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改訂にあたって 

 

 日本は本格的な人口減少社会に突入している。日本の総人口は、平成 20（2008）年

前後にピークを迎えた後、減少局面を迎えており、2020 年代の初めには毎年 50 万人程

度の減少、2040 年代には年 90 万人程度の減少にまで加速すると推計されている。ま

た、人口減少は若年人口の減少と老年人口の増加を伴うことから、生産年齢人口の減少

による経済規模の縮小、高齢者の増加による社会保障費の増加など、日本の経済社会に

も大きな影響を及ぼすことが想定されている。 

 

 こうした状況を踏まえ、国では地方創生・人口減少克服に取り組む上での指針となる

「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」、及び地方創生のための施策の基本的方向や

具体的な施策をまとめた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が平成 26（2014）年 12

月に閣議決定された。境町においても、こうした地方創生・人口減少に対応するため、

人口の現状を分析するとともに、今後、目指すべき方向を示す「境町人口ビジョン」及

び「境町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を平成 27（2015）年に策定し、本格的に

人口減少対策に関する取組みを進めてきた。 

 

将来にわたって境町の魅力や活力を維持するためには、町民だけではなく、民間事業

者や大学等の専門的な知見を活用するとともに、スピード感を持って、前例にとらわれ

ない革新的・創造的な政策を打ち出し、持続可能なまちづくりの推進に取り組んでいく

ことが求められている。平成 27（2015）年度から令和元（2019）年度までの 5 年間を

対象とした「境町まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、子育て支援や移住・定住政

策、子育て世代に選ばれる教育環境づくりなどに積極的に取り組んできたが、依然とし

て高齢化や人口減少に伴う多くの課題を抱えている。 

 

そこで、このたび令和 2（2020）年度から令和 6（2024）年度までの 5 年間を対象と

して、「境町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の改訂を実施した。地方創生は、境町

の町民・議会・行政が人口に関する危機感を共有し、地域に活力を与えていくための長

期的な視点が求められる政策である。したがって、「境町まち・ひと・しごと創生総合

戦略」の推進によって、町民・議会・行政のなかに根付いてきた地方創生の意識や取組

みを継続していくことが重要である。加えて、Society5.0 や SDGs など新しい時代の流

れも見据えながら、これまでの取組みを発展的に継承し、さらなる創意工夫によって、

境町の魅力や活力を維持するとともに、人口減少社会に対応したまちづくりを推進し、

「河岸の歴史と自然の恵みあふれる、次世代を育む安らぎとイノベーションのまち 境」

を目指していく。  
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１ 「境町まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定の趣旨 

 

（１）「境町まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定の意義 

 令和元（2019）年 12 月、国では地方創生・人口減少克服に取り組む上での指針とな

る「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン（令和元年改訂版）」、及び今後の 5 年間にわ

たる地方創生のための施策の方向性等をまとめた第 2 期「まち・ひと・しごと創生総合

戦略」が閣議決定された。 

 これまで境町においては「境町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、子育て

支援や移住・定住政策、子育て世代に選ばれる教育環境づくりなどの取組みをすすめて

きた。その結果、境町の人口動態は、これまでの社会減から社会増へと転じることとな

ったが、高齢化の進展に伴う大幅な自然減により総人口は減少傾向にあり、依然として

人口減少に伴う多くの課題を抱えている。 

 そこで境町では、すでに策定されている「第 6 次境町総合計画」及び「境町人口ビジ

ョン」の改訂を踏まえて、引き続き地方創生・人口減少克服に取り組むため、国の第 2

期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を勘案しながら、「境町まち・ひと・しごと総合

戦略」の改訂を行った。この「境町まち・ひと・しごと総合戦略」は、人口減少社会に

対応したまちづくりを進めるための指針となるものである。 

 

（２）「境町まち・ひと・しごと創生総合戦略」位置づけ 

 「境町まち・ひと・しごと創生総合戦略」は、平成 26（2014）年 11 月に制定された

「まち･ひと･しごと創生法」に基づき、境町の「まち・ひと・しごとの創生｣に向けた

目標や施策の基本的方向等をまとめるものである。「境町人口ビジョン」では、境町の

人口の現状や住民の意向を踏まえて、喫緊の課題である人口減少問題に対応し、地方創

生を成し遂げていくため、引き続き下記の 3 つの基本的方針を掲げている。 

 

 ○新しい人の流れの創出と結婚・出産・子育て・教育環境の充実 【ひとの創生】 

 ○地域の雇用確保と若い世代の就労希望の実現 【しごとの創生】 

 ○人口減少社会に対応した安全・安心・快適なまちの実現 【まちの創生】 

 

 「境町まち・ひと・しごと創生総合戦略」は、これらの基本的方針に基づき、第 6 次

境町総合計画及び各種の個別計画との整合を図りながら、分野横断的に取り組む戦略と

して位置づけるものである。 

 また、「茨城県まち・ひと・しごとの創生総合戦略」や、「第 6 次境町総合計画」の評

価及び見直し等に合わせて、適宜見直しを行っていく予定である。 
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（３）「境町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の計画期間 

 「境町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の対象期間は、令和 2（2020）年度から令

和 6（2024）年度までの 5 年間とする（図 1-3-1）。 

 

図１－３－１ 各種計画の計画期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）「境町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の構成 

 境町人口ビジョンを踏まえた上で、政策分野ごとに戦略の大きな柱となる「重点目標」

を設定する。その重点目標の達成に向けて推進する政策を「施策の方向性」としてまと

め、施策の方向性ごとに計画期間のうちに実施する「具体的施策」を提示する。 

 

（５）「境町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の進行管理 

 総合戦略の効果を客観的に検証できるようにするため、重点目標及び施策の基本的方

向の下に規定する具体的施策については、重要業績評価指標（KPI）を設定する。また、

境町まち・ひと・しごと創生本部会議において、毎年、実施状況の総合的な検証等に係

る意見聴取を行うなど、PDCA サイクルによる進行管理を行うことする。 

  

