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平成２８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    

「さむかわ」の魅力をアピールしよう！  

～あなたが伝えたい寒川の魅力～ 

 

これからの「さむかわ」をよくしたい！ 

～あなたのアイデアをまちづくりに～ 

 

ごみの減量化について 

 

２．開催日及び時間・会場 

【特別企画 若者・子育て世代編 ～ＪＸ金属労働組合との懇談～】 

   ７月２日 ＪＸ金属株式会社倉見工場 開発事務棟４階４０１会議室 午前１０時３０分～１２時 

○参加者数：男性（２４名）、女性（１名）、計（２１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６日 寒川町民センター視聴覚室 午後２時～３時３０分 

○参加者数：男性（４名）、女性（９名）、計（１３名） 

 

【特別企画 若者・子育て世代編 ～湘南サザン２６０との懇談～】 

 ７月２３日 湘南サザン２６０集会室 午前９時３０分～１１時 

○参加者数：男性（７名）、女性（３名）、計（１０名） 

 

【第１９回】 

（１）新町集会所        午後１時～２時３０分 

（２）南部文化福祉会館    午後３時３０分～午後５時 

○参加者数：男性（１７名）、女性（４名）、計（２１名） 

 

【特別企画 若者・子育て世代編 ～寒川町商工会青年部との懇談～】 

 ７月２５日 寒川町商工会２階 会議室 午後７時３０分～９時 

○参加者数：男性（１２名）、女性（０名）、計（１２名） 

 

【特別企画 若者・子育て世代編 ～文教大学梅村仁ゼミ生との懇談～】 

 １０月５日 文教大学湘南キャンパス４３０１教室 午前１１時～１２時３０分 

○参加者数：男性（１８名）、女性（１１名）、計（２９名） 

全会場  

７月２３日 



2 

 

 

【第２０回】 

（１）一之宮ソフィア集会所  午前９時３０分～１１時 

（２）岡田地域集会所     午後３時３０分～５時 

○参加者数：男性（１９名）、女性（１０名）、計（２９名） 

 

【特別企画 若者・子育て世代編 ～オリーブの丘町内会との懇談～】 

 １０月２２日 オリーブの丘町内会集会所 午後１時～２時３０分 

○参加者数：男性（１名）、女性（３名）、計（４名） 

 

【特別企画 若者・子育て世代編 ～寒川町消防団第７分団との懇談～】 

 １１月９日 寒川町消防本部３階 講堂 午後７時～８時３０分 

○参加者数：男性（１３名）、女性（０名）、計（１３名） 

 

【特別企画 若者・子育て世代編 ～一般社団法人寒川青年会議所との懇談～】 

 １月２９日 寒川町役場 東分庁舎２階 第１会議室 午後２時～３時３０分 

○参加者数：男性（９名）、女性（０名）、計（９名） 

 

【特別企画 若者・子育て世代編 ～さがみ農業協同組合寒川町青壮年部との懇談～】 

 ２月３日 寒川町民センター 視聴覚室 午後７時～８時３０分 

○参加者数：男性（８名）、女性（０名）、計（８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.「さむかわ」の魅力をアピールしよう！…＜Ｐ３中段～Ｐ７下段＞ 

    ①寒川の魅力・特徴について     ②寒川の魅力について 

    ③寒川の魅力について 

   

２.これからの「さむかわ」をよくしたい！…＜Ｐ７下段～Ｐ２３中段＞ 

    ④銀河大橋の歩道について      ⑤軽音部の活動の場について 

    ⑥小さい町有地について       ⑦寒川の改善点について 

    ⑧公用車の活用について       ⑨ホームページについて 

    ⑩交通インフラと町のアピールについて⑪広報について 

⑫キエーロについて         ⑬指定収集ごみ袋・ごみの収集について 

⑭中学校の給食について       ⑮広報について 

⑯防犯について           ⑰子育て環境について 

⑱教育について           ⑲定住促進のＰＲについて 

⑳町の農業について 

 

 

 

全会場  

１０月２２日 
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３.その他（地域活動関係、環境・施設関係、災害関係、その他）…＜Ｐ２３中段～Ｐ３０下段＞ 

環境・施設関係 

    ㉑県道の雑草について        ㉒神社以外の魅力について 

    ㉓インター前の信号について     ㉔ごみについて 

    ㉕除草について           ㉖ごみ集積所について 

    ㉗宮山駅のトイレについて      ㉘狭あい道路について 

    ㉙雨水の排水について        ㉚公共施設について 

 

災害関係 

   ㉛避難勧告の周知について 

 

その他 

㉜交通アクセス・バーベキューについて㉜政務活動費について 

 

 

１.「さむかわ」の魅力をアピールしよう！  

若者・子育て世代編（湘南サザン２６０）【湘南サザン２６０集会室】 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
①【寒川の魅力・特徴について】共
助・公助 
２年ばかり町内会長をやらせて

いただきまして、実際に役が外れて
から、まちづくりをどうすればいい
のか尾を引き始めます。皆さんも、
町内会で役を終わると、そういうこ
とを考えてこられると思います。昔
は企業にお勤めの方はブレーンス
トーミング、ＫＪ法をおやりになっ
たと思いますが、最後の目的にたど
り着くにはどうすればいいかやっ
てみました。私は３つのテーマがあ
り、第１章は地域活性化のポイント
は、どうすればいいかということ。
第２章は、地域課題を解決する糸口
を考えてみました。第３章は、地域
の魅力を引き出すにはどうすれば
いいのか。こんなことをするとまち
が潤うかな、まちが活性化されるか
なという内容を書きました。 
先ほど、町長が魅力ということを

おっしゃっていましたが、「クロー
バー見ました」とか、「目久尻川の
ところに白いコイが泳いでいまし
た」とか、いろいろあると思います。
このよさが、寒川の魅力だと思いま
す。寒川は花メインとして、「花の
まち さむかわ」とうたっておりま
す。それから、ケヤキの森の公園が
できました。心配なのは、あれをこ
れからどうやって運営していくか、

 
よく寒川町の特徴はと、マスコミ

の方にも聞かれますが、寒川神社と
ともに、外にＰＲしたいのはお花な
んです。寒川は花の生産者が、若い
方が代を継いで、皆さん頑張ってい
て、宮山・倉見地区に生産者が多い
です。さがみ縦貫道路の北インター
をおりた出入り口のところに、看板
をつけさせていただきました。そこ
には「寒川へようこそ」と「花のま
ち さむかわ」と、お花をいろいろ、
大きく表示しております。とりあえ
ず縦貫を利用される方が、「花の生
産地でもあるんだな」と知っていた
だきたいです。 
今、寒川町もふるさと納税をやっ

ております。返礼品で何が一番人気
が高いかというと、ベスト５のうち
４つはお花です。返礼品で喜ばれて
います。ふるさと納税された方がご
自身で選ぶのですが、選ばれる品物
はお花が圧倒的に多いです。もっと
寒川の地についた部分もＰＲしな
くてはいけません。まさに季節の彩
りがわかるまち、「四季(しき)彩(さ
い)」という言葉も使いましたが、そ
ういったまちづくりにはきれいな
まちではないといけません。 
県道相模原茅ケ崎線を通ってき

ますと、植栽があります。木が植わ
っていますが、草が子どもの背丈以

 
町道、県道の分けなく、住みよい

環境づくりのために、地域の皆様の
協力を得ながら、官民協働の取り組
みで、綺麗な町並みを整える、仕組
みづくりを検討してまいります。 
ご指摘のとおり、遊具の老朽化に

伴う更新については、町の財政事情
等により、ご不便をおかけしており
ます。子ども達が、楽しく、安全に
利用できる環境を整えるよう、遊具
の更新方法についても、検討してま
いります。 
【予算措置の方向性】 
平成２９年度は利用者が多いさ

むかわ中央公園に幼児用遊具を設
置する。 
また、遊具が破損した場合、可能

限り修繕により再度利用できる状
態にして、遊具の減少が無いように
する。 
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第２０回【中部懇談会の内容（岡田地域集会所）】 

住民にも考えている方がいます。あ
そこをうまくするためには、サザン
も、あちら側の土手側に花が咲いて
きれいになれば、上の人たちはいい
環境で楽しめるというご意見を言
う方もいます。この辺が、町長から
お話が聞ければありがたいと思い
ます。 
それから、サザンはお年寄りが多

い。そういう人たちがまちへ出て、
まちを楽しむ、そういう心のよりど
ころをどうやってつくっていけば
いいか。これも町内会でご相談して
やっていけばいいと思います。 
今回の懇談会に出席させていただ
いたのは、ぜひ身近なことで結果を
出していっていただきたい。公園の
遊具が、壊れたから危ない、片づけ
ました、でも補充はありません。こ
れで終わってしまうのかというの
が、僕の提案です。施設の壊れたや
つを取り除いていただくのはあり
がたいですが、補充がないと、子ど
もたちが遊ぶ場が一つなくなって
しまいます。 
例えば、信玄芝原公園はとてもい

い公園です。でも、普段あんまり使
われてません。あの辺の使われ方を
町に皆さんが提案すると、やってく
れるかもしれない。 

上に伸びています。あれは、県道だ
から、県がやればいいという話では
なく、沿道の土地をお持ちの方、自
分の身近なところの公共の部分は、
当然できる範囲です。雑草を取る、
そういったものは、住みよい環境づ
くりのために、地域の皆さんででき
る範囲のことを、そういった活動が
必要じゃないかと思っています。町
でも、相模川や目久尻川小出川の美
化キャンペーンを年１回、まちづく
り美化運動を年２回開催していま
すが、毎月じゃなくてもいいと思う
んです。特に草が伸びる時期は月に
１回程度。当然、管理者も一緒に参
加してもらいますが、そんなものも
これからやっていきたいと思って
います。 
今、健康管理センター前から南へ

下って、役場から寒川駅のほうに向
かう道路の両サイドにお花が植わ
っています。これはライオンズクラ
ブさんなどの団体が毎月のように
手入れをされて、あのような形にな
っています。でも、それ以外は手が
入っていないだけに、落差が大きい
です。ここを何とかしたいなと、私
も考えていますし、地域の皆様の協
力をぜひいただきたいです。 
遊具のお話もございました。小さ

い公園も、中央公園のように規模の
大きい公園もございますが、遊具
は、最初に設置されて、風雨で老朽
して、危険で取り壊した後、補充は
されない。その辺も、町として子ど
もたちに遊んでもらう、子どもたち
が遊んでいられるような環境づく
りをどのようにすればできるのか。
計画的な公園づくりの考え方もこ
れから出していかなくてはいけな
いと思いますし、その辺はまた検討
させていただきたいと思います。 
今言われたように、地域を知るこ

と、寒川を歩くと意外な発見があり
ます。日々ぜひ地域を回っていただ
ければと思っております。 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
②【寒川の魅力について】共助・公
助 
私は生まれたのが平塚で、平塚の

魅力は、七夕祭り、競輪場、運動場
があります。寒川には、寒川神社や、
浜降祭とか神揃山で集まってお祭
りをするとか、魅力的なものがあま
り感じられません。 

 
「花の町」ですが、さがみ縦貫道

路の北インターを降りますと、道路
の端に神社と花の写真をプリント
した大きな看板を設置しています。
神社は１つの歴史ですが、産業とし
ては花の町としてＰＲしたいです。 
相模線に乗っていると、香川から

 
農業者の担い手不足や高齢化か

ら、農地が適正管理できず遊休農地
が発生してしまう状況があります。 
遊休農地の対策としましては、農政
課と農業委員会と連携し、毎年９月
～１１月を農地パトロール強化月
間としまして、農業委員が担当する
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若者・子育て世代編（一般社団法人寒川青年会議所）【寒川町役場 東分庁舎２階 第１会議室】 

平塚にいた時は、花の町寒川とい
う印象があったのですが、それを町
民がどの程度知っているか。何か１
つでも、例えば、農家の人と協力し
て、田植えをしたり、桜の木を植え
たりとか、何かＰＲできるものを、
自治会等を通じて一緒にやってい
ければと思います。 

小出川を渡り寒川に入る時、寒川駅
に向かう右手に田が広がっていま
す。その田んぼのある程度を整備し
て、田にお花を植える話も農協に提
案していますが、地権者の方の了解
が得られていませんが、ぜひ具体化
したいと思っています。 
また、スイートピー発祥の地と言

われていながら、町民の方にもよく
認識をされていませんので、ないも
の探しではなく、あるものを活かし
ていきたいと思っています。歴史の
ある花の生産ですから。 
寒川も、ふるさと納税を実施はして
います。その返礼品で人気があるも
のの一つがお花です。ですから、そ
ういったものを、休耕田が点在して
いる状況もあり、それをぜひ改善を
したいです。 
今、多くの方が地域に戻っていま

すが、家庭菜園と市民農園の間ぐら
いの農地の活用を、農協にも話して
いるところです。町と農家の間にＪ
Ａさんが入っていただくことによ
り、そういった土地の集約が可能か
もしれません。 
そういった遊休農地の活用方法

も、農協さんと調整しながらしてい
きたいと思います。 
耕作者の方も、次につなげる方が

なかなかいらっしゃらないという
声が耳に入ります。行政も一緒にや
りますが、ぜひ農協さんも力を入れ
ていただきたいという話をしてい
ます。 
何が理由で寒川に住まわれたの

