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小川町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議 

令和元年度第１回 議事要旨 

 

◆日時 令和元年５月２１日（火）午前１０時００分～午後０時０６分 

◆場所 リリックおがわ２階 会議室３ 

◆出席者 埼玉県川越比企地域振興センター東松山事務所地域調整幹、立教大学コ

ミュニティ福祉学部教授、埼玉県立小川高等学校長、埼玉縣信用金庫小川支店長、

埼玉りそな銀行小川支店長、ＮＰＯ法人小川町創り文化プロジェクト理事、東武

トップツアーズ㈱企画仕入本部事業企画部副部長、公募による参加者１名 

◆事務局出席者 政策推進課長、政策推進課主幹、政策推進課主査、政策推進課主

任 

◆次第  進行 政策推進課 主幹 

１．開会     

２．あいさつ  政策推進課 課長 

３．配布資料の確認  政策推進課 主幹 

４．報告事項 

  ⑴平成３０年度地方創生関連事業の実績報告について 

   政策推進課 主査 

  ⑵平成３１年度地方創生関連事業の進捗状況（本年度予定）について 

   政策推進課 主任 

 ５．意見交換  座長 政策推進課 課長 

 ６．その他 

 ７．閉会 

 

※本会議では、推進会議構成員を午前・午後の２グループに分け、小川町まち・ひ

と・しごと創生総合戦略の４つの基本目標のうち、「町における安定した雇用を創

出する《しごとづくり》」、「まちづくり・地域活性化を推進する《魅力・活力、安

全・安心》」に関連する事業の報告及び意見交換を行いました。 
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【意見交換】 

（Ａさん） 

デマンドタクシーの予算が高いが、費用対効果はどのくらいか。タクシー

会社が１社しかないため、競合されていない。デマンドタクシーを充実する

ことによってどれだけ効果があったのか、人口減少に対してどれだけのアプ

ローチがあったのかが気になる。 

（事務局） 

費用対効果については難しいところだが、この制度を取り入れたことによ

って町の交通空白地域は解消された。直接的に人口減少抑制にどこまで役立

ったかというのはこの事業では出てこないが、これからの高齢化社会に向け

ての移動手段という面では成果がある。予算額の約 2,100 万円は、そういっ

た補助が積み重なってきた数字となる。 

（Ａさん） 

利用された方の年齢については。 

（事務局） 

高齢者が圧倒的であり、病院利用が多い。 

（Ａさん） 

所管は都市政策課となっているが、福祉ではないのか。 

（事務局） 

公共交通の一部として捉えている。便利ではあるが利用すればするだけ費

用対効果の問題は出てくるので、始めてから１年半の実績を基に、利用方法

について見直しの機会を設けることが決定されている。 

（Ａさん） 

現状タクシー会社１社による運営なので、競合させたほうがよいのかなと

思っている。企業間の競争で費用が下がれば、その分を違ったことに使える。 

（事務局） 

タクシー料金は国の認可制なので、競争相手がいても運賃は変動しないが、

タクシー会社１社のみで台数が限られているため、待ち時間が長い等のご意

見を伺っている。サービス面など、金額に表れない付帯の部分については、

他の企業の参入により改善が見込まれるところも多く出てくるかと思う。 

（Ｂさん） 

企業誘致推進事業について、「エリア内に農振農用地が存在するため埼玉

県との調整が必要」とあるが、農業振興地域を工業団地へ変更するには相当

時間がかかると思う。具体的にどの程度進んでいるのか。 

（事務局） 

盆地である特性上、小川町は平らな土地が少なく、広い土地を確保しよう

とすると山や農地が絡んでくる。農振農用地は農地転用の申請をする前に、

農振農用地から除外する手続きを県へ行う必要があり、除外後にそれぞれの

市町村の農業委員会で農地転用の許可をしている。農振農用地の除外を県知

事に認めてもらう機会は年２回しかないため、スケジュールを急ごうとして

も手続きの時間はどうしてもかかってしまう。農振農用地が含まれる割合に

よっては取扱が違う場合があり、国の農業政策からしても、あまり広い土地

の除外は認めてもらえない。 

小川町としても農業は非常に重要と考えており当然配慮していくが、企業
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誘致をなるべく優先していくことが町の中で決定している。この事業につい

