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第１編 計画の背景 

第１章 計画の目的と構成 
 

第１節 計画策定の目的 

小川町では、平成 18（2006）年 3 月に「小川町第 4 次総合振興計画」を策定し、“自

然を愛し、人が輝き、未来を拓く活力あるまち”を将来像にまちづくりを進めてきました。

平成 18（2006）年 12 月にはホンダ寄居工場建設の発表を受け、関連企業等の誘致を図

る必要性から土地利用構想の一部を変更しました。また、平成 23（2011）年 3 月には「後

期基本計画」を策定し、「小川町第 4 次総合振興計画」の推進を図ってきました。 

この 10 年間の中で、町内の大きな変化としては、ホンダ小川エンジン工場の稼働、東日

本大震災の経験、細川紙手漉和紙技術のユネスコ無形文化遺産※登録などがありました。 

人口問題については、第 4 次計画においても主要な課題としていましたが、人口の減少傾

向はその後も続き、平成 22（2010）年国勢調査では 32,913 人となり、ピーク時の平成

7（1995）年国勢調査人口 37,822 人から約 5,000 人減少しています。また、高齢化率

は 25.0％となり町民の 4 人に 1 人が 65 歳以上の高齢者となっています。 

また、平成 23（2011）年 3 月の東日本大震災では町内でも建物損壊が 150 件発生し

ており、防災に対する意識も高まっています。 

バブル経済※の崩壊とリーマンショック※といわれる世界的経済不況に本町も大きな影響

を受け、地域経済と町財政に大きな影を落としました。その後、経済はゆるやかな回復の兆

しがみられますが、地方財政の三位一体の改革は、地方交付税の大幅な削減をもたらし、依

然として厳しい財政運営を余儀なくされています。 

こうした状況の中で、国では、我が国の急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、特に、

地方の人口の減少に歯止めをかけ、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくために、

「まち・ひと・しごと創生法」（平成 26（2014）年）を制定し、国と地方が一体となった

取組を進めることを求めています。 

本町においても、人口の現状と将来ビジョンを提示する「地方人口ビジョン※」を策定し、

これを踏まえた具体的な施策をまとめた「地方版総合戦略※」に取り組みます。 

小川町第 5 次総合振興計画は、平成 20（2008）年に日本の総人口が減少局面に入って

から初めて作成する計画であり、これまでのまちづくりの経緯を踏まえるとともに、人口減

少社会に適応したまちづくりが求められることを念頭に、住みよい環境づくりに努め、活力

ある地域づくりを目指すために策定するものです。  
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第２節 計画策定の考え方 

新しい総合振興計画策定の 3 つの考え方をここに示します。 

第一は、町の活性化です。第 4 次計画では計画の名称を「活気ある未来」とし、将来像で

ある「自然を愛し、人が輝き、未来を拓く活力あるまち」の実現を目指してきました。新し

い総合振興計画においても、こうした考え方を引き継ぎ、地域経済の活性化や町民の活動が

盛んな活力ある地域づくりを進めます。 

第二は、コンパクト化とネットワーク都市の形成です。人口減少、経済の低成長において、

充実した住民サービスを提供していくためには、その提供範囲をコンパクトに保ちつつ、連

携を強化することによりサービスの効率化を図り、これまで同様、自立都市の形成を目指し

たまちづくりを進めます。 

第三は、町民参画の推進です。厳しい財政状況の中で行政にできることには限界がありま

す。このため、将来世代への負担を増加させない効率的な財政運営に取り組み、町民にでき

ること、地域コミュニティにできること、企業にできることなど、町民総参加によるまちづ

くり、協働によるまちづくりを進めていかなければなりません。そのための仕組みを構築し

ていくことが課題であり、第 5 次総合振興計画は、そのためのプログラムを示すものとしま

す。 

 
 

第３節 計画の構成と期間 

小川町第 5 次総合振興計画は、平成 28（2016）年度を初年度とし、平成 37（2025）

年度を目標年度とする 10 か年のまちづくりの考え方を示す「基本構想」と、その前半・後

半の各 5 か年の事業内容を示した「基本計画」、さらに事業の財源を示した 3 か年の「実施

計画」によって構成します。 

 
１ 基本構想（平成 28（2016）～37（2025）年度） 

基本構想は、10 年後の小川町の姿を定め、その実現のための施策の大綱を示します。 

 
２ 基本計画（前期：平成 28（2016）～32（2020）年度 

後期：平成 33（2021）～37（2025）年度） 

基本構想を具体化するため、行政の主要施策と事業を体系的に示したもので、前期及び後

期各 5 か年の計画です。 

また、その実施状況や成果を評価し、計画の見直しを行うための仕組みを備えています。 

 
３ 実施計画 

基本計画の施策を実施するため、財政状況を考慮した 3 か年の具体的事業内容を示したも

ので、毎年見直します。  
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第２章 時代の流れと町の状況 

