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第２章 町勢の概要 

１．位置・地勢・気候 

本町は、埼玉県の東北端（東経 139 度 42 分～139 度 48 分、北緯 36

度 00 分～36 度 04 分）に位置し、東は江戸川を隔てて千葉県、南は春日部

市、西は古利根川を境に宮代町と久喜市、北は幸手市に境界を接しています。 

町全体の形は、鷲が羽を広げた形をしており、右の翼に当たる東部の一部が

千葉県から続く洪積層で海抜 18ｍ前後の台地、その他の地域は旧渡良瀬川の

氾濫原で海抜 10ｍ以下の平坦な地形となっています。また、東京都心より北

方 40km 圏内にあり、町域の面積は 30.00km2で、埼玉県の約 0.8％を占め

ています。 

気候は、関東平野のほぼ中央部に位置することから、年間を通じては太平洋

型の気候ですが、夏冬には内陸性の気候となっています。 

 

位 置 図 
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２．歴史・沿革 

本町の歴史上分かっていることは、町域最古の人跡は町域東部の台地にある

と考えられます。ここからは、旧石器時代の遺物や縄文時代前期と推定されて

いる土器等が多数出土しています。続く時代には、武蔵と下総の交流で栄えた

豪族が、目沼古墳群（目沼九十九塚）を遺しました。円筒埴輪列がよく残って

いた瓢箪塚古墳は、学史的に重要とされ、現存する浅間塚古墳とともに著名で

す。 

中世には、町域西縁の古利根川に沿った自然堤防が重要な交通路となり、武

士の都鎌倉と東北地方をつなぐ鎌倉街道として利用されました。利根川本流の

渡河点である「高野渡
たかののわたし

」は現在の下高野地区に存在して交通の要衝であり続

け、関東の政局が刻々と反映される、時代の鏡のような地域となりました。 

さて、現在の杉戸町の源といえるのは、江戸時代成立の日光道中杉戸宿です。

公用の人物・荷物・書状などをリレーする伝馬制度が、幕府による宿場整備の

目的でしたが、私的な旅人の休泊所としても宿場は繁栄します。後には近隣の

村々からの協力も伝馬制度を支え、地域には広域的な連携が生まれました。 

近代になると明治 12 年には、杉戸宿には中葛飾郡・北葛飾郡役所が置かれ、

同 22 年には杉戸宿が隣接の清地村・倉松村と合併、「杉戸町」が誕生します。 

第二次世界大戦後も、昭和 30 年には（旧）杉戸町、高野村、田宮村、堤郷村

が合併、翌年には本島地区が幸手町から杉戸町に編入されました。昭和 32 年、

泉村を編入合併しましたが、その後、同 35 年には、木崎・芦橋・倉常地区が

杉戸町から庄和村へと編入され、ここに「杉戸町」の町域は確定をみます。当

時、人口約 16,800 人、面積約 30 km2 の規模でありました。 

昭和 40 年以降、本町は、高度経済成長を牽引する首都東京の郊外住宅地と

しての進展を遂げました。着実な人口・世帯の増加を経て、平成 13 年には人

口 48,000 人に達しました。これらは、中央地区の国道４号線沿線の開発や

杉戸高野台地区の区画整理と駅の開業があいまった結果であると考えられま

す。 

そして、平成の時代を迎え、合併特例法の改正による全国的な“平成の大合

併”の流れの中で、本町においても近隣市町との合併の機運が高まり、合併の

是非について３度にわたる住民投票が行われました。この住民投票により、住

民から合併反対の意思が表明されたことから、本町においては単独での町政運

営の道が示されることとなりました。 
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３．交通 

本町を取り巻く広域的な道路網は、幹線道路として、町の西部の市街地に国

道４号が南北に走り、中央部には町道Ⅰ級 11 号線（埼葛広域農道）、東部に

は国道４号バイパスが整備されています。また、県道が縦横に通過し、周辺都

市と結ばれています。これらを基幹として、町道が接続する形で道路網が形成

され、生活圏の形成に重要な役割を果たしています。さらに、広域的幹線道路

として、首都圏中央連絡自動車道及び東埼玉道路が計画されており、広域的な

交通条件が飛躍的に向上することが期待されています。 

