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ＴＦ：タスクフォース（作業部会）

第１回ＴＦ 令和２年６月２６日
参加人数：13人

志の高いメンバーの顔合わせ、杉戸町
の現状やこれからの課題などについて

第２回ＴＦ 令和２年７月２８日
参加人数：18人

町の強みや弱み、ポテンシャルについて
議論し、他地域の取り組みなどをメン

第３回ＴＦ 令和２年８月２４日
参加人数：18人

推進委員会での講演を視聴し、町の強
みや弱みの掘り下げの現状やこれからの課題などについて

共有
議論し、他地域の取り組みなどをメン
バーで勉強

みや弱みの掘り下げ

第４回ＴＦ 令和２年９月１０日 第５回ＴＦ 令和２年９月２５日第４回ＴＦ 令和２年９月１０日
参加人数：21人

町での理想のシーンを踏まえて、やりた
いこと、やるべきこと、やれることの整理

第５回ＴＦ 令和２年９月２５日
参加人数：23人

町の課題と、照らし合わせ、解決の実現
策や方向性などをブラッシュアップ 1



ＴＦの意見

・都心から1時間の田園風景
・すぐそばにある地域資源

・商店街の衰退
・憩いの場が少ない・すぐそばにある地域資源

・歴史があり、古き良きもの
・人が温かく、協力的

・憩いの場が少ない
・繋がりが弱い
・農との触れ合いが少ない 2



強み
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弱み
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まちづくり構想の骨子（体系図）

まちなかの現状・課題

ビジョン
（課題解決の基本的な考え方）（課題解決の基本的な考え方）

ビジョンを実現させる柱① ビジョンを実現させる柱② ビジョンを実現させる柱③

ポテン
シャル

方向性 方策
ポテン
シャル

方向性 ポテン
シャル

方向性方策 方策
シャル シャル シャル

担い手 事業 公益性 担い手 事業 公益性 担い手 事業 公益性
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まちなかの現状・課題

『人とお金が外に流出』『人とお金が外に流出』

その結果、「まちなか」が衰退その結果、「まちなか」が衰退
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人とお金が外に流出しているイメージ人とお金が外に流出しているイメージ

働

遊
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働

働
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統計データ：地価推移
【地価推移】 出典：固定資産税路線価

平成31年平成26年平成21年

【地価推移】 出典：固定資産税路線価

東武動物公園駅周辺の地価は低下しています。
特に平成21年～26年に大きく地価が低下したことが確認できます。
⇒ 中心市街地の衰退が見られ、資産価値にも大きく影響を与えます。⇒ 中心市街地の衰退が見られ、資産価値にも大きく影響を与えます。
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統計データ：消費動向
【消費動向：主な購入場所】 出典：埼玉県広域消費動向調査【消費動向：主な購入場所】

①食品・日用雑貨等 ②家族で買い物を楽しむ場所

出典：埼玉県広域消費動向調査

①食品・日用雑貨等 ②家族で買い物を楽しむ場所

生活の基本となる「食品・日用雑貨等」「家族で買い物を楽しむ場所」
の町内消費が、他地域と比較しても低いことが分かります。
⇒ 消費が町外で行われていることが分かります⇒ 消費が町外で行われていることが分かります
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まちづくり構想の骨子（体系図）
まちなかの現状・課題

人とお金が外に流出

まちなかの現状・課題

ビジョン
（課題解決の基本的な考え方）（課題解決の基本的な考え方）

ビジョンを実現させる柱② ビジョンを実現させる柱③ビジョンを実現させる柱①

ポテン
シャル

方向性 方策
ポテン
シャル

方向性 ポテン
シャル

方向性方策 方策
シャル シャル シャル

担い手 事業 公益性 担い手 事業 公益性 担い手 事業 公益性
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ビジョン：課題解決の基本的な考え方

・まちなかで人と人が繋がる・まちなかで人と人が繋がる
・まちなかで経済がまわる
・まちなかで過ごす時間を増やす・まちなかで過ごす時間を増やす
・まちなかのポテンシャルを活かす

まちなか × めぐる
人とお金を「まちなか」で循環させる

まちなか × めぐる
人とお金を「まちなか」で循環させる
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これまでの、

