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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）午後２時００分～午後３時５６分 

◆場所 リリックおがわ２階 会議室３ 

◆出席者 小川町商工会青年部副部長、㈱ヤオコーコーポレートブランド戦略部長、

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、小川町移住サポート

センター専門相談員、立教大学コミュニティ福祉学部教授、埼玉縣信用金庫小川

支店、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、

若者未来会議代表、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】 

（事務局） 

移住サポートセンターは県内で最初に開始した事業であり、設置から３年

が経過した。業務内容の紹介をしていただければ。 

（Ａさん） 

基本的な機能としては、移住希望者の方と空き家や土地の所有者の方との

マッチングを行っている。移住サポートセンターへ来所した移住希望者から

住居や暮らし方の希望を伺ったうえで登録をしていただき、空き家や土地の

所有者についても基本的には同様の形で登録していただいている。 

また、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、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。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

インタビューという形で伺っている。移住決定者を区長に紹介することで、

スムーズに地域になじめるよう案内している。 

そのほか、住の魅力体験ツアーや県主催の移住セミナーにも参加している。

主催事業としては、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。毎年少しずつ業務内容は変わっているが、昨年については

そのような形で行った。 

（Ｂさん） 

いち早く取り組まれているということで、移住サポートセンターは県から

も注目されている。県では、有楽町のふるさと回帰支援センターに埼玉県の

相談員を配置し、埼玉県全体への移住にトータルで取り組んでいる。 

（Ｃさん） 

たいへん熱心にやっており、実績を挙げていると思っている。ただ、町中

は土地と上物の所有者が異なるということが多く、借りるのが難しいと聞い

ている。そのあたりは行政区長へのヒアリングを通して開拓していることと

思う。 

（Ａさん） 

土地と上物の所有者が異なることについては、行政区長にインタビューを

行ったりしており、空き物件である話やその所有者の話も教えてくれる。問

題は所有者が貸すという考えかどうか。そのままにしがちな方も多いと思う

が、（空き物件のある）街並みについてどんな考えを持つ所有者かにもよって

くる。 

（Ｃさん） 

移住・定住マッチング件数の 27件のうち、町中の物件は何件か。 

（Ａさん） 

昨年度については、４件。 

（事務局） 

空き家のマッチングについて、難しさを理解されている中で何かアイディ

ア等あれば伺いたい。 

（Ｃさん） 

地道に地主との関係を築くに尽きる。小川町はとてもフレンドリーでよそ

者を受け入れてくれやすい土地ではあるが、実際利益が絡むと難しくなると
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いうのは、色々と活用してきた中で実感している。地主や区長等と連携を取

