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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２回 議事要旨 

 

◆日時 令和元年６月２８日（金）午前１０時０１分～午後０時０９分 

◆場所 役場３階 大会議室 

◆出席者 小川町有機農業生産グループ代表、小川町移住サポートセンター専門相

談員、埼玉県立小川高等学校長、武蔵野銀行小川支店長、東和銀行小川支店長、

全ヤオコー労働組合中央執行委員、ＮＰＯ法人霜里学校副理事長、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２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、「町への新しい人の流れをつく

る《人口誘導・定住促進》」、「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる《結

婚・出産・子育て》」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） 

子育て支援アプリを使ってどのようなことをやっていきたいのか。子育て

世帯対象のアプリだが、それだけでなく幅広い情報発信ができるとよいので

は。ＳＮＳやアプリをひとつにまとめたほうが、効率がよいのかなとも思う。 

また、自分は第３子以降への給食費助成を知らなかったので、うまく周知

をすることでいい方向にいくのではないかと思う。 

（Ｂさん） 

移住サポートセンター事業について、移住希望者受付件数 80件、町外から

の移住 20 件とあるが、20 件の方はどういったところに魅力を感じて移住を

決心されたのか、逆に移住に至らなかった人についてはどの辺が不足してい

たのか聞きたい。 

（Ｃさん） 

昨年度に限って申し上げると、移住者の一つの傾向としては、有機農業の

研修を終えた単身者、自営業の方が 52％、会社員の方は 27％、他は年金生活

の方等となる。年金生活者の方は移住希望登録者の中では多いが、実際に空

き家を活用した方となるとこのような内訳となる。店舗物件の紹介もしてい

るので、近隣に住みながら小川町に出店するケースや、起業をする際の事務

所を求めるケースもある。 

移住に至っていない方については、それぞれの方の事情に依存する。小川

町をいいなと感じたことから移住希望者登録をする方も多いので、実際には

引っ越しする必要性がない方もいる。また、自身の希望する住宅が町内にな

いことから、町外でいい物件が見つかった方もいる。希望に添える条件を整

えるのであれば、賃貸の戸建て物件が増えた場合、子育て世帯を含め、単身

でない方が移住しやすくなると考えている。 

   軸となる業務としては、移住サポートセンターへ来所した移住希望者の登

録、物件情報の提供を行っている。町内不動産業者にて公開している情報や

窓口で提供いただいた情報のほか、不動産オーナーから直接情報をいただい

たり、空き家バンクと連携したりして物件を紹介している。物件については

スタッフが現地を見に行き、確認したうえで紹介するようにしている。移住

希望登録者には、月１回町内イベントや物件情報を送っている。また、登録

状況から空き店舗のニーズがあることが分かっていたので、昨年度は空き店

舗見学会とリノベーションのワークショップを開催した。 

   行政区長へのヒアリングも行っており、空き家状況や地域のお祭り等につ

いて教えていただき、物件マッチングに情報を活用するほか、移住決定者を

区長に紹介することでスムーズに地域に馴染めるよう案内している。 

（Ｄさん） 

有機農法や自然は小川町の特色なので、どんどんアピールして移住者を増

