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　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、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”の実現に向けてまちづくりを進

めてきました。

　この 10 年間の中で、ホンダ小川エンジン工場の稼働、細川紙手漉和紙技術のユネスコ無形

文化遺産登録などの町の変化や、少子高齢化の進展など、社会経済情勢が変化しています。

　そこで、こうした本町を取り巻く環境に対応し、住みやすく活力ある地域づくりを目指すた

めに「小川町第５次総合振興計画」を策定します。

計画策定の目的１

　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。

　対応していくべき町の主要な課題を示します。

計画の構成と期間２

基本構想　10 年

前期基本計画　5年 後期基本計画　5年

実施計画　各 3年

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。

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。

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。

１　　急激な人口減少への対応

２　　超高齢社会への対応

３　　地域の資源を活かした魅力あるまちづくりへの対応

４　　安全・安心なまちづくり、住民サービスの維持・向上

５　　食料・水・エネルギーの制約、地球環境問題への対応

６　　情報通信技術の進歩などの技術革新の進展への対応

主要な課題３

基本構想
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基本理念４

将来像５

　基本理念は、これまでのまちづくりのあゆみや時代の流れを踏まえるとともに、本町の特性

や資源を活かし、人口減少を抑制し、住みよい魅力あるまちづくりを進めるため、以下の 3

点とします。

　この将来像は、比企丘陵と秩父山系につながる県立長瀞玉淀自然公園に代表される緑豊かな

自然と、先人がはぐくんできた歴史・文化を、現在と未来に活かすまちを目指すものです。

　また、安定した地盤や交通の利便性といった立地条件を活かし、自動車関連産業をはじめと

した企業誘致を推進するとともに、自然の恵みと文化を農林業などの地場産業に活かすまちを

目指します。

　さらに、人が輝くまちとして、新しいモノや技術、そして人を積極的に受け入れ、地域の産

業や教育・文化の振興、町民のコミュニティ活動に活かすまちを目指します。

１　自然と文化を活かしたまちづくり

緑豊かな自然環境は、本町の貴重な財産です。町民の日々の暮らしにうるおいを与える

緑と清流を活かし、自然と共生したまちづくりを推進します。

豊かな自然の恵みにより培われた和紙や酒、建具、「武蔵の小京都」と呼ばれる町並みを

はじめとした歴史と伝統文化を活かしたまちづくりを推進します。

２　未来につなぐまちづくり

人口減少社会において、充実した住民サービスを提供していくために、提供範囲をコン

パクトに保ち、効率化を図りつつ、町民主体の地域にふさわしい取組により、未来に希望

が持てる地域づくりを目指します。

３　人が輝くまちづくり

子どもから高齢者までのすべての町民が、モノづくりやおもてなし、子育てや教育・文化、

福祉など地域にふさわしいさまざまな取組にその能力を活かし活躍できるまちづくりを目

指します。

自然の恵みと文化を未来につなぐ、
人が輝くまち　おがわ
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人が輝くまち　＜参加と協働の推進＞１

豊かな心をはぐくむまち　＜教育・文化の振興＞２

コミュニティ

コミュニティ活動の活性化を図るため、コ
ミュニティ意識の醸成、活動支援、活動の
拠点となる施設の整備支援等を行います。

町民参加

継続して住民意識調査を行うとともに、町
政のあらゆる機会において、町民参加を推
進します。

人権 ・平和

男女共同参画社会の実現のため、一人一人
の考え方や意思が尊重され、また、個性や
能力が発揮され、そして多様な生き方を選
択できる環境づくりを目指します。

男女共同参画

すべての町民がお互いの人権を尊重しなが
ら共に生きる社会を実現するため、人権教
育・啓発事業の推進、相談体制の充実、職
員研修を行います。
また、平和を基調にしたまちづくりを進め
ます。

生涯学習

生涯学習まちづくりの推進体制を充実させ
るとともに、いつでも・どこでも・だれで
もが生涯学習に取り組める環境づくりを目
指します。

スポーツ

町民の健康・体力づくりやレクリエーショ
ンの振興のため、生涯スポーツへの取組を
奨励します。

文化

幼児教育・保育の充実と少子化対策のため、
幼稚園就園奨励費の助成や、家庭との連携、
発達相談や就学相談など、教育ニーズへの
対応を図ります。

幼児 ・家庭教育

伝統文化や文化財を適切に保存・活用する
ことにより、将来に確実に継承し、歴史的
町並みや豊かな自然と組み合わせた観光資
源としても活用します。

義務教育

町民の学習機会の充実を図るため県立小川
高校と大学等との連携に努めるとともに、
大学や研究機関などの誘致を検討します。
また、奨学金制度活用のための体制を整備
します。

高校 ・大学等

小中学校教育においては、人間性豊かな教
育を目指し施設整備の充実を図るととも
に、生きる力や豊かな心をはぐくむ教育の
充実を図ります。

前期基本計画

人権擁護の啓発活動

重要無形文化財の押印がある「細川紙」
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安全で住みよいまち　＜都市基盤の充実＞３

快適な環境のまち　＜生活環境の整備＞４
上水道

安定した水道水の供給のため、自己水源の
維持管理とともに、県水の利用を進めます。
また、水道施設の維持管理や業務の効率化
を図り、健全な経営基盤の維持に努めます。

