
 

 

松田町第６次総合計画中間見直しのための 

まちづくり町民アンケート調査 
 

＜自由意見のまとめ＞ 
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・意見の最初の番号は通し番号です。 

・複数の項目にまたがる意見は内容を分割してそれぞれの項目に掲載しているため、

意見の件数は回答者数よりも多くなっています。 

・いただいたご意見の中で、特定の個人や事業者等に関するものは、一部要約、若し
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【】内は年齢、居住地区の順 

１ 健康・福祉について 

  １．健康づくりと地域医療 

1 

スーパーや病院をもうすこし増やしてほしいです。老後の事を考えると、その辺を増やしてもら

わないと、今後住みたくなる人がへりそう。 

【20～29歳,松田惣領】 

2 

コロナ禍で、体調が悪くても、今まではすぐにどこの病院も行けたが、なかなか行きづらく、すぐ

に見てもらえない。電話連絡して、ＮＧの時もある。こんな事ってあるの？ 

【50～59歳,松田庶子】 

3 
休日診療所も必要だと思います。 

【60～69歳,松田惣領】 

4 

健康診断を夏にやるのはやめてほしい。神山から歩いてセンターまで行くので、倒れそうです。

せめて保健センターまでバスを出すなり、町中央にある文化センターでやるなりして下さい。皆

が車で行ける訳ではないのです。 

【60～69歳,神山】 

5 
上病院で人間ドックが受けられたらと思います。 

【60～69歳,寄】 

6 

ワクチン１回目の時、高齢者は予約できたが、40代や中間層は町ではどうにもならなかった。

自分で神奈川県の大規模会場を検索したが、もう少しきめこまやかな対応をしてほしい！ 

【40～49歳,松田惣領】 

7 

マスクが配布されたが、配布された時には店頭にあった。遅い。また、マスクが大きすぎて合わ

ない。合わないマスクは不要。せっけんは使いにくい。もう少し、考えて必要なものを用意してほ

しかった。ムダ！３回目のワクチン接種は、場所が不便だった。新松田駅から行きやすい所にし

てほしい。 

【50～59歳,松田惣領】 

8 
感染者０の町にしてほしい 

【50～59歳,松田惣領】 

9 
子どものやかたで、コロナに感染している人が多すぎる。（働いている人） 

【60～69歳,松田惣領】 

10 

コロナの時に、他の町より速やかに行動（マスク、ワクチン）していただき、大変感謝しています。

今後とも、よろしくお願いします。 

【70～79歳,松田惣領】 
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11 

10:15の放送（マスクや感染予防）を中止してほしい。すでに感染拡大はおさまっており、いつ

までも気分的にコロナの生活から抜けだせない要因のひとつになっていると思う。またマスク

に予防効果がないことは（健康な人）この２年間のデータからも明らかであり、かえって免疫力

を低下させることにもなる。人々の選択を重視すべき。松田中の運動会では、文科省の指導が

あったにもかかわらず、多くの生徒がマスクをつけたまま、はげしい運動をしていた。マスクをつ

けたままの運動で死亡した例があるにもかかわらず、何も学んでおらず、子どもたちの本当の

健康（および自身の発達）について考えているのか疑問。教育委員会は文科省の指導にはどう

考えているのか。おとな（先生）が言わなくては、子どもたちはマスクをとることができない。も

っと科学的な見地から、対策の見直しをする時期にきていると思う。 

【50～59歳,寄】 

  ２．地域福祉 

12 

小学生～大学生、地域の人も集まって、自由に遊んだり、話したり出来る場所があると良い。出

来れば、学校の近くにあると安心。 

【30～39歳,松田惣領】 

13 

“子ども”は大切だが、今納税をしている世代も大切にしてほしい。育った後、何もメリットがな

いなら、出ていってしまうと思う。子をもたないと町にとって不要なら、そう明記して下さい。 

【30～39歳,寄】 

14 

私には子どもがいないので、老後の生活のサポートや、死後の後始末を頼めるサービスを充実

させてほしいと思います。 

【40～49歳,神山】 

15 

年代の比率で仕方のないことかもしれませんが、働いている単身世帯には少し不便に感じるこ

とがあります。 

【40～49歳,松田庶子】 

16 
子ども・高齢者にはやさしいのかもしれないが、中間にあたる一人者には、いいことはない。 

【60～69歳,松田惣領】 

17 

高齢者に対する 10万円の支援等は、他市・町に比べると早く実施していただき、本当に有り難

い事です。その反面、高校生を含むそれ以下の子ども達に対しては暖かく思います。でも何時も

中途半端なのが大学生だと思います。是非大学生にも支援をお願い致します。 

【70～79歳,神山】 

18 
仕事がなくて家にひきこもっている若者の支援。 

【70～79歳,寄】 

  ４．児童福祉 

19 
保育園、待機児童について対策を検討してほしい。 

【30～39歳,松田惣領】 

20 
保育園の受け入れ枠を増やしてほしい。 

【30～39歳,松田惣領】 

21 
共働きが増える中、保育園をもっと用意するべき。 

【30～39歳,松田惣領】 
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22 

保育所が１園しかない。子育て世帯対象の町営マンションがあるのに、保育園が足りないのでは

と思います。 

【30～39歳,松田惣領】 

23 

この町には何も娯楽が無く、唯一、子どもと虫を捕まえたり、犬の散歩をしていた河原がゲート

ボール場にされてしまい、腹立たしいです。作る前にそこを利用していた人達の意見も聞けよ。

「子育てしやすい町」なんて口ばっか。質の悪い保育園しかないので、これ以上子どもを生むの

はやめました。 

【30～39歳,松田惣領】 

24 

保育園の待機児童や、親の職場に保育園があるため入所できないと言われた、という話を聞い

たので、子育て支援を充実させてほしいです。よろしくお願いいたします。 

【30～39歳,松田惣領】 

25 
子どもへの支援は手厚くて、とても感謝しています。 

【20～29歳,松田惣領】 

26 
子育て世帯として、給付金や医療費制度など、とても手厚く助かっています。 

【30～39歳,松田庶子】 

27 

昨年に子どもが生まれ、養育関連の補助金の手続きがわからず、補助を受けられませんでした。

ＩＣＴやマイナンバーを活用し、その世帯に必要な行政手続きが自動でお知らせしてもらえるよう

な仕組みがあると良いと感じました。子育て支援関連の取組はありがたいと感じています。（支

援センターはよく活用しています）。 

【30～39歳,松田惣領】 

28 
子どもが住み良い、育てやすい環境を今後も目指してほしい。 

【30～39歳,神山】 

29 

近隣の市町と比べると松田町は本当に若い世代、子育て世帯にとって暮らしにくい町だと思い

ます。きっかけがあれば松田町から転居したいと考えています。今後、人口を増やして行くため

にも、町民が本当に必要としていることは何か考えて下さい。高齢者にとっては住みよい町か

もしれませんが、今後次代を担う世代にとっては、魅力のない町と思われても仕方ないのかもし

れません。 

【30～39歳,松田惣領】 

30 
子育て世帯への各種支援に伴う、所得制限を撤廃してほしい。 

【40～49歳,松田惣領】 

31 

子育て世帯への支援について、収入に関わらず、平等な支援が望ましいと思う。令和３年の政府

が行った“子育て世帯臨時特別給付”は所得で区切られていたが、不平等と感じる。このような

不平等がない支援を町では行ってほしい。特に多子世帯は、収入の多い方も教育費は膨大な出

費となり負担が大きい（特に大学進学など）。自治体によっては自治体が給付していたので、そ

の位ゆとりのある町になってほしい。 

【40～49歳,松田惣領】 

32 

松田町は鉄道・主要道路等で県西地域の北の玄関口として好位置にありながら、ポテンシャル

を活かしきれてない気がする。また子育て世代への取組は定住につながると思うので、頑張っ

てほしい。 

【50～59歳,神山】 
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33 

発達障害のある子どもたちへの支援をお願いします。現状、町の幼稚園には入ることができま

せん。保育園は仕事のある方向けだし、無理矢理入園させるか、他を探すしかありません。発達

障害児への早期療育は有効といわれていますが、町の取組は不十分だと思います。”普通”の子

どもたち以外も安心して暮らせる町にして下さい。 

【40～49歳,松田惣領】 

34 

私は現在学童をしておりますが、先般松田小学校が新しくなって、内部見学の募集が３回ありま

したが、電話する（教育委員会）度にもういっぱいですとのこと。これでは、小学生と会話が出来

ません。学童をしている人だけの見学会を開催して下さい。例えば、小学生が帰りに「おじさん、

今度の学校は病院みたいだ」とか、「ホテルみたいだ」とか聞きましたが、私の口から答えが出ま

せんでした。残念です。 

【70～79歳,松田庶子】 

  ５．高齢者福祉 

35 

高齢化が進み、要介護者・要支援者のみならず、日常の買い物や通院など…日常生活に困難を

抱えていられる方の支援がいきわたっていない。災害時に文化センターまで歩けないという声

を多数聞く。 

【50～59歳,松田惣領】 

36 
チルドレンファーストだけでなく、高齢者にも手厚くしてほしい。 

【70～79歳,松田惣領】 

37 
町営の風呂を高齢者だけでも無料にして下さい。（町民のみ） 

【70～79歳,寄】 

  ６．障害者福祉 

38 

障害福祉について相談に行ったが、全く相談にのってもらえなかった。若い職員は丁寧に対応

してくれたが、相談員は全く機能しておらず幻滅した。若い職員は本当によかったのに。何のた

めの相談員か。定住する気持ちが失せた。 

【50～59歳,松田惣領】 

39 
就労支援事業所の設立。 

【20～29歳,無回答】 

40 

福祉タクシーの利用。障がい者の年金などの見直し。全盲の方がいますが、子どもは、100%出

るにあたり、婦人などは 30%あまり。おかしくないですか。 

【50～59歳,神山】 

41 
視覚障害者（全盲）の参加できる環境をもっと沢山整えてもらいたいです。 

【80歳以上,神山】 
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 【】内は年齢、居住地区の順 

２ 教育・文化について 

  １．幼児教育と学校教育 

42 

学校・幼稚園の先生の質が悪すぎる。子どもの事を考えていない。学校のイジメ問題も何とかす

るべき。 

【40～49歳,松田惣領】 

43 

幼稚園での失態が多いのではないでしょうか。幼稚園教諭の質の向上をお願いします。園バス

が運行できない時のマニュアルをつくり、必ず運行できるようにしていただきたい。 

【60～69歳,松田惣領】 

44 

松田町の通知表が細かすぎて、分かりにくいです。もっとシンプルで分かりやすく、書きやすい

内容が望ましいです。 

【30～39歳,寄】 

45 

近隣の町がセンター給食の中、松田町は自校給食であることをもっと売りにしていく方が良い。

行政が考えている以上に、自校給食は子ども家庭もありがたく思っている。 

【30～39歳,松田惣領】 

46 

松田に来て９年、２人の子どもも元気に成長しています。小学校も新しくなり、「町らしいあたた

かい小学校だな…」と、子どもも祖母もよろこんでいます。２人の子どもが大人になり、１度ここ

をはなれても、また「松田に戻りたいな…」と思える町でありつづけてほしいと思います。 

【40～49歳,松田庶子】 

47 

松田小学校の校舎は木の良さが感じられ、外観も良いです。近くの交差点も道路の整備がなさ

れて、とても見通しが良くなりました。 

【40～49歳,松田庶子】 

48 

プールについて、コロナでずっと体育でのプールができていません。今年は「浮いて待て」の授

業も含めて、プールができるようにお願いします。小・中学校の夏休みは土日祝日含めて、プー

ルを公開して利用できるようにしていただきたいです。 

【40～49歳,松田庶子】 

49 
学校（小・中）と町民の交流（部活など）。 

【60～69歳,松田惣領】 

50 

中学・高校の社会科歴史教科書が旧態依然としたままで、間違っている、真実が記載されていな

いものが多いと聞く。松田町はどうか心配だ！ 

【70～79歳,松田惣領】 

51 
教育にもっと力を入れてほしい。教育者の質をもっとあげてほしい。 

【50～59歳,松田惣領】 

52 
教育の事にも力を入れてほしい。 

【50～59歳,松田惣領】 

53 

小・中・高の交流をめざし、一貫した教育を望む。できうる限り近い場所での交流、お互いを尊敬

し合う環境づくりを望む。 

【60～69歳,松田惣領】 



6 

54 

自然豊かな落ち着いた町です。とても素敵な事だと思います。これからは教育環境の充実と質

の高い学びで、次代の担い手が松田町をより発展させていくことが必要な事だと痛感する日々

です。若い方々がもっとより多く住める町にしていく事が大切だと思います。 

【70～79歳,松田惣領】 

  ３．生涯学習 

55 
図書館をもっと大きくしてほしい。図書館の返却ポストをもっと増やしてほしい。 

【16～19歳,松田庶子】 

56 
図書館のカードレス化はできませんか？ 

【30～39歳,松田庶子】 

57 
今、在る施設を発展させてほしいです。図書館、ハーブガーデン等。 

【40～49歳,松田惣領】 

58 

開成町や大井町、山北町は、自習室や図書館内に、コの字型スペースに区切られた勉強できる

場所があるが、松田町にはない。できれば作ってほしい。 

【40～49歳,松田惣領】 

59 
図書館カフェ等を作り、もっと蔵書を増やしてほしい。（明るい大きな図書館） 

