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第３章 本町を取り巻く諸情勢と課題 

１．時代の潮流 

本町をめぐる社会・経済情勢の変化は、地方財政の厳しい状況をはじめとし

て、まちづくりの各分野において、検討かつ対応すべきものがあります。 

今後のまちづくりにおいては、広域的、全国的、さらには世界的な視点から、

時代の流れがもたらす様々な課題に的確かつ柔軟に対応していくことが必要

です。 

 

■潮流１ 地方分権時代の到来 

現代の大きな潮流となっている地方分権は、行政の権限を住民に身近な市町

村にできるだけ移し、地域自らがその実情に応じた行政を展開できるようにす

ることです。 

したがって、これからの市町村には、自らの責任と判断で自らの進むべき方

向を決め、具体的な施策を自ら実行することができる政策形成能力が強く求め

られることになります。 

また、権限の移譲により、事務量の増加や専門性が要求されるため、地域の

実情に即した行政サービスが展開できる体制の整備と人材の育成・確保が必要

になります。 
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■潮流２ 少子高齢化の進行と人口減少 

出生率の低下や平均寿命の伸長に伴い、これまでの予測を上回る速度で少子

化、高齢化が進行しており、本格的な少子高齢社会を迎えています。 

また、増加を続けてきたわが国の総人口は、既にピークの状態を過ぎ、人口

減少社会に入っています。 

本町においても、子どもの数は減少傾向にあり、総人口が減少に転ずること

も予測されています。年少人口の割合が減少する一方で、老年人口の割合が増

加してきており、今後ますます、少子高齢化が進むものと見込まれています。

少子化の進行は、将来の生産年齢人口の減少につながり、このことは、社会活

動の停滞を招き、町の活力低下につながることも考えられます。 

さらに、高齢化が進むことによって、高齢者介護を取り巻く問題や医療、福

祉などの財政負担が増大し、行政サービスの中でその比重が高まることになり

ます。 

このため、地域全体での子育て支援体制の確立や高齢になっても元気で安心

して生活できる環境づくり、高齢者や障がいのある人にやさしいまちづくりな

ど、生涯を託せる地域づくりの視点が重要になっています。 

また、人口減少による活力の低下を防ぐ対策として、未利用地の有効活用な

どの定住策を促進することにより、生産年齢人口の増加策を図る必要がありま

す。 
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■潮流３ 環境との共生の時代 

大量生産、大量消費、大量廃棄型の生活や経済活動に伴い、地球温暖化やオ

ゾン層の破壊、海洋汚染など、地球規模での環境問題が深刻化しています。ま

た、国内でも公共用水域の水質汚濁、ダイオキシン（猛毒の塩素化合物）、環

境ホルモン（内分泌をかく乱する化学物質）問題などが発生し、人々の環境保

全に対する意識が急速に高まっています。 

したがって、身近な自然環境から地球環境に至るまで、人と環境との共生の

重要性を認識することが必要です。そして、環境への負荷を低減する循環型社

会、低炭素社会（地球温暖化の主因とされる温室効果ガスの一つである二酸化

炭素の最終的な排出量が少ない産業・生活システムを構築した社会）への移行

など、総合的な環境面での対策を進める必要があります。 

本町においても、住民の快適で安全な生活を確保し、生産基盤や生活の場と

して、さらに、やすらぎやレクリエーション、交流の場として活用するため、

貴重な自然環境や田園景観を一体的に保全し、自然と共生するまちづくりを進

め、恵まれた貴重な財産として未来に引き継ぐ必要があります。 

また、省資源・省エネルギー・リサイクルなどの環境対策を進め、環境と共

生していく循環型社会の形成が求められています。 
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■潮流４ 地域産業・経済をめぐる再構築の必要性 

地域の産業・経済は、多くの業種で活性化が必要な状況にあります。 

農業は、安全で確かな農産物の生産と地域の特徴と個性ある産品の普及・開

発を進めていくことが必要となっています。工業は、地域でこれまで培ってき

た技術力を活かし、独創性を発揮したものづくり産業としての振興に努めてい

くことが必要となっています。商業は、地域の顔としての商店街の活性化と便

利な拠点性の向上を図ることが求められているほか、新たな雇用の場の創出と

雇用の安定確保が急務となっています。 

本町においても、これらの課題解決のため、地域の魅力や存在感を高め、地

域の活力をより一層醸成していくことが必要になっています。 
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■潮流５ 高度情報化の進展 

