平成２７年度 ふれあいファミリアミーティング報告書 （桜台区）
平成２７年１１月５日（木）１９時～２０時３０分

◆会場

桜台児童館

参加者◆２５人（男２０人・女５人）

行政区出席者◆萩原区長、岡田副区長、荒明副区長 自治会役員ほか
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）
桜台児童館周辺の道路について、交差点の停止線が見 場所を確認して、厚木警察署へ要望します。
づらい箇所があります。県道へ出るところも危険ですの
1 で、補修してください。

担当課
住民課

処理状況など
陸運支局入口と桜台ちびっ子広場前交差点の横断
歩道の引き直しについて、厚木警察署へ要望しま
す。
また、桜台ちびっ子広場前の町道部分の停止線に
ついては、今年度中に引き直します。

桜台の五叉路内に停止線や矢印を表示していただきた 厚木土木事務所へ要望します。
い。山際方面からの車両と坂本方面へ下る車両とが、交
2 差点内に滞留して危険です。

住民課

矢印等の路面誘導表示について、厚木土木事務所
へ要望します。また、対向車に注意いただくための
啓発看板を設置します。

防犯灯がLED化されるとのことですが、いつ頃になります 町の防犯灯は全部で約４，７００基あります。１１月中 住民課
旬から工事を開始して来年２月までには完了する予
3 か。
定です。
桜台児童館周辺の道路にあるカーブミラーの向きが悪 場所を確認して、早急に向きの調整をします。
く、運転者から歩行者が見づらいので調整してください。

住民課

4

同左

内倉自動車前のカーブミラーに歩行者用の補助ミ
ラーを設置しました。
また、中津７３３７ パルネット桜台前の一面鏡カーブ
ミラー（№１２１－５）は反対側が見えづらかったた
め、１枚増設し二面鏡にしました。

町では小田急多摩線の延伸の活動をしていますが、延
伸にあたっての町の都市計画はどうなっていますか。

小田急多摩線の愛川・厚木方面への延伸が国の計 企画政策課
画に位置付けられるよう、相模原市・厚木市・清川村
と一緒に要望活動を進めています。現時点では要望
活動中ですので、延伸計画がはっきりした時点で町の
都市計画、町づくりを考えていきたいと思っています。

同左

現時点での小田急延伸の案はどうなっていますか？

いくつか構想があります。例えば、上溝駅～上田名～ 企画政策課
役場周辺～まつかげ台のルートや、上溝駅～上田名
～内陸工業団地～依知のルート等です。
国の交通政策審議会答申が今年度中に行なわれる
予定になっていますが、オリンピックの関係があり遅
れています。

上溝駅、田名地区、役場や内陸工業団地などの地
域の拠点や、将来のまちづくり拠点を考慮しながら、
本厚木方面に延伸するルートの検討を深めていくこ
ととしています。
国の交通政策審議会答申が今年度中に取りまとめ
られる予定ですが、オリンピック・パラリンピックの開
催に伴う整備路線の検討なども加わり、検討が遅れ
ているようです。

5
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意見・要望要旨
当日の回答要旨（町長）
担当課
鉄道が敷かれる際の用地の取得などはどうなるのでしょ 財源的には国が1/3、事業者が1/3、県と周辺自治体 企画政策課
う。
が1/3となっています。
7
先日のふるさとまつりに参加しましたが、役場の正面の 確かに正面玄関エリアはお客さんが少なかったと思
エリアと文化会館のエリアが分断されてしまった感じでし います。限られた敷地になりますので、なかなか難し
た。役場周辺で一体感がある場所を整備できればよいと いところがあります。
8 思いますが。

商工観光課

処理状況など
財源的には、現時点の鉄道整備に係る補助制度
で、最も補助率が高い制度が適用された場合で、国
が１/３、事業者が１/３、県と周辺自治体が１/３と
なっています。
ふるさとまつりは、例年、役場周辺で開催していま
す。ご指摘のように、イベント会場が分断されている
とのご意見を参加団体などから伺っていますが、限
られた敷地内で多くの団体に参加いただくため、一
体感がある場所の整備は難しいものと考えていま
す。

あいかわブランドができましたので、清川村にある道の 愛川ブランドの販路の拡大を図っていかなければなら 企画政策課
駅のように愛川町の特産品が一箇所で買うことができる ないと考えています。敷地の問題もありますので検討
9 場所があるといいと思います。
課題にさせていただきたいと思います。

同左

愛の町の交流をはじめたのですか？ 積極的に交流して
アピールした方がいいと思います。例えば２月１４日にイ
10 ベントをするなど、「愛」を使った町のＰＲはいかがでしょ
うか。

以前は、愛の文字が付く町同士の交流を行なってい 企画政策課
ましたが、合併などもあり現在は積極的に交流してい
ません。「愛」を使ったＰＲは参考にさせていただきま
す。

同左

町でも、パンフレットを作り、圏央道の厚木ＰＡや海老 企画政策課
名ＳＡ、談合坂ＳＡなどで配布しています。
総務課
あいかわ公園は圏央道の開通もあり、来場者は増え
ています。

