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まちのあゆみ
明治６年　現寄小学校、松田小学校の前身が開校
明治８年　寄地区の７カ村が合併して、寄村となる
明治１３年　郡役所が関本村から松田惣領に移る
　　　　　松田郵便局が開設
明治２２年　松田惣領、松田庶子、神山村が合併し松田村となる
　　　　　松田駅が完成（現ＪＲ御殿場線）
　　　　　東海道本線が全線開通

明治４２年　町制を施行して松田町となる
明治４４年　十文字橋が完成、道了尊まで乗合馬車が走る
大正２年　町に電灯がつく
大正１０年　足柄自動車が設立されバスが走るようになる
大正１２年　関東大震災により大被害を受ける
大正１３年　上水道工事に着工、翌年延命寺沢水源完成
昭和２年　小田急線が開通し新松田駅が完成

昭和３年　松田和裁縫女学校（現立花学園）開校
　　　　　枇杷沢（びわざわ）水源完成
昭和４年　寄郵便取扱所が開設
　　　　　松田～寄間の自動車通行可能となる
昭和５年　松田自動車が松田～国府津間で営業を始める
昭和７年　台風により大被害を受ける
昭和９年　松田～寄間で寄村村営自動車が運行を始める
昭和１０年　ごみ焼却場完成
　　　　　松田音頭、小唄決まる
昭和１１年　松田用水堰完成
昭和１２年　集中豪雨により大被害を受ける
昭和１４年　松田自動車、現在の富士急行バスと合併
　　　　　松田町警防団結成
昭和１５年　神山水源完成
昭和２１年　寄村弥勒寺地区で大火発生
昭和２２年　新制度による小中学校発足
昭和２３年　県立足柄上病院開業
　　　　　松田中学校新校舎完成
昭和２４年　ごみ焼却場を改築
昭和２５年　寄村萓沼地区で大火発生

昭和３０年　松田町と寄村合併し新町誕生
昭和３１年　松田電報電話局開設
昭和３３年　天神沢水源完成
　　　　　寄中学校新校舎完成
昭和３４年　町営診療所開業
昭和３５年　町だより（広報まつだ１号）

発行
昭和３７年　足柄上病院が現在地に完成
昭和３８年　東名高速道路の測量や中心

杭の設置始まる
　　　　　町体育館完成
昭和３９年　役場庁舎完成

昭和４０年　宮下水源完成
昭和４１年　足柄上郡の救急業務が松田町で開始される
昭和４３年　町章を制定
　　　　　千葉県匝瑳郡光町と姉妹町になる
　　　　　国道２４６号バイパス開通
昭和４４年　東名高速道路全線開通
　　　　　松田町に消防本部をつくり、２４時間の救急体制に
　　　　　国道２５５号開通

昭和４５年　新十文字橋完成
昭和４６年　松田中学校新校舎完成
　　　　　足柄上消防組合発足
昭和４７年　足柄上消防署完成
　　　　　ごみ焼却場が寄に完成
昭和４８年　寄地区、自然休養村の指定を受ける
昭和５０年　町立第一幼稚園開園
　　　　　寄小学校新校舎完成
昭和５１年　町立第二幼稚園開園
昭和５２年　飲酒運転追放の町を宣言
昭和５３年　町営水道下茶屋水源、神山貯水池完成
　　　　　寄自然休養村管理センター完成
　　　　　第１回まつだ観光まつり開催

昭和３５年
町だより（広報ま
つだ１号）発行

昭和２年
小田急線が開通し新松
田駅完成

明治２２年
松田駅が完成

昭和３９年
役場庁舎完成

昭和４４年
東名高速道路全線開通
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昭和５４年　松田中学校屋内運動場完成
　　　　　町の花「コスモス」、町の木「ナンテン」を制定
昭和５６年　公共下水道工事始まる
　　　　　町民文化センター完成
　　　　　少年非行ゼロの町を宣言