高度情報通信技術（ＩＣＴ：Information and Communication Technology）

の飛躍的な進歩により、パソコンや携帯電話などの情報機器とインターネット

が急速に普及し、情報ネットワーク社会が急速に拡大しています。 

情報通信基盤の整備は、地域の文化や特産品情報の発信、生産者と消費者の

交流促進、在宅勤務や遠隔地勤務体制の普及などによる就業機会の拡大、教育

機会の拡充や障がいのある人の社会参加機会の拡大、地方における高度な医療

の受診機会の拡充や在宅医療の充実など、様々な面で時間と距離の壁を取り除

き、社会のあらゆる分野に効果をもたらす可能性を拡大させています。 

このため、これからも情報通信基盤のより一層の整備を進め、高度情報ネッ

トワーク社会の構築に取り組む必要があります。 
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■潮流６ グローバル化の進展 

経済のグローバリゼーション（世界的展開）は、国際分業の深化を進め、財・

人・資本・情報の流れを速め、国境を越えた地域間競争を促進しています。 

また、テロや情報通信技術を通じたネット犯罪など、危険がごく短期間に世

界中に及ぶ可能性が高くなり、リスク（危険）回避のための予防手段を講じる

必要性が高まっています。 

このようなグローバル化の流れは、地域社会の振興や身近な住民生活に既に

大きな影響を及ぼしていることから、本町においても、これらに対応したまち

づくりに積極的に取り組むとともに、地域社会の中で有効に活用していくこと

が求められます。 
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■潮流７ 価値観の変化と生活様式の多様化 

現在の社会は、長期にわたる景気の低迷から経済危機、経済活動のグローバ

ル化のもとで、大量生産・大量消費に象徴される産業構造から、産業のソフト

化、サービス化（第３次産業の中でのサービス業の伸長）、知識集約化、情報

ネットワーク化による新しい産業構造へと移行しつつあります。 

そのような中、人々の価値観も生産中心主義、量的価値重視から、生活、文

化、環境、安全などの人間的・質的価値重視へと変化し、一人ひとりの価値観

や生活様式も多様化しつつあります。そして、生活を楽しみ、自らの主体的で

個性的な生き方を通して、生活の質を高める方向へと変化しています。 

このため、本町においても、生活の質的向上の視点を重視した取り組みを進

めていくとともに、生涯学習・文化・スポーツ・レクリエーション活動をはじ

め、自然や歴史とのふれあい活動、内外の人々との交流などの場や機会を増や

していくことが求められます。 
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■潮流８ 協働のまちづくりの時代の到来 

自分たちの地域は自分たちでつくるという気運が高まりつつあり、住民自ら

の手による特色あるコミュニティ（行政区・町内会）活動や地域づくり活動が

全国的に行われています。このような地域課題の解決に向けた実践的な住民活

動とともに、住民と行政との協働のまちづくりが活発化してきており、ボラン

ティアやＮＰＯ（特定非営利活動法人）の活動に代表されるように、全国各地

で成果をあげています。 

本町においても、コミュニティ活動や生涯学習活動、交通安全活動など様々

な分野で住民が主体となった活動が活発に展開されています。しかし、このよ

うな住民主導、住民と行政との協働のまちづくりは、地方分権時代の自律（自

身で立てた規範により行動）するまちづくりの原動力となるものであり、より

一層の住民力の結集が求められます。 
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２．計画策定過程における住民参画 

本町では、本計画策定に当たり、住民とともにつくる協働のまちづくりを目

標として、以下のような住民参画の取り組みを行ってきました。 

 

本計画策定における主な住民参画の取り組み 

■住民アンケート（平成 21 年 10 月実施） 

本計画の策定に当たって、町の愛着度や定住意向、現状評価をはじめ、今

後期待するまちづくりの方向、各分野における施策要望など、住民の意識構

造の実態を把握するとともに、計画づくりの基礎資料を得るために実施しま

した。町内に居住する 18 歳以上の男女の中から無作為抽出した 2,500 人

を対象に、郵送による配布・回収という方法によって実施したもので、有効

回収数 1,001 票、有効回収率 40.0％となっています。 

 

 住民アンケート調査 

配 布 数 ２，５００票 

有効回収数 １，００１票 

有効回収率  ４０．０％ 

 

