問い１

町の魅力

他の町に住んでいる人に自慢できる宮代町の良さ、魅力はどんなところですか？

★施設・インフラ
・進修館
⇒教科書に載るなど全国区の建築物、コスプレ撮影多
い、ぶどうの樹が便利、見学者がいる

・笠原小学校
⇒教科書に載るなど全国区の建築物、見学者がいる、
はだし教育

・はらっパーク
⇒ドクターヘリが止まる、アーチェリー、四駆レース
大会やっている、グラウンドゴルフ、運動ができる

・日本工業大学
⇒5,000 人もの若者がいる、食堂がきれいで入れる、
図書館、若者がいる、学生と町のコラボあり、女子
学生増えている、教職免許も取れる、AI 時代に活躍
しそう、大学に用事がある人は送迎バス利用可、ボ
ランティアで学問する人もいる、大学講座が受講可

・東武動物公園
⇒ナイト ZOO、プール、乗馬、アイドルも来る、イル
ミネーションが素晴らしい、動物の展示方法が良
い、花火がある、ホワイトタイガー

・図書館が充実
⇒貸出率県内２位

・新しい村

★人・近所づきあい
・人が温かい、優しい人が多い
・高齢者が元気
・同級生のつながりが強い
・友人がたくさんできた
・近所の人にマヨネーズを借りられる
・コミュニティがある
・新しく入ってきやすいまち、転入者をよそ者扱い
しない
・あいさつができる
・子どもが素直
・地元に残る人が多い
・世代を超えたつながりがある
★農業・特産品
・野菜が新鮮・安い
・地場産の野菜が買える
・巨峰
・お酒（町ブランド）づくりに力を入れている
・野菜の無人販売所がある
★福祉
・高齢者が免許返納するとチケット 70 枚もらえる
・福祉が充実している

⇒遊具が無くて（子どもに）目が届きやすい

・公園が多い
・運動施設が充実
・SL に乗れる
・町役場がきれいで行きやすい
★イベント
・コスプレイベント（若者に人気）
・地域のイベントが多い
・町民体育祭
・成人式
・年少者スキー
・サマーキャンプ
・マリンセミナー
★地域活動・サークル・集まり・サロン等
・敬老会
⇒各地域に任せられていて友達も増える

・クリーン宮代
・おしゃべりサロンが良い
・宮代 2.0
・ボランティアによる通学路の見守り
・宮あじ会
・不惑のつどい
・スリランカカレーたべる会

★子育て
・子育てしやすい
・子育てひろば
・子どもの声がする
・子どもの遊ぶ場所が多い
★お店
・物価安い
・おいしいパン屋さんが多い
・安くていっぱい食べられるお店がある
・東口においしい居酒屋が多い
・風月堂のお菓子
・駅前にタピオカドリンクの店ができた
・宮代台の魚屋
・カフェが増えている
・カスミが 0 時までやっていて便利
・八宝堂の茶まんがおいしい

・玄関先にカブト虫、クワガタ
・空が広い、夜空がきれい
・桜並木
・空気がきれい
・田園風景
★交通環境・アクセス
・交通の便が良い、都心へのアクセスが良い
・始発駅で座れる
・通勤ラッシュが緩和されてきた
・交通渋滞が少ない
・JR の線も使いやすい
・３つの駅があり便利
・道が広すぎず大型車少ない、事故も少ない
★住環境
・家賃が安め
・高い建物がない
・ごちゃごちゃしていない
・静かな環境
・治安が良い、事件がない
・心のうるおいがある
・適度に田舎
・ネオンがない
・災害が少ない
・良い意味で「ゆるい」
・町がコンパクトで知人によく会う
・50 年前に引っ越してきてから、子ども・孫まで３
世代で気に入って住んでいる
★その他
・町民の声が行政に届きやすい
・このワークショップが行政として珍しい
・給食がおいしい

★自然
・自然が豊か
・緑が多い
・学園台の街路樹の下の花がきれい
・富士山がきれい
・ホタルがいる
・野生動物がいる（キジ、タヌキ、カモ…）
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問い 2

町の理想像

5 年後の宮代町は、どんな町になっていてほしいですか？

★駅前開発、活性化
・東武動物公園駅西口の開発
⇒東武鉄道更地の宮代らしい活用（産直野菜、雑木林、
大学、農業体験、グランピング、BBQ、宿泊）、スー
パー・病院・託児所を備えた商業施設の整備

・駅西口をきれいに保ってほしい
★公共交通の充実、道路交通環境の整備
・循環バスをもっと便利に
⇒増便、ルート見直し

・日工大送迎バスの活用
・無人バスの開発（日工大で）
・交通マナーの守れる町に（車、自動車）
・デマンドタクシー
・道路の直線化
・道路が広くなればいい
・事故が増えるので道は広くしない
・カーシェア、ライドシェア
★イベント、交流の場の充実
・人とのつながりを大切に、地元で暮らしやすい
・廃校利用（大人のカルチャー教室として利用）
・コスプレイヤーがお茶できるところがほしい
・コスプレ体験できるところ
★産学との連携推進
・東武動物公園、日工大を活かしたまちづくりを
・日工大と技術開発
⇒交通技術、ごみ処理、AI で町を発展（農業の跡継ぎ
問題解決）

・東武動物公園の町民割引（町から働きかけを）
・工業と農業の合体
★病院・医療環境の充実
・病院の充実
⇒六花の充実、入院可能な病院を整備、小児科が増え
てほしい、駅の近くに病院を、遅くてもかかれる多
科のクリニック、高度医療の充実