昭和５８年　松田山総合開発計画により、ゴルフ場、最明寺史跡
公園がオープンする

昭和５９年　足柄東部清掃組合大井美化センター、中井美化セン
ターが稼働（寄ごみ焼却場は廃止）

　　　　　寄幼稚園開園
　　　　　町制施行７５周年・新町誕生３０周年記念事業行われる
昭和６１年　寄中学校新校舎完成
　　　　　旧国鉄松田貨物駅跡地を取得
　　　　　寄みやま運動広場の多目的広場完成
昭和６３年　文久橋の架替え完了
　　　　　千葉県光町との姉妹町提携２０周年記念事業行われる
　　　　　建設省より川音川が「ふるさとの川モデル事業」のモ

デル河川に指定される
平成元年　大寺橋の架替え完了
　　　　　寄総合センター完成（寄出張所・国保診療所）
　　　　　自治制１００周年、町制施行８０周年記念事業が行われる
　　　　　町民憲章、町の鳥「セグロセキレイ」、町の音を制定
　　　　　公共下水道の使用が始まる
　　　　　下原地区が市街化区域に編入
平成２年　第一幼稚園新園舎完成
平成３年　東名開通記念マラソン行われる
　　　　　ふれあい農林体験施設完成
平成４年　寄テニスコート完成
　　　　　高齢者生きがい事業団設立（平成７年４月１日「生

きがい事業団」に改名）
平成５年　神山ふれあい広場完成
　　　　　ふれあい農園完成
　　　　　西平畑公園整備、子どもの館完成
平成６年　自然館完成
　　　　　町制施行８５周年記念事業行われる
平成７年　谷戸口橋架替え完了
　　　　　やまびこ館完成
平成８年　ミニＳＬ山岳鉄道（ふるさと鉄道）全線開通
　　　　　ふるさと鉄道事業が建設省「手づくり郷土賞」受賞
平成９年　下原地区土地区画整理事業完了
　　　　　まちづくり条例施行される

平成９年　寄みやま運動広場に管理棟とナイター照明施設完成
　　　　　松田山ハーブガーデン完成
　　　　　健康福祉センター完成

平成１０年　下原地区土地区画整理事業完了に伴う大井町との行
政区域界を変更

　　　　　かながわ・ゆめ国体パワーリフティング競技大会開催
　　　　　小田急線新松田駅南口臨時改札口開設
　　　　　第１回まつだ産業まつり開催
平成１１年　県が進める「水源の森林づくり」事業の活動拠点と

して、鍋割山山頂を含む５２９haが「やどりき水源林」と
して確保される

　　　　　千葉県光町（姉妹町）と災害応援協定締結
平成１２年　足柄消防組合発足

立花学園高等学校と防災協定締結
川音川親水公園にパークゴルフ場オープン
寄中学校屋内運動場完成
町のホームページ開設

平成１３年　「松田町総合計画２１」スタート
河南沢配水池
（８６０ｔ→２０００ｔ）完成
中丸地域集会施設完成
県立足柄上病院新３号館完成

平成１４年　子育て支援センターオープン
コスモス館オープン
松田中学校屋内運動場大規模改造工事完成
茶屋地域集会施設完成

平成１５年　小田急線新松田駅エレベーター設置
　　　　　上水道の全町公営化完了
　　　　　西平畑公園イルミネーション事業開始
平成１６年　新庁舎建設工事開始
　　　　　町立小・中学校に警備員配置
　　　　　町図書館で情報端末サービス開始
平成１７年　神奈川県電子自治体共同運営サービス（電子申請・
　　　　　届出、公共施設利用予約）開始
　　　　　町立幼稚園に警備員配置
　　　　　町内全域で光ファイバー接続サービス開始
　　　　　庶子配水池完成
　　　　　神山地域集会施設完成
平成１８年　新庁舎完成

昭和５６年
町民文化センター完成

平成１４年  松田町駅前支店
「コスモス館」オープン

平成９年
松田山ハーブガーデン完成

平成９年
健康福祉センター完成
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町章 松田町民憲章

西丹沢の美しい山なみと酒匂川の清流
とを「マ」という字に形どり二つのコ
（弧）によって互いに手をつなぐ隣人
融和の精神を表現している。

　富士や丹沢を源にする清流と豊かな緑に恵まれ、古来から交通の
中心であるあしがらの地松田町は、わたくしたちの誇りです。
　わたくしたちは、この美しい自然と人びとがいきいきと調和した、
魅力あるまちの限りない発展を願い、ここに町民憲章を定めます。