境町人口ビジョン（改訂版） 

（平成 22 年（2010）度～令和 42（2060）年度） 

境町まち・ひと・しごと総合戦略 

（令和 2（2020）年度～6（2024）年度） 

第 6 次境町総合計画 

基本構想（令和元（2019）年度～12（2030）年度） 

前期基本計画（令和元（2019）年度～6（2024）年度） 
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（６）まち・ひと・しごと創生と SDGs（持続可能な会開発目標） 

境町では、まち・ひと・しごと創生の実現に向け、持続可能なまちづくりを推進す

る。これらの取組みは、国連サミットで採択された SDGs（持続可能な開発目標）の

達成に向けた取組みと軌を一にするものであることから、総合戦略の推進に当たって

は、SDGs の観点も踏まえて着実に取組みを進め、国際社会とともに「誰一人取り残

さない」社会の実現を目指すこととする。 

 

図１－６－１ ＳＤＧｓにおける 17の目標 

 

 

〇SDGs（持続可能な開発目標）とは 

 Sustainable Development Goals の略で、平成 27（2015）年 9 月の国連サミット

で採択された令和 12（2030）年を期限とする、先進国を含む国際社会全体の 17 の開

発目標のことを指す。全ての関係者（先進国、途上国、民間企業、NGO、有識者等）

の役割を重視し、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指して、経済・社会・環境

をめぐる広範な課題に統合的に取り組むものである。 
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２ 国の第 2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の概要 

 

（１）国の第 2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」とは 

 国の第 2 期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」は、まち・ひと・しごと創生長期ビ

ジョン（令和元年改訂版）を踏まえ、令和 2（2020）年度を初年度とする今後 5 か年の

目標や施策の方向性等をまとめたものである。 

 

（２）地方創生の目指すべき将来 

① 課題 

急速な人口減少の進行と東京圏への一極集中の傾向により、地方における人口、

特に生産年齢人口が減少している。この状況が継続すると、地方の人口減少が地

域経済の縮小を呼び、地域経済の縮小が更に人口減少を加速させるという負のス

パイラルに陥ることとなる。 

また、都市機能の維持には一定の人口規模と密度が必要なことから、人口減少

により都市機能を維持することが困難となり、地域の魅力・活力を低下させ、更

なる人口流出を招くおそれがある。 

さらに、東京圏にひとが一極集中している状態では、首都直下地震などの巨大

災害による直接的な被害が大きくなるだけでなく、日本経済・社会全体が大きな

ダメージを受けることとなる。 

② 目指すべき将来 

人口減少を和らげるため、結婚、出産、子育ての希望をかなえ、生活面の充実

を図るとともに、文化や歴史、街並み等を活かした「暮らしやすさ」を追求し、

地方の魅力を育み、ひとが集う地域を構築することを目指す。さらに、世界も視

野に入れて、競い合いながら、観光、農業、製造業など、地域ごとの特性を活か

して域外から稼ぐとともに、域外から稼いだ資金を地域発のイノベーションや地

域企業への投資につなげる等、地域の隅々まで循環させることにより、地域経済

を強くしてく。また、人口減少は、その歯止めに時間を要し、歯止めをかけたと

しても一定の人口減少が進行していくと見込まれることから、生活・経済圏の維

持・確保や、生産性の向上などに取り組み、人口減少に適応した地域をつくる必

要がある。 

東京圏についても、人口の一極集中やそれに伴う弊害を是正しつつも、集積の

メリットや、それによるイノベーションの創出機会を最大限に活かせるような環

境づくりを進め、グローバル競争における存在感を高めていく。 

これらを通じて、日本が抱える課題の解決に一体的に取り組み、将来にわたっ

て「活力ある地域社会」の実現と「東京圏への一極集中」の是正を共に目指す。  
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図２－２－１ 地方創生の目指すべき将来 

 

※第 2 期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を参照。 

 

（３）政策の基本目標 

（基本目標１）稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする 

 地域の特性に応じた、生産性が高く、稼ぐ地域の実現 

 安心して働ける環境の実現 

 （基本目標２）地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる 

 地方移住の推進 

 地方とのつながりの構築 

 （基本目標３）結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

 結婚・出産・子育てしやすい環境の整備 

 （基本目標４）ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる 

 活力を生み、安心な生活を実現する環境の確保 

 （横断的な目標１）多様な人材の活躍を推進する 

 多様なひとびとの活躍による地方創生の推進 

 誰もが活躍する地域社会の推進 

 （横断的な目標２）新しい時代の流れを力にする 

 地域における Society 5.0 の推進 

 地方創生 SDGs の実現などの持続可能なまちづくり 

 

（４）まち・ひと・しごとの創生に向けた政策 5原則 

① 自立性 

自治体・民間事業者・個人等の自立につながるような施策に取り組む。 

② 将来性 

施策が一過性の対症療法にとどまらず、将来に向かって、構造的な問題に積極

的に取り組む。 
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③ 地域性 

地域の強みや魅力を活かし、その地域の実態に合った施策を、自主的かつ主体

的に取り組む。 

④ 総合性 

施策の効果をより高めるため、多様な主体との連携や、他の地域、施策との連

携を進めるなど、総合的な施策に取り組む。その上で、限られた財源や時間の中

で最大限の成果を上げるため、直接的に支援する施策に取り組む。 

⑤ 結果重視 

施策の結果を重視するため、明確な PDCA メカニズムの下に、客観的データ

に基づく現状分析や将来予測等により短期・中期の具体的な数値目標を設定した

上で施策に取り組む。その後、政策効果を客観的な指標により評価し、必要な改

善を行う。 

 

