
※平成28年２月時点

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 対応状況　※今回記載

1
安全で心地よい環境を育む
【都市基盤・生活環境】

その他
　デマンドバスやバスの枝線運行につ
いて、時間帯や運行方法を再検討し、
改善・継続して頂きたい。

宇津茂地域集会施設 政策推進課
　バス枝線の運行形態については、地域公
共交通会議を通じ、時間帯などの改善・継
続を図ります。

　平成27年5月より、これまで平日のみで
あった枝線運行を土曜日にも一部拡大いた
しました。

2
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

　松田山を開発して、都会から若い家
族の定住化や企業誘致を推進する。

役場・かなん沢・
中里地域集会施設

政策推進課
まちづくり課

　町が将来にわたり持続的に発展していけ
るよう、皆様とともにあるべき町の姿を描
きながら町づくりを進めていきます。その
際には、関係する企業などとも積極的に連
携を図っていきます。

　定住化や企業誘致は、現在進める地方創
生の施策等で推進を図ってまいります。
　また、松田山につきましては、平成27・
28年度で都市計画マスタープランを策定し
ており、その中で防災面や景観等も考慮し
た既存市街地の土地利用計画と共に検討い
たします。

3
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

　JR松田駅や小田急新松田駅周辺の開
発を進め、商業施設やスーパー併設の
マンションの建設、安全で円滑な交通
の実現を進めることはできないか。

※ 関連して、「駅前の町づくりにつ
いての勉強会を開催してみてはいかが
か。」というご意見もありました。

宇津茂地域集会
施設・萱沼

児童館・湯の沢
児童センター・
神山地域集会
施設・仲町屋

地域集会施設・
沢尻地域集会
施設・役場・

かなん沢・中里
地域集会施設・

城山地域集会施設

政策推進課
観光経済課
まちづくり課

　JR松田駅や小田急新松田駅周辺について
は、まちづくり全体の中で検討が必要と考
えます。まずはご関係者のご理解を得てか
ら、皆様とともにあるべき町の姿を描きな
がら町づくりを進めていきます。

　両駅周辺は、松田町だけでなく、足柄地
域の北の玄関口としての広域的な観点で検
討を進めてまいります。
　また、現在、新松田駅周辺のまちづくり
につきましては、協議会を発足し、目標と
して３年間で基本方針・基本構想を策定し
てまいります。

4
創造性豊かな活力を育む

【産業】

町の買い物
支援に対する

考え方
　スーパーを誘致する。

仲町屋地域集会
施設・萱沼

児童館・役場

政策推進課
観光経済課

　過去にスーパーの誘致を断念した（断ら
れた）経緯がありますので、今後は、小型
スーパーの誘致について検討していきま
す。

　過去にスーパーの誘致を断念した（断ら
れた）経緯がありますので、当面は、商工
会との連携や移動販売の促進を中心に、買
い物環境の改善を図ります。

5
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

　オリンピックを見据えて、各種場所
の案内をする。英語表示＋中国語＋ハ
ングル。

茶屋地域集会施設
政策推進課
観光経済課

　翌年度以降、国際交流に力を入れていき
ますが、事業全体の進捗を考慮して対応し
ていきます。

　観光案内看板の更新にあたり、多言語表
記にしてまいります。

6
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

　寄に働く場所がないので、地域住民
が定着しないのではないか。

虫沢地域集会施設
政策推進課
観光経済課

　雇用対策や企業誘致の中で、検討してい
きます。

　地方創生の観点で、民間活力導入による
町有地の利活用も選択肢のひとつとして、
取組みを進めてまいります。

7
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

　開成町の瀬戸屋敷（のような人を呼
び込む成功事例）の取り組みを勉強
し、町の活性化に繋げていく行く必要
がある。

役場
政策推進課
観光経済課

　瀬戸屋敷をはじめ、多くの事例を参考に
しながら、町の活性化につながるよう検討
してまいります。

　町内における既存の観光資源を最大限活
用できるよう、点から線、線から面に広が
るような工夫を進めてまいります。

8
みんなが誇れるまちを育む

【行財政、自治・まちづくり】

松田町へ人を
呼び込む
魅力づくり

　小山薫堂（放送作家でおくりびとの
脚本）さんの様なプロに企画をプロ
デュースしてもらい広報に力を入れる
のはいかがか。

弥勒寺多目的集会施設 政策推進課

　プロの方の参加による町の広報力アップ
は、ぜひとも検討したいところです。特
に、松田町に縁のある方で検討したいと思
います。

　町のシティプロモーションについては、
若者の視点に着目し、大学と連携した取組
みを進めております。なお、イベントの広
報戦略についても、専門家のアドバイスを
いただきながら、効果的な展開を図ってま
いります。

