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１ 商業の振興 

１）市民の意見 

市民の意見 反映した施策 

3 

153 

156 

商業や商店街の活性化 

商業観光振興の推進 

事業者や企業の意識醸成に向けた啓発の推進 

中心市街地商業等活性化 

154 

155 

158 

名産品の活用など特徴ある商業の育成 

商店、商店街の相互連携の支援推進 

消費者ニーズに基づく商業展開の支援 

魅力ある商業の育成 

158 消費者ニーズに基づく商業展開の支援 経営改善・近代化の促進 

 

２）基本方針 

郊外ロードサイドへの大型店の立地をはじめとして、店舗の老朽化や後継者問題、駐車

場不足や交通アクセスの問題等により、既存の商店街については空き店舗が増加し、売り

上げも相対的に低下する等商業を取り巻く環境は極めて厳しい状況にある。一方、都市間

競争の激化が見込まれる中で、野田市の活力を支えるためには、集客力を高めるとともに、

需要を受けとめる商業機能の強化や中小企業の経営改善・近代化を促進し、商業振興を図

っていく必要がある。 

そのため、中心市街地の活性化をはじめサービス核の育成等を通じて、市街地の整備改

善と一体となった商業振興を推進する。また、消費者のニーズに対応した商業活動への支

援を行う必要がある。 

 

３）施策の体系 

基本方針 施策 主な事業 

■中心市街地商業等活性化 ・中心市街地商業等活性化関連事業 

・野田市駅西土地区画整理事業（再掲） 

・愛宕駅周辺地区のまちづくり（再掲） 

■魅力ある商業の育成 ・商店街共同施設設置事業 

・共同駐車場確保事業 

・商店会販売促進事業 

商業の振興 

■経営改善・近代化の促進 ・各種融資制度による事業経営の支援 
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４）施策の内容 

■中心市街地商業等活性化 

空洞化が進む中心市街地ににぎわいを取り戻すため、吸引力のある商業機能の充実や快

適に時間を過ごせるための環境整備を図る。具体的には、空き店舗・空き地の活用、フリ

ーマーケットの開催、商店会による販売促進事業等の実施や街路灯や駐車場等の共同施設

整備への支援を行う。 

また、野田市駅西土地区画整理事業や愛宕駅周辺地区のまちづくり等を通じて、野田市

の歴史等地域特性を活かしながら中心市街地としてふさわしい活力に満ちた地域づくり

を推進する。 

市民には、中心市街地商業の活性化への理解が期待される。 

 

【主な事業】 

・中心市街地商業等活性化関連事業 

・野田市駅西土地区画整理事業（再掲） 

・愛宕駅周辺地区のまちづくり（再掲） 

 

【市民に期待される役割】 

・中心市街地商業の活性化への理解 

 

■魅力ある商業の育成 

モータリゼーション注１）の進展、大型店等の立地、消費者ニーズの高度化・多様化に柔

軟に対応するため、事業者や企業の意識の高揚を図るとともに、商店街共同施設の整備、

共同駐車場の確保や販売促進事業等への助成を通じて、集客力の高い魅力ある商業づくり

を促進する。 

事業者や企業は、魅力ある商業のために消費者ニーズに対応するとともに、消費者には

これらの取組への理解と協力が期待される。 

 

【主な事業】 

・商店街共同施設設置事業 

・共同駐車場確保事業 

・商店会販売促進事業 

 

                                         
注１） モータリゼーション…………自動車の大衆化。生活の自動車化。自動車が必需品として一般生活に欠かせなくなる

現象のこと。 
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【市民に期待される役割】 

・事業者や企業の消費者ニーズへの対応 

・魅力ある商業育成への理解と協力 

 

■経営改善・近代化の促進 

中小企業の経営基盤を改善・近代化するため、各種融資制度等の活用を推進し、消費者

ニーズに対応した事業経営を積極的に支援する。 

事業者や企業には、各種融資制度を活用して経営改善・近代化を促進することが期待さ

れる。 

 

【主な事業】 

・各種融資制度による事業経営の支援 

 

【市民に期待される役割】 

・各種融資制度の活用による経営改善・近代化の促進 
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２ 観光の振興 

１）市民の意見 

市民の意見 反映した施策 

153 

160 

161 

商業観光振興の推進 

観光ＰＲの積極的な推進 

観光に対する市民の協力、取組の強化 

観光サービスの充実 

25 

26 

159 

161 

新しい交通システムの導入 

自転車の活用 

観光資源の発掘、活用の推進 

観光に対する市民の協力、取組の強化 

観光資源のネットワーク化 

 

