
平成２７年度まちづくり座談会（地域座談会）で寄せられた要望・意見・提案の対応方針等 　　　　※平成28年２月時点

No 要望・意見・提案の内容 会場 所管課 対応方針等 予定

1
過去に水害で、堤防の決壊や浸水した個所があり、国で危険個所を公表
しているはずなので、しっかりと対応してほしい。

町屋地域集会施設 安全防災担当室

町内には国直轄の河川が無いため、国による危険個所の公表はございません。ただし、神奈川
県において、酒匂川と川音川の氾濫に伴う浸水想定区域や、渓流等における土砂災害警戒区域
等が公表されており、これを基に平成27年3月には町内全世帯に松田町洪水ハザードマップを
配布いたしました。
なお、避難情報については、同報無線、あんしんメール、テレビ神奈川のデータ放送等で随時
周知してまいります。

済

2 小田原ゴルフ倶楽部と災害時の協定を結んだらどうか。 萱沼児童館 安全防災担当室
小田原ゴルフ倶楽部松田コースとは、平成19年4月1日に「災害時における一時避難場所に関す
る協定」を締結し、施設利用の提供等でご協力いただくことになっております。

済

平成27年11月8日に開催いたしました防災研修会において、災害図上訓練（地域で避難路につ
いて話し合う手法）を実施いたしました。これらを踏まえ、今後は地域の状況をよく知る各自
主防災会が中心となって、地域住民が安全な避難路を自主的に認識する話し合いを進めていた
だくよう、お願いいたします。町は継続して、これらの取り組みを支援してまいります。

中

また、避難所運営マニュアルについては、各自主防災会ごとに会長に配布いたしますので、参
考にして下さい。

済

4
土砂災害防災訓練（5/24）の際に、松田小学校体育館に車イスで入場す
るのにとても苦労した。アプローチ階段をバリアフリー化して欲しいと
要望書を提出（6/14）したが、回答がない。確認して欲しい。

かなん沢・中里地域
集会施設

教育課
安全防災担当室

緊急時のみ使用するものとして設置を検討いたしましたが、施設整備計画等の問題もあり、早
急に設置することは困難でございます。高齢者や歩行困難な方にはご不便をおかけいたします
が、当面の間、自治会の方々による避難援助で対応していただくようお願いいたします。

中

5
農道にある消火栓が機能していない、担当には連絡してあるが見に来て
もらえていない。

宇津茂地域集会施設 安全防災担当室 現地を確認し、消火器を設置いたしました。 済

防災等の緊急的な情報伝達については、同報無線のデジタル化に合せた子局の増設等や、他の
媒体等を通じた有効な手段等を検討してまいります。

中

また、同報無線が聴き取りやすい発声等を心掛けていくとともに、あんしんメールなどについ
て、継続的に周知してまいります。

済

黄色い旗については、設置対応いたしました。 済
また、横断歩道設置については、所管の松田警察署に確認しましたところ、坂道である県道へ
の設置はできない旨の回答をいだいております。なお、県道以外の横断歩道設置要望場所につ
いては、確認させていただき同署と調整してまいります。

中

8
神山44番地の県道との分岐道路の入り口付近に、スピード制限の看板設
置ができないか。

神山地域集会施設 安全防災担当室
自治会と設置箇所を調整した上で、今年度中に注意喚起看板（スピード落とせ等）を設置いた
します。

短

9
町道5号線の駅前交差点の交通規制確認指導は、交差点に近いところで
実施すべきである。

河内児童センター 安全防災担当室 松田警察署にご意見としてお伝えいたしました。 済

10
児童の登校で危険なため、県道から河内児童Ｃへの車両の通行を30分程
度規制できないか（7：10～7：40）

河内児童センター 安全防災担当室
松田警察署と調整したところ、交通規制をかける場合、1時間30分は必要との回答をいただき
ました。児童の安全はもとより、今後は地元自治会等の意向を確認させていただくなどを通じ
て、町の対応を総合的に判断してまいります。

中

松田警察署と調整したところ、交通規制となる停止線の設置はできないとのことでした。その
ため、今年度中には松田警察署と調整の上、注意喚起看板（幅員狭し、スピード落とせ等）を
設置いたします。

短

なお、抜本的な解決に向けては今後の道路整備計画の中で検討してまいります。 長

12
朝の通学時に松田中学校横の町道が一方通行になるが、交通量は非常に
多く危険である。

仲町屋地域集会施設 安全防災担当室
町道２号線のシボネ美容院前とクリエイト前および町道３号線の松田小学校前に、制限速度
30km/hであることを示す道路標示を設置するとともに、規制についても看板を設置して周知を
図ってまいります。

短

13
雨天時の新松田駅北口は、送迎車の混雑が厳しい。例えば通勤時間には
車を停められないような規制はできないか。

役場
安全防災担当室
まちづくり課

交通規制については松田警察署と打ち合わせをしましたが、現在も交通規制がかかっているこ
とや南口に送迎車が集中してしまう問題もあることから、道路交通法だけによる規制では難し
いとの見解を得ております。つきましては、今後の駅前整備と併せて対応を検討してまいりま
す。

長

ご指摘箇所の堤防道路拡幅については、河川の占用や用地の買収が必要となります。全体の事
業費を算出し、県と協議を行ったうえで、整備の優先順位にそって事業実施してまいります。

長

また、規制の解除については、現状の課題や規制となった過去の経緯を踏まえ、関係する自治
会の意向等も確認させていただいたうえで、対応を検討してまいります。

中

11
小田急ガード付近は道幅が狭く相互交通ができないためにトラブルにな
ることもしばしばある。カーブミラーを増やすとか停止線を引くなどの
方法がとれないか？

沢尻地域集会施設
安全防災担当室
まちづくり課

14

駅前踏切の交差点（江戸っ子寿司前）前の7～9時で交通規制があるた
め、文久橋を右折する車が多い(時間帯：120－130台/日)。川音川堤防
道路は一部狭く、御殿場線横にも狭い個所があるし草も茂っている。拡
幅して欲しい。

仲町屋地域集会施設
安全防災担当室
まちづくり課

7
「横断中」の黄色い旗をお願いしたい。子どものために横断歩道や信号
機が欲しい。

湯の沢児童センター 安全防災担当室

6

防災同報無線が聴こえない地域の対策を検討してほしい。当面、聴き取
りにくいので次の通り工夫してほしい。
・静かにゆっくり丁寧に。子供の声がよく通る。
・フリーダイヤルの広報を促進し、ホームページやあんしんメールでの
発信も併用する。
また、戸別受信機に入電しない地域もあるので早急に対策を。

店屋場地域集会施設
かなん沢・中里地域
集会施設
河内児童センター
茶屋地域集会施設

安全防災担当室

※予定欄の記載について・・・短－平成28年度末までに対応するもの
　　　　　　　　　　　　　　中－３年以内に対応の目途をたてるもの
　　　　　　　　　　　　　　長－３年以上の長期的な視点で対応するもの
　　　　　　　　　　　　　　済－対応が済んだもの又は意見として承り、今後の参考とするもの

