
強み（⻑所）

［審・宿］ 自然豊か ［審・宿］ 町がコンパクト ［審・宿］ 総合運動公園がある
［審・宿］ スローライフな環境がある ［審・宿］ 災害が少ない
［審・宿］ 住環境が良い ［審・宿］ 都心近い ［審・宿］ 東武動物公園がある
［審・宿］ ⽥園⾵景、⾥⼭ ［審・宿］ 地価安い
［審・宿］ 桜が多くきれい ［審・宿］ 家賃が安い ［審・宿］ 知る施設充実（⽇⼯⼤、図書館、郷⼟資料館など）
［審・宿］ 適度な⽥舎 ［審・宿］ 交通の便が良い
［審・宿］ 農地が豊富 ［審・宿］ ⾼速道路使いやすい ［審・宿］ 多くの学生を擁する日工大がある
［審・宿］ 地場産品手軽に購入できる ［審・宿］ 駅周辺の空間がゆったり ［市・ワ］ ⽇⼯⼤の⾷堂きれい・⼀般利⽤可
［審・宿］ 管理された⾃然と住宅地が繋がっている ［審・宿］ 駅３つ ［市・ワ］ ⽇⼯⼤の⼥⼦学⽣増えてる
［市・ワ］ 野鳥が多い ［審・宿］ ⾃然環境と通勤環境の両⽴ ［市・ワ］ ⽇⼯⼤バス利⽤可（⽤事ある⼈）
［市・ワ］ 高い建物がない ［審・宿］ 公園が充実 ［市・ワ］ ＳＬに乗れる
［市・ワ］ 富⼠⼭が⾒られる ［審・宿］ 駅⻄⼝に可能性がある ［審・ワ］ 学⽣がお店づくりに協⼒
［市・ワ］ ホタルが⾒られる ［審・宿］ 鉄道沿線の要衝
［市・ワ］ ネオンがない
［市・ワ］ 平坦だ ⾃転⾞もスイスイ ［審・宿］ 東武鉄道（大企業）との接点 ［市・ワ］ 進修館ＳＮＳ映え
［審・ワ］ 遊歩道がある ［審・宿］ ナショナルチェーン店が少ない ［市・ワ］ 進修館は外から来た人に新鮮
［市・ワ］ 川がきれい ［審・宿］ 若⼿企業者がまだ少なく、競争が激しくない
［審・ワ］ マキが無料で⼿に⼊る ［審・宿］ 特徴ある建物（笠原⼩、進修館、和⼾教会など）
［市・ワ］ 古利根川がきれいになった ［審・宿］ 新しい村ある
［市・ワ］ 野生動物いる ［市・ワ］ 新しい村の稲作講座 ［審・宿］ 交流の場充実（新しい村、進修館など）
［市・ワ］ 空が広い ［市・ワ］ 新しい村町外からの来場者多い
［市・ワ］ 夜空がきれい ［市・ワ］ 新しい村の芝生広場 ［市・ワ］ 古⺠家
［市・ワ］ 交通渋滞が少ない ［審・ワ］ 新しい村でザリガニ釣り
［市・ワ］ 道が広すぎず⼤型⾞が少ない ［市・ワ］ ホタル町外からも観光客あり ［審・宿］ イベントが多い
［市・ワ］ 始発駅で座れる ［市・ワ］ そば打ちができる
［市・ワ］ フルーツの町 ［審・ワ］ 木に囲まれてＢＢＱ ［審・宿］ まだあまり知られていない（伸び代がある）
［審・ワ］ 東武動物公園の知名度が⾼い ［審・ワ］ 新しい村の村弁、町コン
［審・ワ］ 「宮代」地名に品がある

