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平成２５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＞ 

 

 

【第７回】 

○テーマ：「共に考える 私の健康、地域で活かす」 

○開催日及び時間・会場 

（１）倉見地域集会所  午前９時３０分～１１時   

（２）小谷地域集会所  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（２３名）、女性（２２名）、計（４５名） 

 

○主な懇談後の経過・結果等確認事項   ＜詳細は別添Ｐ４～Ｐ５中段＞ 

①健康体操について 

②企業の清掃活動・休耕田について 

③浜降祭について 

④さがみ縦貫道の橋脚下の利用について 

⑤社会保障費増加の対策について 

 

【第８回】 

○テーマ：「共に考える 私の健康、地域で活かす」 

「あなたの特技を地域で活かす」 

「地域で取り組む防災を考える」 

○「開催日及び時間・会場 

（１）８月２０日 倉見大村地域集会所  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 田端地域集会所    午後７時～８時３０分 

○参加者数：男性（３９名）、女性（１０名）、計（４９名） 

 

○主な懇談後の経過・結果等確認事項  ＜詳細は、別添Ｐ５下段～Ｐ７上段＞ 

⑥学習支援の取り組みについて 

⑦災害時倉庫の管理について 

⑧自主防災マニュアル等に関するアドバイスについて 

⑨災害時の自宅での安全確保について 

⑩孤独死の防止について 

 

 

全会場 

5月 12日 
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【夏休み特別企画】 

○テーマ：「あなたが描く未来の寒川」 

○「開催日及び時間・会場 

   ８月２１日 寒川総合図書館３階会議室  午前１０時～正午 

○参加者数：男性（１名）、女性（５名）、計（６名）＜高校生(４名)、中学生(２名)＞ 

○主な懇談後の経過・結果等確認事項  ＜詳細は、別添Ｐ７中段＞ 

⑫広報紙について 

 

 

【第９回】 

○テーマ：「あなたの経験・知識を地域で活かす」 

「地域でできる子どもへの関わり方」 

         「身近に取り組める環境美化」 

○開催日及び時間・会場 

（１）小動地域集会所  午前９時３０分～１１時   

（２）岡田地域集会所  午後１時～２時３０分 

（３）中瀬地域集会所  午後３時３０分～５時 

○参加者数：男性（２１名）、女性（２６名）、計（４７名） 

 

○主な懇談後の経過・結果等確認事項  ＜詳細は、別添Ｐ７下段～Ｐ９中段＞ 

⑬地域への自分の力の活用について                 ⑲道路側溝について 

⑭井戸水について                                  ⑳ＡＥＤについて   

⑮憩の家・防犯灯について                          ㉑老人が集まれる場所について 

⑯フェンスの破損について                         ㉒歩道に伸びる草について 

⑰被災地の犬について                             ㉓事故多発場所の対応について 

⑱ごみの出し方のモラルと自治会加入について 

 

【特別企画 子育て編】 

○テーマ：「子育てしやすい町って どんな町？」 

○「開催日及び時間・会場 

１１月２０日 南部文化福祉会館２階会議室  午後２時～３時３０分 

○参加者数：男性（１名）、女性（１６名）、計（１７名） 

 

○主な懇談後の経過・結果等確認事項  ＜詳細は、別添Ｐ９下段～Ｐ１０中段＞ 

㉔支援が必要な子へのサポートについて   

㉖青い回転灯のパトロールカーについて 

㉕子育ての支援について           

㉗子どもの医療費支援等について 

 

全会場 

11月 16日 
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【第１０回】 

○テーマ：「行政と町民の協働で、支えあいの地域づくり」  

 「行政と町民の協働で、身近にできるボランティア活動」 

○開催日及び時間・会場 

（１）宮山地域集会所  午前９時３０分～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（２０名）、女性（９名）、計（２９名） 

 

○主な懇談後の経過・結果等確認事項  ＜詳細は、別添Ｐ１０下段～Ｐ１１＞ 

㉘雪について                                  ㉝プラスチックごみの分別について 

㉙交通安全とボランティア活動について 

㉚野良猫対策について 

㉛雪の時の対応について 

㉜防災無線について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全会場 

2月 16日 
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参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

①【健康体操について】 

昨年度、３つの新規事業を考えた。その中で

取り組めたのは、「ふれあいサロン絆倉見」。

２５年度も実施予定だが、健康体操について

は町へ依頼し、回数８回を希望したが、４回

でと言われたのだが、何とかならないか。 

 

地域の声があるのであれば、考えなくては

いけないかと思う。 

 

「ふれあいサロン絆倉見」で行う健

康体操の回数だが、活動可能な健康

運動ボランティアの人数に限りがあ

るため、検討したが希望に沿うこと

が難しい。平成２５・２６年度も４

回となるが、ご理解いただきたい。 

 地域からの依頼に十分な対応が出

来るために、平成２５年度に健康運

動ボランティア育成セミナーを実施

し、ボランティアの技術向上を図っ

た。また、今年度については、健康

運動ボランティアの養成セミナーを

６月に開催し、ボランティアの増員

を図る。              

②【企業の清掃活動・休耕田について】 

町内にある企業の社員の方が会社の周辺を清

掃しているが、もう少し範囲を広げて清掃活

動をやってもらってはどうか。また、休耕田

にごみを捨てる人が増えているので、田んぼ

の管理をきちんとしてほしい。 

 

