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１．「まち・ひと・しごと創生」への基本的な考え方 

 本町では、平成 27年度を起点とする４年間の基本的な施策をまとめた「栄町第 4次総合

計画後期基本計画」がスタートしました。本計画では、基本構想に掲げた町の将来像であ

る「ひとが元気 まちが元気 みんなでつくる水と緑のふるさと さかえ」の実現のために、

三つの重点プロジェクトと四つの重要戦略を位置付け、栄町の将来を重視し、町の活性化

と人口減少に歯止めをかけることに全力で取り組むこととしています。 

また、「まち・ひと・しごと創生法」の制定を受け、地方創生に関する目標や施策に関する

基本方針を示す「地方版総合戦略」を平成２７年度に策定し、その先行的な取組みとして、

地域の活性化のために「町への転入者を多くする」「町の子どもを多くする」「町の雇用を多く

する」「町の経済を活性化する」ことなどを基本目標として先行型事業を実施しているところ

です。 

     国の基本的視点及び基本的な考え方は、本町としても方向性と考え方は同じであること

から、本町の総合戦略は、国の総合戦略に掲げられている「政策 5原則」及び四つの「基本

目標」に沿って、本町の特色や地域資源を有効活用し、あらゆる分野の持てる力を活用し取

組む具体的かつ効果的な総合戦略として策定したものです。 

 

◆重点プロジェクト 

①協働のまちづくり推進プロジェクト 

②定住・移住促進プロジェクト 

③産業活性化プロジェクト 

 

◆重要戦略 

①転入者増加戦略 

②少子化対策戦略 

③安食駅周辺活性化戦略 

④雇用拡大戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合戦略の基本的な考え方 
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２．人口の将来展望 

（１）将来展望に必要な調査・分析 
      若者の結婚、出産、転入などの指標設定からの推計など、人口ビジョン策定にあたって

必要な調査分析を行いました。 

 

（２）目指すべき将来の方向性 
① 基本目標 ～今の人口構造を変える～ 

       現在の人口ピラミッドの構造を、若い世代の流入や出生率を高めることにより、持続性

のある 人口構造に変える。 

  

② 基本的方向 

◆ 若い世代の転入が増える町…社会増への挑戦 

若い世代の居住地として選ばれるまちづくりとして、就労環境や都心へのアクセス

強化を図るなど、転入したい・住み続けたい栄町づくりを進める。 

 

◆ 子どもの笑顔があふれる町…少子化への挑戦 

      結婚・妊娠・出産・子育てについて、町の最大の課題として捉え、相談から

経済的支援など総合的な施策を展開し、出生率を高めることによって笑顔あふ

れる栄町づくりを進める。 

 

◆ 将来に向けて活力のある町…人口構造改変への挑戦 

           人口減少社会においても、成田空港の至近にある立地を生かし、地域経済力を高

め、町民が暮らしやすい魅力ある栄町づくりを進める。 

 

 

３．計画期間 

平成２７（２０１５）年度から平成３１（２０１９）年度までの 5年間とします。 
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総合戦略Ⅰ 

～成田空港から近いことから 

多くの外国人観光客が日本を体験できる栄町づくり～ 

 

 

 ２０２０年に開催される「東京オリンピック・パラリンピック」は成田空港から車で２０分の栄町を観光面か

ら活性化させる最大なチャンスである。そのため、町では、地方創生の そのため、町では、地方創生の

本旨を踏まえ国内外から、多くの人々が、栄町に集まることによる地域経済の活性化と町のイメージアッ

プが図れるように、県立房総のむらとともに町の施設であるドラムの里を核として、日本の表玄関にふさ

わしい観光施策を具体的目標を持って展開する。 

 

  

 

◆房総のむらへの外国人観光客数を H25年度の 5,000人から平成 31年度で 10,000人にする 

 

 

１．外国人観光客が日本を堪能できるようにする 

成田空港から車で２０分の距離にあり、外国人再訪日の千葉県観光で楽しみたいベスト３位の房総の

むらがあるにもかかわらず、外国人観光客をはじめ観光客数は低迷しており、むしろピーク時より減少し

ている状況である。 

房総のむらで体験したい意向のある外国人観光客が多くいる一方、房総のむらでは多くの観光客には対

応できず、また飲食・物販などの利便機能が大変低い施設となっている。 

そのため、民間活力を導入し、町施設であるドラムの里を充実させ、夜間営業やグリーンツーリズムも

視野に入れた取り組みを行う。 

さらに、ドラムの里で、外国人が短い時間で日本を堪能し楽しめるように、和に関する体験イベントの開

催とそのハード整備に取り組むとともに日本の原風景ともいえる大河、田園、古代道の風景を気軽に味わ

ってもらう。 

また、外国人に人気のコスプレのメッカづくりにも取り組む。 

なお、国際観光アドバイザーを設置するとともに、成田市に隣接する施設なので、成田市との連携を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値目標 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

・房総のむらを訪れる外国人観光客数 

  H26  5,000人 ⇒ H31 10,000人 

・ドラムの里での外国人観光客等の支出 

H26  2,000千円 ⇒ H31 10,000千円 

・観光事業関係雇用者 

5年後に 15人増加 
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（１）ドラムの里イベントのための環境整備 

   外国人向けの各種体験イベントなどを行うには、その施設が必要であるが、これを建設するよりもイ

ベント時に活用できるテント等の整備が効率的であることから、これを購入して対応することとする。 

 ●外国人向けのイベントを開催する際のテント等の整備 

 

（２）和を味わうことができるようにする 

   外国人の観光客は短い時間であっても、日本を体験したいとの要望は強い。そのため、和太鼓など

の文化体験、甲冑等の衣体験、和菓子作りや日本酒の利き酒などの食体験、大河・広がる田園・古代

の道など風景体験等を味わってもらう。そのための環境整備を進める。 

  ●和の文化を味わってもらうためのイベントの開催とそのための環境整備 

    （和太鼓、獅子舞、和琴、大衆芸能などの鑑賞、体験） 

●和の衣を味わってもらうためのイベントの開催とそのための環境整備 

 （甲冑、振袖、羽織袴などの体験） 

●和の食を味わってもらうためのイベントの開催とそのための環境整備 

 （和食製作体験、和食食べ歩き、日本酒の利き酒イベント） 

●和の風景を味わってもらうための環境整備 

 （大河、田園などの眺望箇所整備、白鳳道の標識等整備） 

 

（３）コスプレのメッカをつくる 

   外国では日本アニメを主題にしたコスプレが流行っており、それだけで日本に来る観光客もいる所で

あり、房総のむらといった成田国際空港から近く、コスプレのロケーションに最適な場所を上手に活用し

てコスプレのメッカづくりを進める。 

   なお、江戸時代的な手軽なコスプレも用意して、多くの外国人観光客に楽しんでもらう。 また、町の

各種イベントなどでもコスプレを楽しんでもらう。 

   さらに、年一回コスプレまつりとコスプレ大会を開催する。 

●コスプレの館整備・運営 

    （貸衣装の購入・衣装倉庫の購入、移動コスプレ体験車（トレーラーハウス）の購入） 

●コスプレまつりと大会の開催 

 

（４）グリーンツーリズムの実施 

   ドラムの里周辺は緑に恵まれ、多くの古墳が点在し、そこを森の中の小道が繋ぎ、外国人にとっても、

安らかな気持ちの中で日本の自然と歴史が味わえる場所である。そのため、民間事業者の協力のもと

森林セラピーを実施するとともに、周辺の森を癒しと運動の森としてその修景等を整備する。 

●森林セラピーの実施 

●癒しと運動の森としての修景等の整備 
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２．外国人が房総のむらに来やすくする 