やしていただければ。ホンダ関連も含めた新しく転入してくる方が、そのま

ま小川町で結婚して住んでもらえれば、若い世代が増えるかなと思う。 

（事務局） 

賃貸の方が戸建てを構えると定住人口につながると思う。年齢でホンダの

独身寮を出なくてはならない等の事情もあると思うが、小川町を気に入って

もらって住み続けてもらえれば。 
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（Ｅさん） 

ホンダの工場移転のような、大規模な人口異動の要因が起きることはなか

なかない。チャンスと捉えて、住んでもらうだけではなく、お金や人が流れ

るような取組を町として行ったほうがよいと思う。小川町に住みたい方は、

広い庭がある家や農業をするイメージを持つ方が多く、アパートやマンショ

ンに住むイメージをしている方は少ないと思うので、戸建ての物件がある程

度ないとと思う。 

（住の魅力体験）ツアーを開催して、お祭りを見たり農業体験をしたりし

ていると思うが、民泊のようなところで１週間や１か月暮らせる住まいが提

供できれば、より具体性が出てくる。需要に対して、商業物件や住宅物件に

しても流通量が圧倒的に少ないという気はしているので、町としても、民泊

に対して補助や整備などを行ったほうがよいのではと思っている。 

（Ｆさん） 

移住者について、どこら辺から来られているか。 

（Ｃさん） 

移住希望登録者でのカウントだと、昨年は東京都 44 件、県内 22 件、その

他 14件。埼玉の都市部（県南）の方から比企郡や秩父エリアに移住希望され

る方が比較的多く、それ以外だと小川町の場合は東京都が多くなっている。 

（Ｆさん） 

旅行会社も移住ツアーを企画することが多いが、近い地域から参加する方

が多いことから、都内のマンション住まいの方に田舎暮らしを体験してもら

うツアーを作ろうかと考えているところ。マンション住まいだと庭がなく自

然に触れる機会がないので、例えば沿線の地域を結びつけて、定期的に田舎

暮らしの体験や子どもが自然で遊べるようなツアーをやってみようという話

をしている。その中で、マンション住まいの方が将来的に一戸建てを持ちた

いとした場合、小川町を選ぶ可能性も十分あると思う。今後、例えば小川町

と一緒に、県南や都内の不動産会社と連携して移住のサポートができればい

いなと考えている。 

   また、群馬県長野原町でクラインガルテンを行っているが、予約が殺到し

ている。そこに住むのが目的でなく、東京に住みながら農業体験をして、本

当に気に入れば移住しようという感じ。有機野菜や農業が特色となっている

小川町なら、クラインガルテンも一つの方法だと思う。 

   やはり、イベントや町の情報を流して興味を持って通ってもらい、最終的

に移住に繋がればそれが一番いいのかなと思う。 

（事務局） 

最近の有機研修生の移住・定住意向の現実はどのようなものか、伺えれば。 

（Ｇさん） 

自分はかつて研修を受けた側で、16年前に自力で情報収集をして移住した

が、当時移住サポートセンターがあったらすごくよかったなと思う。 

（Ｈさん） 

有機農業に関心を持つ方はとても多く、有機農業の体験セミナーの参加者

を募集するとすぐに定員に達する。農業を生業とするのは難しいけれど、東

京から癒しを求めて小川町に来る方はとても多いと思う。また、下里に来て

10年になるが、子どもの数がすごく減っているのを実感している。下里地区

の新規の小学生は３人だけであり、町中でもそのような状況。移住サポート
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センターもすごく頑張っており、風光明媚で有機野菜が安く手に入るし、子