・総合病院がほしい
・18 歳まで医療費無料
★農業の活性化
・空いた農地の活用
・学生の若い力を農業に
・巨峰農家減少への対策
・日工大による農業支援（機械化・IT 化）
・農業体験をもっと PR
・新しい村の変化（あぐりパーク）

★特産品の開発・PR
・宮代そだちの日本酒、酒蔵を作る
・巨峰ワインの PR

★人口増加
・人口を増やして税収 UP

★商業環境の整備、活性化
・ファミレス、ショッピングモールが欲しい
・食事のできる店がほしい
・買い物しやすい町に
・スーパーが増えてほしい
・パン屋のカフェ化（イートインできる）
・学生向けの飲食店が増えてほしい
・若い人が立ち寄れる店がほしい（洋服屋、カフェ
など）
・娯楽施設がほしい
・大きな本屋がほしい
・映画館がほしい
・起業のサポート（飲食店）
・シャッター通りをなくしてほしい
・町内でお金を落とせる環境
★働く場所の確保
・企業誘致
・町内に働く場所を
・病気の人でも安心して働ける町（有給、短時間勤
務）
・企業のサテライトオフィス
・パーシャルワーク
・スモールビジネスをする市民がたくさんいんる
★情報提供、情報発信・PR の充実
・「宮代町」の知名度を上げてほしい
・ハナレンジャーの敵キャラを作る
・インターネットなどで情報共有の充実強化
・回覧板の IT 化（希望者へメール配信）
・SNS、インスタの活用
・公共施設の利用やイベントの案内で情報の共有化
ができないか（プラットフォームの整備）
・発信力のある町
★移住・定住促進
・3S 宮代＝「住み続けたい、住んでみたい、住んで
良かった宮代町」
・空き地に住宅を！若い人が転入しやすい形
・宮代生まれの子が大人になってもこの町に残って
ほしい
・移り住むと得する町
・孫も住み続けられる町にしてほしい
・小・中学校が合併しないように須賀中周辺に新築!!
・日工大の学生の定着、残ってもらえる町に

★若い世代への支援
・若い人のニュービジネス、小商いを支援する
・若い人が集まる場所、コミュニティ
・若者が遊べる場所をふやす
・若い人・子どもが多い町
・若い人が住んでほしい
・若い人に魅力ある町に
・進修館が暗いので若い人のために明るくしてほし
い
★子育て支援
・託児所整備
・安心して子育てできる町に
・子どもを産み育てやすい環境づくり
・保育園の整備、待機児童問題の解消
・学童が増設されている
・子どもが今よりも増えてほしい
★自然の保全
・自然を残したい
・自然豊かな町
★空き家の活用
・空き家を活かしてほしい
⇒学生用、日工大生と独居老人のためのシェアハウス

・空き家を少なくする、壊す
★高齢者が元気な町、高齢者に優しい町
・移動手段の確保
⇒通院・買い物の際、デマンドタクシー、バスのマッ
チング、免許返納者の無料バス

・高齢になっても働ける町
・高齢者に優しい町
★学校
・部活動活性化のために中学校を統合
・町立学校のトイレを洋式化
★スポーツ活動・場の充実
・スポーツができる場所を充実してほしい
・公園・広場がほしい
・ぐるる宮代をもっと活用できるように
★安心・安全な町
・夜も明るく
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・駅前を明るくしてほしい
・さみしい人が 24 時間いられるところ
・障害者に優しい町に
・助け合いサービス充実
★町民と協働のまちづくり
・クリエイティブ市民が新しい企画をたくさん実現
する
★まちづくり全般
・明るく活気ある町にしてほしい
・町を 5〜6 等分してスーパー・病院を置く
・町内で完結できる町（医療、子育て、仕事、外食
等）
・異色を放った行政
・圏央道下の空き地の活用
・公共施設の外観リフォーム
・年金で暮らせる町
・農転の基準緩和呼びかけ・要望
・シェアリングエコノミーが一般化している

問い 3

町の資源

宮代町の案外知られていない○○、気付いてないけど実はすごい○○、もっと活用できそうな○○

★施設・インフラ
・進修館
⇒有名でユニークな建築物、電話番号（3846）の語呂
がいい、コスプレの撮影、SNS 映え、外から来た人
には新鮮

・笠原小学校
⇒有名でユニークな建築物、はだし教育

★神社仏閣
・西光院
⇒仏像が有名（国宝級※実際は重文）、御影供（みえ
く）

・姫宮神社
・五社神社
・和戸教会（県内一古い教会）

・はらっパーク
⇒ドクターヘリがとまる、毎日 50〜60 人利用してい
る、こぶし並木がきれい、グラウンドゴルフの県大
会会場で 1,000 人くらい集まる

・日本工業大学
⇒学食が一般利用できる（寿司コーナー有）、工業技
術博物館に入れる、SL、日工大若杉祭に来るアーテ
ィストはその後売れるというジンクス

・東武動物公園
⇒イルミネーションがきれい

・図書館
⇒貸出率県内２位

・新しい村
⇒稲作講座、町外からも来場多い

・ぐるる宮代
⇒さいかつぼーる開催、ナイター設備もあり設備充実

・国内最大級の木造庁舎（町役場）
・ふれ愛センター
・SL
・古民家
★イベント
・キャンドルナイトがきれい
・ワールドカフェ
★人・地域活動
・宮代高校、日工大があり若者が多い
・作家・英文学者 島村盛助さん
・作家 鳥羽亮さん在住
・時計職人がいる
・宮あじ会
・助け合いサービス（きらり）
★歴史・文化
・姫神伝説
・各地区に獅子舞、獅子舞保存会
・おいてけ堀
・須賀小学校のどんぐりピアノ
・新みやしろ郷土かるた
⇒小学校にかるたクラブ有