【60～69歳,松田庶子】 

60 

高齢化に伴い、図書館の充実が必要である。現状では図書館閲覧の利便性が極めて劣悪であ

り、他町の図書館を利用せざるを得ない状況である。改善を強く求める。 

【80歳以上,神山】 

61 

動物飼育の教育を行う。チェコかどこかは動物園と連携して教育している。お金の教育を行う。

日中、松田にいないので、町について考える機会がほぼない。大人になってから学び直しをした

いことが沢山でてきたが、手軽にリーズナブルに受講できるものがない。英語以外の言語、裁

縫、算数、楽器、スポーツ、プログラミング、動画作り等。 

【30～39歳,松田惣領】 

62 

町民が参加できる項目も古臭く魅力がない物ばかり。目新しく誰もが参加したくなる事をした

方がよい。たとえば、私はこんな事が出来、人に教える事が出来ますという町民をいろいろな項

目で集めたらどうでしょうか？ちなみに私は英語の歌を教える事が出来ます。ただのコーラス

ではなく、英語で歌うというスキルＵＰに繋がると思います。 

【50～59歳,松田惣領】 

63 

お年寄りがスマホやインターネットを使えるようにしてあげたい。ボランティアでかまいません。

スマホ活用教室やってあげたいです。 

【50～59歳,松田惣領】 

64 

デジタル化が進む世の中で、高齢者にわかりやすい講座など積極的に町より開催してほしい。

（高齢者がこの世の中で生きやすいデジタル機器等の扱い方や利用範囲の向上） 

【60～69歳,松田庶子】 

65 
ＩＣＴの進化にはついていけない…どこかで安心して学べる所はないですか？ 

【70～79歳,寄】 
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66 

高齢者の中にも、元気で人生経験豊かな考え、特技など潜在能力のある方が多くいらっしゃる

と思う。活かすことができたら、その方にとっても喜びであり、生きがいにもなるし、他の人達に

も喜んでもらえる。先日の「私の元気をあなたに」地域の支え合いづくりの主役は「わたし」の講

座で学びました。 

【70～79歳,寄】 

67 

このアンケートに私は年を取っていますので、現代語等、横文字等がよくわかりません、そう言

った勉強の場を設けてもらいたいです。今の世の中は、とにかく急速に進歩しています。 

【80歳以上,松田庶子】 

68 

神奈川フィルの首席コンマス、石田泰尚さんひきいる石田組の公演を、子どもたちに…！ぜ

ひ！ 

【40～49歳,神山】 

69 

先日、キッズダンシングパフォーマンスのミュージカルを小田原三の丸ホールで観て来ました。

小田原市の招待だそうです。普段のおけいこは松田生涯学習センターで行っていると聞きまし

た。子どもたちのすばらしい芸術活動です。松田町で助成していただけたら松田町の活性化に

繋がると思います。松田町でこの舞台を観たいと強く思います。本当に素晴らしいので、ぜひ松

田町の活性化に活かしていただきたい。施設使用料の助成、町の税金をここで使ってほしい。 

【40～49歳,神山】 

70 

生涯学習センターが活かされていない。音楽活動が地下に限定されているが、日がささず、か

びくさい。展示ホールや大ホール舞台、３階大会議室など、つかえるようにできないのか、と強

く思う。 

【70～79歳,松田惣領】 

71 
町の施設を使用する団体登録のメンバーが、町内在住、在勤者に限定しないで下さい。 

【60～69歳,松田惣領】 

  ４．地域文化の創造 

72 

寄での若葉まつりや３月の寄神社のお祭りも、来年は開催できたらいいなと思っています。ご検

討よろしくお願い致します。 

【20～29歳,寄】 

73 

ＳＤＧｓ未来都市として、松田町が立脚する丹沢山麓地域としての特性を活かした、まちづくりの

グランドデザイン設計が求められていると感じます。人が人らしくゆとりを持って生涯を送れる

環境、この町に住んでいる事を誇りに思え、愛着が持てるようにするにはどうしたらいいか、を

深く深く検討し、官民協力、分野横断的に対処するのが望まれます。 

【40～49歳,寄】 

74 

他県から越してきた世帯です。地域の子ども会や行事の参加について、強制はやめてほしいで

す。松田町出身ではないので、長期休暇には実家へ帰ります。しかし、祭りやどんど焼きの寄付

を回る際には松田にいなければならないと聞いています。松田に実家があり、地元の人はよい

かと思いますが、他所からの世帯を受け入れていくからには、松田町の方々にも“当たり前が当

たり前ではない”事を認識していただきたいです。地域の文化のために行動を制限されるのは

困ります。 

【40～49歳,松田惣領】 
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75 

子どもたちが大人になってから、思い出になる行事などをたくさん作ってやってほしいです。高

齢の私は子どものころに育った地での行事などが楽しかったことで、思い出となっているの

で！ 

【70～79歳,神山】 

  ５．スポーツ・レクリエーション 

76 

ボルダリングより、女性や高齢者が利用できる運動施設の設置や町内にスーパーマーケットを

つくってほしい。 

【20～29歳,松田庶子】 

77 

以前ＴＶで役場向かいのクライミング設置等に 2000万のムダ遣いの様な報道を見たが、町民

全員が賛成する事は難しいと思います。私はムダ遣いと感じません。若い人に関心を持ってもら

えたなら良いアイデアだと思います。 

【40～49歳,松田庶子】 

78 

町のスポーツなど、参加したいなぁーと思うだけでおわってしまいます。気楽に参加できるよう

なしくみを作ってほしいです。特に、仲間うちで作ってるグループとかなのかなぁーとか思い、

躊躇しちゃいます。 

【40～49歳,松田惣領】 

79 
社会人の体育運動が出来る場所づくり。ＢＭＸ、ロードサイクルなど。 

【60～69歳,松田惣領】 

80 

新松田駅周辺のプロジェクトも、もちろん早目に進めていただきたいのですが…とりあえず、身

近な問題にも耳を傾けてほしい。町の体育館のカーテンが外れていて、運動時に困っています。

なんとか修理をお願いします。 

【60～69歳,松田惣領】 

81 

今の松田町のあり方は大変よいのではと思います。各公民館を利用し、年配の人達の教室をや

っており、体操と言うよりも椅子にすわって体を動かしたり、ストレッチ等、皆さん楽しんで利用

してます。 

【80歳以上,松田庶子】 
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 【】内は年齢、居住地区の順 

３ 経済・産業について 

  １．農林業の振興 

82 

定住促進対策、若者が魅力に感じる事業、林業専門学校の誘致、事業、松田町の財産で山林・河

川を活かしたまちづくり 

【60～69歳,寄】 

83 
後継者不足（あらゆる面での）対策。 

【60～69歳,寄】 

84 

まちづくりを考えているのなら、我家も茶作りを後継者が無く、やめようと思っていますが、町

内外の若い人に呼び掛け、茶作り・みかん作り…ｅｔｃ、やりたい人を見つけ、家の斡旋もすれば、

お願いしたい畑は沢山有ります。ただ、諦めているだけです。活性化になり、今なら年寄りが若

い人達に指導出来ます。早く実行して下さい。もったいないです。 

【無回答,無回答】 

85 
森林資源の活用（エネルギー、木材など） 

【70～79歳,神山】 

  ２．商工業の振興 

86 

松田町は交通の便が良い町だと思っています（東名、小田急、御殿場線と）。人が集まる魅力的

な施設や場所を作っていってはどうですか？若い人が集まらないと活性化していかないと思い

ます。 

【40～49歳,松田惣領】 

87 

個人事業で販売をされている方や、飲食店をされている方が増えてきているので、そのような

人達が営業できるような場（町内外のイベントなど）を紹介してほしい（情報提供）。 

【50～59歳,寄】 

88 

駅周辺の飲食店は 30代にとって大切な憩いの場でもあります。大切にしてもらえるキャンペ

ーン等があったら良いなと思います。町のためにできることを微力ながらもしていきたいです。

よろしくお願いします。 

【30～39歳,松田庶子】 

89 

商店街がシャッター街になってきてしまっていますね。昔は歩行者天国になり、多くの人が集ま

って買い物をして賑やかだったと懐かしく思いました。道がせまく駐車場がつくれない、近隣の

町のスーパーへ行けば買い物ができてしまうなど問題はあると思いますが、本気で経済や産業

を何とかしようと思うのならば、町が土地を買収して整備する必要があると思います。とても時

間も費用もかかりますね。町の発展は必要だと思いますが、今ある「自然」を活かした何かがで

きると良いと思います。（問１４（３）で少し提案させていただきました。） 

【30～39歳,松田惣領】 

90 

町内の一箇所で生活必需品がそろうと嬉しいです。基本、魚屋・肉屋・野菜は町内で買っていま

す。商店を大切に守りつつ高齢者にも優しいまちづくりを希望します。 

【40～49歳,松田庶子】 
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91 

もっと商店街の賑わうまちづくりをしてほしいです。お店も古いし、閉まっていて閑散としてし

まっている。 

【50～59歳,松田惣領】 

92 
空き店舗を有効に活用して、活気ある松田町になると良い。 

【50～59歳,松田惣領】 

93 
空き店舗や空き家を積極的に利用するために、外部からの利用者にアピールする。 

【70～79歳,松田惣領】 

94 
松田町は足柄上郡の中核都市でしょう。それにふさわしいにぎわいと人々の交流がほしい。 

【80歳以上,松田庶子】 

95 

町に活気が出る明るい町、他町に買い物に行かなくても町内で楽しくショッピング出来る、商店

の活性化を望みます。 

【80歳以上,松田庶子】 

96 
松田町は人口に対し、店が少ないため、更に様々な店を増やして行くべきであると思います。 

【20～29歳,松田惣領】 

97 
人口減少の対策、買い物難民をなくす。 

【30～39歳,松田惣領】 

98 
買い物が不便。 

【40～49歳,松田惣領】 

99 
買い物難民が多く、今くるまつくんの量だと足りないものが多い。 

【40～49歳,神山】 

100 

高齢化が進んでおりますので、その方たちも住みやすい町にしてほしい。町内の中で買い物が

できなくて不便です。 

【50～59歳,松田惣領】 

101 
仕事帰りに買い物ができる店がないのは最悪。 

【50～59歳,松田惣領】 

102 
歩いても車でもいける、一ケ所で買い物がすむような環境を望む。 

【60～69歳,松田惣領】 

103 
町内で買い物がしたいです。 

【60～69歳,松田惣領】 

104 
日常の買い物が出来ない不便な町である。 

【60～69歳,松田惣領】 

105 
商店が少ないですネ！ 

【70～79歳,松田惣領】 

106 
買い物ができるまちづくり。にぎわうまちづくり。 

【70～79歳,松田惣領】 

107 
生活品や食料が買えるお店が、近くにほしい。 

【80歳以上,松田惣領】 

108 
日常の買い物がもう少し近くで出来たらと思います。 

【80歳以上,松田惣領】 
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109 

老齢化により車の運転が出来なくなる。困るのは買い物である。松田駅から西側にコンビニ等

を誘致できないか。 

【80歳以上,松田庶子】 

110 

緑豊かな町で、心も身も落着く町では有りますが、例にもれず交通が不便で、医者に行くにも買

い物にも不便。週１回のくるまつくんを提案したのは私ですが、週一回はちょっと物足りなく、週

２回位来てもらえたらと思います。 

【80歳以上,寄】 

111 

私は約３年前に秦野から移住してきました。最初に驚いた事は、遅くまでやってる店が少ない事

と、夜は全然人が歩いてない事でした。夜遅くまでやってる店がないと、不便だなと思いまし

た。24時間営業のスーパーとかあると便利！ 

【16～19歳,松田惣領】 

112 
スーパーをもっと作って。 

【20～29歳,無回答】 

113 

スーパーがないのが、とても不便です。いすを設備していただいたのは、ありがたいですが（小

学校近くの信号）もう少し目立たないところに設置していただきたいです。 

【20～29歳,松田庶子】 

114 
町内にスーパーがない。駅周辺にファストフードやカフェのようなお店がないため不便である。 

【30～39歳,松田惣領】 

115 
町内にスーパーがあると便利。 

【30～39歳,神山】 

116 
スーパーを誘致してほしい。 

【40～49歳,松田惣領】 

117 
生活に必要なスーパーがない事、自分の脚で行かれる範囲内になければ困る。 

【40～49歳,松田惣領】 

118 

松田町にはスーパーマーケットがなく、車で隣町に行って買い物をしています。今は車で行ける

ので大丈夫ですが、将来 70歳頃に免許返納を考えているので、その場合の買い物をどうする

のか不安です。小さな商店（スヤマストアさん）ではなく、それなりに日常品も揃うスーパーマー

ケットの誘致をお願いしたいです。 

【40～49歳,松田惣領】 

119 
スーパーや子どもが遊べる公園がほしい。 

【40～49歳,松田庶子】 

120 

買い物（大型スーパー）も町内で気軽にできたらいいなと思います。松田ではクリエイトしか買い

物していません。 

【40～49歳,松田庶子】 

121 
スーパーが無いから、不便。 

【50～59歳,松田惣領】 

122 

商店街の充実を強く望みます。多少小さくても良いので車が停まるスーパー、飲食店、ケーキ、

ガソリンスタンドなど。 

【50～59歳,松田惣領】 
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123 
松田は大好きな町なので、スーパー・100円均一（ダイソーなど）立ち寄れる所がほしい！ 