9
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

　いつまでも、町という小単位にこだ
わる必要はない。近隣地区との合併が
必要と思われる。（他に合併や市町の
連携に関するご意見をいただきまし
た。）

湯の沢児童セン
ター・かなん

沢・中里地域集
会施設・城山地

域集会施設

政策推進課

　効率的に行政サービスを実施していくた
めには、町という単位に拘らず、必要に応
じて周辺市町との連携を図っていく必要が
あると考えます。
　現在、消防や廃棄物処理、し尿処理など
で周辺市町と連携していますが、行政運営
が効率的になるかどうかを判断基準とし
て、町という単位に拘らず周辺市町との連
携を進めていきます。

　現行の広域行政の取組みを推進していく
なかで、地方創生等も契機として、連携を
進めてまいります。

10
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

　固定資産税増加のために住宅地を造
成するなど、町の収入増加につながる
政策を行ってほしい。

沢尻地域集会施設 政策推進課
　町が将来にわたり持続的に発展していけ
るよう税収増に繋がる施策を展開してきま
す。

　町有地等を利活用することで、定住人口
の増加に繋がる施策を展開してまいりま
す。

平成２６年度まちづくり座談会　結果概要と対応方針等　《対応に時間を要する案件》
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11
みんなが誇れるまちを育む

【行財政、自治・まちづくり】

松田町へ人を
呼び込む
魅力づくり

　活性化委員会のようなものを作り、
もっと町の良さを発信するべきであ
る。

役場 政策推進課
　町の活性化を図る上で有効と考えられる
手段については、積極的に採用していきた
いと考えます。

　現在、地方創生（松田創生）に向けた総
合戦略審議会を立ち上げ、町の方向性を総
合的に議論しているところでございます。
また、その他にも、寄を元気にする会議な
ど、地域の活性化を目的として意見交換の
場も設けております。

12
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

　アクションプログラムを策定する際
は、具体的なものにしていただきた
い。そして、その検証をしっかりして
いただきたい。

城山地域集会施設 政策推進課

　いただいたご意見や日々の業務で感じた
課題を踏まえて、実効性のあるアクション
プログラムを策定します。新プログラムの
内容や過去の検証については、総合計画審
議会で議論します。

　「新アクションプログラム」では、基本
目標指標を設定しましたので、これらをも
とに検証してまいります。

13
みんなが誇れるまちを育む

【行財政、自治・まちづくり】
住民参加の
まちづくり

　他町などでやっている「町長への手
紙」などを行えばどうか。

宇津茂地域集会施設
政策推進課

総務課

　以前行っていましたが、特定の個人に対
する誹謗中傷によりやめた経緯があります
が、より良いまちづくりに向けたご意見を
いただく手法の一つとして、実施に向けた
調整を行います。

　現在も町ホームページのお問い合わせ
フォームメールにより、広くご意見を伺う
機会を設けておりますが、新たな意見聴取
の仕組みも含めて、充実を図ってまいりま
す。

14
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

　風通しの良い町、明るい町となるよ
うな施策を実施してほしい。

持参（会場不明）
政策推進課

総務課
　町と地域の協働を推進し、町や地域の特
色を活かした活動を推進していきます。

　平成27年8月から、「おもてなし」を掲げ
てまちづくりを推進しております。対外的
なものに限らず、地域の絆を深める取り組
みにも「おもてなし」の精神を活かせるよ
う、様々な事業を展開してまいります。

15
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
キーワードとした

まちづくり

　自治会が地域活動の主体になってい
るが、住民が減ると活動ができないの
でどうにかできないか。一部では子ど
も会や婦人会がなくなった自治会もあ
り、地域のイベントが減ってきてい
る。

弥勒寺多目的
集会施設・神山
地域集会施設

政策推進課
総務課

　小規模な自治会の一部では、近隣自治会
と連携して行事を行ったり、（地縁の）自
治会を維持しながら複数の自治会と連合自
治会を作るなどの対策を行っているところ
もあります。

　複数の自治会で共同のイベントを行って
いる地域もございますので、平成28年度中
に町ホームページに作成する自治会周知用
ページを活用するなど、他の自治会に情報
提供をしてまいります。

16 その他
松田町へ人を

呼び込む
魅力づくり

　空家バンクに登録してもらえるよ
う、積極的に呼びかけるべき。

宇津茂地域集会施設 政策推進課

　空家の所有者などの情報収集について
は、法的に難しく、所有者からの申し出が
主な方法となっておりますので、制度のさ
らなる周知を行っていきます。

　平成27年2月から空家バンク登録の拡充を
目的に宅建協会小田原支部と協定を結び、
民間不動産業者からの物件登録を促してお
ります。また、町広報においても積極的な
周知を行っております。

17 その他
松田町へ人を

呼び込む
魅力づくり

　空家や古民家、休耕地があるので、
定住化のために活用できないか。（他
に空地・空家の活用・過疎化対策につ
いて、ご意見をいただきました。）

弥勒寺多目的
集会施設・萱沼
児童館・店屋場
地域集会施設・
虫沢地域集会

施設・町屋地域
集会施設・虫沢
地域集会施設

政策推進課

　空家などの活用を進めるため、機構改革
にて新設された定住少子化担当室を中心
に、空家・空地の実態調査に着手します。
今後は調査を基に実態を把握した上で、活
用方法を個別に相談していきます。