かと聞いてみると、自然が豊か、見
通しがよい、富士山がよく見えると
いう話を聞きます。 
自然も、手を入れなくてはならな

い自然もありますので、町の本来持
っているよさを、皆さんに見える形
にしていくように、これから進めて
いきたいと思います。 

地区の農地利用状況を確認後、農政
課・農業委員会より、除草依頼文書
や口頭での指導を行っているとこ
ろです。 
また、農地所有者が自ら農地を耕

作できない場合には、農地所有者に
農地中間管理機構（認定農業者や集
落営農組織などの担い手に貸し付
ける公的機関、農地バンク）に農地
情報を提供することを勧めており
ます。さらに、耕作できる人がいた
ら、農地の利用権設定や、農作業受
委託等により、農地の流動化を図
り、適正管理に努めております。 
また、寒川高校南側の遊休農地に

おいては、ＪＡと協力して、未就学
児童を対象としたさつまいもの定
植収穫の農業体験を行い、ＪＲ相模
線沿線の岡田地区の遊休農地では、
農業委員会が中心となってヒマワ
リ、コスモス、菜の花を植える「花
いっぱいプロジェクト」を実施して
おります。 

公助 
寒川町の木はキンモクセイ、花は

スイセン、鳥はダイサギですが、ス
イセンが寒川のどこにもありませ
ん。休耕田にスイセンを植えて、そ
れを１つの宣伝材料にしてはどう
かと思います。町で、休耕田に植え
るスイセンの種ぐらいは補助して
もらいたいです。農家の方も田畑を
休ませて、草を生えさせるよりは、
その方がよいのではないでしょう
か。 

共助・公助 
大蔵で、彼岸花まつりを開催して

います。茅ヶ崎では、自治会で桜を
植えて、有志の方で花見祭りをして
ＰＲをしています。小出川の河川敷
をきれいにしてほしいと、何十年前
から、そのような話が出ていたと思
いますが、なかなか護岸工事が進ん
でいません。ああいう護岸に蛍なん
かを育てれば、観光の名所になるの
ではないかと思います。自治会と連
携を取りながらやれば、よくなるの
ではないかと思います。 

【予算措置の方向性】 
特になし 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
③【寒川の魅力について】共助・公
助 
寒川は、自転車でも何とか移動で

きますが、車は必要です。また、青
年会議所の中でも寒川は（コンパク
トなので）一番集まりやすく、３０
分あれば全員が集まれます。 

 
寒川は、住んでみると、とても住

みやすいところです。ただ、外にい
る方が寒川に住もうかという踏み
込みが弱いのは、寒い川というネー
ミングが、マイナスイメージにつな
がってしまう。本来、水がきれいだ

 
これまでの町の広報活動におい

て、町外に対する認知度の向上とい
う面においては、強い発進力はなか
ったと思われます。そこで、町では、
少子高齢化に対応し、地域の持続可
能性を保ち、魅力ある町であり続け



6 

 

寒川のよいところは、寒川神社が
大きく出てくると思います。 
悪い点は、電灯や街灯がほとんど

ないので、少し危ないと思います。
また、駅前に飲食店がもっとあると
よいと思います。 

という意味であり、歴史や伝統があ
るという事をもっと前面に出して
いくべきだと思います。 
ただ、外に住んでいる方も来られ

た時に、広々として、平坦で、よく
富士山も見えるし、感動されること
もありますが、何が弱いのかと言う
と、アピールが弱いという話が多く
出ます。 
子どもの教育環境は本当に重要

です。教育・学力レベルを上げる事
は、最優先だと思います。 
私の時は、まだ小学校は寒小、中

学校は寒中のみでしたが、今学校に
よっても違いがあります。よく教育
長にも言いますが、教員の交流をし
てほしいです。教育事務所は湘南三
浦という広いエリアなのですが、鎌
倉、三浦まで入っていますが、ほと
んど町内だけの中で教員の異動が
あります。これではいけないと、今
は茅ヶ崎と交流しています。茅ヶ崎
と寒川は、教員の相互交流を一生懸
命しています。 
それから、今は若い先生が多いで

す。ですから、経験が少ない先生方
をどうアシストできるかという課
題があります。寒川にも教員のＯＢ
が多くいます。そういう方がボラン
ティア的に後輩の教師を指導して
もらいたい。今は１クラス３５人で
すが、それでも１人の先生だと対応
できない事があります。やはり、児
童もいろいろな子どもがいて、ＴＴ
（チームティーチング）ではありま
せんが、複数の先生でクラスを見な
くてはならない事もあります。 
全国学力・学習状況調査でも、最

低と言われますが、県平均、あるい
は全国平均ぐらいには上げなくて
はいけないと思っています。 
それと、所得の状況によって、塾

に通えない子がいますが、何とかサ
ポートしたいと、にこにこ学習会
や、ＮＰＯに放課後のサポートをし
てもらおうと、動き始めています。
寒川は教員でも数多くＯＢがいら
っしゃって、そういう方に協力をし
てもらいたいと思います。 
寒川は不便ではないと思います。

ただ、周辺自治体の駅周辺と比較さ
れれば状況が違うと思います。で
も、全体を見た場合、寒川はどうし
ようもなく大変な所はないと思う
のです。寒川駅北口の区画整理が終
わりますが、駅前交番が開所し、自
転車駐輪場ができ、商店がつながっ
ていけば、また違った動きになると
思います。 
この４月から町も機構を変えま

るために、将来人口を明らかにし、
取り組むべき方向性を示す「寒川町
人口ビジョン」及びこのビジョンに
おける将来展望を実現するために
具体的な方向性を示す「寒川町総合
戦略」を策定しました。これらの中
で設定した目標人口を達成するた
めには、子育て世代の人口を増やし
ながら、出生率の向上を図る必要が
あり、他都市との比較において、町
外の子育て世代の方々に、寒川町が
暮らしの場として評価され、選ばれ
ることが必要です。即ち、寒川町の
知名度を向上させ、新たな人の流れ
を生み出す必要があります。そこ
で、平成 29年度より「寒川町プロ
モーション戦略」を定め、平成 31
年度を目標に、寒川町の魅力を町外
に発信し、定住可能性を高めるため
の具体的な取り組みの方向等を設
定しました。ターゲットを 20･30代
のファミリー層及び同世代の単身
者者に絞り込み、戦略な展開を図り
ます。主な取り組み方針として、１
つは、プロモーションツールを制作
します。近隣自治体等からの子育て
世帯の移住促進に向けた PR活動を
効果的に行うため、デザイン性や統
一性のあるパンフレットやポスタ
ー、動画、ノベルティグッズなど、
プロモーション活動を効果的に実
施するための素材を制作します。ま
た、移住ポータルサイトを構築しま
す。子育て世代にとって、寒川町が
移住の候補地や選択しとなるとと
もに、移住先としての吟味がしやす
い情報発信を行うため、インターネ
ット上で寒川町の「暮らし」「住ま
い」「子育て環境」などの情報を一
元的にかつタイムリーに発信しま
す。２つめとして、認知度向上に向
けた戦略的な情報発信を行います。
町の子育て支援策等を SNSの活用に
よる情報発信、拡散力の向上を図
り、地域の情報誌や多様な周知メデ
ィアを活用するなど、WEBコンテン
ツの存在をターゲットに届ける仕
掛けづくりを行います。更に、認知、
関心を高めるため、集客力が高い場
所や、機会において、PR活動を行い
ます。３つめとして、移住候補地と
しての誘導を図ります。不動産事業
者など民間事業者と連携して、寒川
町移住ポータルサイトへの誘導を
行い、寒川町での暮らしに興味・関
心を持った子育て世代等が、移住の
相談機会を提供できるように連
携・協力態勢を構築します。４つめ
として、推進体制を構築します。庁
内においてプロモーション活動を

寒川を選ばない理由は、交通の便
です。僕が住んでいる小田原は、商
業施設が発展していて、それと比べ
てしまうと劣るかなという気はし
ます。逆に言えば、発展し過ぎてい
ないというところがよいところ。来
ると懐かしい気持ちになります。 
寒川神社や相模川などもアスレ

チックフィールドとしてはよいコ
ンテンツだと思います。あと、地形
的に平坦で、コンパクトだと思いま
す。 
子育て環境として比較をした時

に、プラスな点がありません。聞く
ところによると、寒川の教育現場も
決してよいわけではありません。 
寒川のよいところ、「住んでみる

と住みやすい」と皆さんおっしゃり
ます。デメリットは、町だよねと言
われます。町だと行政関係が弱く
て、道路関係を確認するにも藤沢や
平塚に行かなければいけません。建
築確認を取ろうとしても取れず、不
動産関係の業者も町は面倒くさい
と業者として思います。町内での商
業関係が弱いのがデメリットと思
います。 
あと、寒川は少し教育レベルがね

という話を聞きます。 
教育レベルは、特に女性の方が気

にしていて、寒川に住むなら私立の
中学校に入れたいと聞きます。 
茅ヶ崎の話になると、萩園方面は

よくないです。子どもたちを通わせ
たくないから、市内で引っ越す方も
います。教育というのが大きなウェ
イトを占めていると思います。 
あとは、医療費の補助は拡充して

いった方がよいと思います。 
寒川のよいところは、人とのつき

合いが近いという事。つながりがあ
ります。 
ただ、最近心配しているところ

が、地域の祭りとか行事を担ってく
れる方が高齢化してきて、次の世代
に引き継がれていないところがあ
り、文化を学ぶ場が、このままだと
なくなると危惧しています。 
寒川は住みやすいと思います。よ

く商業施設がないという話があり
ますが、寒川になくても、周りにあ
ります。買い物に行く時にそこに行
けばよいので、特に必要ではないと
は思います。寒川は、土地や家賃が
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２．これからの「さむかわ」をよくしたい！ 

若者・子育て世代編（寒川高等学校）【寒川町民センター視聴覚室】 

安いですが、教育についてどういう
風に改善していったらよいのかが
問題点という気がします。 

すが、プロモーション、タウンセー
ルス、要は外部に情報発信するセク
ションもつくってやっていきます。
皆さんが言われたように、情報発信
が弱いことは自覚しています。今、
さまざまなツールを使って、画像、
動画も駆使しながら、寒川の魅力を
発信していきたいと思います。 

展開するための専従セクションを
設置し、庁内全体をまとめ、さらに、
住民や事業者等と一体となった町
全体によるプロモーション活動の
促進を図ります。こうした活動を通
して、寒川町のイメージアップや認
知度を向上させ、住民の町に対する
愛着心やプライドの醸成につなげ
ていきたいと考えています。 
 
寒川町では、より良い教育環境の

実現に向けて、町独自の少人数学級
実施事業として、国・県が行う小学
校１・２年生に加えて、３年生につ
いても３５人以下学級の編成を行
っています。また、「さむかわ学び
っ子育成推進事業」を展開し、各学
校において大学研究者を講師とし
た研究会を開催し、先生達がお互い
の学校の研究会に参加し学ぶこと
で、町全体の授業力の向上を目指し
ています。 
さらに平成２８年度の８月より

長期休業中や放課後の学習の支援
として「にこにこ学習会」を実施し
ています。この学習会は、学校以外
の場所で学習の個別支援を行うと
とともに、放課後の居場所づくりと
しての意味も大きく、口コミで少し
ずつ人数も増えています。 
にこにこ学習会のように地域の

方々が子ども達の学習に関わる機
会をもつとともに、家庭での学習を
支援するために、家庭学習について
のリーフレットを作成し配付する
準備も進めています。 
教育相談の面では、一人ひとりの

子ども達に寄り添った相談体制の
充実に今後も努めて参ります。 

寒川はアクセスがしやすいのが
よいところで、悪い点は、子どもの
遊ぶ場所が全くありません。屋内遊
技場が、海老名のダイエーやららぽ
ーとの中にありますが、そういうの
がないので、出産意欲のある女性
は、住みつかないと思います。 
教育の中身も、不登校の経験があ

るお母さんから聞いたのは、少数派
の人を守ってあげるような仕組み
ができていないので、教育の問題は
大きいと思います。 
寒川ほどアクセスのよい町はな

いと思います。教育環境は、全体的
なレベル上げは大切な事ですが、イ
メージアップさえ発信できれば、少
し変わると思います。住んでみれば
よいと思うところはたくさんあり
ます。 
神社にお参りに行ったのですが

すごい人で、寒川に住むと幸せな人
生が送れるというようなイメージ
アップさえうまくいけばと思いま
す。 
ただ、街灯が少ないのは、若干気

になります。 

【予算措置の方向性】 
平成２９年度より寒川町のイメ

ージアップや認知度を向上させ定
住可能性を高めるための「タウンセ
ールス推進事業費」を予算として措
置 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
④【銀河大橋の歩道について】共
助・公助 
私は平塚から来ていますが、その

ときに銀河大橋を通るのですが、ポ
イ捨てする人が多くて、ゴミが散ら
かっていることが多く、時々自転車

 
確かにあそこは、インターもあ

り、止まっている車も多いです。そ
ういったポイ捨て。寒川町も、ポイ
捨てをしないようにという条例も
ありますが、なかなかマナーを守っ

 
川の清掃につきましては、町が事

務局を務めている「さむかわエコネ
ット」という環境団体が、一般の方
と一緒に目久尻川や小出川のごみ
拾いやごみを捨てられないように
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に当たりそうになって怖い思いを
したり。あとは、ポールにぶつかり
そうになったり、ちょっと危ない思
いをしたりとかして。自転車と歩行
者が同じところを通るじゃないで
すか。なので、優先順位とかを決め
ないと、歩行者の人と自転車がぶつ
かり合うようなことを何回も見て
いたので、そこは危ないと思いなが
らも来ています。 
あとは、工場をちょっと行ったと