【60～69歳,松田惣領】 

124 
大手スーパーが来てほしい。 

【60～69歳,松田惣領】 

125 
大手スーパーを駅前周辺ではなく、町屋あたりに作ってほしい。 

【60～69歳,松田惣領】 

126 
大型スーパーの誘致をお願いしたい。 

【60～69歳,松田庶子】 

127 
スーパーマーケット（大型）、ドラッグストア。 

【60～69歳,寄】 

128 
松田ランド跡地の空き地にスーパーをつくるなど、寄地区の利便性を上げてほしい。 

【60～69歳,寄】 

129 
町にスーパーがほしい。 

【70～79歳,松田惣領】 

130 
スーパーマーケットがほしい。 

【70～79歳,松田惣領】 

131 
スーパーマーケットがあれば、うれしいです。 

【70～79歳,松田惣領】 

132 
松田町だけ何故大型店がないのか？不便です。 

【70～79歳,松田惣領】 

133 
大きなスーパーがないので、車で買い物に行く事。 

【70～79歳,松田惣領】 

134 
年をとっていますので、近くにスーパーマーケットがあったらいいなーと思います。 

【70～79歳,松田惣領】 

135 

高齢者にとって、他町にはスーパー等大型店があるが、松田には個人店しかなく、非常に不便で

ある。町有地を活用して、スーパー等の導入を考えてほしい。 

【70～79歳,松田惣領】 

136 
スーパー、ガソリンスタンド等が町内にほしい。 

【70～79歳,松田庶子】 

137 
小さなスーパーマーケットを開店させて下さい！ 

【70～79歳,松田庶子】 

138 

おもてなし宣言。明るい笑顔でおもてなしがもう少し。土木の所にミニスーパー（惣菜）があれば

良い。 

【80歳以上,松田惣領】 

139 

松田は平地が少なく、広い土地は駐車場ばかりです。いくら家を建てても大型店舗も無く、日常

の買い物に不便を感じたら定住はしにくいと思います。山北町にでさえ大型店舗が２つ有りま

すね。私もリュックサックで大井町まで買い物に行っています。 

【80歳以上,松田惣領】 



13 

140 
スーパーやドラックストア等、駅近くにお願い致します。 

【80歳以上,神山】 

141 

松田町、すこし町がさびしいです。行事がない、大きなスーパーもないので大変です。電車で小

田原までいくので大変です。 

【無回答,無回答】 

  ３．観光の振興 

142 

観光課のインスタグラムの更新は、がんばっていると思います。ツイッターの更新をさぼらない

でいただきたい。ツイッターの方が拡散力、検索のしやすさがあるので、若い子に担当させて、

ゆるめの判断で投稿してもらいたい。寄地区に自然をつかったアクティビティエリアの誘致をし

てほしい。（例、サバイバルゲームフィールド等、若者向け） 

【30～39歳,寄】 

143 

大井松田ＩＣより遠くからの観光客も来やすいと思うので、桜以外に名物になる産業が生まれた

らよいと思います。川や自然風景は美しいと思うので、何か活かせたらよいのかなと思います。 

【30～39歳,松田惣領】 

144 
“寂れた町”感をなくす。観光集客を目指すのなら、町中に統一感がある方がよい。 

【30～39歳,松田惣領】 

145 

寄に温泉を掘り、サウナ整備及び、自然の中で体を冷やす環境作り、＋オシャレな食事・バーを

作り、いこいの場を作りだす。 

【40～49歳,松田惣領】 

146 

寄バス停の管理センターに、木質バイオマスを活用した入浴施設がほしい。登山者等も利用して

くれると思う。また木質バイオマスを導入することで、ＳＤＧｓもアピールできる。 

【40～49歳,寄】 

147 
新東名のＩＣもできたので、寄地区の活性化。 

【50～59歳,松田庶子】 

148 

酒匂川に関する観光面で、釣り人やスポーツする人が使える、中途半端なトイレではなく、広い

駐車場や富士山の展望が出来る公園トイレを作ってもらいたい。 

【60～69歳,松田庶子】 

149 

豊かな自然の松田町、東京からもそんなに遠くなく、観光地箱根や小田原の観光客を松田町に

寄ってもらえるような魅力ある町にするためにも、町おこし専門のプロを招いて、短期的に実行

する町にしてほしい。 

【60～69歳,松田庶子】 

150 

寄地区等の自然環境を活用し公的な場をふやし、人の流れを多くする事で松田町のイメージを

外部の人へ知ってもらいたい。※特に若者、老人等が気軽に運動できる様な場所（秦野の市民

運動公園みたいな設備）。 

【60～69歳,寄】 

151 
松田山の今後の活用を考えてほしい。 

【70～79歳,松田惣領】 
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152 

年間を通じて、自転車や歩きで散策できる道を整備してほしい。町の歴史などもふまえたコース

がほしい。川周辺が散歩しやすくしてほしい。神山に滝があるが、見学可能にしてほしい。 

【70～79歳,神山】 

153 

松田町は大規模な農工業は期待できないので、衣食住＋アウトドアライフの発展に集中し、住み

たい町、行ってみたい場所として、魅力を高めたらどうでしょう。新秦野ＩＣもオープンしたこと

ですから、大いに利用すべきです。町内には“やっこさん小路”みたいな飲食、買い物通りを推進

するとか？ 

【70～79歳,寄】 

154 

鹿の対策をしっかりやり、ヒルの防除と整備で、中津川やマスつり場を充実させる。寄の野菜直

売場等も作ってほしい。（道の駅みたいな） 

【70～79歳,寄】 

155 

河原でバーベキューをしている都内ナンバーの車が多いので、整備してバーベキュー場（有料）

にすれば良いと思う。 

【30～39歳,松田庶子】 

156 

このような機会をありがとうございます。松田は交通もよく、自然も恵まれているので、何かし

らのアクティビティーがあると良いなと思います（キャンプ場を松田山につくるとか）。 

【30～39歳,松田庶子】 

157 

最近、川音川、酒匂川合流エリアでのキャンプ、BBQ利用者が増えていると思います。自然が豊

かであり、利便性の良さをアピールでき、地域経済の活性化につながるので良いことだと思い

ます。一方で、ゴミの問題は異臭や環境への影響を考慮すると早急に対応すべき課題と考えま

す。同エリアで雑草が生い茂るエリアも整備し、子どもたちが遊べるグランドのように活用でき

れば、地域の交流、活性化につながると思います。繰返しになりますが、上記のゴミ問題は具体

的な対応をよろしくお願いします。 

【40～49歳,松田惣領】 

158 

ロケット公園の前の河原で、キャンプやバーベキュー、川遊びをする人が急増しています。今年

のＧＷは、テントで泊っている家族も多数いました。しかし、あの場所はキャンプ場として整備さ

れていないので、ゴミがそのままになっていたり、男の人が川でトイレしているところも何度も

目撃しました。整備してキャンプ場にするのか、しない場合は取り締るのか、ご対応いただきた

いです。 

【40～49歳,松田庶子】 

159 
ホームセンターとキャンプ場がほしい。温泉施設がほしい。 

【40～49歳,寄】 

160 

転入してきた人は、まず水がおいしいこと、富士山がみられること、空気がおいしいこと。困った

ことは大手スーパーがないので不便と言ってます。お客様が来ると箱根に近いので温泉に連れ

て行けるので良いと言ってます。河原ではバーベキューをやっていますが水道があったらと言

ってます。 

【70～79歳,松田惣領】 
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161 

「さくら祭り」について、町外から沢山の観光客が来る絶好の機会なのに、中途半端なちょうち

ん・レプリカの桜のかざりもの、公園の飲食店もイマイチ、商店街も普段とかわらず…すごくもっ

たいないと思います。それこそ、週末に産業まつりくらいのイベント開催してみたりして、たくさ

んお金を使ってもらう工夫をするべきだと思います。 

【40～49歳,松田惣領】 

162 

活気がない。桜まつりで観光客が来ているのに、店がやってなかったり、食べる所や休む所が少

なすぎる。フードトラックを集めるなどにも力を入れるべき。河原等で間隔を開けて飲食すれ

ば、感染リスクは問題ない。 

【40～49歳,松田庶子】 

163 

松田さくら祭りで、ハーブ園のお土産物屋さんの品ぞろえやチョイスがひどい、もっと松田をア

ピールできるお土産物を置けば売れると思います。 

【40～49歳,松田庶子】 

164 

河津桜満開の期間中に、とある店舗がトイレ使用を店内にはり紙して、使用出来ませんと書いて

あるのは、遠方から来られた方に対して、気にかかっています。いやな印象を与えているんじゃ

ないでしょうか。 

【80歳以上,松田惣領】 

165 

新松田・松田駅の近くにスーパー・買い物が出来る商業施設があると、松田に住んでいる人だけ

でなく、町外の人々も多く来ると思います。例えば、町外から通う高校生や松田ハーブガーデン

のイベント（イルミネーションや桜）に来る人が商業施設で買い物し（商業施設の一部に松田をア

ピールできるブースや商品販売をする）より松田町を知ってもらう。松田にいる時間・滞在して

もらうことで活性化できると思います。 

【20～29歳,松田惣領】 

166 

学生や都会の人が、自然を満喫するプロジェクトを町主催で行う。合宿所をつくる。松田のおフ

ロを使ってもらう。立花学園との連携から、学食とコミュニティーカフェをつくる。人が自然と集

まれる場をつくる。その中に町内の人でも食べる事の出来る食堂もつくる。子どもは 100円で

ランチが食べられるなど、町外の人も宿泊する人も誰でも利用できる。保育園や幼稚園の発表

会が出来るイベント会場も併設する。（てらこやなども活動発表、チアダンス発表など） 

【40～49歳,松田惣領】 

167 
ちょい飲みなど、もっと多くやって、町外からも人がたくさん来て、もり上がればうれしいです。 

【40～49歳,松田庶子】 

168 
山や川を利用したレジャー場作り。 

【50～59歳,松田庶子】 

169 
小田原にある「フォレストアドベンチャー」のような施設などをつくってみてはどうでしょうか。 

【50～59歳,寄】 

170 
ドックランを作り、収入になるよう努めてもらう（やどりき以外に）。 

【60～69歳,松田惣領】 
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171 

１．最明寺公園について。Ａ．コース（歩道）の整備と掃除等を行い、歩きやすくする。Ｂ．見晴しの

良い所に休憩が出来る様にしたい。Ｃ．日曜日、最明寺公園で食物を販売（くるまつくんカー）出

来ないか。２～３時間のみ。 

【70～79歳,松田惣領】 

  ４．消費者の保護 

172 

生涯センターで中古パソコンの販売会があり、公共施設利用の販売会なので信用し購入しが、使

いものにならず。施設を利用させるのだから、業者の選定には十分検討してもらいたい。 

【60～69歳,神山】 
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 【】内は年齢、居住地区の順 

４ 暮らし・基盤について 

  １．土地利用 

173 
休耕地の活用。 

【70～79歳,寄】 

174 
遊休地の活用 

【80歳以上,松田庶子】 

175 

町をより良くするには、雇用の創出が必要ですので、企業誘致が行われ、うまくいけば税収、世

帯の増加、地元での消費など、町には小田急線・ＪＲ・大井松田ＩＣなど、交通の便は悪くないの

で、税制優遇など積極的にお願いします。その時には絶対に川や山、豊かな自然は守って下さ

い。松田町の魅力ですので。 

【40～49歳,松田惣領】 

176 

中井町も同じ様な山中の町ですが、有名企業の工場等もあり、雇用が生まれている様に感じま

す。税収にも寄与しているのでは？ 

【40～49歳,神山】 

177 
企業誘致するための土地整備。ＪＲＡなどの場外売場誘致。 

【50～59歳,松田庶子】 

178 

ＪＲと小田急が交差する場所に駅を移動出来ないものか？狭い土地（平地）の有効活用をしてほ

しい。大井松田・新秦野インターが近い松田町である利点を活かし、企業や陸自などを松田町内

に誘致してほしいものです。 

【50～59歳,松田庶子】 

179 
区画整理、道路拡張し、大型商業施設を呼びこんでいただきたい。 

【50～59歳,松田庶子】 

180 
東名インターも近くに有るので、企業誘致を計り、人口増に結びつけたい。 

