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1.はじめに 

私たちは、杉戸町に住み、働き、暮らしていく中、様々な場面で「杉戸町がこうなっ

たらいいな」、といった想いを少なからず持っています。 

今回、杉戸町が 2021 年度から 10 年間のまちづくりを進めていくための計画策定に際

し、まちづくり町民会議を設置したのは、杉戸町で暮らしている私たちの様々な想いを、

これからのまちづくりに生かしていきたいと考えているからです。 

私たちが、まちづくり町民会議の場で、これからの杉戸町に何が必要かを真剣に考え、

これからのまちづくりに生かしてほしいと考えた提言が、未来の杉戸町のためになるこ

とを望みます。 

 

(1)まちづくり町民会議の位置づけ 

まちづくり町民会議は、杉戸町が、今後のまちづくりの指針となる「第 6 次杉戸町

総合振興計画（2021 年度～2030 年度）」を策定するにあたり、幅広く町民の意見を聴

き、計画策定に生かしていくために設置された会議です。 

私たち町民の視点から、2021 年度からの 10 年間、どのような「まちづくり」をして

いくべきか、町の現状や課題などを検討し、私たちが日頃から抱いている意見や想い

を出し合い、お互いに相手の意見を尊重しながら建設的な議論を行うことで、町民の

立場に立ったまちづくりへの提言を取りまとめ、町長に提出するものです。 
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(2)検討の経過 

まちづくり町民会議は、平成 30 年 7 月から平成 30 年 11 月にかけて計 7 回の会議を

開催しました。 

第 1 回会議では、まちづくり町民会議の目的や役割について説明を受けるとともに、

現在のまちづくりの基本となる「第 5 次杉戸町総合振興計画後期基本計画」や、次期

の「第 6 次杉戸町総合振興計画」の策定についても説明を受けました。 

その後、今後の意見交換のための自己紹介も兼ね、「杉戸町の良いところ・良くない

ところ」をテーマに意見交換を行いました。 

第 2 回会議では、「杉戸町の現状」として、統計数値などを交えた現在の杉戸町の姿

などについて説明を受け、今後の検討に必要な町の現状等について理解を深めました。 

また、町が実施した町民アンケートの結果の概略についても説明を受けました。 

第 3 回から第 5 回会議では、町の現状などを踏まえたテーマに掲げたまちの実現の

ため、どのようなアイデアが必要か、また、そのアイデアの実現のために、行政や町

民（地域）がやるべきこと（アクション）について意見交換を行いました。 

第 6 回会議では、これまでに検討した結果を踏まえ、町に提言する内容を提言書と

してとりまとめました。 

第 7 回会議では、委員長から町長へ「提言書」を提出しました。 
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◇検討の経過 

日程 主な内容 

第 1 回 7 月 7 日(土) ・まちづくり町民会議の目的・役割について 

  ・第 5 次杉戸町総合振興計画について 

  ・第 6 次杉戸町総合振興計画の策定について 

  ◇グループによる意見交換 

  テーマ「杉戸町の良いところ・良くないところ」 

第 2 回 8 月 18 日(土) ・杉戸町の現状について 

  ・町民アンケート等（単純集計）について 

第 3 回 9 月 8 日(土) ◇グループによる意見交換 

  テーマ① 

  子育て ～安心して結婚・出産・育児ができるまち～ 

  テーマ② 

  教育 ～子どもから大人まで、健全に楽しく学べるまち～ 

第 4 回 9 月 22 日(土) ◇グループによる意見交換 

  テーマ③ 

  産業と仕事 ～産業が活性化し、働く場所があるまち～ 

  テーマ④ 

  観光振興と情報発信 ～魅力的で、ブランド力のあるまち～ 

第 5 回 10 月 13 日(土) ◇グループによる意見交換 

  テーマ⑤ 

  健康と福祉 ～健康で幸せに暮らせるまち～ 

  テーマ⑥ 

  安心・安全 ～安心・安全で、自然環境の豊かなまち～ 

第 6 回 10 月 27 日(土) ・提言書の検討 

第 7 回 11 月 10 日(土) ・町長に提言書を提出 
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(3)第 6 次杉戸町総合振興計画策定体制図 
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2.まちづくりへの提言 

(1)提言にあたって 

現在の、杉戸町のまちづくりの指針となる「第 5 次杉戸町総合振興計画」は、平成

23 年度から平成 32 年度までの 10 年間を計画期間として、平成 23 年 3 月にまちづく

りの基本方針や、目指す将来像を示した「基本構想」と、前期 5 か年の施策を示した

「前期基本計画」が策定されました。 

その後、平成 28 年 3 月に、後期 5 か年の施策を示した「後期基本計画」の策定を経

て現在に至っていますが、急速に進む人口の減少をはじめ、社会情勢は大きく変化し

ており、今後のまちづくりにおける提言についても、これらを踏まえて検討していく

必要があります。 
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1-1.人口減少と少子高齢化 

日本創成会議・人口減少問題検討分科会が平成 25 年に発表した推計において、

「消滅可能性都市」が話題になり、その後、様々な対策が行われてきましたが、人

口減少は確実に進んでおり、国立社会保障・人口問題研究所（社人研）の最新の推

計によれば、杉戸町の人口は 2030 年には 4 万人を切り、2045 年には 3 万人程度ま

で減少すると予測されています。 

また、併せて少子高齢化が進み、14 歳以下の年少人口が減少、65 歳以上の老齢人

口が増加するとともに、生産年齢人口が大きく減少すると予測されています。 

生産年齢人口の減少と老齢人口の増加により、1980 年には 1 人の高齢者を 10 人

で支えていたものが、2015 年には 2.1 人、2045 年にはほぼ 1 人で支えなければなら

ない状況になると考えられます。 

 

 

図 1.杉戸町の人口の将来予測 
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1-2.町の財政状況 

近年、町税や地方交付税など、町の判断で使うことのできる財源は減少傾向とな

っている反面、老朽化した公共施設の維持管理費の増加などにより、町の貯金であ

る「財政調整基金」を取り崩しながらの財政運営が続いているため、基金は減少傾

向となっています。 

また、税収や普通交付税など、町が自由に使うことのできる収入に対し、人件費

や社会保障関係経費、借金の返済など、経常的にかかる経費に充てた額の割合で、

財政の弾力性を表す指標である「経常収支比率」は、平成 29 年度決算では 94.3%と

非常に高くなっており、道路の整備や大規模な建物の改修などに充てる財源の確保

が難しい状況にあります。 

 

 

図 2.杉戸町の財政状況 
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1-3.町民ニーズ 

平成 30 年 6 月に実施した、町民アンケートにおいて、今後のまちづくりについ

て、杉戸町をどのような特色のあるまちにすべきか調査したところ、「健康・福祉の

まち」（40.4%）が最も多く、次いで「安心・安全なまち」（38.2%）、「快適住環境のま

ち」（23.9%）となっています。 

医療や福祉への関心の高さは前回のアンケート調査結果と同様ですが、「安心・安

全なまち」が前回より 10%も上昇しており、頻発する大規模災害などへの関心の高

さが反映されていると考えられます。 

 

