
問２ 住んでいてよかったと思える魅力的な町を実現するために、自治体がすべ
きことは何ですか？

駅・駅前関係 27件
自治体がすべきことは何ですか？

駅前、駅周辺の開発、活性化、住環境整備、企業誘致
駅上に高層マンション・ショッピングモール
駅ビル計画（小児科・耳鼻科・眼科あり、保育園あり、上階層はマンション）
和戸駅西口の整備
美味しくてお洒落で安い飲食店のある町
現状の交通網を生かした住環境整備
交通の便が良い町
人口を増やすための都市開発
鉄道等利便性の高さ
松原団地駅西口みたいな開発（駅前大駐車場）
東武動物公園駅の前の容積率をＵＰ マンションや住宅の高層化をはかる。かつロータリー整備

道路関係 18件
自治体がすべきことは何ですか？

アクセスの良い道路整備
幹線道路の整備
区画整理
広域幹線道
道路整備。移動しやすい街に！！
歩道は大事！

PR関係 6件
自治体がすべきことは何ですか？

町の良さ、政策やサービスのＰＲ
きっかけづくり（イベント）
宣伝をする
起爆剤
マスコミの活用

模造紙にはこんなことも・・・

・かしこく もうかる道路づくり、広い道路をつくる

・整備するべき所と守るところの仕分け、４号線に接続する道、踏切のない道、

・歩道の整備（照明、トピアリー）

・健康マッ歩を生かしたまちづくり

模造紙にはこんなことも・・・

・ターゲットは学生、仕事帰りに寄れるところ、駅で時間がつぶせる、駅前にアミューズメント施設、

・東武動物公園までの道の活性化

・鉄道高架でふみきりもない、渋滞もない道

・空き店舗に固定資産税を2倍、自転車置き場の駅前設置を禁止

模造紙にはこんなことも・・・

・婚活 …町のＰＲ 全国的に有名にしてしまおう

・誰に話しても通じる町の名前、町名の変更「世界の宮代」、宮代町のイメージを植えつける「動物と暮らせる

町」

・郡をとりたい、町としてのステータスアップ



買い物関係 17件
自治体がすべきことは何ですか？

美味しいパン屋をつくる
遅くまで営業するスーパーがある
生活に便利なショッピングエリア
道路沿いの商業化（ファミレス、レンタルビデオ店などの充実）
日用品の買物が老若男女にとって不便がない町→店の集積・宅配
移動販売（町がやってあげる。でもストックはしない。注文販売）

特産品・食関係 6件
自治体がすべきことは何ですか？

特産品の開発（農産加工品）
特産物を使った地元のお母さんたちの田舎食堂
食の開発 特産品 初期投資に補助

模造紙にはこんなことも・・・

・歩いて買い物にいける店が欲しい

・商店街が発展している（シャッター街はイヤ）

・ベンチャーの店を駅前に、コスプレの店

・住むところは落ち着いていて、でもお出かけするには便利

・駅の近くに買い物ができる施設を！イオンみたいな、もっと小さな。3つ駅を中心としたミニモール

模造紙にはこんなことも・・・

・みやしろ餃子、棒餃子（B級→A級、B級→C級にする）

・町内を回遊できるようにする、開発に補助、アイデア募集

・一茶、新しい村の特産品、名物



教育関係 6件
自治体がすべきことは何ですか？

教育の充実
魅力ある教育環境（教育のまちづくり）
学力向上を目指す町づくり
小学校での落ちこぼれ０にするための放課後補習をする。学力保障のみやしろとする。
住宅を購入する年代をターゲットにした教育施策の重視 教育環境（学力向上・安全）の充実で高
マナーづくりの道徳教育

自然・環境関係 6件
自治体がすべきことは何ですか？

自然（田、林）の保全→規制
農まち、福祉、医療などの継続的取り組み

税金関係 9件
自治体がすべきことは何ですか？

固定資産税バリュー減税
固定資産税を減免する制度→宮代町の戸建住宅を購入した世帯に対し数年間減免
税金がただな町
税金激安トクトクバリュープラン
税の負担が少ない