企業によっては、すでに積極的に取り組ん

でいただいているところもある。今後は、

道路沿線の会社には環境美化に取り組ん

でいただけると助かる。町からも協力を求

めていきたいと思う。 

休耕田の問題だが、２市１町の広域で荒廃

農地についてどう対応していくべきか検

討していて、新規就農者など農地を利用し

たい人へ仲介し荒廃農地の利用促進に取

り組んでいる。だが、なかなか周知がされ

ていない状況。町としてもＪＡを通じて、

取り組みを考えていきたい。 

 

企業によっては会社周辺の敷地以外

の清掃に取り組んでいるところがす

でにある。年２回（６月、１１月）

のまちぐるみ美化運動の事業所向け

のチラシに事業所周辺道路の草刈り

についてのご協力を呼びかけた。今

後も事業所周辺以外の美化活動につ

いて、可能な範囲での協力を呼びか

けていく。 

 休耕田については、「藤沢市、茅

ヶ崎市及び寒川町広域連携による新

規就農者受入支援及び農地情報の提

供に関する協定書」により、新規就

農者の積極的な受入による耕作放棄

地解消に努めている。また、農業委

員会やＪＡと連携し、耕作出来なく

なった農地を農業経営基盤強化促進

法に基づく利用権設定により、第三

者に貸し出すことで、耕作の継続が

図られるよう努める。 

③【浜降祭について】 

私は、町の一大イベントは浜降祭だと思って

いるが、主が寒川神社ではなくて、茅ヶ崎市

が仕切っているという印象を受ける。主は茅

ヶ崎市なのか。また、浜降祭の由来なども紹

介していってほしい。 

 

主体は浜降祭実行委員会が行っている。各

神社や商工会などの団体でメンバーを構

成しているので、茅ヶ崎市が主というわけ

ではない。浜降祭はどこのお祭りなのかと

ういう話しは昔からあるが、今は町民の関

わりが少ない。御輿も交通事情で途中、車

で移動している状況。そこで、検討段階だ

が、海岸での式典後、すぐに神社へ帰るの

ではなく駅前公園へ来てもらい、町民や商

工会の人たちに参加してもらうような、イ

ベントを行おうと考えている。いずれは、

浜降祭は寒川町のお祭りであるとしてい

きたいし、寒川神社を活用させてもらいな

 

浜降祭は毎年海の日に３０数基もの

神輿が茅ヶ崎海岸に集結し、その壮

大さは全国的にも有名で、神奈川県

の無形民俗文化財にも指定されてい

る。町の伝統行事でもある浜降祭を

守り継承していくため、町民全体で

参加して祭を祝い、祭を通じて町を

活性化し町民みんなが元気になろう

と、さむかわ神輿まつり実行委員会

によりさむかわ神輿まつりを開催。

浜から引き上げてきた寒川神社をは

じめとする町内の神輿が寒川駅前公

園に集結した。今年も式典のほか、

第７回 平成２５年５月１２日 

【北部懇談会の内容（倉見大村地域集会所）】 
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がら、歴史のある町寒川を伝えていきた

い。寒川神社を中心に魅力ある町にしてい

きたい。 

東日本復興祈願寒川神社巫女の舞

や、祭ばやし、保育園児達が飾り付

けをした段ボール神輿の展示などで

祭を盛り上げ、まつりの後は、寒川

駅前公園から町商工会館前の御旅所

まで神輿が練り歩く予定。      

④【さがみ縦貫道の橋脚下の利用について】 

さがみ縦貫道の橋脚の下の利用はあるのか。

公園になっているところもあるようだが、申

請すれば利用できるのか。 

 

全部ではないが利用しているところもあ

る。高架下の利用に関しては、インター近

くの企業から駐車場に利用したいという

要望もあったり、町としては子どもたちの

公園、ゲートボール場など地域で活用でき

るよう要望している。付近の方の利用も含

め検討していきたい。 

 

高架下については、機能回復道路（い

わゆる付け替え町道等）の移管につ

いて国と町、県、ネクスコ中日本と

の協定が未だ結ばれておらず、高架

下の利用可能箇所の特定が出来ない

状態。 

 田端地区や一之宮地区で利用の要

望もあり、ネクスコ中日本と高架下

利用の利用について連携をとってい

るところ。 

 今後は施設管理者になる高速道路

債務返済機構への利用申請に向け、

地域の要望を伺いながら、町の考え、

方針を定めていきたい。 

 

 

⑤【社会保障費増加の対策について】 

少しでもまとまった土地があると高齢者住宅

ができてしまう。これにより、町外からの流

入があると、医療費も増え、高齢化率も上が

り、医療保険の負担も増える。町外の方が入

って来られないように規制をかけられない

か。 

 