　空家等に関連する所属が連携して、平成
26年11月に実態調査を行いました。実態調
査において空家等と思われる物件について
は所有者を調査し、意向調査のアンケート
を行いました。今後は、アンケート結果を
基に活用方法を検討してまいります。

18 その他
松田町へ人を

呼び込む
魅力づくり

　町が現状を知り、町の魅力を発信を
していかなければならない。

虫沢地域集会
施設・役場

政策推進課
　座談会や日々の業務を通じて地域の声を
受け止め、町民と協力しながら町の魅力発
信に努めます。

　シティセールスの一環として、移住セミ
ナーへの参加や出展をしております。
平成27年9月5日に都内ふるさと回帰支援セ
ンターにおいて「ふるさと暮らしセミ
ナー」に参加（県主催）、平成27年11月5
日・12月10日にはハローワークと連携し
て、就職面接会の会場で移住ブースを設置
し、仕事と住まいを繋げた移住促進を行っ
ております。

19 その他 その他
　まずは、地域ごとのビジョンを明確
にしてはどうか。

かなん沢・中里 地域集会施設 政策推進課

　今後も地域別の座談会を実施して地域ご
との声を伺いますが、そうした場を通じて
皆様とビジョンを共有し、町づくりを進め
ていきます。

　平成27年度のまちづくり座談会において
意見をお聞きした、自治会の強み・弱み等
を参考に、地方創生の推進を図ってまいり
ます。

20
安全で心地よい環境を育む
【都市基盤・生活環境】

その他
　駐輪場（無料町営）をもっと駅の近
くにできないか。ＡＥＤの設置をお願
いしたい。

湯の沢児童センター 総務課

　町の臨時駐車場内にある駐輪場は、町有
地で最も駅入り口に近い場所にあります。
また、駐輪場へのAEDの設置については、損
傷対応など管理を考慮する必要があり、現
状難しいと思われます。

　ＡＥＤにつきましては、新松田駅北口改
札付近および新松田駅前交番に設置されて
おります。
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21
安全で心地よい環境を育む
【都市基盤・生活環境】

その他

　防災設備倉庫（学校などに設置）を
湯の沢、寄各地区にも設置してほし
い。Ｒ２４６，河向いの道路を含め断
絶した災害などを予想し、設置してほ
しい。

湯の沢児童センター 総務課

　防災倉庫は、各地区に設置済みです。設
置数、規模や場所の変更が必要な場合は、
各地区自主防災会からの要望に応じ、対応
を検討します。

　防災倉庫は各自治会に46棟、松小・中、
寄中体育館等にも設置しております。ま
た、平成28年度に松田幼稚園園庭にも設置
を予定しております。

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

　あらゆる世代の方が住める町営住宅
を作り、定住化を進めていく。

神山地域集会施設 総務課

　公営住宅法に基づく町営住宅には世帯構
成の年齢、所得などの入居資格がございま
す。要件に合致すればご入居いただけます
が、それ以外ですと入居いただくことがで
きません。あらゆる世代の方が住めるとな
ると制度上、困難であると考えておりま
す。

　町営住宅の整備・活用につきましては公
営住宅法の制約がありますが、町条例等に
より運用できる部分について、調査を進め
ております。

23
安全で心地よい環境を育む
【都市基盤・生活環境】

その他
　土木事務所の跡地を利用できない
か。

町屋地域集会
施設・沢尻地域
集会施設・河内
児童センター

総務課
　取得については要望中ですが、利用方法
は今後の政策やまちづくり全体の中で決定
していきます。

　取得に向け、県と仮契約まで済みました
が、利用方法は今後の政策やまちづくり全
体の中で決定してまいります。

24
安全で心地よい環境を育む
【都市基盤・生活環境】

その他
　犯罪が起きにくい町を作るため、防
犯対策に力を入れてほしい。

持参（会場不明） 総務課

　現在、各地区自主防犯パトロールに協力
いただいており、防犯カメラのさらなる増
設のための予算計上を27年度に予定してい
ます。

　同報無線による不審者情報や下校時にお
ける子どもの見守り活動などを周知してお
ります。また、あんしんメールでも振り込
め詐欺等の周知を行っております。
　なお、犯罪を未然に防ぐには、声かけも
大変効果があるため、地域でのあいさつ運
動の実施など、ご協力をお願いいたしま
す。

25
安全で心地よい環境を育む
【都市基盤・生活環境】

その他
　すでに建設課と県に相談している
が、危険な傾斜地が区域内にあるの
で、対応を検討していただきたい。

宇津茂地域集会施設 総務課

　県西土木事務所と現場確認させていただ
いたところ、今現在、県事業では対応でき
ないとの回答でしたが、引き続き、県へ要
望を継続してまいります。

　平成27年9月に、寄自然休養村管理セン
ターにおいて県による土砂災害警戒区域
（急傾斜地の崩壊）説明会が行われ、当該
箇所は事業採択要件には該当しないとの回
答であったため、当面ハード整備は困難と
思いますが、町としてはソフト面で情報提
供等を図ってまいります。