・宮代フィルムコミッション（特撮もの、相棒）

★交通環境・アクセス
・道が細く車の交通量が少ないため歩行者が安全
・土地が平坦
・東武動物公園東口のロータリーがコンパクトで高
齢者が歩きやすい
・駅が３つあり通勤・通学が便利なこと
・東武動物公園駅は始発駅で座れる
・東京方面に出かけやすい

★農業・特産品
・田植え体験
・巨峰ワイン
・野菜が新鮮・おいしい、珍しい野菜もある
・宮代そだち（日本酒も）
・いちじく農園

★住環境
・土地が安い（首都圏 No.1？）、住宅が安い
・賃貸の家賃が安い
・静かな環境

★子育て支援
・子育てひろば

★その他
・人口が増えている、若い人が転入してきている
・東武鉄道の電車が全種類みられる
・窃盗等事件が少なく殺人事件もない
・町職員が日々鍛えている

⇒赤ちゃん運動会

・アスポート学習支援
★学校・教育
・学校で地元のことを勉強している（子どもも）
・小学生のエコキッズの取り組み
・地場産作物を使った給食
・給食が月一で世界各国の料理を出している
★お店
・無人販売所が安くて良い
・ふかしげ（そば）
・一茶（そば）
・おいしいパン屋がある（3 軒）
・古民家カフェこかげ
・リカー＆ワイン ツチブチ
・七福神（うどん）
・ゑちごやのランチ食べごたえあり
・湯葉天ぷら
★自然
・ホタル
⇒町外からも観光客あり

・桜並木
⇒町外からも観光客あり

・山崎山雑木林
⇒カブト虫（大人じゃなくて子どもが取れるように）

・キジなど野鳥が多い
・古利根川
・ザリガニ釣り
・はすの花

☆具体的な提案・希望（「こうしたらいい」等...）
進修館
・音響に優れた進修館大ホールで演奏会（中高吹奏
楽部）
東武動物公園
・東武動物公園とコラボしてまち歩きツアーやコス
プレイベント
・「東武動物公園花火＋新しい村で夜空＆ホタル＆
BBQ＋テント or 宿泊施設で１泊」⇒パックツアー
化
・東武動物公園の花火が外から見られるともっと人
が呼べる？
・小中学生に東武スーパープール割引券
・東武動物公園内に地場産品を扱う場所
・東武動物公園までの道路を活用（飲食店がもっと
あれば）。西口通りを歩行者天国にして屋台を（ホ
ッピー通りのような）
新しい村
・新しい村の広場で BBQ ができるように整備（カッ
ト野菜販売、道具のレンタル等も）
・たくさんある新しい村のイベントをもっと PR
・新しい村をもっと PR して若い人、子ども達に活用
してほしい
・新しい村の売れ残り野菜を活用（値引きやプレゼ
ント等）
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農業・特産品
・宮代野菜をスムージーに活用・PR
・ぶどう狩りにはボランティアが必要
・紫野菜を売り出すべき
・農地活用で少子高齢化対策
・農地を U・I ターン者が活用
・特産品のお土産屋できないか
・地産地消できる食事の店があればいい
図書館・フィルムコミッション・桜
・
「図書館＋桜＋コスプレ」⇒桜市（それぞれがどこ
にあるかわかりやすく見せてスタンプラリー化。
コスプレーヤーがビブリオバトル、など。）
・
「特撮＋ハナレンジャー」⇒子ども＆保護者の誘客
・桜の近くにお花見用駐車場付きフリースペースを
確保
・ライダーの聖地めぐり
情報発信・PR
・インターネット情報局の充実、Youtuber とコラボ
・ハナレンジャーを PR（面白ご当地動画を Youtube
に UP など）
・チラシなどで駅から遠い店を PR（町民が利用しや
すく）
イベント・観光
・土日だけ循環バスを観光コースに
・コスプレの聖地（関連する産業創出（コスプレカ
フェ、衣装店等）、イベント増、スタンプラリー化
など）
・リアル脱出ゲーム（町とコラボ）
・イルミネーションをもっと活用してほしい
・御朱印ツアーをやってみては
その他
・都会の子ども達が山崎山をキャンプ・フィールド
アスレチック等で利用できるように活用
・平坦な道を活かしてレンタサイクルの充実
・グラウンド・公園の利用をもっと自由に（子ども
の遊び場として、時間を決めて利用など）
・子ども食堂をもっと大きく（活用）できないか（夜
まで預かってくれる、勉強もみてくれる、など）
・アスポート学習支援の充実（勉強以外にもクリス
マス会など子どもの居場所に、広報紙で紹介した
り保護者に案内を配布して知名度 UP、教員を目指
す学生バイトを募集など）
・空き家の有効活用（シェアハウス）
・ふれ愛センターの有効活用
・エビフライのような形をした町を活用

