
No 意見・要望・提案の内容 当日の回答 所管課 対応時期 意見・要望・提案への対応方針

1 森林セラピー地域の認定に向けて検討していただきたい。
なかなか同調することができていなかった。必要性は十分理解し
ている。

観光経済課 Ｃ:来年度中
　認定に要する費用と認定による効果を踏まえて検討し、来年
度中に方向性を決定します。

2
秦野峠林道を観光資源として活用してはどうか。
（例）ヤビツ峠のレストハウスのように自転車をターゲットに。

ヤビツ峠と連携しながら、時間をかけて調整していきたい。
（例）土佐原の集会施設を休憩所とする。など

観光経済課 Ｅ:予定なし

・秦野峠林道については、山北町と共に、観光振興の観点から
道路管理者である県に対し活用を促そうとしましたが、現状の
規格では一般供用が困難との見解が示されております。
・まずは、災害時の緊急道路としての活用を目途に、平成29
年度には山北町と協議会を立ち上げ、共同で要望活動や県と
の情報交換を進めております。
※現在は令和元年度の大雨により被災し、復旧に向けて県が
工事を進めているところです。

3

中津川の田代橋の下流～大寺橋について、高水敷や散策路
に土砂がたまっているため、草刈り以外の整備をしてはどうか。
※桜の季節などにおいては、おもてなしの精神で迎えられるよう
に!

検討する。 観光経済課 Ｂ:今年度中
　土砂の堆積箇所については、今年度、河川管理者である神
奈川県と共同で撤去を行います。

4
人口増加策や空き家・空き地対策について、町の動きがもう少
し町民に見えるようにしてほしい。

・空き家対策に関しては、プロジェクトチームを設置し、町内全
域で空き家対策を行っており、所有者の意見や方向性を確認
して、活用に向けた取り組みを進めている。
・駐車場については、第６次総合計画に土地利用として示して
おり、１ｋｍ圏内の民地、町有地の住宅地化に向けた取り組
みを記載している。現在、所有者との調整を進めている状況。
・町としては、人口増加策として強く掲げており、魅力をどう発信
していくのか、駅整備と含めて取り組んでいく。
・２年前に立地適正化計画を策定しており、町の外から来る
方を中心市街地へ誘導する計画となっている。
・もっとわかりやすくなるよう工夫する。

定住少子化担当室 Ｃ:来年度中

・空き家対策については、令和3年度に庁内でのプロジェクト
チームを設置及び相談窓口を設置するとともに、国の空家対策
事業の採択を受け、全戸調査やアンケート及び研修会を実施
しました。
・今後、令和4年度に、所有者の意向等を確認の上、活用か
ら人口の確保に繋げていきます。

5
高齢者が町のどの部署に相談したらよいかわからない。ＰＲが
足りないのではないか。

「この心配事は、ここに連絡してください」といったことで完結でき
るよう、わかりやすくしたいと思う。

福祉課 Ｃ:来年度中
　地域包括支援センターの業務や取組みを紹介するパンフレッ
トを作成して配付するとともに、地域の茶の間やふれあい会等を
訪問し周知を行います。

6

期日前投票の際、車イスを利用している主人は、介護タクシー
の助成対象にならなかった。選挙に行きたくても行けない人がた
くさんいたと思う。
※コロナワクチン接種の際にも、タクシー券を配布していたため、
条件は同じではないか。

・選挙に行きたくても行けない人がたくさんいるということは感じて
いる。そのような方々が、どこにどのような形でいるのかを、行政と
民生委員で連携を取り、投票という権利を行使するためのサ
ポートが必要。
・コロナについては、生死に関わることであるため、町としても助成
しやすかった。
・選挙については、意思を表現するための大切な場であることか
ら、どのような理由で助成を行うかなどよく考えさせていただく。