 

図 3.町民アンケート調査結果報告書（平成 30 年 9 月作成） 
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(2)これからのまちづくりへの提言 

まちづくりを進めていくためには、様々な分野において数多くの取り組みが必要と

考えられます。 

杉戸町の現状や町民のニーズなどを踏まえ、今後のまちづくりにおいて何をすべき

かを検討するにあたり、各分野を 6 つのテーマに分け、それぞれのテーマに掲げられ

たまちの実現のためのアイデアと、そのアイデアを実現するために行政（町）、町民や

地域がやるべきこと（アクション）を検討し、提言としてまとめました。 

 

◇設定した 6 つのテーマ 

(1)子育て ～安心して結婚・出産・育児ができるまち～ 

(2)教育 ～子どもから大人まで、健全に楽しく学べるまち～ 

(3)産業と仕事 ～産業が活性化し、働く場所があるまち～ 

(4)観光振興と情報発信 ～魅力的で、ブランド力のあるまち～ 

(5)健康と福祉 ～健康で幸せに暮らせるまち～ 

(6)安心・安全 ～安心・安全で、自然環境の豊かなまち～ 
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【グループ 1】 

 

安心して働いて暮らせるまち 

 

【選んだ理由】 

子育てにおいては、様々な周りからの支援が不可欠であり、経験者の体験や地域の

人材など、様々な人や知恵、情報を共有し、お互いに助け合う環境をつくることが必

要です。 

 

 

①土日祝日夜間での相談受付窓口の設置 

②町ホームページの充実及び町行事の年間カレンダーの表示 

（自分がどのようにアクションをとればよいのかということを考えやすくし、学校行事

等のスケジュールを組み込めるようにする） 

③専門技能を持った住民の方を人材登録し、名簿を作成 

（困ったときに誰が対応してくれるのか、どのようにサポートしてくれるのかという制

度をつくり、能力を持った人が活躍できる場を創出する） 

 

 

①スキルを持っている方の人材バンク登録 

（外国の言語に対応できる方、看護師、保育士等、緊急の場合に対応できる方がいると

安心感が生まれる） 

②小さなコミュニティをつくる 

③育児体験等を共有する 

（失敗体験は特に大切、共有できるような対応・体制が必要） 
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【グループ 2】 

 

子育て情報が充実すればいい 

 

【選んだ理由】 

町のホームページでは育児の内容が不足しており、病院の情報や、個人の育児の悩

みなど、様々な情報を収集、発信できる場所（手段）が必要です。 

 

 

①スマートフォン対応のホームページをつくる 

②柔らかい、優しいイメージの子育て専用ホームページをつくる 

③24 時間対応窓口の設置 

（病気等については夜間に悩みを抱えることが多いため、対応できる窓口があれば助か

る） 

 

 

①地域の人材、有資格者が自分のスキルを公開できる機会を設け、有効活用する 

②昔のように地域連携を強化していく 
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【グループ 1】 

 

楽しめる教育のまち 

 

【選んだ理由】 

自分で体験し、手で触り、耳で聴くなど、五感に訴える教育の機会を創出すること

で、学びの楽しさを実感し、自分の好みや得意分野を発見していける教育が必要です。 

 

 

①自然体験やアウトドア教育の実施 

（ボーイスカウト、カブスカウト等に協力いただき、自然体験・アウトドア教育を学校

の授業の中に取り入れる。最近の子どもたちはあまり土いじりをしない、ロープの結

び方も知らないことから、やってみると面白いという意識づけをすることが必要） 

②文化、芸術、音楽等について学ぶための場所の提供 

（町として提供できる場所を教育に活用する） 

③五感に訴える教育、町の推奨スポーツ等があればよい 

（最初は大人が主導し、小学校・中学校に伝達する。子どもたちが大人になっても、昔

このようなことをやっていたと思い出せるような杉戸町ならではの遊び、スポーツが

あると面白い） 

 

 

①文化財の調査に地域で参加する 

（今現在ある文化財ではなく、地域に眠っている古いものを調査・発掘していく） 

②歴史教育の場の提供 

（様々な地域にある文化財などを提供し、歴史教育に生かす） 

③体験・知識の提供 

（泉地区の古代米保存会の取組など、各地域で歴史や文化を体験・学習できる場があれ

ば積極的に提供していく） 
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【グループ 2】 

 

楽しく自由に学べる環境づくり 

 

【選んだ理由】 

現在は、子どもたちが様々な遊びや文化などを自由に学べる機会が少なく、親から

子へのいろいろなノウハウの伝達なども薄れていることから、地域や家庭が子どもた

ちと触れ合い、様々なことを学ぶことができる機会を増やすことが必要です。 

 

 

①昔の遊びの体験会を実施 

（今の子供たちは昔の遊びを知らない、できない） 

②親子体験学習の開催 

③教える立場のボランティア人材の育成・活用 

 

 

①昔遊びの伝達、知っている方の協力 

②町や学校の行事に地域が参加する、人材の協力をする 

③地域の行事にみんなで参加する 
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【グループ 1】 

 

食を通じてグローバル化するまち 

 

【選んだ理由】 

杉戸町は農業が盛んなことや、食肉（合鴨等）加工を行っている方もいることなど

から、これらを生かして、食物アレルギーや、ハラルフード（イスラム教の戒律によ

って食べることが許された食べ物）などに対応するなど、杉戸町の「食」のグローバ

ル化を進めていく取り組みが必要です。 

 

 

①ハラル食材の育成・支援 

②杉戸農業高校と協力した食材開発の実施 

③産業祭や夏祭り、流灯祭などのイベントへの出展展示 

 

 

①ハラルフードをつくる（ハラル認証を取る） 

②ハラルフードの機内食を作って空港等に卸す 

③町内でハラル機内食をコンセプトとしたレストランを開業し、裾野を広げる 
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【グループ 2】 

 

産業と人材が育成できるまちならいい 

 

【選んだ理由】 

後継者不足の問題や、若者が定職に就かないなどの現状もあり、産業の活性化のた

めにはこれからの産業を担う人材の育成や、各産業への効果的な振興支援が必要です。 

 

 

①産業や人材に関する情報発信 

②アグリパークゆめすぎとの積極的な活用 

③創業する方への支援の充実 

 

 

①情報を積極的に得るよう心がける 

②各産業の連携に積極的に関わる 

③どんなことでも、思いついたアイデアを町に提供する 
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【グループ 1】 

 

イトトンボの住めるまち 杉戸町ブランドの創生 

 

【選んだ理由】 

イトトンボなどの生き物が住むことができる環境を整えたり、町を流れる川の環境

整備を進めていくなど、町の環境を整えていくことで、きれいな環境を活かした杉戸

町ブランドを創生し、観光の振興に結び付けていくことが必要です。 

 

 

①町の良いところを投稿できるサイト（場所）を作る 

（投稿サイトや掲示板、情報発信コーナーなど、町が持っている情報に、町民目線から

見た良いところを加えるための土台をつくる） 

②川をきれいにするために、下水道事業による環境整備を進める 

③昆虫採集体験など、見るだけではなく触れてもらうことができる様々な体験を企画す

る 

 