問い 4

コミュニティ・つながり

★いいなと思う集まり・活動
・自主防災組織、防災訓練
・敬老会
・子どもの見守り隊（朝夕）
・町民体育祭
・婚活パーティー
・陽だまりサロン（笠原小学校内、イベント「つくり
もの」参加費安くクオリティ高い）
・地域の人たちが集まって健康体操を楽しくやって
いる
・警察官による護身術講習
・和戸教会のゴスペル
・子ども会活動
・歌声サロン、ヨガサロン、麻雀サロン
・寿大学
・町主催のワールドカフェ、ワークショップ
・日工大と住民とのイベント
・キャンドルナイト
・スポーツ吹き矢の会
・太極拳
・宮あじ会
・みやしろマルシェ実行委員会
・トウブコフェスティバル
・ホタルの夕べ観賞会
・東武スカイツリーライン沿線連携勉強会（千住、
草加、越谷、春日部、宮代、杉戸、幸手）
・ふれんだむでの清掃活動
・宮代図書館で古本市があり無料で本がもらえる
・宮代水と緑のネットワーク
・グラウンドゴルフ
・竹のアート
・クリーン宮代
・宮代 2.0
☆具体的な提案・希望（「あったらいい」等…）
子どもと高齢者
・子どもと高齢者が一緒に楽しめる集まり
・六花と幼稚園でお年寄りとの交流
・子ども会と敬老会を mix！（子育て世代は忙しい
のでリタイア後の方々主導で）
・昔の遊びなどをお年寄りの人たちと一緒に遊べた
ら良いのでは
・子どもが勝手に遊べる場所（お年寄りによる見守
り？）
高齢者
・一人暮らしの高齢者の見守り、配色サービス、ボ
ランティア
・駅前で健康体操（高齢者の外出のきっかけづくり）
・敬老事業

あなたがいいなと思う、地域を良くするための「集まり」や「活動」は何ですか。
子ども・子育て世帯
・子育て世代が参加できる活動
・親子連れの集まる場所（子どもをきっかけに…）
・親子・3 世代の活動
・自分が楽しめる（義務でない）→地域を良くする
活動に結びつく
・野菜の収穫等をできれば子どもから大人まで参加
が多くなるのでは
・○○さん（警察官、消防士、農家、お坊さん等）
に聞いてみようの会
・県のフードドライブ支援
・ボーイスカウト復活
・子どもの安全対策
・スポーツ少年団（昔は 10 チームくらいあった野球
チームが今は 1〜2 チーム？）
学生・若者
・若者も参加しやすいように土日に開催
・若い人にも参加してもらえる集まりは？（ファー
マーズマーケット、珍しい食品を求めて、おしゃ
れなカフェな）
・ファーマーズマーケット（各自で持ち寄って野菜・
物品販売、おしゃれな「新しい村」）
・ドローン・VR、日工大と連携
・若い人とお年寄りが知り合える
・地域の人と高校生でお菓子の新メニューを考える
・日工大生（地方出身）の支援組織は？
ツアー等
・宮代ミステリーツアー（コスプレガイド付き）
・宮代ミステリーツアー（おいてけ堀、どんぐりピ
アノ、桜、夏は花火・ホタル観賞、日工大の SL、
ぶどう狩り、田植え体験）
・ドローン（ヘリコプター）写真展、VR 宮代ツアー
・御朱印ツアー
・カルタにまつわるツアー
・古民家生活体験ツアー＝防災訓練、サバイバル体
験
・古民家‑飯盒炊爨‑たけのこ掘り‑昔の遊び

・自治会を抜けても広報を配ったりして気にしてほ
しい
・有志・ボランティアによるまちづくりの集まりが
職場での仕事の代わりになる仕組み
・クリーン宮代の後にお茶会
・山崎山でホタル・カブト虫を育てる（山崎山保存
会）
・集会所を使うためのイベント
・今回のワールドカフェのような活動をもっと
・色々な飲食店で今回のようなワークショップをし
たい
☆問題・課題
・自治会活動などは若者との交流が少ない
・個としてのつきあいが好まれる傾向（住まいや家
族まで知られたくない、程よい距離感）
・地域活動とプライバシーの関係
・義務感だけでは活動は続かない
・自分が楽しくないと他の人に楽しみを伝えられな
い（何でも良い）
・目的ごとの集まり、自分が楽しいこと
・遊び心のある集まり
・集会場の利用方法に工夫を
・アパートの人にもお知らせ
・回覧板の活用
・活動に参加したくてもアパートには回覧板こない
・本田で集会所地区はアパート多く周知されないの
でイベント参加が少ない
・防災、治安、イベントを SNS レベルで発信
・地域グループを SNS で共有する仕事を役場経由で
できないか
・町公式サイトでわかりやすいイベントカレンダー
・わかりやすいウェブサイトでイベントを実施前か
ら盛り上げる
・皆が見やすい時間帯にイベント情報を SNS で発信

その他
・世代を超えた情報交流を行う場、機会を継続的に
作る（家を出られない人にも IT 活用で情報を伝え
る）
・年長者が若い世代を集める活動をしてほしい
・世代を超えてはらっパークでグラウンドゴルフ
・共働きの人でも参加できる夜のイベントはどうか
・住民向けの「働く場」情報発信（口コミ）
・花の種バンク
・ふれ愛センターの復活を望む声がある
・グリーンバード（町をきれいにする活動）
・グループラン（早朝・夜間に時間を決めて走る）
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問い 5

