
地域の未来を考える政策プロジェクト会議 

 

比企地域（東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村） 

 
 日付 参加者   内容 

第１回 27年 2月 10 日 東松山市  滑川町 
嵐山町   小川町 
川島町   吉見町 
鳩山町   ときがわ町 
東秩父村 
 

１ 比企地域の現況について 
 
２ 県の人口減少・少子高齢化対策等 
  について 
 
３ 管内市町村の人口減少・少子高齢 
  対策等について 
 
＜主な内容・意見＞ 
○比企地域では、県内でも際立って合
計特殊出生率が低い市町村が多いこと
を確認した 

県 地域振興センター 
  地域政策課等 

第２回 27年 4月 23 日 東松山市  滑川町 
嵐山町   小川町 
川島町   吉見町 
鳩山町   ときがわ町 
東秩父村 
 

１ 埼玉県・埼玉大学共同意識調査の 
  結果について 
 
２ 比企地域の現状・課題整理 
 
３ 人口減少・少子高齢対策の提案 
  意見交換 
 
＜主な内容・意見＞ 
○地域内の住民の奪い合いが懸念さ
れ、地域一体で役割分担することが必
要 
○観光による交流人口の増加、農業の
活性化が課題 

県 地域振興センター 
  地域政策課等 
彩の国さいたま人づくり
連合  

第３回 27年 5月 29 日 東松山市  滑川町 
嵐山町   小川町 
川島町   吉見町 
鳩山町   ときがわ町 
東秩父村 
 

１ 課題整理・取組 
 ・安心して子供を産み育てるための 
    対策について 
 
２ 専門家アドバイス 
  講師：（一財）地域開発研究所  
 
＜主な内容・意見＞ 
○地域外への 20～30 歳代の流出抑制
のため、保護者の負担軽減策など子育
て支援の充実を図ることが重要 

県 地域振興センター 
  地域政策課 
彩の国さいたま人づくり
連合  

第４回 27年 6月 25日 東松山市  滑川町 
嵐山町   小川町 
川島町   吉見町 
鳩山町   ときがわ町 
東秩父村 
 

１ 課題整理・取組 
 ・生産年齢人口の減少時代の経済活 
    性化について 
 
２ 専門家アドバイス 
  講師：マキュアス 
 
３ ワーキングの設置について 
 
＜主な内容・意見＞ 
○観光振興のため、無形文化遺産の「和
紙（細川紙）」の活用や、比企地域を周
遊観光できるよう商工会等の横の連携
を図るべきではないか 

県 地域振興センター   
彩の国さいたま人づくり
連合  
金融機関（３） 



作業部会 
第１回 

27年 7月 14日 東松山市  滑川町 
嵐山町   小川町 
川島町   吉見町 
鳩山町   ときがわ町 
東秩父村 

１ 合同婚活パーティー開催について 
２ 出会い機関の常設について 
 
＜主な内容・意見＞ 
○婚活パーティを広域的に開催するこ
とが効果的である 
○個人情報の問題等から出会い機関の
常設化は難しいのではないか 

県 地域振興センター  

第５回 27年 7月 21日 東松山市  滑川町 
嵐山町   小川町 
川島町   吉見町 
東秩父村 
欠席：鳩山町、ときがわ町 
 

１ 課題整理・取組 
 ・人口減少時代におけるまちづくり 
 
２ 専門家アドバイス 
  講師：ＪＴＢ総合研究所  
 
＜主な内容・意見＞ 
○空き家の紹介や転入者への助成、バ
ス網の充実などの取組が必要 

県 地域振興センター 
  地域政策課 

金融機関（４） 

作業部会 
第２回 

27年 7月 22日 東松山市  嵐山町 
小川町   川島町 
吉見町   鳩山町 
ときがわ町  
欠席：滑川町、東秩父村 

１  ターゲットに合わせた広域・複合 
   的観光ルート開発 
２  観光情報発信の強化 
 
＜主な内容・意見＞ 
○元気アップ実行委員会（9市町村と
センターで構成）の発展、強化を図る
ことが必要 

県 地域振興センター 
 

作業部会 
第３回 

27年 7月 28日 東松山市  滑川町 
嵐山町   小川町 
川島町   吉見町 
鳩山町   ときがわ町 
東秩父村 

１ 合同就職説明会の実施について 
２ 自営業の後継者不足 
 
＜主な内容・意見＞ 
○合同就職説明会を広域的に開催する
ことが効果的である 
○継業を希望するニーズの把握が困難 

県 地域振興センター 
 

作業部会 
第４回 

27年 7月 30日 東松山市  滑川町 
嵐山町   小川町 
川島町   吉見町 
鳩山町   ときがわ町 
欠席：東秩父村 

１ 農業に関心のある人の取込につい 
  て 
 
＜主な内容・意見＞ 
○市民農園・農業体験者を観光、交流
人口につなげていく。 
〇農業を本格的にやりたい人の移住に
ついては住居の確保が重要 

県 地域振興センター等 
 

課長 
会議 

27年 8月 21日 東松山市  滑川町 
嵐山町   小川町 
川島町   吉見町 
鳩山町   ときがわ町 
東秩父村 

１ これまでの検討状況について 
 
２ 少子化対策・交通問題について 
 
＜主な内容・意見＞ 
○県庁関係各課と意見交換 

県 地域振興センター 
  地域政策課等 

第６回 27年 9月 30日 東松山市  滑川町 
嵐山町   小川町 
川島町   吉見町 
鳩山町   ときがわ町 
東秩父村 

１ 報告書案について 

 

＜主な内容・意見＞ 

○報告書作成に向けて、これまでの議
論の整理・意見交換を行った 県 地域振興センター 

  地域政策課 
金融機関（４） 

 
 
 
 
 
 



第７回 28年 2月 12 日 東松山市  滑川町 

嵐山町   小川町 

川島町   吉見町 

鳩山町   ときがわ町 

東秩父村 

１ 比企地域の未来を考える政策プロ 

  ジェクト会議検討結果報告 

 ★ 詳細はこちら  

 

 比企地域の現状、課題及び今後の取組 

 ①人口 

 ②子ども 

 ③活力 

 ④まちづくり 

  

(課題、対応にあたっての視点) 

 ①結婚・子育て支援」 

 ・若い世代の有配偶率が県内で最も低い 

 ②「流入・交流人口の増加」 

 ・定住者を獲得する 

 ・農業人口の減少・高齢化の緩和 

 

２ 川越比企地域振興センター東松山 

  事務所の今後の取組 

３ 元気アップ実行委員会の今後の取組 

４ 各市町村の今後の取組 

県 地域振興センター 
  地域政策課 

 
 

http://sam-cms01.inside.pref.saitama.lg.jp/cms8341/a0106/documents/06phiki.pdf