（５）国と地方の取組体制と PDCAの整備 

① 地方版総合戦略の策定・推進 

次期「地方版総合戦略」の策定にあたっては、引き続き、各自治体自らが責任

を持って社会・経済状況の変化を捉え地域の将来像を考える観点から、RESAS

の活用のほか、地域金融機関や政府系金融機関、地域内外の有能なマネジメント

人材等の知見を活用し、地域の特性や資源を分析するとともに、各々の地域の特

性に応じた検討プロセスを経て、関係部局が連携して地方版総合戦略に基づく具

体的取組、企画・立案等を進めることが重要である。また、経済圏における取組

なども視野に入れ、行政区域を越えた広域的な連携を考慮する必要がある。 

② PDCA サイクルの確立 

国及び自治体においては、経済・社会の実態に関する分析を行い、EBPM

（Evidence-Based Policy Making；証拠に基づく政策立案）の考え方の下、中長期

的な視野で改善を図っていくための PDCA サイクルを確立することが不可欠で

ある。 

③ 地域の実情に応じた取組に対する国の支援 

国としては引き続き意欲と熱意のある地域の取組を情報、人材、財政の側面で

積極的に支援する。地域の実情に応じた、地域課題の解決と地域の活性化の取組

に対する財政支援として、地方創生推進交付金、地方財政措置を講ずるとともに、

企業版ふるさと納税などの税制の整備を図る。 

④ 政策間連携 

地方創生の取組を一層効率的・効果的にするためには、地方創生の政策間連携

はもとより重要であるが、これにとどまらず、他の政策分野との連携を図る。 
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３ 境町まち・ひと・しごと創生が目指す将来像 

 

（１）境町まち・ひと・しごと創生の基本的方針 

 境町は、新たな広域交通の結節点としての発展が期待され、地理的な利便性を生かし

ながら、人と人、人と自然、都市と農村などの多様な交流の場として期待されている。

そして、今後の人口減少社会を前提として、長期的には、境町で「ひと」をつくり、そ

の「ひと」が「しごと」をつくり、「まち」をつくるという好循環を作り上げていく必

要がある。 

 そこで、「境町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の改訂に当たっては、国の第 2 期

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」のみならず、第 6 次境町総合計画を踏まえ、「境

町人口ビジョン」において引き続き 3 つの基本的方針を設定している（表 3-1-1）。 

 

表３－１－１ 境町まち・ひと・しごと創生の基本的方針 

ひとの創生 

○新しい人の流れの創出と結婚・出産・子育て・教育環境の充実 

 境町への新しい人の流れをつくるため、若者の地域での就労を

促すとともに、移住・定着を促進する。また、町民が安心して結

婚・出産・子育てができるよう、切れ目ない支援を行うとともに、

学校や家庭、地域社会が一丸となった子育て・教育環境の整備を

すすめる。 

しごとの創生 

○地域の雇用確保と若い世代の就労希望の実現 

 経済のグローバル化、長期的な日本経済の停滞や農業従事者の

高齢化・後継者不足は、境町の経済に大きな影響を与えており、

今後もその影響は大きいものと考えられる。そこで、地域の雇用

の確保につながるような取組みや、若い世代の就労希望が実現す

るよう、持続的な地域経済を作りあげていく必要がある。 

まちの創生 

○人口減少社会に対応した安全・安心・快適なまちの実現 

 今後境町に住み、働き、生活を送りたいと考える人や、今後も

境町に住み続けたいと考える人が、安全で快適に暮らせることが

できるまちづくりをすすめる。また、境町の特性に即した施策を

推進するとともに、人口減少・高齢社会に対応したまちづくりを

すすめる。 
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（２）境町まち・ひと・しごと創生が目指すまちの姿 

 境町は、昭和 30（1955）年に境町、長田村、猿島村、森戸村、静村の 1 町 4 村が合

併し、現在の境町となった。昭和 45（1970）年には染谷工業団地、昭和 48（1973）年

には下小橋工業団地が完成し、それに伴って町の人口も増加し、活性化と近代化が進ん

だ。 

 近年では、利根川と田園環境に代表される、豊かな自然と奥行きのある歴史と文化に

より育まれた地域特性を財産として、第 6 次境町総合計画が掲げる「河岸の歴史と自然

の恵みあふれる、次世代を育む安らぎとイノベーションのまち 境」の実現に向けて、

総合的かつ体系的なまちづくりを進めている。 

 一方、東日本大震災や平成 27 年 9 月関東・東北豪雨の教訓から、防災のまちづくり

や、ゲリラ豪雨や利根川の増水などに対応した水害対策への関心度も高くなってきてい

るほか、首都圏中央連絡自動車道（以下「圏央道」という。）整備の波及効果を最大限

に生かした新たなまちづくり等が望まれている。 

 こうした背景を踏まえ、「境町まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、地方分権の

新しい時代において、これまで積み上げてきたまちづくりの成果を生かしながら、「ひ

と・まち・しごと」による地方創生モデルの確立を目指す（図 3-2-1）。 

 

図３－２－１ 境町まち・ひと・しごと創生戦略のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

しごとの創生 まちの創生 

地域の雇用確保と 

若い世代の就労希望の実現 

人口減少社会に対応した 

安全・安心・快適なまちの実現 

新しい人の流れの創出と 

結婚・出産・子育て・教育環境の充実 

 

ひとの創生 

「自然と近未来が体感できるまち」 

そうだ！境町に行ってみよう 
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４ 今後の政策の方向性 

 

（１）重点目標 

前章の目指すまちの姿の実現のため、境町人口ビジョン及び境町第 6 次総合計画を踏

まえ、5 年間の重点目標を次のように設定する。 

 

＜重点目標①＞ 

国内外とのつながりを築き、境町への新しい人の流れをつくる 【ひとの創生】 

 境町の歴史・文化・芸術等の地域資源を活用した観光地域づくりに取り組み、国内外

からの交流人口の増加を目指す。また、ふるさと納税等を契機として、大都市圏の住

民を中心とした関係人口の創出・拡大に取り組むともに、そうした住民の定住意欲の

醸成を図り、空き家等の地域資源を活用しながら移住・定住の促進を図る。 

重要業績評価指標（KPI） 現状値 目標値 

社会増減（純移動数） 62 人（H30） 60 人（R6） 

交流人口 707,898 人（R1） 年間 200 万人（R6） 

 

＜重点目標②＞ 

結婚・出産・子育ての希望をかなえる 【ひとの創生】 

 結婚・妊娠・出産・子育てへのきめ細やかで切れ目のない支援を行い、町民が希望

する子育ての実現を図る。また、民間事業者等との連携によって女性の活躍やワーク・

ライフ・バランスの実現に向けた取組みを推進するとともに、地域が一体となった子

育て環境の整備の推進を図る。 

重要業績評価指標（KPI） 現状値 目標値 

合計特殊出生率 1.41（R1） 1.6（R6） 

待機児童数 0 人（R1） 0 人（R6） 

 