 

第１節 急激な人口減少と少子化 

＜全国的な状況＞ 

日本の総人口は、平成 22（2010）年国勢調査の約 1 億 2,800 万人をピークに減少局

面に入り、平成 27（2015）年現在の総人口は約 1 億 2,689 万人（3 月現在、総務省統

計）となり、今後、本格的な人口減少社会を迎えると推計されています。 

平成 17（2005）年に 1.26 まで低下していた合計特殊出生率※はその後、上昇に転じ、

平成 25（2013）年には 1.43 となったものの、人口置換水準といわれる 2.07 にはまだ開

きがあり、少なくとも数十年にわたり人口減少が継続すると見込まれています。 

 
＜小川町の状況＞ 

本町の総人口は、平成 7（1995）年の 37,822 人をピークに減少傾向に転じ、平成 22

（2010）年現在は 32,913 人となっています。（平成 26（2014）年 10 月 1 日現在、

32,356 人） 

近年の合計特殊出生率（平成 20（2008）～24（2012）年の平均）も 0.91 と低い状

態が続いています。 

 
 

第２節 高齢化の進展 

＜全国的な状況＞ 

日本の総人口に占める 65 歳以上の高齢者の割合は、平成 25（2013）年には 25％を超

えており、世界に例のない超高齢社会※に到達しています。今後も高齢化率は上昇を続け、

平成 37（2025）年には 40％を超え、平成 62（2050）年には 50％弱まで上昇すると

見込まれています。 

 
＜小川町の状況＞ 

本町の 65 歳以上の高齢者も増加傾向にあり、平成 22（2010）年には総人口の 25.0％

を占める 8,221 人となっています。埼玉県の高齢化率は 20.4％となっていることから、県

平均よりも高齢化が進行しています。 
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第３節 変化する国際社会の中での競争の激化 

＜全国的な状況＞ 

国際間でのヒト、モノ、カネ、情報の流れはますます活発に、かつ瞬時に行われるように

なっています。 

このような中、経済発展と戦略的、重点的な施策展開により魅力を増したアジアの主要都

市が急速に台頭しており、国際的な都市間競争が激化しています。 

 
＜小川町の状況＞ 

本町には、「ホンダ小川エンジン工場」があります。また、隣接する寄居町に稼働した「ホ

ンダ寄居完成車工場」は、世界のマザー工場※として世界の四輪車生産をリードする役割を

担うなど、地域の経済活動は世界とのつながりを強めています。 

 
 

第４節 巨大災害の切迫、インフラの老朽化 

＜全国的な状況＞ 

平成 7（1995）年の阪神・淡路大震災、平成 23（2011）年の東日本大震災等の地震、

津波等により甚大な被害が発生し、今後も首都直下地震、南海トラフ地震等の発生が高い確

率で予想されています。平成 26（2014）年の御嶽山噴火は、我が国が世界有数の火山国

であること及びその危険性と対策の必要性を改めて認識させることとなりました。 

また、雨の降り方は局地化、集中化、激甚化しており、さらに今後、地球温暖化に伴う気

候変動により、水害、土砂災害が頻発・激甚化することが懸念されています。 

我が国の社会資本は着実に整備が進められてきましたが、高度成長期以降に集中的に整備

されたため、建設後 50 年を経過する道路・橋りょう、鉄道、トンネル、上下水道、文教施

設等インフラの割合が今後 20 年間で加速度的に高くなり、老朽化の問題が急速に顕在化す

ると見込まれています。 

 
＜小川町の状況＞ 

平成 23（2011）年 3 月の東北地方太平洋沖地震で、本町は震度 4 でしたが、埼玉県地

震被害想定調査によると、近い将来発生が予想される東京湾北部地震、茨城県南部地震では

町内で最大震度 5 弱が想定され、被害の拡大が懸念されます。 

また、本町でも、高度成長期以降に集中的に整備してきた道路・橋りょう、上下水道、文

教施設等のインフラの老朽化が進行しており、維持管理・更新費の増大が見込まれています。

今後は予防保全的対策とともに、施設の統廃合の検討も急務となっています。 
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第５節 食料・水・エネルギーの制約、地球環境問題 

