
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

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。

2
安全で心地よい環境を育む
【都市基盤・生活環境】

その他
　通勤、通学、通院ができないから寄
から出ていく人がいる。対策を考えな
ければならない。

弥勒寺多目的集会施設 政策推進課

　路線バス空白地域の解消に向け、寄
地区への既存バス路線の増発及び枝線
運行を実施し、公共交通の利便性向上
に取り組んでいきます。

3
安全で心地よい環境を育む
【都市基盤・生活環境】

その他
　デマンドバスのような交通手段を考
えてほしい。

萱沼児童館 政策推進課
　デマンドバスに代わる交通手段の確
保策として、寄地区への既存バス路線
の増発及び枝線運行を実施しました。

4
安全で心地よい環境を育む
【都市基盤・生活環境】

町の買い物
支援に対する

考え方

　交通手段の整備が、湯の沢地区に必
要である。

湯の沢児童センター 政策推進課

　湯の沢地区の交通手段について、新
松田駅着便については、既存バスの増
便及び枝線運行を実施しています。一
方、秦野市方面へのバス便については
事業者が撤退していますが、現在のと
ころ、秦野市で運行している「かみ
ちゃん号」により補完がなされている
と考えています。

5
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
　小田急との共生を図る。 沢尻地域集会施設 政策推進課

　急行及びロマンスカーが停車する小
田急新松田駅の特性に鑑み、小田急と
の事業連携を進めていきます。

6
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。

「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
《平成27年度予算やアクションプログラムに反映させるなど、対応に時間を要する案件》

様式２
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7
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。

8
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

　定住者の若者を増やすためには、高
校生まで医療費を無料にするとか、税
を軽減するなどの対策が必要ではない
か。

虫沢地域集会施設
政策推進課
子育て健康課

税務課

　持続的な町政運営を目指し、限られ
た財源の中にあっても、定住化の促進
に資する事業を検討し、積極的に推進
してまいります。

9
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

　子供の教育を充実させて（学校以外
での対応を含めて）いくことにより、
子育てしたいと思ってもらえるのでは
ないか。
　湯の沢の教育環境充実のため、子供
のバスは無料にしていただいても良い
のでは。

湯の沢児童センター
政策推進課

教育課

　スクールバスの運行はありません
が、園バスについては無料となってい
ます。また、現行制度として、学生向
けに通学定期券の購入費助成制度もご
ざいますので、ぜひご利用ください。

10
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

　ブランドイメージがあることと仕事
があることが、町としてまずは必要に
なる。対策をお願いしたい。

弥勒寺多目的集会施設
政策推進課
観光経済課

　皆様とともに町の持つ魅力や特性を
洗い出し、それらを生かした地域のブ
ランド化を推進します。

11
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

　大型店の誘致を進めること、湯の沢
地区から町中心部への移動手段を研究
することの２つが必要である。

湯の沢児童センター
政策推進課
観光経済課

　町特定地域土地利用計画との整合性
を図りながら、大型店の誘致促進を図
ります。
　また、湯の沢地区の交通手段につい
ては、当面、既存バスの増便及び枝線
運行を実施していきます。

12
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

　買い物難民対策のため、スーパーの
誘致などを検討する際は、市場調査を
行うべきである。山北にスーパーがで
きた経緯も含めて、研究すべきであ
る。

虫沢地域集会施設
政策推進課
観光経済課

　スーパーの誘致などを検討する際に
は、山北町での例なども参考にしなが
ら、必要な調査を行ってまいります。

13
創造性豊かな活力を育む

【産業】
その他

　中津川沿いの違法駐車に関して、広
報などで報告するだけでもかまわない
ので、今年度中に何らかの対応をして
ほしい。

宇津茂地域集会施設
政策推進課

総務課
観光経済課

　バーベキューや川遊びの車が多いと
思われますが、マナーを守るよう呼び
かけ、適宜、警察や道路管理者と協力
して対応します。
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14
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。

15
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

　豊かな水源・山林を活かして企業誘
致をしてみてはどうか。

宇津茂地域集会施設 政策推進課
　立地や土地利用の制限などの条件を
考慮しつつ、企業誘致を継続して実施
していきます。

16
創造性豊かな活力を育む

【産業】
その他

　松田養鶏場の跡地を何かしらの形で
活用できないか。

萱沼児童館 政策推進課

　施設又は土地の活用に関し、庁舎内
において問題点の整理を行っておりま
す。企業誘致については継続的に実施
しています。

17
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

　企業ファーム（企業が耕作放棄地な
どを活用して営農する仕組み）みたい
なもので、地産地消の取り組みを推進
できないか。

弥勒寺多目的集会施設
政策推進課
観光経済課

　生産者をとりまとめ、企業などを誘
致する必要性は感じています。具体的
な企業の誘致活動には至っていません
が、継続して企業誘致を推進してまい
ります。

18
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。

19
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。

20
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。

21
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。
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22
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