っていくしかないと思うし、急に解決できる策はないと思っている。 

（Ｄさん） 

移住・定住マッチング件数 27 件、移住希望者受付件数 80 件はすごい。不

動産業者の情報も利用しているとのことだが、もう少し実績の数字が伸びて

いく可能性はあるのでは。 

（Ａさん） 

移住サポートセンターの利用者のみを捉えた報告なので、移住者の総数は

もっと多いと思う。ＮＰＯと仲良くなって、交流人口の時期を経て定住され

た方もいるし、潜在的な小川町の魅力や色々な組織が移住に結びついている

のだと思う。 

また、物件化していない空き家はまだまだあるので、それらが増えるとと

もに移住希望者の選択肢も増えるし、移住サポートセンター以外にも移住に

繋がるような町の施策もあると思うので、実績が伸びる可能性はあると思う。 

（Ｅさん） 

移住希望者が小川町に住む理由について伺いたい。 

（Ａさん） 

大半の方が、「自然があるところに住みたい」という理由。具体的には「畑

をやりたい」とか、「子育てにいい環境だと思っている」「待機児童がゼロだ

から」という子育て世帯もいる。小川町で有機農業の研修をしている方で、

「小川町で就農したい」という方もいる。また、既に小川町に移住している

が、より農業をしやすい家を探して転居したいという有機農家のサポートも

している。 

（Ｅさん） 

年齢層について伺いたい。 

（Ａさん） 

職業でいうと、自営業は 52％、会社員の方は 27％、それ以外の年金生活者

等は 21％になる。移住者についてはシニアの割合は高くないが、移住希望登

録者としてはシニアの割合は高い。最近メディアで移住の話題が多いことか

ら、移住サポートセンターに登録してみようと思う方もおり、実際には引っ

越す必要性がないため移住に至らないケースが多い。 

（Ｅさん） 

登録はネットでも可能か。 

（Ａさん） 

電話とネットでも相談には応じるが、登録としてカウントするのは直接お

会いした方のみ。 

（事務局） 

今のところは移住サポートセンターの方針でもある。移住後に地域性と自

分の考えが合わず失敗したと感じることのないよう、顔を合わせて希望を聞

き取り、地域にマッチングするよう考えて丁寧な運営をしていただいている。 

（Ｅさん） 

小川町は有機農業が盛んで、有機農家の移住者が一定数いるとのことなの

で、どうやって産業と移住をくっつけていくことができるかということを金

融機関としては考えていきたい。 
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（Ｆさん） 

一軒家の家賃はどのくらいかかるものか。また、町内在住者の空き家活用

件数４件とのことだが、具体的な事例について伺いたい。 

（Ａさん） 

家賃は条件による。一軒家の賃貸の場合、安いと 45,000円。例えばみどり

が丘や東小川の４ＬＤＫを賃貸すると、60,000～80,000円。町内在住者の空

き家活用件数については、有機農業者、霜里学校主催の野菜塾参加者等、事

務所兼自宅として活用した方となる。移住サポートセンターを通して移住し

たが、自分の理想の家を再度探したいという方や、事業の関係で改めて探し

たいという事例。 

（Ｆさん） 

例えば「小川ぐらし×小川そだち」のフリーペーパーにしても、ストーリ

ーや経緯にフォーカスしていたと思うが、一般の不動産業者のように、物件

の間取りの構図や中の様子など、物件情報として提供があれば、より移住す

るときのイメージがつきやすいと思う。 

（事務局） 

住宅団地でも空き家が多くなっているが、所有者の意向で売ったり貸した

りしたがらないケースがある。空き家だがまだ片付けが済んでいないケース

もあり、そういった場合、片付け費用を町が援助する等の方法も考えられな

くはない。例えば、自分の所有する家を公費で片付けてもらった後に賃貸に

出したとして、家賃収入は所有者のものになるが、その場合税金の使い方と

してどうかということになる。ただ、それにより空き家に新しい人が住み、

町のにぎわいや経済効果が生まれる。そのバランスを考えることが大事なの

ではという意見もある。 

（Ｇさん） 

最近空き店舗にカレー屋が入ったりして、小川町にも有名なお店ができた

と町外の友人に自慢できたり、ダイレクトに恩恵を感じることができる。店

舗や飲食店が増えると活気づくし、若者としては嬉しく感じる。 

