
小川町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議 

平成２９年度第１回 議事要旨 

 

◆日 時 平成２９年５月１１日（木） 午後１時３０分～午後４時 

◆場 所 小川町役場３階 大会議室 

◆出席者 小川町商工会長、小川町区長会長、比企西部地区労働組合協議会長、 

小川町民生・児童委員協議会長、小川町社会福祉協議会事務局次長、 

埼玉県川越比企地域振興センター東松山事務所長、 

埼玉県寄居林業事務所長、小川消防署副署長、医師、 

埼玉大学社会調査研究センター長、文化財保護委員会委員長、 

NPO 法人たすけあいほっとライフ小川代表、NPO 法人霜里学校代表、 

公募による参加者３名、埼玉縣信用金庫小川支店長、 

埼玉りそな銀行小川支店長、武蔵野銀行小川支店長、 

東和銀行小川支店長、埼玉新聞特別編集委員 

◆事務局 副町長、政策推進課長、政策推進課主幹、政策推進課主査 

 

◆次 第 

進行 政策推進課主幹 

１．開 会 

２．あいさつ     副町長、小川町商工会長 

３．配付資料の確認  政策推進課主幹 

４．参加者紹介    政策推進課主査 

５．報告事項     政策推進課主査 

  ⑴ 平成２８年度地方創生関連事業の実績報告について 

  ⑵ 平成２９年度地方創生関連事業の進捗状況（本年度予定）について 

  ⑶ 地方創生拠点整備交付金並びに地方創生推進交付金の申請について  

 ６．意見交換 

 ７．その他 

 ８．閉 会 
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【６．意見交換】 

⑴ 平成２８年度地方創生関連事業の実績報告について 

 
１ いきいき子育て支援事業（就学支援助成金） 

・子育て支援の事業ばかりやって、子育て世帯の減少をくい止めるといっても、

移住希望者にとっては、希望の所になかなか住めない状況である。山の中の景

色の良い所に住みたくても、調整区域では家が建てられない。住めないのに移

住定住促進というのではなく、（調整区域の問題も）合わせて考えてほしい。 
・現在の安倍内閣で教育費の無償化が論じられており、実現の可能性がありそう

に思う。これに伴い、いち早く高等学校までの教育費を無償化にしてはどうか。 
・「いきいき子育て支援」として始めた事業であり、小川町周辺市町村と比較し、

より手厚い支援（金）を助成することにより、他市町村との差別化をして、町

内に移り住むことや子育て世帯の減少、抑制に取組むべきだと思う。 
・就学準備のための費用への助成は周囲からの評判もとても良く、また、地域通

貨券での配付は、それまで利用したことが無い地域の商店を利用するきっかけ

となっているため、この事業を継続することは、子育て世帯の減少数抑制と地

域活性化に繋がると考える。事前のＰＲがあると更に効果的だと思う。 
・教育費でお金がかかる時期は、私立幼稚園、高校、大学だと思う。義務教育の

時期は比較的かからない。なお、１人１人の子どもに一律２５，０００円を助

成することは、一見、公平のように見受けられますが、一歩踏み込んでみると、

富裕層への助成金は砂糖をまぶすことになるのではないかと思う。本当に生活

困難者の家庭だけで良いのではないか（例：年収３００万円以下の家庭には、

一律３０，０００円を給付など）。町の予算は、できるだけ大事に、無駄をなく

して有効に活用していただきたいと思う。 
・小川町には町立幼稚園が無く、私立幼稚園入園の際には入園料、保育料、制服

代等がかかり、かなり高額だと感じるため、小学校入学時よりも入園準備にか

かる家庭の負担の方が大きいのではないかと思う。よって、就学支援助成金よ

りも就園支援助成金の方が必要ではないか。 
・少子高齢社会で人口減少が急速に進む小川町で、少子化対策としての「子育て

政策」をきめ細かく打ち出すというのは重要だと考える。 
 
２ いきいき子育て支援事業（第３子以降給食無償化） 