＜重点目標③＞ 

子育て世代に選ばれる教育環境づくりをすすめる 【ひとの創生】 

 プログラミング体験やリーダーシップ研修など、小中学校の教育内容の充実を図る

とともに、魅力的な文化・教育環境の整備を図る。また、全小中学校における先進英

語教育等の推進など、国際化・グローバル化社会に対応できる人材の育成を目指す。 

重要業績評価指標（KPI） 現状値 目標値 

小学校卒業時の英検 3級合

格率 
33％（R1） 100％（R6） 

中学校卒業時の英検 2級合

格率 
50％（R1） 100％（R6） 
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＜重点目標④＞ 

地域で安心して働けるようにする 【しごとの創生】 

 圏央道開通という地域特性を活かした企業の立地促進に取り組むとともに、若い世

代が安心して境町に住み、働くことができるよう雇用の創出を図る。また、農業後継

者の育成・確保に努めるとともに、地域の金融機関や民間事業者等と連携しながら農

業経営に対する支援等を推進し、活力ある農業の実現を図る。 

重要業績評価指標（KPI） 現状値 目標値 

町内従業者数 11,605 人（H28） 12,000 人（R6） 

認定農業者数 170 件（R1） 170 件（R6） 

 

＜重点目標⑤＞安全・安心なくらしを守り、魅力的な地域をつくる 【まちの創生】 

 大規模災害等に備えた防災・危機管理体制の整備を図るとともに、地域の防犯対策、

住民の生活交通手段の検討など、安全・安心なくらしを守る取組みを推進する。また、

2020 東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機に、スポーツを中心とした魅

力的なまちづくりの推進を図る。 

重要業績評価指標（KPI） 現状値 目標値 

今後も住み続けたい住民

の割合 
72.9％（H30） 85％（R6） 

 

＜重点目標⑥＞新しい時代に対応したまちづくりを推進する。 【まちの創生】 

 社会経済の国際化・グローバル化、環境問題、人口減少社会、地方分権や 2020 東

京オリンピック・パラリンピック等に対応したまちづくりを地域と連携して推進する

とともに、そうした時代に対応できる行政体制の整備及び自治体職員の育成を図る。 

重要業績評価指標（KPI） 現状値 目標値 

国・県等との人事交流者数 7 人（R1） 7 人（R6） 

 

なお、上記の重点目標の実現にあたっては、下記の 3 つの横断的な視点から施策の推

進を図るものとする（表 4-1-1）。 

 

表４－１－１ 3つの横断的な視点 

連携・協働 
国、茨城県、近隣自治体、民間事業者など多様な主体と連携・協働を

図る 

多様性 境町内外の多様な人材の活躍を推進する 

最先端 Society5.0 や SDGs などの新しい時代の流れを地方創生の力にする 
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（２）施策の方向性 

＜重点目標①＞国内外とのつながりを築き、境町への新しい人の流れをつくる 

 2-1-1 U・I・J ターン希望者の移住・定住の推進 

ねらいと

効果 

U・I・J ターン希望者に対する支援体制を整備し、町内出身者のみなら

ず、近隣市町村及び大都市圏の若者や子育て世代の移住・定住を促進す

ることにより、人口の社会増を目指す。 

内容 

○ 移住・定住に関する補助制度の拡充・新設等により U・I・J ターン

希望者、子育て世代の移住・定住を促進する。 

 

○ 空き家・空き地の利活用や PFI 住宅、定住促進戸建住宅、戸建賃貸

住宅などの新設・拡充を推進し、町外からの移住・定住者向けの住

宅確保を図る。 

 

○ 地域金融機関と連携し、町外からの移住・定住者を対象とした住宅

取得の支援を図る。 

 

○ ペーパードライバーの転入者や、転入者への自動車免許取得に対す

る支援を図る。 

 

○ 庁内の関連部署の連携を強化するとともに、境町への移住・定住に

関する情報や空き家、PFI 住宅、定住促進戸建住宅、戸建賃貸住宅

などに関する情報発信・広報等の充実を図る。 

対象 

町内出身者 

近隣市町村の住民 

大都市圏の住民 

担当 地方創生課 

重要業績評価指標（KPI） 

指標 現状値 目標値 

転入奨励金の申請人数 809 人（H27～R1） 
1,020 人 

（累積、R2～R6） 

社会増減数 40 人（R1） 
300 人 

（累積、R2～R6） 
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 2-1-2 交流人口・関係人口増加施策の推進 

ねらいと

効果 

地域資源と近未来技術（AI、IoT 等）を融合させた観光地づくりに取り

組み、交流人口の増加を目指す。加えて、ふるさと納税等を契機とした

関係人口の増加を図る。 

内容 

○ 利根川大花火大会やセグウェイオフロードツアー、境リバークルー

ズ、いかだレース大会などのイベントを積極的に開催し、交流人口

の増加を図る。 

 

○ 道の駅さかいを拠点として、地域の特産品を積極的に売り出すとと

もに、他自治体の道の駅とも連携・交流を図り、地域の特産品の PR

を図る。 

 

○ 境町の「河岸のまち」としての歴史文化の魅力を活用した DMO 観

光地域づくり（※）を推進する。 

 

○ 境町歴史民俗資料館、S－Gallery 等を「文化観光拠点施設」と位置

付け、地域における文化観光を積極的に推進する。 

 

○ 県内外の大学等からの合宿や研修の受け入れを積極的に行うととも

に、合宿等に対する補助制度の拡充を図る。 

 

○ AI や IoT、ビッグデータなどの近未来技術の積極的な活用による観

光地づくりを推進するとともに、観光交通の確保を図る。 

 

○ ふるさと納税等を契機にして、寄附者に「第 2 のふるさと」として

境町と繋がりをもってもらい、関係人口の創出・拡大を図る。 

対象 
観光客 

ふるさと納税寄附者 
担当 まちづくり推進課 

重要業績評価指標（KPI） 

指標 現状値 目標値 

交流人口 707,898 人（R1） 年間 200 万人（R6） 

ふるさと納税の寄附金総額 3,088,234,607 円（R1） 3,500,000,000円（R6） 

※DMO とは、Destination Marketing/Management Organization の略で、さまざま

な地域資源を組み合わせた観光地の一体的なブランドづくり、ウェブ・SNS 等を活用

した情報発信・プロモーションなどについて、地域が主体となって行う観光地域づく

りの推進主体のことをいう。  
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 2-1-3 シティセールスの推進 