（Ｃさん） 

旧養蚕伝習場だった玉成舎という建物が空き家となり、老朽化が進み所有

者は困っていた。取り壊す直前に所有者から町都市政策課に相談があり、Ｎ

ＰＯに連絡をいただいた。それをきっかけとして保存の方策を考え始めた中、

町内飲食店が玉成舎を買い取ってくれ、複合施設として生まれ変わることと

なった。テレビでも取り上げられ、にぎわう店となっている。来店者が町の

他の場所にも立ち寄るようになり、少しずつ活気を増す効果を生んでいるよ

うに思う。現在は第２、第３の物件を進めている最中。 

（事務局） 

小川町の大きな課題が、若い女性の転出。結婚する方が少なくなり、子ど

もが生まれなくなる。若い方が小川町の頑張りを感じるのは大事なこと。 

（Ｈさん） 

空き家がたくさんあるところで、移住でなく、民泊のような宿泊用に使え

たり、わくわくするところがもう少しあるといいなと思う。楽しめるスポッ

トとして空き家を活用する動きはあるのかな、と気になった。若い人がわく

わくするような仕組みが大切。 
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（Ｇさん） 

ずっと地元で育ってきて、仕事で一度は小川町を出ると思うが、ある程度

年を取ったら小川町に戻りたいという話を仲間内でしている。例えば、自分

は料理が好きなので、小料理屋を出す支援をしていただいたりしたら、小川

町でのセカンドライフをイメージしやすくなると思う。 

（Ｆさん） 

最近オープンした飲食店のオーナーは元々小川町出身で、飲食店を開きた

いと考えたときに、将来的に小川町への回帰も念頭に入れて店舗を探してい

た。開業等でＵターンしてくれる人に対しての「おかえり助成制度」みたい

なものがあっても面白いのかと思う。 

（Ｄさん） 

前任が寄居だったが、転入すると補助を受けられる。ただ、元々賃貸で住

んでいて物件を購入しようというケースが非常に多いのに、それには補助が

出ず、よそから来た方には補助が出るのはおかしい、という意見の方がいた。

それを考えると、地元の方について少し助成があっても面白いと思う。 

（Ｅさん） 

開業は経済的に負担が大きいと思うが、金融機関としては融資したものが

返ってくるかという視点もあり、難しいところ。だが商工会など色々なとこ

ろのサポートを受ける中で、金融機関としてサポートできる部分は連携して

やっていかなければならないし、地域活性化に繋がるのなら、我々としても

積極的に支援していきたい。 

（事務局） 

もうひとつのテーマの結婚・出産・子育てについて。今年度子ども・子育

て支援事業計画を策定するにあたり、アンケートを取ったところ、子育て世

帯が望むこととして、「経済的な支援」「大きな公園が欲しい」というものが

多かった。現在経済的な支援としては、子育て支援金や第３子以降給食費無

償化等がある。 

小川町は通常給食費をいただいているが、手間賃は含まれておらず、実質

材料費のみである。中学生まで給食費を無償化している自治体については、

材料費も無償化していることになる。これについて、実際子どもが食べるも

のについては保護者が当然に負担するものであるという意見もあるし、経済

的支援を求める声が多いのだから無償化にすべきという意見もある。文科省

の制度で、一定基準以下の収入の世帯については、実質無償化となっており、

本当に経済的支援を必要とする世帯については無償化されている。 

また、給食費については現行の金額のままとして、有機農業が盛んである

ことを生かして、有機米や有機野菜で給食を作り、内容で小川町らしさをア

ピールする方法もある。 

（Ｆさん） 

給食費の問題で言えば、払えるのに払わない家庭も多いと聞くので、一律

にする必要はないかと思う。所得によってケースバイケースで設定する。ま

た、有機米や有機野菜を給食に使うというのはいいと思う。 

（Ｇさん） 

出生率が下がっていると聞くので、３人目はレアケースだと思う。町外か

ら来る先生は小川の給食がすごくおいしいと言っていて、今思うと確かにす

ごくおいしかった。無償化にして給食のクオリティが下がるのは子どもたち
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が可哀想だと思うので、無償化にしなくても、前提の金額を下げて一定程度