２）基本方針 

野田市は、豊かな自然や古い歴史、文化遺産等、観光資源に恵まれた地域である。市内

では 近、身近な観光ポイントを歩いてみて回る観光客が多くみられるようになってきて

おり、これらの観光資源のポテンシャルを再認識し活用することによって、観光地として

の魅力を高めることが可能であると考えられる。 

そのため、観光ポイントの充実や新しい観光資源を発掘し、そのネットワーク化を進め

ることにより、観光の振興を図る。 

 

３）施策の体系 

基本方針 施策 主な事業 

■観光サービスの充実 ・観光ＰＲの推進 

・地域イベント・まつりの振興 

・博物館事業の充実 

観光の振興 

■観光資源のネットワーク化 ・観光資源の洗い出し 

・江戸川舟運の推進 

・歴史的街並み保存に対する支援（再掲） 

・ふれあいのみちすじ標識の整備（再掲） 

・サイクリング道路の整備（再掲） 

・観光集客事業の促進 
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４）施策の内容 

■観光サービスの充実 

地域の振興を図るため、地域イベントや野田市に伝わる祭りを振興するとともに博物館

事業を充実する等、観光資源の充実を図る。また、観光ガイドの作成をはじめ多面的なＰ

Ｒを推進する。 

市民には、市内の観光資源を再認識するとともに、保存と活用への理解と協力や地域イ

ベント・まつりへの積極的な参加が期待される。 

 

【主な事業】 

・観光ＰＲの推進 

・地域イベント・まつりの振興 

・博物館事業の充実 

 

【市民に期待される役割】 

・観光資源の再認識 

・観光資源の保存と活用への理解と協力 

・地域イベント・まつりへの積極的な参加 
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■観光資源のネットワーク化 

多様化する観光ニーズに対応するため、既存の歴史的資源や新しい観光資源等を洗い出

してネットワーク化を図る。また、サイクリング道路の整備や江戸川舟運を推進する等、

観光地として新しい魅力の創出を図る。また、対外的にも野田市の観光資源の PR に努め、

観光客の誘致を図る。 

市民には、観光資源の保存と活用への理解と協力が期待される。 

 

【主な事業】 

・観光資源の洗い出し 

・江戸川舟運の推進 

・歴史的街並み保存に対する支援（再掲） 

・ふれあいのみちすじ標識の整備（再掲） 

・サイクリング道路の整備（再掲） 

・観光集客事業の促進 

 

【市民に期待される役割】 

・観光資源の保存と活用への理解と協力 
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３ 工業の振興 

１）市民の意見 

市民の意見 反映した施策 

141 産業支援策の推進 地域産業ビジョンの策定 

148 中小企業対策の支援 経営基盤の強化 

141 

147 

148 

149 

173 

産業支援策の推進 

産業間の連携促進 

中小企業対策の支援 

基幹産業による産業の振興 

ネットワークを通じた産業の育成促進 

構造改革の支援 

150 

151 

152 

地域に根ざした工業の振興 

物流団地の検討 

雇用確保の推進 

産業用地の整備 

 

２）基本方針 

野田市の工業は、長い歴史と伝統を有する醤油醸造業及び関連産業に加え、6 か所の工

業団地に金属・機械を中心とした工場が立地し、市の活力を支え、発展してきた。しかし

ながら、国際化や情報化、経済のグローバル化注１）の進展、産業構造の変化等、工業を巡

る環境も大きく変化しており、今後の市の活力を支える産業として、その振興が必要であ

る。 

そのため、市内工場の再配置等を通じて、生産環境の整備を推進するとともに、産業構

造の変化に対応し、今後成長が期待される産業（研究機関を含む）の立地を促進する。 

また、地域職業訓練センターを活用する等産業支援機能の整備を推進する。 

                                         
注１） グローバル化…………………世界的規模に拡大すること。 
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３）施策の体系 

基本方針 施策 主な事業 

■地域産業ビジョンの策定 ・工業振興・活性化方策の検討 

■経営基盤の強化 ・中小企業融資資金預託・利子補給の充実 

・経営改善普及事業への支援 

■構造改革の支援 ・地域職業訓練協会への支援（再掲） 

・異業種交流の推進 

・産学官交流の推進 

工業の振興 

■産業用地の整備 ・船形土地区画整理事業（再掲） 

 