［市・ワ］ 図書館貸出率県内2位
［審・宿］ 宮代愛がある町⺠がいる ［審・宿］ ⾏政と町⺠の協⼒的な雰囲気がある ［市・ワ］ 図書館で古本市
［市・ワ］ こころにうるおいがある ［審・宿］ ⾏政と町⺠の関係良好
［審・ワ］ 町のことを好きな人が多い ［審・宿］ 町⺠の声が届く ［市・ワ］ 進修館で飲み会できる
［審・宿］ 住⺠同⼠の関係良好 ［審・宿］ 顔が⾒える⾏政 ［市・ワ］ 進修館で結婚式できる
［市・ワ］ 同級生のつながり強い ［審・宿］ 町⻑が話しやすい
［市・ワ］ 世代を超えたつながりある ［審・宿］ 町職員のモチベーションが⾼く、能⼒が⾼い ［市・ワ］ はらっパークのこぶし並木きれい
［審・宿］ 他者にやさしい町⺠ ［市・ワ］ はらっパークグラウンドゴルフ県大会会場
［審・宿］ おもいやりのある町⺠が多い ［市・ワ］ 子どもが素直 ［市・ワ］ はらっパークにドクターヘリ
［市・ワ］ 転入者にやさしいまち ［審・宿］ ⼦育て環境良い
［審・宿］ 主体的な町⺠いる ［審・宿］ ⼦育て⽀援センターが良い ［市・ワ］ 陽だまりサロン クオリティ⾼い講座
［市・ワ］ 地元に残る人多い ［審・宿］ ⼦育て世代の住⺠がそれなりにいる ［市・ワ］ 保健センター充実してる

［審・ワ］ 若い⼈が増えてきている ［市・ワ］ 国内最大級の木造庁舎
［審・宿］ 町に協⼒的なシニア層が既にいる ［市・ワ］ 広報に町⺠が参加できる企画がたくさん掲載されてる

［市・ワ］ 給食がおいしい
［審・宿］ ボランティアが盛ん ［市・ワ］ 学校給⾷で世界の料理 ［市・ワ］ コスプレイベント
［市・ワ］ ボランティアによる通学路の⾒守り ［市・ワ］ 和⼾教会のゴスペル
［市・ワ］ 学園台の街路樹の下の花きれい ［市・ワ］ 笠原⼩学校の裸⾜教育 ［市・ワ］ 東武鉄道の電⾞全種類⾒られる
［審・ワ］ 公園を掃除するおじさんがいる ［市・ワ］ 学校で地元のことを勉強している

［審・ワ］ 個人店ががんばっている
［審・宿］ 地域活動盛ん ［市・ワ］ 野菜の無人販売所がある
［市・ワ］ 地域敬⽼会 ［市・ワ］ 美味しいパン屋さんが多い
［市・ワ］ 地域交流サロン ［市・ワ］ 安くていっぱい食べられる店ある
［市・ワ］ 自主防災組織 ［市・ワ］ 東口においしい居酒屋

［市・ワ］ 宮代台の魚屋
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弱み（短所）

［審・宿］ 知名度低い ［審・宿］ ⽼々世帯、独居世帯が増加
［審・宿］ 情報発信⼒が⾜りない ［審・宿］ 弱者サービスが足りない
［審・宿］ 町のイベント、取組みが十分に伝わっていない

［審・宿］ 循環バスで町全体をカバーしきれていない
［審・宿］ イベントが多い ［審・宿］ 町内の移動手段が十分でない

［審・宿］ 循環バスの便数が少ない
［審・宿］ 町の⻑所が⽣かし切れていない
［審・宿］ 豊かな地域資源を生かしていない ［審・宿］ 医療施設が少ない

［審・宿］ 自慢できるものが少ない ［市・ワ］ 義務感だけでは活動が続かない
［審・宿］ ボランティアが盛ん

［審・宿］ 町の規模が小さい ［市・ワ］ アパートに回覧板来ない
［審・宿］ 予算規模が小さい ［市・ワ］ ⾃治会活動では若者との交流少ない
［審・宿］ 財政に余裕がない
［審・宿］ 扶助費増加していく ［審・宿］ 町⺠の集まれる場所が少ない

［市・ワ］ 集会所の利⽤⽅法に⼯夫を
［審・宿］ 遊休農地急増の恐れ
［審・宿］ 耕作に不便な農地多い ［審・宿］ ルールを守れない町⺠もいる
［審・宿］ 農業の担い手高齢化、減少