【80歳以上,松田惣領】 

181 
企業誘致を進め（住宅含）町を活性化させる。 

【60～69歳,松田惣領】 

  ２．新松田駅・松田駅周辺の整備 

182 

とにかく駅前が不便。変える変えると言って何も変わらない。今でも混雑のせいで、学校に遅れ

そう。ボルダリングなんかにお金を使ってる場合じゃないと思います。 

【16～19歳,松田庶子】 

183 

新松田駅前南口の夜の混雑をどうにかしてほしい。迎えの停車が多く、事故が起きると思いま

す。 

【30～39歳,松田惣領】 

184 

駅前の道はバスが通るには狭く、徒歩でも車でも危険を感じることが多いです。早急に道を整

備していただきたいと感じます。 

【30～39歳,松田惣領】 

185 
新松田駅のロータリーの車をなんとかしてほしい。タクシーもふくめて。 

【30～39歳,松田庶子】 
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186 

カッコつけた事ばかり気にする前に、もっと町に出て町民の暮らしを直に見てほしい。新松田駅

南口の迷惑車がどれだけあるか知っていますか？その車に盲目のおじいさんがぶつかりそうに

なり、それを助けた女性がいる事を知っていますか？そんな「町の上辺」だけしか見ようとしな

い連中が運営する町になど、世話になりたいとは思わない。大井町・開成町の方が何倍もマシ！

見習ってくれ！ 

【40～49歳,松田庶子】 

187 

とにかく駅周辺の環境を整えてほしいです。バス・自動車・歩行者・自転車が多く、狭い道路でと

ても恐いです。 

【40～49歳,松田庶子】 

188 

夜間になると新松田駅周辺の路駐が多く、とても危険。駅前の整備がなってないから、こういう

事になる。松田は何も変わらない町、人口が減るのも仕方ない。 

【50～59歳,松田惣領】 

189 

新松田駅、松田駅間の横断歩道の整備（朝・夕時間帯は誘導員を配備するなど。）新松田駅前交

番の方々にも協力してもらう。（ただ立っているだけではなく、力を動かしてほしい。）横断歩道

等の白線の塗り直し。 

【50～59歳,松田庶子】 

190 

駅（松田・新松田）の利用者に対して、駐輪場が１ケ所で何度も停められず遅刻したり、待合せ時

間を遅らせてもらったりしてて困ってます。 

【50～59歳,神山】 

191 
新松田駅前は送迎の車が多いので、駐車スペースがほしい。 

【60～69歳,松田惣領】 

192 
町内に無料駐車場が無く（特に駅周辺）営業車と一般車が入りみだれて危険です。 

【60～69歳,松田庶子】 

193 

新松田駅周辺への自動車進入を制限し、安全に通行（歩行者・自転車・バス・タクシー）できるよ

うにしてほしい。駅前に２４時間営業のスーパーを誘致してほしい。 

【60～69歳,松田庶子】 

194 

新松田駅前のバスと送迎車駐車との道路渋滞を整備してほしい。御殿場線と小田急線との連絡

通路を上に確保できればよいなと思います。 

【60～69歳,松田惣領】 

195 

松田駅・新松田駅周辺の整備は重要であると思います。松田駅からそのまま新松田駅へ移動で

きるようになれば、利便性が向上すると思いました。あとスーパーの誘致も大変重要と考えま

す。 

【20～29歳,松田惣領】 

196 

とにかく、御殿場線と小田急線の連絡通路を早く作ってほしい！高齢者がホームから階段を下

って、また小田急線で上っていく光景をいくどとなく見ましたが、何だか町民としてはずかしい

思いをしました。とにかく早く連絡通路を作ってほしいです！ 

【60～69歳,松田惣領】 

197 

新松田駅（小田急線）とＪＲ松田駅間の陸橋は必要なし（税金のムダ遣い）。ほとんど松田町民以

外の人の利用のみだから。 

【60～69歳,松田庶子】 
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198 

駅前がもう少し整備されれば良いなと思います。駅と駅の間をつなげる様な開発ができないの

でしょうか？ 

【70～79歳,松田惣領】 

199 
駅の周辺の商店街をビル化にして、新松田駅と松田駅のつながりを良くしてほしい。 

【70～79歳,寄】 

200 
新松田駅南口にエレベーターまたはエスカレーターを設置していただきたいです。 

【20～29歳,寄】 

201 

新松田駅の南口にエレベーターをつけてほしいです。ベビーカーやスーツケースがある時に北側

まで行くのは大変です。 

【30～39歳,松田惣領】 

202 

新松田駅南口にエレベーターを設置していただきたい。２人～３人乗りの小さな物で良い。自転

車置場の半分をエレベーターに回してもらいたい。南側の年配者は非常に不便で電車に乗る事

も出来ない。小田急電鉄と相談の上、ぜひお願いします。スーパーのない町なので、小田原や渋

沢に行くのにも困る。（南口の階段はきついです）（タクシー券ありがとうございます） 

【60～69歳,松田庶子】 

203 
駅南口に早くエレベーターの設置を望む（杖をついて踏切を渡る事、怖いので） 

【70～79歳,松田惣領】 

204 
駅前に駅ビルを！登山客のための足湯を！ 

【40～49歳,松田庶子】 

205 
新松田・松田駅の整備。ビル化。 

【50～59歳,松田庶子】 

206 
新松田駅前を区画整理（駅ビル化）を早くして安心・安全なまちづくりをする。 

【60～69歳,松田惣領】 

207 

町を発展するには駅ビルをつくり商店や病院、町の出張所、宿泊できるようになると、さくら祭

に来た人がとまれるとゆっくり出来るし、便利で人口も増えると思います。 

【70～79歳,松田惣領】 

208 

駅前の開発は利便性・安全性を第一優先で開発を進めてほしい。車道も歩道も狭い。登山客が

お金を落としてくれるような取組（荷物預り所など）をしてほしい。駅に大きな複合施設ができ

ないか？（マンション、スーパー、ドラッグストア、飲食店）。 

【40～49歳,松田惣領】 

209 

駅前にもっと緑を。木を植えてほしい。ツバメの飛び交う町になってほしい。土・日、ハイキング

のお客さんが休めるおしゃれなカフェが駅前にあると良い。私は都会から移住してきた人間で

す。自然と緑は最高の宝です。みんなその価値に気づいて！ 

【50～59歳,松田惣領】 

210 

新松田駅前を発展させるようにしてほしい。登山客も多いので、温泉までは無理ですが、人工炭

酸湯や食事処、有名な店などを入れてほしい。おみやげ店も、松田町のみではなく、広範囲のグ

ルメなどがあると良い。 

【50～59歳,松田惣領】 



20 

211 

駅の周辺を整備し、近代小規模の都市を開発すべき。人々が集まる空間の施設を創立が望まし

い！ 

【60～69歳,松田庶子】 

212 

駅周辺の再開発などで、スーパー等が出来ると、とてもうれしいです。今は車がないと不便なた

め、老後のことを考えると松田町で住宅を購入することをためらってしまいますが、町内で（徒

歩で）買い物が出来るなら、住み続けたいと思っています。 

【20～29歳,松田惣領】 

213 

新松田駅は交通の便として便利なので、駅周辺の土地をもっと活用（住宅にしたり、スーパーを

誘致したり）してほしいと思います。 

【30～39歳,松田惣領】 

214 

町内にスーパー等の商業施設が少なく、駅周辺に住宅が少ないため、新しい住人が増えづらい

状況にある。駅周辺の整備にはとても期待している。ＪＲ線と小田急線が利用でき、大井松田ＩＣ

も近いため、交通に恵まれた環境であるものの、住・商環境が悪く、メリットが活かせていないよ

うに思える。 

【30～39歳,松田惣領】 

215 

新松田駅・松田駅周辺の店などが閑散としすぎ。学校があるのに、気の利いた文具店や、スポー

ツ用品店（行っても物が少なさすぎて、二度と行かない。）が少なすぎる。知らないだけかもしれ

ませんが、情報量が少ない。 

【40～49歳,松田惣領】 

216 
駅前にスーパーがほしい。 

【40～49歳,松田惣領】 

217 

駅周辺の整備。共働きなので、仕事帰りに寄れる駅前スーパー（夜 9:00まで営業ＯＫなど）が

できると助かります。１Ｆがスーパー、２Ｆ～居住スペース・マンション（全室南向きワイドスパン）

などにすれば、子育て世代が増えそう。松田町は保育園、小学校、中学校が駅徒歩 10分以内に

あつまっているというのも、子どもがいる人にはメリットがあると思う。 

【40～49歳,松田惣領】 

218 

松田町を存続させるためにも駅前の開発は必須。スーパーがないのは致命傷、移り住みたいと

思えない。開成町に人口も小田急もすべてとられてしまっている。地主がゆずってくれないのか

もしれないが、松田町が大切だと思っているのであれば、よりよく発展させられることを考える

べき、お堅いお偉いさんの考えを改めていただきたい。 

【40～49歳,松田庶子】 

219 
スーパーを作ってほしい、駅の上に。 

【40～49歳,松田庶子】 

220 

駅をつくりかえるなら、スーパーを入れてほしい。買い物に困ります。高層マンション等の制限を

して、風とおりをふさぐまちづくりはやめてほしい。 

【50～59歳,松田惣領】 

221 

新松田駅北口がさびれている。スーパーもなく、ビルが古い。少しずつ発展してきてはいるが、

まだまだ。降りたい駅になってほしい。観光スポットもあるのに駅周辺が古びている。 

【50～59歳,松田惣領】 
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222 
新松田駅・松田駅前の商業化←観光客が立ち寄れるカフェなどが少ない。スーパーがない。 

【50～59歳,松田庶子】 

223 
新松田駅前の新しい店作りと、雨・風の対策が必要であると思います。 

【60～69歳,松田惣領】 

224 
駅前開発、スーパーマーケット。 

【60～69歳,松田惣領】 

225 
新松田の駅の周辺を広げて、皆で楽しく買い物したりして出かけられれば嬉しいです。 

【60～69歳,松田庶子】 

226 

新松田駅周辺（徒歩範囲）で、日常の買い物が不足なくできるようになるとよい。移住したい町、

移住してきた方が住み続けたい町に！町図書館を駅前に！ 

【70～79歳,寄】 

227 

新松田駅の近くにカフェを作ってほしいです（ミスドなどしっかりとしたお店が良く、簡易的なも

のではなく）。また、駅付近に公衆電話の設置をお願いしたいです。 

【20～29歳,寄】 

228 

新松田駅を利用する人がたくさんいるので、ホームのところの看板を新しくしたり、町全体の景

観をキレイにしたり（小学校も新しくなったので）、コロナとか運動不足がとか言う前に、町をキ

レイにしてほしい。 

【16～19歳,松田惣領】 

229 

新松田の駅前をどうにかしてほしい。赤字になったとしても、何かしなければ無くなっていくだ

け。どうせ赤字なら、大きく進めて赤字の方が未来が少し見えると思う。 

【20～29歳,松田惣領】 

230 

新松田駅付近の開発は絶対にするべきだと思います。じゃないとどんどん人口減る…。急行止

まるし、松田ＩＣもあるのにもったいないと思います…。 

【20～29歳,松田惣領】 

231 

地域コミュニティは、仕事や趣味が多様化した現代では、作るのが大変難しいと思います。寄と

駅の往復で 1000円以上かかるのが悪循環になっています。駅の再開発には期待しています。

何が町を発展させるのか分かりませんが、付け焼き刃だと上手くいかないと思います。 

【20～29歳,寄】 

232 

隣の開成町のように、子育て世代に移り住んでもらわないと、町の発展はなく、消減してしまう

のが目に見えている。そのために、街の顔である新松田駅前の整備と、スーパーなどの誘致にと

りくんでもらいたい。そうしなければ、企業のない松田に未来はない。 

【30～39歳,松田惣領】 

233 

藤沢から移住してきて、新松田周辺の環境が一番ショックでした。初めて来た方に、はずかしく

ない駅前を一刻も早く整備して下さい。 

【30～39歳,松田庶子】 

234 

駅開発を早急に進めてほしいです。どこも駅が変わることにより、人の流れが変わり発展してい

っています。松田に住み始め 10年以上経ちますが、変化が見えないです。新しい風を入れてほ

しいです。 

【40～49歳,松田惣領】 
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235 
本厚木駅のように、なってほしい。 