外国人にとっても、房総のむら周辺は、お土産を買ったり、食事をする場所が少なく、これも房総のむら

への外国人観光客増加を阻んでいる原因と考えられる。また、外国人観光客は、夜間の行動に魅力的な

場所を探しているとも言われている。そのため、物産館とレストランがあるドラムの里のイメージアップと夜

間対応などを図る。 

また、房総のむらへのバス便は、土日以外なく、成田空港や周辺ホテルからの利便性は大変悪く、せっ

かくの人気施設が上手く生かされていない。 

そのため、成田空港や周辺ホテルからのバス試験運行や観光タクシーの運行事業更には、電動レンタ

サイクルの活用に取り組む。 

 

 

 

 

 

（１）ドラムの里の充実 

●ドラムの里のイメージアップ（ペインティング） 

●ドラムの里の夜間営業（夜間誘導サイン、誘導照明など）大型バス駐車場の確保 

●ドラムの里のパンフレットの作成等 

 

（２）成田空港・ホテルからのバス試験運行(成田市等との連携) 

●バス体験ツアーの実施 

●定期バス簡易待合所の整備 

●トランジット旅客の訪日観光協議会への加入 

 

（３）広域連携による観光バスや観光タクシー 

●観光バスや観光タクシーの運用 

 

（４）電動レンタサイクルの配置(成田市との連携) 

●安食駅及びドラムの里に配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

・房総のむらを訪れる外国人観光客数【再】 

  H26  5,000人 ⇒ H31  10,000人 
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３．外国人への情報発信を強化する 

外国人観光客をはじめ観光客への情報発信が栄町とともに房総のむらとしてもほとんど出来ていない

ところである。現在、観光案内所を設置し、町観光案内の充実を目指しているが、外国人向けの情報発信

はそれでも不十分と言わざるをえない。 

そのため、外国人向け情報サイトへの掲載、外国人向け旅行者への情報発信に取り組むとともに、公

衆無線ＬＡＮの端末も整備する。さらに、外国人用パンフレットを作成し、ＰＲの充実を図る。 

また、外国に詳しい町民を観光アドバイザーとして設置する。 

 

 

 

 

 

（１）ドラムの里観光案内所の整備 

●ドラムの里の情報館を改修・新設、観光案内 ICTを整備 

 

（２）海外への情報発信(成田市等との連携) 

●外国人向けサイトや情報紙等への情報の掲載（広域連携） 

●外国大使館や外国旅行会社への情報発信 

●国際観光シンポジウムの開催 

 

（３）公衆無線ＬＡＮ端末の整備 

●安食駅及びドラムの里に整備 

 

（４）外国人向けパンフレット作成・配布 

●３か国語のパンフレットを作成し空港・ホテルなどに配布 

 

（５）観光アドバイザー 

●観光アドバイザーの設置 

 

 

  

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

・房総のむらを訪れる外国人観光客数【再】 

  H26 5,000人 ⇒ H31 10,000人 
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総合戦略Ⅱ 

～若者が暮らしやすく、働きやすい栄町づくり～ 

   

 栄町における地方創生は、日本全体の人口が減少する中、現在の人口構造を変化させるということを

第１の目標として、各種施策を重点的に取り組むことが重要である。 

 そのためには、地方創生の本旨を踏まえ、若者の転入促進、子育て、雇用、町の賑わいをキーワードと

して、以下の４つの基本目標を設定し各種施策を具体的目標を持って展開する 

   

（１）多くの若者が転入したいと思う栄町づくり～自治体消滅度県内ナンバー１の克服 

（２）子育てがしやすい栄町づくり～若い女性減少率県内№１の克服 

（３）産業が活性化し、地元にいながら就職しやすい栄町づくり～若者の地元雇用増加に向けて 

（４）安食駅を中心とした賑わいがあり暮らしやすい栄町づくり～コンパクトシティ化に向けて 

 

 

 

◆平成 26年度社会動態人口 79人減少を平成 28年度以降 0にする 

◆合計特殊出生率を平成 25年度 1.03から平成 41年度には平成２５年度の全国平均 1.43、平成５１年度

に 1.60まで上昇させ、それ以降は 1.60を保つ（県が目標とする出生率の上昇割合と同じ） 

（県⇒Ｈ26：1.32・Ｈ４１：1.80・Ｈ５１：2.07） 

◆町内就業者数を 22年国調 3,036人から 3,200人にする 

◆観光客総入込数を平成 25年度 420千人から平成 31年度 500千人にする 

◆空き店舗数を解消する（平成 26年度 10店舗から平成 31年度 0店舗） 

 

 

Ⅱ－１ 多くの若者が転入したいと思う栄町づくり～自治体消滅度ナンバー１の克服～ 

 

 人口構造上若者層の比率が少なく、年齢階層比率が非常にアンバランスのため、若者層の転入施策を

充実させる。このことが、若者層の転出防止にもつながる。 

 そのため、移住促進情報の提供や転入者支援の充実による転入者の増加対策に加え子育て支援の充

実を推進する。また、雇用の増大にも取り組んでいく。 

 さらに、魅力ある安食駅づくり、通勤・通学時の交通の利便性向上、若者が集うイベントの開催など若者

にとって魅力のあるまちづくりを進める。 

 

１．転入者の増加対策の充実 

（１）移住促進情報の提供 

人口減少対策の為、栄町では、平成２５年度から、不動産定住班を設置し、転入者の増加に努めて

きた。 

これをより充実させ、転入者の増加をより一層図るため、空き家・空きアパートの町外等への情報提 

供、啓発物資によるＰＲ，不動産事業者との連携・強化に取り組む。 

 

数値目標 
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【空き家・空きアパートの情報提供の実施】 

●町内外の企業への移住ＰＲ事業  

●不動産事業者へのセールスの展開  

●町ホームページによる紹介事業  

●メールマガジンによる情報発信事業  

●空き家・空き室バンクの設置事業  

●大学生のノウハウを活かした情報発信事業 

【啓発物資によるＰＲの実施】 

●町のキャッチコピーの作成事業 

●移住定住ＰＲパンフレットの配布事業  

●ボックスティッシュの配布事業 

【不動産事業者との連携】 

 ●映像を使った移住促進ＰＲ事業 

 ●転入者紹介奨励事業（子供のいる世帯を紹介した場合） 

 

（２）転入者支援の充実 

転入者への経済的支援を行うことは、成田市と印西市といった財政基盤・経済基盤・街づくり基盤な

どがしっかりした市に挟まれた町として、転入の動機づけとして必要な施策となっている。 

そのため、各種支援事業を推進するとともに、定住性の高い職種に絞って、支援を充実させる。 

【転入した方への経済的支援】 

  ●定住奨励金支給事業（米付き）（一戸建てへの転入者など対象）  

  ●Ｕターン者の親への支援事業 

  ●アパート移住者への支援事業（子育て世帯対象） 

  ●医療系・介護系大学生等定期代及びアパート代の支援事業 

●医療系・介護系事業所勤務者への家賃支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

・若者の転入者が増加する 

H26 365人 ⇒ H31  445人 

・20～39歳までの人口構成率 

H31日本創成会議推計 18.45％ ⇒ H31 20.22%（ H26 21.80％） 

・医療系・介護系学生・勤務者の転入者 

5年間で 45人 

・同居・近居転入者 

5年間で 170世帯 
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２．子育て支援の充実 

子育て支援については、結婚・妊娠・出産・子育て（小学生を含めて）まで、一貫した充実した施策が

求められている。 

そのため、待機児童が発生しないよう保育所定員の増強はもちろん、出産から子育てまでの相談体

制の充実、結婚機会の増大、出産しやすい環境の整備、子育しやすい環境の整備、小学校の放課後

支援の充実、子育て情報の発信の充実などに取り組む。 

 

※取り組み内容及び重要業績評価指標（ＫＰＩ）は総合戦略Ⅱ－２と同じ 

３．雇用の増大 

雇用の増大については、農業、観光、商業、工業それぞれの分野における雇用を増加させていかな

ければならない。一方、栄町における事業所数・従業員は、年々減少している。 

そのため、現在、矢口工業団地の拡張事業を実施するなど、町内従業員数を増加させる施策を展開

している。さらに、地元にいながら就職しやすくするための支援事業など、住民が就職しやすい仕組み

づくりに取り組む。 

 