ねらいと

効果 

境町には利根川大花火大会といったイベントのみならず、梅山豚やさし

ま茶といった特産品など、多くの魅力がある。そうした魅力を国内外に

積極的に発信し、境町のイメージや知名度の向上を目指す。 

内容 

○ ふるさと納税及び企業版ふるさと納税制度を積極的に活用し、寄附

金の確保に努めるとともに、町外の方を対象としたイベントや事業

等を推進し、境町のイメージや知名度の向上を図る。 

 

○ 地域団体や民間事業者と連携してシティセールス活動認定事業（仮

称）を立案・推進し、地域ブランドづくりを推進するとともに、境町

内外への PR を図る。 

 

○ 民間事業者等と連携し、都内にアンテナショップを整備し、境町の

特産品を積極的に売り出すなど、地域ブランド力の向上に向けた施

策を推進する。 

 

○ 境町 HP の観光ページや境町観光協会 HP を拡充するとともに、地

域の祭りやイベント、伝統芸能などの町内の観光資源についても、

積極的な PR を図る。 

対象 町外在住の住民 担当 まちづくり推進課 

重要業績評価指標（KPI） 

指標 現状値 目標値 

境町 HP のアクセス数 471,151 件（R1） ＋30%（R1） 

ふるさと納税の寄附金総額 3,088,234,607 円（R1） 3,500,000,000円（R6） 
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＜重点目標②＞結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

 2-2-1 独身者向けの交流サポートの推進 

ねらいと

効果 

少子化対策としては、境町の中で交際する者や結婚する者を増やしてい

くことが重要になる。そこで、独身者同士が集う交流イベントを実施す

ることで、町内での交際状況を活性化し、結婚を促進する環境整備を図

る。 

内容 

○ 境町観光協会や NPO 法人等と連携し、境町に在住する独身者に対

して交流イベントを行い、町民だけでなく、近隣自治体の住民との

出会いの促進を図る。 

 

○ 茨城県のマリッジサポーターや NPO 法人等と連携し、独身者の結

婚を支援するとともに、結婚に対する不安や相談に対応できる体制

の整備を図る。 

 

○ 結婚に伴う新生活を経済的に支援するため、新婚世帯に対して新居

の住居費及び引越し費用の一部の補助を行うなど、結婚新生活の支

援を推進する。 

 

○ 結婚祝金などの補助制度の新設・拡充を図る。 

対象 
町内の独身者 

近隣自治体の独身者 
担当 子ども未来課 

重要業績評価指標（KPI） 

指標 現状値 目標値 

イベント参加者の 

カップリング組数 
18 組（R1） 30 組（累積） 
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 2-2-2 結婚・出産・子育てに対する切れ目ない支援の推進 

ねらいと

効果 

境町に居住する町民が、安心して結婚し、子どもを産み、育てることが

できる環境を実現するため、切れ目ない支援施策を推進する。また、子

育ての不安や悩みを抱え込んでいる子育て世代の町民を支え、安心して

子育てできる体制の整備を図る。 

内容 

○ 結婚に対する不安や相談に対する支援を行うとともに、子育て支援

アドバイザーと連携し、妊娠期から出産後における家事・育児の支

援、産後の体調不安や子育て不安などへの支援体制の整備を図る。 

 

○ 子どもが産まれた後も協力して子育てを行っていくには、男性の役

割も重要であり、そうした男性（イクメン）の育成・啓発を推進す

る。 

 

○ 託児所や病後児保育、学童保育施設の拡充、保育時間や学童保育時

間の延長など、子ども持つ町民の保育要望に応えた子育て施策を推

進する。 

 

○ 社内託児所設置事業所に対する補助制度や奨励表彰制度を設ける。 

 

○ 出産奨励金や保育料助成、私立幼稚園就園奨励費補助金、医療福祉

費支給制度（マル福）の拡充、インフルエンザ予防接種助成などの

補助制度を拡充するとともに、町民にその周知を図る。 

対象 
町民 

事業者 
担当 子ども未来課 

重要業績評価指標（KPI） 

指標 現状値 目標値 

待機児童数 0 人（R1） 0 人（R6） 

合計特殊出生率 1.45（H20-24） 1.6（R6） 
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 2-2-3 ワーク・ライフ・バランス確保に対する支援の推進 

ねらいと

効果 

境町及び近隣自治体の事業所を対象に、従業員の仕事・家庭の両立支援

に積極的な事業所の認定・優遇制度を設け、事業所による結婚・出産・

子育て支援の後押しを図る。また、事業所内のワーク・ライフ・バラン

スを向上させていくための研修や相談事業を実施し、仕事と子育てのバ

ランス向上を図る 

内容 

○ 育児休業制度、介護休業制度等の支援制度の有無や、結婚・出産後

の就業継続率の高さなどを条件に、境町及び近隣自治体にある事業

所を「境町結婚・子育て推進優良事業所（仮称）」として認定する。 

 

○ 認定された優良事業所をモデル事業所として、境町の HP や広報紙

等で公開するとともに、認定事業所に対するインセンティブについ

て検討をすすめる。 

 

○ 境町及び近隣自治体にある事業所に育児休業制度、介護休業制度の

整備を促すための研修会・相談事業を行う。 

 

○ 仕事と家庭の両立支援を行う上での経済的援助などの補助制度の拡

充に努めるとともに、多様な働き方ができるよう民間事業者との協

力・連携を図る。 

対象 
境町にある事業所 

近隣自治体にある事業所 
担当 まちづくり推進課 

重要業績評価指標（KPI） 

指標 現状値 目標値 

認定優良事業所数 ― 10 事業所（累積） 
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＜重点目標③＞子育て世代に選ばれる教育環境づくりをすすめる。 