【40～49歳,松田惣領】 

236 
新松田駅・松田駅周辺の整備を進めていただきたいです。 

【40～49歳,松田惣領】 

237 
人が集まる、新松田駅、ＪＲ松田駅、安心安全に早く生まれかわる事を願っています。 

【50～59歳,松田惣領】 

238 
駅前開発を急いでほしい。 

【50～59歳,松田惣領】 

239 

駅の整備について、何年たっても何も進んでいる様に見えない。役場にクライミングウォールを

作る前に、駅の南口の整備を進めるべき。優先順位がまちがっている。 

【50～59歳,松田惣領】 

240 

自然豊かで穏やかな気候の松田町は、高速道路も近く、ＪＲも私鉄もあり、便利な立地だと思い

ます。今後、駅前の整備や住宅の整備により、住みやすい町になる様に期待しております。 

【50～59歳,松田惣領】 

241 

ボルダリングなどの利用する人が少ないものにお金をかけずに、新松田駅の改装をはやくすま

せてください。 

【50～59歳,寄】 

242 
新松田駅と松田駅周辺の開発、整備が進めば、町の発展につながると思います。 

【60～69歳,松田惣領】 

243 

新松田駅周辺の開発をやってほしい。南口開設により学生のために通勤時間が長くなったのを

改善してほしい。もう１つ階段を増やすとかしてほしい。 

【60～69歳,松田惣領】 

244 
駅前を発展してほしい。駅前の開発。 

【70～79歳,松田惣領】 

245 
新松田駅、松田駅周辺開発の早期実現。 

【70～79歳,松田惣領】 

246 

町自身の規模に合った、環境に合った計画がよい（多くを望まない）のと、まずは一点突破で最

優先課題を成しとげるよう努力することだと思います。私にとっては新松田駅・御殿場線の問題

です。 

【70～79歳,松田惣領】 

247 

ＪＲ松田・新松田両駅再開発は、一体どうなっているのですか？本調査への回答のとおりで、全

くわかりません。特に適用する法律等の説明を行ってほしい。なさけない！ 

【70～79歳,松田庶子】 

248 

何よりも駅の開発に早く着工しないと、この町の発展はありえない。他地域からの人の流れが

あるような、魅力的な構想を望みます。 

【70～79歳,松田庶子】 

249 
新松田駅周辺の整備事業の推進を積極的に取り組んでもらいたいです。 

【70～79歳,松田庶子】 

250 
松田駅周辺の活気があまり見当たらない。 

【70～79歳,神山】 



23 

251 
新松田駅前開発の促進が重要と思います。 

【80歳以上,寄】 

252 

無駄な事をたくさんしているように感じる。駅周辺の整備や地域資源ブランド化。全部ハリボ

テ。松田町にそんな魅力は無い。対外的に松田町を大きく見せようとしても、意味が無い。町民

の暮らしの向上にはあまり繋がらない。 

【30～39歳,神山】 

253 

駅の辺りが中心地なのは分かるが、“他”の地域の事も考えていただきたい。使いやすい駅は良

いが、駅ビルにしても、選べるなら小田原駅へ遊びに行くだろう。松田町に求めているのは、都

会的なものではないと思う。 

【30～39歳,寄】 

254 
車中心の地域に駅前再開発は意味が無い。次世代につけをまわすだけ。 

【50～59歳,寄】 

  ３．骨格的道路網（国道・県道・幹線町道）と生活道路 

255 

駅への道路の整備。雨の日の南口の車の量がとても多く、常に混み合っている。周辺の住民は

迷惑です。夕方も一方通行にするなど、方法があるのでは？ 

【50～59歳,松田惣領】 

256 
寄までの道、松田山越えの車道が有れば良いなと思います。 

【70～79歳,松田惣領】 

257 
小田急の中心となる新松田駅のアクセスが、自動車では不便なので改善してほしいです。 

【20～29歳,寄】 

258 
松田と寄をつなぐ道路事情の改善。秦野市との道路事情。 

【40～49歳,寄】 

259 

買い物等は近隣の市町に行くので、そのための道路整備が必要です。近隣の市町にもっと頼る

べきです。張り合っても意味がない。 

【50～59歳,寄】 

260 
道路が基本的にどこも狭い。広くしてほしい。役場の駐車場も狭い。 

【20～29歳,松田惣領】 

261 

道路整備をしっかりしてほしい。定住してほしいなら、まずそれなりの道幅の道路がなければ、

生活しづらい。 

【40～49歳,松田惣領】 

262 

道路が狭いことが難点だと思います。道路が狭いと言うことは発展がむずかしそうです（家が先

に出来てしまっているので、無理と思いますが…）。 

【70～79歳,松田惣領】 

263 

新松田駅前周辺だけの道路整備だけでなく、住宅地内でも道路の整備を進めてもらいたい（防

災・福祉車両・救急車両のため）。家の敷地内に駐車場のないところがあるため、住宅への永住

が困難になっている。 

【50～59歳,松田庶子】 
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264 

城山地区に町道が非常に狭い所が有り、対向車が来るとバックしなくてはならず、神山踏切より

255号線抜け道など、個人の土地、有り。時間をかけても進める。救急車両が通れない。西平公

園の河難沢、及び東側の沢、公園が有るため、山を支える石垣をつくる。両沢 100ｍ以上。 

【70～79歳,松田庶子】 

265 
他町村に比べ、一方通行があり過ぎ。もう少し考えてほしい。 

【80歳以上,松田惣領】 

266 

町道が狭いのに車がスピードをだしていてあぶない。道幅を広げるのはむずかしいが、歩道が

あればと思う。 

【30～39歳,神山】 

267 
歩行道路を高齢化にあわせ、整備してほしい。 

【50～59歳,松田惣領】 

268 
歩道が狭いので、スピード出しているトラックが横を通ると怖いので、広くしてほしいです。 

【50～59歳,松田庶子】 

269 
町内の道路が狭く、歩道がほとんどない（特に小学校・中学校の通学路）。 

【60～69歳,松田庶子】 

270 
自転車道を作る。 

【50～59歳,神山】 

271 
自転車専用道路の整備。 

【60～69歳,松田惣領】 

272 

町内パトロールカーが巡回しているのを見かけますが、街路樹が道路にはみ出ている所等、大

人の目線ですが、子どもの安全を考慮し、パトロールしてほしい。（立花学園建物内の駐車場が

夜間開いていて危険／土木事務所立花学園側の道路に出ている木々・鳥のフン・虫害／町屋地

区の栗畑の葉や栗のイガが秋頃道路落ち危険→今すぐ伐採してほしい！） 

【70～79歳,松田惣領】 

273 
道路の白線が大分消えてますので、よろしくお願いします。車が多いので、早くお願いします。 

【80歳以上,松田惣領】 

274 

町道にしっかり目を向けてほしい。道路の状態が悪く、大きな穴が出来、雨が降ったりした時、そ

の後も水たまりがひどく、なかなか水が引きません。巡回して見て下さい。 

【70～79歳,神山】 

275 
町道路の整備。道路でこぼこで水たまり多く大変こまっています。 

【80歳以上,神山】 

276 

小田急線、西側に踏切の増設。大井町サイゼリア～宮下公園まで橋を作り、山北までぬける道路

整備。 

【40～49歳,松田惣領】 

277 

矢倉沢の踏切ですが、降りている時間が長すぎる。オーバーラン防止なのは分かるが、上げられ

る時間を作って、車を一台でも通れる様にしてほしい。狭い上に、車通りが多いので改善して下

さい。 

【40～49歳,松田惣領】 
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278 

こちらで書くようなことでないかもしれませんが、神山の大和屋さん近くの踏切すぐの交差点

に、信号を設置することは出来ないでしょうか？特に中井町側から来て踏切へ向かう右折時、

混んでしまっていると、強引に出ていかないとなかなか右折出来ず、危ない場面も何度も見受

けられます。何か対策していただきたいです。横断歩道でも危険を感じます。 

【50～59歳,神山】 

279 

店屋場の踏切幅、広くなるそうで感謝です。店屋場の人が、踏切から直線で行く道（右側は尾登

姓４軒）迄、一方通行を望む。いつもトラブルで、にらみ合ってます。マスク外れると、顔がわかっ

てしまいますよ。 

【70～79歳,松田惣領】 

280 

朝は学生が多く、学校関係者がいても生徒を止めず車が出られない。河川の整備よりも迂回で

きる道を増やしてほしい。 

【40～49歳,松田惣領】 

281 
道路整備もっと力を入れてほしい。 

【50～59歳,松田惣領】 

282 

車を持っていないため、自転車ｏｒ徒歩ですが、唯一、一番近いスーパーが「あおば」です。セブン

イレブン大井松田インター店の細道を渡らないといけないですが、ひどい時は 10分以上車が

途切れず渡れません。信号をつけるのは不可能でしょうか…。 

【50～59歳,神山】 

283 
道路の整備。 

【60～69歳,松田惣領】 

284 
電柱の地中化（町内） 

【70～79歳,松田惣領】 

  ４．公共交通 

285 

小田急ともっと関わらないと、駅前は整わないし、新松田駅には急行しか来ない。大きなメリッ

トの１つが失われた。集約お疲れさまです。 

【40～49歳,松田惣領】 

286 

開成に止まらない小田急線を増して下さい。今年から新松田から座れない日が多いです。急行

が止まるから選んだ町なのに、かなり残念です。 

【40～49歳,松田庶子】 

287 

自宅から小学校までがすごく遠いため、バスなど充実させてほしい。車がないと生活しにくさが

ある。 

【40～49歳,松田惣領】 

288 

歩行困難者がタクシーを利用する場合、近場だと受け付けてもらえないことが多く、町でタクシ

ーに代わるサービスがあればいいと思う。 

【60～69歳,松田惣領】 

289 
タクシー券も有難いですが、大井町のように車を巡回させてほしいです。 

【80歳以上,松田惣領】 

290 
大井町の様にコミュニティバスが通っていれば良いと思います。 

【80歳以上,松田惣領】 
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291 

地域の事は任せます。公共交通の整っていない地域だと何も振るわないです。医療サービスの

事も、多少不便です。観劇も不自由だ。スポーツ観戦にも理解ほしい。金融機関には満足してい

ます。 

【50～59歳,松田惣領】 

292 
企業が少ない町なので、通勤しやすい環境づくり。 

【60～69歳,松田惣領】 

293 
若い世代が、子育てをしやすい環境、高齢者が買い物や通院がしやすい足の確保。 

【60～69歳,松田庶子】 

294 

松田町に住んで 50年近くになります。意外と坂道の多い町ですね。ある年齢層には移動が大

変です。 

【80歳以上,松田庶子】 

295 

寄に関してバスの本数等がこのままだと減る一方で、ますます住みにくくなっていき、人がどん

どん離れていくと思う。ロウバイをはじめとして、ジビエやドッグラン、桜など活かせるものが少

なからずあるので、もっと大々的に広めていけるよう、さまざまな場所との連携が大切だと思

う。いずれにせよ、バスがなさすぎて不便なので、バス会社と連携したりするなどで早急に対応

していただきたい。 

【16～19歳,寄】 

296 

２年ほど前より、フルリモートワークになったため、寄に移住しました。食料品や日用品などの買

い物は徒歩ではまかなえないので、自家用車やバスを使っています。寄からのバスの利便性の

向上や、ガソリン代の補助などがあれば、もっと長く住んでも良いかと思っています。 

【30～39歳,寄】 

297 

新しいモノ・事を作るのではなく、高齢者向け無料バスの運行（寄地区）などの現在の町民が動

きやすく、また住みやすいまちづくりをしてほしい。 

【40～49歳,寄】 

298 
寄から、病院や買い物にだれでも乗って利用できる専用車があったら嬉しいです。 

【60～69歳,寄】 

299 

寄行のバスダイヤを見直してほしい。（コロナ後）特に土日ダイヤを午前・午後に追加。平日の 13

時台に追加してほしい。 

【70～79歳,寄】 

300 

高齢者のため、必要な時、必要な物の買い物に行く事が出来ない。日・時を決め、あいのりバス

（タクシー）みたいな交通手段がほしい。くるまつさんだけでは、用がたせない。（車も免許返納

のため、交通の足がない。病院に行くにも近所の人にお願いしてる） 

【80歳以上,寄】 

301 

高齢者の免許返納が言われるが、寄地区の公共交通機関の維持がなければ、返納出来ない。運

転に不安を覚えながらも運転せざるを得ない実情をどうにか出来ないものか！ 

【80歳以上,寄】 

  ５．住宅対策 

302 
寄地域にも賃貸物件がほしいです。 

【16～19歳,寄】 
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303 

結婚して物件を探していて思いましたが、賃貸マンション全然ないですね。もう少し住宅や宅地

を整備してほしいです。定住をすすめているのであれば、もっと頑張ってほしいです。 

【30～39歳,松田惣領】 

304 
家を建てたいので、支援事業など頑張ってほしい。 

【30～39歳,神山】 

305 

低所得、生活保護向けの住宅を増やしても財政負担が増すだけ。勤労・子育て世代が住みやす

い都市計画をしないと廃れる町でしかない。全国で住みたい街ランキングの上位に入る所を見

習ってほしい。 

【50～59歳,松田惣領】 

306 

人口減少に歯止めをかける必要があります。開成・大井の様に、農地等を住宅用にして、町外か

ら永住者を集めるべきです。開成・大井に負けてるのが悔しい。土地をもっと活用して新しくて

キレイな町のイメージにしたい。今松田は交通の便が良いだけ…。 

【30～39歳,松田惣領】 

307 

人口が減少して税金回収ができなくなるのは困ったことだと思いますが、むやみに人口を増や

して、町のマナーや先住民が気に入っているこの静かな環境を壊されるのは、とても迷惑。どこ

の市町村でも子育てに重点を置いた政策をとっているので、大きな注目をあびるには大胆な政

策をすべき。たとえば子持ちと子なしの住み分けをしたいと思っている人も多いので、集合住

宅など作るのであれば、子なし専用住宅や、子連れだけ専用住宅など、人それぞれ道路族とか

に悩まされ精神科に通っている人もいるので、子連ればかり優遇する政策はどうなのかと常々

思っています。 

【30～39歳,松田惣領】 

308 

少子高齢化が著しい松田です。交通の便が良いといわれますが、駅周辺を見ると、駐車場だら

けです。その場所が、戸建ての家が建てば、もっと定住する人達が増えるのではないでしょう

か。土地所有者の方々と相談して、なんとか解決出来たら良いと思います。 

【60～69歳,松田庶子】 

309 
寄地区は人口が減っています。若い人が、住みたくなるような何かが出来れば良いと思う。 

【60～69歳,寄】 

310 

空き家が目立ち、土地がないため、新しい人が入って来にくい環境にあるため、空き家対策を進

めてほしい。 

【40～49歳,松田惣領】 

311 
寄では空き家があり、これを古民家物件として移住を進める。 

【60～69歳,松田惣領】 

312 
空き家対策。子育てしやすいまちづくり。 

【60～69歳,松田惣領】 

313 

空き家問題は難しいとは思いますが、解決策を望みます。安心して住める良い町だと思ってい

ます。町役場の職員の方々の日々の努力に感謝いたします。子ども達がのびのび生きてゆけ

る、良い町であり続けて下さい。（広報まつだに時々、誤字があります。） 

【60～69歳,松田惣領】 
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314 

空き家が近所にもあります。いつ倒壊するかわからない怖さと、不審者などが侵入する不安が

あります。草ものび放題で、環境も悪いのではないでしょうか。受け継ぐ家族がない場合は、永

久にそのままにしないで、元気なうちに申し込めるように、システムを作ってみてはいかがでし

ょうか！？ 

【60～69歳,松田惣領】 

315 

昭和や古民家が人気の昨今なので、古いものを活用できればよいが、なかなか難しいと思う。

やたら新しいモノを作らなくていい。省コストで見栄えや機能を整備してほしい。人が歩いてい

ない「さびれた」町に驚く。道のベンチにお年寄が座って談笑している姿に、なごむ。もっとベン

チを増やしたらいいと思う。 

【60～69歳,松田惣領】 

316 

どの自治会でも、最近空き家が増えて来ているので、防犯の意味でも不安があります。町政も

いろいろ考えていただきたいと思います。 

【70～79歳,松田惣領】 

317 

（要望）この 20年くらい境界線のことで 2度（何年）も嫌な思いをしてきた。不動産（空き家）を

売買するときはきっちりと調べて対処してほしい。（境界線がしっかりしているのに）（自律神

経、線力症） 

【70～79歳,松田惣領】 

318 

今後高齢化がすすみ、一人暮らしの老人が多くなったり、空き家が増え、若い人がどんどん外に

出ていってしまっています。これからの松田町にとても不安を持っています。 

【60～69歳,松田庶子】 

319 

子どもの人口がどんどん減ってしまっています。もっと子育て世代の人が松田に来てくれる様

に、空き地の整備などしてほしいと思います。 

【60～69歳,神山】 

320 
空き家の活用（都市の方等の移転誘致）。 

【70～79歳,神山】 

321 
空き家リフォーム費用援助を。 

【70～79歳,寄】 

322 
空き家の活用（災害の原因となる前に）人が住める環境にする。 

【70～79歳,寄】 

323 

空き家を借り上げか、売買を促進し、都会からの移住をはかる。客寄せのために財政的に優遇

し、こだわっている店や人々を募る。 

【70～79歳,寄】 

324 
町営住宅の空き地の草刈りをお願いします。虫の大発生により困っています。 

【80歳以上,松田惣領】 

325 

自宅裏（敷地外）の草刈り、除草作業をもっと小まめに行ってほしい。現在は年に１回のみのた

め、害虫（毛虫）が増えて困っている。 

【30～39歳,松田惣領】 

  ６．ごみ処理対策 
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326 

資源ごみの回収を月に２回ではなく、月に４回（週に１回）にしてほしい。プラスチックゴミが多

く、現状のままだと分別したゴミを保管しておくことが難しく、燃やすゴミの日に捨ててしまうこ

とがある。カン・ビンの回収は月に２回で捨てやすい。よろしくお願いします。 

【20～29歳,松田惣領】 

327 
プラスチックゴミの回収を週１回にしてほしいです。 

【30～39歳,松田庶子】 

328 

プラごみやペットボトルのごみの日を増やしてほしい。また、粗大ごみや、ごみの持ち込みなど

が便利になると助かります。小田原に住んでいましたが、小田原のごみの持ち込み方法が便利

でした。 

【30～39歳,松田庶子】 

329 
ＳＤＧｓのためにも、プラスチックごみの回収は週に１回あっても良いのでは？ 

【40～49歳,松田庶子】 

330 

プラ、ペットボトルのゴミ収集日を増やしてほしい。近隣地域は、週一であることが多い。カレン

ダーの日のよっては、３週あくこともあり、とても困る。いろいろな助成をしていても自治会に

入ってないので、情報が届かない。 

【40～49歳,松田庶子】 

331 

ここに住んで丸４年、一番困る事はプラの日が隔週な事。５週目があると３週間もで、本当にこ

んなに回収の少ない町は初めてです。 

【50～59歳,松田惣領】 

332 
資源ゴミの回収を、できれば１週間に１回にしてほしいです。 

【50～59歳,松田庶子】 

333 
もえないゴミ収集が現在２週に１回だが、週１回にしてほしい。 

【60～69歳,松田惣領】 

334 
ゴミの収集回数を増やしてほしい。 

【60～69歳,神山】 

335 

新松田駅南口から上病院へ行く途中の歩道について。南口にある変電所？横にゴミ置き場が設

置してあり、ゴミの日、大量のゴミが広がっていて黄色ネットがしてありますが、白杖を持った方

が毎度通るのが大変そうです。不規則に広がっているゴミで白杖を持つ方がとても苦労してあ

の道を歩いているな・・・ともっとスマートに歩けるようにしてあげてほしいです。駅周辺開発と

いうならもっと今すべきことをしてほしいなと思います。（そもそも歩道にゴミ置き場つくりま

す？？）住みやすい町って大きなハード面ばかりでなく、こういった小さなことの充実だと思い

ます。 

【30～39歳,松田惣領】 

336 

とにかくゴミが捨てにくい。ゴミ処理サービスに特化したまちづくりを行い、県内へアピールす

れば、若い単身者がやってくる。 

【40～49歳,松田惣領】 

337 

ゴミを持ち込みでセンターに出す際、予約して出せるが、当日の予約、もしくは当日にも持ち込

みで出せるようにした方が良い。他はやっている。 

【50～59歳,松田惣領】 
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338 
昨年あたりに「ゴミ袋」が配られたときは本当にありがたかったです。 

