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基本施策５ 安心・安全で、やすらぎのあるまち 
 

１．消防防災・交通防犯・消費者対策 

１－１．消防・防災対策の充実 

目的と方針 

自然災害の発生を防ぐことはできないため、災害発生後の被害を最小限にと

どめるよう、地域防災の体制強化や治水対策の充実に努め、総合的な防災対策

を推進します。 

 

現状と課題 

本町ではこれまで、地震や風水害、武力攻撃事態等の有事への備えとして、

地域防災計画及び国民保護計画に基づき、自主防災組織の育成、防災訓練等の

実施、防災知識普及のための各種講習会等の実施、各種防災資機材・災害用保

存食糧等の備蓄、避難施設の維持管理等に取り組んできたほか、防災拠点とな

る公共施設等の耐震化の促進等、災害に強いまちづくりを進めてきました。 

一方、治水対策では、本町の一部地域で道路冠水等の浸水被害もあることか

ら、公共水域の機能管理と快適な生活環境づくりのため、公共下水道（雨水）、

農業用排水路等、それぞれの役割と整合性を図りながら計画的な整備と適切な

維持管理に努めてきました。 

本町の消防機関としては、常備消防組織である消防本部及び消防署のほか、

非常備消防組織の消防団が組織されており、互いに連携しながら防火・防災に

努めています。現在、常備消防機関については消防力のさらなる強化を図るた

め、埼玉県消防広域化推進計画に基づき、平成 22 年１月に「消防広域化第７

ブロック協議会」を設立し、５市３町（加須市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸

手市、宮代町、白岡町、杉戸町）による広域化を推進しています。 

自主防災組織は、行政区（一部自治会）単位で組織され、組織済み行政区の

世帯数は町内全世帯数の 96％を超え、毎年、各自主防災組織が地元消防団の

指導を受けながら防災訓練を実施しており、「共助」の意識が徐々に高まりつ

つあります。 

また、住宅防火対策では、火災予防条例の改正により、平成 20 年６月から

すべての住宅へ住宅用火災警報器の設置及び維持管理が義務化されたことか
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ら、設置率向上に向け、周知に努めています。 

今後も、これまでの取り組みを一層進めるとともに、高齢者や障がい者等の

災害時の避難に当たって、支援が必要となる災害時要援護者への対策や地域で

の防災力の強化に向けた自主防災組織等の育成が必要となっています。 

また、世界各地でテロ等が多発する中、これからの自治体にとって、こうし

た有事への対応も、取り組むべき課題の一つとなっていることから、地域防災

計画や国民保護計画に基づき、町及び防災関連機関、住民が一体となった体制

の確立を図ることが必要です。 

地域防災力の要である消防団についても、団員のサラリーマン化等の社会環

境の変化に伴い、団員の確保に苦慮していることから、団員の高齢化問題とと

もに、さらなる消防団活動の活性化による地域防災力の強化が求められます。

さらに、消防の広域化による消防力の強化や電波法改正に伴う消防・救急無線

デジタル化への円滑な移行等、常備消防・救急体制のさらなる充実・強化や地

域での消防力の強化を図ることが必要です。 

 

主要施策 

（１）総合的な防災体制の確立 

避難場所の周知、防災施設の充実、緊急時の情報通信体制の充実をはじめ、

地域の商工業者等の協力を得て非常時における食糧・飲料水・生活必需品等

の供給体制を強化するなど、地域防災計画に基づき、総合的な防災体制の確

立を進めます。 

また、有事等の緊急事態に対応するため国民保護計画に基づき、住民の安

全確保に努めます。 

 

（２）地域での防災力の強化 

地震及び洪水ハザードマップ等による啓発・情報提供の充実や各地区での

防災訓練の充実を図るとともに、地域における自主防災組織の育成・強化、

防災ボランティアの育成、木造住宅の耐震化に向けた耐震診断や耐震改修を

支援し、住民の防災意識の高揚と地域ぐるみの防災体制の確立に努めます。 

また、防災上の見地から、建築物の密集した地域の改善に努めます。 

 

（３）災害時要援護者対策の充実 

関係機関等で連携し、災害時要援護者の把握や地域での情報を共有するな
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ど、横断的な避難支援体制の整備を図ります。 

 

（４）国民保護計画の推進 

国民保護計画の普及・啓発に努めます。 

 