 

①投稿サイトや町の地図に載せるような写真の提供 

（町が作る投稿サイトはフォーマットであり、それに情報を加えていくのは町民の役目） 

②川をきれいにする 

（水草の一種であるホテイアオイを浮かべ、川を浄化する取組を実施する） 

③町民が主体となった体験活動の実施 

（町内にいる歴史に詳しい方が町内スポットツアーを実施する。講師を呼び、町の魅力を

PR する） 
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【グループ 2】 

 

杉戸ブランドを開発すればいい 

 

【選んだ理由】 

町内のブランドは何かと問われたときに、すぐには答えられないことが多いが、知

られていないまちの資源を活用しながら、町民の意識を変えていくことにより、杉戸

ブランドを開発していくことが必要です。 

 

 

①今ある町内ブランド品のアピールを行う 

（お米の魅力や杉戸産の米を使った日本酒のアピールなど、町民には知られていない自

慢できるところも沢山あるので、これらを PR していく） 

②町内にある商品や農産物などの情報収集と効果的な情報発信の実施 

③町内の既存イベント（夏祭り、流灯祭、産業祭等）や新たなイベントでの情報発信 

 

 

①町の情報収集、情報発信のためのワーキンググループをつくる 

（杉戸町の歴史を専門的に語る、柿酢や味噌やお米等の新しい農業ブランドを確立し、

アピールする） 

②各種イベントへ積極的に参加・協力していく 

③SNS や口コミでの宣伝を推進していく 
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【グループ 1】 

 

ユニバーサルデザインで地域の人が気軽に集えるまち 

 

【選んだ理由】 

外国人や子ども、高齢者、身体障がい者など、すべての人が暮らしやすい環境を整

えていくことが必要です。 

 

 

①環境や歩道整備等によるバリアフリー化の推進 

②医療環境の充実 

（近隣の大きな病院と連携できる体制を整備するなど、医療ネットワークを整備すると

ともに、かかりつけ医を推進し、必要な場合に専門医にたどりつけるようにする） 

③防災無線でラジオ体操への参加を呼びかける 

 

 

①医療機関のデータ収集への協力や、とねっとへの加入 

②子どもの下校時間に合わせて（高齢者等が）ウォーキングをすることで、健康の増進

と子どもたちの見守りを実施 

③健康に関する交流の推進 

・子どもも一緒に活動できるようなサロンへの参加を呼びかける 

・様々なイベントや行事に積極的に参加する 

・子ども食堂（食事を満足にとれない子どもたちに食事を提供する活動）を積極的に実

施する 
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【グループ 2】 

 

老若男女が気軽に集い交流できる機会があればいい 

 

【選んだ理由】 

個人だけでは、健康のための取り組みや運動などを継続的に続けていくことが難し

い部分もあることから、地域などで協力して取り組むことができる環境を整え、協力

しながら取組を続けていける環境が必要です。 

 

 

①イベント会場への健康相談コーナーの設置や、体力測定の実施など、健康チェックが

できる機会を増やす 

②地域活動の成果が分かるようなイベントの実施 

（地域ではいろいろなことを行っているが、杉戸町全体の地域活動が分かるようなイベ

ントがあればいい） 

③いろいろな障壁を乗り越えて、みんなが一緒にスポーツや生涯学習ができる施設の整

備 

 

 

①地域ぐるみで積極的にイベントの企画をする 

②家族三世代でイベントに参加する 

③福祉組織との交流、情報交換をする 
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【グループ 1】 

 

自助・互助・公助が機能するまち 

 

【選んだ理由】 

災害時などに、我々は何をすればいいのかという視点を踏まえ、「自助」～自分でま

ず何ができるか～、「互助」～お互い隣近所で何ができるか～、「公助」～行政に何を

求めるべきか～という 3 つの視点が機能することが必要です。 

 

 

①普段から全体的なことを掌握していく防災本部の強化 

②ハザードマップを分かり易く身近なものに改良する 

③専門的な資格を持っている方を登録し、災害時でも組織的に対応できるようにする 

 

 

①非常食の備蓄場所や避難通路の確認、災害時の連絡リスト等を作り、地域で連携して

いく 

②隣近所に一声かけることで、何かあったときにすぐに対応できるようにする 

③親子で防災等について学べるような活動（サロンなど）に参加する 
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【グループ 2】 

 

身近な環境を整え、安心して歩けるまちならいい 

 

【選んだ理由】 

地域の基盤の整備や、地域の連携を深めるなど、身近なところから少しずつでも改

善し、犯罪が起きやすい空間のないきれいなまちを作り、災害や犯罪に強いまちにし

ていくことが必要です。 

 

 

①町民のゴミ拾い（袋の提供等）の支援 

②空き家バンク等の有効活用、情報提供 

③防犯灯などの LED 化の早期実現 

 

 

①ランナーや農家の方に「パトロール中」の表示を配り、登下校の見守りを強化する 

②地域防犯・防災組織の連携を強化して、さらに強い組織をつくる 

③散歩やウォーキング時にゴミ袋を持っていき、町民自らがゴミ拾いをする 
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3.おわりに 

この提言書は、2021 年度から 10 年間の杉戸町のまちづくりの指針となる第 6 次杉戸

町総合振興計画の策定にあたって、私たち町民の視点から、今後のまちづくりにおいて

必要と考えられるアイデアやアクションについて、まちづくり町民会議で意見交換を行

った結果をとりまとめたものです。 

まちづくり町民会議では、人口減少をはじめとした、杉戸町を取り巻く様々な課題を

踏まえ、課題を解決することはもちろん、これからのまちづくりには何が必要なのかを

熱心に議論し、私たちが想い描く、住みよい杉戸町の実現のための希望や想いを、数多

く提案いたしました。 

また、議論をしていく中で、杉戸町をとりまく現状や課題を改めて知ることができた

こと、各委員の様々な想いに触れたことは、貴重な経験となりました。 

おわりに、私たちの想いが形となったこの提言書を、これからの第 6 次杉戸町総合振

興計画の策定に生かし、行政と町民が一緒になってまちづくりを進められるよう提言し

ます。 

 

まちづくり町民会議 

委員長 印藤浩行 

委員一同 
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資料 

 

(1)まちづくり町民会議設置要綱 

 

第６次杉戸町総合振興計画策定まちづくり町民会議設置要綱 

平成 30 年 2 月 8日 

告示第 16 号 

（設置） 

第１条 第６次杉戸町総合振興計画（以下「計画」という。）を策定するに当たり、幅広く住民の意

見を聴き、計画に反映させるため、第６次杉戸町総合振興計画策定まちづくり町民会議（以下「町

民会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 町民会議は、協働のまちづくりの推進に関する事項等について協議し、計画の策定に関す