総務課 Ｆ:未定
　選挙時の送迎に対応できる制度を独自に設けることは現時
点では考えておりませんが、既存の他制度で補うことができるか
などを模索します。

令和３年度 町政懇話会等で寄せられた要望・意見・提案への対応方針
（令和４年２月１日時点）

No.1～3 町政懇話会（寄地区） No.4 町政懇話会（松田地区）

No.5～8 地域座談会（中丸自治会） No.9～14 地域座談会（城山自治会）

No.15～31 まちづくりアンケート

Ａ：対応済み
Ｂ：令和３年度中
Ｃ：令和４年度中
Ｄ：令和５年度以降
Ｅ：予定なし
Ｆ：未定
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Ｆ：未定

7
大学生はリモート授業が増えている。Wi-Fi環境の通信費など
大学生への補助を考えていただきたい。

・リモート授業・勤務については、コロナ対策の一部として、端末
代に対し、上限3万円を補助させていただいたが、通信費は払
い続けることとなる。
・10万円の給付については18歳以下であるが、大学生にもお
金はかかるため、子育て世帯に手厚くして、子供を産み育てや
すい環境を作るべきと考える。
・対象を絞った上での支援など、町なりにできることを研究させて
いただく。

福祉課 Ｆ:未定

・「オンライン環境サポート助成金」につきましては、オンライン環
境の構築をしていただくことを目的に実施させていただきました。
・通信費への補助につきましては、大学生のみならず小中高生
でもリモート授業が行われていることから、対象者の設定や予算
の確保などの調整が必要です。このため、今後の課題とさせてい
ただき、引き続き研究してまいります。

8
わくわく買い物券の使い勝手が悪い。昼食は1,000円以下の
場合が多いため、使えない時がある。500円券があれば使いや
すい。

1,000円券か500円券のどちらでも使えるような選択的な方法
など工夫する。

観光経済課 Ｆ:未定

・わくわくお買い物券の発行について、町は生活者支援も兼ね
ることを条件に全面的な財政支援を行っていますが、主体・運
営は町商工振興会が担っている事業となります。
・過去に500円券で実施したこともありましたが、事務負担の増
加なども踏まえた費用対効果を考慮し、現在の形となっておりま
す。
・商工振興と消費者の利便性向上を、どちらも高次元で達成
できるよう、今後も町商工振興会と協議を進めてまいります。

9

防犯ボランティアが減っている状況であるため、町全体をカバー
できるように防犯カメラを設置してはどうか。
※町職員が町を見回って必要な場所を判断し、自治会に提
案するなど。

・今までは地域からの要望により、設置するという流れであった。
自治会⾧連絡協議会で、行政が主導でやっていいのかを諮っ
てみる。
・必要な自治会があれば、その自治会から対応させていただく。
・プライバシーの問題があるため、やたらめったら設置されても困
るという意見もあるが、地元の不安を排除できるよう工夫した
い。

安全防災担当室 Ｃ:来年度中

・防犯カメラの設置は、地域要望のあった箇所に加えて町として
必要と判断した場所に行い、町の計画に基づいた設置は終了
しています。
・今後、地域の要望や警察等関係者等の意見聴取し、防犯カ
メラの設置について調整します。

10
かなん沢自治会では、感震ブレーカーを自己負担500円（自
治会1,000円）で設置できる取組みをしたと聞いたが、松田
町ではいかがか。

・耐震改修促進計画を策定し、木造耐震化に取り組んでい
る。耐震診断や耐震改修への補助を行っている。
・補助の仕方や装置の種類など、皆さまのご要望にお応えでき
るように研究させていただく。

安全防災担当室 Ｂ:今年度中
　令和４年２月から、希望者へ簡易型感震ブレーカーの無償
配布を実施します。

11
コキアの里～駐車場までの間で崖崩れがあるため、対策をお願
いしたい。

コキアの里の通路については、崖の部分は町が使わせていただ
いているため、今後もチェックし、所有者と相談しながら様子を見
ていく。

観光経済課 Ａ:対応済み

・現地を確認したところ、崖崩れと思われる箇所はありませんで
した。7月の大雨による土砂崩れに対する補修工事は実施済
です。
・遊歩道管理として、災害時などに都度状況を確認し、所有者
と調整を図りながら対応してまいります。