財政面で言うと社会保障費が増えてしま

うことになる。人口の増加は望ましいこ

とだが、対策については考えていきたい。 

 

高齢者住宅に入居する高齢者に限ら

ず、高齢者の健康の維持に関する支援

のための教室等開催に取り組む。ま

た、毎年体育の日に「さむかわスポー

ツデイ」を開催し、ニュースポーツを

体験する機会を設けたり、秋に「さむ

かわ健康ウオーキング」を開催してい

る。   

 寒川町高齢者保健福祉計画に従い、

介護予防事業を実施し、健康保持・介

護予防の推進を図り、要支援・要介護

状態に陥ることなく、高齢者がいつま

でも元気な生活を維持するための環

境整備をおこなっていく。 

 

町長 参加者 懇談後の経過・結果等確認事項 

⑥【学習支援の取り組みについて】 

私は旭小学校区の主任児童員をしている。家
庭の教育力が行き届かず不登校や毎日学校に
行けない子がいる多く居る。その中には親が
生活保護を受けている世帯もかなりいる。そ
の子たちの学習支援ということで、茅ヶ崎保
健福祉事務所が中心となって、週 1 回木曜日
午後４時～７時ぐらいまで町民センターで実
施している。できれば住んでる地域等の理由
により、町民センターに来れない子のために、
南部公民館や北部公民館などの身近な施設で
やれるようにしてほしい。 

 

地域の先生として、教職課程をお持ちの
方に限らず、地域でいろいろな知識を持
っている方に課外授業を行ってもらって
いる。学校の授業以外で地域が関われる
機会を設けているが、今のお話で子ども
たちへの支援がまだ不十分だということ
がよく分かりました。他の施設も使える
よう考えていきたい。 

 

 
現在、茅ヶ崎保健福祉事務所において
生活保護世帯の子どもを対象に、学力
の維持・向上を支援することを目的
に、学習支援事業を毎週木曜日に町民
センターにて実施している。平成２５
年１２月１３日に「生活困窮者自立支
援法」が公布され、全国の福祉事務所
設置自治体が実施主体となり、官民協
働による地域の支援体制を構築し、自
立相談支援事業、住居確保給付金の支
給、就労準備支援事業、一時生活支援

【中部懇談会の内容（小谷地域集会所）】 

第８回 平成２５年 ８月２０日～２２日 

【北部懇談会の内容（倉見大村地域集会所）】 
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 事業、家計相談支援事業、学習支援事
業その他生活困窮者の自立の促進に
関する包括的な事業を実施すること
となっている。今後は、平成２７年４
月１日施行に向けて準備を進めてい
く。 

⑦【災害時倉庫の管理について】 

旭小学校にある自治会の災害時の倉庫が汚い

ので、一日数カ所でもよいから見て確認した

ほうがいい。 

 

旭小学校にある倉庫については、町の管

理となっている。災害時だけではなく、

日々の対応が大事なので指示をする。 

 

防災倉庫内の砂ぼこりについては、通

風口などの構造上の問題で、特に、校

庭などに設置した場合は、避けること

のできない問題だが、引き続き棚卸し

時に清掃も含め管理を徹底していく。 

 

⑧【自主防災マニュアル等に関するアドバイ

スについて】 

自主防災マニュアル及びマップを大蔵地域に

特化して作成したが、中身について他の自治

会のマニュアルと付け合せするなどの機会の

場を町に設定してほしい。また、専門家から

のアドバイスもいただきたい。 

役場で音頭とって頂けないだろうか。 

 

それぞれが、自分が自らできることはし

ていただくことが大事だが、地域間の連

携で行政が入ってコーディネイトするの

はあたりまえ。 

町に防犯アドバイザーはいるが、防災ア

ドバイザーは制度的にはない。茅ヶ崎藤

沢は自衛隊のＯＢがいる。そういう方と

お話しする機会もあるので、危機管理課

へ話しをして進めていきたい。 

 

隣接する自治会相互の防災に関する

連携については、従来に比べるとかな

り進展している部分もありますが、ま

だまだ希薄な部分もありますので、減

災を推進するためにも、自治会間の連

携の強化が必要だと考えている。今後

については、自治会間の連携の強化を

図るために、防災に対する意識の底上

げを図り、各避難所ごとに避難訓練や

避難所運営訓練などを実施するなか

で、具体的な課題を確認し、各自治会

相互の連携強化や助け合いなどの取

り組みをさらに進めていく。 

⑨【災害時の自宅での安全確保について】 

災害時、自宅が一番安全、避難場所には行く

ことを考えないようにし、行政に頼らないよ

うにすることが大事だと思う。自宅にいてく

ださいとキャンペーンが必要ではないか。 

 
自宅で自分の命を守るのが一番。自宅は
気持ちの安らぎが違う。移動には危険も
伴う。多少の揺れであれば自宅で待機と
いう言葉も検討しなくてはならないと考
える。 

 
災害時における避難所での生活は、プ
ライバシーの保護が十分に守られな
いことや集団生活における様々なス
トレスが存在するので、自宅において
家族で生活できる体制が整うことは、
精神的にも非常に重要と考えている。 
 そこで、避難所生活を免れるために
も、現在、地域の防災訓練などあらゆ
る場面で、「自助」「共助」の重要性
を訴えると共に、家屋の耐震化・家具
の転倒防止等についても、積極的にＰ
Ｒを行っている。 