公共交通は、町の北西部に東武鉄道杉戸高野台駅があり、市街地には東武動

物公園駅が隣接しています。東武動物公園駅は、東武伊勢崎線と東武日光線の

分岐点であると同時に、東京メトロ日比谷線と半蔵門線が相互に乗り入れてお

り、通勤・通学などに利用されています。 

バス路線は、東武動物公園駅を起点とする境車庫線、関宿中央ターミナル線、

杉戸高野台駅と幸手駅を結ぶ幸手駅前杉戸高野台駅線の３路線が運行してい

ます。 

 

広 域 交 通 網 図 
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４．人口と世帯 

平成 17 年の国勢調査結果では、総人口が 46,646 人となっています。 

平成 12 年から人口は微減し、平成 12 年から平成 17 年では、５年間で

690 人の減少となっています。 

また、世帯数は平成２年以降一貫して増加を続けており、平成 17 年には

15,855 世帯となっていますが、核家族化や世帯の多様化の進行により１世

帯当たりの人数は減少しています。 

年齢階層別人口の推移をみると、年少人口（14 歳以下）は、平成 12 年の

7,120 人（15.0％）から平成 17 年には 6,361 人（13.6％）へと人数、構

成比率ともに減少しています。また、生産年齢人口（15～64 歳）について

も、平成 12 年の 34,345 人（72.6％）から平成 17 年の 32,538 人（69.8％）

へと人数、構成比率ともに減少しています。 

一方、老年人口（65 歳以上）は平成 12 年の 5,854 人（12.4％）から平

成 17 年の 7,673 人（16.4％）へと人数、構成比率ともに増加しています。 

平成 17 年の高齢化率は 16.4％と、埼玉県平均（16.4％）と同様の比率と

なっているものの、全国平均（20.1％）は下回っており、年少人口比率は

13.6％と、全国平均（13.7％）、埼玉県平均（14.0％）をともに下回ってい

ることから、少子高齢化は着実に進んでいます。 

今後は、あらゆる分野で本格的な少子高齢社会の到来を見据えたまちづくり

を進めていく必要があります。 
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人 口 ・ 世 帯 数 の 推 移 

（単位：人、世帯、人／世帯、％） 

年平均増減率 年 
 

項目 

平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 
Ｈ２～Ｈ７ Ｈ７～Ｈ12 Ｈ12～Ｈ17 

総人口 40,419 45,056 47,336 46,646 2.29 1.01 △ 0.29 

 年少人口 7,662 7,328 7,120 6,361 

 （14歳以下） (19.0%) (16.3%) (15.0%) (13.6%) 
△ 0.87 △ 0.57 △ 2.13 

 生産年齢人口 29,337 33,278 34,345 32,538 

 （15～64歳） (72.6%) (73.9%) (72.6%) (69.8%) 
2.69 0.64 △ 1.05 

 老年人口 3,415 4,449 5,854 7,673 

 （65歳以上） (8.4%) (9.9%) (12.4%) (16.4%) 
6.06 6.32 6.21 

世帯数 11,530 13,614 15,278 15,855 3.61 2.44 0.76 

１世帯当人数 3.51 3.31 3.10 2.94 - - - 

注：総人口には、平成２年に５人、平成７年に１人、平成12年に17人、平成17年に74人の年齢不詳を

含む（資料：国勢調査）。 

 

人 口 の 推 移 
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５．就業構造 

就業者総数は、平成２年から平成 12 年までの増加傾向から転じ、平成 12

年から平成 17 年で減少し、その伸び率は小さくなっています。 

産業別では、第１次産業の就業人口は減少傾向にあり、第２次産業の就業人

口は平成 7 年から減少傾向、第３次産業の就業人口は平成２年から平成 12 年

で増加、平成 12 年から平成 17 年でわずかながら減少しています。 

 

