 

【予算措置の方向性】 

特になし。 

 
 
第１１回【南部懇談会の内容（筒井地域集会所）】 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

㊱【学童の運営について】  公助 
寒川の学童は町から委託を受け、保育
料等の管理や入退所の審査等の手続
き、保育に関わる指導員の先生の募集
や面接、採用も保護者が決めていると

 
今までの経緯から、長い間、保護者
会に運営をお願いしているが、委託
先の見直し等について検討しなけ
ればならない時期に来ていると思

 
平成２７年度より新しく立ち上がっ
た団体へ委託先を変更した。それに伴
い、保護者の運営等に対する負担が軽
減されたと認識している。 
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いう現状。また、町へどこまで私たち
に責任があるのかと確認したところ、
先生については雇用主である保護者
に一部責任がかかり、運営に関する責
任も保護者ということで、やはり荷が
重い。保護者が就労証明書や申込書を
預かり審査を行うので、お互い心情的
にも大きな負担があるし、就労証明書
という重要な個人情報を保護者が把
握するのはいかがなものか疑問があ
るので、窓口を町の方で行って頂けれ
ば有り難い。早急に解決を望んでい
る。何度か町の窓口へ相談には行った
が、町としては深く関われないという
回答は頂いているが、また数ヶ月後に
は審査が行われるので、どうにかして
頂きたい。 

う。保護者会の役員になった時の責
任の部分は、以前会議に出席した
際、状況は聞いている。保護者への
対応を保護者会がしなければなら
ないという難しさも理解できるの
で、保護者会の負担が軽減されるよ
うな方向で検討を進めていく。 

【予算措置の方向性】 
事務費分を含めた委託料を計上し、対
応済み。 

 

特別企画（中学生）【寒川総合体育館多目的室】 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

㊲【町内３中学校合同文化祭】公助 
現在、町内３中学校の吹奏楽部、旭が
丘中学校の邦楽部の定期演奏会が毎
年３月に開催されています。その演奏
会の日程と合わせて町民センターホ
ールでは、演奏やステージ発表等、町
民センターの周りでは各学校の生徒
会が小学校向けに学校紹介や制服紹
介等を行ったり、部活動で模擬店を出
店出来るようにすれば、町内３中学校
の交流が出来るようになるだけでな
く、定期演奏会に来てくださる方も増
えると思います。 

 

多くの方に中学校の部活の活動の場
を、学校内の文化祭だけではなく、一
般の町民の方に今の中学生はこんな
活動をしているんだよと見て頂きた
い。そういう意味では、町内３中学校
合同文化祭は良いと思う。文化祭は学
校関係の協力も必要なので教育委員
会の方と連絡を取りながら実現に向
けて、出来れば平成２７年度には具体
化を図りたい。 

 

平成２７年３月に３中学校合同の文
化部発表会が町民センターにおいて
開催された。従来の吹奏楽部合同発表
会に加え、邦楽部やその他の文化部も
成果物の展示という形で参加し、充実
した取り組みとなった。来年度も継続
したい。 

【予算措置の方向性】 
特になし。 

 
 
第１３回【南部懇談会の内容（田端地域集会所）】 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

㊳【敬老会での対応について】公助 
先日の敬老会で、招待状を貰っている
のに席がなく対応がとてもひどかっ
たので、考え直していただきたい。招
待状を出した方に必ず出欠の確認を
する等、人数確認をして優しいお年寄
りの扱いにしてほしい。入りきれなか
ったことに対し、謝罪をしている方が
若い方だったので、役職の方が受付の
所できちんとみなさんにお詫びして
欲しいと思う。 

 
回数を１回にした部分、出演者の人
気度等についてが対応不足だった。
反省している。今後は出欠を確認し
て、指定席でご覧頂くような形を取
らないと。ご迷惑をおかけして申し
訳ない。今後、そのようなことがな
いように対応していきたい。十分注
意して対応していく。 

 
平成２７年度敬老会より全員が指定
席で参加していただけるよう開催す
る予定。 

【予算措置の方向性】 
郵送代について平成２７年度に予算
措置済み。 

 
  
特別企画（老人クラブ）【健康管理センター２階会議室】 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

㊴【ホームページについて】  公
助         
ホームページに必要なものは、ただ項
目だけではなく、その先が必要だと思
うので、もう少し公開していただけれ
ば良いと思う。担当者の方が町民のた
めに開いているホームページをその

 
町のホームページのトップページは
広報担当で作成等行っているが、それ
以外の各課の内容については各課で
更新をしている。確かに差はあり、改
善すべき部分は当然あるので、どこの
課が見にくく、情報が少ない等の意見

 
各課等が所管するページは、各課等が
作成・編集し、広報統計担当が公開承
認を行う。 各課等がよりわかりやす
い情報を公開していくよう指導する
ほか、各課等が編集した内容を公開承
認時に精査していく。 
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町民になって開いた場合、どういう風
に思うかということをもう一度見直
していただければ有り難い。また、
我々老人クラブに関連している情報
がほとんどない。 

も率直に言っていただきたい。行政が
できることはいかに情報をお伝えす
るか。これはメインなので、持ち帰り
所管に指示をしておく。 

【予算措置の方向性】 
広報統計担当で予算措置している。 

 
 
 第１４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 

㊵【建て売りの広告について】 
最近は建て売りの広告が道路に置い
てあるが、結構目立つ。そのことにつ
いて、役場にどういう考えなのかをイ
ンターネットで聞いたが、答えはすぐ
に出せないのか。１ヶ月経っても、来
ない。多分道路課に聞いたと思う。 

 
町長への手紙を扱っている窓口もあ
るが、それは文書でもメールでも、最
終的には全部私に決裁が回る。その時
にいつまでにお答えを出しますとい
う返事をしているはずなので、確認す
る。 

 
約１週間のうちに現場確認し、メー
ルにて回答している。また、関係業
者に、連絡を取り看板撤去の依頼を
している。 

【予算措置の方向性】 
特になし。 

 