　現在かかえている課題について意見
交換が必要と思っている。町長選の時
にかかげられた公約の取り組み状況な
どはどうなっているのか、もっと町民
に知らせる努力を望む。

萱沼児童館 政策推進課

　町民の声を伺う場を設ける際は、ど
のような方法がよいのか、今後も検討
していきます。
　町の行政運営については、広報や公
式サイトで周知をしておりますが、よ
り分かりやすくなるよう、今後とも努
力していきます。

23
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。

24
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。

25
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。

26
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。

27
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

　大災害がないのが町の魅力の一つ。
もっとPRしていくべきである。

仲町屋地域集会施設
政策推進課

総務課

　防災部局からの情報提供をもとに町
広報紙などによるＰＲを推進していき
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】
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。

29
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。
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30
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。

31 その他
松田町へ人を

呼び込む
魅力づくり

　空家を活用し、寄の人口減尐に歯止
めをかけてほしい。場合によっては、
補助金を設けてはいかがか。

宇津茂地域集会施設 政策推進課

　空家の利活用については、町として
空家バンクを設けています。まずは、
本制度を改善、充実する中で、対応を
図りたいと思います。

32 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。

33 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尐子化担当室
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。

34 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。

35 その他
住民参加の
まちづくり

　国、県、市町村の財政が切迫してこ
れまでのように給付ができる状態でな
いにもかかわらず、参加者の「やって
もらって当たり前」の意識（はっきり
言えば甘え）の根強さに呆れた。「で
きないことはできない。」と言えない
のか。未来のツケを払うものの身にも
なってほしい。

沢尻地域集会施設 政策推進課
　いただいたご意見、ご提案を検討す
る際は、財政状況や実現可能性を踏ま
えて対応していきます。

36 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。

37
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。
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38
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。

39
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。

40
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。

41
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

　マンションを建設し１階に店舗を入
れるなど、町営住宅跡地を活用できな
いか。（町有地の利用について、同様
の提案がありました。）

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
　民間の誘致を含め、今後の政策やま
ちづくり全体の中で決定していきま
す。

42
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。

43
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。

44
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710号線以外の道路の整備を進
めてほしい。災害で県道710号線が使
えなくなってしまえば、陸の孤島に
なってしまう。

宇津茂地域集会施設 総務課

　町としましては、代替道路の可能性
の検討、寄地域への車両進入不可と
なった場合に備えて食料品備蓄体制な
どを整えてまいりますが、皆様方にお
かれましても、有事に備え、発災後３
日分程度の食料品などの備蓄をお願い
します。

45
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。
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46
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。

47
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。

48
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。

49
元気と心かよう安らぎを育む

【健康・福祉】
その他 　医療関係を充実していく。 神山地域集会施設

町民課
子育て健康課

福祉課

　足柄上管内の基幹病院である足柄上
病院では、地域医療センターの設置を
進めています。足柄上病院から医師
を、松田町国民健康保険診療所に週２
日派遣するなど、連携が強化されてい
ます。また、今年度、足柄上地域での
在宅医療推進のためにできることにつ
いて、管内の医療・福祉関係の多職種
が集まり、検討する機会を持ち、地域
連携を図る方策を進めています。

50
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、利用者が尐なく、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。

7 ページ



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

51
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。

52
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

　一人暮らしの老人など、周囲との繋
がりが薄い人がいる。地域集会施設を
活用できないか。

仲町屋地域集会施設 福祉課

　仲町屋は、「地域の茶の間」活動が
活発な地域であり、地域集会施設での
集まりもあり、活動のＰＲを進めてい
きます。

53
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。

54
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、母親同士の交流が尐ないの
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。

55
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。
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56
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。

57
安全で心地よい環境を育む
【都市基盤・生活環境】

その他
　林道の草刈りなどに関する話をする
際に、町に窓口になってもらうことは
できないか。

宇津茂地域集会施設 観光経済課
　県管轄の林道ではありますが、町と
して県へ提案する方向で考えます。

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

　圏央道の開通により県外から箱根方
面への観光が増えるのことが期待でき
るので、駅前の道路整備を進め、松田
町としてアピールできるものをやる。

店屋場地域集会施設 観光経済課

　観光客の流動が図られるよう、他市
町を含めた広域的な観光圏事業を進め
ています。
　町づくり全体の中で道路網も含めた
検討が必要と考えます。

59
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。

60
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。

61
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

　箱モノを作るのではなく、自然を生
かして観光に力を入れてみる。

弥勒寺多目的集会施設 観光経済課
　桜やロウバイなど、自然を活かした
観光事業を推進しています。

62
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

　昔から育てている野菜はその土地に
あっているので、寄ブランドを確立す
る。

弥勒寺多目的集会施設 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。

63
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。
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64
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。