26
安全で心地よい環境を育む
【都市基盤・生活環境】

その他
　急傾斜地が多いので、対策してほし
い。

萱沼児童館 総務課
　各場所ごとに、対応方法を調整させてい
ただきたいと思います。

　土砂災害ハザードマップを配布し、危険
箇所の周知を行いました。今後、急傾斜地
崩壊危険区域の指定が予定されております
ので、指定された場合は周知してまいりま
す。
　なお、ハード整備事業については、現在
予定はございません。

27
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
キーワードとした

まちづくり

　家に閉じこもっている人たちを地域
のイベントに呼ぶことはできないか。

神山地域集会施設 総務課
　自治会長を対象に先進地の視察を行いま
した。引き続き、様々なイベントを行える
よう情報提供などを行っていきます。

　各自治会長と個別にヒアリングを行い、
地域の実情を把握し情報提供などを行って
まいります。

28
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
キーワードとした

まちづくり

　地域活動を活発にしていく上では、
リーダーが必要である。行政として、
リーダー育成に協力できないか。地域
の歴史や行政の仕組みを教える講座を
開催し、リーダー育成を行っている自
治体もある。

仲町屋地域集会
施設・沢尻地域
集会施設・河内
児童センター

総務課
　自治会長連絡協議会と意見交換を行い、
対策を検討します。

　自治会長連絡協議会に合わせた研修会を
開催するなど、自治会活動に活かせる情報
等の提供に努めております。

29
みんなが誇れるまちを育む

【行財政、自治・まちづくり】

松田町へ人を
呼び込む
魅力づくり

　ハード面以外にソフト面の充実も必
要である。例えば、引っ越してきた方
が役場の窓口でいろんな部署に回され
ると、「この町は何？」という気持ち
になると思う。（役場のサービス向上
に関する提案）

かなん沢・中里 地域集会施設 総務課

　毎年来庁者アンケートを実施し、お客様
応対の改善をしております。今後もお客様
が快適に利用できるように努めてまいりま
す。

　年に２回のペースで来庁者アンケートを
実施しております。その他で頂いた、要
望、ご指摘などにお応えするため、職員研
修会なども実施しております。
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30
元気と心かよう安らぎを育む

【健康・福祉】
その他

　健康福祉センターは素晴らしい施設
だと思うが、お年寄りにとっては駅か
ら遠い。定期的なバスがあると良い。

弥勒寺多目的集会施設 福祉課

　健康福祉センター開設時に駅から遠いと
いうことで、巡回バスを走らせましたが、
利用者が少なく、費用対効果を考慮し、取
りやめた経緯があります。高齢者は、老人
クラブに加入されると、クラブ活動時には
送迎タクシーなどを利用することができる
体制としていますので、ぜひ、老人クラブ
にご加入いただきたいと思います。

　老人クラブの支援制度については、自治
会長連絡協議会を通じてＰＲをさせていた
だきました。
　また、老人クラブの無い自治会におい
て、高齢者3人以上でタクシーが利用できる
実証事業を実施中です。

31
元気と心かよう安らぎを育む

【健康・福祉】

松田町へ人を
呼び込む
魅力づくり

　福祉施設などができれば、既存の空
家を活用できるのではないか。

萱沼児童館 福祉課

　寄に70床の特別養護老人ホームができま
したが、職員は町外からの通勤者が多い現
状があり、雇用の創出にはなっても、定住
化には至っていないと思われます。福祉施
設の誘致については、土地の単価が安いこ
とが条件になります。また、福祉施設など
ができることにより、介護保険給付の増嵩
を招き、介護保険料が増額となるため、職
員の定住化に繋がる企業かどうか精査し、
また、空家の活用も検討します。

　介護保険事業計画に基づく地域包括ケア
システムの構築に資する事業所の誘致を推
進いたします。また、地域での居場所づく
りとしても空き家の有効活用を進めてまい
ります。

32
元気と心かよう安らぎを育む

【健康・福祉】

町の買い物
支援に対する

考え方

　大型スーパーを誘致するのではな
く、買い物が困難な人を自治会や民生
委員で調査し、宅配サービスを実施す
る方が良いのではないか。（他に年配
者の買い物対策に関するご意見をいた
だきました。）

城山地域集会
施設・神山地域

集会施設・宇津茂
地域集会施設

福祉課
観光経済課

　高齢者に対しては、日常生活圏域調査を
実施しており、アンケートからは、概ね、
食料品・日用品の確保はできていることが
伺えます。また、買い物、調理の困難感に
ついても調査しており、弁当の宅配の利用
意向についても調査しています。家族・知
人などの手助けにより実際に食事の確保に
困難のある方については、町としての支援
も導入されています。
　生活必需品の購入については、地域の特
性を考えて、既存の事業者の活用を図って
まいります。