（５）常備消防・救急体制の充実 

消防体制の基盤強化を図るため、消防施設、消防車・救急車等の車両・資

機材の整備及び消防職員の確保と消防活動を効果的なものとするため、広域

活動体制の充実・強化に努めます。 

また、消防救急無線デジタル化への効率的な移行を含め、常備消防の広域

化に基づく体制整備を推進します。 

 

（６）消防団の充実・強化 

消防団施設及び資機材の適切な維持管理はもとより、地震等の大規模災害

時における地域防災拠点施設として計画的な施設整備を推進します。 

また、消防団の重要性等に対する住民意識の啓発を図りながら、団員確保

対策の強化や研修・訓練の充実による団員の資質の向上等、消防団活性化対

策を推進し、消防団の充実・強化に努めます。 

 

（７）火災予防・初期消火・救急救命に関する知識の普及 

住民を対象とした防火講習会・消火訓練、ＡＥＤ（自動体外式除細動器 ）

による応急処置講習会等を開催し、火災予防・初期消火・救命処置の知識の

普及を推進します。 

 

（８）治水対策の充実 

水害を防止するため、関係機関と連携を図りながら、江戸川スーパー堤防

の維持管理や倉松川等の主要河川の治水対策の促進に努めます。 

また、本町の一部地域では道路冠水等の浸水被害もあることから、公共用

水域の機能維持と快適な生活環境づくりのため、公共下水道（雨水）、農業

用排水路等、それぞれの役割と整合性を図りながら計画的な整備と適切な維

持管理に努めます。 
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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） 

自主防災組織の組織率 ％ 96 100 100 

消防団員の充足数 ％ 95.9 100 100 

災害時要援護者個別計画の

作成率 
％ － 100 100 

普通救命講習の年間受講者

数 
人 609 

  

避難路・避難場所を知って

いる住民割合 
％ 69.3 

  

民間住宅の耐震化率 ％ 77 90 90 

 

協働の指針 
 

住 民 

・「自らの身（地域）は自らで守る」という意識を持ちます。 

・避難場所の確認や地域等で行う防災訓練等に積極的に参

加します。 

・災害発生時に、各防災機関が行う防災活動に連携・協力

します。 

・消防団に参加します。 

・防災訓練に参加します。 

・自主防災組織活動に参加します。 

・避難路・避難場所を確認します。 

・自ら身を守り、地域で助け合うことを基本に災害に対応

します。 

地域・団体・事業者 

・地域の自主防災組織の活動や防災訓練の実施、防災資機

材の整備に努めます。 

・顧客や従業員の安全確保、業務の早期再開に努めます。 

・地域への貢献の役割を認識し、防災体制の整備や事業所

の耐震化、防災訓練の実施に努めます。 

・災害時には、ライフラインの確保等に全面的に協力しま

す。 
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１－２．交通安全・防犯体制の充実 

目的と方針 

交通安全・防犯への意識の高揚に努め、多様化する犯罪や事故のない地域防

犯体制の充実を図り、住民の暮らしのニーズに対応した環境づくりを推進しま

す。 

 