【30～39歳,松田庶子】 

339 

ゴミカレンダー、引越して来た時にいただきましたが、今年度のカレンダーがなく、職場の方に

コピーしてもらいました。戸建てだけではなく集合住宅にも配っていただきたい！ 

【50～59歳,神山】 

340 

早朝の出勤です。ごみ捨て場が遠いです。ある地区では前日に出しています。私の地区では認

めていません、せめて、事情が有る場合・人だけでも前日の夜にでも認めてほしい、不公平です。

低所得者なので、働かなくては生きていけません。 

【60～69歳,寄】 

  ７．水道事業 

341 
水、電気といったインフラは外部に任せないでほしいです。 

【30～39歳,寄】 

  ８．下水道・生活排水施設整備 

342 
町内の水路や側溝の整備・修繕。 

【50～59歳,松田庶子】 
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 【】内は年齢、居住地区の順 

５ 自然・環境について 

  １．自然環境の保全・活用 

343 

豊かで恵まれた自然環境を守っていきたい。最近出没してきている、野生動物に対しても、対策

をしたい。駆除ではなく、共存できる環境作りのために、専門家と協力したら良いと思う。大学

などの研究として、共に解決していくのも面白い。 

【16～19歳,松田惣領】 

344 
自然が多いことを、今後も守ってほしいです。 

【30～39歳,寄】 

345 
活性化も必要ですが、のんびり過ごせる環境づくりをお願いしたいです。 

【50～59歳,松田惣領】 

346 
恵まれた自然環境を、これからも守ってほしいです。 

【60～69歳,松田惣領】 

347 
松田の自然を守る。 

【60～69歳,神山】 

348 

脱炭素の先進町としてリードする取組をしてほしい。ＥＶを積極的に支援し、充電施設を各地域

集会施設に設置し、月 1000円程度の負担で何回でも充電出来る様にする。町内の店舗には

更に安く充電出来る様にして、買い物や飲食もそこでしてもらう。 

【60～69歳,寄】 

349 

国が進める太陽光発電、ソーラーパネルなどによる、日本国の自然環境破壊問題がある。他エネ

ルギーを使う方が効率的である。松田町としては、やってはいけない。 

【70～79歳,松田惣領】 

350 
松田山のゴルフ場を止めて、太陽光や風力発電プラントを設置したらどうか？ 

【70～79歳,寄】 

351 
町役場に電動自転車の充電設備は設置出来ませんか？ 

【80歳以上,寄】 

  ２．河川・砂防・治山 

352 

川音川の土砂の取り除きは、どのように行い、どのような効果が期待できるのかを詳しく説明

していただきたい。川のサイドにうめていて、大雨で流れてしまえば、お金のムダに見えていま

す。 

【16～19歳,松田惣領】 

353 

数年前に河川の整備が入ったが、整備箇所は大雨により全て流された。騒音もあり、もう少し考

えてほしい。 

【40～49歳,松田惣領】 

354 

洪水ハザードマップにて危険地域が増加しているが、具体的な対策がよくわからない。川音川

の補修及びかさ上げの計画及び実施を望む。（特に酒匂川と川音川が合流する箇所に河川敷に

車両で行ける所があるが、堤防が無いので危険） 

【40～49歳,松田惣領】 
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355 

川にコンクリートを使うからホタルがいなくなる。なぜコンクリートを使う必要があるのか。寄出

身のおばあさんが昔はもっと魚や生物が多く住んでいたけどいなくなったと話している。せっ

かくきれいな水質が保たれているなら（下水道等の充実で）コンクリートは排除すべきというか

今後使わないようにするで良いと思うのだが、川が美しかったころの昔のやり方に習うことが

大切な気がする。環境保全は原点回帰に限ると思う。復活は不可能ではない！ 

【40～49歳,松田惣領】 

356 

町屋集会場側（立花学園側）の川の整備が乱雑すぎ。パークゴルフがある方は整備されているの

に、もっときれいにしてほしい。 

【40～49歳,松田惣領】 

357 
立花学園側の川の整備。 

【60～69歳,松田惣領】 

358 

自然災害に対応した安心安全なまちづくりを最優先課題にして下さい。川音川水系の対策、酒

匂川、松田山の沢と下流の町内の水路がせまくなっていたり、水路が天井川的になっていて、住

宅地の方が低い。特に川音川の両岸の防災を急いで下さい。 

【70～79歳,松田惣領】 

359 

山林が最近非常に荒れています。人家の近くの畑で、草刈りが行われていないのが目立ちます。

そのため、動物の住み家となっています。もっと自分の土地を愛して下さい。御指導よろしく。 

【80歳以上,寄】 

  ４．公園・緑地 

360 
子どもが自転車の練習が安全にできる公園や場所がほしい。 

【30～39歳,松田惣領】 

361 
公園が充実していない。秦野市（ペコちゃん公園）のような公園があると便利。 

【30～39歳,松田惣領】 

362 
子育て世帯として・・・大井町の新しい公園のようなきれいな公園ができれば嬉しいです。 

【30～39歳,松田庶子】 

363 

寄に大きい公園を作ってほしい。子どもが遊ぶ場が全然ないので、松田駅近辺に公園をつくっ

てほしい。駄菓子屋もほしい。大井町のような公園ができたらうれしい。 

【30～39歳,松田庶子】 

364 

中井中央公園に子どもを連れてよく遊びに行きます。町内に同じ様な施設があればなぁと、い

つも思っています。 

【40～49歳,神山】 

365 

子育て散歩など遊具がある公園（安全な）が、小さくてもあちこちにあれば良い。車が無くても

歩いてすぐ寄れる所。 

【50～59歳,松田惣領】 

366 
公園の整備。（災害時の事も考えて） 

【60～69歳,松田惣領】 

367 

宮下児童公園のトイレと公園を結ぶ橋周辺の木々がうっそうとしている。木を刈ってもらいた

い。でないと、虫が出そうで、安全に子どもを遊ばせることができない。お願い致します。 

【30～39歳,松田庶子】 
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368 

宮下公園によく行くのですが、シーソーがボロボロだったり、トイレが昼間でも暗いので恐いで

す。整備してもらえるといいなと思っています。あとできれば開成町の水辺公園みたいな芝生と

遊具が一緒になっていて、開放的な公園があると嬉しいです。 

【30～39歳,松田庶子】 

369 

子育て世帯です。松田町には、子どもが安心して遊べる公園がありません！中丸公園や宮下公

園は私が子どもだった 30年前と全く変わらず、砂場の砂は、石の様に固い！そして不潔極ま

りない！パークゴルフ場を整備する人がいるなら、公園も一緒にそうじ等して下さい。大井町、

中井町、開成町、山北町の様にきれいで大きな公園を作ってほしい！パークゴルフ場なんてい

らなかった！ 

【40～49歳,松田惣領】 

370 

ウォーキングを楽しんでいる者です。松田町はところどころ公衆トイレがあり便利です。宮下公

園については、いつでも折々のお花が飾られていて、清掃される方の心が伝わってきます。ある

意味で、まちづくりの原点かと思われます。いつも、ありがとう。 

【60～69歳,松田惣領】 

371 

子育て世帯ですが、親子でふれあえる場所を支援センター以外にも作ってほしい。公園の破損

箇所がいつまで待っても直されていない。 

【30～39歳,松田惣領】 

372 

寄ミヤマ公園の遊具の修理をしてほしい。子どもが遊べず行かなくなりました。きれいになれ

ば、近くの幼稚園など遠足で来てもらえたりすると思います。 

【30～39歳,寄】 

373 
西平畑公園に大きな遊具を取り入れられないか？ 

【40～49歳,松田惣領】 

374 
保健センターの公園遊具の充実を強く希望します。町外で遊ぶ子が増加してます。 

【70～79歳,松田惣領】 

375 

パークゴルフ場を広げて、いわゆる「広場」というものがなくなり、非常に残念です。子どもたち

が好きなときにボール遊びや、自転車の練習など、できるところは必要なのでは、と思います。 

【50～59歳,松田惣領】 

376 
公園があっても利用していない。 

【50～59歳,神山】 

377 
町の花、コスモスをもっと目につく所に置いてあると、気持ちがいやされるような気がします。 

【50～59歳,松田惣領】 

  ６．防災対策 

378 

近年は台風でもないのに集中豪雨が多く、台風も大型化し、さらには地震も心配されています。

防災について、重点的に検討をお願いしたい。特に寄は地区・地区で条件が異なります。地区・

地区に合ったきめ細かい対応が必要なのでは？ 

【70～79歳,寄】 

379 
防災対策強化。小学校などの防災食、賞味期限切れ、対応してほしい。 

【40～49歳,松田惣領】 
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380 
災害時の安全な避難所も必要だと思います。 

【60～69歳,松田惣領】 

381 

災害時、その地域で最も安全な場所の情報を各世帯に提供してほしい。住宅等の補強をした時

の助成金制度作りが必要ではないか？現在あれば情報提供してほしい。 

【60～69歳,松田惣領】 

382 
災害時の避難する箇所が遠かったり、川を越えなければいけない。避難場所が小さすぎる。 

【40～49歳,神山】 

383 
台風の時の防災のアナウンスが雨や風で聞こえない。 

【60～69歳,松田惣領】 

384 

広報マイクの反響が酷くて聞き憎い。ワイド、ステレオではなく、モノラルにしてほしい。前任者

では一時よく聞こえた事もありました。元に戻してほしい。緊急時は不安に思います。今は開成、

大井、大口等の人が、松田の放送がよく聞こえるといいます。私達、松田の人間にはこだまして

いて分りません。よろしくお願いします。 

【80歳以上,松田惣領】 

385 
防災無線が聞こえづらいです。 

【30～39歳,松田庶子】 

386 
防災放送が聞こえない。 

【40～49歳,松田庶子】 

387 
各家に防災無線の配布を行うべき 

【70～79歳,松田庶子】 

388 
大きな地震だと不安だ。 

【50～59歳,松田惣領】 

  ７．防犯対策 

389 

町内の道は、夜間暗く一人で歩くには不安な場所が多くあるので明かりを十分に設置してほし

いです。不信者の情報もよく聞くので心配です。 

【30～39歳,松田惣領】 

390 
防犯カメラ、街灯を増やしてほしい。 

【50～59歳,松田惣領】 

391 

焼肉「大松園」さん近くの御殿場線の下のトンネル、早めの電気点灯をお願いしたいです。いつ

も暗いです。桜まつりの時は、ちょうちんがあって明るくてよかったですが、普段は暗いと感じ

ます。 

【50～59歳,松田惣領】 

392 
防犯対策もっと力を入れてほしい。 

【50～59歳,松田惣領】 

393 

小学校に通う子どもがいます。朝、下校の防犯をもう少し増やしてほしいです。あやしい車がウ

ロウロしていることもあります。どうか子どもたちを守ってほしい。 

【30～39歳,松田庶子】 

  ８．交通安全対策 
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394 
通学路が狭い。 

【30～39歳,松田惣領】 

395 

細い道など、すれちがいが難しい場所を一通にするなどしてほしい。自転車に乗っている人が、

車道→歩道→車道とだこうする人がたまにいるので、車も自転車も人も安全になる環境づくり

をしてほしい。 

【30～39歳,松田惣領】 

396 

通学路が危険すぎる。土手に歩道を作ってほしい。ぴょんぴょん橋を無くすか、普通の橋にして

ほしい。町屋踏切から２本に別れる道、広くするか一方通行にするか対策を。あおり運転する車

がすごいし、高齢者が多いので危険。 

【40～49歳,松田惣領】 

397 
住宅地での道路遊び（道路族）を何とかして下さい。危険でめいわく！ 

【50～59歳,松田惣領】 

398 
とんとんの前の事故のような被害を減らすためにも街灯を増やしてほしい。 

【16～19歳,松田惣領】 

399 
ロマンス通りでスピードを出す車を減らす。 

【30～39歳,松田惣領】 

400 
狭い道などでの「スピード大」自動車の取締り。 

【70～79歳,松田庶子】 

401 

協働には反対ではないが、交通の激しい所、危険な場所などは行政が見定め、掃除をしてほし

い。又、事故があった場合の責任の所在、保障等、発信してほしい。 

【70～79歳,松田惣領】 
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 【】内は年齢、居住地区の順 