　今年度、県地域課題対応型ＥＭＳサービ
ス実証事業において、買い物支援サービス
を展開し、検証中です。

33
元気と心かよう安らぎを育む

【健康・福祉】

「縁結びの町」を
キーワードとした

まちづくり

　寄では、母親同士の交流が少ないの
で、場所・機会を提供してほしい。

弥勒寺多目的集会施設 子育て健康課

　寄地区は、世代を超えた交流が進んでい
ます。過去に実施していた育児相談などを
復活させ、子育て世代の母親同士が顔を合
わせる機会を作っていきます。

　子育て支援センターや地域の茶の間、各
種講座の開催により、広く母親同士の交流
の機会を提供しておりますので、ご活用く
ださい。

34
元気と心かよう安らぎを育む

【健康・福祉】

松田町へ人を
呼び込む
魅力づくり

　女性の家庭・仕事の両立支援や子ど
ものいる家庭・若い世代に対する支援
を進めていく。（他に子育て支援の充
実に関するご意見をいただきまし
た。）

沢尻地域集会
施設・河内児童

センター・弥勒寺
多目的集会施設

子育て健康課

　子育て現役世代の意見(昨年度アンケート
調査実施済)を踏まえて、子ども・子育て支
援新制度や学童保育の充実により進めてま
いります。

　子育て支援事業補助金として水道料補助
を平成27年度から開始いたしました。ま
た、同年7月からは学童保育の対象を3年生
までであったのを全学年へ拡大しておりま
す。

35
安全で心地よい環境を育む
【都市基盤・生活環境】

「縁結びの町」を
キーワードとした

まちづくり

　道路の整備を進めていくとともに、
駅前の店舗を集約していく。空き地の
有効利用や有識者を含めた話し合いも
必要ではないか。

河内児童センター
観光経済課
まちづくり課

　駅前開発と併せて検討していきます。

　新松田駅周辺のまちづくりにつきまして
は、協議会を発足し、目標として３年間で
基本方針・基本構想を策定してまいりま
す。

36
元気と心かよう安らぎを育む

【健康・福祉】

町の買い物
支援に対する

考え方

　お年寄りは、買い物したものを持っ
て町中を移動するのは大変。駅近くに
休憩できるような場所が欲しい。

弥勒寺多目的集会
施設・虫沢地域

集会施設
観光経済課

　空き店舗などの一部を活用して、買い物
と休憩ができる空間整備ができるか、商工
振興会と相談してまいります。

　今年度から、空き店舗を活用し「お休み
処新松田」が運営されており、活用が可能
となっております。

37
創造性豊かな活力を育む

【産業】
その他

　夏になるとバーベキューをやりに中
津川沿いに人が集まるが、ゴミを落と
していくが地元にお金が落ちないの
で、なんとかしてほしい。

宇津茂地域集会施設 観光経済課

　地元野菜の販売を進めていくこともひと
つかと考えますが、独自で販売を行う農家
もいないため、何らかの方法の中で行政と
してできることを検討していきます。

　現在、寄を元気にする会議を開催し、地
元の方々のアイデアもいただきながら、地
域全体が、より活性化する方法を模索して
いるところです。

38
創造性豊かな活力を育む

【産業】

町の買い物
支援に対する

考え方

　大型スーパーを誘致するのではな
く、既存の店舗を集約し、スーパー
マーケットのような施設を設置するこ
とはできないか。

萱沼児童館・神山
地域集会施設・
虫沢地域集会

施設・仲町屋地域
集会施設・役場・

河内児童
センター・

かなん沢・中里
地域集会施設

観光経済課
　時間を必要としますが、商工振興会と話
し合いを進めてまいります。

　町商工振興会と話し合いをしましたが、
既存の個店を集約することは困難との見解
をいただいております。今後も課題解消に
向け、他の方法を検討してまいります。
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39
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

　新しく何かを作るのも、もちろん必
要だと思うが、今あるもの、寄ドッグ
ラン・寄自然休養村などの施設の充実
も大事だと思う。まだまだ、改良の余
地はあると思うので、設備、ＰＲをし
ていけばそれなりに町内外から人が来
ると思う。

萱沼児童館 観光経済課
　現在、既存施設のＰＲを進めている中
で、近くの食事場所の紹介など、回遊性を
含めたＰＲを行っています。

　現在、寄を元気にする会議などを通じて
地元の方々のアイデアもいただきながら、
地域全体が、より活性化する方法を模索し
ているところであります。ＰＲにつきまし
ても、既存の観光資源を最大限活用できる
よう、点から線、線から面に広がるような
工夫を進めてまいります。