⑩【孤独死の防止について】 

団地の中の孤独死の問題があるので、高齢者

の見守り隊などが必要かと考える。 

 
確認しあえる地域づくりや環境を作って
頂くようお願いせざるを得ないが、その
ための行政の役割もあるのでどういう対
応ができるのか考えていきたい。 

 
神奈川県では平成２４年５月から、
日々の生活に関連して個人宅を訪問
する事業者と県が包括的に結ぶ「地域
見守り活動に関する協定」の締結を順
次拡大している。日常生活において異
常が感じられ、かつ、住人の生命の危
険が予見される世帯については、事業
者が市町村に通報することとなって
いて、寒川町の窓口は福祉課となって
いる。協定締結団体は平成２６年３月
３１日現在３３団体、県機関で１団体
となっていて、今後３団体と協定締結
を予定している。 
 また、仮称第４次地域福祉計画で

【中部懇談会の内容（大蔵地域集会所）】 



7 

 

は、孤独死の防止について計画に反映
できるよう社会福祉協議会と連携を
図っていく。 

 

 

 

⑪【違法駐車について】 

茅ヶ崎の変電所のところで橋の架け替え工事

していると思うが、茅ヶ崎へ向う右側の土手

に約１年以上、工場のものと思われる車が何

台も止まっている。町道でもないし、どこの

管理なのか。 

 

私も現場を見る。管理者などに確認して

対応していきたい。 

 

現在も引き続き、河川管理用通路の管

理者である藤沢土木事務所等が対応

しているが、県道としての認定がされ

ていない通路のため、抜本的な解決に

は至っていない状況。 

 

 

 

 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

⑫【広報紙について】 

読む機会がないし、難しく書いてあり読む気

がしない。分かり易い記事にしてもらったり、

分かり易く絵で書いてもらったりすれば、若

い世代にも興味がでると思う。 

見づらいなどの意見があれば町に言って

欲しい。中高生にも関心の持てるような

内容にしていきたい。広報やホームペー

ジに情報を載せただけではダメで、反省

も踏まえて良く研究していかなければい

けないと思う。 

 

広報さむかわについて、平成25年度に

公益社団法人日本広報協会に委託し

て広報紙クリニック(紙面評価)を実

施。特集面のさらなる充実や、目次の

挿入、イメージを喚起する写真やイラ

スト・表組みの使用などの改善項目を

踏まえて、より見やすく読みやすくな

るよう紙面を編集し、平成26年5月1

日号より広報紙のリニューアルを行

った。今後についても、より見やすく

読みやすい広報紙となるよう努めて

いく。 

 

 

 

 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

⑬【地域への自分の力の活用について】 

小谷で民生委員児童委員をしている。第８回
まちづくり懇談会で生活保護を受けている世
帯の子どもに対しての学習支援の話があっ
た。生活保護を受けている世帯の子どもに限
らず、学習支援が必要な子は他にもいると思
う。ボランティアをしたい人は沢山いると思
うので、チラシだけのＰＲだけでなく、町も
積極的に募集をすべき。 

 

 
塾に通うお子さんもいれば通うのは難し
いお子さんもいる中で、地域の方が得意
な科目でのボランティアで支援していた
だければと思うし、町でもボランティア
登録制度を進めている。周知をし皆さん
に知っていただくこと、また、ボランテ
ィアで集まった人たちの支援をどうして
いくかを考えていく。皆さんも何か自分
にもできることがあるという方は、個人
ボランティアの登録をぜひしていただき
たい。学習支援などは教育委員会にも関
連することなので内部で検討し、方向性
が決まればお知らせしていきたい。ボラ
ンティアは全町的なことであるので、手
を上げやすい環境を作っていきたい。 
 

 

平成２５年度より、「地域のせんせい」
ふれあい推進事業を展開しており、各
小・中学校における授業や課外活動に
おいて、地域の方々の支援を受け教育
活動の展開を行っている。 
 昨年度は、授業や課外活動、また日
常・長期休業中の補充学習において
も、多くの「地域のせんせい」の支援
を頂くことができた。子どもたちは、
こうした地域の方々の温かい支援活
動を受け、学力向上という観点はもち
ろんのこと、気持ちの面でも支えら
れ、そして励まされており、人間形成
を図る上でもとても大きな力となっ
ている。 
 各学校において、種々の地域懇談
会、学校説明会などで地域のせんせい
募集の呼びかけを行ってきたが、今後