・給食費の無償化は第１子より行う。少子化により、第３子まで出産する家庭が

少ない現在、恩恵を受ける家庭が少ないと思う。第１子より対象にすればイン

パクトが大きいと思う。 
・「いきいき子育て支援」として始めた事業の更なる拡充として、第３子以降に加

え、第２子の小学生１・２年時まで給食無償化を検討してはどうか（対象者が

多くなり財源確保が課題になると思うが）。 
・子育て世帯の減少抑制に繋げるためには、もう少し対象を広げる必要があるの

ではないか。 
・良いと思う。その他に、１人親の家庭で年収３００万円以下の家庭は、第１子

から無償化にした方が良いと思う（実際に、ある小学校では、給食費未納者が

半数近くもいるクラスがあると聞いている。）。 
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３ 多子世帯保育料軽減事業 

・無償化できれば、他地域との差別化が図れると思う。 
・「いきいき子育て支援」の一環として、継続することが望ましいと思われる。 
・この事業は、小川町の子育てのしやすさに繋がると考えられ、継続することで

出生数が増加するきっかけになる可能性が高いと考える。 
 
４ いきいき子育てサポート事業 
・サポートシステムとして、シンプルでより分かり易く、使い勝手の良いアプリ

ケーションプログラムを開発し、より安心して子育てのできる生活環境を作り

出すことを考えていただきたい。 
・アプリの開発費用が高額に感じる。 
 
５ 子育て世帯電動自転車利用支援事業 
・子育てに必要な移動手段として、ＰＲ活動を行い普及促進に繋げるべきだと思

う。子育て世帯にとって、利便性や安心して子育てができる環境をつくること

により、子育て世代にも住みよい小川町を確立すべきだと思う（更に台数を増

やす必要があると考える）。 
・借受けた世帯が、どの程度の頻度で活用しているのか把握しておいた方が良い。 
 
６ 民間保育所等整備補助金 

・多くの費用をかけたのだから、よく利用してもらうＰＲ活動や、この保育園に

バックアップしていくとか、取組姿勢についてはどう考えているか。 
→保育園を整備する際は、国の補助金が活用できる。社会福祉法人の自己資金も

必要であり、町の施策として国・県の補助金以外の法人の負担額をさらに半分

にするという制度である。町独自に上乗せし、保育所設置の補助を重ねている

ので、有効活用を図っていく必要がある。今回小川保育園は低年齢児を受け入

れる施設を整備。低年齢児の保育の要望は強い。その要望に応えるため、町独

自の上乗せをしてこの補助金を創設した。現状は有効活用されている。低年齢

児を預けて働きたいという家庭については、この定員分、確実に要望に応えて

いるので、効果はあると考える。 
・国からの補助金を含め事業展開をしていることから、施設整備後の利用活用Ｐ

Ｒや利用実態把握をして、活用状況の実態報告を適宜することが望まれる。 
 
７ 奨学金制度充実事業 

・町に住み続けてもらうために返還金の一部を助成するということだと思うが、

職業の自由があるので、精神的抑制をかけることになるのではないか。小川町

に魅力があればこのようなことをしなくてもたくさん人が住むと考える。対象

者はお金を借りても勉強したい人なので、中には都内で働きたいという人もい

るのではないか。 
→小川町の制度では、大学４年間で借りた奨学金は卒業後４年間で返還する。就

職したばかりの頃は一般的に給料が高くないが、奨学金の返済プラス住民税も

あり、かなり負担になる。卒業後小川町に住み、町に住民税を納めるのであれ

ば、その分くらいの奨学金はお返しいただかなくてもよいのではないかと考え、

町民税を払えばその分の奨学金返済は免除すると組み立てた。小川町では大学

卒業後、すぐに転出する人が多い。小川町に住んでいれば奨学金（住民税相当
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分）を返済しなくてもよいというのが一つの動機づけになるのではないかと考