働く場所の関係 12件
自治体がすべきことは何ですか？

活力づくり ・雇用（ＣＢ） ・住宅 ・母ちゃんが住みたい町
企業誘致
雇用の拡大

模造紙にはこんなことも・・・

・特徴（特色）ある教育＝町費非常勤配置、35人学級、少人数指導の実現、

・中学生には無料など安価な塾、杉並区方式の夜間補修

・放課後学校で各種学ぶことができる、空き教室で習い事のクラス（バレエ、美術、英語）

・習い事教室（子ども～大人）ピアノ、習字、英語、料理教室、仕事終わってから何かができる所がほしい

模造紙にはこんなことも・・・

・役場が休耕地の紹介、自治体がサポートコーディネート、新しい村の規模拡大

・手を入れて自然を残す→人の意識、地域の力

・開発と自然のバランスが大事（今ぐらいがちょうどいい）

・富士見スポット、将軍もみた！鎌倉街道

・ゴミ処理→a)大焼却炉によるゴミ処理 b)道徳、マナーによるゴミの減量化

模造紙にはこんなことも・・・

・税収アップ作戦

・自治体も稼いで金を生み出そう、お金を稼ぐことが出来るプロを育てる、コスプレ大会（お金を稼ぐ）、スターを

呼ぶ、社宅



住宅・開発関係 15件
自治体がすべきことは何ですか？

駅近くには高齢者が住む賃貸住宅を整備し、商業・医療・公共機関・金融機関 郊外は若い世代の
住宅、学校、ショッピングセンターなどをつくる。
・住みやすさ ・生活基盤の整備
快適な住環境を住民自治
コンパクトシティ 高齢者を町の中心にすみかえさせ、空一戸建を子育て層へ貸し出し。駅前への
集積で商業・医療を誘致。
コンパクトにまとまった住みやすい町づくり
居住地区を中心街にあつめ徒歩５分内に公園・医療・商業・学校をあつめる。かつ学校は教育力の
高い対策作りをし高所得者層の永住化を図る。
歩いて楽しめるまち
静かな住宅地
商業地と住宅地の分離
便利さと自然豊かな調和のとれた基盤整備
メリハリのある開発
開発に対する補助
2世帯住宅の推進
2～3世帯が住める住宅整備支援

模造紙にはこんなことも・・・

・工業団地の誘致、公団建設

・起業

・職場の確保…企業誘致は困難 →農業 ⇒家庭菜園、効率的な農業 ⇒農業したい人を雇用、

⇒農業団地の誘致。二次加工して付加価値をつける。

・職住接近

・商工会への支援、年長フリーター対策、パートタイム労働者への支援

模造紙にはこんなことも・・・

・市街化区域の拡大 敷地が狭いので二世帯での生活ができない、3世代が住むことができる土地の区画、

高さ制限

・街並み景観、町作り基本条例の実施

・駅前の住宅地の整備（徒歩15～20分）

・民間活力導入

・和戸駅開発



定住人口・子育て・若者定住関係 23件
自治体がすべきことは何ですか？
定住策 産業としての教育→子育ての環境づくり
人が来る町(女子大誘致 工業団地誘致)
区画整理を成功させる。→人口増
子育て・教育に一本化した町づくり
子育てから老後まで安心して暮らせる町
子育てサービスのPR
子だく産支援
保育園入園選考、転入わくを設ける 実際、保育園のために転入した人がいます
保育園 ２４：００まで 六花 ２４時間 小児科は毎日診療する
若い住民の増加策
若い世代の定住政策 子育て環境マップ

若い人が住む物件
若い人を呼びこむ→魅力アップ。求めやすい住まいの物件を提供
若者のすむ町→駅に直結したカルチャー施設、マンション等の大規模複合施設

女性関係 13件
自治体がすべきことは何ですか？

女性がくるまち 女性にアピール
女子大のある町 そのために場所(土地)の提供
女子大の誘致→女性客目当てに商業の発展
大学に学部を増やして女子を呼ぶ
日本工業大学に女子を増やす
有名女子大のある町

現状維持 11件
自治体がすべきことは何ですか？

現状維持
今のままがいい
自治体は何もしない 住民からの意見を！！

模造紙にはこんなことも・・・

・人がいないことには・・・地域の役員とか・・・年齢のバランスが・・・

・若い世帯の定住政策→区画整理の成功→子育て環境のアップも

・１０年定住したらお祝い金、2世帯促進補助金

・転入の幼児、毎年10名受け入れを都内にアピール

・子育てしやすい→遊べる公園、子どもが安心して遊べるところ、

→医療と介護に手厚い町（すぐに対応してくれる施設etc）、医療費負担、こども医療費幅

広く無料

→保育料を安く、保育園を増やす

→学童の時間外にお互いが助け合う

・建物を建てるのではなく、建て直す

・宮代に戻ってきて生み育てる

・転入の幼児、毎年10名受け入れを都内にアピール

模造紙にはこんなことも・・・

・女子を呼ぶ、女子の口コミのすごさ！女子力の活用、女性は発信する、女性は消費する。

・有名女子大、女子高（中、小）を誘致

・東武動物公園駅と共栄短大（大学）を一本の道で結ぶ！

・母ちゃん＝女の人が住みたい町にする。



積極的に何もしない
何もしない←・市民が考える ・地域の力をひきだす ために町としてでない
民間にまかせる（行政は口出ししない）
町がやりすぎ。優しすぎ。

近所づきあい・人材育成・協働関係 26件
自治体がすべきことは何ですか？

近所付き合い（ご近力）を育てていく！！
種まき・水やり・開花 町民主導にしていくために近所付き合いの復活
ご近所つきあいのできる町づくり
ご近力を育てる
人と人のつながりを深める手助け
人と人をつなぐ仕組みづくり
隣近所助け合いの復活→身近なことは町民の対応で行ってもらわないと行政では今後そこまででき
地域力が強い町が望ましい。そのために町民ひとりひとりが自立するよう誘導
地域力を向上させるための施策を展開する→町があえていろいろなサービスを簡素化する。
住民・職員のリーダーを育てる
多様な担い手を育成していく。誘致。（自然環境）
協働を進めるためには助け合いが大切。でも地域や活動をすすめる場所が少ない。
役場主導から住民主導へ