12 町にゴミが多く汚いため、町をキレイにしてほしい。

・「花いっぱい運動」を実施し、花を愛でたり、花で会話したりす
ることでゴミも減るのではないかと思うので、今後皆さんと一緒に
できればと考える。
・環境上下水道課に伝える。

環境上下水道課 Ｄ:来年度以降

　パトロールの実施や看板の設置などの不法投棄対策を強化
するとともに、花の植栽やごみの減量化・再資源化などを町民
の皆様と一緒に取り組めるような仕組みづくりを行ってまいりま
す。
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13

新十文字橋の高架下にあるトイレを再度改修していただきた
い。
※男性は小便器のみになったため、器具庫を男子トイレにして
はどうか。（現在、大便器は土手に設置）
※ライトが無く、暗いため、使えない。
※小便器の設置箇所から、女子トイレを覗き見るような形に
なっている。

対応方法を検討する。 教育課 Ｂ:今年度中
　器具庫のトイレ化は構造上困難なものであるため、屋外小便
器用照明設備を設置するとともに、女子トイレの中が見えない
よう窓等にアクリル板を設置します。

14

・酒匂川に犬のフンが多い。数年前の座談会で、犬のフンが多
いことなどを話したがその後の対応は無い。
・解決案として、犬の首輪にナンバーを付けて、フンを回収しない
人がいたら役場へ通報するということはどうか。さらに、条例で罰
金制度を作ってはどうか。

番号制にして、通報したら地域のコミュニティが壊れるということに
もつながりかねないため、今のところは啓発くらいしかないと思う
が、対応策を考える。

環境上下水道課 Ｅ:予定なし

　犬の予防注射済票発行等の手続きで窓口に来られた方へ、
飼育マナーについての啓発を徹底します。また、犬のフンの被害
が多い場所には、ご相談いただければ看板の設置などの対応を
行うことができます。なお、狂犬病予防法により、犬を飼う際に
は、町への登録及び登録番号が記載された鑑札を犬に着ける
ことが義務付けられています。犬の飼育等について悪質なケース
がございましら、県等と連携し、指導等を行うこともできますので
ご相談ください。

15
かなん沢交差点から松田警察署間、夜間の街灯がほぼなく
真っ暗であるため、夜間の状況を把握し、設置を検討して欲し
い。

安全防災担当室 Ｆ:未定
　県道の範囲であるため、まずは県と道路照明灯の設置につい
て調整を図ります。

16

学校授業のリモート化や登校の自由化を検討していただきた
い。また、感染拡大時には、オンライン授業を選択できるようにし
ていただきたい。
※現在は登校が不安な人は許可を得て自宅待機、大量の宿
題と聞いている。
※宿題では自主学習になるのでリモート授業ができる環境を整
えて欲しい。

教育課 Ｆ:未定

・令和２年４月から５月の臨時休校時には、オンライン授業を
実施しました。
・オンライン授業を実施するための環境設備については、すでに
構築済みです。また、オンライン授業実施のための準備をするよ
う、学校⾧に指導をしています。

17
新型コロナウイルス感染症に感染した場合、自宅療養ではな
く、宿泊や病院で治療できる体制を整えておいてほしい。

子育て健康課 Ｅ:予定なし

・医療機関につきましては、県立足柄上病院が入院と診断され
た中等症の患者を受け入れる「重点医療機関」となっておりま
す。
・宿泊療養施設につきましては、これまで県西地区には開設し
ておりませんでしたが、令和４年１月14日に小田原市内に開
設されました。
※現在は、症状により、診断をした医師や保健所から療養方
法（自宅・宿泊・入院）が指示されるため、ご自身で療養方
法を選ぶことはできないことと聞いております。
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18

トレー、プラスチックごみの回収日を増やしてほしい。
※２週間に１度では家で保管しきれず、一部を仕方なく燃せ
るごみに捨てるしかなくなる。
※資源ごみの日と同じなのもつらい。