のお金を集金するのがいいのかなと思う。子どもができたら、有機野菜の給

食を食べさせてあげたいと思うのではないか。 

（Ｄさん） 

多子世帯保育料軽減事業について、３人目はインパクトがないというのが

第一印象。移住希望者はこういった面を見ると思う。 

（Ｈさん） 

有機米や有機野菜を給食に使うのは大賛成。価格競争ではなく、付加価値

をどうつけていくか考えていくほうが、長い目で見たときにありがたみやよ

さを理解して価値を感じられると思う。極端な話だと、無料だから残しても

いいとなる。多少でもしっかりと中身のレベルを上げたうえで今までと同じ

料金を払うことで対価を感じられるほうが、子どもへの教育にもなると思う。 

（Ｃさん） 

無償化での有機野菜を活用した給食を提案する。所得に関係なく家庭の食

卓が崩壊しているということから、給食は食の最後の防波堤だと思う。誰で

もきちんと栄養が摂れる給食というのは、誰に対しても無償であるべきだと

思う。 

財源としては、職員食堂を併設し、外部へ広く開かれた食堂として有機野

菜を使った食事を有償提供する。無償化か有償化、有機かそうでないかの一

つではなく、いいところを実現するにはどうすればいいか考えると、これが

正しいことだと思う。 

（事務局） 

現在の給食センターがかなり老朽化しているが、この更新もひとつの課題。

給食だけでなく他のものも調理するという考え方はあるが、給食センターが

それ以外のことをすると、国の補助金がもらえない。補助金は基本的に３分

の１がもらえる。給食費を無償化した場合、小川町だと１億円くらいかかる。

食堂で１億円の上がりが出せれば行ける。 

（Ｆさん） 

学校給食もオープンスペースにして、兼子ども食堂みたいに、単身の高齢

者やネグレクトを受けている子どもも一緒に交流しながら、生徒たちと一緒

に食べられる環境というのは難しいか。 

（事務局） 

就学前のお子さんであれば参加できるかもしれないが、その場所まで来る

ことが難しい。 

（Ｅさん） 

私は給食費を無償化にする必要はないと思っている。有機野菜を使ってブ

ランド価値を高めるのは当然いいことだと思う。子どもの経済的負担として

は、医療費や給食費がシンボリックだが、給食費は毎月出ていくものなので

家計の中で何となく節約できて払えたり、子どものセーフティネットとして

賄えたりする部分は大きいと思う。 

本当に保護者が負担に感じるときというと、一時的な多額の医療費や、修

学旅行等への出費のほうが負担感は大きいと思う。給食は食べるものなので、

ある程度の経済的負担は割り切って、そこに回す補助があるのであれば、例

えば所得の少ない世帯に対して修学旅行の際一時金が出るとしたほうが、学

校全体の幸せ感は増えると個人的には思う。 
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（Ｂさん） 

人口はこの先必ず減少するので、各市町村での奪い合いとなる。価格競争

だと必ずどこかで疲弊してしまう。どうしても財政の負担が大きくなり、一

旦始めるとずっと続ける覚悟が必要となる。それは財政的にも厳しいので、

有機野菜等の小川町の特色を生かした給食もそうだし、保育所から子どもの

遊び場所まで、子育ての環境をどうパッケージ化していくかを考えていかな

くてはいけないと思う。 

今月から県でも、子どもの居場所づくりの取組に対してアドバイザーの派

遣を行っている。ＮＰＯ等の力を借りていく形になるが、どうコーディネー

トしていくか、お金がないなりの知恵を出していくことがこれからは必要と

なっていく。 

（事務局） 

行政として子ども食堂を立ち上げてはいないが、ＮＰＯとの連携を図った

子ども食堂の立ち上げなりを検討している。子ども食堂にも難しさはあり、

既に個人で始めている方がいるが、プラスαで宿題を見てあげたりしていた

ところ、一般家庭の子が集まってくる一方で本来来てもらいたい子どもが来

なくなってしまったケースも聞く。 

（Ｆさん） 

父が子ども食堂を手伝っているが、やはりターゲットとなるお子さんは来

ていないと聞いた。 

（事務局） 

子ども食堂の考え方は必要なことなので、いかに支援を届けたい人に来て

いただくかが課題。 

また、婚活支援事業についてご意見を伺えればと思う。 

（Ｈさん） 

カップル率がすごく高いので、効果が出ているなら回数を増やしていった

らいいのでは。小川の自然を生かして、畑作業やキャンプをしながらといっ

た内容にすると、他の地域とはまた違う特色が出るし、似たような価値観を

持つ人が集まるかと思う。 

（Ｆさん） 

飲食店に特別メニューを一日置いて、ステッカーを貼った参加者は割安で

食べられ、お互い声もかけやすくなる。そういったイベントを月１でやれば

よいのでは、という意見は他の方から聞いたことがある。 

（Ｇさん） 

今日話を聞いて、こんなに色々やっているんだ、すごいな小川町、と思っ

たし、こういったことを自分たち若者世代が知らないのはもったいないと思

った。自分たちが一番情報を得るのはＳＮＳで、ツイッターやインスタグラ

ムが情報源となっている。ホームページだとアクセスした人しか情報が分か

らないが、ＳＮＳを活用すると町外の友達に広めたりできるので、小川町の

魅力が伝わるのではないかと思った。 

（Ｃさん） 

前回も言ったが、ただ人口減少を食い止めるだけでなく、小川町の希望を

持てる未来像のようなものを文章で補足して、小川町の魅力と結び付けて皆

が共有できるようなツールが必要だと思っている。 
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（Ｆさん） 

小川イケメングランプリのような催しを行い、小川町にはこんな魅力的な

男性がいるということをＳＮＳから発信するのはどうか。小川町は人も魅力

的な地域資源だと思うので、そういうことを打ち出して外部の女性に足を運

んでもらい投票してもらうとか、そういう引き込み方も面白いかなと思う。 

 

 

  