６ 実現手段について 

  １．地域コミュニティと自治の育成 

402 

自治会の組長負担の軽減。２年前町長がマスク・ゴミ袋配付したと言っているが町長は何もやっ

ていない。やったのは町民（組長）である。なのに実績として配付したと言っているが何もやって

いない。 

【30～39歳,松田惣領】 

403 

自治会活動について必要性は感じますが、40代自営業で、自治会の集会に参加する時間の確

保は難しい。子育て世代にはもう少し配慮していただけるとありがたい（ゴミ場のそうじなどは

大丈夫だが、集会で日時の指定強制的参加は負担になる）。 

【40～49歳,松田庶子】 

404 

自治会や森林組合の草刈りや、ヒル除け散布の活動で、休日が潰れて仕事の疲れが取れない

し、プライベートな時間が無くなり、ストレスが溜まり、仕事に影響している。町で、業者に依頼し

てやってほしい。このままでは、松田町に住めないし、改善しなければ松田町から出ていくこと

を考えている。 

【50～59歳,寄】 

405 

私はよそ者で 10年前に松田町に引越して来た者ですが、自治会を通じて感じているのは、以

前から住んでいる地元の年配の意識改革が必須と考えます。 

【60～69歳,松田庶子】 

406 

高齢化に伴い、自治会運営が難しくなっています。また、自治会役員等、自治会のために活動し

てくださる方が少なく、人選に苦労しています。 

【60～69歳,松田惣領】 

407 

各自治会・町内会では、会員が減っていく、そうすると役員のなり手がいない。役員に成りたく

ないので、会員を抜ける人もいる。（老）高齢化も進んでいるので難しい。 

【60～69歳,寄】 

408 

私たち高齢者には大変むずかしい。これからは若い世代の元気な若者達の場を考えて活動・活

躍してほしい。地域の集いでも若い人達の参加が少なく、老人会の集まりの様になっているの

が、現状であると思う。若い人達の参加を望む。 

【80歳以上,松田惣領】 

409 
コロナで行事がないのに、自治会費の使いみちは？ 

【70～79歳,寄】 

  ２．オール松田で協働のまちづくり 

410 
町政について、を日常会話に出来る様になれば良い。 

【60～69歳,松田庶子】 
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411 

つむＧＯ、女性活躍事業、前ｓｐｒａｂｏの会議等、町民をまじえて話し合いの場があったのは良い

が、それに全く町民の意見が反映されなかったと関係者は呆れていました。寄に関しては、今後

学校存続の事もあり、学校のみの問題ではなく、地域のあり方と存続について皆で考え話す場

を何度も作って、自主的なまちづくりをうながしていただけるとありがたいです。寄のすばらし

さを活かした松田まちづくりをしていきましょう。 

【40～49歳,寄】 

412 
１人ではなく、みんなで考えた最良の行政を！ 

【60～69歳,寄】 

413 
町に対する意見を述べる機会を増やして下さい。（アンケートでも） 

【30～39歳,松田惣領】 

414 

なかなか出むいてまで町政に参加しようと思ったことはなかったので、このようなアンケートだ

と興味を持ち、参加しやすいと思いました。集計が大変かと思いますので、インターネットでの回

答にすれば良いのかな？と思います。小田急・ＪＲと２つも乗り入れ可能な土地です。開成が盛え

たように、松田にも期待したいと思います！ 

【40～49歳,松田惣領】 

415 

まだ住みはじめたばかりで、回答しづらいところが多く、きちんと回答できていないかもしれま

せん。日にちは浅いですが、今のところとても住みやすいです。これから少しずつ情報を得なが

ら、まちづくりに参加できたらなと思います。 

【40～49歳,松田惣領】 

416 

コロナ対策については他の自治体と比べ、優秀だと思います。それに比べて、このアンケートは

具体的なことがないような…もう少し違う方法でのアンケートがよかったのでは？と思います。

せっかく予算を組んでいるのだから。 

【40～49歳,寄】 

417 

総合計画の資料があれば良かった。（たぶん配布されているのだろうが）アンケート作成おつか

れ様でした。 

【50～59歳,寄】 

418 
町民アンケートの実施など、町民の声を聞くことは良いことだ。 

【70～79歳,松田惣領】 

419 
この様にアンケートをとって下さることに、感謝いたします。ありがとうございます。 

【80歳以上,松田惣領】 

420 
アンケートに係る時間、経費、労力をムダにすることなく、有効活用することを望みます。 

【80歳以上,松田庶子】 

421 
設問がおかしい。（例）２番の質問、答えはどちらかにしぼれない。 

【60～69歳,寄】 

422 
回答遅くなり申し訳ありません。 

【30～39歳,松田惣領】 

423 
すみません。引越して来たばかりで、何も分りませんで。 

【70～79歳,松田庶子】 
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424 

転入して１年ですが、転入した理由は友人の兄が高齢のため、助けてほしいと友人に頼まれてき

たので、松田町の行政を殆ど知る機会がなく、アンケートの内容がまだ理解されていない事が

多く、役に立てなく申し訳ありません！ 

【70～79歳,神山】 

425 

80才代中の老女、質問のカタカナ語の意味さえ理解できかねます。回答がマトハズレかも知れ

ません。 

【80歳以上,松田惣領】 

  ４．行政運営 

426 

子育て支援、新松田駅の整備など、町民の意見に耳を傾け、広報等で見直し・進捗をこまめに示

しながら、進めていくことを求めます。 

【20～29歳,松田庶子】 

427 
松田町の良さのＰＲの強化。 

【20～29歳,松田庶子】 

428 

広報等を通じ、町民のために尽力を尽くしている熱意を感じております。子育て中でいつも支

援いただき、お陰様で安心安全な生活を維持できていること、心より感謝しております。今後と

も宜しくお願い致します。 

【40～49歳,松田惣領】 

429 

この町はアピールが下手。もっと広報を拡大して町民に働きかけるべき。町が何をしようとして

いるのかピンと来ない。 

【60～69歳,松田惣領】 

430 

広報まつだの紙面も、以前のものより見やすくなっていて、町のことがよくわかるような感じが

します。限られた土地の中で、開発や整備をしていく事は大変な事だと思います。皆様の知恵や

工夫で、町が活性化していくように願います。 

【60～69歳,松田庶子】 

431 

広報など、町からの配布物を現在自治会（組長）から各家に配布しているが、高齢化が進む中、

町の広報等は町から各家に郵送する事が出来たら良いと思います。 

【60～69歳,神山】 

432 

町としていろいろアンケートを実施しているが、それらの結果を町の広報などを通して町民に開

示してほしい。 

【70～79歳,松田庶子】 

433 
“まちづくり戦略プロジェクト”を初めて知ったので、知る機会が欲しかったです。 

【20～29歳,松田庶子】 

434 

町が何をやっているのかを知らないので、もっと情報を受け取れる機会が増えたらいいなと思

います。普段過ごしている中で、町の情報はほとんど入ってきません。また、たまにちらっと聞く

こともあるけど、自分には関係ないかな～っと思ってしまいます。聞いた人が思わず参加したく

なるような、面白い企画や伝え方をしていただけたら、口コミなどで、多くの人に広がるんじゃ

ないかなと思いました。 

【20～29歳,松田庶子】 

435 
町の外に情報やイベント情報を配信する。 

【30～39歳,松田庶子】 
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436 

現時点の町政の把握がないままの回答となってしまい申し訳ありません。町のメルマガなどあ

れば、登録したいと思います。 

【50～59歳,松田惣領】 

437 

住民・民事トラブル（警察に取り扱わないもの）に対する策がない！→町として対応できる、でき

ない、救済できる、できない情報がわかりにくい。 

【50～59歳,寄】 

438 

集合体を望む人達ばかりでなく、個を重視する方も多数いらっしゃると思います。団体行動向け

の施策のみでなく、個への発信もお願いします。 

【60～69歳,松田惣領】 

439 

町でいろいろ取り組んで便利に活用させていただいています。このような便利な物や活動をし

ているという具体的な一覧や、利用手順等がわかると、もっと利用できるかな？と思うんです

が、見てないかも知れないので、教えていただきたいです。一覧表があれば、わかりやすいです

が…。 

【70～79歳,寄】 

440 

まず、基本的な情報をわかりやすく、すばやく知らせ続けてほしいと思います。このアンケートに

並べられている言葉は難しいものが多く、正直なところほとんど理解できないまま回答してい

ます。スミマセン。 

【80歳以上,松田惣領】 

441 
年齢と共に、各事業に参加しにくくなっています。一つでも多くの情報を知りたい、ホンネデス。 

【80歳以上,松田庶子】 

442 

松田町の HPの情報が更新されていないページが多々あるから更新してほしい。ページがあっ

ても古い内容で役に立たない。 

【20～29歳,松田惣領】 

443 

町の HPが古くて、情報がどこにあるのかが分かりにくい。また、防災の情報などがタイムリー

に更新されないため、万が一災害等が起きたときに、情報が人々に伝わらない。HPの古さか

ら、町の発展に力を入れようという気持ちが感じられない。現状維持では衰退してしまうとは、

まさに今の状態のことだと思う。 

【30～39歳,松田惣領】 

444 

行政の取りくんでいる事などが、見える化されていることが良いと思います。が、松田町のＨＰ

が近隣の市や町に比べシンプルで情報が少ないことが、町の外からみたときにもったいないよ

うに思います。高齢者が多く、企業も少ないのにもかかわらず、子育て支援や、またコロナ対策

などもすばやく動いている素敵な町だと思うので、外へのアピールをがんばってほしいです。 

【30～39歳,松田惣領】 

445 

共働きが増える中、役場は月に何回か土曜日も窓口をあけてもらいたい。（もしくはＷｅｂで手

続きが出来るようにするなど）。 

【30～39歳,松田惣領】 
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446 

松田町はペーパーレス化が遅れていると思います。何でも電話予約なところの改善や、教育の

面でもオンライン授業を行ったり、キャッシュレス決済がもっとできるようになると良いと思い

ます。回覧板もコロナ禍でみんなが触っていると思うと早くメールで一斉送信にしてほしい。 

【20～29歳,松田惣領】 

447 

ＩＣＴの活用で町全体を活性化してほしい。特に若い夫婦が定着したいと思える“まちづくり”を

望みます。 

【70～79歳,松田庶子】 

448 

インターネット等、パソコンが苦手な者は、今後いろいろなサービスが受けられなくなりますね。

高齢者が多くなっている今後、すべての人がパソコンができるわけではありません。そうした

方々が公平に利用できるようにするには、どうしたらよいのでしょうか？ 

【50～59歳,松田惣領】 

449 
世帯のインターネット環境サポート。 

【50～59歳,松田庶子】 

450 

年寄りに分かりにくい事が多い。関心もなくなります。なのに選挙などは年寄りの人が出席が多

いように思います。 

【60～69歳,松田惣領】 

451 

問 21のＩＣＴ情報通信技術には、年齢と共について行けない。また、覚えようとする気力もなく

なります。老人です。 

【70～79歳,松田惣領】 

452 

高齢者だとインターネットやパソコンがなく、携帯もガラケーしかない人に、この様なマーク（ＱＲ

コード）は必要ないと思うし、使い方など、ましてやわからないので、これを検索して下さいなど

いわれても出来ない。町で携帯の費用を出してもらえないかな？携帯購入費用や使った費用。 

【80歳以上,松田惣領】 

453 

高齢者対応の充実を望みます。最新機器を使用して時短効率化も必要でしょうが、年齢が高く

なると、やはり人対人の温かさが一番と思います。 

【80歳以上,松田惣領】 

454 

豊かとは言えない財政の中で、子育て支援や高齢者への配慮（タクシー券）など良くやってくだ

さっていると感謝です。老々世帯で１年毎に年を重ねるにつれ、ＩＣＴが使用できない町民のた

めにも、やさしい、親切な役場の窓口であってほしいと願ってます。 

【80歳以上,松田庶子】 

455 

行政のＩＣＴ化は無理に進めても費用だけかかる無駄なシステムになるので、やめていただきた

い。 

【40～49歳,松田庶子】 

456 

もっと町民と対話してほしい。町民の代表として選出されている町会議員が、一部の方を除い

て何をしているのか全くわからない。日頃から町民に耳を傾けない議員は必要ない。高齢者が

もっと輝ける町になってほしい。移住したくなるような取組に期待する（他→松田へ） 

【40～49歳,松田惣領】 
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457 

町会議員の方たちが、実際に松田町のために、どのようなお仕事をしてくださっているのか、見

えづらい一面がある。 

【50～59歳,松田惣領】 

458 
町長は手がけた政策は最後まで仕上げていただきたい。 

【70～79歳,松田惣領】 

459 
いつも役場の丁寧な対応に感謝しています。 

【40～49歳,松田惣領】 

460 
松田町役所の方々は、ご親切な方が多く、質問しやすく、とても感謝してます。 

【50～59歳,松田惣領】 

461 

松田町役場の職員の対応が親切であり、地元に根付いた良いイメージしかありません。大変な

状況ですが、これからも無理せぬ程度にお願いしたい。クレーム等で苦労する事もあるでしょう

が、そうゆう姿もストレスを負わずに仕事をして下さい。 

【50～59歳,松田惣領】 

462 

以前より職員の方々の応対がよくなり、役所に行っても気分が良いです。町長さんが気さくで

ありがたいです。これからも頑張って下さい。 

【70～79歳,松田惣領】 

463 
今の状態を維持してほしい。松田町職員の方には、大変お世話になっています。ありがとう 

【70～79歳,松田惣領】 

464 

役場職員の対応、昔からみれば何倍も良く対応されますがまだ若干対応の態度が良くない日が

あります。 

【80歳以上,松田庶子】 

465 

確定申告の会場で対応される方の教育をしっかりしてほしい。ちゃんと内容をみもせず、間違っ

たことを言われる。 

【30～39歳,松田惣領】 

466 
町役場のミスが多すぎて困る、対応も悪い。放置している町長に不信感を抱く。 