る提言書を取りまとめ、町長へ提出する。 

（組織） 

第３条 町民会議は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する委員２０名以内をもって組織する。 

(1) 杉戸町の住民基本台帳に記載されており、まちづくりに関心の高い者 

(2) その他町長が必要と認めた者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から第２条に規定する提言書を提出する日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 町民会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、町民会議を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第６条 町民会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 町民会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

（報告） 

第７条 町民会議の提言は、委員長が町長に報告する。 

（庶務） 

第８条 町民会議の庶務は、政策財政課において処理する。 

（委任） 

第９条 この告示に定めるもののほか、町民会議の運営に関し必要な事項は、委員長が町民会議に

諮って定める。 

 

附 則 

この告示は、平成３０年４月１日から施行し、第２条の提言書の提出をもってその効力を失う。
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(2)委員名簿 

 

1 号委員 

No 選出区分 氏名 推薦依頼団体等 グループ

1 一般公募 
いんどう ひろゆき 

まちづくりに関心の高い者 1 
印藤 浩行 

2 一般公募 
さいとう のぼる 

まちづくりに関心の高い者 2 
斎藤 昇 

3 一般公募 
こが さだお 

まちづくりに関心の高い者 1 
古我 貞夫 

4 一般公募 
あおき かずこ 

まちづくりに関心の高い者 2 
青木 一子 

5 一般公募 
ほりえ やすかず 

まちづくりに関心の高い者 1 
堀江 泰一 

6 一般公募 
たかさき いさむ 

まちづくりに関心の高い者 2 
髙﨑 勇 

7 一般公募 
おばせ としみ 

まちづくりに関心の高い者 1 
尾場瀬 敏巳 

8 一般公募 
おおさく れいこ 

まちづくりに関心の高い者 2 
大作 玲子 

9 一般公募 
こじま としこ 

まちづくりに関心の高い者 1 
小島 俊子 

10 一般公募 
ほそい ひとみ 

まちづくりに関心の高い者 2 
細井 日登美 

11 一般公募 
とちたに まなみ 

まちづくりに関心の高い者 1 
栃谷 愛美 

（敬称略） 
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 (3)ワークショップで出されたそのほかの意見 

 

 

凡例 

①  … グループ 1 

②  … グループ 2 

行政 … 行政(町)のアクション 

町民 … 町民や地域のアクション 

 

 

 

高齢者と青少年の交流の場があれば

いい ／小中学校へ高齢者が訪問し、

人生経験等の話をする機会があれば

いい ／町内の小学校・中学校の授業

参観が出来ればいい ／「育ジイ」の

体験発表会を開くといい ／子ども

の一時預かりできる場所と送迎がで

きる方がいるといい ／年に２回く

らい婚活の場所を用意してもいい 

／杉戸町に伝わる伝統芸能を年１回

フェスティバルとして開催したらい

い ／PTA、子育連、子供会のやること

が多すぎる。「できる人ができること」

をやるようにできればいい ／行事

があれば子どものため、地域のため

にできるだけ参加したほうがいい 

／学校、PTA など教育に関する相談は

１つの課でとりまとめるといい ／

町の年間予定を出して平日や休日に

協力できる人を頼むといい ／文化、

芸術スポーツ等の分野で優秀な成果

を出した人に「栄誉賞」をあげればい

い ／待機児童ゼロ、幼稚園・保育園

の無償化を目指すといい ／幼稚園・

保育園に入りやすいといい ／幼稚

園にも週数回の給食を取り入れたら

いい ／高齢者が各種学習に挑戦す

るときは補助金を出すといい ／高

齢者の方の昔の遊びを学べばいい 

／シングルマザーへの就業支援があ

ればいい ／育休あけへの復帰準備

トレーニングがあればいい ／近隣

市町の様々な情報が手軽に集まると

いい ／子育ての困りごとや悩んだ

ときに気軽に話せる場所があるとい

い ／平日夜間や土日などでも相談

できればいい ／子育てイベントな

どに子どもを預ける場所があれば相

談をしやすい ／外国人でも不安な

く暮らせるようになればいい ／保

健センターの非日本語対応を充実さ

せればいい ／プレイルーム（お祈り

の場）を設けて少数派宗教にも対応

するといい ／外国人向けの包括的

な相談窓口や地域交流の機会があれ

ばいい ／子どもが一人でも遊べる

場所があればいい ／児童館が泉地

区以外にもあるといい ／地元の自

然観察ができる機会があるといい 

／小学校・中学校の学区の見直しが

あればいい ／スポーツジムのでき

る場所や用具が充実すればいい ／

各相談場所が巡回バスでアクセスし

やすいといい ／杉戸で結婚したら

お祝い金がもらえるといい ／子ど

もが入園したらお祝いが出るといい 

／杉戸で出産したら第1子、第2子、

第3子とお祝いが出るといい ／小学

校、中学校の入学時にお祝いが出る

といい ／出産した方におむつの割

引券を渡すといい ／小学校、中学校

の入学時に少額でも商品券を出した

らいい ／教育に関わる様々な費用

について相談できる窓口があるとい

い ／子ども手当が増えるといい ／

学用品が配られるといい ／結婚時

に記念品などがあるといい ／お見

合いの場があったらいい ／婚活支

援があるといい ／婚活イベントが

開催されるといい ／子育て支援施

設の整備 ／産後ホームステイがあ

るといい ／乳幼児の一時預かりが

あるといい ／子育て支援券がある

といい ／孫育て講座があるといい 

／子育て支援員の養成（2時間くらい

の受講で得られる資格） ／希望者に

は子育てに関する訪問相談があると

いい ／杉戸子育てWEBに利用者の声

が掲載されるといい ／出産・育児相

談のホームページがあるといい（ス

マホ対応） ／子育てに関する専門の

ホームページがあるといい ／情報

源の充実と活用のしやすさ ／情報

交換できる場所があるといい ／相

談できる人（相手）がいるといい ／

近所に気軽に相談や情報交換ができ

る場所があるといい ／乳幼児専門

に話ができる場所があるといい ／

総合病院があるといい ／医療費控

除が 18 歳まで延びるといい ／医療

マップがあるといい ／医療費補助

が充実されるといい 
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土日の相談窓口が設置されればいい

[①行政] ／平日夜間、祝日の窓口が

設置されればいい[①行政] ／土日

も夜間も預けられる保育園があれば

いい[①行政] ／日曜日でも子ども

たちが（0歳から小学 3年生くらいま

で）預かってくれる場所があればい

い[①行政] ／町行事の年間カレン

ダーがあればいい[①行政] ／町行

事の年間カレンダー（予定）が速やか

に公表されればいい[①行政] ／町

の WEB サイトにテーマ別のリンク集

があるといい[①行政] ／ホームペ

ージが充実するといい[①行政] ／

看護師や介護士など在住の技能者を

人材登録して災害時等の場合の支援

を準備するといい[①行政] ／お祝

い金など（人材含む）の行政支援があ

るといい[①行政] ／人材バンクへ

の登録をするといい（外国人、専門職

など特殊技能を共有）[①町民] ／ツ

イッターなどを活用し行政情報を拡

散していけばいい[①町民] ／育児

体験発表会を開催すればいい[①町

民] ／興味がわく情報の発信を頻繁

に行えばいい[②行政] ／柔らかい

優しいイメージのホームページにな

ればいい[②行政] ／子育て専用の

ホームページがあればいい[②行政] 