40
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

　町の野菜をブランド化できないか。 神山地域集会施設 観光経済課
　ブランド認定委員会などの設置について
進めてまいります。また、ＰＲに努めてい
きます。

　現在、町商工振興会と連携を図りつつ、
町外の有識者等からなるブランド認定委員
会を設置し、松田ブランドの確立に向け、
本格的な取り組みを進めております。

41
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

　桜まつりに目玉となるイベントを創
出する。

神山地域集会施設 観光経済課

　観光協会と検討していきます。西平畑公
園内では、松田山ハーブガーデンパート
ナーズと相談をしながら、考えていきま
す。

　観光協会と調整のうえ、コンサートの開
催など、新しい取組みを進めております。

42
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

　桜まつりの駐車場を利用できる人を
障害者や高齢者に限定し、空いたス
ペースを活用できないか。

神山地域集会
施設・城山地域

集会施設
観光経済課

　西平畑公園内の駐車場については、身体
障がい者用の駐車場、バス反転場所など必
要なスペースがありますが、その他のス
ペースの活用については、町の収入にもか
かわることですので十分検討していきま
す。

　西平畑公園内の駐車場については、身体
障がい者用の駐車場、バス反転場所など必
要なスペースがありますが、その他のス
ペースは、町の収入にもかかわることです
ので、桜まつり全体の計画の中で今後取り
組んでまいります。

43
創造性豊かな活力を育む

【産業】
その他

　店屋場周辺には大名行列が来ないの
で、行路を検討してほしい。

店屋場地域集会施設 観光経済課
　観光まつりでの行路の変更は、難しいと
考えます。要望については、大名行列保存
会にお伝えします。

　第38回まつだ観光まつりの会議において
行路の変更は検討されましたが、現在の条
件等で変更とはなりませんでした。

44
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

　高松山の西側は、頂上付近の立木を
伐採したため眺めがよく、土日、休日
にはハイカーで賑わっている。これに
比べて東側（松田町側）は、立木で何
も見ることができない。関係機関に働
きかけ、はなじょろみち～高松山～第
六天を経て最明寺史跡公園～西平畑公
園の河津桜を見て帰って頂くような魅
力ある松田町のハイキングコースの整
備をぜひお願いしたい。

虫沢地域集会施設 観光経済課
　今後の同コースの位置づけも含めた中
で、検討していきます。

　町といたしましても、地元の尽力により
整備された「はなじょろみち」は、魅力的
なハイキングコースとして認識しており、
マップ等にも記載してＰＲしているところ
です。今後はハイキングコースの更なる充
実に向け、関係団体及び関係機関と調整し
てまいります。

45
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

　虫沢古道を守る会では、会費を募っ
て古道の整備に努めてきて、その結
果、横浜、川崎などからもハイカーが
来るようになった。しかし、このコー
スだけでは、ハイカーが第六天（尺里
峠）や高松山からビリ道を経て山北に
下りてしまっていた。そのため、２，
３年頃前から第六天から最明寺史跡公
園までのコースを下草刈りや道標設置
などにより整備してきたが、コースが
長くなってきたので資金的に大変に
なってきた。ついては、このコースを
町の遊歩道として認定して、助成をお
願いしたい。

虫沢地域集会施設 観光経済課
　今後の同コースの位置づけも含めた中
で、検討していきます。

　町といたしましても、地元の尽力により
整備された「はなじょろみち」は、魅力的
なハイキングコースとして認識しており、
マップ等にも記載してＰＲしているところ
です。今後はハイキングコースの更なる充
実に向け、関係団体及び関係機関と調整し
てまいります。

46
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

　シダンゴ山から高松山にかけてのハ
イキングコースや松田山周辺の登山
コースの整備を進め、町の活性化に繋
げてほしい。

虫沢地域集会
施設・城山地域

集会施設
観光経済課

　今後の同コースの位置づけも含めた中
で、検討していきます。

　近年におけるハイキングの流行は著し
く、交流人口を増やす活性化策としても有
効と考えられるため、近隣市町との広域的
な観点も含めて整備等、推進を図ってまい
ります。

47
創造性豊かな活力を育む

【産業】
その他

　やまびこ館は、ほとんど使うことな
くそのままの状態である。今後どのよ
うにしていくのか。

虫沢地域集会施設 観光経済課
　指定管理委託の期間が平成27年度までの
ため、それまでに方向性を検討していきま
す。

　現在、寄を元気にする会議を開催し、地
元の方々のアイデアもいただきながら、地
域全体が、より活性化する方法を模索して
いるところです。
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48
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

　観光立町としては桜が目玉になる
が、桜ばかりでは駄目である。将来的
なことを考え、他のことで集客できな
いか考えてほしい。

仲町屋地域集会施設 観光経済課
　新たな観光資源について検討し、集客を
図ります。

　寄のロウバイ園など、新たな観光資源の
発掘・整備についても推進しております。

49
創造性豊かな活力を育む

【産業】

町の買い物
支援に対する

考え方

　交通の便や温暖な気候という良さは
あるものの、商店や働く場所が少ない
のがこの町の欠点。空き店舗対策を進
めてほしい。

沢尻地域集会施設 観光経済課 　商工振興会と連携して進めていきます。

　町独自の空き店舗対策補助金だけでな
く、国による創業支援事業計画の認定を受
け、地元商工会や金融機関との連携強化を
図っております。

50
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

　西平畑公園の滑り台を日本一に整備
して、人を呼び込めないか。

沢尻地域集会施設 観光経済課

　日本一の滑り台にするためには延長400ｍ
クラスとなりますので、桜の木・歩道があ
るため、そこを避けて滑り台を延長する必
要があります。予算、技術、安全面など考
慮した上で検討してまいります。