 2-3-1 Super Public Schools 構想の検討 

ねらいと

効果 

「Super Public Schools 構想」は、子育て支援施策と連携し、それぞれ

の学校において特色ある教育内容を提供することにより、子育て世代に

選ばれる教育を目指す。 

内容 

○ 託児所や病後児保育、学童保育施設の拡充、保育時間や学童保育時

間の延長など、親への支援を含めた子育て支援策と教育環境づくり

の連携を図る。 

 

○ ICT や食育、語学、体育など、各小・中学校に特色を持たせ、学校

ごとに魅力ある教育内容を提供し、学力・運動能力の向上を図ると

ともに、子育て世代に選ばれるまちづくりを推進する。 

 

○ 民間事業者等と連携し、子どもたちが地域の問題から国際問題や環

境問題など、幅広い視野を持てるような教育内容を提供する。 

 

○ 民間事業者等と連携し、町内外の子どもたちに町の資産を活用した

最先端の教育プログラムと食育体験を取り入れた教育機会を提供す

る。 

 

○ 民間事業者等と連携し、学校の空き教室などの教育インフラを活用

したサービス提供について検討をすすめる。 

 

○ 学校を臨床研究の場として開放し、大学・研究機関との連携を推進

する。 

対象 
児童 

保護者 
担当 学校教育課 

重要業績評価指標（KPI） 

指標 現状値 目標値 

「Super Public Schools 構想」

計画策定 
検討中（R1） 計画策定（R6） 

民間事業者、大学・研究機関と

連携した授業等の実施回数 
1 回（R1） 3 回（R6） 
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 2-3-2 グローバル人材の育成推進 

ねらいと

効果 

今日の国際化・グローバル化社会で活躍できる人材を育成するため、積

極的な外国語教育やリーダーシップ研修等を推進するとともに、文化や

価値観の多様性を理解・尊重し、それらを受け入れることのできる寛容

な人材の育成を図る。 

内容 

○ 保育園や幼稚園等に通う就学前児童からの外国語教育や、放課後学

童での外国語教育を推進し、異なる文化や価値観への理解を推進す

るとともに、それらの多様性を尊重し、受け入れることができる寛

容な人材の育成を図る。 

 

○ 小中校生の海外派遣事業を促進するととともに、補助制度の新設・

拡充を図る。 

 

○ 公立学校の国際化・グローバル化対応や国際交流を推進するととも

に、国際化・グローバル化に対応できる教職員の育成を図る。 

 

○ 町内の全小中学校において外国語（英語）による授業を実施し、先

的な英語教育を推進する。 

 

○ 英検や TOEFL などの外国語の資格取得に対する補助制度の拡充を

図る。 

 

○ ICT・IoT 化やグローバル化に対応した人材を育成するため、プログ

ラミング体験やリーダ―シップ研修等の青少年育成事業を推進す

る。 

対象 

就学前児童 

児童・生徒 

小・中学校の教職員 

担当 学校教育課 

重要業績評価指標（KPI） 

指標 現状値 目標値 

小中校生の海外派遣人数 13 人（R1） 25 人（R6） 
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＜重点目標④＞地域で安心して働けるようにする 

 2-4-1 農業の活性化推進 

ねらいと

効果 

農業従事者の高齢化や後継者問題に対応するため、農業従事者への積極

的な支援を図るとともに、新規就農者の参入を図り、農業の活性化を推

進する。 

内容 

○ 農業体験を積極的に推進し、新規就農者の確保や育成を目指すとと

もに、受け入れ側の農業従事者への支援を図る。 

 

○ 茨城県農林振興公社（農地中間管理機構）の農地中間管理事業など

を活用し、農地の集約化や土地の利活用を推進することにより耕作

放棄地の発生を防ぐとともに、新規就農者の参入を図る。 

 

○ 農業従事者や新規就農者支援として、民間事業者などと連携した研

修プログラムの新設・拡充や経営相談のための体制整備を図る。 

 

○ ワインや干し芋の研究開発施設「S-Lab」を拠点として、農業の 6 次

産業化を推進するとともに、空き家等の地域資源を活用した販路拡

大を図る。 

 

○ 首都圏の自治体との連携・流通を支援し、交流を通じて農業の活性

化を推進する。 

対象 
農業従事者 

新規就農者（新規就農希望者） 
担当 農業政策課 

重要業績評価指標（KPI） 

指標 現状値 目標値 

認定農業者数 170 件（R1） 170 件（R6） 

農業産出額（総額） 
7,360,000,000 円

（R1） 
+10％（R6） 
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 2-4-2 地域における雇用創出の支援 

ねらいと

効果 

圏央道境古河インターチェンジの開通など、地域の特性を活かした雇用

創出を推進する。また、若い世代が安心して境町に住み、働くことがで

きる仕事を増やしていくことにより、転出者の抑制や転入者の増加を図

る。 

内容 

○ 圏央道の開通により、境古河 IC から首都圏まで移動時間が短縮され

たという特長を活かした積極的な企業誘致を推進する。 

 

○ 圏央道境古河 IC の周辺開発を推進するとともに、企業誘致とあわせ

て社員寮などの誘致も推進する。 

 

○ ICT を活用し、民間企業のテレワーク導入やサテライトオフィス進

出の支援を推進し、若者のライフスタイルにあった雇用の創出を図

る。 

 

○ 境町及び近隣自治体にある民間事業者と連携して、企業見学ツアー

や就労支援セミナーを開催するとともに、インターン制度などの就

労体験を活用して、雇用マッチングの促進を図る。 

 

○ 職業訓練、就労体験受入数優良事業所の表彰制度を設け、そうした

事業所に対する動機付けについて検討をすすめる。 

対象 
町内の就職希望者 

事業者 
担当 まちづくり推進課 

重要業績評価指標（KPI） 

指標 現状値 目標値 

町内従業者数 11,605 人（H28） 12,000 人（R6） 
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＜重点目標⑤＞安全・安心なくらしを守り、魅力的な地域をつくる 

 2-5-1 安全・安心なまちづくりの推進 

ねらいと

効果 

防犯対策や交通安全対策に継続的かつ積極的に取り組むことにより、住

民が安心・安全なくらしを感じることができる地域社会を実現する。 

内容 

○ 町民や行政など地域が一体となって犯罪の未然防止に努めるととも

に、防犯カメラの設置や防犯パトロールなど、女性や子ども、高齢

者も安心して暮らせる居住環境の創出を図る。 

 

