
第３部 基本計画 基本施策４ 活力を育み、賑わいのあるまち 

 107 

基本施策４ 活力を育み、賑わいのあるまち 
 

１．農業・工業・商業・勤労者対策 

１－１．農業の振興 

目的と方針 

安心・安全な食を提供する自立した農業の実現に向け、多面的な農業振興施

策を総合的・計画的に推進し、持続可能な農業を目指します。 

 

現状と課題 

本町はこれまで、基幹産業である農業の発展を目指し、農業生産基盤の整備、

担い手の育成をはじめ、多様な農業振興施策を関係機関・団体と一体となって

推進し、水稲生産を中心に取り組んできました。 

アグリパークゆめすぎとでは、新鮮な農産物や農産物加工品等を販売し、地

場産農産物の消費やＰＲに努めてきました。 

また、すぎとアグリ 21 の若手農業後継者への支援やアグリパ－ク加工部会

による地元ブランドの確立にも努めてきました。 

一方、農業を取り巻く環境は依然として厳しく、農家数の減少や就業者の高

齢化、担い手不足、これに伴う遊休農地や耕作放棄地の増加、農地の集積の停

滞等の問題が深刻化してきています。 

このため、農業生産基盤の一層の充実を進めながら、担い手の育成・確保、

効率的な生産組織や集落営農体制の強化、農業経営の法人化の促進等による経

営体制の強化をはじめ、優良農地の保全及び有効活用、農業生産基盤の充実に

努めるとともに、地域特性に応じた付加価値の高い特産品の開発、流通システ

ムの高度化等を促進していくことが必要です。また、環境保全型農業や地産地

消等、時代の要請等に即した農業の促進に努め、地域ブランドとして誇りうる

安心・安全な食料供給基地の形成と農業の持つ多面的機能の保全・活用を進め

ていくことが必要です。 

 

主要施策 

（１）農業生産基盤の充実 

優良農地の確保・保全に努めるとともに、関係機関等との連携・協力のも
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と、農業施設を適正に維持管理し、農業生産基盤の長寿命化に努めます。 

また、遊休農地については、市民農園等、有効的な活用を促進します。 

 

（２）担い手の育成・確保 

認定農業者制度の活用や農地利用集積による農業経営規模の拡大、農作業

受委託の促進等を通じ、担い手の育成や農業経営の法人化の促進に努めると

ともに、新規就農者の確保と育成対策の推進に努めます。 

 

（３）地域特産物の開発 

地域特性や消費者ニーズに即した農産物の導入・産地化を促進するほか、

生産組合の強化とともに、農畜産物の加工体制の充実を促し、加工特産品の

開発を促進します。 

 

（４）流通体制の充実 

既存の流通ルートの一層の充実に加え、アグリパークゆめすぎとをはじめ

とした農産物直売体制の充実や学校給食との連携による地産地消の促進、Ｐ

Ｒ活動の強化やイベントの活用等、多面的な取り組みを促進し、地域特産物

の町内外における消費の拡大に努めます。 

 

（５）都市と農村との交流の促進 

都市や消費者との交流の促進、観光との連携、農地の有効活用の視点に立

ち、農業・農村体験等の取り組みを促進します。 

 

（６）環境にやさしい農業の促進 

廃プラスチック類等の農業関連廃棄物の適正処理・リサイクルの促進、減

農薬・減化学肥料栽培の促進、新技術の導入等、環境にやさしい農業の促進

に努めます。 
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成果指標（ベンチマーク） 
 

指標 単位 
平成21年度 

（実績） 

平成27年度 

（目標） 

平成32年度 

（目標） 

認定農業者数 人 44 50 55 

農業粗生産額 百万円 2,840 
  

農業経営法人数 法人 1 2 2 

出荷登録者数（農産物・商

工・ガーデン） 
人 231 241 251 

エコファーマーの拡大 人 30 140 150 

農業体験者数 人 14,949 15,000 15,050 

学校給食に提供した地元農

産物品目数 
個 6 8 10 

※ 「エコファーマー」：環境に調和した農業に取り組み、国の定めた「持続性

の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」に基づき、各都道府県知事に

認定された農業者。 

 

 

 

