様式１

「町長と語ろう 賑わいあるまちづくり座談会」結果概要と対応方針

《比較的速やかな対応が可能な案件》
順番

1

2

3

総合計画 施策の大綱

みんなが誇れるまちを育む
【行財政、自治・まちづくり】

みんなが誇れるまちを育む
【行財政、自治・まちづくり】

みんなが誇れるまちを育む
【行財政、自治・まちづくり】

テーマ

アイデア・提案内容

住民参加の
まちづくり

ユニークな座談会や何らかの行事
を設け、それらを聞きやすい環境を
作ってみてはいかがか。／今後もこ
のような座談会を実施してもらいた
い。（ほかに座談会の開催手法や進
行方法に関するご意見がございまし
た）

住民参加の
まちづくり

座談会に参加したいと思えるよう
工夫してほしい。実施内容、結果、
それを踏まえた施策の実行を公開し
てほしい。

住民参加の
まちづくり

意見を出す場がない。インター
ネットを若者はちゃんと見ているの
で、町として活用してほしい。

会

場

今後も、町民の皆様からの建設的
なご意見をお伺いする場を設けてい
きます。また、今回の経験などを踏
政策推進課
まえ、次回以降、よりよい座談会が
開催できるよう工夫を重ねてまいり
ます。

町屋地域集会施
設

早くから広報等に努め、周知して
まいります。また、座談会の結果に
政策推進課 ついてはホームページや広報などを
通じ、皆様にお伝えしてまいりま
す。

かなん沢・中里
地域集会施設

町ホームページをリニューアルを
し、より一層、皆様のご意見・ご提
政策推進課 案などをいただきやすいようにし、
積極的に情報の受発信に努めてまい
ります。

その他

かなん沢・中里
地域集会施設

みんなが誇れるまちを育む
【行財政、自治・まちづくり】

その他

配達などで町の広報と社協だより
のサイズが異なるので不便。

かなん沢・中里
地域集会施設

その他

松田町へ人を
呼び込む
魅力づくり

転出者へのアンケートを定期的に
行い、転出した理由を確認してみて
はいかがか。

役場

4

5

6

1 ページ

対応方針

店屋場地域集会
施設／町屋地域
集会施設／城山
地域集会施設／
宇津茂地域集会
施設

町民アンケートの集計作業や回答
が遅い。意見を聞くだけではなく、
スピーディーにフィードバックして
ほしい。

みんなが誇れるまちを育む
【行財政、自治・まちづくり】

所管課

アンケートの集計につきまして
は、皆様の意見をお伺いしたく、自
由意見欄を設けさせていただいた都
合上、その集計にどうしても一定の
政策推進課
時間が必要となってしまいました。
次回以降は設問などを工夫すること
で時間短縮を図りたいと考えていま
す。
町の広報紙は、１つの面での文字
の大きさや情報量を考えた結果、現
政策推進課 状の大きさになっていますが、印刷
コストなどを考えながら他のサイズ
での作成も研究しています。
過去、限定的に実施していました
が、ご提案を踏まえ、本年の９月よ
政策推進課
り町民課窓口にてアンケートを再開
しました。

順番

総合計画 施策の大綱

テーマ

アイデア・提案内容

会

場

所管課

対応方針

7

その他

松田町の
将来ビジョン

まちづくりを進めるにあたり、元
藤沢市職員で、現在大学教授をされ
ている著名な方がいる。必要であれ
ば紹介するので、地域に根ざしたま
ちづくり講演の実施をお願いされた
い。