現状と課題 

本町ではこれまで、交通事故の発生を防止するため、杉戸警察署等関係機関

との連携を図り、交通安全教室の開催や交通安全運動の実施を通じて、住民の

交通安全意識の高揚を図るとともに、道路反射鏡・防護柵等の交通安全施設を

整備し、安全な交通環境を推進してきました。 

防犯対策については、住民一人ひとりの防犯意識の高揚に努めるとともに、

防犯協議会や暴力排除推進協議会の協力のもと、地域の防犯体制の確立を進め

てきました。 

自転車対策については、自転車利用者に対する啓発を行い、歩行者等に支障

のないよう通路を確保し、周辺の環境美化を推進してきたことから、駅周辺の

放置自転車については減少傾向にあり、一定の効果が得られています。 

また、「地域の安全は自分達で守る」という防犯意識が徐々に広まり、防犯

推進員や小・中学校ＰＴＡ関係者、役場職員等と地域住民が連携を密にした防

犯パトロールを連日実施していることから、犯罪防止に配慮した地域環境が確

立しつつあります。 

今後も、住民の誰もが、交通事故の被害者にも加害者にもならないよう、家

庭や地域からの交通安全教育の実践をはじめ、子どもから高齢者まで年齢層に

応じた交通安全教育や啓発活動を継続して実施するとともに、通学路、生活道

路等の実情を再点検・再確認し、必要に応じた交通安全施設の整備や歩道等の

整備を進めることが必要です。 

さらに、社会環境の変化や核家族化等による地域における犯罪防止機能の低

下が懸念されていることから、関係機関・団体との連携を一層密にしながら、

防犯意識の高揚や防犯・地域安全体制の強化を進めていくことが必要です。 

自転車対策については、引き続き、自転車利用者に対する啓発に努めるとと

もに、放置自転車撤去作業を実施することにより、周辺の環境美化を推進して

いくことが必要です。 
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主要施策 

（１）交通安全意識の高揚 

交通事故の発生を防止するため、警察や各関係機関と連携して、子どもか

ら高齢者まで、年齢層に応じた交通安全教育を実施するとともに、事故多発

箇所への交通安全旗の設置や交通安全運動期間中における街頭キャンペー

ン等の啓発活動を通じて、住民の交通安全意識の高揚を図ります。 

 

（２）安全な道路環境の整備・維持 

交通の安全を確保するため、道路反射鏡や防護柵等、交通安全施設の整備

をはじめ、公安委員会へ信号機等の設置を要請するなど、安全な道路環境の

整備を計画的に進めます。 

 

（３）防犯意識の高揚 

杉戸警察署や関係機関・団体との連携のもと、広報・啓発活動や情報提供

等を推進し、住民の防犯意識の高揚を図ります。 

 

（４）防犯環境の充実 

安心で安全な暮らしやすい地域社会実現のため、防犯灯の新規設置並びに

適切な維持管理に努め、犯罪防止に配慮した生活環境整備を進めます。 

防犯協議会・警察等の関係機関との連携により、犯罪等の未然防止施策を

促進するとともに、地域防犯推進員を中心とした防犯活動を促進します。 

 

（５）自転車対策の推進 

駅周辺に散乱している放置自転車は、駅利用者の利便を阻害するとともに、

美観を損なう状況にあることから、放置自転車の撤去と指導の徹底に努めま

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） 

交通事故発生件数 件 230 
  

防犯灯の設置基数 基 3,720 3,900 4,050 

犯罪発生件数 件 549 
  

道路反射鏡の設置基数 基 1,076 1,200 1,300 

放置自転車撤去台数 台 338 250 200 

 

協働の指針 
 

住 民 

・交通安全に対する意識を高め、交通ルールの遵守と正し

いマナーを実践します。 

・地域の連帯意識を高め、交通事故を抑制する機能を高め

ます。 

・自分自身及び家族の安全は自分で守るという意識を持っ

て日常生活を送ります（外出時の施錠、車から離れる際

のドアロック、子どもに対する防犯教育等）。 

・自主的な防犯・地域安全活動を行います。 

地域・団体・事業者 

・地域ぐるみの交通安全・防犯意識の高揚を図ります。 

・地域の連帯意識を高め、犯罪を抑制する機能を高めます。

自治会単位のネットワークづくりと地域の防犯パトロー

ルを実施します。 

・交通安全・防犯に対する啓発・研修を実施します。 

・犯罪等の情報提供を積極的に行います。 

 

 
交通安全活動 
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１－３．消費者保護対策の充実 

目的と方針 

消費者保護に関する啓発等を推進するとともに、消費関係団体の活動支援の

充実を図り、自立する消費者の育成に努めます。また、消費生活相談体制の確

立を目指します。 

 

現状と課題 

近年、高齢者を狙った家屋の点検・リフォーム商法や不当・架空請求、イン

ターネットによる詐欺等、消費者トラブルは急増し、また、その内容も多様化・

複雑化するなど、社会環境は大きく変化しています。 

本町ではこれまで、県消費生活支援センター等の関係機関と連携しながら、

広報紙等を通じた情報提供や消費者団体への支援講座等の開催、相談への対応

等を行い、消費者対策を推進してきました。 

消費者が、安心で安全な消費生活を送れるようにするためには、安全が確保

されること・適切な選択が行えること・必要な情報を知ることができること・

被害の救済が受けられること等が重要であり、「消費者の保護」とともに、「自

立する消費者づくり」を目指して、消費者保護対策を推進することが求められ

ます。 

 