【南部懇談会の内容（田端地域集会所）】 

夏休み特別企画 平成２５年 ８月２１日 

【寒川総合図書館３階 会議室】 

第９回 平成２５年１１月１６日 

【北部懇談会の内容（小動地域集会所）】 
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も、町広報紙をはじめ学校だよりなど
において、「地域のせんせい」の広報
活動を行い、多くの方々に「地域のせ
んせい」の活動を知って頂くととも
に、さらなる募集を行っていく。 

⑭【井戸水について】 

井戸水の水質状況はどうなのか。 

 

現在、井戸水は飲み水としては使っては

いないが、災害時のこともあるので今後

検討させてほしい。 

 

飲み水としては適さないが、生活用水

としては有効と考える。 

水質検査の費用の補助は考えていな

い。（町内に井戸を持つ家庭がたくさ

んある） 

⑮【憩の家・防犯灯について】 

憩の家の跡地問題はどうなっているのか。ま

た、旭が丘中学校の通学路で電灯ない場所が

あるが、支線を引いたりして対応できないか。 

 

通学路は確認させてください。憩いの家

は手直しして使うことは考えてなく、廃

止にする予定。建物をそのままにすると、

若者のたまり場になる心配もあるし、以

前地下ケーブルの盗難未遂もあり防犯上

よくないと思うので、取り壊す方向で考

えている。 

 

防犯灯の設置要望が提出されている

箇所の電柱に平成２５年度は２灯設

置した。 

 寒川町老人憩いの家については、利

用者の安全確保が困難となり、かつ防

犯等の理由から２６年度中に解体を

行う予定。 

⑯【フェンスの破損について】 

柳通りの歩道のフェンスが車にぶつけられ、

１ヶ月ぐらいそのままになっている。通学路

になっているので何とかしたほうがよい。 

 

現場確認する。 

 
事故を起こされた方により、１２／４
修繕され、すでに現場は直っている状
況。 

⑰【被災地の犬について】 

東日本大震災の被災地の犬の件。畑に散歩中

の犬のオシッコなどの被害があり、迷惑して

いる。 

 

代表者の方には町の方から話しをしたと

き、今いる場所は、仮の置き場なので移

転しますとは聞いている。時期まではき

いてないが、現状どうなっているか確認

する。 

 
事故を起こされた方により、１２／４
修繕され、すでに現場は直っている状
況。 

 

 

 

⑱【ごみの出し方のモラルと自治会加入につ

いて】 

岡田東にあるアパートのゴミの出し方が悪

い。町外の管理業者は非協力的なので、直接

自治会への加入促進のための協力を言いに行

かなければならないのではないか。 

 

環境課の担当に伝える。そこのアパート

の住人全てに出てもらい、自治会と町と

で一緒にやりましょう。場所を確認させ

てください。       

 

１１月２３日の岡田東自治会定例会

の中で、ごみ問題は色々なケースが考

えられるので、その都度取り組んでい

くことで、双方で確認済み。 

 

 

 

⑲【道路側溝について】 

雨が降ると道路の側溝の泥が溢れて困る。道

路課には言っているが、回答ない。 

 

町道の側溝の浚渫は行っている。場所を

後で教えてほしい。 

 

道路課（担当課）で現地を確認し、浚

渫の必要な場合は優先順位を考えな

がら、順次浚渫を行う。 

 なお、個人での道路側溝の泥上げ

は、怪我の心配があるのでご遠慮いた

だきたい。 

⑳【ＡＥＤについて】 

地域集会所にＡＥＤは設置してあるのか。集

会所への設置要望及び設置状況を分かるよう

にしてほしい。 

 

地域集会所の管理は自治会だが町の施設

なので、ＡＥＤの必要性は感じている。

公民館等には設置はしているが、特にこ

ちらの集会所の稼働率は９０％ぐらいと

お聞きしているので、ここも含め地域集

会所への設置を順次進めていく。  

 

ＡＥＤの設置は、以下の場所、役場本

庁舎・各公民館（センター・南北）・

保育園（一之宮・旭・さむかわ）は、

消防が設置している。平成25年度より

リースの方が安くすむということで、

月2，500円の5年契約でセコムと契約

【中部懇談会の内容（岡田地域集会所）】 

【南部懇談会の内容（中瀬地域集会所）】 
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している。消防として、ＡＥＤの新設

については行う予定はないが、今後他

課と連携取り合って検討をしていく。 

㉑【老人が集まれる場所について】 

老人が集まって遊べるような、憩の家のよう

な場所を作ってほしい。お風呂に入ったり、

老人同士意見交換できる集いの場所があると

いい。 

 

役場の南側の敷地、今は駐車場として利

用しているが、健康福祉センター用地と

して確保している。建設に向けて近々話

し合いを始めていく予定。憩の家の話し

がでましたが、建物本体が東日本大震災

で亀裂が入り、再利用はできない。防犯

面も考え取り壊し予定となっている。取

り壊し後の跡地利用についても検討して

いく。  

 