環境上下水道課 Ｃ:来年度中

　令和４年度より、トレーを含む容器包装プラごみの増加への
対策として、従来の収集方法に加え、拠点回収（公共施設な
どに、収集日以外にも持ち込んでいただける収集ボックスを設置
する回収方法）を開始する方向で調整しております。詳細が
決定いたしましたら、広報等でお知らせいたします。

19

幼稚園のHPを作ってほしい。
※園の情報を調べてから移り住むか考えたいのに、HPがない園
があるので、ママ友を作って口コミを聞いてそこから移住するか考
えなければならなかった(不便)
※入園説明会の日を、広報を見てようやく知ったが、HPがあれ
ばすぐに調べられるのに..(不便)
※子どもの肖像権や犯罪防止等の観点もあるので、HPの一部
に鍵をつけて保護者のみが閲覧できる内容を載せるだとか、一
般に公開されても問題ない情報だけを載せるだとか、HPのあり
方はいろいろ考えられると思うが、園の様子がわからないまま入
園希望の紙を出すのはかなり不安が大きかった。

教育課 Ｂ:今年度中

　現在、町立幼稚園に関する情報は、町公式サイト内の教育
委員会のページで紹介しておりますが、園の情報や様子がより
分かりやすくなるよう、今年度中に幼稚園単独のＨＰを公開し
ます。

20
・定期的に不織布マスクを配ってほしい。
・園児用の使い捨てマスクを配布してほしい。
※子どものマスクは、すぐ汚れるので、何枚も替えることがある。

安全防災担当室
子育て健康課
教育課

Ｆ:未定

【安全防災担当室】
　コロナ感染の当初はマスクや消毒液等が不足したため、町民
の皆さまへマスク等を配布しました。現在、品不足は解消してい
ますが、今後の状況等により配布します。

【子育て健康課・教育課】
・不織布マスクを含めた感染症予防対策物品等を購入し、幼
稚園や保育園、小・中学校へ定期的に配付しています。
・今後も、幼稚園や保育園、小・中学校と連携しながら、必要
となる感染症予防対策物品等を定期的に購入します。

21 子育て世帯への補助金などの配布をお願いしたい。 子育て健康課 Ａ:対応済み

・町ではこれまで、子育て世帯支援事業補助金やチャイルド
シート購入補助金、ファミリー・サポート・センター利用支援助成
により、子育て世帯を支援してきました。
・コロナ禍での育児に対し、保護者への経済的支援を行うた
め、令和３年度に限り、すくすく応援給付金を交付しています。
・令和４年度は、育児用品購入への補助を新たに行う方向で
調整しています。

22
母子家庭などの生活に困っている家庭に、町としても援助を
行っていただきたい。

子育て健康課 Ａ:対応済み

　令和３年度より、児童扶養手当の受給者に対し、ひとり親
家庭等支援金の給付を行っています。来年度も引き続き給付
するとともに、低所得子育て世帯への補助を新たに行う方向で
調整しています。
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令和３年度 町政懇話会等で寄せられた要望・意見・提案への対応方針
（令和４年２月１日時点）

No.1～3 町政懇話会（寄地区） No.4 町政懇話会（松田地区）

No.5～8 地域座談会（中丸自治会） No.9～14 地域座談会（城山自治会）

No.15～31 まちづくりアンケート

Ａ：対応済み
Ｂ：令和３年度中
Ｃ：令和４年度中
Ｄ：令和５年度以降
Ｅ：予定なし
Ｆ：未定

23 食べ物に困っている人へのフードバンクの充実をお願いしたい。 福祉課 Ａ:対応済み

・生涯学習センターにおいて、どなたでも冷凍食品や冷凍野菜
などを受け取っていただけるように準備しております。
・社会福祉協議会では、子どもの居場所づくりも兼ねて子ども
会食会を年に数回開催しています。

