平成２７年度 ふれあいファミリアミーティング報告書 （小沢区）
平成２７年８月７日（金）１３時３０分～ ◆会場
行政区出席者◆榎本区長、篠崎ＯＢ会長ほか

小沢児童館

参加者◆２６人（男１６人・女１０人）

町側出席者◆小野澤町長、吉川副町長、白井総務部長、平本民生部長、大成環境経済部長、橋本建設部長、佐藤教育次長、沼田消防長、
行政推進課行政管理班職員、総務課広報広聴班職員
意見・要望要旨
当日の回答要旨（町長）
担当課
町内循環バスの段差が高い。お年寄りの利用が多 分かりました。神奈川中央交通と次回のバスの更新時に検討 住民課
します。
1 いので、段差がないバスにしてください。
神奈川中央交通のバスを利用しています。小沢か 神奈川中央交通では、バスのダイヤ改善したとのことです
ら田名バスターミナル経由での乗り継ぎが悪く、３０ が、再度話をします。
2 分～１時間待つことがあります。改善してください。

3

水郷田名までのバスを、愛川バスセンターまでにし 神奈川中央交通に要望します。
てほしい。

神奈川中央交通からは、平成２６年７月の
ダイヤ改正の際に、乗り継ぎの関係を改善
したとうかがっておりますが、再度話をしま
す。

企画政策課

同左

4

場所を確認して、県へ要望します。

高田橋の下に、町でパンジーを植えている場所が 管理方法を改善します。
あります。植え付けするだけで管理していないので
すぐ枯れてしまいもったいない。サツキやツツジ等
6 に変更してはどうでしょうか。
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同左

企画政策課

小沢坂の樹木が張り出しているので伐採をお願い 町へご連絡ください。町から厚木土木事務所へ連絡し、伐採 道路課
したいのですが、どこへ連絡すればいいですか？ をお願いします

小学生の登下校のパトロールをしています。
梅沢坂は大型ダンプなども通り危険です。坂の途
5 中にガードレールを設置してください。

処理状況など

現地の状況を確認し、厚木土木事務所へ
要望しました。通行に支障が生じる箇所に
ついては順次伐採をするとうかがっていま
す。

道路課

現地の状況を確認し、厚木土木事務所へ
検討を要望しました。

都市施設課

サツキ・ツツジ類の花木は、開花期間が短
ため、相模川緑地公園内の植栽箇所に
は、従来から、開花期間が4～5ケ月のパン
ジーなどを植栽しています。植栽の変更に
ついては、今後、区長さんとも相談をしなが
ら検討します。

意見・要望要旨
当日の回答要旨（町長）
担当課
町一周駅伝のコースが変更になり、小沢地区を走 昨年度、選手と自動車が接触する事故があり、警察からコー スポーツ・文化 同左
らなくなると聞きました。なぜですか。
スの見直しについて強く要望がありました。県道の走行距離 振興課
をできるだけ減らすように指示がありまして、大変申し訳あり
ませんが、小沢地区へは降りないコースになりました。中津方
7
面は水道みちを走り、半原の折り返しのコースが、国道を走り
ます。

処理状況など

自転車通学をしている高校生が梅沢坂をジグザグ 今年５月に、愛川高校で自転車事故防止啓発のキャンペーン 住民課
に走行して、非常に危険です。指導をお願いしま
を行いました。再度、学校へ連絡します。
8 す。

ご指摘いただいた区域内に啓発看板を設
置し、注意を呼びかけます。

美化プラントの収集車が、ゴミを厚木市に持って行 ごみ収集車については、指導を徹底します。
住民課
くときなどに、県道が渋滞していると小沢区内の道 一般車両につきましては、啓発看板の設置や、大型車両の規 道路課
路を通り抜けます。
制など、地域の方と相談して対策を考えます。
環境課
スピードが出過ぎているようなので注意をしてくださ
い。
9 また、一般の大型車両もスピードを出して通り抜け
するので対策をお願いします。

ごみの収集時以外での、収集車の小沢地
内への進入については、可燃ごみを厚木
市環境センターへ搬入後、相模川沿いの
県道が渋滞している場合に、収集業務など
に支障がないよう、迂回路として通行して
います。やむを得ず通行する際には、交通
法規の遵守はもちろんのこと、生活道路で
すので走行スピードの抑制について、改め
て収集作業員へ指導します。また、収集業
務に支障が出ないような別ルートでの迂回
方法も検討します。