ころに歩道橋があるのに、歩道橋を
使わないで車の隣で走る人が多く
て、危ないのにと思いながら、来て
います。 

ていただけない。 
さがみ縦貫道が全線開通したこ

とによって、随分よくはなりまし
た。前はもっと多かった。工事中は
非常に工事車両も多く、危険でもあ
ったり、ごみも捨てられていたと思
います。 
そういったことがないように、捨

てる人も悪いけれども、捨てられな
い環境をつくらなければいけませ
ん。１つ落ちているとそこに捨てて
いいのかなと思ってしまいます。そ
うならないように、沿道の方にも清
掃には協力してもらう、そういう取
り組みをしなければいけないのか
なと思います。 

草刈りを行っています。昨年度は目
久尻川で５回、小出川で２回実施し
ています。平成１８年度から比べる
と、参加者は約２倍に増え、１人当
たりが拾うごみは、約８０kgから約
２kgに減りました。町内では、他に
も川や公園、道路のごみ拾いをして
くださっている団体や個人の方が
いらっしゃいます。町はこのような
活動にごみ袋やごみ回収の支援を
行っています。 
町の事業につきましては、相模川

美化キャンペーンや目久尻川小出
川美化キャンペーンを各年 1回実施
し、町民、事業所、団体などと協力
して実施しています。また、町内全
域でまちぐるみ美化運動を町民、事
業所、団体などと協力して年２回実
施しています。 
ごみを捨てられないようにする

には、こうした地道な美化活動やマ
ナーの向上が必要です。 
今後、ポイ捨てが多い場所を重点

的に改善する対策や活動を検討し
ます。そうした活動に若い方々、特
に高校生が一緒に活動していただ
けるとさらに活動が活性化され、マ
ナーの向上にも効果的ですので、是
非ご参加いただきたいと思います。 

川の清掃のボランティアとかや
ってみたらどうでしょうか。 

ボランティア団体もあります。町
としても相模川の美化キャンペー
ンというのは、年に１回やっていま
す。しかし、１回ではこれはできな
いと思いますし、そのためのパトロ
ール。県と一緒にやっていて、不法
投棄に対応していますが、それでも
なかなか後を絶ちません。処理でき
ないほど残土を捨てられてしまっ
たなど、建物の古材がまとまって捨
てられたことは少なくはなりまし
たが、このくらいはいいだろうと捨
ててしまいます。道路管理者と調整
して、定期的に見て回るしかありま
せん。 

【予算措置の方向性】 
特になし 

 さっき、花火の話がありました
が、前は相模川で上げていました
が、今は１１月に東中の先の田んぼ
で上げています。もう、今年で４回
目です。時間的には短いのですが、
１１月なので非常に空気がきれい
で、花火も夏の花火とまた趣が違い
ます。寒い中ですが、時間も短くて
済みますので、冬にやっています
が、今年もやると思います。 
それと、募金活動も今やっており

ます。ぜひまた楽しみにしてくださ
い。 

⑤【軽音部の活動の場について】共
助・公助 
私は部活で軽音部、音楽関係の部

活に入っていて、遠くにライブハウ
スで演奏するが、それが横浜とか遠
すぎてできないのもある。見に来て
くれる方も遠いので少ない。寒川に
小さくてもそういうのがあれば、高
校で部活があるので、若い人たちが
栄えると思う。 
合同で発表会をしあったり、寒川

にあるからと寒川も栄えるし、使わ
ないときは子どもが遊べる場や、高
齢者の方が将棋を打ったり使える
と思う。小学校、幼稚園の発表会で
も、照明や音響もあるので、使えれ

 
寒川も「産業まつり」をはじめ、

いろいろなフェスティバルで中央
公園がメイン会場です。石のステー
ジがあり、ダンスサークルとか、フ
ラとかが普段の練習の状況を皆さ
んにお見せします。そういう団体は
寒川に多いです。 

 
寒川高等学校の軽音楽部の活動

の場については、町主催の文化祭に
参加する町内の音楽関係団体へ、舞
台発表の出演枠に同校の軽音楽部
が参加できないか打診し、その結
果、出演いただくことができまし
た。 
また、文化祭式典後に行われるヤ

ングダンスフェスタについて同校
へ情報提供をし、同校のダンス同好
会が出演しました。 
その他、寒川わくわくブックマー

ケットでは、イベント内のアトラク
ションとして、同校軽音楽部及びダ
ンス同好会に出演依頼し、出演いた
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ば効率がいいと思う。 だきました。 
今後も、情報提供等に努めてまい

ります。 

それを発表する機会が少ない。そ
ういう機会が去年は駅前で何か大
きくやったので、参加させていただ
いたが、そこでは交流もあって、い
いと思った。そういう機会がない
し、寒高自体も誘われることがない
ので。部活があるのに、発表する機
会がない。機会がないと、練習の意
欲もある人とない人で分かれてし
まう。 

寒川町内は、先ほど会社が非常に
数多くあると言いましたが、その中
で夏祭り。日産工機さんとＪＸさ
ん。ここは夏祭りに地元の中学校の
吹奏楽を呼んで演奏をやっていま
す。順番にやっていましたが、あと
は御輿が出たり、ステージでプロの
方がやる場もあります。そういう中
に地元のいろいろな団体の参加を
求めていますので、そういうところ
に声をかけましょう。 

【予算措置の方向性】 
新規の予算措置の予定はありま

せん。 
（わくわくブックマーケットにつ
いては、アトラクション出演者の謝
礼予算あり） 

そういうのを全然聞いたことが
なくて、欲しいなと。そうしたら交
流が深まって、寒高のみんなとお年
寄りの方とか、ダンスをやる方と
か。最近ダンスをする部活ができた
らしく、そういう人たちも発表でき
る場ができていい。 
寒高が活躍する場といったら、文

化祭の１日目は生徒だけで２日目
は一般公開ですが、その一般公開だ
けで、そんなに交流できるかといっ
たら少ないので、そういう機会があ
ってもいい。 

寒川も、文化祭をやっています。
文化祭の実行委員会がありますか
ら、参加してもらいます。文化祭の
参加団体は、年々高齢化していま
す。若い人が来ていません。皆さん、
若い人が来ないではなくて、若い人
に声をかけていません。 
ぜひ、そういうところに、私のほ

うから声をかけます。そういうお誘
いを待っている団体もあります。 
町の表彰式でも、そういう地域で

活動している団体を知ってもらう
機会も大事だと思いますし、みんな
に日ごろの練習の成果を見てもら
う場をつくる、これは大事だと思い
ます。 

去年なんですが、終わった後に花
火とか。あと、豚汁とか、すごい話
が弾んだ方とかもいて。雨が降って
いたのに、結構人が来たので、こう
いう発表の場は必要だと実感しま
した。知らない人とかも来てくれ
る。 

片や、「若い人が参加してくれな
いんだよ」と悩んでいますし、片や
「参加する場所がないんだよね」
と、その辺をつなぐ部分、これは当
然ながら、担当のほうにもその辺の
話は出します。 
寒川も、文化祭も去年からです

が、中学生が参加できないかと言わ
れて、琴の部で、日本古来の和楽、
日本の楽器を演奏したいと、私たち
も出たいと言って、去年から出てい
ます。 
期間も文化祭は１カ月近くあり

ますから、その間でホールを使うこ
ともできますし。場所は、屋外でで
きる日もあるでしょうが、いろいろ
な工夫ができると思います。 



10 

 

 

 

第１９回【中部懇談会の内容（新町会館）】 

 

何かこういうのをやりたくな
い？ みたいな発想が出たときに、
演奏をさせてもらう側としては、む
しろ手伝わせてくださいというほ
うなので、高校生をどんどん使った
ほうがいいと思います。 

 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
⑥【小さい町有地について】公助 
気になっているのが、小さい町有

地があります。 
何度か道路課に提案しています

が、そこを不法占拠している人たち
がいます。それが道路際ですと、交
通事故の原因です。それを警察に言
っても、町有地で警察は何もできま
せん。そこに一晩中車がとまってい
ても、もし事故に遭っても、それは
道路ではなく町有地になっている
というのが結構な割合であります。 
これも改善の一環として、これは町
有地だというアピールをやらない
と、不法占拠で事故につながりま
す。町として歩道につくりかえるな
ど。 
例えば、シャトレーゼから寒川小

学校に向かう通りです。 
何度も道路課に言っていますが、

いじれない。１軒が邪魔しているの
ですが、あそこに花壇を置くなりし
たらどうでしょう。 
今度、寒小で、大塚児童公園の交

差点を重要ポイントにします。歩道
が片方がああいう状態で、ガードレ
ールがわけがわからないやり方で
ついています。あそこは寒川小学校
の通学路なので、誰かが死んでから
では遅いのです。 
シャトレーゼができたので、あそ

こが小さい事故事例はあります。何
度も道路課にもお話ししています。
そういうところが、多分いっぱいあ
ると思います、町有地の小さいとこ
ろが。それを見直していただいたほ
うがいい。その部分を花壇にしても
いいです、１坪でも２坪でもあれ
ば。 
町として、個人が持っている飛び

地、坪地は、一遍に吸い上げるなり、
花壇にすれば一層、花のまちになる
のではないですか。 
有効利用ができない土地があり

ます。死んでいる土地を、生かす方
向性もある。１人が持っていても、
１坪なんてどうにもなりません。 

 
それは、基本的には買い上げとい

う話になるのではないか。もしく
は、寄附してくださいと。 

 
一見町有地のように見える箇所

でも境界が未確定になっている部
分があり、官と民の境が決まってい
ない土地があります。そのような箇
所については、地権者の承諾を得な
ければ、道路用地として整備するこ
とはできません。今後の対応につい
ては、地権者の方と調整しながら検
討してまいります。 
大塚児童園の東南の角地につい

ては鋭角で曲がりにくい道路にな
っているため、設置されているガー
ドレールを今後どのように維持管
理していくかについて、歩行者の立
場、運転手の立場等、多方面から検
討していく必要があると考えてお
ります。 
また、道水路等の機能を果たして

いないような町有地については、周
辺の地権者の同意があれば、払い下
げの相談に応じ、有効利用ができる
よう話を進めております。 
【予算措置の方向性】 
特になし 
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若者・子育て世代編（寒川町商工会青年部）【寒川町商工会２階】 

 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
⑦【寒川の改善点について】公助 
住民票や印鑑証明を取りに行く

ところが、役場しかありません。茅
ヶ崎や藤沢は、公民館で交付をして
います。足の悪いご老人の方などが
いると思いますし、そういうことを
改善していけば、メリットにもなる
と思います。 
それと、僕は町民参加型のイベン

トの実行委員長をしていますが、そ
ういう寒川のお祭りとかイベント
を町のホームページに載せていた
ら、閲覧者が増えるための１つのツ
ールになると思います。 
僕は寒川が大好きです。生まれも

育ちも寒川で、１回平塚に引っ越し
たのですが、すぐに戻ってきまし
た。（平塚は）やはり人間の温かみ
とかふれあいとかが、全然ないの
で。 
どうしたら寒川がよくなるのか

常にいろいろ考えていけば、例えば
駅前の交番ができたりします。そう
いうこともいいことだと思います
し、これからみんなの意見を集め
て、発展してくれればいいと思いま
す。 

 
住民票や証明をコンビニで対応

をしているところもあります。国で
も、マイナンバーカードを広めるた
めに、コンビニで諸証明が取れる方
向にしようとしていますが、１自治
体ではなく広域でその対応を取れ
ば、県から補助があり、経費の軽減
が考えられます。県内でも、大きい
市は個別にやれますが、町村は広域
的な取り扱いとして進める検討に
入っています。 
今でも寒川は電話予約で土日で

も取れますが、役場まで来なくては
なりません。電話予約して、交付の
際に本人確認をしなくてはならな
いのですが、（それができる）公民
館の職員が公民館にはおりますの
で、検討はしたいと思います。 

 
コンビニ交付は、予算査定次第で

平成２９年度以降の実施となる見
込みです。現状、費用対効果を考え
ると実現は厳しいです。土日の公民
館等での証明書交付は、公民館等が
指定管理とされたため、実施は困難
です。 
【予算措置の方向性】 
平成３０年度コンビニ交付実施

予定で要望する。 

⑧【公用車の活用について】公助 
寒川にもいろいろな団体があり、

みなさん頑張っていらっしゃいま
すが、その頑張った成果がみなさん
に周知されていないことがとても
寂しい。自分がやりたいと思うの
は、選挙カーみたいなものを町で１
台用意して、団体がイベントをする
ときに町が貸し出し、何々のイベン
トがありますと広報する。そういう
（車貸し出しの）仕組みがあると、
小回りがきいて、寒川の人たちにイ
ベントとか、活動なりが周知される
と思います。 

 
（実施した）後のフォローも大事

ですね。行った結果をみなさんに伝
えること、これが少ないのだと思い
ます。こんないい結果でした、これ
だけ盛況でした、こういう意見もい
ただきました、実際参加された方は
どうだったのかと感心を持つこと
が大事だと思います。 
ただ、公用車の管理はいろいろ制

約、規則があり、事故があったとき
はどうするのか、職員以外の方が利
用した場合のいろいろ制約なりが
ありますが、僕はそれらを改善して
でもやっていいと思います。公用車
も、年がら年中使っているわけでは
ないですから。 
ただ、全部が全部というわけには

いきません。確かに（そういったこ
とを）行っている自治体もありま
す。あるものはぜひ有効活用してい
きたいです。 
今できるのは、公共施設をお使い

ください。中央公園や駅前公園をお
使いください。それだけではいかな
いと思います。ソフトの部分も大事
だと思います。 

 
寒川町庁用自動車管理規程（平成

２年６月１日告示第 28号）第３条
第２項第４号で、公用車の運転者は
町職員と定められており、現状では
公用車を一般に貸し出しすること
はできません。 
公用車の活用については、先行事