8

安全で心地よい環境を育む
【都市基盤・生活環境】

住民参加の
まちづくり

地域の一時避難所を知らない人も
いるので、しっかりPRをしてほし
い。

役場

総務課

今年度ハザードマップを作成いた
します。また、皆様には自助・共助
の面から、自为防災会での情報共有
もお願いします。

9

安全で心地よい環境を育む
【都市基盤・生活環境】

住民参加の
まちづくり

町有地に、草が生い茂っている。
草刈りをお願いしたい。（同様の要
望あり）

茶屋地域集会施
設／かなん沢・
中里地域集会施
設

総務課

速やかに実施しました。今後は自
治会と連携を図り、適正管理に努め
ます。

10

安全で心地よい環境を育む
【都市基盤・生活環境】

住民参加の
まちづくり

防犯パトロールの回数を増やして
欲しい。パトロールカーによる見回
りは、住民の自为的な活動よりも効
果がある。

店屋場地域
集会施設

総務課

再度、警察によるパトロールの強
化を申し入れるとともに、防犯カメ
ラの増設について27年度予算への計
上を予定しています。

11

安全で心地よい環境を育む
【都市基盤・生活環境】

住民参加の
まちづくり

防犯灯の整備を進めてほしい。(同
様の要望あり）

店屋場地域集会
施設／かなん
沢・中里地域集
会施設

総務課

仲町屋地域
集会施設

総務課

神山地域
集会施設

政策推進課
まちづくり講演会等を実施する場
まちづくり 合には、候補とさせていただきま
課
す。

12

安全で心地よい環境を育む
【都市基盤・生活環境】

住民参加の
まちづくり

災害無線が聞こえにくい場所があ
るので、平成24年4月に町から「新た
な機器の設置は難しいので、各家庭
で受信機を購入してほしい。」と回
答があったのだが、対応してほし
い。

13

みんなが誇れるまちを育む
【行財政、自治・まちづくり】

その他

町に出している要望に対する回答
が遅い。

河内児童
センター

総務課

その他

住民参加の
まちづくり

現在の町営住宅の空き地を有効利
用されたい。例えば、地域の駐車場
や自治会の管理する菜園にできない
か。

茶屋地域
集会施設

総務課

14
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防犯灯は、自治会が必要性に応じ
て設置しております。なお、新規の
要望も含めて今年度中の全灯LED化を
進めています。
現在の設備では限界があり、数年
以内の機器の更改も困難なことか
ら、同様の情報を発信しております
携帯電話を利用した「あんしんメー
ル」や役場に直接お問い合わせ頂く
「フリーダイヤル」の活用をしてい
ただきたく存じます。
要望書受理後速やかに担当課へ通
知し、内部での連絡調整を密にして
滞留しないよう進めます。
現在、町営住宅の集約化事業とし
て位置付け、段階的に空き家の取り
壊しを行っています。地元自治会の
要望があれば、検討いたしますので
ご提案ください。

順番

15

16

総合計画 施策の大綱

その他

安全で心地よい環境を育む
【都市基盤・生活環境】

テーマ

町の買い物
支援に対する
考え方

その他

アイデア・提案内容

寄から買い物に行くのに車を利用
している人が多いので、駐車料金の
減免を検討できないか。

健康福祉センター３階のお風呂に
は、年１回程度救急車が来ることか
ら、緊急性を踏まえてAEDの設置を３
階に増やして欲しい。

会

場

虫沢地域
集会施設

町屋地域
集会施設

健康福祉センターには施設全体
に、AED１基を設置済みです。AED
は、平日、医療スタッフのいる2Fで
管理し、保管場所を明示していま
す。また、取り決めにより、週末
は、3Fの入浴施設に置くようにして
います。

元気と心かよう安らぎを育む
【健康・福祉】

住民参加の
まちづくり

老人クラブの人数が減ってきてい
るので、PRしてほしい。

仲町屋地域
集会施設

18

元気と心かよう安らぎを育む
【健康・福祉】

その他

地域包括支援センターのPRが足り
ない。

役場

鳥獣被害が多い。鹿除けのために
設置した柵の中に鹿が入り込み、そ
の数が増えてしまっているので、ゴ
ルフ場を休業させて駆除をお願いし
たい。

萱沼児童館

自然豊かな美しい環境を育む
【自然・景観】

その他

20

安全で心地よい環境を育む
【都市基盤・生活環境】

その他

町内にベンチが少ない。

3 ページ

対応方針

松田町商工振興会に購買者への駐
車料軽減策を図れないか申し入れを
行ったところ、商店によってはすで
に駐車料金補助を実施している店舗
総務課
もあるため、他店でも実施できない
観光経済課 か前向きに検討しているとのことで
す。また、町としては、JR松田駅前
町営臨時駐車場が20分間無料なの
で、買い物などにご利用していただ
ければと考えております。