【40～49歳,松田惣領】 

467 

手続き等で役場におとずれた際、職員の態度がよろしくない。カウンターにいても、あれだけの

人数がいるにもかかわらず、だれも応答なし。職員を減らし効率良く行えないものか。 

【40～49歳,松田惣領】 

468 

まず、様々なプロジェクトを取りしきる、町の職員のレベル向上を図るべき。職員の教育、スキル

アップなくして、進展なし。民間の力を活用するためにも、職員の能力と情熱を高めるための施

策を影で実施すべき。民間の優秀な人材に協力してもらうためには、町の職員が優秀であるこ

とが必須になります。 

【50～59歳,松田庶子】 



42 

469 

３年前に松田に引っ越して来た者ですが、いろいろな書類を町役場に取りに行ったのですが、①

受付の方が説明不足でよく分からない。②聞いている事に解答出来ない。③書き直し書類訂正

印だらけの書類を渡された。④待ち時間が長い。⑤書類をまちがって渡しそうになった。他ｅｔｃ

…。窓口の教育をお願いしたいです。よろしくお願いします。でも、マスク配布やゴミ袋の配布は

本当にありがたいと思いました。ありがとうございました。 

【60～69歳,松田惣領】 

470 

ある程度満足していますが、町役場で働く人達の親切さが・・・。忙しいようですが、用事があり

町役場に町民が行った時は、まずは知識のない町民に、親切に対応してほしいです。 

【60～69歳,松田惣領】 

471 

町へ依頼した事に対して、やる事が遅すぎる！千葉県松戸市の「すぐやる課」をベンチマークし

て、取り入れる事は取り入れてほしい。 

【60～69歳,神山】 

472 
町役場の対応が遅い。言い訳ばかりで出来るだけ速めの対応・処理ｅｔｃ、お願いしたい。 

【70～79歳,神山】 

473 
町職員の適正化（人数が多すぎる。無駄と思われる職員が多々見受けられる）を望む！ 

【70～79歳,松田庶子】 

474 
町当局に町民の良き取りはからい、お願いします。 

【80歳以上,松田惣領】 

475 
たとえば、海老名市の様に、毎月第１、第３の午前中に一部、窓口業務を行うようにしてほしい。 

【50～59歳,松田惣領】 

476 

ワクチン接種や、10万円給付の早さ、マイナンバーカード発行のスムーズさなど、とても良かっ

たです。 

【20～29歳,寄】 

477 
コロナの予防接種の時の様に、タイムリーな行政対応をしてほしい。 

【30～39歳,神山】 

478 

コロナ対策では、10万円支給（早い！）、マスク配布（アベノマスクより早い）、高齢者のタクシー

券、皆さん大変喜んでいます。ワクチンも早い。このあたりは近隣市町村より群を抜いて早い。１

部ですが、とぎ澄まされた感性が持続できますように。お願いします。 

【70～79歳,松田惣領】 

479 
新しい町体を作ってほしい。古い。夏冬が使用したくない。 

【16～19歳,松田庶子】 

480 

予算がかなりかかることを同時にやっているため、どれも中途半端になっているきらいがある

と見受けられます。どの事業も大事なのはわかりますが、予算の制約がある以上、優先順位をつ

けて取り組む方がよいように思います。これからもよりよいまちづくり、頑張ってください。 

【20～29歳,松田庶子】 

481 
20年、30年単位で、ビジョンを持って運営してほしい。短期的な損得で議論して欲しくない。 

【30～39歳,松田惣領】 
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482 

まずは子どもたちの教育と安心・安全な暮らしを高めることが、松田町の未来につながると思

います。また、アウトドアブーム、健康志向が続く中で、西丹沢の玄関口となる新松田駅周辺は登

山者受け入れのポテンシャルが高いと思います。松田町は立地適正化計画を策定しており、国

の補助金を最大限活用しながら、公民連携の複合施設やサービスを整えるなど、持続可能なま

ちづくりを推進していただければと思います。 

【40～49歳,松田惣領】 

483 

効率化のためコンパクトシティを目指していただきたいです。車が無いと生きていけない町は、

これから厳しいと思います。よろしくお願いします。 

【40～49歳,松田惣領】 

484 

昔からとか、古くからとか、過去の古くさい考え方を捨てる事が大事だと思う。町を無理やり近

代化させる必要はない。県外などの人達が来やすく、滞在しやすい町になってほしい。 

【40～49歳,松田惣領】 

485 
新しいまちづくりではなく、昔にもどるまちづくりも必要。 

【40～49歳,松田庶子】 

486 
田舎の良さを見直してほしい。人が少ない事が良さである。 

【50～59歳,松田庶子】 

487 

近隣の町に比べて（開成町、大井町）全てが劣っていると思う。両町は近年、目ざましく発展して

いると思う。参考にしてほしい。 

【50～59歳,神山】 

488 

昨今の他所からの転入を促す、観光等により他所から人を入れるといった事も大切とは思いま

すが、それにより元々松田町に住んでいた方々が住みにくくなっては本末転倒だと思います。ま

ずは町民に対し手厚い行政サービスをお願いしたいです。 

【50～59歳,寄】 

489 

国全体の人口が減少していく中で、必要以上な夢を見ることなく、しっかりと地に足の着いた行

政を行っていただきたい。 

【60～69歳,松田庶子】 

490 

松田町独自のカラーを打ち出すまちづくりへの実現。他市町村の真似でなく、若い力・若い軟ら

かい考えを取り入れる。 

【60～69歳,寄】 

491 

松田町は小田急線・御殿場線及び東名（大井松田ＩＣ）に加え、新東名（新秦野ＩＣ）の開通により、

交通アクセス（国道 246・255を含む）が向上したことから、観光・物流など交通の要衝として

のまちづくり（整備・開発）なのかなと、思います。安心・安全な環境で、文化的にも活発に交流で

きる町を望みます。 

【70～79歳,松田惣領】 

492 

いつ見ても、オール４的な小粒の優等生的作文の感が否めない。１つズバ抜けた５があれば、松

田の魅力をアピールできる。とにかく、若者を本気で呼びよせる施策に、町を挙げて注力すべき

だ。本来、本山町長はメリハリの効いた考えの人物とお見受けする。大胆な若者誘致策以外に、

町の将来はない！町長に陣頭指揮でお願いしたい！ 

【70～79歳,松田惣領】 
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493 
総合計画が単年度単位になっている。総合計画時点の目標を作り、全体的な進め方をする。 

【70～79歳,松田惣領】 

494 
小田急のロマンスカーが新松田駅に発着せざるを得ない様な町にしてほしい。 

【70～79歳,松田惣領】 

495 

小田急あっての松田まちづくりの様な気がします。対小田急との仲はいかがですか？南口の変

電所がどうなるか…によって答えが出る気がします。頑張って下さい。 

【80歳以上,松田惣領】 

496 

目標数は少なくてよいので、具体的な計画と確実な実践力で進め、町民にその姿が見える様な

「まちづくり」を実施してもらいたい。「絵に描いた餅」にならない様、期待しています。 

【80歳以上,松田惣領】 

  ５．財政運営 

497 
破綻してから若い世代に丸投げするなら、早めに手綱を任せてほしいです。 

【16～19歳,松田惣領】 

498 

給料のベースｕｐ希望。物価が上がって給料が上がらない。子育て世代の人の税金対策してほし

い。公休が少ない、働きづめ。人間関係がギスギスしている。 

【16～19歳,寄】 

499 
企業の受け入れ、世帯増加に伴い、財源確保。 

【20～29歳,松田庶子】 

500 

大きな法人もなく、住民も減る一方、これから何を軸にどうやって町の収入を上げていくのか？

町のウリってなんなのか？このままいけば、町は失くなる。誰も考えていないようにしか見えな

い。 

【30～39歳,松田惣領】 

501 

税金の無駄遣いだけはしないでください。このアンケートも郵送ではなく、ネットでの回答受付

にすれば、用紙代・郵送費もかからないのでは。町政がいつまでもアナログだと、若い世代が離

れます。 

【30～39歳,松田惣領】 

502 

税金を有効に活用していただきたい。新型コロナ対策の経済支援は職業、年齢や所得などに関

係なく町民全員に平等に支援していただきたい。町内でも不正受給が多いと感じます。 

【40～49歳,松田庶子】 

503 
借金のないまちづくりをしてほしい。 

【50～59歳,松田惣領】 

504 
お金のバラまきは評判良くない。全ての町民が平等に使える事を考えていただきたい。 

【50～59歳,松田惣領】 

505 

町民のうちの何名がボルダリングをやるんですか？税金をムダ遣いするのもいいかげんにして

ほしいです。町の財政を扱う人たちは、頭があまりよくないんですか？今の町長になってから特

にヒドイですね。 

【50～59歳,松田惣領】 

506 

このアンケート票の用紙が、質が良すぎませんか？もっと安い紙を使用すればいいと思います。

コスト削減できるところは、なるべくして下さい。 

【50～59歳,松田惣領】 
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507 
税金が松田町は高く感じる。改める事が転入者も増え、町の発展になると思う。 

【50～59歳,松田惣領】 

508 

高齢者人口がピークを迎える 2040年代に向け、社会保障費確保のための施策立案と実行計

画策定。ｅｘ）企業誘致による税収拡大など。 

【60～69歳,松田惣領】 

509 
議員を三期勤めると、恩給がもらえるのを廃止すべきである。 

【70～79歳,松田惣領】 

510 

駅周辺開発不要。町営住宅建設不要。ハーブ館・さくらまつり・ろうばいまつり等、活用し町の収

益をアップさせるとともに、参加する町民が収入を得られるような仕組みづくり（町民は自由に

農産物等販売できる等）。 

【80歳以上,松田惣領】 

  ６．広域行政・国際交流 

511 

これからまた国際交流などをする場が増えるといいです。外から来ていただくだけではなく、現

在松田町や近隣にお住まいの外国人の方が交流しやすい場などがあればよいです。あまり友人

もいなく、精神的に孤立している人もいます。そのような場があればぜひ協力したいと思ってい

ます。よろしくお願いします。 

【40～49歳,松田惣領】 

512 

特定健診・各種商品券等の使える地域、などの利用時、松田町内・足柄上郡内等のしばりが多

く、十分に受けることができず、困っています。 

【60～69歳,松田惣領】 

513 

高齢化や人口減少が進行している。一市三町による広域行政を具体化し、自存可能な新自治体

形成を目指すべき時です。 

【70～79歳,松田惣領】 

514 

高齢化が進んでいくと思われます。近隣の町と合併して市にした方がよいのではないでしょう

か。 

【50～59歳,神山】 

515 
１市５町の合併が、すべての解決となると信じる。 

【60～69歳,松田惣領】 

516 
町村合併を推進すべきです。 

【80歳以上,松田庶子】 

  



46 

 【】内は年齢、居住地区の順 

７ その他 

517 

とても住みやすく、安全に過ごせました。人も割と親切で、田舎の良さを感じました。なかなか

ない松田町の特色なので、これからも温かいまちづくりに期待しております。本当に嫌な思いを

した事なかったです。この様な特色を失わず、人口増加に繋げていってほしいです。ありがとう

ございました。 

【40～49歳,松田庶子】 

518 
隣の町よりも一歩先を行く、松田町であってほしい。 

【40～49歳,松田庶子】 

519 

現在は情報があふれているので、本物でなければすぐに見ぬかれます。広告は手っ取り早いで

すが、残っていきません。本物を追及してください。 

【無回答,無回答】 

520 
日々、ここで育って良かったと感じる時が多々あります。 

【30～39歳,松田惣領】 

521 
よりよいまちづくりに頑張って下さい。お疲れ様です。 

【60～69歳,松田惣領】 

522 
１つずつやっていきましょう 

【60～69歳,寄】 

523 

町長はじめ、役場職員の方々、仕事が多く大変だろうと思いますが、町民に向かって仕事をして

下さい。コロナ禍で松田町職員の皆様は、がんばってくれました。お疲れ様です！ありがとうご

ざいました。 

【70～79歳,松田惣領】 

524 

私は松田町に住んで、60年近くなります（生まれは青森県です）。さわがしくもなく、寂しくもな

く、私は好きな所です。これからも松田を応援します。 

【70～79歳,松田惣領】 

525 
皆さん、よくやっていただいていると思います。ありがとうございます。 

【80歳以上,松田庶子】 

526 

限られた職員数の中で頑張って良くやっていると思う。山口県阿武町のようなミスを出さない

よう、頑張ってください。 

【80歳以上,松田庶子】 

527 

町・職員の皆様！町民のために連日のお仕事御苦労様です。今後共、町民の幸せのため御尽力

下さい。有難うございます！ 

【80歳以上,松田庶子】 
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528 

当該調査票を封入していた封筒にかかれていた「おもてなし宣言」を読みましたが、酷すぎま

す。内容はともかくとして安易に「おもてなし」とか使っちゃうところが論外です。本当に松田町

のことを考えているならば流行語などを安易に使わないという気概が最重要です。「ワンチー

ム」や「おもてなし」という言葉を使うのは”愚の骨頂”です。その時点で永遠にお役所仕事から

抜け出せません。行政の中にいる人たちはそういう言葉使いが若者から見放される原因という

ことをまるで理解してないです。ひと言でいうと「ダサイ」ですよ。”おしゃれ”であることが良い

とも思いませんが、何か他の市町村とは差別化を図りたいと思うのであれば、若者の言う”おし

ゃれ”とは一体何か？ということを本気で考えるべきです。東京オリンピックがあるからスポー

ツで地方創生しようというのも、愚かな考えです。むしろ考えることは逆なのです。（スポーツが

苦手な子どもが疎外感をもつ）つまり、町政の中心が「サブカルチャー」を推すような町になれば

良いです。これができるところはとても少ないです。差別化を図るならこれです。お願いいたし

ます。 

【20～29歳,松田惣領】 

529 

この調査票が、絶対に個人が特定されることがないのか不安です。封筒下のカスタマバーコー

ド、何でしょうか。個人の特定ですか？ 

【30～39歳,寄】 

530 
近隣迷惑者への徹底指導。 

【70～79歳,松田惣領】 

531 
この町に住んでいても、魅力・メリット等一切感じない 

【無回答,無回答】 

 