主要施策 

（１）消費生活に関する情報の提供 

関係機関との連携のもと、広報・啓発活動の推進をはじめ、消費者講座の

開催や消費者向けパンフレットの配布等を通じて消費者教育・啓発を進める

とともに、消費生活情報の提供、消費者団体の活動支援を進め、自立する消

費者の育成を図ります。 

また、新たな被害に対する情報は、広報紙等を活用して提供します。 

 

（２）消費生活相談の実施 

県消費生活支援センターとの連携や広域的な対応による消費生活相談の

実施により、被害発生時における迅速な対応を行います。 

また、相談の実施についてＰＲに努めます。 
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（３）高齢者へのサポート 

高齢者が被害にあわないためのアドバイスや被害にあった場合の対応を

関係機関等と連携して行い、高齢者をサポートします。 

 

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） 

消費生活相談日数 日 2 4 8 

消費生活セミナー回数 回 1 1 2 

 

協働の指針 
 

住 民 

・正しい消費知識を習得し、トラブルに巻き込まれないよ

うにします。 

・行政に対して、実態の情報を提供します。 

地域・団体・事業者 

・地域及び消費者団体間で情報の共有化を行います。 

・消費生活情報の提供を行います。 

・消費者教育・啓発事業を実施します。 

・責任ある商品やサービスを提供します。 

・適正な表示及び取引方法を実施します。 
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２．市街地・道路・交通 

２－１．市街地・居住環境の整備 

目的と方針 

調和のとれた住空間づくりを目指し、あらゆる世代に適応した住みやすい住

宅環境の形成を促進し、ゆとりある生活に欠かせない生活環境の整備と市街地

整備に努めます。また、快適で美しい町の景観の形成を図るとともに、住民の

合意に基づき、本町特有の自然景観や田園・屋敷林と共生する町並みの保存と

計画的な市街地景観づくりを進めていきます。 

 

現状と課題 

良好な住宅地や公園・緑地等が整備された市街地は、安全で快適な居住環境

や町の賑わい、産業・文化の集積を生み出すものであり、町の発展を支える重

要な基盤です。住宅は、住民が健康で文化的な生活を営むための基盤であるこ

とから、良好な住宅の供給と快適な住環境の整備が求められているとともに、

住宅施策は、人口定住を促進する上でも重要な役割を持つものです。また、美

しい景観の形成は、豊かな暮らしに欠くことのできないものです。近年では、

地域をあげて景観形成に取り組む自治体や地域も増えてきています。 

本町ではこれまで、東武動物公園駅東口通り線沿線（古川橋から本陣跡地前

までの県道区間）の都市計画道路に伴う道路整備事業について、宮代町や関係

機関と協議を行ってきました。また、既存の町営住宅については、長期的な視

点で改修を進めてきました。景観については、豊かな自然環境と共生する暮ら

しの場が形成されているとともに、田園や屋敷林等の自然環境と調和した町並

みが形成されています。 

今後は、高齢化が急速に進行する中、高齢者等が安心して暮らせる住宅の確

保とともに、若年層の定住促進に向けた取り組みも必要になっています。 

 

主要施策 

（１）居住環境の総合的整備 

すべての住民が安全で快適に生活できる住環境を確保するため、生活道路、

公園・緑地、下水道等の生活基盤について、地域の実情を踏まえた重点的・

計画的な整備を進め、生活水準の向上に努めます。 
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（２）良好な住宅地の形成 

定住の促進と安心・安全・快適な住環境の確保に向け、良好な環境の住宅

地形成を誘導します。 

さらに、市街化区域の拡大を計画的に推進することについては、地元住民

の意向醸成に合わせ、土地区画整理事業等により有効な手段を検討します。 

 

（３）安心・安全に暮らせる宅地の供給 

居住者の利便性、地域間や世代間のバランス等を考慮しながら、民間事業

者との連携のもと、快適で安心・安全に暮らせる宅地の供給に取り組みます。 

 

（４）町営住宅の充実 

既存町営住宅の適切な運営及び維持管理を行うとともに、住宅に困窮する

低所得者に低廉で良質な町営住宅を供給します。 

また、既存町営住宅の長寿命化及び改良等に努めます。 

 

（５）景観の保全 

本町特有の自然景観や田園・屋敷林と共存する町並みは貴重な景観資源と

なっているため、住民や関係機関との連携を図りながら、地域の特性を活か

した景観の保全に努めます。 

 