例を参考に、事故があった時の取り
扱いをはじめとする様々な課題を
確認したうえで、貸し出し等を制度
化し、実施することが可能か検討し
ます。 
【予算措置の方向性】 
特になし 
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若者・子育て世代編（文教大学梅村仁ゼミ生）【文教大学湘南キャンパス４３０１教室】 

 

 

第２０回【南部懇談会の内容（一之宮ソフィア集会所）】 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
⑨【ホームページについて】公助 
 ホームページを変えたらいいと
思いました。若い人の意見が欲しい
とか、若い人に来てほしいというの
はそのとおりだと思いますが、僕ら
側からすると、若い人がいるところ
に行きたいと思っています。 
 外に発信するツールを奇抜にす
ることで、若い人がやっているのだ
と考えてもらえると思います。そう
いうことを、一過性にしないで続け
るといいと思います。（奇抜なもの
は）ラインニュースなどで取り上げ
られると思うのです。町のホームペ
ージが記事として取り上げられる
のは、いかがでしょうか。 

 
 そのとおりだと思います。寒川の
ホームページも、行政らしくない部
分が必要であると思います。まず面
白さから入る部分も、大事です。 
 ホームページは活字が多く、事務
的な部分しか書いていません。やは
り、動画等の視覚で訴えるものが欲
しいです。少し違った視点のもので
もいいと思います。 

 
現在のホームページのトップ画

面は導入してから５年が経過して
おり、時代のニーズに応じた魅力の
ある画面の編集は、システム更新時
期が近づいていることから、その際
にリニューアルする方向で検討し
ております。また SNS利用者が幅広
い年齢層にわたって増加している
ことから、町においてもツイッタ
ー、フェイスブックを運用開始し、
行政情報、イベント情報、防災情報
等について、ビジュアルを重視し積
極的に発信しており、フォロワーも
増加しています。また、少し違った
視点と柔らかい表現で町の身近な
魅力を発信するインスタグラムの
運用を開始しました。平日は毎日発
信しており、多くの「いいね」をい
ただき、町内外からのフォロワーも
着実に増えてきております。「＃さ
むかわいい」で検索するとご覧いた
だくことができ、また、投稿するこ
ともできます。動画を取り入れるな
ど、多くの方に楽しんでいただける
映像がアップされていますので、是
非ご覧ください。 
【予算措置の方向性】 
平成３０年度リニューアル予定 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
⑩【交通インフラと町のアピールに
ついて】共助・公助 
 私も川崎から移り住んできまし
た。移ってきた理由は、子どもが３
人おりましたので、ある程度スペー
スがあり、かつ買える範囲の物件を
探していたところ、こちらに辿り着
きました。 
 勤めは東京でしたので、夜になる
と電車も本数が少なく、帰ってくる
のに四苦八苦しました。ですので、
若い方がこの町に魅力を感じて住
むには、インフラが必要なのかなと
感じています。 
２番目のテーマは、こちらに来た

ら子育てが楽でした。幼稚園がいろ
いろあり、子どもを通わせるのにあ
る程度値段を絞り、どこへ預けるの
か選ぶことができました。自然が多
いですから、子どもを遊ばせるにし
ても、休日の時間を使うにしても、

 
よく職員に、相手側の立場に立っ

て話すよう言っています。こちらが
伝えたいことが、相手に伝わるの
か、どう受け止められるのか、そう
いった視点を常に考えるように言
っています。改善すべきところは、
直してまいります。 

 
すいせんカードは商業協同組合

の加盟店にて利用可能で、現在５５
店舗が加盟しています。 
参加店舗の確認は商業協同組合

ホームページより確認できます。ま
た、各店舗にはステッカーやのぼり
が設置してありますので、そちらを
目印にご確認いただければと思い
ます。 
【予算措置の方向性】 
特になし 
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第２０回【中部懇談会の内容（岡田地域集会所）】 

自然が相手の遊びをすることがで
きました。 
 それから、今町が管理している菜
園をお借りしているのですが、あれ
も寒川は無料で借りることができ
ます。いろいろなイベントも行われ
ていますし、高齢者に対するサポー
トもあると思いますが、そのアピー
ルが幅広くできていないと思いま
す。町のフェイスブックはないので
すか。そういったものでアピールす
れば、パソコンを使える人ならよい
と思いますし、時々ホームページも
見ますが、簡素すぎると感じます。 
 話題が違うかもしれませんが、す
いせんカードをどこで使えるのか
調べることができませんでした。店
名リストが見れず、商工会に加盟し
ているお店としか書いてありませ
んでした。 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
⑪【広報について】公助 
 各地区や団体は、様々な企画をし
ています。寒川にはいろいろな団体
があり、自治会も、各地区で伝統を
重んじて、昔からの行事をしていま
す。ただ、我々は町外に対しての宣
伝がうまくできません。 
 例えば、びっちょり祭はＪ：ＣＯ
Ｍさんが特別協賛していますが、何
万人という人が集まります。ですか
ら、各企画、イベントを、もっと町
として宣伝し、後押しをしていただ
きたい。Ｊ：ＣＯＭさんに宣伝して
もらうとか、藤沢のレディオ湘南さ
んにアピールしていただくとか、平
塚のナパサさんにもしていただく
とか、そのように町で情報を流して
いただきたい。 
 それと、町のホームページについ
てですが、実際にアクセス数を調査
しているのでしょうか。観光協会
は、ここでホームページを変えて見
やすいようにしました。アクセス数
が少ないためホームページを変え、
様々なものを自分たちで乗せられ
るようなシステムに変えたそうで
す。ですから、町ももっと宣伝をし
てほしいという願望があります。 
 また、広報は非常に見にくいで
す。表紙から見たり、裏から見たり、
どちらから見るという主体性があ
りません。もっと調査チームをつく
って、「この広報見やすいね」ぐら
いになるように、ぜひ考えていただ

 
 確かに、町の広報は見過ごしてし
まうページも多いです。３０ページ
近くありますので、ボリュームがあ
ります。また、あまり活字が多いと、
皆さん読み切れません。ですから、
写真、イラスト、グラフ等で、わか
りやすい表現をしなくてはいけま
せん。読む側の立場に立って、言葉
も表現も字体もレイアウトも考え
ないといけません。 
 それから、ホームページはリアル
タイムで内容は変えなければいけ
ません。その辺が、若干遅れていま
す。特に、防災情報はリアルタイム
に変えなくてはなりません。 
 今、ツイッター、フェイスブック、
インスタグラムもありますが、一般
の方にわかりやすいよう、これから
も改善を図っていきたいです。 

 
町関連のイベント情報につきま

しては、主だった新聞社、タウンニ
ュース、藤沢エフエム、J-COM等の
各種メディアに対し、イベント実施
前において積極的にリリースをし
ております。また、記者会見の場に
おいても、町のイベント情報及び町
内で行われる観光行事等を発信し、
各種紙面や番組において取り上げ
ていただいております。 
行政情報は、広報さむかわを通じ

て発信していますが、リアルタイム
に発信する方法として、ホームペー
ジ、SNS（ツイッター、フェイスブ
ック）を運用しています。町では、
情報を意欲的に町内外へ発信する
媒体を増やしており、知名度を全国
的に広めるため、インスタグラムを
導入し、町の魅力を写真や動画にし
て発信し、また、魅力を感じ取って
くださった方からの投稿写真を広
報さむかわに掲載するなど、町と住
民の双方向のやり取りを通じての
交流を促進しています。SNSの拡充
によりアクセス数、フォロワー数
は、ともに伸びてきており、これに
満足することなく、更なる工夫を重
ねてまいります。、また広報紙につ
いてはビジュアル面での強化を図
り、あらゆる年齢層、特に活字離れ
している若年層に対して、魅力のあ
る記事の内容への転換とデザイン
等を見直し、時代の流れに応じた広
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きたいです。 報紙の編集を心がけ、強化していき
ます。 
【予算措置の方向性】 
平成２９年度よりオールカラー

化及びデザイン等の向上を図るた
め外部委託を導入 

⑫【キエーロについて】公助 
キエーロについて、費用対効果を

みたら赤字です。ごみが減った量で
いくら節約できるか計算して、１人
３,０００円出して買っていますが、
ペイしません。それを知っているか
ら、みなさん使わないのです。 

 
確かに、購入経費が生じます。キ

エーロの大きさも問題ありますし、
もっとコンパクトなものを工夫し
てほしいです。 
横浜では、コンパクトなものも出

ています。実際にごみが消えること
を、子どもたちにも知ってもらいた
いと思います。 

 
可燃ごみの分析調査をすると、生

ごみが約１／３含まれている結果
になっています。単純に考えると生
ごみをキエーロで処理すると、ごみ
袋を１／３節約できることになり
ます。出前講座でそのようなＰＲも
するようにしました。 
サイズについては、ひと回り小さ

いサイズの斡旋販売も開始しまし
た。 
処理能力は土の量に比例するの

で、小さければ、処理できる量も限
られてしまい、ごみが消えないと逆
に評価が落ちてしまうことになり
ます。 
見た目については、コストを考え

なければ、見栄えのいいものも製作
できますが、斡旋販売価格も高額に
なってしまいます。 
木製なので、個人でも塗装できま

すので、自分好みにアレンジできる
のではないでしょうか。 
処理能力に責任はもてませんが、

個人でもプランターで製作してい
る人もいるので、そのようなことに
ついては、ホームページで紹介した
いと考えています。 

 お得ですよというように出さな
ければ、誰も使いません。ベランダ
にあれを置いたら、（スペースの費
用が）いくらになるのか。そういう
単純なことを町はちゃんと考えて、
お得ですよと謳わないとだめです。 

 なぜ普及しないのか調査をした
上で改良しないと、普及していきま
せん。個人でもいろいろやられてい
ると思いますが、そういったご提案
も材料としていただければと思い
ます。 

 今のキエーロは、少し大きいで
す。３日で生ゴミが消えるのであれ
ば、３日分の容積のものを工夫して
もらわないと。３０坪の土地でも、
あれは置き辛いので、もっとコンパ
クトにならないとだめです。 

 見た目が悪いので、置く気がしま
せん。見た目も、もう少し美しくな
るように。 

【予算措置の方向性】 
特になし 

⑬【指定収集ごみ袋・ごみの収集に
ついて】公助 
 可燃ごみの指定収集ごみ袋は、
大、中、小とありますが、プラを捨
てる袋は大きい袋しかありません。
もう１種類ぐらいあれば、よいので
はないかと思います。 

 
（事務局） 
 ご意見を担当の環境課に伝えさ
せていただき、検討するようにお伝
えします。 

 
プラスチック製容器包装につい

ては、水ですすいだり、軽く汚れを
拭き取っていただくため、可燃ごみ
と違い、腐ったり、臭いが出たりし
ないことから、大きな袋１種類しか
販売していません。小さい袋はコス
ト的に割高となってしまうことか
ら、複数サイズを用意していませ
ん。 

 寒川町として、ごみの収集を将来
的は戸別収集にすることは考えて
いないでしょうか。 

 プラごみの袋の大きさや、戸別収
集のことは、担当課でもよく考えて
います。今後の方向性も含め、ホー
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若者・子育て世代編（オリーブの丘町内会）【オリーブの丘町内会集会所】 

 

 

若者・子育て世代編（寒川町消防団第７分団）【寒川町消防本部３階】 

 ４０年くらい前にごみ集積場に
ついて、自治会で場所がどこかない
か探し、地主さんに許可をもらいに
頼みに行って、場所を貸してもらい
ました。 
今住宅が増えて、全部で５０軒分

が１カ所に持って来るようになっ
ています。年配者は遠くて持って行
くのには大変だと思いますし、カラ
スの問題もあります。また、外部の
人が置いていってしまうこともあ
ります。違法なごみを置いて行く人
もいます。 

ムページでご回答させていただき
ます。 

戸別収集については、現状の収集
方法で１億８千万円程度かかって
いるのに対して、１．５倍程度の予
算が必要となります。 
このようにごみ処理に予算をか

けるのは無駄なことなので、現状で
は袋のサイズの追加、戸別収集は考
えていません。 
 ごみの集積所については、５世帯
以上の世帯で利用できる場所を探
していただき、地権者、隣接の住宅
にお住まいの方、自治会長、衛生指
導員の了解があれば、新たに設置の
申請ができます。 
ただし、安全に収集できるか、ご

みが交通の妨げにならないかなど、
設置場所の状況を判断して許可で
きない場合もあります。 
【予算措置の方向性】 
特になし 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
⑭【中学校の給食について】公助 
 中学校の給食をしてほしいと言
っているのに、やはり変わらない
し、お金もかかるからでしょうけれ
ど、自分の子どもが卒業してしまう
と言わなくなりますから、言い続け
る人ってなかなかいないと思いま
す。子どもに愛情のあるお弁当と言
いますけど、それはお母さんたちに
してみたら、朝晩つくっているとい
う感じです。 
 お昼の給食があると、中学校にな
ると仕事をしている人が増えるの
で。お弁当を頼む学校もありますよ
ね、地域によっては。 

 
 町でも、方針は出しました。完全
給食ではなく、デリバリーです。で
すから、前もって注文を受けます。
取り組み年度ははっきりしていま
せんが、そんなに先の話ではありま
せん。 