　日本一の滑り台にするためには延長400ｍ
クラスとなりますので、桜の木・歩道があ
るため、そこを避けて滑り台を延長する必
要があります。予算、技術、安全面などを
考慮し検討いたしましたが、現状では困難
です。

51
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

　桜まつりの出店を若い人向けにリ
ニューアルできないか。

河内児童センター 観光経済課 　観光協会と相談していきます。
　来場者の属性も見極めたうえで、観光協
会と調整いたします。

52
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

　お見合い企画を観光まつりのイベン
トでやってみてはいかがか。

かなん沢・中里 地域集会施設 観光経済課

　足柄上商工会で、お見合い企画として
「街コン」を開催しています。観光まつり
では同イベントを行う人員を確保すること
が難しいため、他のまつりで行えるかどう
かを足柄上商工会への提案を検討します。

　婚活イベントは、町や足柄上商工会で実
施しております。今後、まつり内の企画と
して効果的か判断し、主催者と調整いたし
ます。

53 その他
町の買い物

支援に対する
考え方

　寄地区では買い物できる場所が少な
いので、時間限定でもいいのでコンビ
ニのようなお店が欲しい。

弥勒寺多目的集会施設 観光経済課
　既設店舗を活用し、品揃えの充実ができ
るような方法を検討し、町商工振興会へ依
頼します。

　町独自の空き店舗対策補助金だけでな
く、国による創業支援事業計画の認定を受
け、地元商工会や金融機関との連携強化を
図っておりますので、新たな事業者の参入
等も含めて、対応を図ります。

54 その他
町の買い物

支援に対する
考え方

　宅配サービスを実施できないか。
弥勒寺多目的集会
施設・神山地域集

会施設
観光経済課

　町内の一部店舗にて、宅配サービスを実
施しています。

　町内の一部店舗にて、宅配サービスを実
施しております。また、その他にも外部か
らの宅配サービスが参入している現状がご
ざいます。

55 その他
町の買い物

支援に対する
考え方

　歩いて行ける店が欲しい。 神山地域集会施設 観光経済課 　空き店舗対策事業を推進していきます。

　商店等の減少を防ぐため、町独自の空き
店舗対策補助金だけでなく、国による創業
支援事業計画の認定を受け、地元商工会や
金融機関との連携強化を図っております。

56
安全で心地よい環境を育む
【都市基盤・生活環境】

その他

　林道を町道若しくは県道にして整備
すれば、利便性が高まるのではない
か。林道であるが、通勤に使われるた
め、朝晩は利用する人が多い。

宇津茂地域集会施設 まちづくり課

　土佐原林道については、現在、県と移管
の協議を実施しています。また、道路整備
の実施についても合わせて要望していま
す。

　現在、県森林土木課と移管に向けて手続
きを進めており、道路整備についても併せ
て要望しております。

57
安全で心地よい環境を育む
【都市基盤・生活環境】

「縁結びの町」を
キーワードとした

まちづくり

　新松田駅南口を有効活用していくた
め、道路を拡張してほしい。

仲町屋地域集会施設 まちづくり課
　南口周辺道路の整備を現在、検討してい
ます。

　南口の整備事業に関連し、周辺道路の整
備に向けて測量調査を実施しております。

58
安全で心地よい環境を育む
【都市基盤・生活環境】

「縁結びの町」を
キーワードとした

まちづくり

　交通網の整備が必要である。都市計
画などで、基本的な方向性を示すべき
ではないか。

河内児童センター まちづくり課
　町づくり全体の中で検討が必要と考えま
す。

　現在、都市計画マスタープランを策定中
です。また、町道整備基本計画も策定済み
であり、両計画により交通安全対策や道路
の役割・地域間のネットワークを創造し、
優先度の高いものから実施に向け計画して
まいります。