＜全国的な状況＞ 

世界的には人口増加により、食料・水・エネルギーに対する需要が爆発的に伸びると想定

されています。我が国は食料・エネルギーの輸入国であり、省エネルギー対策、再生可能エ

ネルギー※の活用が不可欠です。 

 
＜小川町の状況＞ 

本町では、二酸化炭素排出量の削減とエネルギーコストの削減などを目的として、平成 26

（2014）年度に小川町地球温暖化対策実行計画を策定しました。 

今後は、他の公共施設や民間事業所での省エネルギー対策の導入を促進し、低炭素地域づ

くりを推進する必要があります。 

 
 

第６節 情報通信技術の劇的な進歩など技術革新の進展 

＜全国的な状況＞ 

ＩＣＴ※分野における技術革新は、国民の暮らしや社会に大きな変革と進歩をもたらして

います。あらゆるモノが常時ネットワークにつながり、新たな価値を生み出すビッグデータ ※

の利用も可能となっています。今後、地域の交通や医療、教育、防災などの幅広い分野に役

立てることが求められます。 

また、平成 27（2015）年 10 月からは、社会保障・税番号制度（マイナンバー）が施

行され、今後、行政などのさまざまな分野での活用が図られてきます。 

 
＜小川町の状況＞ 

本町では、急速に進展しているＩＣＴを最大限に活用し、ホームページでの情報提供とと

もに、事務の電子化を図る行政情報化への取組を進めてきました。 

今後は、交通や健康づくり、医療・福祉、教育、防災、コミュニティの活性化など地域課

題解決に向け、さらにＩＣＴの活用を推進する必要があります。 
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第３章 小川町の特性 
 

第１節 町の概況 

本町は、都心から約60km圏の埼玉県のほぼ中央部に位置し、東西約11km、南北約10km、

面積は 60.36k ㎡となっています。 

周辺を緑豊かな外秩父の山々に囲まれた盆地からなっており、主な河川として槻川、兜川、

市野川があります。東は嵐山町、南はときがわ町、西は秩父郡東秩父村、北は大里郡寄居町

に隣接しています。広域行政※圏としては、比企広域市町村圏に含まれ、圏域内では東松山

市に次ぐ人口を有しています。 

本町の歴史は、秩父往還と八王子道の交差、物資集散の中心として繁栄し、江戸時代には

紙漉き、絹織物、素麺産業が発達しました。また、良質な水資源を背景に、酒造が盛んです。

近年は、本町の有機農業に対する注目が高まっているほか、平成 21（2009）年に「ホン

ダ小川エンジン工場」、平成 25（2013）年に寄居町において「ホンダ寄居完成車工場」が

稼働し、我が国経済をリードする自動車産業の新たな拠点としての期待も高まっています。

さらに、平成 26（2014）年には、小川町、東秩父村で継承されてきた細川紙が、島根県

の石州半紙、岐阜県の本美濃紙とともに「和紙：日本の手漉和紙技術」としてユネスコ無形

文化遺産に登録されました。 

本町の気象は、関東平野の中央部に位置するため、典型的な太平洋岸式気候で、夏は高温

になり、冬は北風あるいは北西風が吹き易く、乾燥した日が多くなります。平成 26（2014）

年の年間平均気温は 13.9℃、降水量は約 1,400mm です（寄居観測所）。 

鉄道は、小川町駅を結節点として東武東上線が池袋方面及び寄居方面に連絡するとともに、

ＪＲ八高線が八王子方面及び高崎方面に連絡しており、通勤・通学の主要な交通手段となっ

ています。 

道路網は、一般国道 254 号及び主要地方道熊谷小川秩父線、飯能寄居線、一般県道本田

小川線、小川町停車場線、西平小川線、赤浜小川線、菅谷寄居線があり、関越自動車道嵐山

小川インターチェンジへはアクセス道路※によって接続されています。 

 
 

第２節 人口・世帯の動向 

本町は、昭和 30（1955）年に小川町・大河村・竹沢村・八和田村が合併して成立し、

昭和 31（1956）年には寄居町の一部が編入となり現在の町域となりました。 

合併当時の人口（昭和 30（1955）年国勢調査）は、25,262 人でしたが、昭和 50（1975）

年代後半から昭和 60（1985）年代にかけて大規模住宅団地の造成が行われたことから人

口が増加し、学校も新設されました。 
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国勢調査によると、人口のピークは平成 7（1995）年の 37,822 人となっており、その