ては、農振農用地から除外してもらう取組を始めている段階にある。 

（Ｂさん） 

団地としての整備は厳しいか。 

（事務局） 

どの規模を団地と呼ぶかにもよるが、何社か入っていただけるような少し

大きめなところを想定して検討しているところ。広い土地があると手がつき

やすいと思うが、小川町は大きく平らな土地を一団として確保するのが非常

に難しいので、その中でもやりくりできるところを探して進めている。 

（Ｃさん） 

県とすると、農業振興を図る計画のもと農業振興地域としているところに

ついて除外したいという相談があっても、簡単には許可できない。市町村の

中で色々検討した結果、都市計画としてこの土地を工業団地へ整備していか

なければ、今後のまちづくりが成り立たないというストーリーが必要となる。 

（Ｄさん） 

企業誘致について、町から企業へのアプローチはしているか。 

（事務局） 

企業誘致担当が県内企業を訪問して意向を伺うケースと、ホンダ関連の中

でこの近くに用地を求めたいと相談をいただくケースがある。 

（Ｅさん） 

今週小川町の古民家カフェを取り上げた番組が放送されるが、こういった

情報が全然出てこない。これも時間の積み重ねで初めて出てくる小川町のス

トーリーであり、こういったものを生かして魅力を深めている事例がたくさ

んあることは大きな強みだと思う。外からも注目されているのに活かしきれ

ていないのはとても残念。建物という形で目に見えるわけだから、資源や魅

力は計画的に発信していくことが大事。あるものを活かして、町外の人に対

して街並みをガイドできる町民を養成するような取組をもっとやっていくの

がよいのでは。 

（Ｆさん） 

小川町の潜在的な魅力は知れば知るほど奥が深いと感じる。本校の生徒た

ちが小川町のことを知ることによって、地域に関わることの大切さを身に付

けていくというのはとても大事な課題だと思っているので、３年間かけて町

と連携しながら「おがわ学」を進めていけるということに魅力を感じている。   

観光の視点からお伺いしたいが、地域の魅力を発掘する際のノウハウ等は

あるか。 

（Ｄさん） 

やはり地元の方が地元を楽しむこと。小中学校、高校と郷土愛を育み、大

人になって小川町から出て行ったとしても、自信を持って町の魅力を言える

のがリアルなところだと思う。ＳＮＳ等の発信方法がかなり発展しているの

で、中高生でも自分の町の発信ができる。大人になれば人的交流は広がって

いくので、一人ひとりが小川町をＰＲすればもっとよくなると思う。地元の

方が当たり前だと思っているものが、外部から見るとすごいことだと気づく

ことが重要なのではないかと思う。 

（Ｇさん） 

路地の奥まで探訪しようというワークショップを開催した際、地元の方に
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とっても新発見があったという声を聞き、企画した側としても嬉しかった。