17

19

所管課

役場

福祉課

高齢者人口は増えている一方で、
老人クラブの会員は減っています。
老人クラブは、自为組織であり、老
人福祉法に高齢者の社会参加・生き
福祉課
がい対策の推進組織として位置づけ
がされおり、社会福祉協議会が事務
局を務めるなど支援しています。老
人クラブ、社会福祉協議会に働きか
け、会員募集ＰＲを支援します。
町直営で、健康福祉課高齢介護係
と一体的に運営しています。高齢者
福祉課
の相談窓口でありますので、強くＰ
Ｒを心掛けていきます。
ゴルフ場と協議いたしましたが、
休業は困難であるとの結論ですの
で、寄地区猟友会の方々と対応につ
観光経済課 いて話し合いを進めます。また、狩
猟免許の取得に係る補助金を活用し
ていただき、個体数減のための罠設
置などに協力をお願いします。
設置する場所にもよりますが、商
店街でのことであれば、商工振興会
観光経済課
の意向を踏まえて必要に応じた対応
を図っていきます。

順番

総合計画 施策の大綱

テーマ

21

安全で心地よい環境を育む
【都市基盤・生活環境】

松田町へ人を
呼び込む
魅力づくり

河川沿いにベンチが欲しい。富士
山が良く見える場所もあり、町の魅
力を高めることができるのではない
かと思う。

店屋場地域
集会施設

22

安全で心地よい環境を育む
【都市基盤・生活環境】

松田町へ人を
呼び込む
魅力づくり

川音川の飛石を対岸に渡るときに
使用しているが、形が危険。

店屋場地域
集会施設

23

創造性豊かな活力を育む
【産業】

その他

中津川沿いの公衆トイレの看板を
目立つようにしてほしい。また、内
面の塗装を含めて、そろそろ整備を
お願いしたい。

宇津茂地域
集会施設

24

創造性豊かな活力を育む
【産業】

25

創造性豊かな活力を育む
【産業】

26

創造性豊かな活力を育む
【産業】

アイデア・提案内容

ハーブガーデンを为にPRしている
「縁結びの町」を が、最明寺史跡公園や寒田神社など
キーワードとした 他にも魅力的な場所がたくさんある
まちづくり
ので、そちらのPRにも力を入れてほ
しい。

会

場

町屋地域
集会施設

所管課

対応方針

川音川親水公園内の数カ所程度に
観光経済課 ベンチが設置できるよう検討してい
きます。
現場確認を行い、斜めになってい
る箇所・欠けている箇所などについ
観光経済課
て、改修を県土木事務所へ依頼し、
修繕を行っていただきました。
既設看板は前方の植栽により見え
にくいため、設置場所も含めて検討
観光経済課 します。塗装は他の公衆トイレの状
況や優先順位を決めて、対応してい
きます。
町ホームページにてそれらの施設
を紹介しているほか、町のパンフ
レットや広域連携など外部の機関も
活用しながら情報発信をしていま
観光経済課 す。
手つかずの自然が残っている最明
寺史跡公園は、ウォーキングや森林
浴など、健康増進を目的とするＰＲ
が行えるよう考えていきます。