 
中学校給食は、平成３０年度中の

実施をめざし、準備を進めていま
す。形式は選択制デリバリーランチ
方式です。 

【予算措置の方向性】 
補正予算（９月）で予算要求をす

る予定です。 

 もう終わってしまいますが、いず
れ子どもたちがまた子どもを産む
とき、変わっているとよいです。 

 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
⑮【広報について】公助 
 学校関係の役をしていても、ＰＴ
Ａだよりなんて読みません。何で読
まないのかというと、必要としてい
る情報だけを取りに行ってしまう
ので、トータル的に与えられても、
全部は必要としない人がほとんど
です。では、タウンニュースはと言
うと、タウンニュースは若い方は結
構見ています。その辺を比べて検証

 
 広報の写真も、顔が出ますよ、載
せてもいいですかと、一々断らなく
てはいけません。行政側が出す情報
は、その辺まで考えてしまうので、
あまり面白くなく、タウンニュース
みたいに見てもらえない部分もあ
ります。 

 
現在、あらゆる年齢層の町民の皆

様の興味を持ってもらえるような
魅力ある広報紙づくりを目指し、検
討しているところであります。 
 まず、町内で行われている諸活動
の様子を紙面の許す限り掲載し、お
子様から年配の方々が写真を見た
ことにより、心豊やかに、そして元
気な気持ちを養ってもらい、地域に
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すると、突破口ができるかもしれま
せん。 
 よくイベントでどうやって人を
集めようかと思うと、子ども参加型
の何かをすれば、親がついてくる
と。親がついてくると、年寄りもつ
いてくるということですね。ごみを
減らす活動を周知したければ、活動
をしている子どもたちの写真をど
んどん載せて、それを見た親戚とか
に、今月はお宅の息子、孫が載るか
もしれません的な。登場人物を増や
すのは一つのアイデアかもしれま
せん。 

対する愛情をより一層深めてもら
うことができるような、顔の見える
写真を多く取り入れていきたいと
考えています。 
 また、折角の写真も２色刷りでは
感動が半減してしまいます。そこ
で、現在の広報紙では、表紙と裏表
紙のみをカラーで製作していまし
たが、もっと情報紙としての訴求力
を高めるため、全ての頁をカラー化
し、写真やイラスト、デザインの魅
力で関心を惹き、そこから記事を読
んでもらい、行動を起こそうと思え
るようなビジュアル面の強化を図
ります。 
 紙面構成については、町から必ず
お知らせしなければならないもの
として、国の制度や法律、条例の改
正等がありますが、できる限り分か
りやすい表現とし、少しでも柔らか
く受け入れやすい文体として行き
ます。 
 町の持つ魅力を町内外に発信し、
町の認知度をアップし、あらゆる活
動を盛り上げて行くためのツール
として主力をなしている広報紙の
製作について、平成２９年度より、
専門的な技術と経験、実績を持つ業
者の力も借りながら、時代の流れに
応じたデザインの潮流を敏感に感
じ取り、即取り入れた寒川らしい情
報発信をしていきます。 
 町の所有する、多くの写真の共有
化につきましては、肖像権や個人情
報等の課題が存在します。写真や動
画の配信については、町が公式に発
信している SNS（ツイッター、フェ
イスブック、インスタグラム）やホ
ームページを通して、発信件数を少
しずつ増やしているところであり
ます。こちらの利用について普及を
強化していきます。 

 そういう、あまりにも個人情報と
いう言葉がついてきて、防犯面で
も、近所のおばあちゃんが調子が悪
いから、災害が起きたときにサポー
トするような体制をつくりましょ
うと言うと、個人情報でそれは出せ
ませんと言われると、本来の活動が
できなくなるので、いや寒川はそれ
はするよくらいであってもいいと
思います。 

 タウンニュースさんは、紙面もペ
ージ数も限られていますが、いろん
なお店のＰＲが載ったり、人物紹介
とか、結構、皆さん読まれています。
広報で紹介しても、そこまで皆さん
読み込みません。読んでもらえる広
報でなければ意味がないので、ノウ
ハウを持った方の意見も聞きなが
らやりたいと思います。 

  茅ヶ崎や藤沢は広報紙をタブロ
イドで出していますが、あれだとペ
ージ数もそんなにありません。 
 茅ヶ崎は子どもの写真が掲載さ
れるのですが、結構大変らしいで
す。なぜうちの子は載らないのか
と。でも、子どもの顔が載ると見ま
す。 
 最近、新しい住宅も増えていて子
どもさんも多いので、子どもという
か乳幼児の顔を出すことにより、親
戚縁者、友達、地域の話題にはなる
のか。見てもらう一つの手段だと思
います。 

 操法大会の個人賞なんて、名前が
載ると今月号はまだかと待ちます
ね。 

 

 あれも名前だけではなくて、写真
もあると目を引きます。 

 
 

 結局、そういうことが見るきっか
けになり、目を引きますね。 

（町民部長） 
 町長から話があったように、こう
いうイベントをやりましたと写真
が載ると、来年行ってみようかとい
うことにつながっていくので。写真
を見て、気に入った写真があった
ら、そこの文字を読むという流れな
のかなと思います。 

【予算措置の方向性】 
平成２９年度よりオールカラー

化及びデザイン等の向上を図るた
め外部委託を導入 
 

 農協の広報誌「さがみ」はそうで
すね。各地区のイベントをカラー写
真つきで掲載しています。 

 

 そこから文字を読むという感じ
です。 

 

 そこにＱＲコードをつけて、もっ
と写真がありますので、こちらを見
てくださいとか、リンクさせていく
のもいいですね。 
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 例えば、消防団の活動ではこんな
ことがありました。詳しい写真情報
はＱＲコードから、みたいなもの
を、農業、工業、商業、それぞれつ
けておいて、町長がこんなことを言
っていますというページをつくり、
紙面では言えない裏話をＱＲコー
ドでつけておくと読む方もいるで
しょうし、そういう情報発信もいい
ですね。 

 

 今の２０代以下の子は、なんでも
使いこなすじゃないですか。要らな
いものは捨てるけど、要るものは限
りなく使いこなすから、そういった
ものもよいかもしれません。 

 

⑯【防犯について】共助・公助 
 防犯は、状況を非常に危惧してい
ます。あまりにも周辺で物騒なこと
が多く、女性が夜道を一人で歩くこ
とが危なくなっています。確かに街
灯の少なさや、道の暗さはあります
が、やり口がひどくなっていると耳
にするので、分団が持っている力
と、町が地域と絡み合い、この地域
で何かしようとしてもまずいと思
わせるような仕組みを、つくった方
がよいと思います。自警団みたいな
ものがたくさんありますが、そこに
行政が介在していないので、行政も
一緒になってやったらというのは
あります。 

 
（町民部長） 
 今、町内に把握しているだけで、
夜回りをしていただいている自治
会が５つありまして、警察も一緒に
回っていただいたりしています。そ
ういうことをすると地域力も上が
ってきます。犯罪をする人は、そう
いうのを見ると抑止になると思い
ますので、増やしていきたいと思い
ますが、取っかかりが難しいです。 

 
 担当課としても協働事業提案モ
デル事業制度を活用し、地元の見守
り隊と協働して青色回転灯を装備
した車でのパトロールを実施して
いただいています。 
 なお、公用車でのパトロールは、
運転中の安全確保のため、２名以上
の乗車時に行う事、また、業務に支
障の無い範囲内での運用となって
いますので、いつも青色回転灯を点
灯させて運転できている状況では
ございませんが、今後、少しでも多
く運用できるよう進めてまいりま
す。 
 
 消防団の任務は消防組織法で定
められています。 
 防犯パトロール等は消防団の業
務ではないと解します。 
（団員への公務災害も適用されず、
制服の着用も認められません。） 

 消防の役割を増やすのも申しわ
けありませんが、地域のことを一番
知っているのは消防です。警察どこ
ろじゃなく、隅から隅までわかって
いるので、その力を借りるのはあり
だと感じました。 

 

 幸い火災は減ってきて、どちらか
というと風水害に対応することが
多いです。ただ、風水害に対応する
以上に、地域のことに対応していく
のが消防団にとって一番かなと。 

 自然災害は避けられない部分も
ありますが、そういう時だけではな
く、通常時に動いていただける。そ
れと地域が一緒にかみ合うと、よい
と思います。 
 分団の活動も理解してもらえる
地域にしていく。私も分団にいまし
たが、消防の必要性を団員は自覚し
ています。ところが、地域の方がそ
の活動をどう捉えているのか。 
 いずれは地域の消防活動に加わ
りたいという子どもたちも出てく
ると思いますが、日常生活の安全な
環境づくり、地域づくりに、消防の
力が入っていくと思います。 
 不審者の情報も入りますし、消防
も活動の中で参加していただける
と、見守り体制もできるのかなと思
います。モデル地区づくりから始め
てもよいと思います。 
 町でも、公用車で回転灯をつけた
青パトが、今は全部で１２台あり、
職員も講習を受けています。 

【予算措置の方向性】 
特になし 
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若者・子育て世代編（一般社団法人寒川青年会議所）【寒川町役場 東分庁舎２階 第１会議室】 

 （協働文化推進課長） 交通指導車
を加えると、１４台です。 

 夕方に通るぐらいで、１回ぐらい
しか見ないですね。 

 普段から、回転灯を回転させなが
ら動いても構わないと思います。不
審な行為を行う者に警戒心を持っ
てもらわなくては困るので、以前は
本部の消防車両も、朝回っていたこ
ともありました。 
 そういうのが一時で終わってし
まう。例えば、寒川町家族防災会議
の日は毎月第１日曜日です。交通指
導員さんは毎週月曜日にパトロー
ルをしています。 
であれば、週中の水曜日とか。本

部自体も動いてもいいと思います。
指令業務は茅ヶ崎と今一緒になっ
てやっていますし、消防の広域化も
入ってきますが、地域の分団の活動
とうまくかみ合うとできると思い
ます。 

⑰【子育て環境について】公助 
 医療費ですが、２年前に小学校６
年生まで援助となり、みなさん助か
ったようですが、周りの市と同じ条
件で並んだという感じです。中学校
３年生までにできれば、若い人がも
う少し住みやすいのではないかと
思います。 

 
 子育てしやすい環境づくりでは、
確かに今言われたとおり、中３まで
している自治体が県内でも増えて
います。私も、任期中に中３まで拡
充しますとお話しましたが、２９年
度中に拡大しましょうと言ってい
ます。 
 新しい人に移り住んでもらえる
条件整備では、小児医療も必要にな
ると思います。 
 また、学校施設でも、中学校の普
通教室に空調を２９年度に全教室
に入れます。その次は、小学校にな
ります。そのほか、学校の施設改修
もしています。新しくことばの教室
を、２カ所に増やしたり、支援の対
象者が増えているので、子どもたち
の環境改善のためにも、事業的に新
しい取り組みをしていきたいと思
います。 

 
平成２９年４月より、通院に係る

対象年齢を中学３年生までに拡充
して制度実施済。（所得制限有） 
【予算措置の方向性】 
拡充分を含めて予算措置済。 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
⑱【教育について】共助・公助 
 教育がよければ人口が増えると
思います。人が増えるには、２０歳
から３０歳の女性が住まないと増
えていきませんから、その世代が住
みよい町にする。そういう方は子ど
も中心の世代なので、子育てが充実
している事は必須です。僕らレベル
でしたら、町の人たちがもっと学校
に入っていくシステム、僕らが教室
に入れるようになっていけたらよ
いなと思っていて、先ほど言ったチ
ームティーチングで先生が授業を

 
 町内の企業を知ってもらう事は
とても大事だと思うし、小中学校の
段階から企業の方が、教育現場に近
づいてもらう。企業側からすると、
寒川に住んでいる方は、もっと地元
の企業に職を求めてほしいと言わ
れます。高校・大学を卒業すると、
みんな東京や横浜に行ってしまい
ます。企業として、地元にこんなに
企業があると、募集を出しても、な
かなか集まってきません。それは、
数多くの企業が立地しているにも

 
町では毎年、町の産業を町民に広

く紹介し、郷土意識を高めることを
目的とした産業まつりを開催して
おります。 
町内の各協会や組合等の出店が

中心ですが、個店や企業の参加もご
ざいます。その中で子ども達にも町
内企業に関心を持ってもらうイベ
ントとして、県が指定を受け町も域
内である「さがみロボット産業特
区」に関する取組や製品についての
紹介、それとお楽しみクイズを実施
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している時に、多動性のある子を僕
らが補助したりという事を当たり
前のようにできたらよいかなと思
います。 
 企業が入っていくメリットがな
いとだめだと思いますが、子どもに
僕らが入っていく事は、子どもには
親がいるので、親にも宣伝になる。
その子どもは、いつか大人になるわ
けで、自分たちの企業宣伝になると
いうメリットがあると思います。企
業全体の連携も生まれます。 

かかわらず、町民が企業の中身を知
らない。 
 ですから、行政側も寒川にはこん
なに多業種の企業があって、皆さん
就職する際には、こういう企業が近
くにあることを、行政側も企業側も
もっとＰＲをする。今言われたよう
に、教育の中に入り込んでいく事
も、これからは大事かなと思いま
す。 
 教育のカリキュラムというかプ
ログラムに、企業と交流する、企業
を知ることを。小学生の段階は消防
の社会見学は結構行って、機械とか
特殊な車両を見たりしますが、意外
と企業は見学コースもできていて、
キリンビバレッジはかなり受け入
れています。私も時折、キリンに行
きますが、町外の学校が来ていま
す。見学コースもできていて、自作
のペットボトルまでつくって、おみ
やげに持って帰れるのに、町内から
何で来ないのかなと。委員会にも言
ってありますが、さまざまな部分で
企業側をもっと知ってほしいです。
小さい子どもでも、学習までいかな
くても興味を持ってもらうことは
とても大事だと思います。 
 ですから、産業まつりでも企業Ｐ
Ｒをやりましょうと。例えば企業の
紹介ビデオを流すとか。企業側も、
そういう場所、機会を使い、自社Ｐ
Ｒをしてもらえるような。 
 総合図書館にも企業コーナーを
つくりなさいと。企業の社報とか、
記念誌とかを置きましょうと。４月
から指定管理になりますから、民間
の自由な発想で利用者がより楽し
める施設にしたいと思っています。
こんな特殊技能を持った企業があ
る事を知ってもらいたいです。 