これだけ色んな資源のある町だから、どのように繋げて一つの大きな物語に

していくかがこれからの課題ではないかと思う。 

少し逸れてしまうが、これからの小川町にとって、人口減少抑制と個々の

事業の間に、グランドデザインのようなものが必要ではないか。例えば、視

察に行った岩手県紫波町では、イラストで町のビジョンを表現していた。論

理的なことでなくても、町民みんなが共有できるビジョンがあり、そこから

活動を展開していくというのも小川町に必要だと思う。それができるのは行

政の力。民間として協力はいくらでもするので、行政にはリーダーシップを

発揮していただきたい。 

（Ａさん） 

自分は７年ほど前に引っ越してきて、率直に言うとなんてつまらない場所

なのだろうと思っていた。しかし、色々な集まりに参加する中で、こんなに

いい町はないと皆が言うので周りに目を向けてみたところ、色々なものを発

見できて楽しい。「のんのんびより」を町としてもう少しＰＲしても面白いと

思うし、万葉集は小川町と密接な関係があるとのことなので、令和という新

元号の関係をもっとＰＲしてもよかったかと思う。 

関係人口もそうだが、今住んでいる人たちに対してもある程度ＰＲできる

ものがあると面白い。町内マップに絡めたスタンプラリーなど、興味を持っ

てもらえるようなアプローチがあれば、勝手に興味を持っていくと思う。情

報の発信方法に関してはＳＮＳやインスタグラムもある。観光に関しては少

しでも興味を持ってもらえれば、変わっていくのでは。 

また、困っていることとして、小川町はネット環境が悪い。小川町は地盤

が固いとよく聞くので、地震に強いところにデータを蓄積していく流れがあ

る中、データの蓄積場所に困っている企業に合う環境なのでは、と思ったが、

通信速度が遅いところには来ない。環境整備することにより多種多様な企業

が来ていただけるかとは思う。 

（Ｈさん） 

企業から地盤について直接の問合せはないが、観光資源も含め、魅力が企

業に伝わっていないと感じる。小川町は関越自動車道に近く、地盤がよいと

アピールできる環境になってくれば、金融機関として色々なお客様に案内で

きるかとは思う。 

（事務局） 

東日本大震災のときは、町の大部分は揺れが少なく、大きい被害は出なか

った。企業誘致担当で作成したパンフレットには地盤のことも記載している。 

先ほどのＳＮＳに関して、町が発信するよりも、訪れた人自身が発信して

もらう取組のほうが拡散の効果は高いと思うが、それに関してご意見があれ

ば活かせればと思う。 

（Ａさん） 

鍾乳洞があるが、入れるようにはならないか。 

（事務局） 

その昔は入れたようである。地権者から寄附を受け、現在は町の所有物と

なっている。安全性の調査をしていないため、公開して町の目玉とするには、

調査による安全性の確保が必要となる。 
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（Ａさん） 

お客様にここは面白いと言えるところが１か所でもあれば分かりやすい。

都内で鍾乳洞を見られるところはそうそうないし、せっかくある観光資源を

もう少しピックアップして、調査が必要であれば予算に組み込んでいただけ

ると観光資源が増えるのではないか。 

（Ｂさん） 

万葉集と小川町の関わりを今日知った。耳に入ってこなかったので、同じ

ような町民もいるのではないか。まずは地元の人がある程度認識できるよう

な工夫や仕掛けが必要では。 

（事務局） 

小川町の潜在的な魅力を皆さんに認識していただく機会をいかにして作る

かが課題だと思う。一朝一夕にはいかないと思うが、「おがわ学」では万葉集

を知ることも含め、郷土愛や誇りを地元の人に持っていただける取組になる

かと思う。 

（Ｆさん） 

「主体的」というのが最近の教育のキーワードになっているが、まちづく

りの観点においても、町民皆さんの主体的な意識をいかに呼び出せるのかが

キーワードとなると思った。学校の場合、例えば町のキャッチコピーを考え

る課題を出すと、小川町のことを知るために自然と主体的に取組み、住民の

視点から見ることになる。生徒だけでなく町民も巻き込んで視点を持つと、

活性化に繋がると思う。 

（事務局） 

町の魅力というと和紙を意識する方も多いと思うが、いかがか。 

（Ｃさん） 

大量に売れるというものではないと思うので、和紙を売ることだけでなく、

いかに保存していくのか、魅力をどう伝えていくのか、小川町と東秩父村で

一緒にやっていったほうがよいのではと思う。 

（Ｇさん） 

昨年、和紙体験学習センターで行われた４日間の体験コースに参加した。

他の参加者の意見を聞いたところ、こういった体験のできるところを探して

いたものの、小川町の発信力が低いためになかなか見つけることができず、

遠方に行かなければできないと思っていたとのこと。４日間でこれだけ体験

できるとてもいいコースなので、もっと広めるべきだと言っていた。結果と

して小川町のリピーターとなり、カズヒキ作業のボランティアにも参加して

くれている。 

製品化や職人育成ももちろん大事だが、和紙体験学習センターを関係人口

を作るうえでの拠点のひとつと位置付け、体験に力を入れていくのもありな

のでは、と思った。 

（事務局） 

観光から見て、和紙で人は呼べそうか。 

（Ｄさん） 

呼べると思うが、誰に何を売るかを明確にして進めていかないと、今まで

通りになると思う。発信にばかり力が向いているので、ＰＲにしても外国人

に宣伝するにしても、受入体制を構築したうえで発信するべき。地元に小川

高校があるので、女子生徒のアイディアを取り入れながら若い人に購入いた
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だける商品を一緒に開発していくのもいいと思う。和紙自体、一般の人が使