3

災害時に一時、広域の避難所における運営方法を、地域ごとに決めなけ
ればならない。例えば、土砂災害地域に広域避難場所である松田幼稚園
が含まれているケースもあるので、職員は現地をしっかり歩いて有効な
対応を講じてほしい。

茶屋地域集会施設
かなん沢・中里地域
集会施設
神山地域集会施設

安全防災担当室
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No 要望・意見・提案の内容 会場 所管課 対応方針等 予定

15
旧石田木材横の横断歩道、中学側から行くとカーブで見てないうえにス
ピードを出す車が多く危険であるので確認して欲しい。

沢尻地域集会施設 安全防災担当室
現状を確認いたしました。町道２号線のシボネ美容院前とクリエイト前および町道３号線の松
田小学校前に、制限速度30km/hであることを示す道路標示を設置するとともに、規制について
も看板を設置して周知を図ってまいります。

短

16
防犯灯は、通行支障や木の枝等で暗い場所等の箇所があるので、NHK
柱、東電柱への移設も含めて検討されたい。また、管理番号の貼り付け
位置が高く見えにくいので、併せて検討を。

茶屋地域集会施設
神山地域集会施設

安全防災担当室
防犯灯の移設については個別の案件ごとに検討し、対応してまいります。また、防犯灯管理番
号位置については施設の維持管理の観点から変更できませんので、各自治会にお配りしている
設置箇所地図を参考にしていただき、お問い合わせ下さい。

済

17
防犯パトロールは高齢者を中心に実施している。組織化して保険に加入
して欲しい（要望したが返事がない）。

かなん沢・中里地域
集会施設

安全防災担当室

組織化については、関係団体等を集めた防犯ボランティア連絡協議会を立ち上げ、平成28年1
月29日には第１回の会議を開催いたしました。
また、保険加入については予算措置が必要となるため、対応については平成28年3月以降にお
示しいたします。

済

18
JR松田駅の南口に若者が集まってごみを散らかす状況がある。町の玄関
がそのような状況では、「おもてなし」どころではない。また、空き巣
などの被害防止のための警察による巡回をしてほしい。

役場
湯の沢児童センター

安全防災担当室

ＪＲ松田駅南口広場においては、松田警察署と町で12月・1月に防犯パトロールを実施いたし
ました。これらの経過を踏まえ、今後の対応は検討してまいります。
また、警察によるパトロールについては、現在３台のパトカーで効率的な巡視に努めていると
のことです。
なお、地域住民のパトロールも大変効果があるため、犬の散歩に絡めたパトロール等、ご協力
をお願いいたします。

済

19
金子用水はゴミの堆積から水が滞留・腐敗し悪臭が発生している。消防
水利としても大事なので管理が必要。

町屋地域集会施設 観光経済課
神山地域から大井町へ繋がる和田堰については、来年度始めには和田堰用水管理組合に連絡・
調整し、改善を図ってまいります。

短

20
ゴミ収集所アミひもの形状だが、カラス・狸に荒らされているため、金
網製のゴミ集積箱が必要。

宇津茂地域集会施設
店屋場地域集会施設
湯の沢児童センター

環境上下水道課

平成22年度から、交通や歩行の妨げになる路上等への構造物の設置を避けるため、ごみ集積場
のポイスターや金網かごはカラスネットへの転換を図っております。このようなことから、カ
ラスネット以外の設置を希望される場合は自治会で用意していただくこととしております。な
お、今後は自治会からの要望状況により見直しをいたします。

済

21

ゴミ置き場は、大規模開発の場合は町が指導して業者が設置している
が、小規模開発だと自治会長と相談して決めるという指導がされてい
る。家を建てるのであれば、業者と家主に対応をさせるよう指導してい
ただきたい（場所によっては私有地にゴミ置き場があるため、増えるの
であれば地主の許可も必要になってくることがある）。
また、道路上のゴミ置き場について、空いている私有地や水路の上など
を活用して、見た目の良い形で整理できないか。土地の問題があるが、
クリーンな街でおもてなしの観点からも、町を挙げて取り組んでほし
い。

店屋場地域集会施設 環境上下水道課

現在、自治会域内の美化清掃については、自治会にお願いしている状況でございます。既存の
ごみ集積場が使用できるのであれば、自治会と相談していただき、既存のごみ集積場が使用で
きないのであれば、開発業者または家主にごみ集積場の設置等対応を指導しております。ご提
案を踏まえて庁内で協議した結果、現在はまちづくり課において新築時に配布する「建築確認
申請の経由における留意事項」（１軒でも申請必要）の中に記載をし、周知しております。

済

22

不法投棄の対応を強化できないか。特に国道255号線の下がひどい。常
設ではなくても、一時的な監視カメラ（夜に対応できるライト付き）の
設置などを検討していただきたい。環境美化推進委員が朝5時頃に監視
した際は、一時的に治まるが、最近また悪化している。投棄者が特定で
きても、本人に言うだけではだめで、雇い主に知らせるぐらいをしない
と効果が無いのではないか。

店屋場地域集会施設 環境上下水道課

国道255号線下のごみ集積場に、他地区のごみの持ち込み・分別の正しくないごみの禁止等の
警告看板の設置をいたします。なお、ごみ集積場所における分別の正しくないごみ出し等も不
法投棄となりますので、悪質な投棄者が特定できた場合は松田警察署または町環境上下水道課
へ通報をお願いいたします。連絡される際は、車両のナンバーや行為者の服装等を覚えていた
らお知らせ願います。

短

23
町の花コスモスをデザインして何か（ごみ箱等）を作成し、街中に置く
ことはできないか。

役場 環境上下水道課

街中のごみを無くすためのご提案、ありがとうございます。現在１市５町では「ごみ箱」は撤
去済または撤去の方向にございます。全国的にも同様であり、都内では交通機関をはじめ、テ
ロ対策の意味合いからも撤去が進んでおります。本来、ごみは自宅で処理すべきであり、どこ
でも捨てられる環境はごみ減量化への取り組みに逆行してしまう部分もございます。また、ご
み箱を設置する場合には、コスト増や管理者の負担増、不法投棄の助長、更には自治会等の地
域で培ってきたルールを遵守していくことが難しくなるなどの課題や問題があると考えます。
現時点では上記の課題等が解消される目途が立たない状況ですので、すぐに実施することは難
しいと思いますが、協力して頂ける方やお店がないかを呼びかけてまいります。

短

24
水をきれいにするために、下水道に接続していない世帯を早く接続させ
てほしい。

仲町屋地域集会施設 環境上下水道課
下水道の接続については、平成24～26年度に集中的に未接続の家庭を訪問しお願いしたところ
ですが、高齢者のみの世帯が多いなど、困難な事情がございます。今後も接続世帯が増えるよ
う、広報等を続けてまいります。