ライスセンター アグリパーク直売所 
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協働の指針 
 

住 民 

「農業経営者」 

・質が高く、安心・安全な農産物を生産します。消費者に

農産物情報の提供を行います。 

・農業を職業としてやる気のある専業農家や新規農業者に

は、農業経営規模の拡大を図ります。農業経営の縮小や

廃業を考えている農業者は、農地を積極的に貸し付けし

ます。 

・環境保全型農業を進めます。 

「住民」 

・農業に対する理解を深め、生産性の向上に協力します。 

地域・団体・事業者 

「農業経営者」 

・認定農業者を増やして、経営感覚に優れた担い手を育成

します。 

・農業者の経営改善計画を指導します。 

・新規就農希望者に情報提供や支援を行います。 

・生産性向上に向けた農地の集積を行います。 

・安全な農産物づくりへの支援を行います。 

「農業関係団体」 

・関係機関と連携・協力して、農業を縮小や廃業しようと

考えている農用地所有者に対しては、農地を貸し出しす

るよう推進します。一方、農用地を拡大し、かつ安定的

な農業経営を営む者に対しては、情報の提供・相談窓口

の設置・説明会等を開催し、普及活動を行います。 
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１－２．工業の振興 

目的と方針 

地域経済の活性化と雇用の場の確保に向け、企業誘致を進めるとともに、既

存企業の体質強化を促進します。 

また、企業のニーズを的確に把握できるシステムの構築や町の誘致情報の積

極的な発信を行います。 

 

現状と課題 

工業は、地域において、経済面での貢献はもとより、若年層の定住促進等、

重要な役割を担っています。 

本町ではこれまで、首都圏に近い立地条件を活かし、杉戸深輪産業団地を整

備し、企業誘致を進めてきました。 

杉戸深輪産業団地への企業の進出により、財政基盤は強まり、住民の就業機

会の創出が図れ、雇用の確保にもつながっています。 

長期にわたる景気の低迷や国際間競争の激化等を背景に取り巻く情勢は厳

しさを増しつつありますが、首都圏中央連絡自動車道の整備計画により、新た

な産業団地整備の可能性は高いものがあります。特に流通部門においては、首

都圏へのアクセスが良いことから、新たな拡張を計画する気運もみられ、既存

の工業立地可能地の情報提供が求められてきています。 

また、既存企業の体質強化、近代化に向けた支援はもとより、新たな工業技

術の開発や新産業の創出等に向けた取り組みを進めていくことが必要です。 

 

主要施策 

（１）既存企業の体質強化の促進 

企業連絡会等との連携のもと、研修・相談機会の拡充や情報提供の充実等、

支援体制の強化を図り、経営意欲の高揚や後継者の育成、事業の拡大等を促

進します。 

また、厳しさを増す経営環境に対応し、各種融資制度の周知と活用を促し、

経営体質・基盤の強化を促進します。 

 

（２）企業誘致の推進 

関係機関との連携のもと、工業を含め、町経済に友好なあらゆる分野の企

業誘致活動を展開し、優良企業等の立地を促進するために立地場所の確保や



第３部 基本計画 基本施策４ 活力を育み、賑わいのあるまち 

 112 

優遇措置等の活用とＰＲを行います。 

町内の企業との情報交換の場を設けるなど、情報の収集、情報の提供を行

い、企業ニーズの把握に努めるとともに、本町の特徴を十分理解した上で、

県の企業誘致事業に参加、情報提供を行います。 

 

（３）工業技術の開発、新産業創出等への支援 

起業化や新産業・新ビジネスの創出に向け、関係機関・団体との連携のも

と、情報交換、技術交流の場や研修機会の提供、支援制度の整備等、産業支

援・研究開発体制の整備を図り、地域における新たな創業や雇用の創出、働

きがい、生きがいを生み出し、地域コミュニティの活性化を促進します。 

 

（４）工業地域の整備 

既存産業団地の拡張や新たなる工業地域の整備に努めるとともに、産業の

育成と住工混在の解消を図ります。 

 

成果指標（ベンチマーク） 
 

指標 単位 
平成21年度 

（実績） 

平成27年度 

（目標） 

平成32年度 

（目標） 

誘致企業数 企業 － 15 30 

製造品出荷額 百万円 30,011 
  

工業会等参画企業数 社 37 60 70 

町の地場産業の振興や企業

誘致に関する取り組みにつ

いての満足度 

％ 6.6 

 

 

 

協働の指針 
 

住 民 ・企業活動に理解を深め、地域における共存に努めます。 

地域・団体・事業者 

・健全な経営を行います。 

・環境に配慮して事業を行います。 

・起業者の育成、新産業創出に取り組みます。 

・工業会・企業連絡会を活用します。 
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１－３．商業の振興 

目的と方針 

賑わいと活力あふれるまちづくりの一環として、商工会と連携し、魅力ある

商店街環境づくりや沿道開発を含め民間活力を導入し、商業集積を図り、商業

の活性化を進めます。 

また、魅力ある新規創業者の育成を進めます。 

 