／緊急時対応窓口があればいい[②

行政] ／２４時間対応の窓口があれ

ばいい[②行政] ／町のホームペー

ジのアクセシビリティが向上すれば

いい[②行政] ／子育てに関する人

材バンクが充実するといい[②行政] 

／ジャンルごとに明るい人を募集す

ればいい[②行政] ／町の人材を育

成すればいい[②行政] ／ボランテ

ィアを育成すればいい[②行政] ／

子育て支援員の育成・充実[②行政] 

／親がリフレッシュできる機会を提

供すればいい[②行政] ／乳幼児の

一時預かりの場所を増やせばいい

[②行政] ／保育園・幼稚園の情報交

換の場所を作ればいい[②行政] ／

地域連携を強くすればいい（区の活

動に参加するなど）[②町民] ／急な

病気の時に助かった事例の掲載[②

町民] ／自分の持つスキルを公開で

きる機会を設ければいい[②町民] 

／有資格者が参加できればいい[②

町民] ／相談対応として、必要時は

訪問による手助けを行えばいい[②

町民] ／情報源へのアクセス手段を

身につければいい[②町民] 

 

 

 

杉戸町で音楽フェスがあるといい 

／カルスタすぎとで様々なイベント

が気軽にできるといい ／ライブハ

ウスがあるといい ／町民が自由に

使える体育施設や展示施設があると

いい ／泉小学校から東中学校に行

くだけでは競争心がないので第二小、

第三小の子を少し入れるといい ／

泉小学校と東中学校を一貫にしたら

いい ／学校にクーラーがあるとい

い ／保育園、幼稚園、小学校が一体

となった施設があるといい ／学校

給食がグレードアップすればいい 

／子ども向けのミニ職業体験ができ

ればいい ／学校教育にボーイスカ

ウトのようなものを取り入れればい

い ／不登校などの居場所を作りづ

らい子に居場所があるといい ／小、

中、高校生の学ぶ場所は学校、教室に

限定せず、公民館等の施設を利用し、

高齢者の講話を聞くなどもっと多様

性があるといい ／五感に訴える教

育ならいい ／地元の中、高校生との

交流の場があったらいい ／ボラン

ティアで勉強を教えてくれる人がい

るといい ／第6次総合振興計画の子

ども版を作り、配布するといい ／図

書館に少数（マイナー）言語の雑誌を

置くといい ／図書館に電子ジャー

ナルを入れるといい ／図書館に司

書を置くといい ／図書館がもっと

アクセスの良い場所にあればいい 

／中央公民館、公園、流灯工房のエリ

アを総合開発し、全体をアミューズ

メントセンターにすればいい ／古

利根川沿いにベンチを置いて散歩、

休憩場所とすればいい ／町に常設

の歴史展示館があるといい ／流灯

ふれあい館を常時オープンし、土日、

祝日にイベントを行えばいい ／地

域町おこしの一環として、流灯ふれ

あい館で毎月 15 日に「すぎと市」と

して野菜や名産品の即売会を行えば

いい ／南側用水路を改修整備し、

「すぎと・ほたるの里」として、まち

の名所とすればいい ／古利根川サ

イクリングロードを再整備し、レン

タサイクルを用意すればいい ／す

ぎとピアにスポーツジムを作り、ト

レーナーを配置すればいい ／一人

でできる体力づくりの場があればい

い ／クリケットチームを呼ぶなど

マイナースポーツの体験会を開けば

いい ／稲刈り後の田んぼを会場に

ドローン協議会を開けばいい ／ド

ローン空撮映像コンテストを開いて

「すぎと賞」を授与すればいい ／国
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体記念運動広場を各国へ PR し、ラグ

ビーワールドカップ、オリンピック・

パラリンピックの準備利用の招致活

動を行えばいい ／通信教育で資格

や学位を取得するためのスキルアッ

プを推奨すればいい ／月２回くら

い小学校で上級生が下級生に勉強を

教える機会があればいい ／マニア

やオタクが講師・インストラクター

などで活躍する場をつくるといい 

／数学オリンピックの選手を育成す

ればいい ／文化財調査に住民が参

加すればいい ／地域史の講座を開

くといい ／居住地域の歴史や地史

を学べるといい ／名物料理の調理

実演や試食会があるといい ／小・中

学校の先生方に余裕があるといい 

／不登校の子どもを対象とした校外

活動があるといい ／不登校生につ

いて親を交えた話し合いがあるとい

い ／放課後に勉強を教えてくれる

ボランティアがあるといい ／お助

けマン的な窓口があればいい ／教

育の中に体験談等の講話を入れたら

いい ／中学生の海外派遣や交流が

あるといい ／小中学生の他市町学

校との交流があるといい ／少年キ

ャンプが開催されるといい ／ボー

イスカウトやカブスカウトの組織が

あったらいい ／文化・スポーツ施設

が整備されるといい ／体育館など

室内で運動できる場所があるといい 

／冷暖房など学習できる環境が整う

といい ／学校通学の時の荷物が少

なくなるといい ／子どもから大人

まで楽しめるイベントがあるといい 

／杉戸こども祭りやスタンプラリー

を5月5日に開催すればいい ／子ど

もまつりやコスプレ大会を開催すれ

ばいい ／昔のあそびを通して歴史

を学習すればいい ／郷土や防災な

どのこどもカルタ大会を開催すれば

いい ／遊びを通じて学習につなが

ればいい 

 

 

体験づくりがあるといい[①行政] 

／自然体験やアウトドア教育がある

といい[①行政] ／表彰制度がある

といい[①行政] ／地域食材を活用

できるといい[①行政] ／文化・芸術

などに場所の提供があるといい[①

行政] ／町の推奨スポーツがあると

いい[①行政] ／歴史教育をする場

を提供するといい[①町民] ／体験

や知識を提供するといい[①町民] 

／文化財調査に地域が参加し、発表

するといい[①町民] ／タブレット

教科書が作成されればいい[②行政] 

／教室にエアコンが設置されればい

い[②行政] ／防災カルタなど遊び

から防災を学べる教材を作ればいい

[②行政] ／社会教育課の持つ様々

な知識が活用されればいい[②行政] 

／子ども相談室を設置すればいい

[②行政] ／親子体験学習の講座が

あればいい[②行政] ／昔の遊び体

験会があればいい[②行政] ／学校・

PTA・地域で連携した行事が開催でき

ればいい[②行政] ／キャンプを実

施すればいい[②行政] ／イベント

参加への呼びかけをすればいい[②

行政] ／放課後に勉強を教えるボラ

ンティアを募集すればいい[②行政] 

／大学生、大学院生がボランティア

として協力すればいい[②町民] ／

高齢者がボランティアに協力すれば

いい[②町民] ／地域が様々なこと

に協力すればいい[②町民] ／地域

の行事に２世代、３世代で参加すれ

ばいい[②町民] ／子ども達からア

イデアの提供を拾い上げればいい

[②町民] ／家庭での家族会議をで

きるだけ多く開けばいい[②町民] 