桜まつりの際にトイレが少なく不
便である。

町屋地域
集会施設

町内の各お店にご協力いただき、
トイレをお貸しいただいています
が、仮設トイレの増設は費用負担が
大きいため、お貸しいただけるお店
を多くしていくことができるか話し
合いをしていきます。
西平畑公園内では、常設のトイレ
観光経済課 が駐車場ほか各施設にあります。ま
た、身体障がい者用、女性専用も含
めて、４か所１０基の仮設トイレを
設置しています。また、軽水洗トイ
レを子どもの館の裏に７基、散策路
に２基設置しています。その中でも
軽水洗トイレは比較的空いています
ので、案内に努めてまいります。

「縁結びの町」を
はなじょろ道のPRに力を入れてほ
キーワードとした
しい。
まちづくり

虫沢地域
集会施設

町ホームページに掲載しているほ
観光経済課 か、新たにパンフレットを作成し、
ＰＲしていきます。

松田町へ人を
呼び込む
魅力づくり
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順番

総合計画 施策の大綱

テーマ

アイデア・提案内容

27

創造性豊かな活力を育む
【産業】

その他

芋焼酎についてであるが、今年度
は資金がゼロのため、肥料や機械の
賃料の支払いも滞っている状態であ
る。このままでは、次年度以降、撤
退も視野に入れながら作業していか
ざるを得ないので、町の考えをお聞
かせ願いたい。

28

創造性豊かな活力を育む
【産業】

その他

桜まつりの際に、食事をするとこ
ろが少ない。祭り中だけでも、お店
（商店など）が開いていてほしい。

会

場

所管課

対応方針

虫沢地域
集会施設

今年度の生産活動における支出分
については、焼酎の売り上げ状況を
みながら酒卸売業者から支払いをし
観光経済課 ていきます。次年度以降について
は、焼酎の原材料以外にも販売でき
るような農産物の生産支援を図りま
す。

役場

桜まつりでのにぎわいが町内にも
観光経済課 行きわたる仕組みを、商工振興会、
飲食店組合と話し合っていきます。
有人の案内所を新たに設けること
は人件費などの費用面を考えると難
観光経済課 しいと思われます。駅前の各店舗に
案内も含めた営業をお願いしていき
ます。

29

創造性豊かな活力を育む
【産業】

その他

桜まつりの際に有人の案内所が欲
しい。

役場

30

創造性豊かな活力を育む
【産業】

松田町へ人を
呼び込む
魅力づくり

駅前で西丹沢の情報などを提供し
て、ハイカーを引き付けてみてはい
かがか。

城山地域
集会施設

観光経済課

沢尻地域
集会施設

空き店舗を地域コミュニティーの
場として活用することもひとつでは
観光経済課 ありますが、まずは、お店を開いて
いただく場所として考えていきたい
と思います。

湯の沢
児童センター

現在移動販売を行っているのは町
外の業者かと思いますが、それら業
観光経済課
者を確認した上でＰＲ活動を行いま
す。

31

みんなが誇れるまちを育む
【行財政、自治・まちづくり】

「縁結びの町」を
卓球台を置くなどして、空き店舗
キーワードとした を人が集まるスペースとして活用で
まちづくり
きないか。

32

その他

町の買い物
支援に対する
考え方

33

自然豊かな美しい環境を育む
【自然・景観】

松田町へ人を
呼び込む
魅力づくり

34

安全で心地よい環境を育む
【都市基盤・生活環境】

その他

35

自然豊かな美しい環境を育む
【自然・景観】

その他

移動販売車が来てくれたりしてい
るが、そのことを知らない方も多く
いる。ＰＲが足りないのではない
か。
川音川の環境整備をお願いした
い。草や木が生い茂り、これから台
風シーズンを迎えるにあたり不安が
ある。
町道11号線に老木がたくさんあ
り、電線が危ない。桜の会で処理し
たものもあるが、まだ何十本もあ
る。
中丸地区在住だが、プラスチック
容器のゴミ出しが２週間に１回しか
ないのが不便である。せめて、１週
間に１回にしてほしい。
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小田急電鉄との連携を深め、新た
な集客方法を検討していきます。