育てするにはよい環境だと思うが、大きな流れを変えるのは難しい。 

（Ｉさん） 

みどりが丘地区もだいぶ子どもが減っている。家の近くも空き家が多い。

そういったところは空き家バンクに登録されているのだろうか。 

（事務局） 

空き家所有者の中には、色々な思いもあって、貸すのも売るのも抵抗があ

る方もいる。空き家だからといって、すぐに活用できるものでもないのが現

状。 

（Ｃさん） 

片付けが面倒で放置している件数は多い。そういった物件は相続も済んで

いないことが多く、そこがクリアされていないと空き家バンクには登録がで

きない。移住サポートセンターの場合は、片付け途中で相続未済でも物件登

録の受付はしているものの、要件を整備していただかないと実際の売買や賃

貸はできないため、時間がかかる。物件が古ければ古いほど労力が大きくな

るので、相続人が諦めてしまうケースも多い。そのため、（比較的物件が新し

い）みどりが丘は、町内の他の地域に比べて不動産業者に売りに出すケース

が多いと思う。 

（Ｉさん） 

お試しで１か月等住んでもらえれば、より小川町の良さが分かるかと思う。 

（事務局） 

片付けが大変ということであれば、片付け業者に依頼する場合の費用を一

部補助することで、空き家の利用促進を図る取組をしている自治体もある。

しかし、個人のやるべきことに対し公金を使って支援をするのか、という考

え方もあるし、それが人口増に繋がりにぎやかになるならよいのでは、とい

う考え方もある。そういったところについて、意見があれば伺いたい。 

（Ｊさん） 

人口が増えるのであればいいと思う。 

（Ｄさん） 

そういった取組には賛成で、不動産業者に聞いても空き家がそのままにな

っていると聞くし、戸建てを求めている方も多いと思う。 

（Ｅさん） 

価値の高い都心に近い物件であれば、相続などの問題も含めて不動産業者

が権利関係を調整したうえで買い取ってくれることも多いが、小川町だと不

動産業者にとって踏み込むのは難しいところ。片付け費用を数件補助しただ

けでは一部の人間に利益提供するだけとなるので、町として政策的にエリア

を集中して行わないと、抜本的な改善とならない。 

（Ａさん） 

新駅ができるのはビジネスチャンスだと思っている。ターミナル駅のある

小川町に住んだほうが楽だと思うし、東小川の空き家とマッチングができれ

ばいいと思う。今回の大きなチャンスに対して、ホンダに対して町が何かし

らのアプローチをしないと。待っているだけでは進まない。助成や移住サポ

ートセンターの全面的バックアップなど、大きな流れに町が協力すれば、住

む人も増える。是非ともホンダとのやり取りの中で、町ができることを考え

ていただければ。また、小川町に足を運んでくれる方に小川町のいいところ
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を伝えるのであれば、元々住んでいる方へのアプローチもセットで行うこと

によって、いいまちづくりや移住・定住促進に繋がると思う。 

（事務局） 

活用できる空き家を増やすことによって、将来的に行政や住民へ有形無形

で返ってくるということで、空き家利用促進のために公費をかけてもよいと

思うか。 

（Ａさん） 

思う。 

（Ｇさん） 

現在自分は自力で引越し中だが、サポートの案として、業者に片付けを丸

投げするのではなく、軽トラの貸出などや処分場への搬入のサポートがある

とありがたいと思う。 

（事務局） 

子育てについての意見も伺えればと思う。子育て世帯にアンケートを取っ

たところ、多かった意見は「経済的な支援をしてほしい」「大きな公園がほし

い」の２つ。行政の子育て支援の考え方の参考とさせていただければ。 

（Ａさん） 

分かりやすく政策を出すべきだと思っていて、町全体がこういうことをす

るので公費を使うと分かりやすく周知することによって、人からの了解は得

やすいと思う。発信方法を変えていけばいいとは思う。 

（Ｃさん） 

自分も子育て中だが、小川町の子育て支援の内容が不十分と感じたことは

個人的にはない。給食費が第３子以降無償等、妥当な線で判断している政策

が多いと思う。払えるのに払わなくていいとかでなくて、本当に支援を必要

としている人に対しての支援というレベルで判断していると個人的には思っ

ている。出産後、家族からの支援をもらうのが難しい人に対しての介助支援

などを行っている自治体もあり、色々と細かい子育て支援はある。ただその

制度があるからと言ってそこに住むかというと、一瞬しか利用のチャンスが

ないので何とかやり過ごす部分もある。 

支援制度というより、あったらいいと思うのは子育てコミュニティ。母親

は仕事を辞めたりセーブをしたりしながら一定期間過ごすが、その間助けて

くれる同世代や友達、話し相手は必要。個人的には子育てコミュニティの求

心力は大きいのではと思う。行政で作るのはなかなか難しいと思うので、き

っかけとしてココットで声掛けをしたりコーディネートしたり、そういった

支援や枠組みづくりは必要かと思う。 

（Ｊさん） 

第３子以降給食費無償化は最近知った。滑川町の給食費無償化を聞くと、

小川町で子育てしている人としてはやはり比べてしまう。 

（事務局） 

例えば、小川町としては給食費をもらい、その中で小川町産の有機野菜や

米などを使った給食を提供するとしたら魅力になると思うか。 

（Ｊさん） 

魅力になると思う。そういったところをアピールしていくといい。 

（Ｈさん） 

魅力になると思う。自身も第３子以降給食費無償化の対象世帯だが、厳し
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い財政の中で十分やってもらっていると実感している。空き家活用の話に戻