高齢者関係 6件
自治体がすべきことは何ですか？

高齢者が楽しくお金を使えるまち
高齢者にやさしく、住みやすい
高齢者を外へ連れだすまちづくり

模造紙にはこんなことも・・・

・積極的に何もしない＝（市民が）何でもやっていいよ。

・特化してやる→道路…いろいろ発展。ＰＲできる人を育成、人を育てる…いろいろ発展。

・命に関わらない行政サービスはしない、絶対に必要なもの以外はやらない、何もしないハードだけばっちり。

・町の歴史を調べる。資料を集める。→町の再発見→先人の知恵

模造紙にはこんなことも・・・

・コミュニティつなぐコーディネーター、しかけ ⇒婚活、お年寄り

・住民自治・住民主体のイベント、町はサポート、不必要なサービスをやめる、住民の組織化

・市民参加、やりたい人を育てる、ほめて育てる

・同世代交流 きっかけづくり、交流の場づくり…婚活、お年寄り

・市民参加ではなく参画

・町のために行動したいと思えるようなボランティアがいること

・自治体の相談体制がしっかりしている

・市民活動の自治体支援、自治体はきっかけづくり

・自治体だけじゃない住民と協働で（企業とか）



有名人関係 5件
自治体がすべきことは何ですか？

富裕層にターゲットをしぼった街づくり
大金持ちの芸能人誘致・育成
有名人に定住してもらう（税収とＰＲ）
スター育成して税金をいっぱい払ってもらう

活気関係 3件
自治体がすべきことは何ですか？

活性化のため駅前の空き店舗の課税を２倍にする。店舗が開いたら固定資産税を数年減免する。
にぎわいのある街にすること

安心・安全関係 5件
自治体がすべきことは何ですか？

安心・安全の住みよい町づくり
防犯 安心してすめる街

その他 19件

模造紙にはこんなことも・・・

・高齢者は買い物難民。買い物の問題は行くだけではなく、買ったものがもって帰れない。問題は足だけでは

ない。デマンド交通システムの構築（のりあい自動車）

・高齢者が歩きで用事が済ませられる町、１箇所で何でもできるかつ高齢者が取り込める町、出前スーパー、

出前病院、訪問医療、温泉、町営墓地

・高齢者の自立→「葉っぱ」ビジネスを見習え！「彩」

・高齢者支援→PCサポート、ICT、携帯

・老後はマンション

・健康づくりの進んだまち＝体力増進（医療費が減る）→スポーツイベントの参加、おじいちゃん、おばあちゃ

んの義務にする、高齢者体力テストの実施（一定基準への達成）

模造紙にはこんなことも・・・

・住民人材育成が必要 医者、マンガ家（幸手 春日部）

・大物政治家の誘致

模造紙にはこんなことも・・・

・国体の時の盛り上がりを再び…地域力の高まりＵＰ→サッカーでも野球でもいい。チームを誘致して町が一丸

となって取り組めるようにする

・近場で楽しみ、例えば屋内スキー

模造紙にはこんなことも・・・

・安全確保 町みんなでパトロール、地域の見守り体制をつくること

・スーパー防犯等の設置

・災害に強いまち

・治安がよいまち、夜でも明るい街、夜静かな環境

・老後の安心



自治体がすべきことは何ですか？

公共施設の整備
とりあえず住ませる
便利さ
都内から帰ってきてから活動できる町にする
習いごとができる
東武動物公園・宮代ギョウザを生かして回遊性のあるまちづくり
職員の質の向上
人材の確保
スポーツチームを誘致して、多くの年代の人が楽しめ町が一丸となる。
セントラルパークのような町のシンボリックな公園設備
多様な世代、ライフステージのニーズに対応できるまち
知恵を出せる（出しあえる）仕組み
病院の充実（科目・診療時間）
不自由がないことが魅力
文化人育成(漫画家・医者等）の奨学金制度作り
町並 景観
魅力がない宮代町が魅力
ライフサイクルをうまく活用し、学校の授業終了後は、塾に行かなくてもすむように先生をしてい
た引退者に補習をしてもらう。（効果）・高齢者の生きがい、地域への参加 ・学力向上、子育て

模造紙にはこんなことも・・・

・若葉会議＝町長自ら出前授業…また来年も！

・自治体も一緒に参加する、コスプレデイを設けて、一日職員がコスプレで仕事する。全国にTV放送。

・都内から帰ってきた時間でも公共サービス（施設）が利用できる

・気軽に利用できる施設

・空き店を利用した休憩所、町内各所お休み処