（仮称）健康福祉総合センターについ

ては現在建設に向けて、必要な機能等

について調査・検討している。 

寒川町老人憩いの家については、利用

者の安全確保が困難となり、かつ防犯

等の理由から本年度中に解体を行う

予定。 

高齢者のつどいの場としては、ふれあ

いセンターを解放しているので、ぜひ

利用していただきたい。 

㉒【歩道に伸びる草について】 

南小学校の周りの歩道の草がすごくて、美化

運動の時だけでは処理できない。また、寒川

高校側の歩道の草が伸びてくると不法投棄さ

れたりするので何とか出来ないか。 

 

確認しておく。 

 

現地確認したが、今現在は草が伸びて

いる状況はみられなかった。 

 なお、草が伸びる時期に再度現地確

認する。 

㉓【事故多発場所の対応について】 

私の自宅の前の交差点では、頻繁に事故が起

こっている。事故を防ぐような対策がとれな

いか。 

 

検討させてください。 

 

写真の提案されたものは、道路を一部

盛り上げた舗装（ハンプという）であ

るが、歩行者や自転車のことを考える

と必ずしも有効ではない。           

また、管理上のメンテナンスも通常の

舗装よりお金がかかる。一部の小学校

からも通学路の要望でハンプの設置

の話しがでたが、上記理由からそれに

関する資料も添えて、対応できないと

回答している。 

 

 

 

 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

㉔【支援が必要な子へのサポートについて】  

支援学級を全校に設置するのは厳しいという

話も聞くが、それをサポートできるようなシ

ステムができないか。また、町ではヘルパー

の利用ができるが、ヘルパー関係は学校教育

にはほとんど携わることができない。自分の

子も平成２６年度に小谷小に入るが通常級に

いてもサポートがあるといいのだが。 

 

 

教員の配置は県になるが、研修も行って
いると伺っている。教育委員会からもで
きるだけ支援級は各校にということで、
私も前向きな考えで進めております。小
谷小については平成27年度の設置と考え
ていますが、平成26年度は研修を途中で
やめる訳にはいかないので難しいと聞い
ています。先生が若返りしているが、各
地域の先生のＯＢの方にサポート役とし
て地元の学校に関わって頂きたいという
話もしている。どういう形で具体化でき
るかスケジュールを立ててお示ししたい
と思う。 
各校の運動会については、実施日をずら
すことや翌週にするなどは可能か全校一
斉でないと何が問題が生じるのか、教育
委員会とも話を進めます。平成 26年度に
ついては、通常学級でサポートも可能的
な話は教育委員会から聞いているので確
認いたします。 

 

基本的には通常学級にふれあい教育
支援員を各校１名配置している。ま
た、お子さんによって状況も異なるの
で、必要に応じて地域の先生の活用を
含めて対応していく。 
 また、各校の運動会の日程について
は、一斉開催のメリット・デメリット
について、検討を行う。 

 

特別企画 平成２５年１１月２０日 

【南部文化福祉会館２階 会議室】 
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㉕【子育ての支援について】 

ＮＰＯ法人の代表をしている。0から2歳児を

持つ親御さんの子育て支援をしている。子育

てしている専業主婦向けに何かシステムを作

って頂きたいと思う。 

 

 

 

広報11月号にあるが、保育園は公設民営

としていましたが、来年度から民設民営

といたします。決して行政が手ばなすと

いうことではなく、財源も新たな需要課

題に財源を効果的に充当しなくてなりま

せん。 

新たな保育ニーズや子育てニーズも増え

ている。対応するためにも民設になれば、

国や県からの新たな財源も得ることがで

き、今まで手が出せなかったことにも取

り組める。町も需要に応えるべく努力を

しています。新たな制度についても平成

27年度までに各地でもお話ししていきた

い。 

 

子育て支援センターは、育児中の母･

父親のリフレッシュや育児などに悩

みを抱えた親御さんの状態を見守り、

支援していくための施設であり、運営

方法については現状どおりの運営を

行っていく。契約方法についても、事

業の性質上、状況に応じた支援や働き

かけを子どもや保護者に行っていく

必要がある。最も重要な資源は、業務

に当たる担当者の経験に基づく実践

力であるため、当該事業の目的を達す

るため引き続き随意契約とする。 

 なお、今年度より親子や親を対象と

したイベントや講座等を月1回程度定

期的に開催していくことを計画して

おり、利用率の向上を促進していく。                                                                                                                                      

新たな仕組みについては、平成27年度

よりスタートする子ども･子育て支援

新制度に併せ、現在子ども･子育て支

援事業計画を策定しているところ。こ

の計画の中で、新規事業等の計画も併

せて検討していく。 

㉖【青い回転灯のパトロールカーについて】 

町には青いパトロールカー現在１台あるそう

だが、青いパトロールカーが来る所には不審

者が出ないようなので、台数を増やせないか。

ボランティアに乗ってもらって子どもを守れ

たらいいと思う。 

 

 