○ 防犯講習会等を開催するとともに、広報活動の充実により住民の防

犯意識の向上を図る。 

 

○ 交通安全教育を推進し、子どもや高齢者が安全に暮らせる環境の整

備に努める。 

 

○ 交通事故防止に向けた環境整備を推進し、安全なくらしを感じるこ

とができる地域社会の実現を図る。 

対象 町民 担当 防災安全課 

重要業績評価指標（KPI） 

指標 現状値 目標値 

市町村別刑法犯認知件数 187 件（暫定） 130 件以下（R6） 

交通事故発生件数 47 件（暫定） 40 件以下（R6） 

街頭防犯カメラの設置件数 86 件（暫定） 200 件（R6） 

 

  



23 

 

 2-5-2 災害に強いまちづくりの推進 

ねらいと

効果 

防災・危機管理体制の整備や事前防災・減災に関する施策を進めること

で安全・安心な地域をつくり、災害に対する不安を減らす。 

内容 

○ 自然災害、全国的な感染症等の発生時、発生が懸念される時におい

て、町民にきめ細かな対応が可能となるよう、ソフト・ハード両面

における防災・危機管理体制の整備をすすめる。 

 

○ 災害時相互応援協定の締結などにより、他自治体及び民間企業等の

幅広い連携を推進する。 

 

○ 行政の業務継続計画（BCP）の継続的な見直しを図るとともに、受

援計画の策定についても検討をすすめる。 

 

○ 若者や学生、女性団員などへの支援を行うことにより、地域防災の

重要な主体である消防団の活性化を図る。 

 

○ 自主防災組織の活性化を図るとともに、その育成に努める。 

 

○ 住民へのハザードマップの配布や防災訓練を実施するとともに、自

助意識の向上へ向けた取り組みを推進する。 

対象 

町民 

事業者 

近隣・遠地自治体 

担当 防災安全課 

重要業績評価指標（KPI） 

指標 現状値 目標値 

自治体等との災害時相互応援協

定の締結数 
6（R1） 10（R6） 

消防団員の充足率 99.4%（R1） 100％（R6） 
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 2-5-3 地域公共交通ネットワークの充実 

ねらいと

効果 

高齢化の進展により、自動車を運転しない（できない）住民が、どのように

生活交通手段を確保するかは境町における大きな課題であり、地域公共交通

ネットワークの充実を図る。 

内容 

○ バス運行会社への補助等を行い、路線バスの充実・利便性向上を図り、

住民の利用促進に努める。 

 

○ 免許返納などを行った高齢者や障がい者といった交通弱者の生活交通

手段の確保を図るため、循環バスなどの新たな交通網にいても検討を進

める。 

 

○ 高齢化・人口減少社会の進展を見据えた「境町地域交通網形成計画」を

推進するとともに、町内における地域公共交通ネットワークのあり方に

ついて引き続き調査・研究をすすめる。 

 

○ 他自治体に先駆けた「超スマート社会」の実現（Society 5.0）の実現に

向けて、民間事業者と連携し、AI、IoT、ビッグデータなどの近未来技術

を積極的に活用した地域公共交通網の整備を推進する。 

対象 町民 担当 地方創生課 

重要業績評価指標（KPI） 

指標 現状値 目標値 

「境町地域交通網形成計画」の評

価・見直しを実施 
策定予定（R1） 

評価・見直しを実施 

（R6） 

自動運転バスの導入台数 なし（R1） 3 台（R6） 
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 2-5-4 スポーツ・健康まちづくりの推進 

ねらいと

効果 

2020 東京オリンピックのアルゼンチン共和国ホストタウンとしてのレガシ

ーを維持しながら、スポーツによる地域活性化、まちづくりを推進する。 

内容 

○ 町内外の多様な主体が一体となり、スポーツによる地域活性化を推進す

るため、町内の各団体や地域おこし協力隊等との更なる連携を推進す

る。 

 

○ 境町文化村等の集客力を有するスポーツ関連施設を地域資源ととらえ、

施設に関わる多様な主体が一体となってスポーツ関連施設を核とした

まちづくりを推進する。 

 

○ 東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として選手等が当町

に来訪するアルゼンチン共和国との人的、文化的、経済的交流を行うホ

ストタウンの取組を推進する。 

 

○ 大規模スポーツ大会の開催やホストタウン等に取り組む団体等との連

携を強化し、継続的なスポーツによる地域・経済の活性化を推進する。 

 

○ 当町の特色を踏まえ、子どもや若者、高齢者、ビジネスパーソンといっ

た対象に応じたスポーツ実施の在り方を町内の各団体等と連携の上整

理し、各分野に合ったスポーツ実施率の向上や運動、スポーツの習慣化

に向けた推進体制を構築する。 

 

○ 子どもが日常的にスポーツに親しめるよう、部活動指導員の活用を促進

するなど持続可能な運動部活動の実現といったスポーツ環境の充実を

図る。 

対象 
町民 

施設利用者等（交流・関係人口） 
担当 

生涯学習課 

地方創生課 

重要業績評価指標（KPI） 

指標 現状値 目標値 

スポーツ施設利用者等数 80,880 人（H30） 90,000 人（R6） 

スポーツ施設利用者等の消費額 － 9,000,000 円（年間） 
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＜重点目標⑥＞新しい時代に対応したまちづくりを推進する 

 2-6-1 国際化・グローバル化に対応したまちづくりの推進 

ねらいと

効果 

国際化・グローバル化に対応したまちづくりをすすめることにより、外

国人にもやさしいまちを目指す。 

内容 

○ 茨城県や境町国際交流友の会「さ・か・い」等の関係団体と連携し

て、国際理解を深めるためのイベントを開催するとともに、民間団

体の国際交流の支援を推進する。 

 

○ 自治体職員の外国語能力の向上を図り、国際化・グローバル化に対

応した職員育成をすすめる。 

 

○ 海外の自治体との国際交流を図るとともに、職員の海外研修等への

参加を推進する。 

 

○ 災害情報や、ハザードマップ、観光情報、広報等について HP で外

国語掲載を実施し、外国人に対応した情報発信を図る。 

 