働

これまでの、
人とお金が外に流出しているイメージ

働

住

遊

働

住
遊

働
遊

住

働
遊

働
遊

働

遊
働

住
住

遊

これからの、

働

これからの、
人とお金がまちなかで循環しているイメージ 12



まちづくり構想の骨子（体系図）
まちなかの現状・課題

人とお金が外に流出

まちなかの現状・課題

まちなか × めぐる
ビジョン（課題解決の基本的な考え方）

まちなか × めぐる
～人とお金をまちなかで循環させる～

ビジョンを実現させる柱① ビジョンを実現させる柱② ビジョンを実現させる柱③

ポテン
シャル

方向性 方策
ポテン
シャル

方向性 方策
ポテン
シャル

方向性 方策
シャル

方向性 方策 シャル
方向性 方策

シャル
方向性 方策

担い手 事業 公益性 担い手 事業 公益性 担い手 事業 公益性
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人とお金を「まちなか」で循環させるための改善点

・杉戸町民のうち町内で就労している人が少ない
・働く場の提供がスムーズではない

人とお金を「まちなか」で循環させるための改善点

・杉戸町民のうち町内で就労している人が少ない
・働く場の提供がスムーズではない
・憩いの場が少ない
・公共空間が利活用されていない・公共空間が利活用されていない
・まちなかで農と触れ合えない
・農を活かしきれていない・農を活かしきれていない

（TFでの意見等から）（TFでの意見等から）
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改善するには改善するには

働 憩 農働 憩 農

を、「まちなか」にめぐらせたい
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ビジョンを実現させる柱①

【改善点】ビジョンを実現させる柱① 【改善点】
「働 × 人」
人がまちなかで働く ・町内での就労

・働く場の提供・働く場の提供

・空き家、空き店舗の点在 ・魅力あるコンテンツを連 ・多様な職業体験

【ポテンシャル】 【方向性】 【方策】

・空き家、空き店舗の点在
・就労を希望している母親
が多数

・魅力あるコンテンツを連
鎖的に生み出し、稼ぐ力
を創出する。

・多様な職業体験
・新しい働き方の提案
・空き家、空き店舗のリノ
ベーション
・魅力ある仕事を紹介
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【「就労していない」母親の就労希望】

統計データ：就労希望
【「就労していない」母親の就労希望】

15.9% 32.6% 28.2% 23.3%構成比

就労していない母親のうち、約半数が就労を希望しています。
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

子育てや家事に専念したい

1年より先、一番下の子どもが□□歳になったころに就労したい

就労していない母親のうち、約半数が就労を希望しています。

1年より先、一番下の子どもが□□歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは1年以内に就労したい

無回答 出典：杉戸町子ども・子育て支援事業計画に関するニーズ調査結果報告書

就労していない母親のうち、60.8％が就労を希望している
⇒ 働く場や子を預ける場があれば、就労すると考えられる。⇒ 働く場や子を預ける場があれば、就労すると考えられる。
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統計データ：通勤流動
【通勤流動】 出典：平成27年国勢調査

32%

35%8000

通勤流動

該当する就業地に従業する人数

【通勤流動】 出典：平成27年国勢調査
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町内在住在勤の割合が、32％ ⇒ 68％は町外へ通勤している。
68％もの人々が、町内で循環したら・・・68％もの人々が、町内で循環したら・・・
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ビジョンを実現させる柱②

ビジョンを実現させる柱② 【改善点】
「憩 × 場」

憩いの場がまちなかにある

【改善点】

・憩いの場
・公共空間の・公共空間の

利活用

・駅前通りの拡幅事業 ・公共空間などを自由 ・川でアクティビティ

【ポテンシャル】 【方向性】 【方策】

・駅前通りの拡幅事業
・旧杉戸小学校跡地の
有効活用
・古利根川などの地域

・公共空間などを自由
空間として利活用できる
ような仕組みを構築し、
多目的な活動・活用の場

・川でアクティビティ
・キッチンカー、コンテナを
活用した飲食の提供
・公共空間リノベーション

資源 とする。 ・公共空間を自由に使い
やすく
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ビジョンを実現させる柱② 位置関係

東武動物公園駅東武動物公園駅
東口通り線東口通り線

日光街道（杉戸宿）日光街道（杉戸宿）

みなみがわ散策道みなみがわ散策道みなみがわ散策道みなみがわ散策道

古利根川古利根川

旧杉戸小学校跡地旧杉戸小学校跡地

東武動物公園駅東武動物公園駅

出典：Google

東武動物公園駅東武動物公園駅
東口駅前広場東口駅前広場
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利活用されていない公共空間利活用されていない公共空間
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ビジョンを実現させる柱③