後は減少傾向で推移しています。平成 22（2010）年現在は 32,913 人となっており、ピ

ーク時よりも約 5,000 人減少しています。 

世帯数も平成 17（2005）年の 11,712 世帯をピークに減少に転じています。平成 22

（2010）年現在は 11,645 世帯となっています。 

1 世帯当たり人員は、平成 7（1995）年の 3.41 人から平成 22（2010）年には 2.83

人に減少しています。 

年齢別人口をみると、年少人口（0～14 歳）及び生産年齢人口※（15～64 歳）のピーク

は平成 7（1995）年の 7,120 人、25,287 人となっており、その後減少傾向にあります。

ピーク時と平成 22（2010）年を比較するとそれぞれ 3,817 人、3,902 人減少していま

す。 

一方で、老年人口（65 歳以上）は継続して増加傾向にあり、平成 22（2010）年には「超

高齢社会」に突入し、総人口の 25.0％を占める 8,221 人となっています。埼玉県の高齢化

率は 20.4％となっていることから県平均よりも高齢化が進行しています。 

 
 

第３節 就業人口・経済活動の状況 

平成 22（2010）年現在の就業人口は 15,920 人となっており、そのうち 2.7％を占め

る 437 人が第一次産業就業者、30.7％を占める 4,888 人が第二次産業就業者、66.6％を

占める 15,920 人が第三次産業就業者となっています。 

就業人口の推移をみると、平成 17（2005）年の 17,582 人から 5 年間に 1,662 人少

なくなっており、9.5％の減少です。同時期の総人口の減少率 7.0％よりも高くなっていま

す。 
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第４章 主要な課題 
 

１ 急激な人口減少への対応 

本町の合計特殊出生率は低水準にあり、人口は引き続き減少傾向にあることから、人口構

成や地域経済に影響を与え、買い物や医療などのサービス低下が懸念されています。また、

若年層の減少により、学校の再編に向けて具体的に検討する段階にあります。 

人口減少の抑制に向けて、駅周辺整備や企業誘致、結婚・出産・子育て環境の充実等の対

策を推進する必要があります。 

 
２ 超高齢社会への対応 

本町の高齢化率は、10 年後の平成 37（2025）年には 40％を超えることが見込まれま

す。高齢者の実数では平成 37（2025）年以降は減少する見込みですが、今後 10 年間は

超高齢社会に対応したまちづくりが急務です。 

一方、健康寿命が伸び、元気な高齢者も増大することが見込まれることから、地域で活躍

する機会を確保することが必要です。 

また、定住化の促進や、安全・安心なまちづくり、高齢者の外出促進による健康増進等の

さまざまな観点から、公共交通の利用環境の維持・充実に向けて検討する必要があります。 

 
３ 地域の資源を活かした魅力あるまちづくりへの対応 

地域経済を活性化するためには、製造業をはじめとした企業誘致を推進し、若い世代が働

ける就労の場を確保する必要があります。 

自動車産業の立地は地域の魅力の一つでもあります。また、和紙や建具などのモノづくり、

町の清流や里山の環境、有機農業の取り組み、充実した地域医療といった地域の魅力を多様

な形で発信することで、関連する産業を誘致し、新しい人の流れをつくる取組が求められま

す。 

 
４ 安全・安心なまちづくり、住民サービスの維持・向上 

平成 23（2011）年 3 月の東北地方太平洋沖地震は、広域的に甚大な被害をもたらすと

ともに、その影響は被災地域ばかりでなく多方面に及ぶことを示しました。 

さらに、近年は台風やゲリラ豪雨による浸水被害や土砂災害等も発生しており、今後想定

される災害に備え、対策が求められています。 
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また、高度成長期以降に集中的に整備してきた道路・橋りょう、上下水道、文教施設等の

インフラの老朽化が進行しており、維持管理・更新費の増大が見込まれています。今後は予

防保全的対策とともに、施設の再配置の検討も急務となっています。 

 
５ 食料・水・エネルギーの制約、地球環境問題への対応 

世界的には人口増加により、食料・水・エネルギーに対する需要が爆発的に伸びると想定

されています。我が国は食料・エネルギーの輸入国であり、省エネルギー対策、再生可能エ

ネルギーの活用が不可欠です。 

そのため、食料・エネルギーの地産地消の取組を進め、世界的な危機に対し、一定の食料・

エネルギーを確保できる仕組みを構築しておく必要があります。 

 
６ 情報通信技術の進歩などの技術革新の進展への対応 

ＩＣＴ分野における技術革新は、町民の暮らしや社会に大きな変革と進歩をもたらしてい

ます。これらにより、あらゆるモノが常時ネットワークにつながることで、新たな価値を生

み出すビッグデータの利用も可能となっています。今後、これらを地域の交通や医療、教育、

防災などの幅広い分野に役立てることが期待されます。 

また、社会保障・税番号制度が始まり、マイナンバーの有効かつ適切な活用を図るととも

に、情報セキュリティ※の強化が求められます。 
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