／子ども防災カルタを作成すればい

い[②町民] ／アイデアは子どもに

まかせたコスプレ大会を開けばいい

[②町民] 

 

 

 

産業活性化対策として規模の拡大、

集約、グループ化し、効率化を図れば

いい ／集団の中から農業大学等専

門的知識を得るため、補助金を出し

て就学させればいい ／農業が学べ

る町ならいい ／工業団地の造成を

誘致し、進出企業への税制優遇等を

行えばいい ／企業に来てもらえる

町ならいい ／無人タクシーを在宅

で遠隔運転できればいい ／インタ

ーネット環境が整備されればいい 

／特定の農産物を創出し、杉戸町ブ

ランドを発信すればいい ／「杉戸宿

農産物まつり」として、すぎと農産品

の販売市を行えればいい ／活性化

した町、賑わいのある町の他市町村

への見学ツアーを行えばいい ／教

科書に出てくる場所ツアーを開催す

ればいい ／学校の授業で町の農業

等について学べる機会があるといい 

／産業団地の企業が優先的に地元の

方を採用するといい ／大手の会社

があればいい ／起業がしやすいま

ちならいい ／子育て中でも働きや

すい企業があればいい ／役場にハ
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ローワークがあればいい ／在宅ハ

ローワークの環境整備 ／町内の会

社案内があればいい ／地区の公民

館等に情報コーナーがあればいい 

／空き家を利用してお店にする ／

公共施設でミニ教室を開けるように

する ／農業担い手の確保 ／農業後

継者不足を解消できればいい ／多

面的機能の活用 ／共同活動による

農地の保全管理 ／遊休農地を減ら

せばいい ／流灯祭等で杉戸産の冷

酒、梅サワーを販売できればいい ／

空き地・空き家等の情報発信 ／倉松

公園のショッピングモール化 ／貯

水池を公園化 ／月１～２回の曜日

市があったらいい ／若者の就労支

援 ／専門技術のある学校の誘致 ／

分かりやすい産業情報コーナーをつ

くる ／「すぎナビ」が常時更新でき

るような体制を整える ／杉戸町内

に商店街を作る ／杉戸郷土かるた

を活用する ／深輪地区周辺の交通

網が整備されたらいい ／深輪工業

団地近くにショッピングモールを建

設する ／企業が働き方改革を実施

する ／高齢者が暮らしやすいよう

宅配の多元化を商工会で検討会を実

施する ／元気な高齢者を対象にし

た人材バンクを作る ／若者の起業

家を誘致する ／優良企業の誘致 ／

企業誘致を進める ／県や国の農業

振興・産業振興の補助を最大限活用

すればいい ／農地耕作条件改善事

業の推進 ／ドローン農薬散布等の

農業支援 ／農地の美化 ／農地中間

管理事業の推進 ／第 1・2・3次産業

の連携による六次産業化 

 

 

 

ハラル食材の育成支援[①行政] ／

杉戸地場産ハラル食材登録制度[①

行政] ／ハラルフード認定（種の選

別や知識共有手続き等）[①行政] ／

職場で働ける外国人の誘致[①行政] 

／食材開発に杉戸農業高校の協力を

求める[①行政] ／特産品をアピー

ルしたらいい[①行政] ／食材開発

のための農機具等の貸し出し支援

[①行政] ／子どもがいても働ける

仕事があればいい[①行政] ／産業

祭、夏祭り、流灯祭に出店展示する

[①行政] ／アグリパーク等の施設

でハラルフードがそろえばいい[①

行政] ／ハラルフード相談窓口の設

置[①行政] ／ワンストップでハラ

ルフードが揃う場所の開発をする

[①行政] ／子どもがいても働ける

仕事があればいい[①行政] ／学校

等で宗教や食に対する対応を柔軟に

してほしい[①行政] ／ハラルフー

ド認証をとる[①町民] ／ハラルラ

ーメンや鶏肉（加工品）等のハラルフ

ードを開発する[①町民] ／欧州食

品安全期間（EFSA）の安全基準を達成

する[①町民] ／アレルギー対応食

を通販で販売する[①町民] ／小さ

な農家でも対応できるような食材の

開発[①町民] ／病院や高齢者施設

に給食を配送する[①町民] ／ハラ

ルフードの機内食を提供する[①町

民] ／機内食を作って成田空港に卸

す[①町民] ／魚市場を開業する[①

町民] ／料理専門家にレシピを提供

してもらう[①町民] ／機内食レス

トランを開業する[①町民] ／ファ

ーストクラス座席を用意する[①町

民] ／キャビンアテンダントのコス

プレ[①町民] ／アグリパークの活

用[②行政] ／町民農園の設置[②行

政] ／遠隔地の団体との交流、物産

販売[②行政] ／ブランド力を高め

るための情報交換の場をつくる[②

行政] ／空き地・空き家の情報発信

[②行政] ／産業情報の PR 改善[②

行政] ／米の新種開発[②行政] ／

六次産業化の推進[②行政] ／専門

学校の誘致[②行政] ／深輪地区周

辺にショッピングモールをつくる

[②行政] ／住民との調整[②行政] 

／各産業の団体の連絡調整[②行政] 

／企業向けの講習会を実施する[②

行政] ／人材バンクを活用する[②

行政] ／起業支援を行う[②行政] 

／担当部署での調査研究[②行政] 

／住宅準備への補助[②行政] ／ス

マホの操作[②行政] ／杉戸で働い

てよかった発表会の開催[②行政] 

／思いついたアイデアを町に提供す

る[②町民] ／人材協力として成年

大学校で主張する[②町民] ／各産

業の連携に積極的に関わる[②町民] 

／情報発信・スマホ、ネット利用[②

町民] ／受け入れる気持ち[②町民] 

／情報を知るように心がける[②町

民] ／遊休地を借りて作物を作る

[②町民] 

 

 

 

特色のあるまちならいい ／「たまふ

わ」等のアピール ／イトトンボの里

として、世界一食品が安全なまち ／

「杉戸賞」受賞食材使用の料理見本市

の実施 ／農家と料理人の出会いの
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場を創出する ／外国人にも立ち寄