■まちづくり町民会議（平成 21 年～22 年実施） 

住民の中から募集などを行い（職員も参加）、町内公共施設の視察や自由

討議、ワークショップ「伸ばすところ、変えたいところ」、「分野別の振興方

向」、「協働の指針づくり」などをテーマに８回の会議を実施しました。杉戸

町の誇らしい特性や今後のまちづくりへの要望などの意見をいただき、各分

野の視点からよりよいまちづくりへの助言を得ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 まちづくり町民会議 
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３．住民のニーズと期待 

本計画の策定に当たって、住民の意見を幅広く反映させるため、平成 21 年

10 月に「住民アンケート調査」を実施しました。その中から、まちづくり全

体に関わる分析結果を抜粋すると、以下のとおりです。 

 

３－１．まちへの愛着度 

住民のまちに対する愛着度を把握するため、「とても愛着を感じている」、

「どちらかというと愛着を感じている」、「どちらともいえない」、「あまり愛

着を感じていない」、「愛着を感じていない」の中から一つを選んでもらいまし

た。 

その結果、「どちらかというと愛着を感じている」と答えた人が 38.6％で

最も多く、これに「とても愛着を感じている」（25.8％）とを合わせた“愛着

を感じている”という人は 64.4％と６割強でした。これに対して、“愛着を

感じていない”（「あまり愛着を感じていない」（10.0％）及び「愛着を感じ

ていない」（4.8％）の合計）は 14.8％と１割強にとどまり、まちへの愛着度

は高いといえます。なお、「どちらともいえない」は 19.3％となっています。 

 

まちへの愛着度について（全体・性別・年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.8 38.6 19.3 10.0

4.81.6

27.2 39.1 17.8 9.8

4.61.4

24.0 38.3 20.6 10.05.2

1.9

23.1 36.5 22.1 10.6 7.7

0.0

21.9 33.6 26.3 13.9

2.22.2

18.2 38.6 24.2 11.4 6.8

0.8

23.1 36.9 18.8 13.8 6.3

1.3

28.0 44.1 14.2 8.7
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３－２．まちの各環境に対する満足度 

本町の各環境について、どの程度満足しているかを把握するため、保健・医

療・福祉分野、環境保全・生活環境分野、防犯・防災対策分野、都市基盤分野

など各分野にわたる 22 項目を設定し、項目ごとに「満足」、「やや満足」、「ど

ちらともいえない」、「やや不満」、「不満」の５段階で評価してもらい、その結

果を加重平均値［後述参照］による数量化で評価点（満足度：最高点 10 点、

中間点０点、最低点-10 点）を算出しました。 

これによる全体での満足度評価は、「ごみ処理・リサイクルの状況」（1.84

点）が最も高く、次いで「広報・広聴活動」（1.78 点）、「自然環境の豊かさ」

（1.48 点）と続き、以下、「消防・防災体制」（1.40 点）、「下水道等の整備

状況」（0.99 点）などの順となっています。一方、満足度評価の低い方から

みると、「商業環境」（-4.43 点）が最も低く、次いで「観光振興に関する取

り組み」（-2.45 点）、「町の産業振興や企業誘致」（-1.97 点）、「道路の整備

状況」（-1.87 点）、「公共交通機関の便利さ」（-1.79 点）が続いています。

総合すると、満足度がプラス評価の項目が８項目、マイナス評価の項目が 14

項目となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※加重平均値の算出方法 
５段階の評価にそれぞれ点数を与え、評価点（満足度）を算出する。 
 
 
 
 
 
 

評価点＝ 
 
 
 
 
 

この算出方法により、評価点（満足度）は 10 点～－10 点の間に分布し、中間点の０点を境に、10
点に近くなるほど評価は高いと考えられ、逆に－10 点に近くなるほど評価が低いと考えられる。 

「満足」の回答者数×10 点 
＋ 

「やや満足」の回答者数×５点 
＋ 

「どちらともいえない」の回答者数×０点 
＋ 

「やや不満」の回答者数×-５点 
＋ 

「不満」の回答者数×-10 点 

「満足」、「やや満足」、「どち
らともいえない」、「やや不
満」、「不満」の回答者数 

÷ 
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まちの各環境に対する満足度（全体） 

（単位：評価点） 
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３－３．今後のまちづくりの特色 

今後のまちづくりの特色については、「健康・福祉のまち」（56.4％）が他

を大きく引き離し第１位にあげられ、次いで「快適住環境のまち」（35.4％）

が続き、“健康・福祉・医療の充実”と“安心・安全・快適な住環境の整備”