※取り組み内容及び重要業績評価指標（ＫＰＩ）は総合戦略Ⅱ－３と同じ 

 

４．魅力ある安食駅づくり 

安食駅及びその周辺は、イメージが悪く、空き店舗も多いなど、若者が転入したいと思う町の玄関と

しては、マイナス面が大きいところである。 

そのため、イメージアップや魅力づくりとともに、駅機能の向上を進めることとする。さらに、駅周辺へ

の人口誘導と居住スペースの拡大を図るとともに、飲食店を中心とした商業店舗の誘致などに取り組

む。 

 

※取り組み内容及び重要業績評価指標（ＫＰＩ）は総合戦略Ⅱ－４と同じ 

 

５．通勤・通学時の交通利便性の向上 

栄町の鉄道駅は、成田駅の安食駅しかなく、通勤・通学の足の選択肢が少なく、若者の転入促進に

とっての足かせとなっている。 

そのため、通勤・通学の利便性向上と選択肢の広がりのため、北総線、成田スカイアクセス線駅への

バス運行事業などに取り組む。 

 

※取り組み内容及び重要業績評価指標（ＫＰＩ）は総合戦略Ⅱ－４と同じ 

 

６．若者が集うイベントの開催 

若者に対して、町のイメージアップが必要であり、例えば、サーフィンで有名な町は、サーファーが多

く住むなど、町のイメージが若者の転入を促進する事例が見られる。 

そのため、ヒップポップを中心とするダンス大会を開催したり、コスプレ大会を計画しているが、川を

使ったスポーツも最近盛んとなっていることから、ウォータースポーツのメッカづくりに取り組む。 

また、関係大学大学生のノウハウと参加により、イベントをステップアップさせるとともに、若者のイベ

ントに合った照明効果や音響効果が可能となるよう施設を充実させる。 
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●ウォータースポーツのメッカづくり事業 

    （桟橋などの整備） 

●大学との協力によるまちづくり 

●若者のイベント開催施設の充実事業 

    （音響や照明の整備） 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

・ウォータースポーツ参加者数 

H25 10,000人 ⇒ H31 15,000人 
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Ⅱ－２ 子育てしやすい栄町づくり～若い女性減少率県内№１の克服～ 

 

栄町の若い女性の減少率は県内№１と予測されており、現状においても、未婚率は県内でも最上位ク

ラスで、さらに合計特殊出生率は１．０３％と県内平均よりかなり低い数値となっている。 

そのため、結婚機会増大による町内未婚者の減少や出産しやすい環境を整備することによる出生率の

向上に取り組むとともに、出産から子育てまで一貫した相談の充実、子育てしやすい環境の整備を進め

る。  

さらに、小学生の放課後支援の充実や子育て情報の発信の充実を図る。 

 

１．結婚機会の増大（町内未婚者の減少） 

未婚率が高いため、婚活イベントを開催したが、成婚には至っていない。そのため、若者を対象に、

男女の出会いの場を多くするため、マッチング支援等の開催に取り組む。 

また、新婚世帯への家賃補助など、経済的支援に取り組む。 

【結婚支援】 

  ●婚活イベントの開催 

  ●結婚成婚奨励金支給事業 

【マッチング支援】 

  ●結婚相談アドバイサーの設置事業 

  ●結婚意向の調査及び情報提供事業 

【新婚世帯経済的支援】 

  ●若い新婚世帯への家賃補助事業（20歳代） 

 

 

 

 

 

２．出産しやすい環境の整備（出生率の向上） 

新たに、出産応援金事業や妊婦ヘルパー派遣支援事業などを実施してきているが、より充実した施

策の実施に取り組む。 

そのため、妊娠・出産から子育てまで一貫してケアする事業など、きめ細かな施策の実施が求められ

ており、乳児をもつ世帯への訪問事業や妊婦の交通手段の確保に取り組む。 

●出産応援金支給事業 

●妊婦ヘルパー派遣支援事業 

●乳児をもつ世帯支援事業 

（すくすくドラムっこ見守り事業）《家庭訪問事業》 

●妊婦の交通手段の確保事業 

（マタニティタクシー事業）《タクシー代助成》 

 

 

 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

・未婚率を県平均水準まで減少させる 

H22 56.5％ ⇒ H31 43.8％ 
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３．出産から子育てまでの相談の充実 

現在、アップＲやさくらんぼが、地域子育て支援の拠点となっている。 

しかし、出産から子育てまで包括的に相談できる体制づくりが求められており、アップＲとタイアップして

ふれあいプラザ２Ｆに包括的な子育て相談センターを設置する。 

また、家庭教育の相談の充実に取り組む。 

【子育て包括相談センター設置・充実】 

  ●子育て相談員の配置・センターの充実事業 

【子育て世帯家庭教育支援】  

  ●家庭教育アドバイザー事業 

 

 

 

 

 

 

４．子育てしやすい環境の整備（子育て支援の充実） 

待機児童が発生しないよう、民間保育所の誘致などに努めてきた。また、中学生までの子ども医療

費助成の拡大、病児・病後児保育事業の実施など行ってきた。 

しかし、保育所の定員が満杯となるほか、子育て支援の一層の充実などが課題となっている。 

そのため、小規模保育事業や認定こども園への支援を図るとともに、多子世帯支援事業を進める。さ

らに、園児の駅前送迎サービス事業や母子家庭への支援事業に取り組む。 

また、子育て支援として、ベビーシッター派遣支援やおむつ替えベッドなど赤ちゃんに優しい環境づく

りに取り組む。 

●ベビーシッター派遣支援事業 

●園児の駅前送迎サービスの実施  

   （保育士人件費・送迎運転手賃金・送迎車リース） 

●多子世帯の支援事業 

（第３子の保育料・幼稚園授業料無料化） 

●母子家庭への支援事業  

   （転入家庭に対する家賃支援）  

●赤ちゃんに優しい環境づくり事業 

   （おむつ替えベッドの設置）  

 

 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

・合計特殊出生率のアップ 

 H25 1.03人 ⇒ H31 1.20人 

・子どもの数の増加（0～14歳） 

  H26 2,089人 ⇒ H31 2,100人 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

・子育て相談件数の増加 

  H26年間 41件 ⇒ H31年間 80件 
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５．子育て情報の発信の充実 

他市町村では、ＳＮＳを利用して、出産から子育てまできめ細かな情報を発信しているところが増加し

ている。一方、栄町では、情報発信が十分できていない状況である。 

そのため、スマホメール等を利用して、出産から子育てまでの情報発信に取り組む。 

【子育て情報発信】 

   ●スマホメールの発信事業 

 

 

 

 

 

６．小学生の放課後支援の充実 

小学生の放課後支援は、小学生に入学する前からの延長線上にあり、子育て支援として大変重要な

施策である。町では、現在全４小学校に放課後児童クラブを設置するとともに、子どもの学習支援のた

め、わくわくドラム（栄町学習道場）を実施している。 

今後、町としては、母子家庭をはじめ誰もが放課後児童クラブがより利用しやすくするための施策に

取り組む。 

●母子家庭向け放課後児童クラブ負担金助成事業 

 

 

  

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

・２子以上の世帯の増加 

 H27 800世帯 ⇒ H31 825世帯 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

・利用者登録件数 

  H26 年間 0件 ⇒ H31 年間 900件 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

・他市町村からの子ども連れ世帯の転入の増加 

  H26  8世帯 ⇒ H31  30世帯 
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Ⅱ－３ 産業が活性化し、地元にいながら就職しやすい栄町づくり ～若者の地元雇用増加に向けて～ 

 