えた。職業の自由の問題についてだが、本人に義務を課すものではなく、返済

の義務を免除することにより動機づけを行うと考えている。 
・小川に住んでいれば奨学金（住民税相当分）を免除という話だったが、住所は

小川町だが、実際には住んでない人の把握はしているのか。 
→原則、住民登録があるかないかで実績値等を積み上げている。居住実態は把握

の仕様がないので、この制度を行う上では他の部分の効果を考え実施していく。 
・この事業は継続的に支援をすべき事業であると思う。 
・予算次第ではあるが、あと５，０００円～１０，０００円引き上げることはで

きないだろうか。 
 
８ お見合い大作戦事業 

・婚活事業は（２９年度で）３年目になる。カップルはできるが、結婚に至るま

でが難しい。正式に把握はしていないが、何組かは結ばれたという話も聞いて

いる。プライバシーの問題もあるので、（結婚に至ったか）後追いは難しいが、

今年は練りながら、結婚される方が是非小川町に住むよう目標を持って実施し

ていきたい。 
・町内在住者の参加が少ない。前提は婚活が主なテーマではあるが、そのことは

余り意識させないで、「和紙の町 ふれあいイベント Ｔｗｏ Ｓｈｏｔ」的な

感覚で開催されることが望ましいのではないか。 
・男性参加者を小川町在住者に限定した方が、結婚した場合、引き続き小川町に

住んでいただけるのではないかと思う。 
・若い方だけではなく、１人暮らしの中高年の方のお見合いも良いと思う。 
・かつてはどこにでも年頃の男女を結び付けようというお節介な方がいたが、現

在では隣近所の付き合いが希薄になり、そのようなことは少なくなっている。

これは、縁が無く独身というケースが多くなっている一因ではないかと思われ

る。そのなかで、このような事業によりお互いに良い結婚相手と出会う機会に

なれば良いと思う。本人にとってもそうだが、ご両親のことを考えると、この

政策をとても身近に感じる。 
 
９ 移住サポートセンター事業 

・移住サポートセンター事業を受託している NPO 法人霜里学校より報告。 
Ｈ２８．５より開所し、移住・定住希望者受付件数（リスト作成）が９７件（１

世帯１件でカウント）で、そのうち移住・２地域居住・空き家活用の決定数が

１０件。希望者の平均年齢は５０歳で、希望者の内訳は子育て後の夫婦が一番

多く、次に独身者（若者から高齢者まで）、次に小学校入学前の子どもがいる家

庭となる。埼玉県南地域からの移住希望者が一番多く（５５％）、次が都内から

の移住となる。 
・起業の相談、小川町に店を出したいという相談もある。店舗兼住居の物件がい

いなど様々な希望があるが、（市街地の所有者が）土地と建物の所有者が別であ

ったり、廃業してもその場所に住んでいたり、なかなか希望の物件が出てこな

い。地域の実情を把握するため、町内の地区を回っている。地域の声を大事に

しながら、移住・定住の事業を進めている。空き家があれば、また情報があれ

ば移住サポートセンターにお声がけいただきたい。小川町の魅力発信のため、

ＨＰやＳＮＳで小川のイベントや活動・取組などを紹介している。取組などを
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行っている方がいたら、町の魅力として発信できるので情報をいただきたい。