（６）市街地景観づくり 

公共サインの統一等、景観に配慮したまちづくりを進めます。 

また、屋外広告物についても、既存の景観に配慮し、調和したものとなる

よう規制・誘導に努めます。 

 

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） 

住民一人当たりの住宅面積

（戸建） 
㎡ 31 37.5 37.5 

市街化区域面積 ha 446 464 
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協働の指針 
 

住 民 

・居住まわりの生活環境の維持に努めます。 

・自分たちで力を出し合って、日常の住環境管理を行いま

す。 

・地域の景観保全・景観保護の重要性を理解します。 

・町の美観や景観に配慮した住宅を建築します。 

地域・団体・事業者 

・地域の生活環境の維持に努めます。 

・自分たちで力を出し合って、日常の住環境管理を行いま

す。 

・地域の景観保全・景観保護の重要性を理解します。 

・安全性と快適性に優れた住宅を供給します。 

・町の美観や景観に配慮した事業所を建築します。 

 

 南側散策道 
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２－２．道路・交通網の整備 

目的と方針 

広域的アクセスの向上と町内地域間の連携強化、安全性・利便性の向上に向

け、町内道路網の計画的な整備を進めるとともに、住民の身近な公共交通機関

の充実を進めます。 

 

現状と課題 

道路・交通網は、産業活動や日常生活を支えるとともに、人々の交流を促進

する重要な基盤です。 

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、町の北西部に東武日光線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・通学等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。一方、高齢者等、交通弱者の町内移動手段とした巡回バスは、北・南の

２コースで 10 年以上運行しており、広く住民に定着し、町内公共施設等利用

のための交通手段となっています。 

今後も、関係機関と連携しながら、国道・県道の整備を促進するとともに、

町道については、将来の道路の維持管理費を踏まえ、町道の状況（舗装道路・

橋りょう等）を把握した上で整備を進めることが必要です。 

 

主要施策 

（１）国道・県道の整備 

広域的な交通アクセスの向上に向け、未改良区間の早期整備、交差点・歩

道の整備を関係機関に積極的に要請していきます。 
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（２）都市計画道路の整備 

土地利用計画や幹線道路との整合性を図りながら、市街地の発展や安全で

快適な環境づくりに重要な都市計画道路の整備を推進します。 

 

（３）町道の整備 

国道・県道との連携や機能分担、町内地域間の連携強化等に配慮するとと

もに、将来の財政的負担を踏まえ、総合的な道路整備方針による町道の整備

を効率的・計画的に進めます。 

また、地域・住民と連携しながら道路の維持管理に努めます。 

 

（４）安全で快適な道づくりの推進 

道路整備に当たっては、危険箇所の改善・歩行空間の確保等により、安全

性の確保や災害時の対応、バリアフリー化とともに、環境・景観に配慮した

安全で快適な道づくりを進めます。 

 

（５）橋りょうの整備 

橋りょうの新設・改良においては、道路整備計画と整合性を図りながら整

備を推進します。 

また、既存の橋りょうについては、老朽化による損傷等が懸念されること

から、橋りょうの長寿命化に向けた点検と修繕計画の策定に努めます。 

 

（６）公共交通機関の充実 

住民の日常生活に不可欠で身近な交通手段として、東武鉄道、既存のバス

路線の維持・確保に努めるとともに、町内巡回バスについては、今後の社会

状況等を見極め、バスの運行日・運行日数・便数・コース等も含め、調査研

究し、利用者の多様なニーズに応えられるよう努めます。 

また、関係機関等に公共交通機関の充実のための要望をします。さらに、

事業者に対しては、利用者の利便性の向上とともに、人や環境にやさしいバ

スの導入等を働きかけ、地域公共交通機関の充実に努めます。 
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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） 

町道改良率 ％ 60.8 
  

歩道整備率 ％ 9.2 
  

町の道路の整備状況につい

ての満足度 
％ 22.2 

  

町の公共交通機関（鉄道、

バス等）の便利さについて

の満足度 

％ 25.0 

  

 

協働の指針 
 

住 民 
・積極的に公共交通機関を利用します。 

・清掃活動や緑化等の道路環境美化活動に参加します。 

地域・団体・事業者 

・運行上の安全性の確保と他の公共交通機関との連携によ

る快適性、利便性の向上を図ります。 

・鉄道、バスの運行についての安全性を第一として実施し

ます。 

・交通環境のバリアフリー化に努めます。 

 

 

 