取り組み・アイデア

宮代町が今よりもっと元気になるために必要な「取り組み」や「アイデア」なんですか。
＋宮代町を輝かすために、あなたがやってみたいと思ったものは何ですか。

★イベント・観光、交流の場の充実
・地域の食事会（クリーン宮代）に食事会を組み合
わせた取り組みを実施
・桜（花見）のウォーキングイベント
・町の良いところを廻る観光バスを運行
・宮代カルタを利用したツアー
・神社仏閣を活用したツアー開催
・西光院の仏像を活用したイベント・ツアー
・「運動＋ゴミ拾い＋食事会」等、健康とイベント
・「BBQ＋キャンプ＋防災訓練」
・コスプレイベント＋宮代そだち
・イルミネーション、キャンドルナイトの活用
・子どもをメインとした祭り
・東武動物公園東口の駅前活動（朝活、夜活）
・祭りの際に臨時バスの運行を
・食のイベント（食事・食材のシェア）開催したい
・宮代食堂
・地元のイベントは土日に開催
・パブリックビューイング開催（オリパラ・ラグビ
ーワールドカップ）
・おばさんが集まれるオープンスペースがほしい
・桜並木の活用、桜並木をひとつなぎにする
・地元で遊べる場所（BBQ、桜並木周辺で）
・宮代 2.0 を盛り上げたい！
・進修館でお笑いイベント
・地元の集まりに出るきっかけが欲しい
・生きがい大学
・地元食堂（地元食材、地元で調理、自治会単位）・
若者が集まれる交流の場の提供
・婚活パーティー（町民同士も）
・特技のマッチング（掲示板、ネットで）、スキルの
シェア
・手芸などを教えたい習いたい
・書道を教えたい
★駅前開発、活性化
・駅に複合施設（病院、店、専門学校、カルチャー
センター、映画館、タワーマンション）
・和戸駅に西口を（「西口がないことを逆手にとって
魅力に変える」という意見も）
・和戸駅ホームに屋根がほしい
・駅でレンタカーが利用できるように
★公共交通の充実、道路交通環境の整備
・循環バスの便数、ルート改善
・循環バスを予約制にするなど利便性向上
・循環バスの杉戸・白岡との連携
・バスに代わるデマンドタクシーのようなものがあ
れば良い
・東武動物公園駅からの急行増

・東武鉄道の踏切改善のため立体化を図る
・宮代‑春日部間道路（16 号）の改善
・免許返納のため乗り合いタクシー
・セグウェイ特区
・レンタサイクル
・ベロタクシー

・20 歳のお祝いに宮代そだちをプレゼント
・寄付を募って酒蔵を復活させたい
・野菜、果物のスムージーの商品化
・巨峰ワインの試飲会
・宮代名物の米・野菜を作る（町民は安く買える）

★産学との連携推進
・町と日工大が連携して起業支援
・日工大と農家が連携して農業用無人ロボット開発
・ケモノフレンズとのコラボ商品開発
・東京の大学の支部誘致
★病院・医療環境の充実
・総合病院が必要
・小児科・産婦人科がほしい
・六花の時間外診療、緊急時の対応強化を
・何でも診る総合個人病院＋食品を扱う店を各地に
配置
・
（かかりつけ医で）良い大病院を紹介してもらえる
制度の確立
・医療先進町になってほしい
・病気になっても安心な社会復帰型の医療サービス
に貢献したい
★農業の活性化
・農地を東京の人へ週末家庭菜園レンタル
・荒れた農地は町の援助で所有者が無料貸し出し？
（一般利用のほか企業の畑にも、また都内の人の
週末農業に、杉戸農業の学生の力を借りる等）
・農機具のシェアリング
・宮代野菜を食べたい
・月曜日のスキップ広場の産直販売野菜を買いたい
・巨峰を減らさないで
・宮代産の野菜を使ったミールキット
・野菜（自主栽培）を食べる会あれば
・地場産品を活かした「食」をテーマとした取り組
みをしたい
・ファームステイ（外国人）
・オーナーツリー制度（みかん等）
・日工大農学部新設、杉戸農業高校との連携
★特産品の開発・PR
・宮代そだち
⇒毎年違う限定パッケージ（ボジョレーヌーボーみた
いな）、動物公園のイベントと連動してアニメの絵
をつける、ホワイトタイガーのラベル、宮高 or 日
工大でアニメのイラストレーターを募集等

・「宮代そだち」を増やす（米、ぶどう以外も）
・宮代そだちを飲みたい

★商業環境の整備、活性化
・東武動物公園駅西口に店を出して経営したい
・新規出店時、町の活性化に協力する条件を付ける
・カラオケ・ボウリング等がほしい
・ショッピングモール、ファミレスほしい
★働く場所の確保
・もっと町内に働ける場所があるといい
・企業誘致が必要
・シェアオフィス
・起業したい人と町の調整役をしたい
★情報提供、情報発信・PR の充実
・SNS（Twitter、インスタ等）の活用
・町公認「＃ ハッシュタグ」の活用
・イベント等の情報発信は「町まかせ」ではなく「町
民主体」でネット等を活用してみんなで発信
・SNS にいい情報を書き込みたい
・Youtuber の活用
・Youtube で動画制作・PR したい
・若い世代に向けた情報発信の充実
・自転車にイベントの広告を貼る（QR コード等）
・HP の更新頻度 UP
・
「宮代」の名称が駅名にもなく知られていないので
もっと PR を
・知らない人が行きたくなるような広報の書き方
・特産品のアピール
・若い人に広報を読んでもらう（表紙おしゃれに、
おいしいお店情報、ネットで読める）
・広報にアルバイト情報を載せる
・町民全員（学生・賃貸住まいも）イベント情報を
得られるように（町民体育祭等実施されているこ
と自体伝わっていない）
・健康づくり（スポーツ、ラジオ体操）の情報発信
★移住・定住促進
・日工大の卒業生を対象に減税等の特典で定住につ
なげる
・移住で税金免除 or 減額（数年でも）
・治安の良さ、安全をアピール
・婚活パーティーでできたカップルにお祝い金等
★若い世代への支援
・若い人が遊べるところがほしい（複合施設）
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・若い世代が参加しやすいイベントを企画する
・若い人が定期的に集まれるワークショップ開催
★子育て支援
・子ども食堂‑食品の提供‑フードロス
・食材提供（町民）→「子ども食堂＋お年寄り食堂」
・地区の集会所で子ども食堂
・図書館で食材を集める
・小さい子どもが安心して外遊びができるように
・ボランティアで子育てに困っている人を手助けし
たい
・保育所・学校の充実
・子どもが道路に絵を描けるような町（子育て世代
が住みやすい町）
★自然の保全
・花いっぱい、緑いっぱいの町にしたい
・花の種バンク復活
・帰ってこられるふるさとを残す（カブト虫、ホタ
ル、ザリガニ、カエル）
★空き家の活用
・空き家を活用したシェアオフィス
・空き家を利用してシェアハウスなど若い人を呼び
込む
・所有者が施設入居で長期間住んでいない家の活用
★高齢者が元気な町、高齢者に優しい町
・高齢者の運転の手伝い
・通院・買い物支援がしたい
・高齢者の行ける場所を増やす
・自治会による健康体操等の集まり
・防災無線をもっと聞き取りやすく
★学校・教育
・日工大生が小学生の自由研究を手伝う（IT、電気
工作）
・教育の充実、子どもが元気になる町（商店を活用
した取り組み）
★スポーツ活動・場の充実
・はらっパークの活性化
⇒宮代町グラウンドゴルフ協会主催イベント企画等