栄町においては、雇用の場が少なく、近年では、町内の事業者数、従業員数とも減少している。また、

周辺には、成田空港関連や千葉ニュウータウン関連など雇用の場が多いにもかかわらず、就職時の若者

の転出が多い状況である。 

そのため、農業、商業、観光、工業など産業振興に取り組み雇用増加を目指している。特に、新規就農

者の増加対策の充実や外国人観光客も含めた観光客の増加対策を図るとともに、町の特産物の６次産

業化を進め、地元雇用の増大に繋げていく。 

さらに、起業しやすい環境づくり、空き店舗が活用されやすいような条件整備に取組み雇用を創出する

とともに、工場が立地・増設しやすい環境づくりを整え町内従業員数を増加させる。また、地元にいながら、

町内や近隣企業に就職しやすい仕組みづくりに取り組む。 

 

１．新規就農者の増加対策の充実 

農業の振興のため、生産力の向上、新たな担い手の確保のための支援、水田農業の維持・振興、特

産農作物の振興等を進めおり、青年就農給付金の活用による新規就農の拡大など一定の成果は出始

めている。しかし、新規就農者への支援を一層充実させることにより、新規就農者が増加することが期

待されている。 

そのため、新規就農給付金のＰＲを強化することはもちろん、体験ツアーの開催や新規就農者に対

する空き家あっせん、家賃などの補助、農地の紹介に取り組むとともに、経営指導などの強化も進め

る。 

●都内在住者就農移住促進事業 

 （体験ツアーの実施：黒豆オーナー費・バスの借上げ・交流会） 

●新規就農者空き家あっせん・家賃等の支援事業 

 

 

 

 

 

 

２．観光客の増加に向けて 

観光客を増加させることは、雇用の拡大に繋げがることではあるが、成田空港からも近く、町内には

房総のむらといった、県内において、有数な観光拠点がありながら観光の活性化がなされていない。 

そのため、東京オリンピックを機に外国人観光客をはじめ、多くの観光客を房総のむらやドラムの里

に呼び込むとともに、充実した観光情報の発信や各種イベントの開催に取り組む。 

さらに、町の特性でもある川を使った観光として、屋形船の運行支援や、マリンスポーツの振興を進

めるとともに、市民農園の観光化、電動レンタサイクルの配置などに取り組む。 

【外国人観光客を栄町に呼び込む＝総合戦略Ⅰ】 

【その他の観光客の増加】 

  ●観光情報の発信事業 

    （観光パンフレットの作成）《空港周辺自治体連携》 

    （ホームページの充実） 

    （観光リーダーの育成） 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

・新規移住就農者数 

H26  8世帯 ⇒ H31  30世帯 



17 

  ●屋形船の運行支援事業 

  ●市民農園の観光農園化のための整備事業 

  ●ウォータースポーツの推進事業 

  ●電動レンタルサイクルの配置事業【再】 

  ●町内飲食店マップの作成事業 

  ●ＩＣＴを活用した情報発信事業 

  ●町のイメージキャラクターの新調事業 

 

 

 

 

 

 

３．町の特産品の６次産業化 

町の特産品として、黒豆があげられその商品化が進められているほか、米を使った加工品作りなど

も進んでいる。そしてこれら加工品の販売強化のためのＰＲや新たな黒豆加工品の製造が行われてき

ている。しかしながら、町の特産品としてそのブランド化が今一歩進んでいない。 

そのため、今後は、特産物の加工・販売支援や特産物加工施設整備支援のほか、チャレンジショップ

の支援などにも取り組むとともに、特産品のＰＲに力を注ぐ。 

●特産物栽培強化支援事業（黒豆栽培面積の増加） 

●特産物加工施設整備補助事業 

●特産物販売支援事業 

（チャレンジショップ開設支援等） 

●特産品のＰＲ事業 

   （地場産米の転入者等へのＰＲ）  

（黒豆等のイベント時のＰＲ） 

 

 

 

 

 

４．起業しやすい環境づくり 

起業しやすいよう町商工会が中心となって、経営相談事業などを実施してきているが、起業数は少な

く、事業所は逆に減少している。 

そのため、新たに、町商工会と連携して、起業相談会を開催するなど、雇用の場となる起業に取り組

む。 

 ●起業相談会開催支援事業 

 

 

 

 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

・観光客総入込数の増加 

H25  42万人 ⇒ H31  50万人 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

・主要特産加工品の売上高の増加（米製品・黒豆製品・ブルーベリー製品） 

H26  18,500千円 ⇒ H31  32,000千円 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

・起業者数 

5年間で 15件 
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５．空き店舗が活用されるような条件整備 

町内には空き店舗が目立ち、特に安食駅前の空き店は町のイメージダウンともなり、若者の転入阻

害要因ともいえるものである。 

そのため、空き店舗が解消できるよう、すなわち、出店の動機づけになるよう家賃や用地関係費用に

対する支援等に取り組む。 

●空き店舗等活用支援事業 

●飲食店駅前出店準備費用補助事業 

 

 

 

 

 

６．工場が立地、増設しやすい環境づくり 

町内には、矢口工業団地があり、国内でも有数な食品産業企業が立地している。工場は従業員数も

多く、若者の雇用の場の拡大には、大変大きなポイントとなっており、企業立地促進補助金などで立

地・増設の誘導を行っている。 

しかしながら、町内には、矢口工業団地以外に工場を誘致できる場所が限られており、その矢口工

業団地もほぼ一杯の状況となっている 

そのため、町では矢口工業団地の拡張事業を進めており、雇用すなわち従業員増加のため、事業の

早期推進を図ることとしている。 

●企業立地促進補助事業 

 

 

 

 

 

７．住民が就職しやすい仕組みづくり 

住民にとって、町内には矢口工業団地があり、近隣には、成田空港関連企業、千葉ニュ―タウン関

連企業など、就職先が比較的多いにもかかわらず、就職を機に転出する若者が多い。 

町では、すでに地元就職相談会や雇用促進奨励金事業等を行っているが、今後は、就職アドバイザ

ーを活用した就職相談とともに無料職業案内所の設置、通勤圏内の求人情報提供事業に取り組む。 

●地元就職支援事業 

 （就職相談会の開催） 

  （就職アドバイザーの雇用） 

●無料職業案内所の設置事業 

●通勤圏内の求人情報提供事業 

●雇用促進奨励金支給事業 

 

 

 

  

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

・空き店舗活用数 

5年間で 15店舗 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

・工場の床面積の増加 

Ｈ26  140,000㎡ ⇒ H31  164,000㎡ 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

・町内就職者数の増加 

  H22 3,036人 ⇒ H31 3,200人（国調ベース） 
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Ⅱ－４ 安食駅を中心とした賑わいがあり暮らしやすい栄町づくり ～コンパクトシティ化に向けて～ 

 

安食駅周辺では、エレベーターの設置やトイレの改修、駐輪場の補修などが行われてきており、以前に

比べ少しはイメージが良くなっているが、駅前は閑散としており、古い看板などがあり、決して明るくイメー

ジが良い駅とは言えない。また、駅からのバスの便は少なく、町の交通拠点となっていない。 

そのため、駅のイメージアップと魅力づくりを進めるとともに、駅機能の向上や駅周辺地域への人口誘

導と居住スペースの拡大に取り組む。 

さらに、駅周辺への飲食店を中心とした商業店舗の誘致にも取り組む。 

 

１．イメージアップ・魅力づくり 

安食駅前のイメージは、町の拠点としてのイメージはなく、住民や来町者にとってのイメージは悪く、

若者の転入意欲を阻んでいる要因ともいえる。 

そのため、エレベーター壁面などの活用や駅周辺の看板のサイン化、シーズンイルミネーション等に

取り組み、安食駅で乗降することが楽しいと感じるようなイメージアップや魅力づくりを進める。 

●駅前看板デザインや色の統一化の推進事業 

（エレベーター壁面等の活用） 

（駅周辺デザイン看板等の作成） 

●イルミネーションなどでの装飾事業 

（シーズンイルミネーション） 

（電子案内板整備） 

●駅周辺の環境美化と安全対策事業 

（駅前ピカピカ美化事業） 

（防犯カメラ等の設置事業） 

※総合戦略Ⅰ、総合戦略Ⅱ―3 

 