ビジョンを実現させる柱③ 【改善点】
「農 × 食」
農をまちなかで食す

【改善点】

・農と触れ合う
・農を活かす・農を活かす

・広大な農地 ・杉戸町のおいしさに触れ ・農作物の特産化

【ポテンシャル】 【方向性】 【方策】

・広大な農地
・杉戸農業高校
・アグリパークゆめすぎと

・杉戸町のおいしさに触れ
合えるよう地産地消の推
進を図る。

・農作物の特産化
・杉戸産の農作物を活か
した飲食の提供
・農地の利活用
・新しい販売方法
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ビジョンを実現させる柱③ 位置関係

広大な農地広大な農地
杉戸町の面積： 3,003 ha
農 地 の 面 積： 1,350 ha農 地 の 面 積： 1,350 ha

アグリパークゆめすぎと杉戸農業高校 アグリパークゆめすぎと

出典：アグリパークゆめすぎとHP
出典：杉戸農業高校HP

出典：Google
23



統計データ：農業関連

6.7%

【資料】 農林水産省統計情報 「わがマチ・わがムラ」 再編加工【農地面積】

総土地面積
（ha）

耕地面積
（ha）

割合

近隣と比較して、農地面積が大きく、
その割合も高い

埼玉県 379,775 74,500 19.62%

杉戸町 3,003 1,350 44.96%

2.4%

宮代町 1,595 581 36.43%

松伏町 1,620 587 36.23%

【農家数】
総農家数 分 類

農家数が多く、販売

3.2%

総農家数
（戸）

分 類
自給的農家数 割合 販売農家数 割合

埼玉県 64,178 27,435 42.75% 36,743 57.25%
農家数が多く、販売
農家の割合が高い杉戸町 810 176 21.73% 634 78.27%

宮代町 630 265 42.06% 365 57.94%

松伏町 274 89 32.48% 185 67.52%松伏町 274 89 32.48% 185 67.52%

24



まちづくり構想の骨子（体系図）
まちなかの現状・課題

人とお金が外に流出

まちなかの現状・課題

まちなか × めぐる
ビジョン（課題解決の基本的な考え方）

ビジョンを実現させる柱① ビジョンを実現させる柱② ビジョンを実現させる柱③

まちなか × めぐる
～人とお金をまちなかで循環させる～

「働 × 人」
～人がまちなかで働く～

ビジョンを実現させる柱①

「憩 × 場」
～憩いの場がまちなかにある～

ビジョンを実現させる柱②

「農 × 食」
～農をまちなかで食す～

ビジョンを実現させる柱③

ポテン
シャル

方向性 方策
ポテン
シャル

方向性 方策
ポテン
シャル

方向性 方策
シャル

方向性 方策 シャル
方向性 方策

シャル
方向性 方策

自ら動こうとする人材が出てきており、
担い手 事業 公益性 担い手 事業 公益性 担い手 事業 公益性
自ら動こうとする人材が出てきており、
今後、具体的なアクションプランを詰めてまいります！！ 25



承認ポイント

まちづくり構想の骨子

まちなかの現状・課題

人とお金が外に流出

・地価の低下 ・商店街の衰退（外へ働きに行く）
・人口減少、少子高齢化 ・ポテンシャルを活かせていない
・人の繋がりが希薄 ・憩いの場が少ない

流出

ビジョン（基本的な考え方）
・人が繋がる ・町内で経済循環

ビジョン（基本的な考え方）

まちなか×めぐる ～人とお金をまちなかで循環～

・人が繋がる ・町内で経済循環
・滞在する場所を創出
・ポテンシャルをまちなかで活用

循環

ビジョンを実現させる柱③ビジョンを実現させる柱②ビジョンを実現させる柱①

「働 × 人」 「憩 × 場」 「農 × 食」
魅力あるコンテンツを連鎖的
に生み出し、稼ぐ力を創出す
る

公共空間などを利活用できる
ような仕組みを構築し、憩える
場にする

杉戸町のおいしさに触れ合
えるよう地産地消の推進を
図るる 場にする 図る
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将来的な道路活用のイメージ
愛媛県松山市 花園町通り（はなぞのまちどおり）愛媛県松山市 花園町通り（はなぞのまちどおり）

（出典：松山市 全国街路事業コンクール）
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