・グループラン（夜実施）
・グループラン、ウォーキング、ジョグ、ラジオ体
操等様々なスポーツで子どもから高齢者まで楽し
く元気なコミュニティを作りたい
・運動スポーツが盛んな元気な町にしたい
・ぐるるのプールの活用

問い 5

取り組み・アイデア

宮代町が今よりもっと元気になるために必要な「取り組み」や「アイデア」なんですか。
＋宮代町を輝かすために、あなたがやってみたいと思ったものは何ですか。

・プロ野球選手が来るイベント
・気軽な運動の後に食事会をする等コミュニティを
広げる
・ふれ愛センターのなかにボルダリング施設を

・またワークショップに参加したい、今回のワーク
ショップを次につなげたい（地域、世代）
・今回のワールドカフェをきっかけに町と関わって
いきたい

★健康づくりの推進
・健診の種類が増えるといい
・コバトン健康マイレージ推進
・健康体操推進
★支え合い、ボランティア
・ボランティア活動の拡大
・地域（敬老会など）でボランティアをする
・ボランティアが増えるといい（以前あった宅配サ
ービス（生存確認）などもボランティアがなくな
った）
・高齢になっても助け合える関係性を持続させたい
・介護の経験から介護をする人の悩みを聞いてあげ
られる
・子育てひろばのようなところで大人でも行けるよ
うにしてほしい（自殺予防）
・ボランティアポイント制度（やってあげるだけで
なくやってもらう、ギブアンドテイク（若いうち
から））
・現役時代の経験を活かした人材バンク
・グリーンバード（町をきれいにする活動）等支援
・よろず相談所をしたい
★まちづくり全般
・新しい村の活用（森のレストラン、カフェ）
・道の駅（雇用・特産品）
・家庭菜園付き住宅で取れた作物を道の駅（新しい
村をバージョンアップして動物公園と行き来でき
るようにする）で売る
・2 世帯 3 世帯が住みやすい仕組みづくり
・小さい町を利用した小さい商店が集まる安全な町
・特色ある公園をつくる（アスレチック、ぬれても
OK、BMX できる等）
・スケボーコースを作る
・地下道をギャラリーに（アクアリウム、イルミネ
ーション等）
・建物の高さ制限の撤廃（「強化」という意見も）
・ふれ愛センター復活
・町の失敗政策の見直しをしたい
・社会実験を積極的にする
★ワークショップ・ワールドカフェ
・何をがんばってよいかわからないので今回のよう
に宮代を知る機会、考える場を持ちたい
・ワールドカフェの場を増やしてほしい（地域ごと）
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宮代町の 10 年後を話し合うワークショップ 2019

『いいね！と思った意見・取り組み』

イベント、交流の場

町内ツアーをやる
キャンプ・BBQ・防災訓練の
一体化のイベント
BBQ、キャンプ、防災訓練

東武動物公園駅西口

グラウンドゴルフ大会の開催
地で宮代をアピール
サルベージパーティー

食のイベント教室が出来たら
他の地域とのつながりを多く
取り入れてイベントが出来た
ら
未利用・低利用のオープンス
ペースでキャンプ・BBQ・グラ
ンピング

交流の場
若い人の交流の場を増やし
たい
老若男女が低価格で趣味や
お茶等出来る場所
子供と高齢者が一緒に楽し
める場を
クリーン宮代に食事会を付け
る（昼食やお茶程度で）
クリーン宮代の後、食事会や
茶会等で輪を広げる様に進
める
地域活動の後に食事会
さみしい人のいられる場所

公共交通、道路交通環境

駅前開発、活性化

イベント
桜並木等の活用のイベント
桜の花などいっぱいにしてほ
しい！
桜の町宮代をもっと活用
期間限定御朱印ツアー

ふれ愛センターを何か新しい
事に使ってほしい
コスプレ体験のできる場所
（ぜひメインストリートで）
空いた時間に集える空間の
提供
パブリックビューでオリンピッ
クでつながろう！

掲示板などで特技のシェア
顔の見えるシェアリング ライ
ド、食、スキル、空間
さみしい人がいつもいれると
ころ

×19

西口駅前開発
西口開発や道路整備

駅前西口託児所
東武公西口 保育園できると
便利、あと大きい本屋（ツタ
ヤとか）
駅西口の土地について 東
武だけど利用を その通り！
商業施設（西口開発）の充実
西口にタワーマンション、複
合施設、スポーツビル
動物公園駅西口開発を起点
としたまちづくり
東武公園駅西口に病院他総
合施設を作る
東武公園西口から動物園間
に店を出したい
西口駅前の活用、スポーツ
関係ができたらいい
西口１００平米マンション
西口大通りのマルシェ化