うことがまずないので、使いやすい商品にしていく。 

（事務局） 

和紙のほか、酒蔵が３つあるが、外国人受けする要素はあるか。 

（Ｄさん） 

４月の酒蔵めぐりでは、結構な外国人が訪れていたので受ける要素だと思

う。有機野菜についても、例えば「ベジタリアンが楽しめる小川町」などの、

尖った戦略も面白い。 

人が集まるのは食と体験、年齢層が高い方は花。小川町は全部持っている

と思うので、どこか１つでも伸ばしたらすごくいいきっかけになると思う。 

（Ｅさん） 

外国人の受入体制について、言葉の壁があると思う。ポケトークは相当な

精度で、50か国語以上対応している。町内で使い慣れている方を養成するな

ど、道具を積極的に使うのもいいと思う。 

町内事業所で働く外国人もこれからどんどん増えると思うが、彼らが休日

遊べるような環境を整え、国の人々に情報発信できるような状況を作るなど、

外国人のネットワークを活用して海外に売り出すのもいいと思う。 

（Ｄさん） 

外国人がストレスなく来られるように、というのはひとつの指標となって

いる。ただ無理に背伸びするよりも、最低限英語から入れればいい。結局人

と人なので、言葉が通じなくてもコミュニケーションは取れると思うので、

町内でガイドの組織があればいいと思う。小川町好きな人が情報発信をして

仲間が増えていくのがひとつのベースだと思うので、そういったコミュニテ

ィがあるなら大事に広げていったほうがいい。 

また、東武線沿線の利用者に情報発信するだけでも全然違うし、連携して

観光ＰＲしていきたいと考えているので、うまく活用していただければと思

う。 

（Ｇさん） 

小川町駅北側整備事業について、どのように開発し、最終的にはどのよう

なものにしたいのか。 

（事務局） 

通勤通学時間は駅前ロータリーが混雑しているため、緩和のねらいも含め、

北に回転広場のある乗降口を作るのが目標。一方で、人口減している中なの

で北口は開設せず、今ある南口に投資をして整備するほうがいいのでは、と

いう意見もある。お考えをいただきたい。 

（Ｇさん） 

高校が目の前にあるので個人的には必要だと思うが、人口減の中、費用対

効果を考えるとどうなのかとも思う。最低限の住民の利便性を考えることが

ベースかと思う。 

（Ａさん） 

高校の生徒数も徐々に減少している中で、どのような在り方が正しいかも

分からない。駅前は大混雑するということだが、例えばセビアン跡地に大き

な立体駐車場があれば電車利用者数も増えるのでは。 

（事務局） 

有料パーキングがある中、行政が無料で駐車場を整備するとしたらどうか。 
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（Ａさん） 

小川町は駐車場が足りない。（有料パーキングの）地権者にはマイナスだと

思うが、町で整備した駐車場があるととても便利。これからホンダ従業員の

住居の問題も発生してくると思われるので、例えば東小川等に住んでいただ

き、駅前に駐車して電車で出勤するというのも渋滞緩和に繋がると思う。人

が増えることによって、駐車場より商業を始めたほうが儲かるとなれば、有

料パーキングの地権者は何か始めると思う。そうなったほうが活性化するし、

魅力あるまちづくりに繋がると思う。 

（Ｈさん） 

弊社は有料駐車場を併設しているが、土日を含めて利用者が多く、ニーズ

はあると思う。池袋に行くときは森林公園に停めるという方も非常に多くい

るので、駅前に駐車場があることによって人の流れも少し変えられるかと思

う。 

（Ｄさん） 

道の駅について、魅力づくりのコンテンツはどのように進めていくのか。

車で来る方の最初の玄関口が道の駅となると思うが、現状だと正直物足りな

い。電車で来る方の玄関口は駅、車で来る方は道の駅だと思うので、そこの

２つをしっかり押さえたほうがいいと思う。 

（Ａさん） 

埼玉伝統工芸会館の入館料は撤廃できないか。埼玉伝統工芸会館でイベン

トをやりたい方はたくさんいるが、有料なのでお客さんは来づらい、と言わ

れる。 

（事務局） 

埼玉伝統工芸会館は町の施設だが、県内各所の伝統工芸品を扱っている。

町の魅力ＰＲに特化したほうがいいのでは、という声もあるが、ご意見があ

れば伺いたい。 

（Ａさん） 

町の施設なのに町以外をＰＲするのもおかしな感じがする。 

（Ｄさん） 

もう少し小川町感を出したほうがよい。 

（Ｇさん） 

和紙は和紙体験学習センターに凝縮して、伝統工芸会館は道の駅機能に特

化したほうがいいのではと思う。 

（Ｈさん） 

町の魅力を発信する場として非常に重要だと思うので、町のものに特化し、

地場産品を買える環境ができればよりよい。 

（Ｃさん） 

小川町にとっては町に特化したほうがいいと思う。 

（Ｅさん） 

外から来た人の玄関口としての機能強化もとても大事なことだと思うが、

いくら外から人が来ても、町の継続性に問題は出てくるかと思う。企業誘致

も必要だが、いかに地域資源を活かして地域の人たちが稼いでいけるのか、

どうすればそのお金が地域に循環するのかというところも考えていく必要が

ある。有機農業や自然循環型の取組が盛んなので、そういった面も町の魅力

として発信していくと、それを求めて人が集まり、結果として人口減少の抑
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制に繋がるのではないか。これまでの考え方で活性化していくのは限界なの

で、価値観を転換し、そのモデルケースとしての小川町を見せる展示場のよ

うな位置づけもできるのでは。 

（Ｆさん） 

車で来る方の玄関口となるのであれば、町中の店の情報発信と商品の販売

をして、それをきっかけに実際に行ってみようと思えるような拠点になれば。 

（Ｂさん） 

情報発信基地としての玄関口がいいのではないか。 

 

 

  