７月中旬の大雨時に大堀の所に雨水が溜まり、大 場所は承知しています、検討します。
変でした、対策をお願いします。

道路課
下水道課

10

鉄道の計画はどうなっていますか。
11

相模原市、厚木市、清川村と要請を続けています。国土交通 企画政策課
大臣に署名を届けました。本年度に開催される予定の交通政
策審議会答申に位置付けられるように取り組みを進めていま
す。

リニアが橋本駅に来ますので、橋本～葉山島～小 神奈川中央交通と協議をしています。
沢～役場のバス路線を充実させたらどうでしょう
12 か。
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企画政策課

最近の大雨の特徴として、短時間で局地
的な豪雨（いわゆるゲリラ豪雨）が発生し、
雨水処理能力を超えてしまうことがありま
す。道路側溝の清掃を行うなど、可能な限
りの対応を行ってまいります。また、水路に
流れてくる倒木などが詰まっていないか、
大雨時のパトロールの強化をします。
同左

神奈川中央交通に話をします。
橋本駅南口から小沢までの当該バス路線
は、国の補助金等により維持されている路
線です。

意見・要望要旨
当日の回答要旨（町長）
担当課
火災時に消火栓の蓋が開かないといけないので、 年４回、消防で点検していますが、開かないことが分かった場 消防課
点検をお願いします。
合には、地域の消防団や消防署へご連絡ください。すぐ対応
13
します。

処理状況など
同左

河川にあるゲートボール用の小屋の撤去命令が厚 河川なので、設置時に許可が必要だったのとおもわれます。 道路課
木土木事務所から来ています。どうにかなりません
14 か？

同左

河川にドクターヘリが降りる場所があります。そこ
15 へ続く道がでこぼこですが、舗装できませんか？

同左

河川なので難しいと思います。厚木土木事務所へ話しておき 道路課
ます。

高田橋のところが工事中ですが、小沢方面の県道 小沢側の県道は、本年度、県で予備設計をしていますので、 道路課
順次工事になる予定です。
16 も渋滞がひどいので改良できませんか。
梅沢坂の小沢バス停留所と小沢の元オレンジハウ 場所を確認します。
スから抜ける通称「幽霊道路」を舗装してください。

道路課

今年度、堤防沿いの県道５１１号の予備設
計を実施する予定と県からうかがっており
ます。
私道ですので町が舗装することはできませ
ん。

17

■マイナンバー関連質問
処理状況など

意見・要望要旨
カードをなくした場合は？

担当課
【行政推進課】
行政推進課
カードを紛失した場合は、再発行します。カードの再発行には 住民課
手数料が掛かります。

紛失した場合に、悪用されたりしませんか？

【行政推進課】
行政推進課
個人番号カードは、パスワード設定で保護されています。
通知カードは、顔写真入りの証明書類とセットでないと使用で
きませんので心配はいりませんが、万が一なくした場合は、警
察・役場へ連絡ください。

同左

マイナンバーの説明会はないですか？
もっと、PRしたほうがいいと思います。

【行政推進課】
行政推進課
１０月に通知カードが送付されますので、広報やチラシ、回覧
などで周知を進めています。
何か分からないことがあれば、行政推進課へお問い合わせく
ださい。

同左

1

2

3
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同左

意見・要望要旨
マイナンバーを作らないといけないのですか？
カードがないと何もできなくなるのですか？
4

当日の回答要旨（町長）
【行政推進課】
マイナンバーについては、国民全員に付与されますので、一
人一人に必ず番号が付きます。さまざまな手続きでカードが
必要になることが増えてきます。

担当課
行政推進課

個人番号カードの顔写真は、自分で用意するので 【行政推進課】
行政推進課
すか？ 役場で対応してくれるのですか？
申請は、通知カードが送付されるときに同封される申請書を 住民課
5
記入して、顔写真を貼り、郵送していただきますので、ご自分
でご用意をお願いします。
カードの安全面はどうですか？
6

【行政推進課】
行政推進課
番号だけでは、情報を入手できないようになっています。顔写
真の付いた証明書類が必要になりますので、すぐに悪用され
ることはないと考えます。

子供で、パスポートや免許証を持っていない人はど 【行政推進課】
うすればいいでしょう？
通知カードは書留で世帯に送られますので、どなたでも受け
7
取り可能です。公的な身分証明書となりますので、できれば
個人番号カードを作っていただけたらと思います。
具体的にはどのような時に、このカードを使うので
しょうか？
8
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処理状況など
同左

同左

同左

行政推進課

同左

【行政推進課】
行政推進課
住所を変更するときなどには必要です。確定申告等の際にも
使用します。
そのほか、マイナンバーは役場などで番号を基本にして個人
の情報を集めるときに使用します。

同左
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