59
安全で心地よい環境を育む
【都市基盤・生活環境】

その他
　全体的に、町の道路が狭い。道路計
画を早急に作るのが必要ではないか。

河内児童センター まちづくり課
　町道整備基本計画を策定し、優先順位を
付けて対応していきます。

　町道整備基本計画は策定済みであり、こ
れにより交通安全対策や道路の役割・地域
間のネットワークを創造し優先度の高いも
のから実施に向け計画してまいります。

60
安全で心地よい環境を育む
【都市基盤・生活環境】

「縁結びの町」を
キーワードとした

まちづくり

　町の都市計画がないため、町として
大きな進展がない。駅周辺の都市計画
を策定すべきである。

沢尻地域集会
施設・役場

まちづくり課
　町が将来にわたり持続的に発展していけ
るよう、皆様とともにあるべき町の姿を描
きながら町づくりを進めていきます。

　平成27・28年度で、都市計画マスタ－プ
ランを策定いたしますので、市街地の活性
化に向け、駅周辺の土地利用も含め検討い
たします。
　また、駅周辺のまちづくり協議会を発足
し、目標として３年間で基本方針・基本構
想を策定いたします。
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61
安全で心地よい環境を育む
【都市基盤・生活環境】

その他
　県道711号のJR高架下が狭いので、
広げてほしい。

役場 まちづくり課
　県に要望しており、時期は未定だが、前
向きに検討中との回答を得ております。

　新松田駅周辺の基本構想と併せて県に要
望し、県・町と一体となって整備を推進い
たします。

62
未来をひらく人と文化を育む

【教育・文化】

松田町へ人を
呼び込む
魅力づくり

　若い世代や小さいお子さんのいる家
族などを呼び込む必要がある。そのた
めには、幼・小・中があることは必要
不可欠であると思う。

宇津茂地域集会施設 教育課

　寄地区学校のあり方検討会から「幼稚
園、小・中学校を今後とも存続することが
望ましい」との答申を受けましたが、依然
として少子化が進展しており、寄地区の学
校の小規模化がさらに進んでいくと見込ま
れます。
　改めて現状を把握していくためにも、住
民の意向を反映した子どもたちにとって望
ましい環境を作り出すという教育的観点か
ら、さらに検討を進めていきます。

　町に相応しい教育環境の整備を図るた
め、町立幼・小・中学校の適正規模配置に
ついて、ＰＴＡ関係者及び地域代表者等で
組織する座談会で意見交換をし、将来に向
けて子どもたちが学ぶ学校教育のあり方を
探求しております。この座談会での意見
等、結果を踏まえ、平成28年度8月ごろまで
に町の方向性を出す予定で進めておりま
す。

63
未来をひらく人と文化を育む

【教育・文化】

松田町へ人を
呼び込む
魅力づくり

　寄では子供が減っているので、それ
を踏まえた特色ある学校作りをする。

弥勒寺多目的集会施設 教育課

　ICT教育の推進を図るため、学校のICT機
器の整備や教員への指導研修を実施しま
す。また、松田小・中学校との交流につい
て、可能性や必要性を考慮して検討しま
す。

　学校のICT環境の整備を実施いたしまし
た。今後は、ICT環境が整備された魅力と特
色のある学校づくりを推進してまいりま
す。

64
未来をひらく人と文化を育む

【教育・文化】
その他

　（寄の）学校の存続については、ど
のようにお考えか。これからの子ども
たちのことを考えると、現状で果たし
てよいと言えるのか。（寄の教育環境
に満足していない親が転出した状況を
考えると、）子どもを町内の学校に通
わせて親が寄に残れるようにした方が
良いのではないか。

虫沢地域集会施設 教育課
　小規模校(園)であることのメリットもあ
るがデメリットを感じる保護者が増えてい
るため、検討を要します。

　町に相応しい教育環境の整備を図るた
め、町立幼・小・中学校の適正規模配置に
ついて、ＰＴＡ関係者及び地域代表者等で
組織する座談会で意見交換をし、将来に向
けて子どもたちが学ぶ学校教育のあり方を
探求しております。この座談会での意見
等、結果を踏まえ、平成28年度8月ごろまで
に町の方向性を出す予定で進めておりま
す。

65
未来をひらく人と文化を育む

【教育・文化】

松田町へ人を
呼び込む
魅力づくり

　古い町の歴史を掘り起こし、みんな
で協力するまちづくりを行う。

沢尻地域集会施設 教育課

　矢倉沢往還について、近隣の市町と広域
で研究中です。既存の無形文化財などにも
町民の関心を持っていただけるようPRに努
めます。

　平成26年度も矢倉沢往還について、近隣
の市町と広域で研究しております。また、
既存の無形文化財などにも町民の関心を
持っていただけるよう町広報で周知を図っ
てまいりす。

66
未来をひらく人と文化を育む

【教育・文化】

松田町へ人を
呼び込む
魅力づくり

　交通の要衝であるにもかかわらず、
文化センターは活かされていない。

役場 教育課

　建設当初は近隣に同様の施設がありませ
んでしたが、同様の施設が各市町に建設さ
れ、また今となっては大ホールの収容人員
も中途半端な施設となり、使用実績の向上
に苦慮しているところです。
　今後は町民ニーズや利用実績を加味し、
あり方を検討していきます。

　施設の老朽化により、大ホールの使用に
おいては制限等も検討が必要な状況ではご
ざいますが、図書館の蔵書の充実など優位
な点を最大限に活かすことで、文化・芸術
活動の振興を図ってまいります。
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