 

 

 

 

２．駅機能の向上 

駅機能向上のため、エレベーターの設置やＪＲ品川駅直通電車運行の働きかけなどを行ってきたが、

駅機能としては十分とは言えない。そして、安食駅のバス路線は、千葉交通による竜角寺方面バス、町

の地域循環バスしかなく、交通の拠点とはなっておらず、町民や観光客が集まる場所ともなっていな

い。 

そのため、印旛日本医大駅や成田湯川駅へのバス運行事業に取り組むとともに、町の地域循環バ

スの運行充実を図る。 

さらに、観光客の利便性向上のための電動レンタサイクルの設置とともに、駅前の子育て拠点（保

育・送迎）設置への支援にも取り組む。 

●交通ネットワークの強化事業 

（印旛日医大駅へのバス運行）【再】 

（湯川駅へのバス運行）【再】 

（地域循環バス運行強化） 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

・安食駅乗降客数の増加 

H25  5,630人 ⇒ H31  6,000人 
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●観光地への新しい移動手段の構築事業 

（電動レンタサイクル整備）【再】 

●駅利用者の利便性を向上させる事業 

（駅前子育て支援施設（保育、送迎）整備）【再】 

（雨除けシェルターやベンチの設置） 

 

 

 

 

 

３．駅周辺地域への人口誘導と居住スペースの拡大 

安食駅前から至近距離に、空き地があり、またアパートの空き室も多く存在している。 

これらは人口増加のための大きな資源であり、どのように活用するかが、転入者増加対策の大きな受

け皿であり、ポイントでもある。 

そのため、アパート移住子育て支援事業や転入者紹介事業を進めるとともに、空き地の活用及び新

たな住宅地の開発誘導を図る。 

さらに、定住性が高いと言われる近隣の医療系・介護系大学や病院などの、大学生や勤務者の転入

に取り組むとともに、空き家などの活用意向調査も実施することする。 

●空き地の活用及び新たな住宅地の開発・誘導事業 

（開発業者 PR用パンフレットの作成） 

●住宅・アパートストックの活用促進事業 

（医療系・介護系大学生等への家賃・通学定期支援）【再】 

（アパート移住子育て支援）【再】 

（転入者紹介）【再】 

（医療系・介護系事務所勤務者への家賃支援）【再】 

（空き家等の活用意向調査）  

※総合戦略Ⅱ―1、Ⅱ－2 

 

 

 

 

 

 

 

４．駅周辺への飲食店を中心とした商業店舗の誘致 

駅周辺には空き店舗が目立ち、これが若者転入者の阻害要因ともなっている。また、町民ばかりか

旅行者が、駅前で飲食や喫茶をすることが出来ず、栄町のイメージを大変悪くするとともに、駅の町拠

点機能を低下させている。 

そのため、空き店舗の活用、特に飲食店の活用を進めるため、家賃補助や用地関係費補助に取り

組むとともに、チャレンジショップの開設等も支援する。 

●空き店舗や宅地ストックを活用して飲食業等の進出を誘導 事業（駅周辺地区の支援を強化） 

（空き店舗等活用促進支援）【再】 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

・安食駅乗降客数の増加 

  H25  5,630人 ⇒ H31  6,000人 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

・駅前地区の新築戸数 

  5年間で 75戸増加 

・駅前地区への転入者数 

  5年間で 400人増加 
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●特産物の販売にチャレンジしやすくする事業 

（特産物販売支援事業）【再】 

   （チャレンジショップの開設支援等） 

※総合戦略Ⅱ―3 

 

 

 

 

  

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

・駅から半径 250m以内の空き店舗数 

  H26  10店舗 ⇒ H 31  0店舗 
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 施策ごとに設定する重要業績評価指標（KPI）の数値目標に対して、PDCAの一連のサイクルで、その

達成状況及び効果を検証します。 

また、効果の検証にあたっては、妥当性及び客観性を確保するため、栄町総合戦略会議において実施

します。 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan 

総合戦略立案（改正） 

【栄町総合戦略会議】 

Check１ 

事前評価 

■まち・ひと・しごと創生総合戦略 

（国及び県の戦略） 

■栄町人口ビジョン 

Check２ 

年度評価《点検》 

《目標・効果・効率等》 

Do 

施策の実施 
Action 

見直し《計画に反映》 

Check３ 

事後評価《検証》 

 《最終成果》 

Action 

継続する事業の洗

い出し、総合計画等

への位置付け 

まち・ひと・しごと創生に

向けた町の現状把握、活用

資源の整理 

PDCAサイクル 

※PDCAとは 

Plan（計画）-Do（実施）-Check（評価）-Action（改善）のプロセスの略称 

－６－ 施策の効果検証 
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栄町総合戦略会議設置要綱 

制定 平成２７年 ５ 月 １日  

施行 平成２７年 ５ 月 １日  

 （設置） 

第１条 まち・ひと・しごと創生法（平成２６年法律第１３６号）第１０条第１項に規定する栄町まち・ひと・しご

と創生総合戦略（以下「総合戦略」という。）の策定及び施策の推進に当たり、広く関係者の意見を反映

するため、栄町総合戦略会議（以下「戦略会議」という。）を置く。 

 （協議事項） 

第２条 戦略会議は、次に掲げる事項について協議する。 

（１）総合戦略の策定に係る検討に関すること。 

（２）総合戦略の成果検証に係る検討に関すること。 

（３）その他総合戦略の施策を推進するために必要な事項に関すること。 

 （組織） 

第３条 戦略会議は、町長、副町長及び教育長並びに委員１６人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が選任する。 

（１）教育関係者 

（２）産業関係者 

（３）金融関係者 

（４）報道関係者 

（５）福祉医療関係者 

（６）その他町長が特に必要と認める者 

 （選任期間） 

第４条 委員の選任期間は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の選任期間は、前任者の残任期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第５条 戦略会議に会長及び副会長を置き、町長の指名により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、戦略会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 戦略会議は、町長が招集し、会長が会議の議長となる。 

２ 戦略会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

 （会議の公開等） 

第７条 会議は、原則公開するものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、会議の公開に関し必要な事項については、栄町審議会等の会議の公開に

関する要綱（平成１５年１２月１２日制定）の規定の例による。 

 （意見の聴取等） 

第８条 戦略会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は

資料の提出を求めることができる。 

資料１ 栄町総合戦略会議設置要綱 
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 （守秘義務） 

第９条 委員及び会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 （会議録の作成） 

第１０条 会長は、当該会議の会議録を作成するものとする。 

２ 前項の会議録の作成にあたっては、要点を記録するものとし、会長があらかじめ指名した委員による

承認を受けるものとする。 

 （庶務） 

第１１条 戦略会議の庶務は、企画政策主管課において処理する。 

 （補則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、戦略会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年５月１日から施行する。 

 （委員の任期に関する経過措置） 

２ この要綱の施行後最初に選任される委員の任期は、第４条第１項の規定にかかわらず、平成２８年３

月３１日までとする。 
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小  澤  慶  和   会  長  （教育機関） 

秋  山  優  子   副会長  （産業界） 

鈴  木  美奈子   委  員  （教育機関） 

小  川  和  男   委  員  （産業界） 

平  野  幹  人   委  員  （金融機関） 

松  本  篤  史   委  員  （金融機関） 

菊  川  一  平   委  員  （産業界） 

池  田  和  彦   委  員  （産業界） 

岩  澤    弘   委  員  （産業界） 

黒  田  清  雄   委  員  （産業界） 

川  島  貞  夫   委  員  （行政機関・メディア） 

大  出    隆   委  員  （産業界） 

井  伊    浩   委  員  （行政機関・産業界） 

込  山  克  司   委  員  （その他） 

勝  田  幸  司   委  員  （その他） 

鈴  木  夏  実   委  員  （産業界） 

 