［審・宿］ 賃貸の空家が多い
［審・宿］ 駅前が魅⼒的でない
［審・宿］ 駅周辺エリアが閑散としている ［市・ワ］ 野菜を売る場所がない

［審・宿］ 幹線道路の接続悪い ［審・宿］ 日工大との連携足りない

［審・宿］ ファミリーと学生の間の独身社会人の居住者が少ない
［審・宿］ ビジネスの商圏が狭い
［審・宿］ 企業が少ない ［審・宿］ 町が既成概念にとらわれている
［審・宿］ ビジネンス環境が貧弱 ［審・宿］ 職員の⼈事交流が不⾜

［審・宿］ 若⼿企業者がまだ少ない ［審・宿］ 公共施設の⽼朽化

［審・宿］ ファミリー向けの外食施設、商業施設が少ない
［審・宿］ 飲食店、買い物できる店少ない

［審・宿］ コンビニが近くにない
［審・宿］ 買物の場所が近くにない
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機会（秘めている可能性・⾒逃しているチャンス）

［審・宿］ 町に関わりたい人多い ［審・ワ］ 駅前降りてアイストップが⾥⼭ ［審・ワ］ 役場の吹き抜け
［審・宿］ まちづくりに積極的な市⺠多い ［審・宿］ 都会でも田舎でもない特性

［審・宿］ 農地の活用 ［審・宿］ 空地の活用
［市・ワ］ 定年後に⼿伝えることができているとうれしい ［審・宿］ 農的環境が多い
［市・ワ］ 通院・買い物の支援がしたい ［審・ワ］ 堤防がない ［市・ワ］ 特色ある公園を作る（アスレチック、濡れてもOK、ＢＭＸできる等）
［市・ワ］ ⼦どもの居場所づくりを定年後やりたい ［審・ワ］ 川の堰
［市・ワ］ 高齢者の得意分野を活かす＋体を動かす場所 ［審・ワ］ 子どもが走り回れる自然の芝生がある ［市・ワ］ アスレチック（高齢者の体を鍛えられる）
［市・ワ］ カルチャーセンター 高齢者の得意分野を活かす ［審・ワ］ 野鳥が観察できる ［市・ワ］⼿軽に使⽤できる（⽼若男⼥）スポーツジム的なもの
［市・ワ］ 現役時代の経験を活かした人材バンク ［審・宿］ ⾃然を⽣かした⽣きる⼒ ［市・ワ］ コバトン健康マイレージ
［審・宿］ 高齢者が地域で活躍できる場 ［市・ワ］ 自然体験の場
［市・ワ］ シルバー参加の子育て ［審・宿］ デジタル社会だからこそ、身近で豊かな自然に可能性あり ［審・ワ］ぐるる宮代 水着も売っている

［審・宿］ 技術をもった大人と子どものふれあい ［審・ワ］ 新しい村に遊びのアドバイザーがいるといい ［審・宿］ 日工大送迎バス
［市・ワ］ 地元で過ごす週末 ［審・宿］ 無人バス

［市・ワ］ ⼥性の⼒ ［審・宿］ 循環バス他市町乗り入れ
［市・ワ］ 休耕田等の賃貸

［審・宿］ 区画整理地内の新住⺠ ［市・ワ］ 共有畑 ［審・宿］ 宮代高校との連携した地域活動
［市・ワ］ ⽥畑の利⽤⇒家庭菜園 ［審・ワ］宮代高校の学⽣（アーチェリー部、料理研究部、放送部）

［市・ワ］ ⾃分の得意分野を提供できる施設（料理、編み物等） ［市・ワ］ 地元野菜を流通
［市・ワ］ 貸農園で作った作物の流通 ［審・宿］ さいかつボールと多世代交流

［市・ワ］ 起業したい ［市・ワ］ 自主栽培の野菜を食べる会
［審・宿］ スモールビジネスの事業環境が整えやすい ［審・宿］ 防災・防犯をテーマにコミュニティづくり
［審・宿］ 駅周辺エリアへの新規参入がしやすい ［審・ワ］ 農家が新米や巨峰を直売
［審・宿］ 鉄道駅が３つあり、町外との接点が多い ［審・ワ］ 玄米 ［審・ワ］美意識高い町⺠
［市・ワ］ シニア起業
［市・ワ］ 若い⼈のニュービジネス、⼩商いを⽀援 ［市・ワ］ おしゃれな新しい村 ［審・宿］駅⻄⼝の開発
［市・ワ］ 若い⼈が集まる場所、コミュニティ ［審・宿］ 新しい村観光地化 ［審・ワ］東武動物公園駅⻄⼝暫定利⽤
［審・宿］ 若⼿企業者が参⼊しやすい ［市・ワ］ 週末家庭菜園レンタル 東京の⼈向け
［審・宿］ 若⼿⾃営業者が集まる資源がある ［審・宿］ プチ田舎生活 ［審・宿］ 企業や大学との連携
［審・ワ］ 最近若い⼈が店を出している ［審・ワ］ 東武動物公園の花火スポット
［審・ワ］ マンデーマルシェ ［審・ワ］ 日工大の工業技術博物館を観光に活用 ［市・ワ］ 動物の出張