４）施策の内容 

■地域産業ビジョンの策定 

産業構造の変化に柔軟に対応しながら、野田市の特性や資源を有効に活用して工業団地

や中小企業を活性化するとともに、新規産業の導入・立地誘導等によるバランスの取れた

産業振興を図るため、地域産業ビジョンを策定する。 

市民には、地域産業ビジョンの策定への理解と協力が期待される。 

 

【主な事業】 

・工業振興・活性化方策の検討 

 

【市民に期待される役割】 

・地域産業ビジョンの策定への理解と協力 

 

■経営基盤の強化 

大企業に比べて、情報力、技術力、資金力等の弱い中小企業が創造性を発揮し、新たな

環境変化に的確に対応できるようにするため、中小企業融資資金預託・利子補給の充実、

経営改善普及事業への支援等を行うことにより、経営基盤の強化を図る。 

事業者や企業には、経営基盤強化のための支援事業の活用が期待される。 

 

【主な事業】 

・中小企業融資資金預託・利子補給の充実 

・経営改善普及事業への支援 
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【市民に期待される役割】 

・経営基盤強化のための支援事業の活用 

 

■構造改革の支援 

新しいニーズに即した新製品、新技術、新市場を開拓し、高度な生産機能を維持・発展

させるため、異業種交流や東京理科大学との連携をはじめとして産学官交流を推進すると

ともに、地域職業訓練協会を支援し地域職業訓練センターの充実を図る。 

市民には、地域職業訓練センターの活用が期待される。 

 

【主な事業】 

・地域職業訓練協会への支援（再掲） 

・異業種交流の推進 

・産学官交流の推進 

 

【市民に期待される役割】 

・地域職業訓練センターの活用 

 

■産業用地の整備 

既存工業団地内の遊休・未利用地の適正な利用を推進し、生産基盤の強化・充実に努め、

工業を活性化するとともに流通及び先端・情報関連産業等の立地と雇用の確保を図るため、

船形地先の工業団地の整備を進める。 

市民には、工業団地整備への理解と協力が期待される。 

 

【主な事業】 

・船形土地区画整理事業（再掲） 

 

【市民に期待される役割】 

・工業団地整備への理解と協力 
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４ 農業の振興 

１）市民の意見 

市民の意見 反映した施策 

143 

145 

農業生産体制確立への支援の充実 

安全な食糧供給体制の確立 

生産基盤の整備 

58 

142 

144 

農地・未利用地の管理促進 

農家への支援の充実 

農地の有効利用の促進 

農業経営の支援 

143 

145 

農業生産体制確立への支援の充実 

安全な食糧供給体制の確立 

生産・流通対策の推進 

58 

146 

農地・未利用地の管理促進 

市民と農業とのふれあいの場の創出 

農業と市民のふれあいの推

進 

69 

145 

減量化・リサイクル化の推進 

安全な食糧供給体制の確立 

環境保全型農業の推進 

 

２）基本方針 

国際的な規制緩和に伴う市場環境の悪化、後継者不足等、将来にわたり食料の安定供給

を支える重要な役割を担う農業を巡る状況は厳しさを増している。 

そのため、野田市における産業としての農業の役割や、農地については単に農産物の生

産の場としてだけでなく、環境緑地としての役割を見直しつつ、農業への支援、農用地の

維持・保全等を推進する。また、環境への負荷の少ない農業を推進する。 

一方、生きがい、レクリエーションの場としての農業に対する関心の高まりに対応して、

点在する遊休農地の集約を図り、市民が農業とふれあうことのできる場の整備等、その活

用を推進する。 
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３）施策の体系 

基本方針 施策 主な事業 

■生産基盤の整備 ・かんがい排水事業 

・水質保全対策事業 

■農業経営の支援 ・農業経営基盤強化資金利子補給 

・利用権設定等促進事業 

・アグリサポート（援農制度）の推進 

・担い手農家への支援 

■生産・流通対策の推進 ・生産調整対策の推進 

・青果物価格安定事業 

・堆肥を利用した低農薬農産物推進事業 

・園芸施設化促進事業 

■農業と市民のふれあいの推進 ・市民農園設置の推進 

・遊休農地の集約の推進 

・地場産品の普及推進 

農業の振興 

■環境保全型農業の推進 ・堆肥の有効活用 

・園芸用廃プラスチックの適正な回収と処理 

・農業生産法人による環境保全型農業の推進 

 