町外だけでなく、町内の方も知らないことがあると思うので、見ていただけた

ら良い。 
・平成２８年度は移住等が１０件成立し、希望者の平均年齢は５０歳ということ

なので、随分可能性があると感じた。 
→想定より多かった。ただ、移住だけでなく、定住という形で、町内に住んでい

たがアパートを借りていた人が、持家を手に入れて定住したという件数も含ま

れている。 
・移住サポートセンター事業は町の事業で、ＮＰＯ法人霜里学校に委託している。

町としては、昨年から固定資産税の納税通知書の中に案内を同封し、貸せる物

件はありませんかと周知を行っている。所有者に（町が実施している）空き家

バンクへの登録を促し、物件数を増やす取組を町としては実施している。 
・埼玉県でも有楽町（ふるさと回帰支援センター内）に移住相談窓口・アグリラ

イフサポートセンターを設け、都内から埼玉県に農業と絡めた移住を進めよう

としている。県と連携して進めていければよいと考えるが、県の取組みについ

ては。 
→埼玉県だけに特化した団体ではないが、小川町を含めた情報提供をしている。

今年も団体と比企広域の市町村の間で意見交換を予定している。 
・東小川には約１３０～１４０軒、みどりが丘には約１００軒の空き家がある。

しかし、移住希望者が希望する物件は、平屋、畑付き、有機農業ができる土地

付きなどであり、目線が違うように思う。空き家バンクに登録されても、移住

希望者は東小川やみどりが丘のような物件は望んでいないのではないか。 
→田舎暮らしを希望する人が多いのは事実。ただ、実際古民家に住んでみると、

新しい家の方が住み心地がよいという人もいる。まず、住む人の意識を変えて

いただくことで応対している。いきなり小川町に移住ではなく、まず賃貸で住

んでみて、地域を見てから、住むところを決めるのがよいと案内している。東

小川やみどりが丘の物件に興味を持って見に行く人も多い。東小川の物件は安

いので、魅力を感じる人も多い。子育て世帯は周りに同世代の子どもがいるこ

とが大きなポイントとなる。そのようなことを話し、地域の良さも伝え、移住

希望者の意識を徐々に変えてもらうようにしている。車で行けば、近くに貸農

園もあるので、畑作業をしたい人には紹介しながら対応している。 
・移住者に対しては購入資金の援助、空き家購入者に対してはリフォーム代等の

援助を行って、若者の購入を促進する。農業応援事業とは別とする。 
・移住・定住可能な優れた物件の調達や、移住・定住希望者へのＰＲ活動を展開

し、希望者が、より移住・定住しやすい方策（システム）を考え、人口増に繋

げられるよう配慮すべきである。 
・適切な情報提供が可能な窓口があることは、移住しやすさに繋がると考えられ

るため、この事業の継続は世帯増加に繋がると考える。特に、小川町の有機農

業が盛んな、豊かな自然のある環境に魅力を感じて移住を希望される方が多い

ように感じる。最近、小川保育園にも海外から移住されてきた方が入園されま

した。移住することを決めた理由の１つが、お子さんを預けたいと思う、気に

入った保育園であったことと聞いている。金銭的な負担軽減以外にも、心身共

に健やかに成長できるような教育の場があることは、子育て世帯の減少抑制や

人口増加に繋がる可能性が高いと考える。 
・現在、老朽化したマンションが問題となっているが、小川町の場合、庭付き一
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戸建ては条件に合っていると思う。見通しがあると思う。 
 