65
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

　町中の商店が日曜に閉じており、商
売に対する意欲が感じられないのが問
題ではないか。

湯の沢児童センター 観光経済課
　町の活性化のために、商工振興会に
問題提起をしています。

66
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

　県内では箱根と山北にしかないの
で、道の駅を誘致できないか。

湯の沢児童センター 観光経済課

　土地の確保などが地元自治体の対応
となりますので、財源的な問題、必要
な生産量の確保が可能かどうかなど、
課題は大きいと考えます。

67
創造性豊かな活力を育む

【産業】

「縁結びの町」を
キーワードとした

まちづくり

　町の商業者に出会いの機会が尐ない
ので、イベントを開催してほしい。

神山地域集会施設 観光経済課
　足柄上商工会では、「街コン」を開
催することで、出会いの場をつくって
います。

68
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。

69
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。

70
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。

71
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。

72
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

　高松山のアピールにも力を入れてい
く。

虫沢地域集会施設 観光経済課
　高松山のように魅力ある地域の情報
発信について、充実を図っていきたい
と思います。
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73
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。

74
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。

75
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。

76
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。

77
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。

78
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、商店や働く場所が尐ない
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。
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79
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。

80
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

　松田城跡から最明寺史跡公園にかけ
てを観光コースに認定し、人を呼べな
いか。

沢尻地域集会施設 観光経済課
　松田城跡地は民地であるため、観光
コースとして整備していく上で、その
ことが課題であると考えています。

81
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。

82
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

　プレハブでも構わないので、朝市の
様なものを定期的に開いて買い物しや
すい環境を整えてほしい。

役場 観光経済課
　実施したノウハウもありますので、
商工振興会と調整します。

83
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

　一日遊べるので、西平畑公園から一
周できるハイキングコースを作ってほ
しい。富士山が見え、山があり、川が
あり、相模湾が見える。このような素
晴らしい場所はない。

役場 観光経済課
　西平畑公園は広域ハイキングコース
や町のハイキングコースの一部として
も既に設定し、情報発信しています。

84
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。

85
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

　経済的サービスよりも、文化的な
サービスを売りとした方が、人が集ま
りやすいと思う。そして、それを活か
した経済活性化もねらう。

町屋地域集会施設
観光経済課

教育課

　町としましても、皆様の経済負担を
減らすサービスばかりに徹することは
考えておりませんので、ご意見を踏ま
え、町の持つ資源を生かしたサービス
を充実させていきたいと思います。

86 その他
町の買い物

支援に対する
考え方

　最低限の生活必需品や衣服などが町
内で手に入るようにしてほしい。

宇津茂地域集会施設 観光経済課
　町内で手に入ると思われますが、買
い物環境の向上のため、空き店舗対策
などの施策を進めていきます。
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87 その他
町の買い物

支援に対する
考え方

　本屋がないので本屋が欲しい。ま
た、登山用品の販売店を誘致できない
か。

宇津茂地域集会
施設・城山地域

集会施設
観光経済課

　特定の店舗を誘致することは難しい
かと考えますが、買い物環境の向上の
ため、空き店舗対策などの施策を進め
ていきます。

88 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尐な
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。

89 その他
町の買い物

支援に対する
考え方

　買い物バスを検討する。

弥勒寺多目的集会
施設・萱沼児童
館・仲町屋地域

集会施設

観光経済課
　デマンドバスの事業経過を勘案しま
すと運営費用の負担と各ニーズに対応
することが難しいと考えます。

90 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。

91 その他
町の買い物

支援に対する
考え方

　移動販売を検討する。
萱沼児童館・

湯の沢児童センター 観光経済課
　商工振興会に提案し、具体化すれば
支援も進めていきます。

92 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。

93
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。

94
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。

95
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。

96
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。
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97
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。

98
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。

99
安全で心地よい環境を育む
【都市基盤・生活環境】

その他
　新松田駅南口にエレベーターが欲し
い。

店屋場地域集会施設 まちづくり課
　南口整備計画においてエレベーターは
設置予定となっていますので、土地取得
が済み次第、対応していきます。

100
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、依然として尐子化が進展してお
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。

101
未来をひらく人と文化を育む

【教育・文化】
その他

　スポーツだけでなく、歴史や文化に
関する講座の充実をお願いしたい。

宇津茂地域集会施設 教育課
　歴史文化の講座は好評を博していま
すので、さらに充実させていきます。

102
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。

103
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。

104
未来をひらく人と文化を育む

【教育・文化】

「縁結びの町」を
キーワードとした

まちづくり

　スポーツ大会に多くの種目があれ
ば、様々な年齢、レベルの人が参加で
き、住民同士の繋がりが深まるのでは
ないか。

沢尻地域集会施設 教育課

　より多くの方が参加できるようアン
ケート調査するなどして検討していま
すが、要望などには傾聴し、反映でき
るものは反映していきます。
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105
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。

106
未来をひらく人と文化を育む

【教育・文化】
その他 　チャレンジデーを継続してほしい。 沢尻地域集会施設 教育課 　継続予定です。

107
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。
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