茶屋地域
集会施設

まちづくり課

毎年、県西土木で環境整備を実施
していますが、再度、要望します。

虫沢地域
集会施設

まちづくり課

現地を確認し、電線に接している
箇所は電力会社に連絡します。

沢尻地域
集会施設

環境上下水道課 系について経費なども含めて検討し

分別項目の細分化を含め、収集体
ます。

順番

総合計画 施策の大綱

テーマ

アイデア・提案内容

36

自然豊かな美しい環境を育む
【自然・景観】

住民参加の
まちづくり

酒匂川クリーンキャンペーンなど
の河川清掃活動の回数を増やしてみ
てはいかがか。子どもたちの環境に
対する意識が高まるし、地域活動の
回数が増えれば、いろんな人が参加
してくれるようになる。

37

自然豊かな美しい環境を育む
【自然・景観】

住民参加の
まちづくり

県土木事務所の許可が必要だが、
河川沿いに花を植えたり、野菜を育
ててみてはどうか。

38

未来をひらく人と文化を育む
【教育・文化】

39

未来をひらく人と文化を育む
【教育・文化】

40

41

42

未来をひらく人と文化を育む
【教育・文化】

未来をひらく人と文化を育む
【教育・文化】

みんなが誇れるまちを育む
【行財政、自治・まちづくり】

寄に芸術家などが住んでいるの
「縁結びの町」を
で、庁舎内やホームページでの掲載
キーワードとした
など、芸術・文化面での充実に繋げ
まちづくり
られないか。
住民参加の
パークゴルフ大会への参加者が少
まちづくり
ないので、PRしてほしい。
チャレンジデーは周知不足だった
と思うので、どういうものなのかよ
くPRしてほしい。また、種目が限ら
れていたので、歩いて通勤する方や
住民参加の
自治会での体操なども対象にするな
まちづくり
どして、より多くの人が参加できる
ようにしてみてはいかがか。全体的
に、自治会との連携不足であると感
じた。

会

場

店屋場地域
集会施設

店屋場地域
集会施設

対応方針

全体の活動日は一日とさせていた
だき、各自治会毎に地域活動として
実施していただきたいと考えていま
す。自治会としての提案があれば、
環境上下水道課
ご相談ください。（清掃時に必要な
軍手やゴミ袋などの配布について
は、個別の相談案件とさせていただ
きます。）
花壇設置などの施設整備は県西土
木事務所との調整が必要となりま
環境上下水道課
す。自治会としての提案があれば、
ご相談ください。

町屋地域
集会施設

教育課

文化芸術をはじめとした活力のある
人材を確認することから始めます。

仲町屋地域
集会施設

教育課

为催する体育協会と協力してPRし
ていきます。

教育課

今回のチャレンジデーは、初の試
みであったことなどから、時間的な
制約をかなり受けた中での開催とな
り、ご協力いただいた皆様にも大変
負担をおかけいたしました。
いただいたご意見につきまして
は、反省点として、次年度に反映さ
せます。

教育課

限られた駐車スペースであるた
め、多くの利用者が見込まれる際に
は、公共交通機関の利用を呼びかけ
るようイベント为催者に要請してい
ます。

教育課

生涯学習をサポートする窓口を開
設しました。ボランティアをはじめ
とする地域の活力ある方々と協働し
ていきます。

河内児童
センター

その他

各種イベントなどで遅く行くと、
町民文化センターの駐車場に停めら
れないことがある。

虫沢地域
集会施設

住民参加の
まちづくり

行政が町民の協力の申出に対し
て、非協力的である。回答もこちら
が催促しない限りいただけない。今
時、これだけ不誠実な行政の対応は
珍しい。お互いの利益になるのであ
るから、他の自治体のようにボラン
ティアと協働してほしい。（文化セ
ンターに対する意見）

町屋地域
集会施設
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