１０ 健康長寿ウオーキング事業 

・元気な長寿社会を目指すために、４０代、５０代を含め、この事業に多数の参

加者を募るべきである。健康な方が多くなることにより、町財政の医療費の負

担軽減に結びつくよう事業展開すべきである。 
・越生町のように、コースを決めて月１～２回、ハイキングの催しをしながら参

加者を広く募集し、ウオーキングを楽しむというのはどうだろうか（コースの

拠点は各公民館とし、記念品、賞品、賞状などを用意）。 
・埼玉県が進める「コバトン健康マイレージ」のサイトで、２５の市町村の参加

リストの中に小川町があった。独自の「健康長寿ウオーキング」から「健康マ

イレージ」への切替えで、隣接する嵐山、東秩父と同じ方式になり、ＰＲ面な

どで相乗効果も期待できる。健康マイレージで毎日長距離を歩く習慣がつくこ

とで健康が維持でき、更に、医療や介護などの社会保障費の削減に繋がる。２

～３年すれば、健康マイレージの登録者が高齢者を中心に増え、朝夕に歩く人

が多くなれば元気な人が増え、中長期的には医療費などにも変化が出てくると

思う。 
 
１１ いきいきタクシー券事業 
・デマンドタクシー運行事業と併せて、町負担、住民負担の軽減あるいは利用者

の利便性等を考慮し、相互に最適な機能を持ち合わせたシンプル・イズ・ベス

トのシステムをつくることが望まれる。 
・タクシー会社の利用者が増加し有益だと思う。 
 
１２ 小川町地域公共交通活性化協議会負担金 
・いきいきタクシー券事業と併せて、町負担、住民負担の軽減あるいは利用者の

利便性等を考慮し、相互に最適な機能を持ち合わせたシンプル・イズ・ベスト

のシステムをつくることが望まれる。 
・自分自身は八和田在住ですが、高齢化が少しずつ進んでいることを実感してい

る。公共交通機関が利用できる状況にないため、デマンドタクシー（バス）は

その地域で高齢者が生活を続けるためには必須と考える。 
・特に高齢者の方、障害のある方にとってはとても重要で、必要な項目であると

思う。 
・当初の計画に基づき、平成２９年度からの段階的な導入を目指して進めてきた

が、昨年度、大河地区と八和田地区において実施した実証実験では、町内１１

箇所で説明会を開催したにも係わらず、利用者は想定より少ない結果となった。

実証実験の結果を見る限り、運行計画の更なる改善が必要を思われるので、導

入開始時期を１年遅らせ、平成２９年度はデマンドタクシー本格導入に向けた

再検討・準備期間に充てたいと考える。 
 なお、導入開始時期の変更に伴い、地域再生計画に定めたＫＰＩ指標を一部変

更したい。 
→進捗状況を踏まえ了解された。 
 
１３ 総合戦略推進補助金 
・小川町の実態（あらゆる観点）を踏まえ、町の活性化に結び付けられるアイデ
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アを生み出せる人材の発掘が必要であり、専属の担当を設ける必要があると思