ってもらえるまち ／国際交流の促

進 ／オリンピック・パラリンピック

の練習場として提供、団体誘致 ／広

域行政の推進 ／カルスタ等にブラ

ンド開発のキッチンを作る ／町内

にコンベンションホールやホテル等

を誘致、手配する ／観光客アップの

まえに、古利根川に川船を設置する 

／宮代町と連携して桜を植え、観光

名所とする ／東武動物公園駅内に

杉戸ブランド品展示コーナーを設置 

／のどかな景色を利用してインスタ

に写真を投稿する ／畑の賃借や栽

培を教えることで利益を出す ／ホ

ームページの多様性による情報発信

の拡大 ／流灯祭を日本遺産に申請・

登録 ／七福神+食べ歩きマップの作

成 ／子連れママに優しいお店マッ

プ ／ポケモンGOとの連携 ／空き家

をアトリエにして芸術の町にする 

／ハンドメイド街として町をアピー

ルする ／お店ごとにキャラカード

を作り、カードゲームで遊べるよう

にする ／街並みの美化 ／スマホの

活用・使い方の指導 ／町民の意識を

ブランド志向にするため情報交換を

行う ／町の広告をネットに出した

らいい ／杉戸町を知ってもらう ／

杉戸ブランド開発 ／町をあげて「杉

戸宿」（日本酒）を銘酒に育てる ／杉

戸宿のアピールをもっとすればいい 

／柿酢普及のためにサロン等を通じ

てPRする ／ブランド米の開発 ／コ

ンテスト優秀作品を具現化 ／バッ

セルトンにちなん記念日等を設け、

物産展等を開催する ／流灯祭で個

人のメッセージ発表をしながら花火

をあげる ／町行事の情報発信を行

う ／日本だけでなく世界中が注目

するようなイベントを誘致する ／

町の行事の際にはバスを出して足の

確保をする ／杉戸町に関心を持つ

人材の発掘 ／すぎぴょんがもっと

かわいくなればいい 

 

 

町の良いところを投稿できるサイト

を作る[①行政] ／土台となるマッ

プを作る[①行政] ／大きな地図を

役場に設置し、みんなで書き込みを

する[①行政] ／大きな地図に写真

を貼っていき、町民自らマップを作

れるよう支援する[①行政] ／ホー

ムページにみんなで書き込めるよう

にする[①行政] ／七夕笹にメッセ

ージを書き込めるようにする[①行

政] ／公民館等に地域情報コーナー

を設置する[①行政] ／下水道の普

及[①行政] ／川をきれいにする[①

行政] ／レンタサイクルステーショ

ンをつくる[①行政] ／インスタ映

えする町にする[①行政] ／古墳、タ

ヌキ、キジなど、自然観察スポットの

情報提供[①行政] ／町のホームペ

ージできれいな景色を募集する[①

行政] ／広がる田畑の景観を維持す

る[①行政] ／地元の文化を体験で

きるまちならいい[①行政] ／町内

外から子ども達を集めて昆虫採集を

実施[①行政] ／流灯祭を豪華にす

る[①行政] ／農産物のウインブル

ドン[①行政] ／最高級食材世界コ

ンテスト「杉戸賞」[①行政] ／ライ

バルチェックで競争力をつける[①

行政] ／町のマップを作るために写

真を提供する[①町民] ／町で作成

した大きな地図に写真を飾っていく

[①町民] ／川をきれいにする[①町

民] ／ホテレンソウ・ホテイアオイ

を川に浮かべる[①町民] ／歴史オ

タクをガイドに町内スポットツアー

を実施[①町民] ／杉戸の歴史に詳

しい人に説明してもらうツアーを実

施[①町民] ／駅通りおかし横丁等

の通りがあればいい[①町民] ／商

店街活性化のために、杉戸市を開催

する[①町民] ／良いお米を作って

いる人を発信する[①町民] ／有機

農法認定の農作物をつくる[①町民] 

／食の品質を確保する[①町民] ／

役場を駅前に移転[②行政] ／駅前

駐車場をつくる[②行政] ／イベン

トに合わせてブランドアピール[②

行政] ／イベント参加者に特賞をあ

げる[②行政] ／杉戸宿（日本酒）の

純米吟醸を金賞銘酒に育てる補助を

する[②行政] ／今あるブランド品

の支援[②行政] ／新米サミットを

アグリパークで毎年開催する[②行

政] ／町で開催可能なイベントの調

査、研究[②行政] ／行事の一つ一つ

を活かしていくための町民会議[②

行政] ／具体的な情報発信[②行政] 

／公式ホームページで積極的な情報

発信[②行政] ／バナー広告等の予

算計上[②行政] ／情報の発信[②行

政] ／ホームページ、広報誌募集[②

行政] ／広告を出す工夫をする[②

行政] ／スマホゲームの開発[②町

民] ／WG を作る[②町民] ／地産地

消の商品を買う[②町民] ／SNS 発信

[②町民] ／イベント運営に協力す

る[②町民] ／ボランティア活動や

イベント等に参加[②町民] ／知人・

友人に口コミとして「杉戸宿」のこと

を伝える[②町民] ／口コミ、紹介

[②町民] ／広告が出たら一生懸命

見る[②町民] 

－ 29 －



 

 

 

健康寿命の長いまち ／防災無線で

ラジオ体操を呼びかけみんながやる

ようにする ／子ども達の下校時間

に合わせてウォーキングをする ／

ウォーキングチームをつくり地区を

歩く ／高度医療・総合病院誘致の必

要性 ／医療に不安のないまち ／バ

リアフリー ／ユニバーサルデザイ

ンで地域の人が気軽に集えるまち 

／安心して歩けるまち ／高齢者に

優しく若者に夢と希望を与えてくれ

るまちづくり ／日光街道を交通規

制して散策道とする ／高齢者が助

け合ったり気軽に話し合える場があ

るまち ／流灯ふれあい館の有効活

用 ／月に１回東口通り線を歩行者

天国として物産市等を開催 ／老後

は杉戸で楽隠居（VIP 誘致） ／入居

は資産家・高収入・高学歴・社会的地

位・教養等を持つ ／ジュニア・アス

ポート事業（貧困家庭の学習支援） 

／困っている人に対する正しい支

援・知識を身につける ／中学にも通

級を作ってほしい ／困っている子

を理解できる「よりそえる人」を増や

したい ／病児保育・障がい児保育が

ほしい ／外国人との共生を今から

考えよう ／案内標識等をバイリン

ガルにする ／総合病院があったら

いい ／スマホでドックのシステム

があればいい ／検診の機会を増や

せばいい ／特定健診を気軽に受け

られるように ／福祉制度の PR をす

ればいい ／誰でも参加できるイベ

ントを開けばいい ／バリアフリー

の参加イベントがあればいい ／地

域サロンを増やす ／生涯学習施設

を整備すればいい ／障がいのある

方が働ける場所があるといい ／高

齢者見守りの組織があればいい 

 

 

バリアフリーを推進[①行政] ／安

心して歩けるまち[①行政] ／既存

の歩道を広げる[①行政] ／散策道

の整備の案内[①行政] ／総合病院

が欲しい[①行政] ／広域医療サー

ビス網の充実[①行政] ／近隣の大

きな病院と連携して対応する体制を

整備する[①行政] ／地域医療機関

での連携[①行政] ／他の地域の事

例と住民への情報提供[①行政] ／

予防医療をどう推進するか検討[①

行政] ／かかりつけ医の推進[①行

政] ／高齢者も幼児も一緒に集える

場があるといい[①行政] ／健康に

過ごすためのアプリ提供の案内[①

行政] ／健康マイレージ事業の推進

[①行政] ／地区の集会施設の改善

を検討[①行政] ／文化施設の内容

充実（図書館やホールのイベント他）

[①行政] ／児童扶養手当・特児扶養

手当を就学支援を受けている家庭対

象に行う[①行政] ／困り感に関す

るアンケートをとる（必要なものや

支援は何か）[①行政] ／とねっとの

加入を進める[①町民] ／データ収

集への協力[①町民] ／スマホアプ

リを利用して健康管理[①町民] ／

ウォーキングチームをつくり、地区

を歩く[①町民] ／子ども達の登下

校に合わせたウォーキング[①町民] 