済

25
水のｾｰﾙｽﾎﾟｲﾝﾄを広報（料金の安さや水質）していくべきである。ま
た、街中に水が流れているので、防火用水など利活用が可能となる手法
を考えて欲しい。

仲町屋地域集会施設
環境上下水道課
安全防災担当室

水道週間や産業まつり等の機会を捉えて、さらに松田町の水をPRしていきたいと考えておりま
す。
また、街中に流れる用水等は、消防用水利としても活用しております。地域においても、火災
の際のバケツリレーで活用可能な水利箇所等を把握していただくよう、お願いいたします。

済

26
ゴミ置き場（宮前）に花のプランターを置きたい。管理は自治会でやる
ので、プランターを準備してほしい。

沢尻地域集会施設 環境上下水道課
平成27年度から、自治会を通じて有志の方々に花の苗や種の現物支給を行い、域内の美観向上
にご協力をいただいております。プランターにおいても内容により対応可能ですので、ご相談
ください。

済

27
町の花ｺｽﾓｽについて、昔はあちこちに咲いていたが、今はあまり見な
い。おもてなしは継続が必要、工夫して欲しい。

役場 環境上下水道課
平成27年度から、自治会を通じて有志の方々に花の苗や種の現物支給を行い、域内の美観向上
にご協力をいただいております。引き続き要望等をいただき、町民皆様のおもてなしの心が体
現できる取り組みを推進してまいります。

済
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28
買い物弱者にレストフルヴィレッジが車を用意してくれるが、車いす対
応のため乗車人数が少ないので小型車両を用意できないか。

宇津茂地域集会施設 観光経済課

レストフルヴィレッジ（社会福祉法人宝珠会）の地域貢献の事業は、地域福祉の多様なサービ
スの一環（共助サービス）でございます。買い物弱者対策として、さまざまな手法を検討して
いるところですが、現在は、福祉の視点から移動販売事業の実施に向けた取り組みを進めてお
ります。

短

29
高齢者世帯ばかりで将来的には買い物に行くための自動車運転ができな
いので、対策を検討して欲しい。

萱沼児童館
観光経済課
福祉課

買い物弱者対策として、福祉の視点から移動販売事業の実施に向けた協議体を編成するなどの
取り組みを進めており、年度内には移動販売車のドライバーを募集する予定でございます。

短

30 移動販売の事業に係る進捗はどうなっているのか。 茶屋地域集会施設
観光経済課
福祉課

年度内には移動販売車のドライバーを募集する予定でございます。 短

31

鳥獣防護柵は寄の景観上、望ましくないが、大変重要。メンテナンス、
配置、施設強度に問題があり、計画的な整備が必要。寄の特産物を検討
するには、鳥獣害対策が前提条件となる。なお、対策としてハンターが
不足しているので、都心から連れてきたらどうか。

弥勒寺多目的集会施
設
萱沼児童館

観光経済課
寄の農産物を鳥獣被害から守るためには、狩猟以外の手法も含めて検討・実施してまいりま
す。なお、鳥獣防護柵の整備については、個人でも設置可能ですのでお問い合わせください。
また、ハンター不足対策については、各猟友会とも相談してまいります。

中

32
鳥獣被害は農作物だけでなく山林の環境も悪化させ、山ヒル（毒を持
つ）の侵食も深刻なので、併せて対策が必要。特に、水源林の区域外は
荒廃が進行している。山の荒廃対策は、プロの指導が必要である。

弥勒寺多目的集会施
設

観光経済課
山ヒル対策については抜本的な対策はないのが現状でありますが、今後、県等と有効な対策や
手法について協議し、改善方法を模索してまいります。

中

33
小田急・JRの駅前、観光施設やウォーキングルート上にお休み処、トイ
レ、案内看板等表示の設置が必要。
特に案内はイベント開催時に充実すべきである。

宇津茂地域集会施設
河内児童センター
役場

観光経済課

イベント開催時の案内看板の充実を図ることはもとより、2020年の東京オリンピック・パラリ
ンピックの影響等による外国人観光客の増加も見据えた上で、多言語標記による観光案内看板
などの充実も進めてまいります。小田急前はコスモス館を始め、トイレ使用可能施設の増加を
実施いたしました。また、ＪＲ駅前についても地元自治会と協議してまいります。

中

34
稲郷付近から国定公園になるのだが、看板等がないためにテントによる
キャンプ・たき火・不法投棄の事例あり。県へ看板設置（公園周知及
び、禁止行為の喚起）の要望をしてほしい。

宇津茂地域集会施設 環境上下水道課

当該国定公園を所管する県自然環境保全センターに問い合わせたところ、キャンプやたき火
は、国定公園内においても区域によって取り扱いが違うため、ご指摘・ご提案等は直接、自然
環境保全センターに具体的に、お話しいただきたいとのことでした。なお、不法投棄の禁止に
ついては国定公園に限るものではないため、町により町内全域の効果的な周知等に努めてまい
ります。

短

35
農業は採算ベースに乗らないと誰もやらないが、寄の農家は意識改革が
必要（若い世代は営農で動けない）。

弥勒寺多目的集会施
設

観光経済課
農業の重要性については各農家と情報交換しながら、地域活性化の観点からも対策を検討して
まいります。

長

36
松田のミカンは酸味、甘味のバランスが良く、都内でも売れる。2年放
置すると木が枯れるので後継問題の解消が必要。

弥勒寺多目的集会施
設

観光経済課 来年度、ＪＡや柑橘組合へ要望及び相談し、後継問題の解消を図ってまいります。 中

37
お茶は量から質の時代へ移行しているので、ブランド化を検討すべき
（加工場の問題はあるが）。また、販路を流行している海外に求めた
り、茶摘体験を外国人をターゲットにしたりしたらどうか（宿泊付き）

弥勒寺多目的集会施
設

観光経済課
現在、町では松田ブランドの確立に向けブランド認定委員会を設置し、本格的に動き始めてい
るところでございます。その中で販路等についても併せて検討を行ってまいりたいと考えてお
ります。

短

38 町内の商店が、商品等を充実し、日曜日に開店するような取り組みを。
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
町商工振興会へ相談しましたところ、一部の店舗以外では日曜日営業については難しいとの回
答がございました。引き続き、少しでも多くの店舗が日曜にも開店していただけるような取組
み等について、協議を継続してまいります。

長

39 JR松田駅の駅舎跡地を利用して軽食や朝市をできないか。 役場 観光経済課
朝市については、町商工振興会へ相談したところ、過去に実施したが、出店者や来客数が少く
辞めた経緯があるため、実施は困難との回答がございました。引き続き協議してまいります。

長

40
車山農道の東屋が老朽化している、修理するなり撤去するなりして欲し
い。

宇津茂地域集会施設 観光経済課
老朽化してきてはいるものの、今後も休憩スペースとしての活用が見込まれるため、平成28年
度中には椅子を修理したりすることで延命を図ってまいります。

短

41 寄自然休養村管理センターの有効活用を検討して欲しい。 宇津茂地域集会施設 観光経済課
地域の方々のご意見・ご提案をうかがいながら、寄地域の観光等の中心的な役割を果たし、情
報発信的な機能を発揮できるよう、運営する有限会社みやまの里と随時調整を図り、有効活用
に向け取り組んでまいります。