われる（例えば、町内の由緒ある神社・仏閣の朱印収集巡りが確立可能である

とか、神社・仏閣の朱印やインフラの整備を行い、既存観光資源とコラボでき

るかを検討することなど。ハードルは高いが、町の活性化に向け色々なことが

考えられる。）。 
・町の特長を生かした食べ物（Ｂ級グルメ等）をＰＲできる事業があれば、積極

的に補助対象としてみてはどうか。 
・現時点では、町内在住者が自分たちの住んでいる町の魅力の再発見や繋がりづ

くりに役立っていると感じる。町内在住者が楽しんでその地域で生活できるこ

とは、町の活性化に繋がり、人口増へ繋がる可能性もあると考え、町内在住者

も参加したくなるようなイベントの開催を、個人的にも希望する。 
・素晴らしい事業だと思う。是非頑張っていただきたい。 
 
１４ 地域福祉委員配置事業補助金 

・飯田地区でも過疎化、高齢化が進んでいる。民生委員を選ぶのにも非常に苦慮

しており、民生委員の平均年齢は７０歳を超えている。さらに地域福祉委員を

配置するということだが、地域のコミュニケーションが希薄になっている部分

もあり、実態は難しい。 
→平成２８年１２月から地域福祉委員の制度を開始。４・５月にも委嘱し、２２

地区７７名の配置になった。２０２５年には高齢化がピークになり、高齢化率

は４０％になる見通し。社会福祉協議会としては、６０代は勿論、支援できる

人であれば支援する側に回っていただきたいと考えている。民生委員の中には

一人で２００世帯を担当する人もいる。そこをフォローするのが地域福祉委員

の役目である。民生委員は成り手がいない状況であり、負担の少ない地域福祉

委員を設定した。年をとっても元気で地域に住み続けられるようこの制度を始

めた。 
・民生委員の補助的役割となる地域福祉委員の配置に伴い、活動状況の実態を把

握すべきである。この事業は、健康長寿ウオーキング事業との兼ね合いがある

と思われる。元気なお年寄りが増え、今まで通り民生委員のみで対応できるよ

うになると良い。国民健康保険事業とも密接に関わりがある。 
・民生委員を引き受けてくれる方でさえ見つけるのが難しいようなので、地域福

祉委員は委員報酬をもう少し引き上げてみてはどうか。 
・委員報酬５００円は少額すぎると思う。商店街で利用できる地域振興券として

用意しても良いのではないだろうか。 
 
１５ 小川町駅北側整備事業 
・小川高校の町への貢献度が薄いので、駅前開発のために移転し、駅ビルの開発

が必要と考える。（北側には）古い街並みも無く、あまり魅力の無い小川町に近

代的な駅ビルを建設することは、人口増加対策には欠かせないと考える。 
・北口の設置やそれに伴う道路整備等を含め、考えられる機能や設備を設置し、

整備後に追加が発生しないよう綿密に計画を立て事業に取組むべきである。 
・北側を整備するにあたり、特長ある商店街や住宅地の整備等を行ってはどうか。 
・駅北側が整備されれば、とても便利になる。素晴らしいと思う。 
・当初設定したＫＰＩである「駅北側地域（みどりが丘地区）における空き家活

用件数」について、事業は計画に沿って進捗しているものの、交渉の相手方が
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あることから現時点で公にできない部分も多く、駅北側整備を前面に押し出し

た活用件数の伸びを数値目標とすることは、今一つ効果が見えづらい。 
 よって、地域再生計画に定めるＫＰＩを、より効果が見えやすく、活動内容が

直接的に反映される「移住サポートセンターにおける移住・定住マッチング件

数」に変更し、当該件数を管理指標とすることで、人口の集積・定住促進によ

るにぎわいの創出を確実に図りたいと考える。 
→進捗状況を踏まえ了解された。 
 
１６ 小川町元気な農業応援事業 
・町の活性化に向けた応援事業として、有機野菜「おがわ野菜」の定義を明確に

すべきである。新鮮さは勿論のこと、形状や重さなどを含め、消費者から「お

がわ野菜」が貴重とされるイメージを確立することが必要と思われる。 
・稼げる農業としての仕組みを確立するために、共同で利用可能な加工場の設置

は有効なのではないかと考える。また、地元の有機食材を給食に取入れていた

だくことは、町としての魅力にも繋がると思う。 
・旧下里分校と霜里農場を見学に行った。なお、県立農林公園では、農業指導、

収穫体験、販売を行っていて、たいへん参考になると思う。 
 
１７ ユネスコ和紙ブランド推進連携事業 
・石州半紙、本美濃紙、細川紙の３紙で和紙の需要拡大を検討するとともに、共

同開発や独自開発するものなど、商品化に向けて大いに連携を図るべきだと思

う。 
・和紙を使用した商品開発を行い、新商品を販売していただきたい。特に、和紙

ではできないだろうと思うような商品開発を望む（例：コップなど）。 
・和紙の新商品開発の１つの手段として、広報等で地域住民のアイデアを募集し

てみてはいかがでしょうか（記念品や賞品、賞状を用意）。 
 
１８ 小川和紙の生業支援推進事業 
・ユネスコ和紙ブランド推進連携事業を通じ、和紙の需要拡大が図れることによ

り、この事業では絶え間ない工夫等を行い、高品質の楮が増産できるよう生産

活動に取組むべきである。 
・原料の楮生産については引き続き安定供給を目指すと同時に、今後は後継者の

育成に更に力を注いでいただきたい。 
・楮の収穫量を１６０㎏確保することは難しいハードルではありますが、今後の

楮の量産と安定供給が重要だと思う。 
・小川和紙の生業支援は必要だと思う。和紙の製造技術や製法の伝承とともに、

産業として生き抜かなければならない。更に、作るだけではなく販売も重要で

ある。和紙の販売面で課題があるように思う。肝心の埼玉伝統工芸会館の販売

コーナーは、賞品の数に対して狭いと思う。町内で入った和紙販売店も地味だ

った。ユネスコ世界遺産になった和紙の販売部門を、もっと魅力的にする努力

が必要だと感じる。 
 
⑵～⑶ 平成２９年度地方創生関連事業の進捗状況（本年度予定）について 他 
 

○健康マイレージ事業 
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・マイレージの（ポイントをためた）ご褒美は具体的に決まっているのか。 
→現在、所管課にて制度設計中。埼玉県の健康マイレージ事業に参加しているの

