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EVENTEVENT
まつだ桜まつり／寄神社例祭／寄しだれ桜まつ
り／桜観音例祭／最明寺例祭／寄自然休養村
春季清流釣り大会／延命寺ぼたん祭り／寄自
然休養村若葉まつり

春

夏
酒匂川アユ釣り解禁／ハーブフェスティバ
ル／ホタルの夕べ／寒田神社例大祭／延
命寺四万八千日（縁日）／まつだ観光まつ
り・あしがら花火大会

季節のイベント

秋

冬松田きらきらフェスタ／延命寺歳の市／
どんど焼き／延命寺観音例祭／寄ロウバ
イまつり

秋の味覚狩り＝栗ひろい・いも掘り・みかん
狩り／寄自然休養村 秋季清流釣り大会／
秋のハーブフェスティバル／まつだ産業ま
つり

春は新緑、夏は渓流、秋は紅
葉と、四季の移り変わりを五
感で感じられます。
自然が体験できるツアーも開
催されています。

松田町寄5605
ＴＥＬ0465-89-3113
関東最大級の広 と々した芝生
のドッグランで愛犬とおもいき
り走りまわることができます。
清流のせせらぎが心地よく、
人も動物ものびのびとすごせ
る静かな環境です。

松田町松田惣領2037
ＴＥＬ0465-83-1221 松田町松田惣領2951

ＴＥＬ0465-85-1177
松田といえばハーブガーデン！桜まつり
もこの周辺の公園で開催されます。
空中庭園のような景色のパノラマと季
節のハーブが楽しめます。

松田町松田惣領866-1
ＴＥＬ0465-83-0351
県西地区の中核的な総合病
院で、救急医療への対応や
地域と連携した医療体制が
確立され、災害時の拠点病
院としても機能します。

神奈川県 松田町

神奈川県でありながら、豊富な自然に
囲まれた松田町。
豊かな自然がありながら、東京、横浜
への通勤も可能です。
現在、東京にお住まいであっても、仕
事を変えることなく、山や清流、自然
に囲まれた暮らしができますよ。
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総　務　課

子育て応援賃貸住宅
子育て世帯・新婚世帯を対象とした賃貸住
宅を整備しました。駅近で安心・安全な住宅
で駅からのアクセスも良く、入居者同士の交
流も図られています。

教　育　課

松田町の幼稚園・小学校・中学校では、完全給食を実施しています。
学校では敷地内で調理を行っていて、出来立ての美味しい給食が毎
日食べられます。
費用の一部を町で負担します。

週末や学校の長期休業中に、学校の勉強のサポートや、ボランティア
活動、地域との交流活動を学べる寺子屋が開かれています。

子ども・子育て
応援 くらしの応援

政策推進課 観光経済課

地域力向上促進事業助成金
自主性・主体性に基づき地域の魅力や、にぎわいを向上させる
事業に対して、地域力向上促進事業助成金を設けています。
該当事業には、事業費の 2 分の 1 以内の費用を町が助成します。
1年度につき、2万円以上10万円以下の事業費が対象となります。

国際交流事業
世界で活躍するグローバル人材を育成するため、「幼児向け英語
遊び」や「料理教室」などを定期的に開催しています。

松田町店舗
リノベーション支援補助金制度
町内の店舗全体の魅力をアップすることで、地域経済の活性化
とにぎわいや産業の創出を図り、商業の振興に資することを目
的とした補助金制度です。

定住少子化担当室

民間賃貸住宅家賃補助制度
定住促進と地域経済の活性化を図るため、空家バンクに掲載さ
れた賃貸物件に入居する子育て世帯、若年世帯に対して、家賃
の一部を補助します。

住宅取得促進奨励金 及び
二世帯同居等支援奨励金交付制度
定住促進を図るため、町内に住宅を新築または購入により取得
された住宅等に移り住む方に対して、一定の要件を満たした場
合に、奨励金を交付します。

不妊治療費助成
不妊治療のうち医療保険が適用されずに高額の医療費がかかる体
外受精や顕微授精（特定不妊治療）について、治療に要する費用の
一部、上限20万円を助成します。所得制限や年齢制限はありません。

不育症治療費助成
不育症の診断を受けた後、平成28年4月1日以降に医療機関にお
いて保険診療対象外の治療および検査を受けられた夫婦に対
し、治療費等の一部、上限30万円を助成します。所得制限や年齢
制限はありません。

小児インフルエンザ助成事業
小学生、中学生を対象にインフルエンザ任意予防接種を受けた
際の一部を助成します。

小児医療費助成制度
子どもに係る医療費を助成することにより、子どもたちの健全
な育成を支援し、保護者の負担を軽減します。
制度の適用を受けるには、町から発行された「小児医療証」が必
要です。

チャイルドシート購入補助制度
法に適合したチャイルドシート（中古品を除く)を購入された方
へ補助金を支給する制度です。

英語検定料補助金
町内に在住する児童・生徒の英語力及び学習意欲の向上を図る
ことを目的に、実用英語技能検定を受検する児童・生徒の保護者
に検定料を補助します。

学校ＩＣＴの環境設備
小学校の一部の学年でタブレット端末を試験導入し、学校における

ＩＣＴ（情報通信技術）教育の推進を図っています。今後も計画的に
ＩＣＴ機器の導入など、教育の情報化の推進及び児童生徒の学習環
境の充実を図り、継続して情報教育を推進します。

町立幼稚園での取り組み
松田地区に松田幼稚園、寄地区に寄幼稚園を設置し、3年保育を
実施しています。また、町内すべての幼稚園で無料送迎バスの運
行を実施しています。幼稚園預かり保育として、保育時間終了後
から午後4時30分まで一時預かり保育を実施しています。

すべての学校で
給食を実施

寺子屋
まつだ

レジャースポット
ボルダリング

松田山ハーブガーデン

イルミネーション 寄七つ星ドッグラン 桜まつり

子育て支援センター

河川敷での保育

子育て健康課 TEL0465-84-5544
教　 育　 課 TEL0465-83-7023

定住少子化担当室 TEL0465-84-5541
政  策  推  進  課 TEL0465-83-1222
総　　 務　　 課 TEL0465-83-1221
観  光  経  済  課 TEL0465-83-1228

子育て健康課
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