に住民の関心が集まっていることがうかがえる結果となっています。以下、

「子育て・教育のまち」（19.7％）、「住民参画・協働のまち」（16.2％）、「環

境保全のまち」（13.9％）、「商工業のまち」（13.0％）、「生涯学習・文化のま

ち」（12.9％）などの順となっています。 

 

今後のまちづくりの特色（全体／複数回答） 
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４．まちづくりの主要課題 

町勢の概要、本町の特性、時代の潮流、住民のニーズと期待から、今後の本

町のまちづくりの主要課題は、次のように整理されます。 

 

４－１．住民主体の自立する地域の形成 

各地域の特性、誇りや愛着を活かして、コミュニティ活動の活性化と住民の

連帯感、町に住む喜びを醸成していく必要があります。また、地域で高齢者や

障がい者をサポートしたり、子育てをサポートする機能、地域自体を自らが運

営する態勢をつくり育てることもこれからは大切です。 

また、行政経営という視点からの行財政改革の推進と参画と協働による住民

自治を確立していくことが求められます 

このために、行政は積極的な広報・広聴活動や情報公開を行い、住民と行政

との参画・協働を進めるとともに、情報・交流基盤の整備、人権尊重、男女共

同参画社会の形成、住民活動の活発化などを図っていく必要があります。 

 

４－２．少子高齢社会に対応する仕組みの確立 

高齢化が進む中で、高齢者や障がい者が元気で安心して住み続けられる生活

環境を確保するため、保健・医療・福祉サービスの充実と連携を図り、健康増

進による医療費の縮減を図っていく必要があります。 

また、少子化や核家族化などの社会変化に対応して、子どもを産み育てるこ

とに喜びを持ち、未来を担う子どもたちが家庭や地域の愛情に包まれながら、

夢と希望を持って健やかに成長できる環境と社会をつくっていく必要があり

ます。このことは、将来（10～15 年先）の生産年齢人口の増加につながる

ことでもあります。 

 

４－３．地域を支える多彩な人材の育成 

まちづくりには、まちづくりを支える多彩な人材が必要となるため、人材の

育成を図っていく必要があります。 

また、住民ニーズの多様化・高度化に対応して生涯学習・生涯スポーツ環境

の整備・充実も重要となります。 

さらに、歴史・文化遺産の保存と活用、各地域に伝わる伝統文化、住民主体
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の文化活動などについて、あらためて本町の共通の財産として位置づけ、保

護・振興を図るとともに、新しい町民文化の創造を図っていく必要があります。 

 

４－４．交通・立地条件を活かした産業機能の充実 

停滞傾向にある地域経済の活性化とそれに伴う雇用の場の創出、町全体の持

続的な発展を図る視点で、首都圏に近い立地条件や豊かな自然環境を最大限に

活かしつつ、農業、商業、工業、観光に至るまで、環境変化に的確に対応した

柔軟な支援施策を推進していくことが必要です。 

さらに、高速交通網の整備による発展可能性を踏まえ、新たな産業の振興、

交流活動を促進する必要があります。 

 

４－５．地域活動を支える生活基盤の整備 

地域で安心・安全に生活ができ、しかも利便性の高い生活基盤を確保するこ

とが定住の重要な要件となります。災害や交通事故、犯罪のない安心・安全な

まちづくりをより一層推進することが必要です。 

また、定住人口・交流人口の増加と町の一体的発展に向け、住民の合意に基

づく計画的かつ調和のとれた土地利用のもと、人々が集う魅力ある市街地の形

成をはじめ、居住環境の整備、道路・交通ネットワークの整備など、便利で秩

序ある都市基盤の整備、景観に配慮した整備を進めていく必要があります。 

 

４－６．地域特性を踏まえた快適な生活環境の形成 

持続可能な循環型の社会づくりや低炭素社会づくり、恵まれた自然環境の保

全・活用など環境重視の特色あるまちづくりを進めるとともに、美しくうるお

いのある生活環境づくり、自然や歴史・文化と共生し、快適で安心・安全な暮

らしが実感でき、上下水道など生活環境施設の整備、公園・緑地・水辺の整備

された、誰もが住みたくなる居住環境づくりを進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 