［審・宿］インターンシップによる⼈材交流（企業、社会福祉法⼈）
［審・宿］ クリエイティブ市⺠を惹きつける要素が⽐較的多い ［審・宿］ 宿泊需要の取り込み ［審・宿］他病院との連携や六花そのものの在り⽅の⾒直しで

医療体制が充実する可能性
［審・宿］ 住宅団地の再⽣ ［審・宿］ 都心からの近さ ［審・宿］ 障がい者雇用
［審・宿］ 空家の活用
［審・ワ］ 学園台で独居⽼⼈のシェアハウス ［審・宿］ 都⺠をターゲットにした取組み ［審・宿］近隣⾃治体との連携しやすい要素（きっかけ）が少なくない
［市・ワ］ 開いている家を借りて触れ合う場所に ［審・宿］ 空家二拠点居住 ［審・宿］ 沿線エリア間の連携

［審・宿］ 介護者の憩いの場 ［審・宿］ トウブコ駅周辺の住⺠増加 ［審・宿］町職員の潜在能⼒／専⾨性を高められる
［審・宿］インターンシップによる⼈材交流（役場）

［市・ワ］ 海外から来た⼈と交流できる場所 ［市・ワ］ ベビーカーの集まる集会
［市・ワ］ 子どもも入れるような飲食店 ［審・宿］進修館や笠原⼩学校、新しい村とその周辺などの有効な活⽤

［市・ワ］ ⼦ども⾷堂＋お年寄り⾷堂 ［審・宿］町の魅⼒を繋げることで可能性が広がる
［市・ワ］ 集会所で子ども食堂 ［審・ワ］ こどもが宝 ［審・宿］ 活かしきれていない地域資源
［市・ワ］ 子ども食堂改め宮代食堂（みんなおいで） ［審・ワ］ こどもが挨拶できる ［審・宿］ 特徴的な建築物の活用

［審・ワ］ 須賀小中学校（体育館一体）
［審・宿］ 「みやしろで暮らそっ」の多面的な活用 ［審・ワ］ 笠原⼩学校の⼿作り卒業証書と額 ［審・宿］ 地域資源を専門家とのコラボにより高レベルのコンテンツへ
［市・ワ］ イベント情報発信を町任せでなく町⺠全体で ［審・ワ］ 笠原⼩学校の⼿作り草鞋で修学旅⾏
［市・ワ］ 町公認「＃ハッシュタグ」の活用
［審・宿］ 情報発信に工夫（ハッシュタグ、ＦＭ放送など） ［審・宿］ 町⺠のニーズにそった日工大⽣の活⽤
［市・ワ］ ＳＮＳの活用 ［市・ワ］ 児童館⇒大学生の活用
［市・ワ］ Ｙｏｕｔｕｂｅｒの活用 ［審・ワ］ 日工大の子ども参加の科学実験体験
［市・ワ］ インスタ映え ［市・ワ］ 日工大 外部受講しやすく

［市・ワ］ 技術発展に貢献できるまち
［市・ワ］ 広報にアルバイト情報を掲載 ［審・ワ］ 日工大草刈ロボットの貸出

［審・宿］ 日工大と子どものコラボ授業
［市・ワ］ 若い⼈が定期的に集まれるワークショップ ［審・宿］ 日工大とロボットが農業、介護、子育て分野で活躍



脅威（留意すべき事柄・見落としている事柄）

［審・宿］ 地域共⽣社会の住⺠全体の認識向上 ［審・宿］ 空家対策 ［審・宿］ 企業誘致
［審・宿］ 誰でも子育てを支援してもらえ、支援できる環境 ［課・ワ］ 管理不全の空地が増える ［審・宿］ 企業や大学との連携をより積極的に進める