官公署等一覧
松田町役場 松田惣領２０３７ ８３－１２２１（代）

　・出  納  室　８３－１２２３　　・庶　務　課　８３－１２２１

　・企画財政課　８３－１２２２　　・税　務　課　８３－１２２４

　・議会事務局　８４－１３３５　　・町民健康課　８３－１２２５

　・福　祉　課　８３－１２２６　　・環境経済課　８４－１３３２

　・建　設　課　８４－１３３２　  　・教　育　課　８３－７０２３

寄総合センター 寄２５３８

　・寄出張所 　　〃 ８９－２１２６

　・国民健康保険診療所 　　〃 ８９－２１１９

コスモス館 松田惣領１２１５－１０８２－０９３０

教育委員会 松田惣領２０７８ ８３－７０２３

町民文化センター 松田惣領２０７８ ８３－７０２１

　・町立公民館 　　〃 ８３－７０２１

　・図書館 　　〃 ８３－７０２１

健康福祉センター 松田惣領１７－２

　・保健施設 　　〃 ８４－１１９５

　・入浴施設 　　〃 ８４－１１９６

　・社会福祉協議会 　　〃 ８２－０２９４

　・在宅介護支援センター 　　〃 ８３－８３１４

　・生きがい事業団 　　〃 ８２－４２２７

　・地域作業所すみれの家 　　〃 ８３－７３９４

子育て支援センター 松田惣領１１９２－５ ８３－３０８８

第一幼稚園 神山４０４ ８３－２５１７

第二幼稚園 松田庶子１６２ ８３－４３８１

寄幼稚園 寄２５０５ ８９－２４５２

松田小学校 松田庶子２０４ ８２－０３７１

寄小学校 寄２５４０ ８９－２２０１

松田中学校 松田惣領１４００ ８２－２２６１

寄中学校 寄２５４９ ８９－２２３４

体育協会 松田庶子１４７５ ８３－６６００

観光協会 松田惣領１３０１－１２８５－３１３０

西平畑公園施設
　・松田山ハーブガーデン 松田惣領２９５１ ８５－１１７７
　・子どもの館 松田惣領２９６４－１ ８２－９８６９
　・自然館 松田惣領２９７１ ８２－７３４５
　・ふるさと鉄道 松田庶子１５７２－１ ８４－０３０３
第３セクター㈲みやまの里 寄３４１５ ８９－２９６０
　・寄自然休養村管理センター 　　〃 ８９－２９６０
　・みやま運動広場 寄３１１１ ８９－２９６０
　・ふれあい農園 寄３０５７ ８９－２０８４
ふれあい動物村 寄５６０５ ８９－３１１３
農林漁業体験実習館 　　〃 ８９－３１１３
足柄消防組合東消防署 松田惣領２０７３ ８４－０１１９
足柄上病院 松田惣領８６６－１ ８３－０３５１
松田土木事務所 松田惣領３２１ ８３－０３３１
足柄家畜保健衛生所 松田惣領７４２ ８３－３００３
松田警察署 松田庶子４７７－１ ８２－０１１０
新松田駅前交番 松田惣領１３５６ ８２－４１７６
寄駐在所 寄２５４０ ８９－２１１０
松田公共職業安定所 松田惣領２０３７ ８２－８６０９
足柄交通安全協会 松田庶子４７７－１ ８３－０３０７
足柄上商工会 松田惣領２０８３ ８３－３２１１
森林組合 松田惣領１４２７－１ ８３－３８３８
松田郵便局 松田惣領１５９６ ８３－１２０３
松田惣領郵便局 松田惣領１１９２ ８３－０５５５
寄郵便局 寄３２１３ ８９－２００１
ＪＲ東海松田駅 松田惣領１８８７ ８３－１４１６
小田急新松田駅 松田惣領１３５６ ８２－００７４
足柄東部清掃組合 大井町柳５４０ ８３－１５５４
足柄東部清掃組合中井美化センター 中井町岩倉４９０－１８１－３３５６
足柄上地区休日急患診療所 開成町吉田島５８０８３－１８００
在宅福祉しあわせサービスあしがら 松田惣領１２４９ ８２－８５７１