中

42

寄への誘客には、県道を往復するのではなく、山北等へ抜けるルートが
必要。林道を有料でもよいので整備開放すべき。また、第二東名高速道
路が開通すると秦野ＩＣ利用による交通の流れが変わり、迂回路的に農
林道の利用増が見込まれるので整備促進を。

弥勒寺多目的集会施
設
萱沼児童館

観光経済課
県営秦野峠林道については、開通に向けて今年度内に準備会を立ち上げ、山北町と連携しなが
ら県に要望してまいります。農林道の整備促進については、採算性を鑑みながら検討してまい
ります。

長

43
寄への来訪者に長時間滞在と消費を喚起する取組み（付加価値：体験農
園、釣り、星空）が必要。

弥勒寺多目的集会施
設

観光経済課
現在、寄に存在する各種団体の方々を中心にご参加いただき、ご意見をうかがっている「寄を
元気にする会議」等を通じて、地元の方々等からの意見も取り入れながら、仕組みの構築に取
り組んでまいります。

中

44
茶畑の景観が保持できていない（荒廃）。ロウバイを植栽したらどう
か。

弥勒寺多目的集会施
設

観光経済課 ご提案のロウバイの植栽だけに限定することなく、荒廃地に関する対策を進めてまいります。 長

45
夏のバーベキュー等で中津川沿いの路上駐車は、町で駐車場（有料）を
確保するなどして対策が必要。

弥勒寺多目的集会施
設

観光経済課
安全面・収益面などを含めて地域の方々のご意見をうかがいながら、どのような対応が可能か
つ有効なのかを検討し、道路管理者や警察などとも相談した上で、町としての対応を決定して
まいります。

中

46
イベントで人を呼び込めるように、既存の資源を結び付け、民間ともタ
イアップしてスキームを作ることが大事。

萱沼児童館 観光経済課
各種イベントの実行委員会などを通じて、より多くの人を呼び込むためのスキームを考えるこ
とはもとより、旅行会社のツアー企画などにも組み込んでいただけるよう働きかけを行ってま
いります。

短

47
町有地となった場所の八重桜が美しい。花の塩漬けを始めたが継続しな
いと意味が無い。また周知手段を検討して欲しい。

萱沼児童館 観光経済課
花の塩漬けなどイベントに合わせた呼びかけをし、継続的な企画を関係団体等と調整いたしま
す。

中
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48
ふるさとの川に指定され、富士山もきれいに見える川音川を観光資源と
して整備・活用（桜の植樹、ｳｫｰｷﾝｸﾞｺｰｽ、BBQ）できないか。

河内児童センター
仲町屋地域集会施設

観光経済課

川音川の緑地はウォーキングやジョギングコースで既に活用しておりますので、今後は町ホー
ムページや広報紙等に掲載し、更なるPRに努めてまいります。また、ご提案の桜の植樹は河川
区域に該当するため管理上（県西土木事務所）困難でございます。なお、ＢＢＱについては以
前に、駐車場やゴミ処理の問題で地元の自治会から苦情の相談を受けておりますので、実現は
難しい面がございます。

短

49
ウォーキング人気は上昇中なので、しっかりとしたコースを作ってほし
い。そして、松田の地形を生かしたﾄﾚｲﾙﾗﾝなどもぜひ検討して欲しい。

河内児童センター
城山地域集会施設

観光経済課
ハイキングコースの充実については、町単独での対応はもとより、１市３町（秦野市・中井
町・大井町・松田町）で構成する協議会においても対応を進めております。また、トレイルラ
ンなどの新たな取り組みの可能性については、調査・研究を進めております。

短

50 ﾊﾟﾗｸﾞﾗｲﾀﾞｰを活用したまちの活性化を検討してみたらどうか 河内児童センター 観光経済課
安全面に配慮が必要と思われますが、新たな切り口の活性化策としてどのような手法が可能
か、事業者とも検討してまいります。

中

51
コスモス館（物産館）の今後はどうなるか。ぜひ継続して存続させてほ
しい。

沢尻地域集会施設 観光経済課 来年度以降もコスモス館は存続いたしますので、ぜひご利用ください。 済

52
10月以降に町が水門を管理する和田堰は中泉商事付近で土砂堆積が多く
水が流れない状況。消防水利等でも必要なので改善を。

茶屋地域集会施設 観光経済課 今年度中に現地を確認のうえ、和田堰用水管理組合と相談し、改善を図ってまいります。 短

53

9Hしかないパークゴルフ場を、上流側に拡げて18Hにして欲しい（正式
なコースとするには、池が必用）。利用者は減っているので、お金が落
としてもらえるよう健楽の湯とタイアップしてPRするような取り組みが
必要。

河内児童センター
仲町屋地域集会施設

観光経済課
現時点でパークゴルフ場を上流側に拡げることは、他の団体との兼合いもあり困難でございま
すが、検討は継続していまいります。また、健楽の湯とのタイアップなど広域的なPRができる
かにつきましても、可能性や実施方法について話し合いを進めてまいります。

長

54
最明寺史跡公園の桜は素晴らしいので、しっかりと観光資源に位置付
け、駐車場を整備し、パンフレットを作成したPRをしてほしい。

かなん沢・中里地域
集会施設
役場
城山地域集会施設

観光経済課

最明寺史跡公園は町観光施設の大事な拠点の一つと位置付けており、今年度は身体障害者のト
イレを整備いたしました。駐車場につきましては、既存の駐車場の利用も含め整備を進めてま
いります。また、パンフレットにつきましては、現行の観光パンフレットや公園ガイドにおい
て、最明寺史跡公園の記述（案内）が既にございます（在庫有り）ので、先ずはそのパンフ
レットを活用し、役場窓口だけでなく松田山ハーブガーデンなどの関係施設にて配架いたしま
す。

短

55
桜まつりに訪れた来町者に対して、町にもお金が落ちるような取り組み
が必要。また、ミカンやうどんなどの出店料を安くして、業者だけでな
く農家も出店できるようにしたらどうか。

城山地域集会施設 観光経済課
桜まつりにお金が落ちるような取組みや出店料につきましては、町内の回遊性を考えた商店の
活性化などの企画を町観光協会等と調整し検討いたします。

中

56 桜まつりだけでなくｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝをもっとＰＲして欲しい。 役場 観光経済課
イルミネーション（キラキラフェスタ）は事業内容の拡充をしたなかで、桜まつりと同様に町
HPや広報やマスコミ等の媒体に加え、道の駅にもポスター等を配布し広くPRをいたしました。

済

57
他町では、イベントを役場でなく町民が主体的に実施している状況があ
る。町民有志で推進するイベントを検討したらどうか。

役場 観光経済課
現在、イベントへの町民等の参画につきましては、ボランティアの導入等を進めているところ
でございますが、さらに一歩進んだ事業として、新規・既存に関わらず町民有志で推進できる
ようなイベントの意見・提案につきましては、随時相談に乗らせていただきます。