地域は皆さんも見つめて頂かないと抑止

力にならないが、抑止になるならば回転

灯をつけた車両は増やして行きたい。 

 以前は消防車も定期的に下校時間帯に

巡回していたが、救急対応も多くなり現

在は以前ほど行っていない。 

 

青色回転灯装備車でパトロールを行

うには、警察の講習を受講してパトロ

ール実施者の登録や青色回転灯を装

備する車両の登録を行うなどの条件

があるが、町の一般公用車にも青色回

転灯を装備できるよう検討している。     

㉗【子どもの医療費支援等について】 

ふれあい塾についてだが、学校から家が遠い

子のために、学校の終了後そのままカバンお

いてふれあい塾で遊べるようにして頂けると

ありがたい。また、ボランティアの方が遊び

相手にもなって頂けると、伝承遊びなどの場

を通して子どもに浸透していくだろうし、子

どももコミュニケーションをうまく取れるよ

うになるのではないかと思う。また、寒川の

医療費の支援を増やして頂けたらと思う。 

 

 

ふれあい塾は地域の方も関わって頂いて

非常に良いと思っています。                   

カバンを置いてという決めごとはあるよ

うですが、担当にも確認しましょう。み

んながということではないと思います

が。 

小児医療費については、近隣地域間で格

差があるが、担当では試算したりご意見

も頂いている。前向きには考えているが

検討させて下さい。 

 

ふれあい塾の参加については、一度自

宅に帰ってからとしていて、今後も変

更の予定はない。 

 小児医療費については、通院分に係

る対象年齢について、平成26年8月診

療分より、小学校6年生まで拡大する

ことになった。 

 

 

 

 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 

㉘【雪について】  

今回の雪で、近所に住む農家の方が除雪して
くださったが、近くにある造園業の方にお手
伝いをしてもらえたら助かった。しかし、造
園業の方は例え手伝いたい思ってもどうした
らいのか分からないのではないかと思う。声
がけをするのが大事なのでは。やるとすれば、
自治会の中で話し合いをして、ある程度機材
を持っている方に協力のお願いをする。小谷

 

またいつこのような雪が降るかも分から
ないので、この機会を教訓に連携を深め
ることも必要だと思う。町も農協や生産
組合、自治会など色んな機関と雪を想定
した取り組みを作り上げていきたい。 

 

 

   

今回の大雪における様々な経験と教

訓を踏まえ、雪害に対する対応マニュ

アルを作成した。 

 今後については、自治会、生産組合、

協定締結団体等の連携が重要と考え

ているので、関係団体との連携強化を

図ると共に、大雪対策マニュアルを基

第１０回 平成２６年 ２月１６日 

【中部懇談会の内容（小谷地域集会所）】 
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の外部団体に生産組合があるので、正式に今
回の雪のような場合には協力をいただけるよ
うに話しをしてみたらどうかと思う。確かに
正式にお願いして協力体制をとったほうがい
いと思う。 

 

 

 

 

に、大雪への取り組みを進めていく。

除雪のための資機材の整備について

は、各スコップ５０個を準備してい

る。 

㉙【交通安全とボランティア活動について】 

私は子ども見守り隊のお手伝いをしている。 

交通安全の面で、歩行者と自転車のマナーが

非常に悪い。また、確か寒川町は自転車盗難 

と事故が多い町なので、自転車の交通安全教

室を開くべき。そして、白線が白い色でなく

なっているところがあるので、今年の小学校

の新入学時が入るまでに直してほしい。さら

に、柳通りに通学路につき注意の看板が１枚

あるが、反対側にも付けないとだめ。また、

見守り隊に若い人、特にお母さんたちに入っ

てほしい。 

 

 

 

＜協働文化推進課＞ 

柳通りの注意喚起看板については、設置

位置を確認させてください。 

交通安全のマナーについて、町では小学

校・中学校対象に１年に１回交通安全教

室を行っているが、今話しが出ていまし

た白線の内側を歩くということは話しは

していないと思う。今後、対応していき

たいと考える。学校のほうへも教育委員

会を通じて伝えていきます。 

見守り隊については、ボランティア活動

登録制度に登録していただいている団体

でもあるので、一緒に考えていきたい。 

 

柳通りへの注意喚起看板設置につい

ては、２／２０に行った。 

交通安全マナーについては、毎年町が

各小学校に出向き実施している交通

安全教室の中で指導している。 

㉚【野良猫対策について】 

野良猫についてだが、友人が金沢区の並木町

の団地に住んでいるが、そこには野良猫が１

２００匹くらい居たそう。そこで野良猫対策

として、まず餌付けをして猫を慣らしていき、

去勢をした。ＮＰＯ法人を作って、ボランテ

ィアで活動し、１２０匹にまで減らすことが

出来たそう。この活動により、金沢区では野

良猫に対する補助が出るようになったとい

う。寒川町には野良猫の対策自体がなく、野

良猫が増える一方なので、町からの抜本的な

考えを提示してほしい。 

 