24
タクシー券が多すぎて使いきれないため、枚数を少なくしてほし
い。

福祉課 Ｅ:予定なし
　皆さまに多くのご利用をいただいているため、現時点では、枚
数の変更を行うことは考えておりません。

25 御殿場線線路付近の草刈りをお願いしたい。
政策推進課
まちづくり課

Ａ:対応済み

【政策推進課】
　御殿場線利活用推進協議会を通じて、線路付近の草刈り
について、毎年要望しています。
※東海旅客鉄道株式会社より、計画に基づいて実施している
旨の回答をいただいています。

【まちづくり課】
　年度当初に年4回の草刈りについて要望をしていますが、繁
茂状況により随時要望しています。

26
子供が遊べる大きな公園がほしい。
※遊具をたくさん設置

観光経済課 Ｅ:予定なし

・現状では、適した土地がないため、新たな大型公園の設置は
考えておりません。
・既存の公園の維持管理・更新を適切に行い、多世代の利用
ニーズに対応した公園を目指していきます。

27
町役場など公共施設にある消毒液は、子供の顔にかかる高さ
であるため、大人用・子供用を用意していただきたい。

総務課 Ｂ:今年度中
　令和4年2月28日までに、各施設へ子ども達が使用できる高
さに消毒液を設置するよう指示します。

28
松田町で携帯電話１回線とメールアドレスを作りコロナダイヤル
やコロナメール、コロナラインを作ったらどうか。
※医療機関の紹介など、専用窓口があると安心。

子育て健康課 Ｅ:予定なし
　新型コロナに関する専門的な相談対応は、神奈川県が行う
こととなっているため、町で医療機関の紹介や相談窓口を開設
すること等は考えておりません。

29

・社会福祉協議会で実施している買い物バスについて、寄だけ
ではなく、町中でも運行してもらいたい。
・買い物が不便。コンビニだけでは必要な物が揃わないため、
スーパーマーケットがほしい。

政策推進課
福祉課

Ｄ:来年度以降

【政策推進課】
・現在、買い物や移動に不便を感じている方々などを支援でき
るよう、新たな交通サービスの導入を検討しております。
・令和３年度中に、新たな交通サービスに関する計画を策定
し、令和６年度以降の本格運行に向けて事業を推進してまい
ります。

【福祉課】
　現在、社会福祉協議会が寄地区で行っている買い物ツアー
は試行で行っており、今後、理事会等で検証を行い、その結果
により、本格稼働及び町内での運行について検討することとなっ
ております。



No 意見・要望・提案の内容 当日の回答 所管課 対応時期 意見・要望・提案への対応方針

令和３年度 町政懇話会等で寄せられた要望・意見・提案への対応方針
（令和４年２月１日時点）

No.1～3 町政懇話会（寄地区） No.4 町政懇話会（松田地区）

No.5～8 地域座談会（中丸自治会） No.9～14 地域座談会（城山自治会）

No.15～31 まちづくりアンケート

Ａ：対応済み
Ｂ：令和３年度中
Ｃ：令和４年度中
Ｄ：令和５年度以降
Ｅ：予定なし
Ｆ：未定

30
PCR検査や抗原検査を希望する人への無料検査を町で実施
していただきたい。

子育て健康課 Ｆ:未定

・神奈川県において、令和３年度末まで「PCR等検査無料化
事業」を実施しています。本事業に登録している薬局や医療機
関で無料でPCR検査を受けることができます。
・町においては、令和３年度末まで自費で検査を実施した方へ
検査費用の助成を行っています。令和４年度以降は、国や県
の動向、感染状況を注視しながら対応してまいります。

31
・公園の草や芝が伸びており、虫も多いため遊びにくく、木の根
も張っているので転びやすい。
・シーソーのクッション（タイヤ）がいつまでも直らない。

観光経済課 Ｂ:今年度中
・今年度中に、町が管理している公園を確認し、修繕等の対
応をします。
・引き続き、定期的に草刈りや遊具の修繕行ってまいります。