長

58
幼稚園は園バスがあるが、小中学校は送迎が無いので、地域性を考慮の
うえ、検討されたい。

萱沼児童館 教育課
本年度から「松田町幼・小・中学校の適正規模配置のあり方座談会」で、学校のあり方を協議
しております。最終的には、町として学校のあり方の方向性を定める予定ですが、その結果に
より、協議させていただきます。

中

59 松田中学校グラウンド横の木を剪定したらどうか。 湯の沢児童センター 教育課
松田中学校校舎前のグラウンドの木は、毎年度、剪定を行っております。また、グラウンド南
側の松の木は、河川保全区域のため、所管されている県西土木事務所へ剪定に係るご意見が
あった旨をお伝えいたします。

済

60
松田小学校の建替えスケジュールを教えてほしい。テレビのアンテナ組
合に関わる。

沢尻地域集会施設 教育課
松田小学校の建て替えについては、松田町第５次総合計画に位置付けており、平成31年度に建
設着手を予定しております。

済

61
松田幼稚園の電話回線を増やしてほしい（園ﾊﾞｽ運行の影響で、保護者
からの電話が殺到する場合に対応できない）。

茶屋地域集会施設 教育課
幼稚園バス運行時の連絡用に携帯電話を２台配備しておりますが、ご意見のとおり園舎には１
回線のため、実態を確認し、対応いたします。

短

62
小学校が安全面を考慮して網で囲ってあるがいかがなものか、地域と一
体なった別の安全確保策があるのではないか。

かなん沢・中里地域
集会施設

教育課
子どもに関する痛ましい犯罪や事件事故は後を絶ちません。このため、現状、網の取り外しは
いたしませんが、地域と一体になった児童生徒の安全に係る取り組みについて、ご提案があり
ましたらお寄せ下さい。

済

63
町立幼稚園が統合の際、保護者への説明会は実施したようだが、松田庶
子地区全体への説明も欲しかった。地域住民としては納得しているもの
ではない。仲町屋の町営住宅用地等を活用して幼稚園ができないか。

城山地域集会施設 教育課
松田幼稚園に統合する際は、保護者への説明会は実施しましたが、地区説明会は実施いたしま
せんでした。地区住民の皆様には配慮が行き届かず誠に申し訳ございませんでした。
なお、現状では新たに幼稚園を建設する予定はございません。

済

64
集会施設隣の食堂が自由に使えない。地元優先で利用できるようにして
ほしい。

町屋地域集会施設 総務課 平成28年度の使用にあたっては、利用を希望する方を確認したうえ、調整いたします。 短

65
集会施設は、3年ほど前からの懸案だが、より良い形で施設設置をお願
いしたい。

萱沼児童館 教育課 本年度、実施設計を行い、平成28年度に建設を予定しております。 短

66
各地域に集会施設があるので、常時開放していつも意見を言えるような
場所にしたらどうか。

仲町屋地域集会施設 教育課
集会施設等の管理者である各自治会において、施設管理や運営の負担に係る問題もありますの
で、今後の参考意見とさせていただきます。

済
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67
豊富な町の文化財の整備・広報が不十分（松田城址、神山瀧、延命寺な
ど）である。歴史や情報を話してくれる人の配置や観光マップのように
歴史をまとめて欲しい（⇒図書館に懸架したらどうか）。

河内児童センター
仲町屋地域集会施設

教育課

文化財については毎年度、町民大学講座等で各種講座や町文化財保護委員による「歴史ウォー
ク」等を実施しており、参加者も増加傾向にございます。また、図書館では１部200円で文化
財マップ「歩いてみよう松田の歴史」と、１部700円で「松田の自然探訪」を販売しておりま
す。今後も関連事業や刊行物を活用し、ＰＲに努めてまいります。

済

68
子ども会が無くなる自治会が増えている。今、真剣に取り組まなければ
ならないのは少子化対策。また、地域の絆を深めるキーマンは女性だと
思う。

仲町屋地域集会施設
教育課
子育て健康課

町こども会連絡協議会におかれては、毎年度、文化祭をはじめとする各種行事にご参加いただ
き、積極的に広報活動をされておりますが、子ども会は減少しているのが現状でございます。
次年度以降についても、町子連と共同して親子で参加できるような取り組みを進めてまいりま
す。
また、女性が社会で活躍するための支援として、保育所や学童保育室の充実を図ります。併せ
て小児医療費や水道料金の補助など、町独自の施策も継続し、ＰＲすることで定住化を促進し
てまいります。

済

69
町文化祭において展示に係る割り振りが、前例踏襲で強制的（事前説明
なし）であった。特に展示ホールの利用・配置方法を検討して欲しい。
また、写真展示が廊下の暗い所に置かれているので改善されたい。

城山地域集会施設 教育課
本年度の文化祭の反省会において指摘事項を多々いただきましたので、次年度以降については
早期に運営委員会を開催し、展示ホールの利用や写真展示等の改善を図ってまいります。

短

70
学童保育について長期休暇は預かってくれない。
小学生の夏休み期間も預かってほしい。

湯の沢児童センター 子育て健康課
学童保育においては、保育に欠ける等の要件を満たされる児童は小１～６年生までお預かりし
ております。なお、長期休暇中については、施設や指導員の状況が安全な保育を確保できる人
数の範囲内で、優先順位を明確にして対応してまいります。

中

71

座談会は、昨年も実施しているので、先ずは対応状況等を説明するべき
で進行管理が肝要。また、出席者が偏る傾向があるので、若い人や女性
が参加しやすい仕組みを検討してほしい。
　さらに、町からの回答内容を町民に直接フィードバックする手法を採
り入れてほしい。

町屋地域集会施設
役場
宇津茂地域集会施設
茶屋地域集会施設

政策推進課

2年連続での地域座談会の開催にご尽力いただいき、誠にありがとうございました。ご要望や
ご意見に対する対応状況については、本紙等により回答申し上げます。
また、来年度も新たなテーマにより座談会を開催したいと考えておりますが、回数・場所・日
時について多くの皆様に参加いただけるよう工夫を重ねてまいりますので、ご理解とご協力を
賜りますようお願いいたします。

短

72
町有地となった寄1番地の土地を有効に活用してほしい（例：道の駅、
電気自動車の充電基地、介護施設、小規模ショッピングセンター、工場
の誘致）。

湯の沢児童センター 政策推進課
ご提案の例も参考に、地方創生に向けて雇用の創出や地域産業の活性化といった観点から、民
間の活用も含めて推進してまいります。

長

73

旧松田土木事務所の現在の管理者は誰なのか。草が茂っているので、草
刈りを県へ要望して欲しい。
同跡地は有効利用を図ってほしい。特に県公舎跡地は町営住宅にしたら
どうか。

町屋地域集会施設
城山地域集会施設

政策推進課
旧松田土木事務所跡地は、町で購入を予定しているところです。購入後は同敷地の適正な維持
管理に努めるとともに、地方創生に向けて、人口増加、雇用の創出、地域産業の活性化といっ
た観点からの活用を推進いたします。