３駅周辺
駅前開発

×2

東武動物公園駅東口の開発
×2
駅前の開発を進めて欲しい
駅のビルなど出来、その中で
医療や買い物が出来たら
駅前開発（複合施設）、商店
街の充実
駅前に商業施設を作る
駅前に喫煙所を作って
駅近くに保育園
東口の開発早く実行を！住
民は高齢だから

町民と協働のまちづくり

ワークショップ・ワールドカフェ
ワークショップ 次につなげて
ほしい
ワークショップで町のみらいを
話し合う
ワークショップ交流会を町民
自ら実施
ワールドカフェを月イチ位で開
催してほしい
今日のイベントがすばらしい
と思う

ワールドカフェを続ける

ワールドカフェのように、10年
後も町民の意見を聞いてほし
い
ワールドカフェを今後もずっと
やってほしい、やってみたい
ワールドカフェの回数を増や
してほしいです
今回の様な町づくりイベント

婚活パーティー

町内で完結できる

交通、バス

移動しやすい町

交通手段の充実（町内バス）

交通機関

交通便利、バス利用

世代別の交通の利便性

道路整備

巡回バスの利用

巡回バスを見直し、利便性の
高い方法を模索、バス停
ルート等。日工大の送迎バス
を利用させてもらう

バスの関連

駅前を整備して

駅前の再開発 複合ビルの
中に映画館、内科クリニッ
ク、小児科クリニック、カフェ、
ファミレス、大きな本屋が入っ
て交流の場の核となってほし
い

バスの件、時間・全区通るよ
うに！
バスの停留所を増やして
バスの利用する人を考えても
らいたい
町バスの小型化、本数増
町バスの充実

切戸、桜木の循環バス→道
路を広げて
イベント時に町バスの臨時便
を出す

日本工業大学とのコラボ ×8
日工大と農業のコラボ（ＩＴ化
×6
など）
日工大と無人バスを作る×3

日工大生と小学生の自由研
究や宿題を手伝いたい
日工大生と地域の連携
日工大を生かしたまちづくり

日工大との町作りに活用、バ
スとか農産物とか
日工大生を生かした技術開
発
日工大と共同で巨峰ワイン
の制作をする
日工大のＡＴ化にしてほしい

日工大の食堂が良いらしい
ので、利用して他の人に知ら
せる

東武動物公園、新しい村との連携
動物公園、新しい村、日工大
などと一緒にうまく
動物園、日工大とのコラボ案

動物公園と新しい村のコラボ
（往来自由）

定住促進
３Ｓ 住み続けたい、住みた
×5
い、住んで良かった
庭、畑付きマイホーム ×4

交通環境
交通の便が良くなってくれる
×2
こと

バス小型化、ＩＣ活用

大学との連携

町と町民とで町づくりの立案
と行動
失敗政策の開示による町民
案の収集

町内・循環バス

バスのルート

駅東口の開発

×4

お祭りの時だけでも臨時バス
を
循環バスを土日だけ観光
コースにする
循環バス廃止、ベロタクシー
導入
町内バス、タクシー整備

マンション設立
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道路の整備

×2

子供たち、若い人たちに楽し
める活動、場所を！
若い世代に永く住んで（安
心）もらえる仕組み
若い人が住みやすい町づくり
をする
若者が集まれるイベント（ス
ポーツのパブリックビューイン
グ）

情報発信
情報発信の仕方（あり方）
イベントの周知の徹底
イベント等の情報をもっと分
かりやすく
情報を流してほしい
宮代町をもっと知る
若い人に宮代を知ってほし
い、住んでほしい

町のプロモーション（巨峰な
ど）
宮代町→PR大
テレビで動物園がよく出てく
る
治安が良い町をアピール
和戸駅に西口が「ない」事を
売り込む
タウン誌を作る

道を広く（歩道を作る）

道路の整備事業①国道16号
線からの（85号、165号道
路）の改善（直線化）道路の
確保 ②春日部市外道路整
備事業との早期協業
東武鉄道の踏切の立体交差
化を化予算化図る、重要踏
切に優先順位をつけて実行
速める
鉄道踏切の高架化ないし地
下道化を図る

インターネット・SNS の活用
SNSの活用
SNSでさらに発信、youtubeと
かyoutuberとコラボ
インスタのタグ
インスタグラム活用のポイント
化

高齢者の交通手段の確保に
×2
ついて

交通の便利 高齢のため
高齢者の移動手段の確保、
小型乗り合いバスマッチング
免許返納支援

タクシー
デマンドタクシー作ってほしい
（格安で）
デマンドタクシー
のりあいタクシー
ライドシェア

若い世代が安心して暮らせ
る町づくり
若い人が集まってくるような
施設を作る
若い人達の遊べる所がたくさ
んほしいこと
若者が時間をつぶせる場所
20歳のお祝いに町からプレ
ゼント

20・30歳代の意見を積極的
に行ってほしい
若い人に魅力的なまちに

人気ユーチューバーの活用
宮代の事をSNS発信
宮代町公認ハッシュタグ＃を
作り発信する！
回覧板のメール配信
情報発信ＩＴ化

子育て支援

高齢者の移動手段

若い世代への支援

若者が永住できる町作り ス
ポーツ施設充実、少子化対
策（補助等）充実、働く場の
確保、保育施設の拡充

住みやすい町づくり

情報発信

循環バスと日工大バスの連
×2
携

町内バスもっと回ってほしい

多様な主体との連携
小さな町宮代、皆で作りあげ
ていきたい
自分が出来ることを考える

2019 年 6 月 15 日、22 日開催

保育園新設

×2

子供の数を増やしたい

子育て支援

子ども食堂
子ども食堂改め宮代食堂（み
んなおいで）
宮代食堂（食のイベント）、食
材の提供
子供食堂をもっと活用、食品
ロス

みやしろ食堂

×2
子ども食堂の食品募集（各家
庭の不用品）
食品ロスの為賞味期限間近
の回収、利用（こども食堂な
ど）

地域活動・ボランティア
ボランティアを出来るようにし
たい
色々なコミュニティ活動の活
性化
人とのつながりをもてる町づく
り、ボランティアもします
ボランティアのギブ＆テイク
の仕組み（ポイント制）