で、県のご褒美（抽選）はあるが、町としてもどのような特典がよいか関係課

で詰めているところである。 
・当事業の参加者は高齢者が多いのか。 
→申込者４３名の年齢の構成は、事務局では把握していない。昨年度、小川町独

自の制度として実施したものを、平成２９年度からは埼玉県が実施する健康マ

イレージ事業に町として参加する形となった。 
・旧下里分校の管理を行っているが、高齢者に管理人を交代でお願いしている。

そのような支援がないとやっていけない状況なので、マイレージだけでなく、

町の事業等いろいろ参加していただけるようなものがあれば良い。 
・県のＨＰを見ると、県内２５市町村が準備を進めている。健康のためにウオー

キングが良いことがいろいろな面で実証されており、自治体の財政的にもプラ

スになると聞いている。体力等のデータをとって、プレゼントすることは企業

等でも実施しており、時代の流れになっていくと考える。ウオーキングのルー

トを設定して歩いてもらえば、恐らくそこが整備されていく。関連のやり方に

よって、町外からウオーキングのために来て、歩いていくという可能性が出て

くる。広い意味での観光開発につながっていくのではないか。 
 
○小川町空き店舗等活用補助金 

・商工会は補助金事業で事業者数により補助金額が変わる。人口減少が進み、商

店街でも廃業者が多く事業者数が減っている。現在、事業者数は約１，２００

だが、１，０００を切ると補助金が相当カットされる。創業支援は重要なので、

是非ともお願いしたい。 
・（金融機関としては）創業支援について独自の支援はあるのか。 
→創業事業については事業計画を一番重視する。また、手持ち資金、保証機関と

の連携も重視し、県の制度資金等を利用しながら創業事業に対応していくとい

うのが基本スタンスである。金融機関としてもバックアップし、アドバイスし

ながら協力していきたい。 
 
○その他全般 

・（外から見た小川町について。）総合計画策定時以来の参加。コンサルに委託し

て計画を策定し、小川町固有の計画かどうかという指摘もあったかと思うが、

現在は一新して個別の事業を実施している。率直な意見交換が行われ、行政だ

けでなく、ＮＰＯや医者、現場をわかっている者がフロントに立って町を引っ

張っているという印象を受けた。 
・外出支援について、たすけあいほっとライフに登録している人は約４００人。

その内１００人は生活サポートを受けており、３００人は要支援・要介護を受

けている。前者は国・県の補助があるが、後者は福祉有償運送の金額（タクシ

ー代の半額程度）を自前で支払っている。福祉有償運送については、町内ボラ

ンティアが輸送しており、１時間６００円でボランティアは働いている状況で

ある。ボランティアに対する後ろ盾があれば検討していただきたい。 
→社会福祉協議会でボランティアの取りまとめをしている。福祉有償運送は国土

交通省の管轄であり、公共交通の一翼を担っている。住民意識調査等でも交通

の便が悪いという意見があり、公共交通網形成計画を策定し、町内の公共交通
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をいかに維持していくか、いかに使いやすくするかを検討し、公共交通網の維

持整備に取り組んでいる。町民の交通の便をいかに向上させるかという問題で

あり、福祉の面では福祉有償運送という特別な枠の中で担っていただいている

が、担い手がいないという懸念もある。先程のお話のとおり、高齢者になって

も元気な方には活躍の場を設けていかなければならない。高齢になっても元気

な方には支える側に回っていただき、活躍できるような町づくりが求められて

いる。公共交通の一翼を担っていただいている部分については、ボランティア

の方にも積極的に活躍していただき、福祉有償運送の制度を維持できるように

していく必要がある。 
・万葉集の関係の事業が（地方創生関連事業の中に）なかった。仙覚律師や紫草

の栽培・展示会等を軸にして、小川町の万葉集という訴えかけが残っているの

ではないか。 
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