長

74
松田警察付近に県営住宅跡地があるが、町で購入して活用をしたらどう
か。

城山地域集会施設 政策推進課
町内に必要な各種施設の配置や役割等を将来計画的に勘案し、購入の必要性の是非も含め検討
をします。

長

75
SORA（ペッパー）は、どのように活用していくのか。活用の仕方に期待
する。

神山地域集会施設
かなん沢・中里地域
集会施設

政策推進課
おもてなしコンシェルジュとして役場庁舎でのお出迎えや、各種事業におけるマスコット的な
役割をしております。また、学校や福祉施設、地域からの要請で貸し出すことも可能ですの
で、お問い合わせください。

済

76
オール松田おもてなし宣言については、まつだ観光まつりで宣言され、
9月号の広報紙で周知されているが、地方創生との関連性が見出せず、
施策や取り組みの内容を町民に求めるのはいかがか。

役場 政策推進課

かつて交通の要衝として栄えてきた松田町に根付く「おもてなし」を再構築することで町のイ
メージアップ、ブランド力の強化を図り、交流人口の強化を図ること。また、このような来町
者をおもてなしするにあたって、町民同士のつながりもお互いにおもてなしすることで強化
し、定住化を促進する意味合いから地方創生に向けたキーワードとして位置付けました。

済

77
おもてなしの理念的には、桜まつりでゴミの持ち帰りの励行はしない方
が良いと思う。

神山地域集会施設
政策推進課
観光経済課

ゴミの持ち帰りは、おもてなしの主旨を踏まえ検討いたします。 短

78
町からのアンケートが多く、困惑している（おもてなし、まちづく
り）。

茶屋地域集会施設
政策推進課
まちづくり課

今後は役場内で情報を共有・調整し、アンケート実施については、内容・回数・対象などを精
査したうえで実施いたします。

短

79
国際交流において、町内のボランティアをもっと活用し、ホームページ
や広報等を充実させる必要がある。

沢尻地域集会施設 政策推進課

本年度のまつだ観光まつりにおいては、外国人の招待にあたって英会話・着付けなどのボラン
ティアが活躍されました。来年度はこのようなボランティアの方を中心とした組織づくりを進
めてまいります。また、広報等についても2020年度のオリンピック等を見据えて充実させてま
いります。

短

80
他の市町村からから視察に来るような、先進的で特徴的な町になって欲
しい。

かなん沢・中里地域
集会施設

政策推進課
松田町の良さを最大限に発揮できるような取り組みを実施し、結果として他の自治体から視察
が来るような町を目指します。

済

81

座談会のﾃｰﾏ「おもてなし」は定住化の一環と考えるが、ｿﾌﾄの話が多す
ぎるのでないか。人口減少対策は、もっと大きな施策（松田山に寄迄の
ﾄﾝﾈﾙを開通）の大胆な発想が必要でﾊｰﾄﾞ整備が不可欠。大々的な政策を
町民に聞いたらどうか。

役場 政策推進課
地方創生に向けた施策の実施に当たっては、理念や心が伴っていくことも肝要と思われます。
ただし、ご指摘のとおりハード整備も不可欠であることから、駅周辺をはじめとした町土地利
用、都市計画の将来像をしっかり定めて着実に実施してまいります。

長

82
全国の市町村で一斉に人口増加策を進めている。松田町では、住宅は
余っていると感じる。松田のｾｰﾙｽﾎﾟｲﾝﾄ（富士山の眺望や酒匂川）を明
確にし、大いに利用して人口増加策を打たねばならない。

役場 政策推進課
普段、当たり前となっている景観も大きな財産として位置付け、また、松田の特徴を生かした
人口増加策を検討するなかでシティセールスを推進してまいります。

短

83

地方創生は、最早、松田町だけでなく経済圏で考えると足柄上地域とし
て取組んでいく広域的な視点が大事ではないでか。また、無理に人口増
加を目指し、地域間で住民を奪い合うような競争ではなくて、その地域
が幸せになることを目指す方向性もあるはず。

役場 政策推進課

現行の消防やゴミ等の広域的な取り組みにとどまらず、「あしがら」地域を広くPRしイメージ
アップを図り、交流人口の増加させるため、各自治体が持つ観光資源等の様々な魅力を広域的
に連携させてまいります。また、町民にとっての幸せが何であるかを最重要の視点とし、各種
の施策に取り組んでまいります。

短
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84
女性の立場としては、人口増加（自然増）に対するプレッシャーがあ
る。社会・経済的に女性の生活、価値観も多様化してきている。

役場 政策推進課

女性に寄せる期待は、今回の座談会でいただいており、また、今年度、女性活躍推進法が制定
されるなど全国的にも盛り上がりの傾向があります。当町の人口減少の大きな要因に若い女性
の転出超過があることから、子育て支援拡充などの転出を抑制する施策により、女性の活躍を
応援してまいります。

短

85 ふるさと納税で、シイタケと野菜のセット販売は調整が難しい。
弥勒寺多目的集会施
設

政策推進課
観光経済課

ふるさと納税は本年度からスタートした事業でございますが、ミカンをはじめとした返礼品の
評判が良く、現在7500万円を超える状況となりました。この機を捉えて、町特産物の更なる拡
充を検討しており、品目の組み合わせ等も関係者と調整を図ってまいります。

短

86 昔と違い長男でも転出する時代。仕事づくりが大事である。 萱沼児童館
政策推進課
観光経済課

松田町域における大規模な雇用の創出（企業誘致）は、土地利用上、難しい面がございますの
で、先ずは住みよい街づくりに向け、定住施策の拡充に努めてまいります。

長

87
人口増加のために、民間のマンション（地下を駐車場、1-2階を店舗、
上層を住宅）を誘致したらどうか。

仲町屋地域集会施設 政策推進課
地方創生に向け、人口増加策、民間活力の導入、地域の活性化といった複合的な効果をもたら
す案として検討させていただきます。

長

88
交流人口の増加に向けては、機構改革（政策推進＋観光経済等）の効果
を発揮されたい

河内児童センター 政策推進課
地方創生に向けては交流人口の増加が重要であるため、先ずは観光として訪れていただくこ
と、そして観光で訪れる方をもてなす産業の活性化といった視点で連携を推進してまいりま
す。

短

89
寄の小中学校は当分合併しないということなので、中学側に集約し、小
学校は地域のために開放したらどうか？「寄文化センター」「農産物販
売所」など。健康福祉センターのようなお風呂があれば良い。

宇津茂地域集会施設
政策推進課
教育課

本年度から「松田町幼・小・中学校の適正規模配置のあり方座談会」で、学校のあり方を協議
しております。最終的には、町として学校のあり方の方向性を定める予定ですが、その結果に
より、協議させていただきます。
また、地方創生の観点からのご提案として、地域の拠点を設定する際には参考とさせていただ
きます。

長

90
バス路線について、枝線が今のままでは不足している、富士急と調整し
増設していただきたい。

宇津茂地域集会施設
萱沼児童館

政策推進課
本年度、バス利用の実態・要望を踏まえ、枝線の増発等を実施したところです。来年度につき
ましても、地域の代表の方や交通事業者等で構成する地域交通協議会において、検討させてい
ただきます。