野良猫の対策の効果的な方法、事例も聞

かせていただいたので参考とさせて頂き

ながら進めていかなくてはいけないと思

う。 

 

野良猫対策について、不妊・去勢手術

の助成は、以前野良猫の不妊・去勢の

助成を１人で複数匹申請してきた方

がおり、予算枠の関係上他の町民の

方々で申請をできない方が出てきた

ため、１年間１世帯１家族で飼い猫に

限定している。地域猫については、Ｔ

ＮＲ活動をされている方々にボラン

ティア団体への助成を行っている近

隣の自治体があるが、ＴＮＲ活動につ

いては、捕獲作業、獣医師への搬送等、

地域の方々の協力が必要不可欠であ

り、要望については今後町内でどのよ

うにＴＮＲ活動が行えるかが大きな

課題なので、他自治体の事例をよく研

究にしていきたいと思う。また、現在

寒川町住みよい環境を守り育てるま

ちづくり条例について、今後は犬の糞

だけではなく猫の糞の放置について

も罰則の対象となるよう条例改正を

進めている。 

 

ＴＮＲ活動…トラップ（捕獲器）で野

良猫を捕獲し、ニューター（不妊・去

勢手術のこと）を施し、リターン（元

の生活場所に戻してやること）する活

動のこと。 

 

 

 

㉛【雪の時の対応について】  

雪を見ながら散歩していたら、中瀬は若い人

達が雪かきをしていて、大曲も皆さんで協力

して雪かきをよくされていた。また、知り合 

 

雪かきは皆さんが自発的にされていた

が、大変心強いことだと感じた。自宅周

辺は皆さんの手で人力でも出来ると思う 

 

現段階で具体的なところは進んでい

ないが、連携を進めるにも、協定を正

式にして活動した際の怪我の対応や、 

【南部懇談会の内容（大曲地域集会所）】 
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いの方の車がスリップしてしまっていたが、

近所の皆さんが雪かきをして助けてくれた。

今回の雪で改めて、ご近所とのつながりを大

事にしなければと思った。 

が、今回はトラクターなどの機械をお持

ちの農家の方が除雪作業を行ってくれた

との話しをよく聞いた。町も災害時には

建設業協会との応援協定もあるが、これ

からは農協や生産組合の方などと連携を

取っていくことの必要性を感じたし、進

めていきたい。 

トラクターなどが全町的にどのくら

いあるのか、また、雪かきに使えるの

かなど、多くの解決すべき課題がある

と考える。また、雪が降った時の防災

無線の放送については現在検討中。     

㉜【防災無線について】 

防災無線が聞き取りにくいが、何度も放送で

きないのか。条例で一回までなどの決まりが

あるのか。 

 

 

 

防災行政無線の運用規程では、緊急放送

と一般放送の２つがある。災害時など緊

急の場合には何度でも放送でき、音量も

大きくすることができる。一般放送につ

いては通常の大きさで流すので、確かに

風などによっては聞き取りづらいことも

あるかもしれない。そのため電話でも放

送内容が確認できるようになっている。 

放送の仕方は２系統ある。一斉に流すと

ハウリングを起こしたりしてしまうの

で、放送の時間をずらして、流す方向も

変えて聞き取りやすくしている。今回を

教訓に、雪が降った時の放送の対応も検

討していきたいと思う。 

㉝【プラスチックごみの分別について】 

２０１３年の環境審議委員からの報告では、

プラスチックの分別はやっても資源にはなら

ないと。リサイクルセンターでプラスチック

の分別をするが、悪臭ひどく作業する人にも

よくないと話しが出ていた。汚れたまま捨て

たりと、プラの分別がきちんとできていない

ので、上手くリサイクルできていない。 

 

リサイクルセンターは茅ヶ崎と広域連携

として一緒に使っている。確かにプラス

チックの分別作業の現場は臭いがすご

い。皆さんの分別もまだまだなところが

あるかと思う。寒川は専用のプラスチッ

ク収集袋があるが、茅ヶ崎にはない状況

もある。分別の効果についても色んな意

見をいただいているが、議論をしていく

必要もあるのかと思う。生活に密着して

いるだけに、資源化やごみを減らす努力

はしていかないといけないと思う。可燃

ごみは茅ヶ崎で焼却してもらっている

が、重さで町が経費を払わなくてはいけ

ない。ごみを出すときに、水分を減らし

てもらうだけでもずいぶん違うので、地

域の皆さんのご協力もお願いしたい。処

分するにも町の税金で支払われるわけ

で、町としても対策を考えなくてはと思

う。 

 

プラスチック製容器包装の分別につ

いては、すすぐなどして汚れを取り除

いてもらうようお願いしているとこ

ろだが、汚れたものや、未分別のごみ

などが混入しているのが現状。 

 しかし、最終処分場を持たない寒川

町では、ごみの減量化、資源化が急務

であり、ごみの分別は必要不可欠であ

る。そのため、今後も引き続きプラス

チック製容器包装の分別をわかりや

すく周知徹底を図っていく。 

 