［審・宿］ 調整区域に宅地が増えている ［審・宿］ 日工大や東武動物公園との価値ある連携
［課・ワ］ まちづくりの担い手がいなくなる ［審・宿］ 沿線連携
［課・ワ］ 議員のなり手がいなくなる ［審・宿］ 来町者増への対応 ［審・宿］ 都内の団体、自治体との連携
［課・ワ］ ⽣産年齢⼈⼝が減少する ［審・宿］ 移住ターゲットの明確化
［課・ワ］ 農家、商工業者の減少 ［審・宿］ エリアリノベーションの発想
［審・宿］ 農業の後継者 ［審・宿］ 駅前開発だけでなく町の魅⼒必要

［審・宿］ 都会化により個性をなくさない ［審・宿］ 町⺠と、企業・団体、⾏政の役割分担
［課・ワ］ 将来、米の消費が減る ［審・宿］ 宮代らしさを明確に

［審・宿］ 町の魅⼒を知らない⼈多い
［審・宿］ シニア活用
［市・ワ］ 高齢者になっても働ける町 ［審・ワ］ 新しい村は外部の人には分かりづらい ［審・宿］ ⼈⼝減少社会における⾏政の在り⽅
［審・宿］ シニア起業 ［審・宿］ 町の食べ物屋さんの情報が足りない ［課・ワ］ 職員の質向上
［審・宿］ シニア起業の可能性 ［審・宿］ 点在する⼩さな魅⼒を繋ぎ⼤きな魅⼒ ［審・宿］ 町職員の潜在能⼒／専⾨性を⾼める

［審・宿］ イベントをいかに日常化するか ［課・ワ］ ⾏政事務のＡＩ化
［課・ワ］ 今後、元気な高齢者が増える ［課・ワ］ マイナンバーを活用した手続きが普及する
［課・ワ］ シルバー人材センターの再編 ［審・宿］ 町の枠を外し広い視野で町外のコンテンツを取込・連携 ［課・ワ］ スマホの活用が進む

［審・宿］ クリエイティブな人材をいかに呼び寄せるか ［審・宿］ 地域資源の高レベルのコンテンツ化で人材獲得 ［審・宿］ 4次総合計画からの引き継ぎ、違い明確化
［審・宿］ 若⼿企業者の発掘・育成

［審・宿］ 外国人を含め農業体験 ［審・宿］ 公共施設の統廃合
［審・宿］ 子ども、高齢者だけでなく主婦も活用 ［課・ワ］ 公共施設の再編が進むと余剰施設が生まれる

［審・宿］ 日工大生の町内就職
［課・ワ］ ⾼齢化が進⾏しコミュニティが衰退 ［市・ワ］ スクールバス
［課・ワ］ 体育祭、⽂化祭などのイベントが成り⽴たなくなる ［審・宿］ グループホーム、シェアハウス活用の可能性
［課・ワ］ 地域を支える人材の高齢化

［課・ワ］ 和⼾横町⼯業団地の従業員の取り込み
［審・宿］ 高齢化の地域差

［市・ワ］ 若い⼈に広報を読んでもらう
［審・宿］ 住宅団地の世代交代
［審・宿］ 市⺠の主役の世代交代の時期 ［市・ワ］ 学生さんがバイトするところない

［審・宿］ 地域福祉活動の定額有償化 ［市・ワ］ 町⺠の銭 町内でつかうように
［市・ワ］ 町内でお⾦を落とせる環境

［審・宿］ デマンドタクシーの実情を知ること
［審・宿］ 循環バスのカバーエリアの限界

［課・ワ］ 今後交通手段や買い物の仕方が変化する

［市・ワ］ 送迎⾃転⾞
［市・ワ］ 歩いて⾏ける店

［市・ワ］ 若い⼈達とふれあう場所があったらいいな

［審・宿］ コミュニケーションがとりやすい町であること

［市・ワ］ 健康のために運動できる場があるといい

［審・宿］ 少⼦⾼齢化を踏まえた⼦育て・医療の環境充実
［審・宿］ ⾼齢化を踏まえた医療の在り⽅