中

91

店屋場地域は若い人が増え、町の中で固定資産税収入が唯一上がってい
るところではないか。若い方が長く住んでいただけるよう、足柄上地域
を挙げて小田急と交渉し、無料電車を走らせることを検討していただき
たい。

店屋場地域集会施設 政策推進課
町全体の人口が減少する現在でも、店屋場、町屋は唯一増加している地域であります。今後
も、定住、子育て支援などの施策を複合的に展開しながら、若い世代の定住化を促進いたしま
す。なお、特定の地域、世代のみに対する無料電車の運行は困難であります。

済

92 運行距離を考慮して「まちのりパス」の割引をできないか。 萱沼児童館 政策推進課 全体で取り組んでいる事業ですので、特定の地域で割引は困難であります。 済

93
選挙の投票率が下がっているのが、寄地区では行けない人もいる（高齢
者等）。小型バスなどで送迎（巡回）したらどうか。

宇津茂地域集会施設 総務課
寄地域には５つの投票所を設置しておりますが、他市町村における同様地域の実態等を調査し
てまいります。

中

94
電話に出る町職員が仕事をよく把握していないことがある。また、接遇
（あいさつ、電話の取次ぎ）ができていないと思われる。役場で実施し
た接遇アンケートの結果を公表して欲しい。

神山地域集会施設 総務課
接遇向上に向けて庁内でワーキンググループを設置し、年２回のアンケート調査を実施してお
ります。結果については、その都度広報等により公表しております。頂きました貴重なご意見
等は、職員に通知し今後に活かすよう周知してまいります。

済

95
家畜保健所跡地の活用は現町営住宅の移転だけでなく、若い世代をター
ゲットに進めたらどうか。

河内児童センター 総務課 事業実施の際はニーズの把握に努め、効果的な整備を進めてまいります。 長

96
河内町営住宅のような高齢者が多い住宅の組長は支えきれないので、偏
らないようにしてほしい。

河内児童センター 総務課
組長と入居者、施設管理者が一体となって相互に支えあえる形に向け、入居の際に相談させて
いただきます。

済

97
自治会に未加入の方(338世帯で285世帯加入)が増加しているので、広報
などで入会を促して欲しい。特にに災害時等のことを念頭に町で促進し
て欲しい。

城山地域集会施設 総務課 自治会周知用ページを平成28年度中に町ホームページ内に作成し、周知を進めてまいります。 短

98
防犯ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、交通指導隊、PTA、警察、役場などが連携した組織を立ち
上げてみてはどうか。

町屋地域集会施設 安全防災担当室
防犯ボランティア、町立小学校、町立小学校ＰＴＡ、松田警察署及び町等で構成された防犯ボ
ランティア連絡協議会を立ち上げ、平成28年1月29日には第１回の会議を開催いたしました。

済

99
空き家が多くなっているが、どのような対策を考えているのか？不審者
が出入りをしている例もあるようだ。

湯の沢児童センター 定住少子化担当室

空家問題については、特別措置法が施行される直前から取り組んでおり、また、利活用の観点
から空家バンク制度は平成19年度から実施しております。平成26年11月には職員による実態調
査を行い、空家等と思われる物件の所有者等に意向調査のアンケートを実施いたしました。今
後、これらの回答結果により、防災・防犯や利活用の観点から対策手法を検討いたします。ま
た、今年度中には法に基づく空家等対策基本計画を策定し、町民の皆様に町の方向性をお知ら
せいたします。
なお、不審者の出入り等を発見された場合は、松田警察署（82-0110）若しくは安全防災担当
室（84-5540）までご連絡くださるよう、お願いいたします。

短

100
同窓会の補助制度を利用したところ、皆、感謝し好評だったので、ぜひ
継続を。

町屋地域集会施設
城山地域集会施設

定住少子化担当室
定住人口と交流人口の増加を目的として実施している事業であり、町民の税金を投入している
事業であるため、費用対効果を分析しながら、より良い制度として活用するよう努めてまいり
ます。

済

101
土佐原に空き家が（２軒）ある、町内にどのくらいあるのか把握してい
るのか。

宇津茂地域集会施設 定住少子化担当室

平成26年11月に職員による実態調査を行い、空家等の件数を把握しております。しかし、外視
だけでは区別し難い空家等がございますので、調査結果の更新を来年度に実施いたします。そ
の際は、各自治会長様へ情報提供の依頼と確認をさせていただく予定ですので、ご協力をお願
いいたします。

短
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102
婚活イベント（10/25）の募集、実施状況について説明・報告していた
だきたい。抽選に漏れた方がいるらしいが、勿体ないのではないか。

城山地域集会施設
萱沼児童館

定住少子化担当室

婚活イベントは、会場や予算の規模により参加定員を決定しております。募集については、25
歳～45歳の男女各20名とし、居住制限は設けませんでした。その結果、139名の応募があり、
抽選で40名の方々を決定いたしました。今回は、初開催ということもあり、応募数は予想外の
結果でありました。この結果を来年度以降の開催に活かし、定員若しくは開催数の増や、応募
者に居住制限を設定するなどの対応をし、より町の活性化に繋がる施策として進めてまいりま
す。

短

103
福祉の関係（高齢者）で質問したら、町職員の説明が適切でなく分かり
にくかった。内容をかみ砕いて丁寧に説明して欲しい。

神山地域集会施設 福祉課
ご指摘ありがとうございます。来庁者のご質問の主旨を十分にお伺いしてから、説明させていただくよ
う改善してまいります。また、介護保険等には聞き慣れない用語もありますので、窓口には分かりやす
いパンフレット等を備えて、よりご理解いただけるように対応させていただきます。

済

104
老人ｸﾗﾌﾞ活動費補助が減額された影響で自己負担が多くなり、活動に支
障があるので、増額を希望する。

河内児童センター 福祉課

町ではこの数年来、同額の補助を継続しています（補助額は、県の補助基準に基づく）。各老人クラブ
においては、原則会費制となっていることから、自己負担の増額については、各老人クラブの裁量によ
ることとなります。老人クラブ活動については、町社会福祉協議会が事務局を担っていますが、町とし
ても高齢者の社会参加の場となる老人クラブ活動が活性化するように引き続き支援してまいります。

済

105
町道の草刈りの町補助形式について、実施箇所の基準や経緯を明確にさ
れたい（畑の法面等、1.5Ｍ基準の運用が曖昧）。

萱沼児童館 まちづくり課 新年度の契約時に説明をさせていただきます。 短

106
東名高速道路を境に農道と町道があるが、町道の手入れ（草刈り）がで
きていない。

河内児童センター まちづくり課
町道につきましては、７・１０月の年に２回実施しております。現地立会いをお願いし、町の
管理用地であれば必要に応じて対応いたします。

済

107
御殿場線矢倉沢踏切付近(山北側の急斜面）草が繁茂し、ごみを捨てる
人がいる。年1回程度の草刈りでは追いつかないので、JR東海へ草刈り
の実施を要望して欲しい。