しております。 
これからも企業の要望を伺いな

がら、数多くの事業者に参加頂ける
よう、新たな出店方法について検討
してまいります。 
 
教育委員会では地域のせんせい

事業を展開し、各学校の学習補助や
部活動の補助などの協力を得てい
ます。地域の方のもっている技能・
経験などを児童・生徒に伝えていく
ことは、これからの寒川町を担う人
材育成の観点からも大変意味のあ
ることと捉えています。今後も学校
での活動について情報交換を進め
ながら、事業の充実に努めて参りま
す。 
また小中学校で行っている職場

訪問、職場体験、「社会人に聞く会」
など、企業の方々との交流の機会に
ついても、内容の充実に向けて学校
とも連携を図って参ります。 
 
以前より、総合図書館 2階に企業

情報コーナーを設置し、町内企業の
社史や企業案内等を集め配架して
いましたが、コーナーの充実のた
め、本年 1月に町内企業宛にあらた
めて企業情報を収集させていただ
きたい旨の通知を差し上げました。 
その後、2 月頃から町内各企業よ

りパンフレット等が送付されてお
り、今後一層の充実が期待されま
す。 
なお、本年 4月より、総合図書館

は指定管理者による運営管理に移
行いたしましたが、企業、学校、地
域等との連携は図書館運営の重要
な柱と考えておりますので、引き続
き取り組みを強化してまいります。 
また、平成２９年度、指定管理者

の新たな取り組みとして、地元企業
による講演会等の開催を計画して
おります。 
【予算措置の方向性】 
特になし 
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若者・子育て世代編（さがみ農業協同組合寒川町青壮年部）【寒川町民センター 視聴覚室】 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
 ⑲【定住促進のＰＲについて】 公

助 
 茅ヶ崎と比較すると寒川の方が
地価が安いようです。私の知り合い
で、寒川の方が小児医療が充実して
いるので、寒川に引っ越してきまし
たが、地価が安くて来たのです。 
 皆さんが、どのようにしたら寒川
町に住んでくれるのか、行政側は、
人口が増えればその分、税収が上が
ると考えていますが、どうしたら寒
川町をイメージアップできるのか、
一生懸命町も考えています。 

 
町では、少子高齢化に対応し、地

域の持続可能性を保ち、魅力ある町
であり続けるために、将来人口を明
らかにし、取り組むべき方向性を示
す「寒川町人口ビジョン」及びこの
ビジョンにおける将来展望を実現
するために具体的な方向性を示す
「寒川町総合戦略」を策定しまし
た。これらの中で設定した目標人口
を達成するためには、子育て世代の
人口を増やしながら、出生率の向上
を図る必要があり、他都市との比較
において、町外の子育て世代の方々
に、寒川町が暮らしの場として評価
され、選ばれることが必要です。即
ち、寒川町の知名度を向上させ、新
たな人の流れを生み出す必要があ
ります。そこで、平成 29 年度より
「寒川町プロモーション戦略」を定
め、平成 31 年度を目標に、寒川町
の魅力を町外に発信し、定住可能性
を高めるための具体的な取り組み
の方向等を設定しました。ターゲッ
トを 20･30代のファミリー層及び同
世代の単身者者に絞り込み、戦略な
展開を図ります。主な取り組み方針
として、１つは、プロモーションツ
ールを制作します。近隣自治体等か

 名前負けしているというだけで
すね。海老名や厚木は、駅前は栄え
ているけど、離れるともう山だし、
それなら、寒川は駅が３つあり、駅
までの距離は絶対的に近くて住み
やすい。町外に働きに行く人も近い
のに、そうしたところを宣伝できて
いないというか、名前負けしてい
る。 

 住所で、茅ヶ崎市寒川と書かれて
来ると言う人もいて、寒川は町だと
思ってない人もいるので、「寒川町」
を認知してもらわなければいけま
せん。 
 
（町民部長） 
 選択肢に入れば比較してもらえ
ますが、選択肢に入っていない事
が、問題ではないかと思っていま
す。 

 神奈川県民でも寒川を知らない
人は多いです。でも、寒川神社は知
っています。寒川神社は、「聞いた
ことある」。でも、寒川町は知らな
い。そこがなぜだかわからない。 
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 寒川に住んでもらいたいという
話になったので、どうやって魅力を
アピールしていこうかという話を
すると、単純な話、駅からコンパス
を引いたら、公共交通機関の主要な
部分にどれぐらいの時間でアクセ
スできるかというのは、寒川はほん
とうに恵まれていると思います。 
 でも、どこの不動産資料を見ても
そんなことは書いてないし、寒川町
のＰＲも出てこない。ですから、そ
んなデータでも１回とってみれば
いいです。海老名、茅ヶ崎、藤沢の
主要ターミナルまでどうアクセス
しなければいけないかとデータを
出してみると、寒川はびっくりする
ほど恵まれています。 
 寒川ってどんなところかと聞か
れたら、「車で１５分、速度６０キ
ロで走ると突き抜けちゃうよ」と。
その中に５万人近く住んでいると
言うと、みんなびっくりします。小
さい行政区だからこそ地域性もな
く、強烈なリーダーシップが右を向
けと言えば、みんな右を向く気がす
るのです。ただリーダーシップをと
る人間が、なかなか出てこない。そ
うした魅力がないという部分で、住
環境に関しては、「寒川のどこに引
っ越しても、１５分自転車こぐと駅
に行っちゃうよ」と。厚木なんて、
車で２０分山を下りてこないと迎
えに来られないとか、それを考えた
ら。 
 ではどこに、寒川のインフラ整備
の基本を置くかと言えば、やはり相
模線の複線化であったり、最初にや
るべきことが見えてくると思いま
す。そこが整備されると、他の市町
村に負けないＰＲができると思い
ます。 
 人間を増やすことが町の行く末
を占うとは思っていません。結局、
開発をすれば、わずかに残された自
然すら開発しなければいけないで
すから。ただ、人口増に特化した話
でしたら、そういうことだと思いま
す。 

 空き家が増えていくという予測
があるので、その辺がうまくローテ
ーションしていけば。 
 寒川の中で子育てをして世代交
代を果たしていく、それがベストで
す。 
 
（町民部長） 
 増やすというイメージではなく、
現状維持を何とかしていくという
イメージです。ですから、大規模な
開発が必要でもないのです。 

らの子育て世帯の移住促進に向け
た PR 活動を効果的に行うため、デ
ザイン性や統一性のあるパンフレ
ットやポスター、動画、ノベルティ
グッズなど、プロモーション活動を
効果的に実施するための素材を制
作します。また、移住ポータルサイ
トを構築します。子育て世代にとっ
て、寒川町が移住の候補地や選択し
となるとともに、移住先としての吟
味がしやすい情報発信を行うため、
インターネット上で寒川町の「暮ら
し」「住まい」「子育て環境」などの
情報を一元的にかつタイムリーに
発信します。２つめとして、認知度
向上に向けた戦略的な情報発信を
行います。町の子育て支援策等を
SNS の活用による情報発信、拡散力
の向上を図り、地域の情報誌や多様
な周知メディアを活用するなど、
WEB コンテンツの存在をターゲット
に届ける仕掛けづくりを行います。
更に、認知、関心を高めるため、集
客力が高い場所や、機会において、
PR活動を行います。３つめとして、
移住候補地としての誘導を図りま
す。不動産事業者など民間事業者と
連携して、寒川町移住ポータルサイ
トへの誘導を行い、寒川町での暮ら
しに興味・関心を持った子育て世代
等が、移住の相談機会を提供できる
ように連携・協力態勢を構築しま
す。４つめとして、推進体制を構築
します。庁内においてプロモーショ
ン活動を展開するための専従セク
ションを設置し、庁内全体をまと
め、さらに、住民や事業者等と一体
となった町全体によるプロモーシ
ョン活動の促進を図ります。こうし
た活動を通して、寒川町のイメージ
アップや認知度を向上させ、住民の
町に対する愛着心やプライドの醸
成につなげていきたいと考えてい
ます。 

 例えば、出生率が３.５ぐらいに
なって、小学校が足りない雰囲気に
なればいいわけですね。 

 最高ですね。人口が減ると言いな
がら、実際は寒川は減っていません
が、相模川を挟んで西側は、極端に
減っているところがあり、実際にそ
うしたことが起きているので、緊張
感はあります。 
 現状維持しなければいけないの
ですが、増やすというのではなく、
何十年も先に４万８千人を維持し
ていきたいと思っています。 

【予算措置の方向性】 
平成２９年度より寒川町のイメ

ージアップや認知度を向上させ定
住可能性を高めるための「タウンセ
ールス推進事業費」を予算として措
置 

 寒川は、水道水が、よいという話
も聞きます。横須賀と千葉と、姉が

（町民部長） 
 家を探すときには、結局不動産屋
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就職、結婚で行っていたのですが、
水道水がおいしくなくて、米が炊け
ないと。 
 最近、寒川に旦那と戻ってきて暮
らしています。そういうところも、
宣伝になるのかなと。別においしい
わけではないけど、普通に使える。 

さんが仲介するので、不動産屋さん
に寒川のいい点をアプローチして
も面白いですね。 

⑳【町の農業について】公助 
 町として、農業という分野にどう
いう部分を担ってほしいのか、よく
わからないです。僕たちは、農産物
を生産して、消費者に届けて、それ
で終わっているわけです。 
 それを寒川町の中でどう位置づ
けて、どう農業を町として使い込ん
でいくのかが、わからない。「花の
町さむかわ」と看板を立てて終わっ
ているのでは、せっかくの部分が活
かされていない気がする。 
 町として農業にどうしてほしい
のか。他の産業と違い、何百年、何
千年と培われてきて、町民の健康と
か、地域とかを守り続けているよう
な産業をどう活かしたいのか、町と
してもビジョンを持ってほしい。 

 
 看板だけ出しておしまいだとい
う部分は、確かにそれに対して具体
的に何かしているのかというとそ
うでもありません。 

 
寒川北口インターに設置した看

板は、圏央道の開通を機に、車で訪
れる方に対して寒川がどんな町か
イメージしてもらえるよう設置し
たものです。また、「E's Samukawa」
については、町内の特産品となる商
品にブランド力を持たせるために
製作いたしましたが、未だ浸透でき
ていないのが現状です。 
E’Sマークは町内の特産品や推奨

品など寒川町特産品認定制度運営
委員会が認定した商品に利用して
おりますが、お話しいただいたとお
り、E’Sマークを広めるためにも、
寒川の名前をもっと知ってもらう
ことは非常に大切なことと考えて
おります。 
現在の取組としては、寒川を広く

PRしていくために、近隣の 3市 3町
で協議会を作り、協力して県外に湘
南地区の観光 PRを実施しておりま
すので、引き続き効果的な PR方法
等を検討しつつ町の活性化に努め
てまいります。 
 
農業振興における最大の目標は、

消費者に安心・安全で新鮮、そして
質の高い農産物を提供することで
あり、そのことが農業経営の安定に
もつながると考えております。 
当町においては、平成１７年には

農産物を地元で消費してもらう地
産地消を目指した農産物直売所「わ
いわい市」の開設により、地産地消
による消費者に安心・安全な農産物
の提供ならびに農業所得の向上に
向けた取り組みが進められており
ます。 
町の特産品でもあります、スイー

トピー、カーネーション、シクラメ
ン等の花卉類は盛んに生産されて
おり、町としても各種イベント時に
積極的に PR活動を展開しています。
また、花育としてフラワーアレンジ
メント教室も町温室組合並びにＪ
Ａさがみと協力して開催しており、
今後も「花のまち湘南さむかわ」の
定着に向けた取り組みを継続して
まいりたいと考えます。 

 ただ、大きな進歩だと思ったの
が、「健康都市さむかわ」より「花
の町さむかわ」と書いてもらった方
が、僕たちは俄然やる気が出ます。 

 

 ですから、今度行われる県の花き
展で、その「花の町さむかわ」を全
面に出していこうと、今日も農政課
に依頼をかけました。町長の写真を
ほしい、一筆をほしいと。それを全
面に出して、他の市町村とは全然違
った展示をしようと。僕たちにして
みたらトップセールスをしてほし
いわけです。前も、「E's Samukawa」
とありましたが、中央市場に行けば
「何だ、このマークは」で終わって
しまうのです。もっと、寒川という
名前のＰＲ方法もあるでしょう。少
なくとも花に関しては、寒川で生産
されている花が、年間で何十万か
が、関東一円に売りまかれているの
に、そこに寒川という名前は一切載
ってきません。 
 そこをうまく活用して、寒川とい
う名前を浸透させようとか、そうい
う部分は、地方の方がはるかに旺盛
です。ですから、もっと農業に対し
て貪欲に、町としてこんなことをや
ってくれという提案も、町からして
いただいてもいいのかと。 

 

 花に限らないです。野菜も、米だ
ってそうです。 

 今日は、一番インパクトがありま
した。いろいろな面で参考になりま
した。今の花の話は、産業振興課、
農政課と話をしてみたいなと思い
ます。 
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３．その他 