同左

愛川町のＰＲはどんなことをしているのでしょう。横浜な
どでチラシを配ったりしているのでしょうか。
11

６０周年記念のリーフレットを発行したのを見逃しました。 金融機関、コンビニエンスストアなどにも配架します。 総務課
新聞折込みが１日でなかったので気付きませんでした。
12 通常の広報に合わせて配布するか、回覧にしていただ
ければと思いました。

１１月６日から９日にかけて、金融機関・コンビニエン
スストアなどにも配架しました。

先日販売した「愛川とくとく商品券」ですが、知らないうち 過去に何度か同様の商品券を売りだした実績を考慮 商工観光課
に売り切れてしまいました。周知方法や販売方法を検討 して販売しました。前回は完売まで２カ月ほどかかっ
してください。
ていましたが、今回は２日で売り切れとなってしまいま
13
した。次回は販売方法などを再度検討します。

同左
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意見・要望要旨
とくとく商品券の利用実績はどうなっていますか。

当日の回答要旨（町長）
担当課
【環境経済部長】
商工観光課
現在の換金の状況は、やはり大型スーパーが上位に
なっていますが、個人商店などでも利用されており、
「売り上げがのびた」などの声もいただいています。

半原にあるソーラーパークについて、愛川町に何か還元
されているのでしょうか。蓄電池などを利用して半原小学
校や体育館に利用することはできませんか。
また、町の公共施設も屋上に設置したらどうでしょうか。

発電された電気は県企業庁が売電しているため、町 環境課
で直接利用することはできません。
ソーラー施設を作る際には協議しまして、ソーラーパ
ネルの設置だけでなく、施設周辺を散策できるように
したものです。また、ソーラーパーク内の植木の手入
れなどは県がシルバー人材センターに委託していま
すので収入になっています。
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処理状況など
同左

同左

【副町長】
蓄電池は災害時は有効なものですが、現在のところ
非常に高額なため研究課題とさせていただきます。
町のふれあい保険では熱中症が対応していないと聞き 保険内容を確認して、検討します。
ました。盆踊りや運動会などで熱中症になる方もいます
16 ので、検討してください。

行政推進課

地区ごとの運動会を開催しているのは、町内で六倉区と 先日、ご招待いただき、地域の皆さんが活発に交流さ 行政推進課
桜台区だけになっています。区民の交流として大変有意 れているところを拝見しました。ご要望として受けとめ
17 義な事業になっていますので、補助金をいただければと させていただきます。
考えます。
２号公園の水道の排水が詰まっていて流れないことがあ 公園施設管理の担当に、確認させます。
ります。管理をお願いします。
18
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同左

都市施設課
１１月６日に確認し、詰まりを解消しました。現在、曜
スポーツ・文化 日別に１号公園職員と都市施設課職員で、２号公園
振興課
のトイレ清掃を行っていますので、排水の詰まりも清
掃時にあわせて確認を行うようにします。

自治会の加入者が減っています。役員として加入をお願 区長さん方とも協力し加入促進を考えていますが、な 行政推進課
いにまわりますが、町で作成している自治会加入のお知 かなか増えないのが現状です。加入促進のパンフレッ
19 らせをイラストや写真などで工夫していただけませんか。 トにつきましても工夫します。
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住民団体などの指導者および参加者が住民活動中
に急激かつ偶然の外来の事故でケガをしたり、死亡
したりした場合に適用となり、熱中症（日射病・熱射
病）も対象となります。

同左

意見・要望要旨
当日の回答要旨（町長）
町一周駅伝のコースが変更になりました。桜台区はほと 警察との協議で今までのコースでは許可されず変更
んど走りませんが。
になりました。ご理解いただければと思います。

担当課
スポーツ・文化 同左
振興課

処理状況など

担当課
行政推進課

処理状況など

【教育次長】
警察との協議では、県道を走る距離が長く危険であ
る、出場チームの実力差が大きく信号の調整が難し
いなど、コースの変更がなければ許可できないとのこ
とでしたので、 安全に最大限に配慮しコース変更し
ました。
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■マイナンバー関連質問
意見・要望要旨
通知カードを紛失した場合はどうなりますか。

当日の回答要旨（町長）

【行政推進課】
まず、警察や役場へ連絡してください。その後、役場
で再交付の手続きをしていただき、番号を変更して交
付します。
【行政推進課】
行政推進課
初回の発行は無料ですが、紛失して再発行する場合
は有料になります。

同左

個人番号カードの申請は任意になっていますが、何年経 【行政推進課】
行政推進課
過しても手続きできますか。
個人番号カードの作成は、いつでも申請することがで
きます。手数料については現在は初回無料となってい
3
ますが、有料になる可能性もあります。

同左

個人番号カードの申請には、写真を貼って提出するので 【行政推進課】
行政推進課
しょうか。
個人番号カードには写真が入り身分証明書として利
4
用できます。写真はご自分で貼って申請してください。

同左

個人番号カードのICチップは、どんなことに利用できます 【行政推進課】
行政推進課
か。
電子証明書として税の申告など利用できます。自治
体ごとに利用することもできますが、現在のところ、愛
5
川町独自の利用はありません。今後、銀行などでの
利用も検討されています。

同左

1

2

カードを紛失して、再発行する場合は有料になります
か。
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同左