かなん沢・中里地域
集会施設

まちづくり課 引き続き、ＪＲ東海に要望いたします。 短

108
河南沢の東名上の堰堤に土砂が堆積し、草が生えているので撤去要望し
て欲しい。

かなん沢・中里地域
集会施設

まちづくり課
現地確認をして、県西土木事務所と調整いたします。なお、県西土木事務所では、土砂の堆積
については問題ないという見解でございます。

短

109
小田急ガードが狭く朝子どもたちの登校時非常に危険である。拡幅して
もらいたい

沢尻地域集会施設 まちづくり課

今後の道路整備計画の中で検討いたします。ガード地点の改良計画につきましては概略設計が
完了しております。段階的な整備としてガード手前の自治会倉庫などを移転することにより、
道路拡幅並びに視認性の確保ができます。つきましては、事業費を算出し、優先順位にそって
事業実施してまいります。

長

110
町道路面の「止まれ」の表示が見にくい（公民館跡地前）。また、道路
標識が見えにくい（松田惣領98-4地先）。

町屋地域集会施設 まちづくり課
現地確認をし、交通管理者である松田警察署に要望いたしました。松田署管内において、順次
実施していただいております。

中

111
用地調査で時間がかかっている公民館跡地の箇所に歩道設置（県道）を
進めて欲しい。

町屋地域集会施設 まちづくり課
町としても認識しているところであり、再度、県西土木事務所に申し入れ、調整を行いまし
た。再度県から代表者の方との打ち合わせを実施したいとの回答をいただきました。

長

112
災害時に県道神縄神山が機能するよう狭い箇所の拡幅を推進して欲し
い。

萱沼児童館 まちづくり課
バスのすれ違いができない箇所については、引き続き県に要望してまいります。なお、県と町
による調整会議を実施いたしました。今後、整備に向けて作業を継続いたします。

長

113

篭場橋から文久橋にかかる川音川左岸沿いの道路入り口に「この先通り
抜けできません」とあるが、「車両」を入れた方が良いのではないか。
地元では承知しているが、ウォーキングをされる方も多く、せっかくの
コースが活用されなくなってしまう。

店屋場地域集会施設 まちづくり課 実施いたしました。 済

114 店屋場と町屋の境にある踏切の拡幅ができないか。 店屋場地域集会施設 まちづくり課 現在、拡幅計画を検討中であり、実施に向けてＪＲ東海と協議を進めております。 中

115
足柄上病院へ行くには、文久橋か神山に回らねばならない。（高齢者や
子どもには、ぴょんぴょん橋が危ない。）ＪＲの橋桁が半分余っている
のだから、そこに歩行者専用の橋を通せないか。

店屋場地域集会施設 まちづくり課
ＪＲの橋梁を使うことは困難と思われます。代案として、国道255号線の松田橋を利用するこ
とも考えられますが、使用頻度も低いと思われ、県においても事業を実施する可能性は低いと
思われます。利用者の安全性を考えると、文久橋のご利用をお願いいたします。

済

116 延命寺沢の側道を舗装して欲しい。 河内児童センター まちづくり課
起終点に私有地があり、用地関係の処理ができていないため、現時点では施工することはでき
ません。また、過去において私有地の地権者と舗装の施工について交渉を行いましたが、合意
に至っておりません。

中

117 駅前ガード下（御殿場線）のベンチが朽ちているので対応を。 河内児童センター
まちづくり課
観光経済課
環境上下水道課

設置の経緯等を確認した上で、対応を検討してまいります。 短

118
駅前（小田急・ＪＲ）の開発は、中長期的に一体的な開発をされたい
（海老名駅のような）。

茶屋地域集会施設 まちづくり課
貴重なご意見ありがとうございます。12月に新松田駅周辺のまちづくり協議会を発足しました
ので、事業実施に向け検討してまいります。

長

119 道路照明灯をLED化してほしい。 茶屋地域集会施設 まちづくり課
現在ＬＥＤ化に向けて調査検討をしておりますが、現在使用している器具でも、維持管理費や
機能等はＬＥＤと遜色はございません。

済

120 石田木材横の電柱が交通安全上支障があるので、対応して欲しい。 仲町屋地域集会施設 まちづくり課
現地確認をいたしました。電柱移設に向け東京電力と協議いたしますが、隣接地権者の協力が
得られないと移設は不可能となります。将来の道路改良計画では、電線地中化も含め計画して
まいります。

長
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121 都市計画を将来を見据えてしっかりとしたものにされたい。 仲町屋地域集会施設 まちづくり課
平成27・28年度で都市計画マスタープランを策定いたします。現在、都市計画審議会を開催し
ながら皆さんのご意見をいただき、策定作業を進めております。貴重なご意見、ありがとうご
ざいました。

短

122
十文字橋から新十文字橋までの左岸堤防道路に舗装した歩道設置を、県
へ要望して欲しい

城山地域集会施設 まちづくり課
当該道路は町道となります。歩道の設置につきましては、利用者数や交通量などから必要性に
ついて検討してまいります。

長

123 新松田南口にエレベーターを設置して欲しい。 城山地域集会施設 まちづくり課 現在、実施している新松田駅前南口広場整備事業において、設置を予定しております。 長

124
当町の下原地区で止まっている酒匂川左岸道路は、山北町まで繋がると
聞いているが進行状況は。

城山地域集会施設 まちづくり課
道路の全体計画としての構想はございます。実施については、国や県、交通機関などの関係機
関とのさまざまな課題に関する調整を図りながら検討しているところでございます。

長

125
川久保商店から踏切にかけての道路の拡幅予定の土地はどうなっている
か。また、一方通行にならないか。

神山地域集会施設
まちづくり課
安全防災担当室

現在、拡幅事業の実施に向けて用地交渉を進めております。一方通行の交通規制については、
拡幅の経過を踏まえた上で自治会の意向等も確認し、検討いたします。

中

126
みくるべ峠（中山→三廻部への道路）の両側に赤土が露出している、通
行量も相当あるので調べて土止めを施行して欲しい。

宇津茂地域集会施設 まちづくり課 現地を確認し、危険な箇所から順次、法止工を実施してまいります。 長

127 酒匂川の土砂を撤去したらどうか 町屋地域集会施設 まちづくり課
管理者である県西土木事務所において、河川の安全管理等の観点から計画的に実施されており
ます。

済

128
川音川の低水路部分を広げて、ぴょんぴょう橋にゴミが溜まらないよう
にできないか。

店屋場地域集会施設 観光経済課
河川の改良については県が所管のため、町から県に要望いたします。ぴょんぴょん橋は町の管
理であるため、ゴミは必要に応じ撤去してまいります。

済

129
現況道路でも家が建てられるような建築基準法（42条1項3号）の運用方
針を町として持っていただきたい。

かなん沢・中里地域
集会施設

まちづくり課 建築基準法の要旨や制限を考慮し、町の裁量も踏まえ、ご意見を参考とさせていただきます。 済
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