４）施策の内容 

■生産基盤の整備 

生産性の向上を図るため、農業生産基盤の整備を推進し、農業生産の基礎となる水利条

件を整備し、水利用の安定と合理化を図るとともに水質保全対策事業等を推進し、農業用

水の水質保全に努める。 

市民には、事業への理解と協力や環境保全の観点からも農業用水の水質保全等への取組

が期待される。 

 

【主な事業】 

・かんがい排水事業 

・水質保全対策事業 
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【市民に期待される役割】 

・生産基盤の整備への理解と協力 

・農業用水の水質保全への取組 

 

■農業経営の支援 

効率的かつ安定的な担い手農家（個人・法人）が地域における農業生産の相当部分を担

うような農業構造を確立するため、地域における合意形成を図りつつ、農地の流動化及び

農作業の受委託を通じ、効率的かつ安定的な農業経営体への農地の利用集積に努める。 

また、育成すべき担い手農家の生産性向上等に資するよう、低利融資制度や各種補助事

業の効率的な活用を図るとともに、経営改善計画の策定支援を行う。 

市民には、農地の流動化への積極的な協力が期待される。 

 

【主な事業】 

・農業経営基盤強化資金利子補給 

・利用権設定等促進事業 

・アグリサポート（援農制度）の推進 

・担い手農家への支援 

 

【市民に期待される役割】 

・農地の流動化への積極的な協力 

 

■生産・流通対策の推進 

農業生産性の向上及び米需給の均衡を図るため、高品質で安全な農産物を安定して供給

できる体制の整備を進めるとともに生産調整対策等を推進する。 

市民には、転作地の集団化等へ協力が期待される。 

 

【主な事業】 

・生産調整対策の推進 

・青果物価格安定事業 

・堆肥を利用した低農薬農産物推進事業 

・園芸施設化促進事業 

 

【市民に期待される役割】 

・転作地の集団化等への協力 
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■農業と市民のふれあいの推進 

点在する遊休農地の集約を図り、市民が農業とふれあう場を整備するなど、その活用を

推進し、遊休農地を解消するとともに、市民が土に親しみながら農業に対する理解が深め

られる場を提供するため、市民農園の設置を推進する。また、消費拡大による農業振興を

図るため、地場農産物の紹介及び学校給食との連携を推進する。市内で生産される農産物

を市民に消費してもらう地産地消を目的とした農産物直売所を活用し、生産者の顔が見え

る安全で安心できる農産物を消費者に供給する。 

市民には、このような施設等の積極的な利用と遊休農地集約に対する積極的な協力と理

解が期待される。 

 

【主な事業】 

・市民農園設置の推進 

・遊休農地の集約の推進 

・地場産品の普及推進 

 

【市民に期待される役割】 

・市民農園施設等の積極的な利用 

・遊休農地集約に対する積極的な協力と理解 

 

■環境保全型農業の推進 

環境への負荷の少ない農業を実現するため、草や庭木等の剪定廃棄物を堆肥化してその

有効活用を図ることにより化学肥料の利用を極力抑制し、地力の増進やバイオ燃料注 1）と

なる農産物の生産とその活用について、国の動向を見極めつつ研究を進める。また、畜産

公害を防止するために、糞尿処理施設を整備するとともに、畜産堆肥ともみがら等を活用

した有機肥料を生産し、この有機肥料による減農薬・減化学肥料の農産物を生産すること

により、本市農産物の高付加価値化を図る。 

施設園芸の健全な発展と農村環境を保全するため、園芸用廃プラスチックの適正な回収

と処理を推進する。 

また、貴重な動植物が確認されたこと等により、土地区画整理事業から自然環境保護対

策に切り替えた江川地区について、第三セクター方式注２）の農業生産法人を設立して休耕

田を復田し、市民農園やビオトープ注３）として利用できるよう整備する。 

                                         
注 1） バイオ燃料……………………トウモロコシ、サトウキビなどの生物体（バイオマス）のもつエネルギーを利用した

アルコール燃料のこと。 
注２） 第三セクター方式……………国または地方公共団体が民間企業と共同出資によって設立した法人。 

注３） ビオトープ……………………生命の生息する場所。都市や農山村など、人間の活動が行われている地域で、動植物

の棲むことができるような場所を確保すること。 
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市民には、積極的な堆肥の活用、園芸用廃プラスチックの適正処理等環境保全型農業へ