※途中交代委員 

河野敬委員（金融機関）・山口広幸委員（金融機関）・行方正幸委員（産業界） 

藤田義友委員（産業界） 

 

資料２ 栄町総合戦略会議委員 
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５月２２日  第１回栄町総合戦略会議 

５月２６日  ６月議会全員協議会で栄町総合戦略会議の設置と機能及び総合戦略の作成 

方法について説明 

６月２６日  第２回栄町総合戦略会議事前調整会議 

７月 １日  広報さかえ 7月にて「町の人口ビジョン・総合戦略」作成のための「町への転入

者増加対策」「子育て支援」「雇用の増加」などに係る意見を募集 

７月１６日  第２回栄町総合戦略会議 

７月２３日  第 1回若者まちづくり懇談会 

７月２９日  第 1回子育て支援懇談会 

８月 ６日  第２回若者まちづくり懇談会 

     第２回子育て支援懇談会 

８月２７日  第３回栄町総合戦略会議 

９月 １日  原案のパブリックコメント 

～ １５日   

９月 ２日  議会全員協議会で栄町総合戦略の原案について説明 

１０月 １日  第４回栄町総合戦略会議 

      

※上記の他に、栄町総合戦略推進プロジェクトチーム会議を３３回実施 

 

 

 

 

資料３ 人口ビジョン・総合戦略策定経緯 



  

栄町総合戦略策定に係る若者世代の 

将来の意識に関するアンケート結果 

 

（16 歳対象） 
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総合戦略策定に係る若者世代の将来の意識に関するアンケート調査結果 

 

１ 調査の目的 

 本調査は、若者世代の進路・就職等による定住の意向、転出抑制のための取組みを検討し、「栄町

版総合戦略」策定の資料とするために実施した。 

調査方法 

調査対象者：16歳（平成 27 年 7月 1日時点） 191 人 

調査方法：郵送配布、郵送回収方式 

調査期間：平成 27年 8月 5 日～平成 27年 8月 16日 

回収状況：50票 （回答率 26.2%） 

 

２ 調査結果 

 

【卒業後の進路の希望は？】 

 回答者の卒業後の進路の希望を聞いたところ、大 

学等の進学の希望者が 41人（82%）、就職を希望者 

が 9 人（18%）で、進学を希望する者が 8割を超え 

ています。 

 

 

 

 

 

【進学を考えている方にお聞きします】 

 進学を希望する者に、通学する上で、どこから通 

学したいかを聞いたところ、「栄町から通学したい」 

が 24人（58%）、「こだわらない」が 13人（32%）、 

「栄町から出て通学」が 4人（10%）と進学希望者の 

6割近くが栄町から通学したいと回答しています。 

 

 

 

 

○各設問の主な理由としては、次のような意見が出ています。 

【できたら栄町から通学したい】 

・家から通いたいから。(6人) 

・一人暮らしは出来ないから。(6人) 

・生活費がかかるから。(4人) 

・地元からあまり離れたくない。(3人) 

進学（大

学・短

大・専門

学校な

ど）

82%

就職

18%

できたら

栄町から

通学した

い

58%

栄町から

の通学に

はこだわ

らない

32%

できたら

栄町から

出て通学

したい

10%
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【栄町からの通学にはこだわらない】 

・まだ行きたい大学が決まっていないから。(7人) 

【できたら栄町から出て通学したい】 

・成田線が不便だから。(4人) 

 

【就職を考えている方にお聞きします】 

 就職を希望する者に、通勤する上で、どこから通 

勤したいかを聞いたところ、「栄町から通勤したい」 

が 4 人（29%）、「こだわらない」が 8人（57%）、「栄 

町から出て通勤」が、2人（14%）と就職希望者の 

6割近くがこだわらないと回答しています。 

 

 

 

 

○各設問の主な理由としては、次のような意見が出ています。 

【できたら栄町から通勤したい】 

・実家から通勤したいから。(3人) 

【栄町からの通勤にはこだわらない】 

・通勤の便が悪すぎ。(2人) 

・就職する所と家との距離によるから。(2人) 

【できたら栄町から出て通勤したい】 

・働きたいところが遠いから。バスや電車で通うにはここは悪すぎる。(2人) 

 

【もし、栄町から通勤する場合の通勤時間の条件は？】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 電車で通勤する場合の移動時間の条件で、最も多いのは「60分以内」で、10人（59%）が回答して

います。次いで、「90分以内」が 5人（29%）となっています。 

 車で通勤する場合の移動時間の条件で、最も多いのは「60分以内」で 6人（50%）と、電車での通

勤条件と同様の条件となっています。次いで、「30 分以内」で 3人（25%）となっています。 

 なお、それぞれの回答者の平均時間は電車通勤が「65分」、車での通勤が「52分」といった状況で、

いずれも 60分前後で通勤できることが条件であることが窺えます。 

できたら

栄町から

通勤した

い

29%

栄町から

の通勤に

はこだわ

らない

57%

できたら

栄町から

出て通勤

したい

14%

25分以内

6%

30分以内

6%

60分以内

59%

90分以内

29%

［電車通勤の移動時間］

25分以内

9%

30分以内

25%

40分以内

8%

60分以内

50%

120分以内

8%

［車通勤の移動時間］
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【今後の進学先や就職先などの条件はあると思いますが、栄町には今後も住み続けたいと思いますか】 

 栄町に住み続けたいか聞いたところ、「住み続け 

たい」が 15人（30%）、「住み続けたくない」が 8人 

（16%）、「わからない」が 27人（54%）といった結果 

となっています。 

 「住み続けたい」主な理由としては、「家から離れ 

たくないから」、「落ち着くから」などで、「住み続け 

たくない」主な理由は、「交通機関が不便」が多くな 

っています。また、「わからない」と回答した主な理 

由は、「どこに就職するか分からない」、「栄町は、電 

車の本数が少ない」で、住み続けたくない理由と同じ 

く、交通の不便さが挙げられています。 

 

○各設問の主な理由としては、次のような意見が出ています。 

【ぜひ住み続けたい】 

・家から離れたくないから。（2人） 

・栄町は落ち着く。（2人） 

・成田にも印西にも近い。だから少し足をのばせばたくさん遊べる所があるので便利。 

・小さいときからずっと住んでいるから。自然に溢れていて落ち着くから。栄町のような場所は他に

はないから。 

・特に困ったことは無いから。 

・都会にはない優しさや、近所付き合いがあり、安心して住めるため。 

・栄町が好きだから、これからもこの栄町に住みたい。 

・家族が近くにいるので、何かあっても心配することが少ないから。 

【できたら住み続けたくない】 

・交通機関が不便。（4人） 

・魅力がない。何もないから。 

・将来、戻ってくるという選択肢はあるが、ずっと住み続けたいとは思わない。 

・就職も町内では難しいので、職場からも学校からも近いところに住みたい。 

・町の活性化を感じないから。 

・実家暮らしはやだから。 

【わからない】 

・どこに就職するか分からないから。（9人） 

・栄町は、電車の本数が少なから。（5人） 

 

 

 

 

 

ぜひ住み

続けたい

30%

できたら

住み続け

たくない

16%

分からな

い

54%
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【あなたにとって、今の栄町の住み心地はいかがですか】 

 栄町の今の住み心地を聞いたところ、「非常に住 

みやすい」が 5人（11%）、「どちらかといえば住み 

やすい」が 16人（33%）、「わからない」が 15人 

（31%）、「どちらかといえば住みにくい」が 11人 

（23%）、「非常に住みにくい」が 1人（2%）とい 

った結果となっています。「非常に住みやすい」と 

「どちらかといえば住みやすい」の「住みやすい」 

と回答した者は合わせて 27人（42%）、「非常に住 

みにくい」と「どちらかといえばやや住みにくい」 

の「住みにくい」と回答した者は合わせて 12人 

（24%）であり、「住みやすい」の割合が 18%上回 

る結果となっています。 

 