／防災無線でのラジオ体操[①町民] 

／高齢者も子どもも集えるサロンへ

の参加を呼びかける[①町民] ／交

流会等行事への積極的な参加[①町

民] ／子ども食堂の実施[①町民] 

／おてら・おやつクラブ（母子家庭に

お寺で余ったおやつを配る活動）[①

町民] ／子ども宅食（児童扶養手当

や就学支援を受けている世帯に食品

配達サポート）[①町民] ／超高級介

護付マンションの分譲[①町民] ／

高級介護ステーションは出張サービ

スも可[①町民] ／ペアレントメン

ター（自ら発達障害のある子育てを

経験し、かつ相談支援に関するトレ

ーニングを受けた親）となり情報提

供[①町民] ／専門的な相談は専門

家につなぐ[①町民] ／FP に「お金

の教室」を開いてもらう[①町民] ／

税理士に「税の教室」を開いてもらう

[①町民] ／自然環境の保全[①町

民] ／イベント会場に健康相談コー

ナーを設ける[②行政] ／体力測定

や健康チェックの機会を増やす[②

行政] ／地域医療の効果がわかるイ

ベントを作る[②行政] ／行政連合

のイベント[②行政] ／子どもに関

したイベント[②行政] ／土いじり

のイベントを作る[②行政] ／普段

の活動を PR する場の提供[②行政] 

／文化・スポーツの各種団体のガイ

ドブックを作り配布する[②行政] 

／バリアフリーの文化、スポーツの

生涯学習施設を整備する[②行政] 

／地域ぐるみで積極的にイベントの

企画をする[②町民] ／家族三世代

でイベントに参加する[②町民] ／

昔遊びを子どもたちに伝承する[②

町民] ／福祉組織の交流・情報支援

[②町民] 
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インフラに不安のないまち ／イン

フラの耐久力点検 ／町中に公共ト

イレがない（町を訪れた人が不便） 

／急な災害に対応できるまち ／学

校や体育館の構造強化 ／防災本部

の堅ろう化 ／財源として「防災債」

を発行する ／いざという時に対応

できるまち ／全町一斉に避難訓練

を実施する ／杉戸町防災の日を決

めて町民が集まれるようにする ／

官民で災害シミュレーション訓練

（机上演習） ／親子で参加できる防

災クイズ ／町の防災無線の内容を

もっと具体的にする ／消防団他民

間防災組織の拡充（人員、整備） ／

救急救命士の資格取得を奨める ／

女性消防団員を増やす ／子どもが

安心して遊べるまち ／交通事故多

発地点の確認 ／町内での自転車走

行が危険である ／夜は家の前の電

気を付け、地域で防犯をする ／東口

商店街通りの照明が暗く、車も多く

夜間の歩行が危険 ／女性や子ども

のための防犯教室を開いて意識付け

していく ／日にちを決めて「杉戸町

クリーン活動」を実施する ／掃除を

しながらゴミの分別教室を行う ／

集まってくれた人にはごみ袋をプレ

ゼントする ／水辺が身近なまち ／

水質定点観察をWeb発表 ／田や畑で

体験できるまち ／豊かな自然環境

の創成 ／古利根川沿いに桜や柳を

植樹して日光明媚エリアを創る ／

自助・互助・公助が機能するまち ／

防災から困り事相談まで幅広く助け

合いのできるまち ／現「区制」の編

成見直しでより細かい行政区を ／

防犯委員の協力 ／地域に防災・防犯

組織をつくればいい ／街灯の早期

LED 化 ／防犯カメラがあればいい 

／空き家対策を進めればいい ／空

き家がなくなればいい ／警察署を

新築すればいい ／町道の整備 ／電

柱をなくせばいい ／ポイ捨てでき

ない環境づくり ／ハザードマップ

があればいい ／遊休地に花を植え

る ／無農薬の土壌 

 

 

防災本部の堅ろう化[①行政] ／避

難所の構造強化[①行政] ／アグリ

パークの活用[①行政] ／中央公民

館等の再整備検討[①行政] ／災害

が起きる前に防災債を発行[①行政] 

／今後必要になる維持費の検討と新

規事業の規模を検討・推定する[①行

政] ／フリーWi-Fi スポットを増や

す[①行政] ／ハザードマップをも

っと分かり易く[①行政] ／住民が

主体的に動いているものについては

その支援[①行政] ／すでにあるも

のの見直し、新規にできるか検討[①

行政] ／カウンセラー、心理士など、

専門的知識がある人との連携[①行

政] ／消防団他民間の防災組織の拡

大[①行政] ／女性消防団を増やす

[①行政] ／医療関係（看護師、介護

士）の方が何人いるか把握しておく

[①行政] ／医療関係者の把握[①行

政] ／健康管理のためのデータ収集

[①行政] ／親子で参加できる防災

クイズ[①町民] ／小学校でイベン

トをする[①町民] ／サバイバルト

レーニングで遊ぶ[①町民] ／非常

食試食会[①町民] ／官民で災害シ

ミュレーション訓練（机上演習）[①

町民] ／となり近所に一声を[①町

民] ／地区から班制へ、防犯訓練を

する[①町民] ／現「区制」の編成見

直しでより細かい行政区を[①町民] 

／自治会組織を充実させ、連絡網を

作成[①町民] ／高齢者や障がい者

が近所にどのくらいいるか把握して

おく[①町民] ／避難経路の確認[①

町民] ／AED の場所管理[①町民] ／

連絡リストの作成[①町民] ／「一つ

多めに」モノを持つストック[①町

民] ／非常食のストック[①町民] 

／防災倉庫の購入[①町民] ／空き

家バンクの活用[②行政] ／街灯の

LED 化の早期実現[②行政] ／公用車

にドライブレコーダーを付ける[②

行政] ／道路のこまめな補修[②行

政] ／水道以外のライフラインの地

中化[②行政] ／町民のゴミ拾いを

支援、袋の提供[②行政] ／各種ハザ

ードマップの作成と配布[②行政] 

／散歩時にごみ袋を持っていく[②

町民] ／地域防犯・防災組織の連携

を強化する[②町民] ／行政区にお

いて地区会館等に防犯カメラを設置

する[②町民] ／農家さんやランナ

ーにパトロール中の表示を付け、地

域の見守りを強化[②町民] ／パト

ロール中の表示を農家に配り付けて

もらう[②町民] ／登下校の見守り

隊[②町民] ／地域防犯員を増やす

[②町民] ／地域に防犯組織を作れ

ばいい[②町民] ／遊休地に花を植

える[②町民] ／身の回りをきれい

にする[②町民] 

－ 31 －