＜環境・施設関係＞ 

若者・子育て世代編（ＪＸ金属労働組合）【ＪＸ金属株式会社倉見工場】 

 今回、関東（の花き展）でも本当
に入賞する方たちがいるわけです。
そこに、この生産者の花が入賞しま
したと言うより、寒川町の花が賞に
入りましたと、全国に向けてアピー
ルするような。 
 寒川は結構（賞に）入りますね。
それで、「一体どこ、これ」という
きっかけで、前に提案させていただ
いたＱＲコードでピッとやって、
「ああ、ここか」というのがあって
もよい。 

 【予算措置の方向性】 
特になし 

 寒川の位置は、インパクトがあり
ます。周りに有名な市があり、その
真ん中にぽつんと小さい町がある。
「ああ、こんなところに町なんかあ
ったんだ」と。茨城県みたいな感じ。 

 

 そうそう。「湘南じゃないんだよ、
実は」という。「茅ヶ崎じゃないん
だ、おしゃれじゃないんだよ、神社
だけなんだよ。だけど５万人住んで
いるのよ」と自虐的に。 

 今日は、なかなか面白かったで
す。ありがとうございます。 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
㉑【県道の雑草について】共助・公
助 
ホームページやツイッターは充

実されているようだが、それらは利
用者が能動的に動かなければ、情報
を得られない。まず、関心を持って
もらえるような試みをしているの
か、というのが一つ。 
また、寒川に通勤してきて、メイ

ンの県道に雑草が生えていたり、排
水溝のつまりがなかなか改善され
ていない状況を見ていると、移り住
もうとは思えない。全部は無理だと
思うが、重点的にやる場所はやって
もらえると、関心の持ち方も変わっ
てくるのだと思う。 

 
今日も、相模原茅ヶ崎線を通って

きて、街路樹もあるが、升からも雑
草が生えて、子どもの背丈を超えて
しまうような場所もあった。役場の
そばまでくると、両サイドにボラン
ティアで花を植えている。県道だか
ら県がやるではなく、地域で清掃活
動をもう少し行政側が一緒にやり
ましょうよという動きを出さなけ
ればならない。行政も地域に入り込
むべき。おせっかいかもしれない
が、行政も一緒にやらなければなら
ない。 
話は変わるが、目久尻川では環境

団体が定期的に河川の清掃をして
いる。河川内のみならず、旧河川敷
を散歩道にするなどの活動もして
いる。そのような部分的な動きはあ
るが、もっと全町的な動きにしてい
きたい。 

 
現在、年２回（６月、１１月）に

開催されておりますまちぐるみ美
化運動で、住民のみなさんが地域の
ごみ拾いをされていますが、県道の
草について、平成２８年１０月２５
日（火）に関係各課の職員により、
県道の植栽帯の草刈りを実施しま
した。今後も、住民のみなさま、関
係各課、管理者である県と、対策に
ついて調整してまいりたいと考え
ております。 
 
県、町の区別なく、地域ぐるみで

の取り組みが必要であると考えて
おります。県、町、町民との三者協
働による清掃活動を検討してまい
ります。 
平成２８年１０月２５日（火）都

市計画課、環境課、道路課、下水度
課、総務課管財担当の職員２０人に
より、県道植栽帯の草刈りを実施
し、今後協働で取り組むにあたって
の課題や問題点の抽出を行った。 
 
県道の清掃につきましては、団体

や住民の方が定期的にごみ拾いや
草刈りをしてくださっております。
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若者・子育て世代編（ＪＸ金属労働組合）【ＪＸ金属株式会社倉見工場】 

また、事業所の方もごみ拾いなどを
してくださっており、町が把握して
いる限りでは、年２回実施している
まちぐるみ美化運動に合わせて県
道も含めた町内全域でごみ拾いや
草刈りを行ってくださっておりま
す。昨年度は３７事業所の方にご協
力いただきました。町はこのような
活動にごみ袋やごみ回収の支援を
行っています。 
ご指摘のとおり、県道の清掃活動

は一部に限定されており、常時きれ
いな道路を維持できておりません。 
なお、１０月に関係各課の職員で

県道の草刈りを行いました。また、
周辺事業所に対しまして、美化に努
めるようお願いの文書を配布いた
しました。 
今後につきましても、県道の適切

な維持管理について対策や活動を
検討します。 
 
【道路課 管理担当】 
通行に支障のある雑草について

１０月に関係各課の職員で県道の
草刈りを行いました。 
【予算措置の方向性】 
特になし 

㉒【神社以外の魅力について】公助 
寒川生まれ寒川育ちだが、寒川の

魅力とはと聞かれても、神社はある
が、それ以外に答えられるものがな
い。神社もあまり頻繁にいかない。
中央公園も遊具が少ない。なにかイ
ンパクトが必要では。 

 
中央公園の利用者は平日でも多

い。フラットで見通しが良く、小さ
な子を遊ばせるには非常に良いと
聞いている。体育館も含めて、町外
からや様々な世代の利用者が非常
に多く、いい施設だと感じている。
より多くの人に満足いただける施
設にしていきたい。 
公園の遊具は少なくなってきて

いる。老朽化によるもので、町とし
て、計画的に考えていきたい。 

 
地域住民の要望については貴重

なご意見として、公園整備を行う上
での参考とさせていただきます。 
遊具につきまして、適正な維持管

理により長寿命化をはかってまい
ります。 

【予算措置の方向性】 
平成２９年度は利用者が多いさ

むかわ中央公園に幼児用遊具を設
置する。 
また、遊具が破損した場合、可能

限り修繕により再度利用できる状
態にして、遊具の減少が無いように
する。 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
㉓【インター前の信号について】公
助 
私は生まれは寒川で、勤めもずっ

と倉見です。昔に比べたら、大都会
みたいです。ただ、産業道路のイン
ターの信号は、連動してないという
か、ほかの信号は走ってくると青に
なるのですが、あそこだけ個別に動
いて大分流れが悪くなり、お昼にも
渋滞する産業道路になり、ちょっと
不便です。 

 
それは確認します。既存の前後の

信号との連動がどうなっているの
か。Ｔ字路ですから、連動したほう
が流れとしてはいいと思います。 

 
茅ヶ崎警察署に確認したところ、

調整済とのことであります。 

【予算措置の方向性】 
特になし 
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第１９回【中部懇談会の内容（新町会館）】 

㉔【ごみについて】公助 
私は横浜から来たのですが、夜に

なると真っ暗です。孫が中学生で女
の子なので、クラブで遅くなったり
すると、孫が心配です。通学路だけ
でも多少明るくなるといいと思っ
ています。 
あと、ごみの袋ですが、生ごみは

小さい袋ができて便利になりまし
た。一人とか二人家族だと、プラス
チックの袋が大きくて。半分ぐらい
のがあると助かります。 

 
あれをいっぱいにするには、結構

置いておかなくてはいけませんね。
確かに、可燃ごみには指定の袋で３
種類ありますが、プラは私も大きい
と思います。 

 
プラスチック製容器包装につい

ては、生ごみと違い虫が出たり、悪
臭が出るものではありませんので、
頻繁に排出する必要がないと判断
しております。サイズ違いの袋を発
注することは、予算的にも割高にな
るため、現段階では、１種類のみで
考えています。 
【予算措置の方向性】 
特になし 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
㉕【除草について】共助・公助 
今、除草の話が出て、例えば新町

の場合、世帯が２６０しかありませ
ん。そうした中で、除草する場所が
すごく多いです。南口で植込みがあ
り木が植わっています。あそこ全体
を取るのは難しいです。あと駅の駐
車場の手前のところなんか囲って
あります。ＪＲの所有だと思います
が、私有地まで入り込むことはでき
ませんから、ＪＲさんのほうで、お
話をしてやってもらうしかないと
思います。 

 
ＪＲに、積極的にうちの方が声を

かけます。実際、大山踏切から見て、
ホームを見れば、敷地内も線路の脇
だっていっぱいです。 

 
寒川駅南口の駐輪場の西側にあ

るＪＲ所有地については、環境課よ
り依頼し、既に除草対応済みです
が、 
また草が伸びてしまっているた

め、今後、定期的に除草をしていた
だくよう要請し了承いただきまし
た。 
なお、併せて更に西側の雑草につい
ても除草を依頼しています。 
【予算措置の方向性】 
特になし 

美化運動のとき、私の方は、所帯
が少ないです。結構大変です。それ
で、植え込みとか草が取ってあるん
です。袋に１４個、環境課に言った
が、まだ片づいていない。 
環境課に聞いたときは、あそこに草
花を植えたいということで、取られ
たらしいです。 

環境課のほうで、団体によって、
樹木の生育を補助し、今、樹木医の
資格を持った方が見ている作業が
あります。 
再生不能なものは切るしかない

と、しているようですが、そういう
作業をしているのであれば、表示を
しないといけません。 

㉖【ごみ集積所について】共助・公
助 
自転車置き場の工事が始まりま

す。ごみの関係で、三角に歩道があ
り、そこにイチョウの木が２本あり
ますが、手前のところに○○さんの
関係の方がごみを出しています。そ
れで、少し奥に、新しく家が５軒ほ
どできました。 
Ｃ－６班の方が、駐輪場の前の歩

道に出していました。駐輪場の工事
で動かしてくれということになっ
たのか、とりあえず○○さんの脇に
出したのですが、カラスが散らかし
ても、見えないのです。 
片づけるのは年配ですが、○○さ

んがされています。それで、電話が
かかってきて、困ると言われ、Ｃ－
６班の人に、次の日曜日に集まって
いただいて、そのことを話し合いま
すが、そのＣ－６班の人が環境課に

 
私も、環境に確認します。 
最近、職員の対応、人が代われば、

答えが違ったとか、あるという話を
耳にします。状況の変化によって変
わる部分もありますが、その課の誰
に聞いても同じ答えが返ってくる
ものでなくてはおかしいです。 
我々も説明責任がありますから、

どなたに聞かれても同じような説
明、結果が得られなければいけない
ですから、再度注意は喚起します。 

 
環境課では、資材置き場の利用に

ついて提案したことはございませ
ん。 
町内会など地域のルールがある

と思いますので、ごみ集積所の位置
に関して、町から「ここはどうです
か？」と提案するものではありませ
ん。 
基本的に利用される方が利用し

やすい場所を探し、土地所有者と交
渉し、了解を得て町にじん芥集積所
設置申請書を提出することになり
ます。 
提出にあたっては、自治会長と衛

生指導員の了解（印）が必要なこと
と、町では交通に支障がないか、収
集車両の進入が容易であるかを判
断いたします。 
ごみ集積所については、自分の家

の近くは嫌だという方が多く、トラ
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若者・子育て世代編（オリーブの丘町内会）【オリーブの丘町内会集会所】 

電話したらしいです。そうしたら、
資材置き場の前が、町の土地が少し
あり、そこにと提案をしたらしいで
す。しかも、「衛生委員と会長の署
名をしたものを持ってきてくれれ
ばいい」と言われました。町でオー
ケーと言ったら、私、何て答えよう
かと思っています。資材置き場の前
に、ごみを出すことは、何かあった
ときにどけばという話はあるが、ず
っと置けるところがいいと思うし、
何年かしたときに、なぜあんなとこ
ろ許可したのかということになっ
てしまうと思います。 
ところが、危機管理課に、危機管

理課はどうなのかと言ったら、「好
ましくない」と言われました。 
だから、３０日に集まっても、あ

っちがいいと言ったのだからいい
のではと言われたら、困ります。 
３０日にＣ－６班の人のごみの

収集をどこにしようかと、会議を持
つことになりました。その前にそう
いう返事が行ってしまい、困ったな
と思っています。 

ブルになったり、まとまらないケー
スが多々あります。 
生活に密着するものですから、近

隣住民の方々が話し合い、お互い協
力し、譲り合っていただきたいと考
えております。 
現状この件は、自治会長の取りま

とめによって、収束しています。 
【予算措置の方向性】 
特になし 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
㉗【宮山駅のトイレについて】公助 
子どもが言っていたのですが、今

高校に通うのに宮山駅を使ってい
ますが、駐輪場から駅に向かうとこ
ろにトイレがありますね。あそこの
臭いが気になると子どもたちが言
っています。子どもたちも使ったこ
とはありませんが、どうしてものと
きはコンビニに行くという感じで
すが、その臭いが気になると言って
いました。 

 
 宮山駅は寒川神社の最寄り駅と
してＰＲもされていますので、多く
の方が神社の参拝に駅を降りたと
き、イメージがよくありません。町
の議会からも改修しなさいと言わ
れています。神社のイメージを出せ
という方もいらっしゃいます。 
ただ、あのトイレは鉄道を利用す

る方が使うトイレですので、本来は
ＪＲ東日本に整備をしてほしいの
ですが、なかなかできません。囲っ
てしまうと、それもいかがなものか
という部分もあります。毎回議会か
らも質問をいただいており、ＪＲさ
んとも協議していて、神社さんにも
三者で何とかできないかお話をし
ています。町も、施設として維持管
理はしていますが、安心して利用で
きるにはどうしたらよいか。できる
方法を探っているところです。 

 
建物の建築許可を有する平塚土

木事務所に整備についての条件を
確認したり、ＪＲ東日本と整備につ
いての協議をしていますが、整備す
るための敷地要件や整備主体の問
題があり、現状のトイレとなってい
ます。 
臭いについては、小便器に問題が

あると考えられます。 
小便器は施設裏のタンクに水が

一定量溜まると自動的に洗浄水が
流れる仕組みになっていて、使用し
た際にすぐに流すことができない
ため、臭いが発生すると考えられま
す。 
一方で、洗浄回数が多くなってし