の理解と協力が期待される。 

 

【主な事業】 

・堆肥の有効活用 

・園芸用廃プラスチックの適正な回収と処理 

・農業生産法人による環境保全型農業の推進 

 

【市民に期待される役割】 

・堆肥の積極的な活用 

・園芸用廃プラスチックの適正処理等環境保全型農業への理解と協力 
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５ 勤労福祉の充実 

１）市民の意見 

市民の意見 反映した施策 

152 雇用確保の推進 雇用の安定と職業能力の開発 

  勤労者の福祉の向上 

 

２）基本方針 

活力ある野田市の実現に向けて、産業を育成し、市民の雇用を確保するとともに、勤労

者が安全で安心して働ける環境を形成していくことが重要である。 

そのため、社会経済の急速な変化に対応できるように、労働環境の整備に努める。また、

技能者の社会的地位の向上や技能労働者の育成等に資するため、技能の奨励を図る。 

 

３）施策の体系 

基本方針 施策 主な事業 

■雇用の安定と職業能力の開発 ・地域職業訓練協会への支援 

・雇用促進奨励金の交付 

・障害者職場実習奨励金の交付 

・若年者トライアル雇用奨励金の交付 

勤労福祉の充実 

■勤労者の福祉の向上 ・社団法人中小企業勤労者福祉サービスセンタ

ーへの支援 

 

４）施策の内容 

■雇用の安定と職業能力の開発 

全ての勤労者が生きがいを持って安心して豊かでゆとりのある生活が送れるよう、雇用

の安定と促進に努める。 

地域の職業能力の開発や人材育成を図るため、野田地域職業訓練協会を支援し地域職業

訓練センターの効果的な運用を推進する。 

雇用促進奨励金、障害者職場実習奨励金により高齢者や障害者及びひとり親の雇用を推

進するとともに、若年者トライアル雇用注１）奨励金により若年者の雇用の推進を図る。ま

た、野田市無料職業紹介所での求人情報の発掘や求職者への情報の提供、職の斡旋など就

労支援を行う。 

                                         
注１） トライアル雇用………………常用雇用の推進を目的とした、一定期間の試行的な雇用。 
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市民、事業者や企業には、職業訓練センター等の積極的な活用や各種奨励金の活用が期

待される。 

 

【主な事業】 

・地域職業訓練協会への支援 

・雇用促進奨励金の交付 

・障害者職場実習奨励金の交付 

・若年者トライアル雇用奨励金の交付 

 

【市民に期待される役割】 

・地域職業訓練センター等の活用 

・各種奨励金の活用 

 

■勤労者の福祉の向上 

勤労者の福祉の向上にあたって、中小企業と大企業の格差を是正するため、社団法人中

小企業勤労者福祉サービスセンターへの支援を行う。 

市民、事業者や企業には、社団法人中小企業勤労者福祉サービスセンターへの積極的な

参加が期待される。 

 

【主な事業】 

・社団法人中小企業勤労者福祉サービスセンターへの支援 

 

【市民に期待される役割】 

・社団法人中小企業勤労者福祉サービスセンターへの積極的な参加 
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６ 消費者保護の充実 

１）基本方針 

社会環境の変化に伴い市民の消費生活の多様化、高度化が進む中、振り込め詐欺等の悪

質商法や金融商品のトラブルが生じており、消費者被害の未然防止と消費者保護が重要と

なってきている。そのため、野田市消費生活センターにおいて、商品についての情報の提

供、苦情相談、消費者教育の推進を図る。 

 

２）施策の体系 

基本方針 施策 主な事業 

消費者保護の 

充実 

■消費者保護の推進 ・賢い消費者・消費者団体の育成 

・苦情、相談機能の充実 

 

３）施策の内容 

■消費者保護の推進 

安全で豊かな消費生活を送るため、消費生活セミナーの開催等を通じて賢い消費者・消

費者団体の育成に努めるとともに、消費生活センターによる苦情相談機能の充実を推進す

る。 

市民には、消費生活セミナー等へ積極的な参加が期待される。 

 

【主な事業】 

・賢い消費者・消費者団体の育成 

・苦情、相談機能の充実 

 

【市民に期待される役割】 

・消費生活セミナー等への積極的な参加 

 

 

 

 