下水等の処理

公共下水道の整備を推進するとともに、農
業集落排水施設の維持管理、合併処理浄化
槽の普及・適正な管理を推進します。

ごみ対策

環境への負荷を軽減するための取組につい
て、町民・事業者・行政が一体となって推
進します。
また、公害発生の未然防止や、不法投棄や
埋立て対策の充実に努めます。

環境負荷軽減対策

適切なごみ処理を進めるため、収集体制の
確立、広域的連携による処理施設の整備・
確保に努めます。
また、資源化・再利用による資源の有効利
用やごみの減量化を推進します。

交通安全 ・防犯

消防体制の強化のため、消防団詰所と消防
水利の整備、団員の確保と活動支援に努め
ます。
また、小川町地域防災計画に基づき、予防・
応急対策・復旧計画を着実に実行します。

消防 ・防災

警察など関係機関との連携により、交通安
全教育や交通安全施設の整備を推進すると
ともに、町民や事業所と連携し、ソフト及
びハード両面から防犯対策を進めます。

土地利用

秩序ある土地利用を推進するため、基本構
想の土地利用構想に沿って、本町の活性化
方策を推進します。

自然環境

生態系を含めた森林・河川などの自然環境
を保全していくため、学校教育や社会教育
の場での環境教育や、自然環境の保全及び
改善活動を推進します。
市街地 ・集落

市街地を中心とした公園・緑地の整備を推
進し、槻川などの豊かな自然環境を活用し
たまちづくりを進めます。

公園 ・緑地

コンパクトな市街地形成や地域の拠点づく
りや拠点を結ぶ交通ネットワークの形成に
努めます。さらに、土地や住宅といった不
動産ストックの有効活用に努めます。

道路 ・交通

治水・利水対策、河川等に親しむ憩いの場
の整備を進めるとともに、清掃活動等の水
辺環境の保全に努めます。

河川 ・水辺の整備

道路の整備促進、橋りょうの維持補修及び
予防的修繕を行います。
また、公共交通については、東武東上線の
複線化や増発、新駅の設置、ＪＲ八高線の
充実、路線バスの維持・充実を関係機関に
要請します。

仙元山から望む小川町

青山浄水場
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健康で安心して住めるまち＜保健・医療・福祉の充実＞５
地域福祉

町民が理解し合い、尊重し合う地域社会の
実現に向け、社会福祉協議会を中心に人に
やさしい地域づくりを目指します。

保健 ・医療

町民の健康づくり運動を進めるとともに、
保険事業の充実を図ります。また、医療機
関との連携を強化します。

子ども ・ 子育て支援

高齢者福祉事業や介護保険事業の実施、生
きがい対策など高齢者施策の充実を図りま
す。

高齢者福祉 ・介護保険

保育や児童福祉施策の充実とともに、少子
化に対応した支援策を推進します。
また、青少年の育成やひとり親家庭福祉を
推進します。

障害者福祉

要援護世帯が、社会的経済的に自立できる
よう支援するとともに、生活保護制度等の
適正な運用を図ります。
また、子どもの貧困化対策の充実を検討し
ます。

低所得者福祉

障害者が必要なサービスを適切に利用する
ことができ、自立した生活を送れるよう、
障害者計画・障害福祉計画で示された施策
の推進、適宜見直しを行います。

社会保険

国民健康保険の充実を図るとともに、後期
高齢者医療や国民年金制度の理解と普及を
図ります。

前期基本計画

八和田保育園

介護予防事業はつらつクラブ

福祉まつり

ふれあい・いきいきサロン
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活力ある産業のまち　＜産業の振興＞６
農林業

農林業振興の計画的な推進を図り、農林資
源の保全と活用を推進します。また、生産
環境の整備を行うとともに、地域の中心と
なる担い手を育成し、新たな農林業の展開
を図ります。

商業

商工会との連携により伝統産業を活用した
事業や、経営者主体の事業と商品開発や研
究を引き続き積極的に支援し、基盤整備を
加えた総合的な環境整備を促進します。

工業

観光の核づくりを推進し、安全で快適な観
光施設を維持し、豊かな自然の恵みと伝統
産業の魅力を向上させます。
また、民間や関係機関と連携し、継続的な
来訪の促進を目指します。

観光

企業誘致を進めるとともに、工業用地の確
保や整備について検討を進めます。
また、中小企業に対する取組を支援すると
ともに、伝統産業の振興を図ります。

雇用 ・消費生活

就労機会を確保するとともに、就労環境の
整備と職業能力の向上などに努めます。
また、消費者保護のため、相談体制の充実
や広報活動等の消費者教育を推進します。

自立した経営のまち　＜計画の推進＞７
広報 ・広聴

町からの情報提供を一層進め、町民のまち
づくりに対する参加意識の高揚に努めま
す。また、町政に関する幅広い町民の意見
等を把握し、それらをまちづくりに反映す
るよう努めます。

行財政改革

地方分権改革の考えにより、自らの責任と
判断においてまちづくりを進めます。
また、行政サービスの向上を図るため、簡
素で効率的な行政運営を計画的に進めま
す。

広域行政

事務事業の効率化を推進するため、比企広
域市町村圏組合、小川地区衛生組合、近隣
市町村などとの連携、協力により積極的に
広域行政を推進します。
また、各市町村施設の相互利用、市町村事
務の共同処理や市町村合併についても調査
研究を行います。

はつらつ朝市

比企広域消防本部小川消防署



平成２８年３月

小川町　政策推進課
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小川町第５次総合振興計画（概要版）