るが、農地は売買で動くことはないが、今は利用権設定により、貸主借主双

方にとって比較的手軽に賃借ができる。また、空き家の片付けの一部助成な

どしてあげることで、心動かされる所有者もいると思う。ホンダが移転して

くるのであれば、アピールをして家族で移住してもらえたらと思う。 

（Ｉさん） 

子育て世帯電動自転車利用支援事業について、雨の日は使えないとすると

借りる方は少ないと思う。ガソリン代の補助をしてあげるのはどうか。 

（事務局） 

車を利用しない人や、一家に一台しか車がなく、家族が出勤で乗っていっ

てしまう人もいる。 

（Ｉさん） 

婚活支援事業について、町内だけでなく日本全国に発信したらよいのでは

と思う。そうすると小川町のよさがＰＲできるかと思う。 

（Ｆさん） 

参加者 100人のうち 30人のカップル成立はすごい。例えばそういう方々に

対して花火大会の特別席を設けて招待するとか、小川町で食事会を設けるな

ど、カップルになってそこで終わりではなく、ずっと引き留めて小川町に住

まわせるにはどうするかが大事。 

（Ａさん） 

特別感があると嬉しいと思う。 

（Ｆさん） 

空き家について、一部の個人だけに対する補助という話があったが、個人

的にはいきなり町の政策としてやっていくのがもし難しければ、実証実験と

して１年間だけと決めてやっていくのもありかと思う。ただ、自営業の方の

移住が多いので、一般の住宅に補助しても効果があるかどうかというところ。

自営業や有機農家を目指す方にとって体験しやすいものが良いかと思う。そ

ういう使い方であれば、いきなり手広くというよりも、町として政策的に実

施していくということを捉えやすくて良いかと思う。 

他には、町民の方がそういったところに町の税金を使っていいと思うかと

いう話が出てくるかと思うが、メリットデメリットをしっかり理解してもら

う。税金を使うことには思うところがあるかもしれないが、それよりも人が

いなくなるとこの町はこうなるということを知ってもらうことが重要。小川

高校が取り組む「おがわ学」においても、子どもが減少するとこういうこと

になる、ということを生徒に知ってもらい、そこから将来的に小川町に人を

増やしていこうという話になってくればいいと思う。また、経済的支援も大

事だが、それよりも思い切って差別化を図り、地域の魅力を上げることで全

国的な知名度が上がるのが一番だと思う。観光や子育て、教育など、すべて

において魅力を上げるということを町全体で考えたほうがよいかと思う。 

また会社員の移住について、通勤が一番のハードルなので、池袋までこん

なに近い等のＰＲのほか、何らかの方法が取れれば、会社員の方も住みやす

くなるかと思う。 

（事務局） 

昔、通勤の支援策の一つとして、ＴＪライナーの座席指定券を何枚か補助

し、週に１回は座席指定で帰ってこられるという風に支援をしたら通勤のハ
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ードルが下がるのでは、と検討したことはある。例えば静岡のほうでは、勤

務先からの新幹線通勤の手当てがない方については補助するという自治体が

ある。 

（Ｆさん） 

栃木市は新たに移住した方に対し、浅草までの特急代を補助している。 

（事務局） 

熊谷市も新たに移住した人に補助をしている。新しい住民に手厚く、もと

もとの住民に対しては何もないのでは、という思いも常に心配されるところ

だが、費用対効果についての説明責任を果たすというところに尽きると思う。 

（Ｂさん） 

婚活支援事業について、商工会青年部から小川高校を会場とできないかと

相談をいただいたが、日程調整ができずお断りした。今年は会場としてはお

貸しできないが、例えば生徒たちが運営のお手伝いをする等、学校としては

全面的に協力したい気持ちはある。 

また、子育て支援に関して、一般論として聞いていただきたいが、本当に

色々な家庭がある。昔では想像できないような環境で子どもたちが生きざる

を得ない家庭があるのが事実。そういう中で、一律に支援をする考え方もあ

るが、子どもたちに必要な公的支援をいただけるというのはとても大事なこ

とかと思うので、ぜひ何らかの形で検討をお願いしたい。 

（Ｅさん） 

埼玉県は企業誘致において最多だが、その中で小川町はどうかというとこ

ろ。具体的な数字は言えないが、小川町全体の金融機関の融資や残高がだん

だん減っている。子育て支援など色々な政策を打って住みやすい町にしてい

くためには、財源がなければ抜本的なものはできない。ホンダの工場が移転

してくるような話は、将来的にも多分ない話で、そこに町がどこまでうまく

取り組めるか。このタイミングを逸すると大きな損失になる。 

また、観光で人を呼ぶほうがまだハードルは低く、移住はその先に来る話。

東秩父村や嵐山町などの花のイベントに相当の人が来ているので、小川町に

限らず比企郡等の地域が一体となって観光事業を進めていき、ひとつのパッ

ケージングをしていかないとどうかという気はしている。 

（事務局） 

奨学金制度充実事業については、今年度で区切りをつけて新しい取組を考

えているところだが、進学を考えているものの経済的な理由でためらってい

る子を後押しできるような奨学金制度は必要という考え方でよいか。 

（Ｂさん） 

国の給付型奨学金等は充実してきている。ただ、子どもたちの将来の夢を 

実現するためにも、奨学金含めた支援策はこれで十分というものはないと思

う。何らかの形で検討いただけるとありがたい。 

 

 

  