まうと、莫大な水道使用料を支払う
ことになってしまいます。 
バランスを考えながら、臭いがで

ないよう、洗浄回数の調整をしてい
ます。また、清掃作業を週２回から
３回に増やしました。 
【予算措置の方向性】 
特になし 

㉘【狭あい道路について】公助 
 綾瀬に通っていますが、そこの曲
がったところが道が狭いです。小学
生も朝通学に使っていて、結構大き

 
 寒川は、県道と駅前の道路を除く
と、歩道も少なく狭いので、これか
らは規制するしかないです。道路を

 
開発に伴う交通安全対策に関し

ては、警察を含め関係各課と一緒に
業者と協議を行っています。 
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い車が入ってくるので。今、スーパ
ーの建設計画で、もう工事が始まっ
ていますね。そんなので大きい車が
走り出すと危なくて、道幅も狭いで
す。 

広げるのが一番よいですが、それに
は沿道の土地を確保するために建
物も動かさなくてはならない。その
前に、時間規制なり、特に通学の場
合、子どもの安全を確保するために
も、進入禁止、一方通行という考え
方も、駅周辺ではそういう声が出て
います。 
 ただ、一端規制をかけると、もと
に戻すのが難しく、沿道の理解を得
ないとできません。 

【予算措置の方向性】 
特になし 

 せっかく岡田の広い道がつなが
ったので、あちらを通れば問題ない
と思いますが、近道だから産業道路
に出るのに通ってしまいます。 

 今は、ナビでも抜け道ルートで近
道へ誘導しますから、車が結構通り
ます。規制すべきところ、生活道路
として使っているところは規制す
るしかありません。幹線道路に回っ
てもらう方法で、進めなければいけ
ないと思います。 

 （協働文化推進課長） 
 開発に当たって、事前に交通とか
学童の安全面では、開発業者との協
議を町も行っており、工事車両は、
できるだけ寒川小学校の北側は通
学時間帯も含めて通らないように
と要請は町からもしております。で
すので、工事車両はこちらの小学校
の北側は通らずに、小谷の交差点か
ら入ってくるような形を要請して
おります。 
 また、工場がオープンした後も、
通学時間帯は、大型車両が通行しな
いよう、開発業者と調整を図ってい
ます。配送のトラックの通行は避け
られませんが、通学時間帯は外すよ
う要請しています。 

㉙【雨水の排水について】公助 
 道路に関係して。最近、雨が降り
出すと洪水になるような雨がとき
どきあり、駅前とか水がたまりやす
いので、少し考えていただけたらと
思います。 

 
 

 
 

 寒川神社の参道は、すぐ水がたま
ります。草と枝で。あれは危ないで
す。 

 道路側溝自体の容量も少ないし、
河川そのものが飲み込めなくなる
と、川に水を流させません。一定時
間、滞留してしまいます。水が何セ
ンチかたまっても、車が通ると波が
起き、駅前はお店にいきますので、
早めに通行止めもしなくてはなり
ませんし、側溝の清掃も、冠水する
エリアは集中的に改良もしている
ところです。時間的に集中される雨
が多いので、平坦な寒川としては雨
が一番苦慮しているところです。 

参道の樹木の管理、清掃について
は、徹底していただくよう以前より
所有者に依頼しておりますが、同時
に、町としても冠水解消のため、落
ち葉対策用のグレーチングの設置
を行ってまいります。 
【予算措置の方向性】 
特になし 

 （町民部長） 
 参道の木はご神木なので、なかな
か手を出しづらいところもありま
す。 
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若者・子育て世代編（寒川町消防団第７分団）【寒川町消防本部３階】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （副町長） 
 松葉とか落ち葉が詰まってしま
うので、それが詰まらないような装
置もあります。仮に詰まっても流れ
る装置があるので、対応を考えたい
と思います。 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
㉚【公共施設について】公助 
 町営プールは、とりあえず、あの
状態のままを維持していく感じで
すか。 

 
 今、町が持っている、学校施設、
道路、下水道、橋も、全ての施設を
維持するには、どういう形だとでき
るのか。今後残す施設と、複合化す
る施設があり、そういった中で、町
営プールは企業庁に土地を借りて
いるところです。町営プールは今休
止状態で、廃止はしていませんが、
今後の展開は、広域利用も考えなく
てはいけません。今ある施設全てを
残すのは、厳しい状態です。 
 子どもたちがプールを希望する
声は、十分聞いています。そのため、
学校プールに幼児用プールを併設
して機能を転換する考えが、内部の
検討委員会で出ています。外部の委
員会の話もございますので、総合的
に町はこういう形でいきたいと、皆
さんに説明する機会をとってまい
ります。 

 
 町が保有する公共施設等のあり
方の方向性を示す「寒川町公共施設
等総合管理計画」を３月中に策定
し、公表する予定です。この計画の
中において、町営プールの今後につ
いても記載する予定としておりま
す。 
平成２９年３月に公表した「寒川

町公共施設等総合管理計画」におい
て、既存プールを縮小、改修した上
で再開します。 
 
町営プールにつきましては、３月

に策定された「寒川町公共施設等総
合管理計画」において、管理に関す
る基本的な方針として「町営プール
は、再開に向けた町民要望やコスト
比較を踏まえ、当面は改修し利用し
ていくこととしますが、通年利用型
温水プールについては、再開後の町
営プールの施設状況をみながら検
討します。」とされた。 
【予算措置の方向性】 
改修内容を精査し、確定次第予算

計上します。 
 
町営プールの改修については、神

奈川県企業庁の「地域振興施設等整
備事業」の活用を検討中。 
あわせて施設改修スケジュール

を今年度中に決める予定となって
おり、そのスケジュールが決定した
段階で予算措置の時期も決まって
くる。 
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第２０回【南部懇談会の内容（一之宮ソフィア集会所）】 

 

 

 

若者・子育て世代編（ＪＸ金属労働組合）【ＪＸ金属株式会社倉見工場】 

＜災害関係＞ 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
㉛【避難勧告の周知について】公助 
 この前台風が来たときに、避難勧
告が出ました。テレビで避難勧告を
流して、寒川全体に勧告が出た時、
町のホームページを見ましたが、そ
の件が出ていませんでした。 
 どういう理由で避難勧告が出た
のかわからないと、例えば冠水な
ら、対象は１階の方になります。２
階以上の人も全員が避難しても、避
難所は収容しきれないでしょう。 
 ホームページを見た時に、どうい
う理由で、どういう対象の方が避難
対象か。そういう情報が、すぐわか
るようにできないでしょうか。 

 
ただ避難しなさいではなく、避難所
も収容スペースが限られています
から、自宅でも２階以上のところが
あればそちらに避難してください、
といったような情報の出し方は近
隣でもしています。うちは短い言葉
で言うだけなので、それではいけま
せん。 
 また、高齢の方は移動に時間がか
かりますから、なるべく早目に避難
勧告を出すことも、考えなければい
けません。 
 ただ、ご自宅で避難をできる場合
もありますので、皆さんにわかりや
すい形で言葉にしたいと思います。
そして、その時に役立つのが、やは
りホームページの防災情報です。 

 
平成２８年８月２２日の台風９

号について、１３時２０分に「避難
勧告」を発令し、メール配信等で対
象地域の皆様へお知らせしたとこ
ろでありますが、避難勧告の理由な
ど具体的なお知らせが出来ていな
かったことについて、お詫び申し上
げます。 
 また、ホームページによるお知ら
せについては、「防災情報」として
掲載を行っていたところでござい
ますが、わかりにくい等のご指摘も
いただいておりますので、町ホーム
ページの「町からのお知らせ」に防
災情報へリンク等、ぱっと見でわか
りやすい周知方法を検討し、住民の
皆様へ、より詳細な防災情報が提供
できるよう努めて参ります。 その際には、ホームページを開く

ことが一番の早いと思います。そこ
に一言入れておいていただければ
いいです。 

 

【予算措置の方向性】 
未定 

＜その他＞ 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
㉜【交通アクセス・バーベキューに
ついて】公助 
交通アクセスが悪いのが一番の

問題。町のいいところと言われても
思い浮かばない。寒川神社がアピー
ルでは強いが、宮山駅の前には何も
ない。また、駅前にバス停もない。
フェスティバルやみんなの花火が
あるが、駐車場がない。わいわい市
も渋滞していて危険。子どもが行き
たい公園や、駐車場を充実した方が
よいのではないか。相模川でバーベ
キューをしている人が多いが、ごみ
捨て場がないため、ごみが散乱して
いる。 

 
中央公園でのイベントは多い。イ

ベントでは、チラシで車での来場を
控えるようお知らせしており、コミ
ュニティバスの利用を呼び掛けて
いる。また、臨時駐車場もあるが、
イベントでは出店者の駐車場でい
っぱいになってしまう。 

 
町がイベントを開催する公園等

には駐車場の限りがあり、現状を見
ても皆様が停めるだけの用意が出
来ないため、これからも、出来るだ
けコミュニティーバスや自転車等
で来場していただけるよう、周知を
図るとともに、来場者のために、会
場周辺の駐車場を可能な限り借用
してまいります。 
平成２９年度のびっちょり祭で

は近隣の方のご協力により駐車ス
ペースを確保することができまし
た。他イベントにつきましても、来
場者の方が利用できるような駐車
スペースの確保や案内に努めてま
いります。 
 
相模川の河川敷を利用したバー

ベキュー等のレジャーは、町の大切
な観光資源の一つだと捉えていま
す。神川橋下流の河川敷では、過去
には利用者用の駐車場整備やトイ
レの設置なども行われましたが、利
用に伴うゴミの散乱や不法投棄等

コミュニティバスのバス停がど
こにあるか思い浮かばない。 

 
バス停はあるが、バスの時刻表や

案内図は公共施設やホームページ
で確認できるので、ぜひご覧になっ
ていただきたい。 
神川橋下流の河川敷は国の直轄

だが、町が利用できる占用許可を取
っている。しかし、そこに車を入れ
てしまうと、バーベキューの持ち込
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みの量が増えてしまい、ごみの量が
増えてしまう。仮にごみ捨て場を設
置すると、ごみが山積みになってし
まう。管理体制をきちんとしないと
いけない。観光協会と話をしている
のだが、河川敷の利用で車を入れる
にあたって、マナーやごみの持ち帰
りの袋を用意するなど。私も、河川
敷を利用していきたいが、行政だけ
だと行動に制限がかかるので、観光
協会なりに動きが取れないか話を
すすめている。町には海はないが川
はあるので、川の利用もこれからは
考えていきたい。そのためには、護
岸をしなくてはならない。自然の部
分なので、雨が降ると水位が上がっ
てくる。相模川の取水堰があるが、
あれを開けるとかなり水が流れて
くる。そのため整備をできない部分
があるが、夏場にバーベキューをや
る際には、より利用しやすいよう、
河川敷をきれいに使っていただけ
るよう、利用拡大もあっていいと思
う。その辺、観光協会とも話をすす
めていきたいと思う。 

の問題が後を絶たず、現在のように
ゲートを設けて、車両の出入りに制
限をかけている状況です。河川敷利
用に伴うゴミ問題等については、利
用者にゴミの持ち帰りを呼びかけ、
マナー向上を呼びかける等、他自治
体においても、全国的にその対策に
工夫を試みていると聞き及んでお
ります。町でも、定期的にボランテ
ィアを募り、清掃活動を実施するな
ど、河川敷を綺麗に保つための取り
組みをしておりますが、ゴミの投棄
が後を絶たず苦慮しております。他
自治体において、河川敷利用者から
利用料を徴収し、ゴミの清掃などの
維持管理費用にあてている事例も
あります。今後も、河川敷の利用促
進にあたってのルールづくりなど
について、観光協会を始め、関係団
体等と検討を進めてまいります。河
川管理者である京浜河川事務所等
と、不法投棄対策及び河川利用のあ
り方、ルールづくりについて協議を
しています。 
【予算措置の方向性】 
現状維持 

参加者 町長 懇談後の経過・結果等確認事項 
㉝【政務活動費について】公助 
 町会議員の政務活動費について、
提案します。 
 今、政務活動費は年度当初に一括
して議員さんに渡していると思い
ます。これを、他の自治体では、議
員さんが政務活動をやりましたと、
事後に領収書を持ってきて、その分
だけ活動費を支払っています。後払
いです。前払いだと、要らない領収
書をつくり、使いましたとして、チ
ェックする人が誰もいないという
のが現状です。 
 ですから、それを後払い方式にし
ていただきたいのが、私の提案で
す。町と議員の力関係もあるでしょ
うが、それでも町政運営の中でして
いただければと思います。 

 
 今、政務活動費が、意訳して「生
活費（政活費）」という言葉に使わ
れて、問題になっていると思いま
す。これは、議会自体でどう判断を
されるかということもあると思い
ます。いずれにしても、今後の考え
は、議会と協議してまいりたいと思
います。 

 
政務活動費については、年度当初

（５／３１まで）に各会派に（１人、
年、２４万円）一括して支給してい
ます。寒川町議会では、政務活動費
の使途については、他の議会よりも
厳しくしており、町議会独自に「寒
川町議会政務活動費の交付に関す
る条例」「寒川町議会政務活動費の
交付に関する条例施行規則」及び
「政務活動費の手引き」を定め、す
べての支出に領収書添付を義務づ
け、不透明な支出は認めておりませ
ん。 
政務活動費の収支報告書は各会

派で作成し、議会事務局でのチェッ
クさらに事務監査も受けており、情
報公開請求時の公開はもとより、説
明責任も議員には課せられていま
す。   
ご指摘の不当不正な支出は無い

ものと考えております。 
【予算措置の方向性】 
特になし 