ボランティアポイント制度
（ウーバーイーツのように好き
な時にボランティアできる、ポ
イントもたまる）
町をお花でキレイにする（ボラ
ンティア、趣味）

農業の活性化
特産品の開発
宮代の野菜を利用したス
ムージーを特産品にする ×3
宮代野菜の利用

宮代野菜、米による食イベン
ト
巨峰を使った特産品を増やす
町民主体の農業（産業）改革

野菜が新鮮
宮代のお酒を宮代で作る
特産物のアピール
生産〜販売を一括で

産直作物を生かした全国区
の加工食品（ex.宮代育ち）

その他

商業環境の整備、活性化
イートインのできるカフェ
飲食、買い物できる場所

居酒屋、ファミレス重要！
飲食店をもっと

いじめや人の好ききらいをし
ない

飲食店（ファミレス、カフェ）ほ
しい
買い物しやすい町

映画館やファミレス
ショッピングの件、不便の所
に！
ショッピングモール、ファミレ
スなど

前町政、前前（元）町政時代
の未解決積み残し仕事を再
研究、再検討し、企業誘致、
文化施設、公益施設、政善と
市町村合併の必要性の再検
討を行い、実行

ショッピングモール
店（飲食店、スーパー）を増
やしたい

近隣の比較的大都市、春日
部市との合併による都市文
化と都市化生活を得る
ネット、ケイタイをやめる
ヘリコプターの活用
宮代版下町ロケット計画

５年後、10、20、30年後も子
供、孫と住んでいたいなぁ

地産地消
地産地消 野菜を使う！

地産地消をする

宮代産の食べ物を買って食
べる

宮代そだちやぶどうを食べた
い

農地レンタル・農機具のシェアリング
農地のレンタル（都心に住ん
でいる人向け）
ファームステイ、週末農業
農機具（トラクター）のシェア
リング

農ある町をベースにした体験
等
農機具のシェアリング

オーナーズツリー制度（1年、
果樹の）

新しい村
新しい村を大きくして雇用を
増やす

自然を残して住みやすい町

花・草木いっぱいの町にして
ほしい
緑を生かした町づくり
豊かな田園風景を大切にし
たい

空き家を活用した小商い
空き家活用したスモールビジ
ネス、小商い

空き家の活用
空き家の有効利用

日工大の学生に空き家を利
用した起業支援

空き家のシェア

働く場所の確保
広報にアルバイト求人をのせ
る
企業（起業）誘致
短時間働ける場所を作っ
て！
働ける場所作り

町に職場（就業場所）を設け
る
道の駅 特産の地産と雇用
の創出
老後に仕事が出来る様な町
づくり

シルバー人材の低年齢化
（ポイント制）

病院の充実
総合病院
病院の建設計画

公共施設利用情報共有

×6

入院可能な病院の設立

病院やお店など暮らしやすく
する
充実した医療施設の設置
病院を建ててほしい

医療の充実

24時間対応病院

医療の充実 六花の小児科
など
医療の充実、六花など地域
医療を更にすすめてほしい
大きい病院
大きい病院、モールの誘致
（レストラン…）

病院や買い物に行く足がほ
しい、買い物する場所、遊べ
る場所がほしい
高機能医療機関（病院）誘致
総合的な医療の充実
高校生まで医療費無料を

×3

相談
高齢化になり看護などの悩
み相談場所

社会復帰型医療ピアサポー
ト

学校教育

公共施設
健康な生活が送れる様、運
動施設を作って下さい

サテライトでの企業の誘致

病院・医療環境の充実

空き家の活用
空き家対策

ボルダリング施設をつくる

新しい村の更なる進化

自然の保全・活用
今の自然を保つ
自然が豊か
自然と街並みが美しい町
自然は残す
自然豊かな町
自然豊かな町に住めてよ
かったなぁ

遊べる場所がなくて友達が
呼べない

娯楽施設がほしい

休耕地を活用出来る、東京
から来て（週末）

オーナー制度
オーナーズツリーがあればや
りたい

遊び場

中学校統合し、部活を活発に

効率の良い学校運営

中学校の統合
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分類
駅前開発、活性化
公共交通、道路交通環境
イベント、交流の場
多様な主体との連携
病院・医療環境の充実
農業の活性化
情報発信
定住促進
町民と協働のまちづくり
若い世代への支援
子育て支援
商業環境の整備、活性化
働く場所の確保
自然の保全・活用
空き家の活用
地域活動・ボランティア
遊び場
学校教育
新しい村
公共施設
相談
その他
合計

件数
45
42
31
28
25
24
23
16
14
12
11
11
11
10
7
6
3
3
2
2
2
23
351

クラウドファンディング

町の放送をなんとか聞こえる
ようにしてほしい

宮代町に住み続けたいと
思っている人が多いことに気
付いた
集会所等で習字がしたい
自殺予防

実は美味しいパン屋が３軒
ほどある

若い人達の意見、考えが聞
けて良かった
魅力ある町（楽しい町）であっ
てほしい

ここに集まっている人達は宮
代が大好き
など