○ 境町役場や公共施設等の看板について、外国語並記を図る。 

対象 

町民 

自治体職員 

海外からの観光客 

担当 多文化共生推進室 

重要業績評価指標（KPI） 

指標 現状値 目標値 

災害情報、ハザードマップ、 

観光情報、広報等の 

外国語対応状況 

未対応（R1） 
外国語対応とする 

（R6） 
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 2-6-2 環境と調和するまちづくりの推進 

ねらいと

効果 

自然環境や田園環境、景観を守るとともに、自然環境と調和し、将来に

わたって持続可能な境町を目指したまちづくりをすすめる。 

内容 

○ 利根川や周辺水田などの自然環境や田園環境を守り、まちづくりに

活かすとともに、住民と自然が共生する景観の形成を図る。 

 

○ 公共施設や道路などの緑化を推進し、住民と自然と共生する景観の

形成を図る。 

 

○ 小・中学校や中央公民館に設置した太陽光発電設備を活用し、太陽

光発電事業を積極的に推進する。 

 

○ 茨城さかいソーラー株式会社の適正な運営と、売電事業を通じた町

の自主財源の確保に努める。 

 

○ 大学や研究機関、関係団体等と連携し、水素エネルギー等の新エネ

ルギーや再生可能エネルギーの活用を推進し、持続可能なまちづく

りをすすめる。 

 

○ 「エコタウン構想（仮）」について検討をすすめ、境町の独自性をふ

まえたまちづくりの推進を図る。 

対象 町民 担当 地方創生課 

重要業績評価指標（KPI） 

指標 現状値 目標値 

茨城さかいソーラー株式会社の

売電収入額 

57,200,000 円 

（R1、暫定） 
現状維持（R6） 

「エコタウン構想（仮）」の検

討・推進 
未策定（R1） 計画策定（R6） 
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 2-6-3 高齢者とその家族が住みやすいまちづくりの推進 

ねらいと

効果 

高齢者が、健康で生きがいを持ち、いきいきと暮らすことができる境町

を目指すとともに、介護に従事する高齢者家族にもやさしいまちづくり

を推進する。 

内容 

○ 高齢者の健康づくりを推進し、健康寿命の延伸を図るとともに、高

齢者が地域社会の一員として活動に参加できる環境の整備を図る。 

 

○ 高齢者が、安心して住みなれた地域で老後を過ごせるような地域支

援体制の整備を図るとともに、シルバー人材センターの機能を拡充

し、いつまでも生きがいをもって働ける環境の整備に努める。 

 

○ 介護予防や認知症予防の取り組みのみならず、地域や保健・医療・

福祉分野が連携した介護・認知症相談体制を整備するとともに、高

齢者を介護している家族に対する支援の拡充を図る。 

 

○ 空き家等を活用し、大都市圏からの元気な高齢者やシニア層の週末

暮らしや移住・定住の推進を図る。 

対象 
町内の高齢者とその家族 

大都市圏の高齢者 
担当 介護福祉課 

重要業績評価指標（KPI） 

指標 現状値 目標値 

要介護認定率 

（認定者数／1 号被保険者数） 

14.5（R1） 

（1,024 人/7,053 人） 

R1 水準を維持 

（R6） 
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 2-6-4 人口減少社会に対応した行政体制の整備 

ねらいと

効果 

人口減少社会に対応した行政体制の整備に努めるとともに、自治体職員

の能力向上を図る。 

内容 

○ 人口減少社会における新たな行政課題や行政需要に柔軟に対応する

ため、ソフト・ハード面にわたり効果的・効率的な行政体制の整備

に努めるとともに、施策の実施にあたっては住民との協働を推進す

る。 

 

○ 限られた人材で住民のニーズに応えるため、民間事業者と連携した

プロフェッショナル職員育成プログラムを推進するとともに、職員

研修の充実を図る。 

 

○ 大学やシンクタンク等の研究機関との連携を強化し、行政の政策立

案能力の向上を図るとともに、地方分権時代にふさわしい政策法務

能力の向上に努める。 

 

○ テレワークの導入などの検討をすすめ、職員の多様な働き方の尊重

に努める。 

対象 職員 担当 総務課 

重要業績評価指標（KPI） 

指標 現状値 目標値 

国・県等への出向・人事交流数 7 人（R1） 7 人（R6） 
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おわりに 

 

 境町は、昭和 30（1955）年に境町、長田村、猿島村、森戸村、静村の 1 町 4 村が合

併し、現在の境町となった。昭和 45（1970）年には染谷工業団地、昭和 48（1972）年

には下小橋工業団地が完成し、それに伴って町の人口も増加し、活性化と近代化が進ん

だ。 

 近年では、境大橋周辺に「道の駅さかい」や「さかい河岸レストラン『茶蔵』」、大規

模商業施設が立地するとともに、リバーサイド修景事業による歴史・文化の水辺整備や、

ふれあいの里が整備されるなど、地域の特性を生かした各種のまちづくりが進められて

きた。そして、今後の境町は、本格的な人口減少社会の中に突入していくことになる。 

 

 人口減少問題は、喫緊の課題であるものの、ただちに解決できるような画期的な政策

があるわけではない。国や茨城県、近隣自治体等と境町が相互に連携・協力を図りなが

ら、長期的な視点のもとに根気よく人口減少問題に取り組んでいく必要がある。 

 

 そして、「境町まち・ひと・しご創生総合戦略」の改訂にあたっては、今後の境町の

「まち・ひと・しごとの創生｣に向けた目標や施策の方向性等を示してきた。今日にお

ける境町は、圏央道境古河インターチェンジ開通による新たな広域交通の結節点として、

地理的な利便性を生かしながら、人と人、人と自然、都市と農村などの多様な交流の場

として発展していくことが期待されている。 

 

 今後到来する本格的な人口減少社会では、「しごとの創生」「ひとの創生」「まちの創生」

の好循環によるまちづくりが重要であり、こうした考えのもとに人口減少という困難な課

題に取り組んでいかなければならない。引き続き、境町まち・ひと・しごと創生本部会

議において重要業績評価指標（KPI）の達成状況を検証するとともに、総合計画の見直

し等など必要に応じて総合戦略の改訂を行っていくことを予定している。 

 