○各設問の主な理由としては、次のような意見が出ています。 

【非常に住みやすい】 

・空気がきれい。自然が多い。夜とても静かなので眠りやすい。駅がある。 

・静かで空気がきれいだから。成田市にも近くて買い物にもあまり困っていない。 

・個人的に、今の環境がとても気に入っており、特に生活に不便さも感じていないから。強いて言う

ならばレジャー施設を増やして欲しい。 

・緑がいっぱいで川もあるし環境が良い。 

・大きな店はないけど、不自由ではない。 

【どちらかといえば住みやすい】 

・生活に支障をきたしていない。（4人） 

・街灯が少なくて夜道が怖かったり、お店が少なかったりはするが、それよりも安心して住める居心

地の良い町だと思うから。改善点はあると思うが、それより自分は都会にはない部分が好き。歴史

もあるし、特産品もあるし、自慢できる町だと思うから。 

・とても落ち着いていて良い町だとは思うが、交通の面で不便さを感じる。 

・空気がおいしいし、近所の人もやさしいから 

・他で暮らしたことがないから比較が出来ないため、住みやすいのか住みにくいのか分からない。だ

けど、住み慣れているので住みにくいとは思わない。将来、他で暮らした時に栄町の良さが分って

栄町に戻りたいと思えればいいと思う。 

・都会というわけではなく、ゆったりと暮らせるのはとてもいいが、店などがあまりないのが少し不

満である。 

・今は、まだ学生なので税金などは直接関係ないが社会人になり税金を納める立場になった場合少し

不安に思う。最近はプレミアム商品券など町民にとって良い制度も増えて来たので今後ももっと増

やして欲しい。 

・交通の便は悪いけれど、友達がたくさんいるから。 

・今のままで充分住みやすいとは思うが、もう少しバスの本数が増えたりするともっと生活しやすく

非常に住

みやすい

11%

どちらか

といえば

住みやす

い

33%

どちらと

もいえな

い

31%

どちらか

といえば

やや住み

にくい

23%

非常に住

みにくい

2%
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なると思う。町の行事に栄町以外に住んでいる人も参加したくなるようなものがもっとたくさんあ

ればもう少し住民が増えるのではないかと思った。 

・房総のむらなどの公共施設があるから。 

・生まれてから栄町に住んでいたから今は。卒業後の進路を考えるとやや不便を感じる。 

【どちらともいえない】 

・交通の便が悪い。(7人) 

・町がごちゃごちゃしていなく静かで過ごしやすいが、店が少ないと思う。 

・駅がありここは住みやすいところだと思う。生まれ育った場所だから住みたいとは思うが、他のも

っと発展した土地の方が住みやすいだろうとは思う。 

・若者が行く店などが少ない。若者が参加しているイベントが少ないので活気がない。 

・地元の友達とも、遊びに行くなら町外という感覚になっている。町を出なくても、行く場所がある

という所がほしい。保育施設の規模を拡張したり、スポーツジムや飲食店を作ってほしい。少しで

も空いている土地などがあれば、有効活用してほしい。この町にしかない特別なサービスなどがあ

ると人を呼び込みやすくなると思う。 

・自然豊かな所はいいと思うが、ショッピングセンターなどの施設がない所は住みづらいなと思う。 

【どちらかといえばやや住みにくい】 

・交通の便が悪い。(6人) 

・住みやすい点もないので、やや住みにくいと思う。 

・老後、生活するのに不便。竜角寺台から下総松崎とかにバスが出て欲しい。 

・ファミレスが夢庵しかない。 

・何もないから。 

【非常に住みにくい】 

・電車を使う時に不便。自然はたくさんあっていいと思うがやっぱり不便。 
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栄町総合戦略策定に係る若者世代の 

将来の意識に関するアンケート結果 

 

（２０歳対象） 
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総合戦略策定に係る若者世代の将来の意識に関するアンケート調査結果 

 

１ 調査の目的 

 本調査は、若者世代の進路・就職等による定住の意向、転出抑制のための取組みを検討し、「栄町

版総合戦略」策定の資料とするために実施した。 

調査方法 

調査対象者：20 歳（平成 27 年 7 月 1 日時点） 203 人 

調査方法：郵送配布、郵送回収方式 

調査期間：平成 27 年 8 月 5 日～平成 27 年 8 月 16 日 

回収状況：40 票 （回答率 19.7%） 

 

２ 調査結果 

 

【現在の状況】 

 現在の状況を聞いたところ、大学生が 24人 

(60%)、専門学校生が 6人（15%）、就職（正規） 

が 5 人（12%）、就職（非正規）が 3人（8%）と 

なっており、回答者の 75%が学生となっていま 

す。 

 

 

 

 

【卒業後の進路の希望は？】 

 回答者で学生と答えた方の卒業後の進路の希 

望を聞いたところ、「就職」が 27人（90%）と 

最も多く、「会社を作る」、「家業を継ぐ」を合 

わせ、職に就く割合がほとんどです。 

 

 

 

 

【就職を希望する就労の形態は？】 

 回答者で学生と答えた者の卒業後の進路の希 

望の内「就職」と答えた方に希望する就労形態 

を聞いたところ「正規雇用」が 25人（93%）、 

自営業が 2人（7%）で、ほとんどの方が正規雇 

用を希望しています。派遣社員やパートなどの非 

正規雇用を希望する方はいません。 
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【就職する場合、どこから通勤したいですか？】 

 就職を希望する方に、就職する場合、どこから 

通勤したいかを聞いたところ「栄町から通勤した 

い」が 7人（24%）、「栄町からの通勤にはこだわ 

らない」が 16人（55%）、「栄町から出て通勤し 

たい」が 6人（21%）で、「栄町からの通勤には 

こだわらない」が最も多くなっています。 

 

 

○各設問の主な理由としては、次のような意見が出ています。 

【できたら栄町から通勤したい】 

・自宅から通えた方が楽であるため。（4人） 

・祖母や両親の近くで生活したい。祖母の買い物など付き合いたい為。 

・人間が苦手で一人暮らしが不安なため。 

・結婚するまでは栄町から通勤したいが、結婚後は栄町を出てもっと便利なところから通勤したい。 

【栄町からの通勤にはこだわらない】 

・就職先しだい。（5人） 

・私は将来、印旛地区で教員になることを目指しているので、配属先によってこだわると考える。 

・働きたい場所が自宅から遠い。 

・利便性に優れている地域に住みたい。 

・自宅周辺の働き口があまりに少なく期待できそうにない。 

・栄町から通勤したい気持ちはあるが、電車の本数が少ない。 

・私が希望する職種とその就職先を考慮すると、栄町を出る必要もがないが、一人立ちして就職先（こ

の町にはない）の近くに住んでも良いという微妙な状態である。 

・一人暮らしを通じての自立を考えているからで 

【できたら栄町から出て通勤したい】 

・電車通勤が不便だから。（2人） 

・働きたい企業がない。 

・成田空港などで働きたいから 

・実家を離れて一人暮らしをしたい 

 

【もし、栄町から通勤する場合の通勤時間の条件は？】 
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 電車で通勤する場合の移動時間の条件で、最も多いのは「60分以内」で、11人（39%）が回答して

います。次いで、「90分以内」が 10人（36%）となっています。 

 車で通勤する場合の移動時間の条件では「30分以内」と「60分以内」がそれぞれ 10 人（45%）で

同数となっています。 

 なお、それぞれの回答者の平均時間は電車通勤が「64分」、車での通勤が「46分」といった状況で、

電車の場合は 60 分、車の場合は電車よりも短い移動時間で通勤できることが条件であることが窺え

ます。 

 

【あなたの現在の結婚観は？】 

 結婚観について聞いたところ、「すぐにでも結婚 

したい」が 2人（5%）、「25歳ぐらいまで」が 10人 

（25%）、「25歳～30歳くらい」までが 18人（45%）、 

「特にこだわらない」が 6人（15%）、「結婚するつ 

もりはない」が 2人（5%）、「既に結婚している」が 

2人（5%）で、25歳～30歳までの間に結婚したいと 

回答した方が一番多く、次いで、25歳くらいまでに 

結婚したいが続いています。 

 