現状と課題 

商業は、豊かな消費生活の提供はもとより、交流や賑わいを生み出すものと

して、地域活性化にとって重要な位置づけにあります。 

本町ではこれまで、各商店が多様化・高度化する消費者ニーズにあった店舗

づくりや各商店が連携した経営近代化が図られるよう、商工会・各商店会と連

携強化に努めてきました。 

また、年数回、「五十市」等を開催し、商店街等の賑わい創出に努めてきま

した。 

本町の商業・サービス業は、これまで経済活動の全般にわたって重要な役割

を果たし、消費生活の安定・安全等の住民生活の向上に寄与してきましたが、

集積性の薄さや車社会の一層の進展、近隣への大型店の進出、消費者ニーズの

多様化・高度化等を背景に購買力の流出もあり、商業環境は厳しさを増してい

ます。 

このため、商工会との連携のもと、商店個々の経営の近代化、サービスの向

上等を促進するとともに、新規創業者や商業集積の核となる企業の積極的な誘

致を進める必要があります。 

また、商店会等を活性化させるため、ソフト事業の実施を進める必要があり

ます。さらに、元杉戸小学校跡地及びその周辺地域を含めた、中心市街地の活

性化を図るための方策の検討が必要とされています。 

 

主要施策 

（１）近代的・魅力的な商業活動の促進 

商工会との連携のもと、指導・支援体制の強化を図り、経営の近代化や後

継者の育成、新規開業者やコミュニティビジネスの発掘等、地元商店ならで

はの地域に密着したサービスの展開、農業や観光と連携した特産品の開発・

販売等を促進します。 
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また、厳しい経営環境に対応し、各種融資制度の活用を促し、経営体質の

強化を促進します。 

 

（２）商業拠点の整備 

住民が求める商業施設の誘致により、計画的な市街地形成を目指します。 

また、沿道の商店街の環境・景観整備対策等について、住民や事業者との

協働のもとに検討を進め、都市基盤整備と連動した人々が集う賑わいの場づ

くりを目指します。 

 

（３）指導支援体制の強化 

商工会との連携のもと、研修・相談機会の拡充や情報提供の充実等、支援

体制の強化を図り、経営意欲の向上や後継者の育成、地元商店ならではの地

域に密着したサービスやＩＣＴ（情報通信技術）を活用したサービスの展開

を促進します。 

また、各種融資制度の活用を促し、経営体質・基盤の強化を促進します。 

 

（４）農業や観光との連携の強化 

町内の特産品を販売することも企画し、事業の強化・充実を図り、町内の

商業振興の起爆剤になるよう取り組みます。 

また、観光客を対象とした商業的サービス需要の掘り起こしや、商業への

新規参入者を募るなどし、広域的対応も含めて農業や観光業との連携強化に

努めます。 

 

（５）空き店舗対策の推進 

商工会等との連携のもと、アンテナショップ・交流サロン・起業者の育成

等を行い、空き店舗対策を推進し、新たな地域の拠点づくりを目指します。 
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成果指標（ベンチマーク） 
 

指標 単位 
平成21年度 

（実績） 

平成27年度 

（目標） 

平成32年度 

（目標） 

小売商業の年間商品販売額 
百万

円 
10,114 

  

町の商業環境（商店街等）

についての満足度 
％ 6.0 

  

日頃、町内で買い物をする

率 
％ 72.4 

  

地域助け合い協力店舗数 店 － 100 
 

 

協働の指針 
 

住 民 ・町内での買い物に努めます。 

地域・団体・事業者 

・商店は、顧客のニーズに合った個店の魅力づくりを行い

ます。 

・商店は、組織の強化と共同販売の推進を行います。 

・商店は、商店街の環境整備を行います。 

・商工会は、商業者に対する経営の指導を行います。 

・商工会は、商業振興に関する多面的な活動を行います。 

・商工会は、起業者の育成、新産業創出に取り組みます。 
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１－４．勤労者福祉と雇用の充実 

目的と方針 

すべての就業者が健康で快適に就業できる環境づくりに向け、雇用機会の確

保及び雇用の促進、勤労者福祉の充実に努めます。 

 

現状と課題 

産業構造の変化や労働力人口の減少、高齢化の強まりとともに、近年の原

油・原材料価格高騰等による経営環境・消費動向の悪化等、地方における雇用

環境は非常に厳しい状況にあります。 

本町においても、長期にわたる景気の低迷等により産業が停滞傾向にある中、

町内における雇用機会の充足が課題となっています。 

このため、既存事業所の支援等による各種産業振興施策を一体的に推進し、

雇用の場の充実に努めるとともに、関係機関との連携のもと、地元就職、女性

や障がい者、高齢者等の雇用促進に努め、雇用の安定と雇用機会の拡充を進め

ていくことが必要です。 

また、就業者が健康で快適な勤労生活を送ることができるよう、労働環境の

充実等を促進していくとともに、勤労者福祉の充実を図っていくことが必要で

す。 

 