産 業 別 就 業 者 の 推 移 

（単位：人、％） 

年平均増減率 年 
 

項目 

平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 
Ｈ２～Ｈ７ Ｈ７～Ｈ12 Ｈ12～Ｈ17 

総人口 40,419 45,056 47,336 46,646 2.29 1.01 △ 0.29 

就業人口総数 20,000 22,886 23,508 23,003 2.89 0.54 △ 0.43 

 1,157 1,003 838 788 

 
第１次産業 

(5.8%) (4.4%) (3.6%) (3.4%) 
△ 2.66 △ 3.29 △ 1.19 

 7,348 7,818 7,201 6,485 

 
第２次産業 

(36.7%) (34.2%) (30.6%) (28.2%) 
1.28 △ 1.58 △ 1.99 

 11,448 14,020 15,360 15,331 

 
第３次産業 

(57.2%) (61.3%) (65.3%) (66.6%) 
4.49 1.91 △ 0.04 

就業率 49.5% 50.8% 49.7% 49.3% - - - 

注：就業人口総数には、平成２年に47人、平成７年に45人、平成12年に109人、平成17年に399人の分

類不能を含む（資料：国勢調査）。 

 

産 業 別 就 業 者 の 推 移 
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６．本町の特性 

新たなまちづくりの方向性を定めるためには、本町の財産である特性・資源

をあらためて捉え直す必要があります。今後のまちづくりに活かすべき代表的

な特性・資源は、以下のとおりとなっています。 

 

 

子育てを支援し、個性豊かな子どもを育み、人

が育つまち 

本町は、町立幼稚園５園を有するほか、子育て支援センターやファミ

リー・サポート・センター、児童館などを配置し、地域・世代間の交流

の場を提供するなど、各種支援制度のもと子育て支援を積極的に進めて

います。こうした「子育て支援施策」のもとで、子どもたちが豊かな個

性と能力を育んでいます。 

これらの活動は、次代につないでいくまちづくりには欠かせない要件

であり、明日の本町を支えていく人づくりの一層の取り組みの継続が求

められます。 

 

 

 

住民の健康・福祉を重視するまち 

すぎとピアは、介護保険事業などの運営のほか入浴施設や多目的ホー

ルなどを併設した施設として、高齢者福祉サービスや地域福祉活動の中

核を担っています。また、住民の健康増進やスポーツ振興を図るととも

に、住民相互のふれあいの場として、エコ・スポいずみが整備されてい

るなど、住民の健康・福祉を増進する諸活動が展開されています。 

今後とも、保健・医療・福祉の連携を図っていくとともに、地域での

健康づくり、福祉ネットワークの形成を図っていく必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 

特性２ 

特性１ 
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歴史と文化が息づくまち 

本町は、縄文時代の遺跡、貝塚や集落跡が発見されるなど、古の人々

の生活の足跡をみることができます。また、江戸時代になると、五街道

の一つ日光街道が通り、本陣や脇本陣、旅籠などが建ち並び、宿場町が

形成され、杉戸町の現在の発展への基礎が築かれました。 

このように本町は、特色ある歴史・伝統文化を有する町であり、今後

は、これらをさらに活かして、個性豊かなまちづくり、町民文化の香り

高いまちづくりを一層進めていくことが必要です。 

 

 

 

都市化が進む中でも美しい田園都市として発

展し、快適な暮らしを保つまち 

本町は、田園風景の中に歴史・文化を抱く樹林や緑豊かな屋敷林が点

在し、水鳥や多様な動植物が生息・生育する江戸川や大島新田調節池な

どの優れた自然環境を有しています。また、中央地区や杉戸高野台駅周

辺部など、都市化が進む中、住民が自然とふれあえる場としての機能の

一端を担っています。 

これらの諸条件は、その活用によって、住民の快適な暮らしと交流を

演出することにつながります。 

 

 

企業誘致と雇用の確保が期待されるまち 

（仮称）屏風・深輪産業団地の開発による企業誘致の促進とともに、

首都圏中央連絡自動車道の整備計画により、広域的な交通条件の飛躍的

な向上が期待されています。今後、さらに運輸・製造業など新しい企業

の立地が進むものと見込まれています。 

新しい企業が増えるとともに、地域産業が元気を出すことは経済の発

展と雇用の確保につながるものであり、地域経済の活性化に欠くことの

できない要件です。 

特性３ 

特性４ 

特性５ 