【あなたは将来何人の子どもを持ちたいですか？】 

 将来、持ちたい子どもの数を聞いたところ「2人」 

が 28人（74%）と一番多く、次いで「3人」が 8 

人（21%）となっており、2人以上の子どもを持ち 

たい割合は全体の 9割となっています。 

 

 

 

 

 

【栄町には今後も住み続けたいと思いますか？】 

 栄町に住み続けたいか聞いたところ、「住み続け 

たい」が 11人（28%）、「住み続けたくない」が 7人 

（18%）、「わからない」が 27人（54%）といった 

結果となっています。 

 「住み続けたい」主な理由は、「住み慣れている 

から」、「車があれば特に不便はない」などで、「住 

み続けたくない」主な理由は、「電車がない」、「希 

望する職種がない」などの意見があります。また、 

「わからない」と回答した主な理由は、「交通の便 

が良くない」で、交通の不便さが挙げられています。 
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○各設問の主な理由としては、次のような意見が出ています。 

【ぜひ住み続けたい】 

・自分が生まれ育った町であり、町も町に住んでいる人もとても好きなので、これからも住み続けて

行きたいと思っている。しかし、就職先が東京なのでずっとは難しいかもしれない。 

・好きだから。祖父母もいるから。 

・ママ友が安食にいっぱいいるから離れたくない。 

・慣れ親しんだ環境だから。 

・田舎であるけれど、車があればそこまで不便ではないし、何よりも愛着がある。 

・祖母や両親の近くで生活したい。祖母の買い物など付き合いたい。 

・慣れ親しんだ町であるから。なんだかんだ栄町が大好き。 

・生まれ育った故郷を大事にしていきたい。 

・住み慣れているから。 

・町の行事に参加していきたいから。 

・車さえあれば、時間のある限り特に不自由はないから。 

【できたら住み続けたくない】 

・お店が少ない。車がないと移動が非常に困難。 

・自分の子ども達に過疎化が進んでいるこの町で教育を受けさせることに不安を感じる。 

しかし、これから老いていく両親を心配しているという点から、この町に残らなければいけないの

かと考える。 

・生活が不便。病院がない（眼科、皮膚科など） 

・電車がない。変な人が多い。電波が無い。 

・希望職種が地方にはない。 

【わからない】 

・交通の便が良いとはいえないため。（6人） 

・就職先しだい。 

・実家から通える範囲なら住み続けたいと思っている。でも一人で暮らすとなっても抵抗はない。 

・将来、結婚した人の仕事場、自分の仕事場の関係によっては、栄町を出なくてはいけないかもしれ

ないから。利便性に欠けるため。 

・結婚を想定した時に新居を栄町にとは勧めづらい。今のままでは、子どもが電車通学の時、私と同

じく不便な思いをするし、先ず、町内に産婦人科が無い。歩いて行ける産婦人科があり、帰りに買

い物に寄れるような町が理想。あと眼科や耳鼻科もあって欲しい。 

・分からないが、自然がたくさんあるこの栄町はとても魅力があるし、子どもにも自然がたくさんあ

るところで育ってほしい。 

・自身の住まい（両親と生活している場所）があるから、一人身ならば別に良いが就職しようにもこ

の町には選択肢が少なく、また若者が率先して「その仕事をやりたい」と思えるものが少ない。ま

た、結婚するとなった場合、この町をお勧めする利点がほとんどない。 
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【今の栄町の住み心地はいかがですか？】 

 栄町の今の住み心地を聞いたところ、「非常に住 

みやすい」が 3人（8%）、「どちらかといえば住み 

やすい」が 15人（38%）、「どちらともいえない」が 

7 人（18%）、「どちらかといえばやや住みにくい」 

が 10 人（26%）、「非常に住みにくい」が 3 人（8%） 

といった結果となっています。「非常に住みやすい」 

と「どちらかといえば住みやすい」の「住みやすい」 

と回答した者は合わせて 18人（45%）、「非常に住 

みにくい」と「どちらかといえばやや住みにくい」 

の「住みにくい」と回答した者は合わせて 13人 

（32%）であり、「住みやすい」の割合が 13%上回 

る結果となっています。 

 

○各設問の主な理由としては、次のような意見が出ています。 

【非常に住みやすい】 

・環境が良くて近所の人も良い人がいるのでいつまでもいたい。 

・分からないが、自然がたくさんあるこの栄町はとても魅力があるし、子どもにも自然がたくさんあ

るところで育ってほしい。 

・自然豊かで静かだから。 

【どちらかといえば住みやすい】 

・就職先が遠い以外に特に不満はなし。 

・自宅は駅が近い為、特に不便さを感じない。 

・電車の本数が少ないのが不便。 

・大学へ電車で通っているため、交通の便が悪いと感じる。電車を増やすのは無理だとしても、駅か

ら出ているバスをもう少し増やして欲しい。 

・住みなれた所だから 

・自然豊かで人がやさしい面はとても良いと思う。小中学校は、学校も近く勉強や部活動で充実して

いた。普段の買い物は町内で十分だが、家電や少しおしゃれな物が欲しい時は町外へ行く。駅の歩

道橋がＪＲの線路の上だけペンキが塗られていないのを見ると悲しい。町とＪＲの関係が良くない

ように見えとても残念である。町外の人から好印象を持ってもらうためにも歩道橋だけでもきれい

にして欲しい。 

・自然がある点。就職した際には住みにくいと感じると思う。 

・駅から少し遠いがそれ以外はあまり不満はないから。 

・電車の本数が少なかったり、遊ぶところ（というかファミレスなど）も少ないため、成田や印西へ

行くことが多いから。 

・少し足をのばせばどこへでも行けるし、お店にもあまり不自由してないから。ただ、交通機関が若

干ネックだと感じている。 

非常に住

みやすい

8%

どちらか

といえば

住みやす

い

38%どちらと

もいえな

い

18%

どちらか

といえば

やや住み

にくい

26%

非常に住

みにくい

8%

その他

2%
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・コンビニも近くにあり、スーパーも行きやすい。 

・住みなれているため、特に不便とは感じない。しかし、老後はこのまま住んでいけるのか心配。 

【どちらともいえない】 

・電車の本数が少なく駅まで遠くて不便。バスの本数を増やして欲しい。 

・車を持っている場合は、まだ良いが、それが無い場合、交通アクセスが使いにくい（例えば電車の

本数が少ない）ことと食材や工具類は揃うにしても、電子機器やちょっとした遊び場がほとんどな

い（あっても若者向きでない） 

・最寄駅が遠い。歩いて買い物に行ける所がない。治安が良い。 

【どちらかといえばやや住みにくい】 

・交通が不便。（4人） 

・自然が多くのどかで良いが、少し治安の悪さを感じるところがある。 

・騒音や公害が無いという点では住みやすいが、下総松崎までの不便さや商業施設がほぼ無いに等し

いことから住みづらいと思われる。こうした状況から、車や原付などでの交通手段の利用が必ず求

められる。公共交通機関の配慮を行うか、車両の減税を行うなどの改善措置が行われることが、住

みやすい環境の最低限の策であると考える。 

・人口減少のせいもあると思うが、飲食店、交通の便などには、満足できない。 

・生活が不便だから。 

【非常に住みにくい】 

・変な人が多い。 

・電車の本数が少ないので大変。街灯が少なく帰り道が怖い。（駅の自転車置き場）。駅の改札を２つ

（南口・北口）にあると便利だなと思う。 

・不便 
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千葉県印旛郡栄町 

地方創生「総合戦略」 

平成２７年１０月 

 

千葉県印旛郡栄町企画政策課 

〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台１－２ 

TEL：0476-33-7701   FAX：0476-95-4274 

E-mail：kikaku@town.sakae.chiba.jp 