主要施策 

（１）雇用機会の確保と地元就職の促進 

既存事業所への支援や企業誘致等、各種産業振興施策の積極的推進により

雇用の場の拡充を目指すほか、ハローワーク等関係機関や町内事業所等との

連携のもと、就職相談や情報提供、職業斡旋等を進め、若者の地元就職を促

進します。 

 

（２）女性、障がい者、高齢者の雇用促進 

事業所へ男女雇用機会均等法の趣旨の普及・啓発に努め、女性、障がい者、

高齢者の雇用を促進します。 

 

（３）勤労者福祉の充実 

労働条件の改善、働きやすい環境づくりについての事業主への啓発等を進

め、福利厚生機能の充実に努めます。 
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成果指標（ベンチマーク） 
 

指標 単位 
平成21年度 

（実績） 

平成27年度 

（目標） 

平成32年度 

（目標） 

内職斡旋者数 人 － 10 20 

地区センター利用者数 人 24,154 25,000 26,000 

 

協働の指針 
 

住 民 
・各種団体が実施する研修等に参加し、職業能力の向上に

努めます。 

地域・団体・事業者 

・企業の福利厚生レベルを高めます。 

・安定した雇用機会の創出と高齢者層や障がい者、女性等

の積極的な雇用を行います。 

 

 

 

 



第３部 基本計画 基本施策４ 活力を育み、賑わいのあるまち 

 118 

２．観光 

２－１．観光の振興 

目的と方針 

交流人口の増加と地域活性化に向け、多様化・高度化する観光・レクリエー

ションニーズに即した取り組みを推進し、観光・交流機能の拡充に努めます。 

 

現状と課題 

近年の観光ニーズは、自然体験型や「ゆとり」、「いやし」を求めるなど、ま

すます多様化・高度化する傾向にあり、こうした変化に対応し、リピーターの

増加に向けた魅力ある観光づくりが求められています。 

本町は、豊かな自然に恵まれ、貴重な歴史遺産を多数有する町です。これま

でもこうした観光・交流資源を活用し、観光振興に取り組んできており、「古

利根川流灯まつり」が住民参加による手づくりの祭として定着してきています。 

しかし、日帰り客がほとんどを占めているほか、数多くの地域資源も観光客

が年間を通して繰り返し訪れる魅力ある観光・交流資源として活用されている

とはいえない状況にあります。 

このため、自然志向・健康志向の強まりやいやしを求めるニーズの増大、既

存観光・交流資源の整備・充実、ネットワーク化や新たな観光資源の掘り起こ

しをはじめ、体験型観光、通年型の観光地づくり、交流人口の増加に向けた多

面的な取り組みを町・観光協会が一体となって進めていくことが必要です。 

 

主要施策 

（１）観光・交流資源の充実・活用 

アグリパークゆめすぎと等の既存の観光・交流施設の整備及び維持管理を

推進し、観光ガイドやボランティア等の育成を図るほか、古利根川流灯まつ

り等の観光イベントや町内観光・交流資源のネットワークの充実を図ります。 

 

（２）第１次産業と連携した体験型観光の充実 

グリーンツーリズム（農作業を体験したり、その地域の歴史や自然に親し

む余暇活動）等、農業と連携し、自然・歴史・文化・人々等とふれあう体験

型観光の拡充に努めます。 
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（３）ＰＲ活動の推進 

パンフレットやポスターの作成、ホームページの充実、マスメディアの活

用等を通じ、本町の観光についてＰＲ活動を推進します。 

また、イメージキャラクターを活用したイベント等の充実を図ります。 

 

（４）広域観光体制の充実 

本町の特徴である川を活用したイベントの創造やアグリパークゆめすぎ

とと南側散策道・駅周辺を結ぶ観光ルートづくりを進め、散策マップの作成

や自転車を活用した観光振興策を推進します。 

 

成果指標（ベンチマーク） 
 

指標 単位 
平成21年度 

（実績） 

平成27年度 

（目標） 

平成32年度 

（目標） 

観光入込者数 人 2,258,000 2,350,000 2,500,000 

観光イベント参加者数 人 230,000 240,000 250,000 

町の観光の振興に関する取

り組み（観光施設や観光ル

ートの整備等）についての

満足度 

％ 5.6 

  

 

協働の指針 
 

住 民 

・もてなしの心の醸成に努めます。 

・観光ボランティアとして協力します。 

・一人ひとりが本町の自然や食文化等の観光資源を理解し、

広くＰＲをしていきます。 

地域・団体・事業者 
・観光客への案内等観光による町の活性化に協力します。 

・町の観光ＰＲ活動及び誘客活動に協力します。 

 

 

 
農業体験 


