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【事業区分】 ■地方創生関連事業（H26補正分）  ◎H27新規・重点事業  ○既存事業  ★総合戦略新規提案事業（ﾜｰｷﾝｸﾞ部会委員案含む） 

政策 施策 事業例 推進委員会①②意見(事前意見募集含)、推進委員会③事前意見募集、議会（常任委員会）意見 

（１）希望や生

きがいをかなえ

る働き方の創出 

①若者の雇用・

就業促進 

★町内企業就業セミナーへの支援 
★地元企業のＰＲ事業への支援 
★ものづくりツアーへの支援   
など 

・ひきこもり対策 

・町内企業への就業率アップが大前提。出て行く必要がなくなる。 

・域内合同会社説明会等の開催 

・地元企業(稲美､播磨､加古川､明石､高砂)の雇用(就業)が充実すれば必ず町内外からひとは来る。(町内企業が尐ないので周りの市町を含む) 

 

②女性の雇用・

再就業促進 

★コミュニティビジネス起業支援 
★子育て後の再就職支援 
★大学を活用したキャリアアップへ
の支援   など 

・大学の夏季講座等勉強の機会を与え新しい気持ちを生む 

（２）地域特性

を活かした農業

の振興 

①担い手の育成 
■新規就農者支援事業 
■集落営農育成事業   など 

・農業希望者が増えてきているので就業の場ができればと思う。 

・かつて専業農家であったが、現在、兼業農家から集落営農へとシフトしてきている。兼業農家としての継続は必要ではないか。 

・専業を育ててこそ、農業が産業として成り立つ 

・農業の近代化による雇用の創出 

・専業農家による規模の拡大 

・農家への誘致 

・付加価値をつけて農業の基盤の強化を図ることが一番。後継者難というが都市就職も展望は見えず、いずれ農業への回帰はあると信じる。 

・以前から基幹産業は農業といわれている稲美町。言葉だけに終わっているように思う。集落営農・認定農業者・個人農家等さまざまな形態に

対して柔軟な対応が必要。最近では、周囲の行政の方が良く考えている。稲美町農業基本構想から漏れている部分の見直しも必要ではないか。 

 

②６次産業化の

推進 
◎６次産業化推進事業   など 

・風水害に強い農業も検討 

・農業を基本に据えた町という目標を掲げ、多くの農業者が視察に来る町、若者が営農ボランティアに来たいと思える「楽しい農業」、子供た

ちが遊びまわる農地、主婦が直接買い付けに来る農地、これだけはという特産品づくり、そのための研究機能の充実、連携など一点集中の取

り組みの方が結果として様々な効果をもたらすのではないか。 

・消費地として東播磨という、もう尐し広い視点で地産地消ができるような広域的な取り組み。 

・6次産業化施設はハード面中心だが、ソフト面はﾓﾆﾀｰで稲美町を紹介するだけで終わっていないか？ﾓﾆﾀｰの画面に見えない中身の検討も大事。 

・6次産業化施設での雇用は正規かどうかで将来展望に影響が出る。 

 

③ブランド化の

推進 
○稲美ブランドの普及・拡大  など 

・TPP は脅威だが、一方国産品への信頼も残る 

・生産性は低いので、強みにするには、もう尐し基盤整備として仕掛けが必要 

・いなみ料理コンテストで切り干し大根やゆで干し大根を稲美町の特産野菜として多くの人が認識して食材として使用していた。生産者が減っ

ているので増やす手だてを。 

・稲美ﾌﾞﾗﾝﾄﾞがなぜ普及しないか、一番の原因はﾒﾘｯﾄがない。町外への PRも全くされていない。どれをとっても普及する理由がない。町職員

も営業ﾏﾝ(農家の気持ち)になる必要がある。 

 

（３）活力のあ

る商工業の振興 

①地域産業の振

興 

■住宅リフォーム補助事業 
○利子補給制度 
★創業・起業支援事業 
★低利融資制度への支援 
★商店・店舗誘致補助事業   など 

・地域産業の振興については、地域産業として何があるのか再確認を行い、振興方策を検討する。 

・利子補給等低利の融資制度は喜ばれるので検討する。 

・新規事業を起こすのは賛成、ですが安易な気持ちではやらない。行政からのﾌｫﾛｰは絶対に必要。 

・町としてどんな産業分野の集積を促し、強みにしたいと考えているのか。 

・県ではものづくりを強調。葡萄園を使った取組みは。 

 

②商業の活性化 
■プレミアム付商品券発行事業 
○稲美町共通商品券事業   など 

・ﾌﾟﾚﾐｱﾑ商品券は一時しのぎであり、継続するには予算が必要、限界は来ないか？ 

・プレミアム付商品券は今後も同じ規模でできるのか。 

 

（４）にぎわい

のある交流と観

光の推進 

①魅力を活用し

た観光の推進 

○酒蔵めぐりバスツアー（播磨広域連
携協議会） 
○官学連携事業   など 

 

基本目標１ 稲美町における安定した雇用を創出する 
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【事業区分】 ■地方創生関連事業（H26補正分）  ◎H27新規・重点事業  ○既存事業  ★総合戦略新規提案事業（ﾜｰｷﾝｸﾞ部会委員案含む） 

政策 施策 事業例 推進委員会①②意見(事前意見募集含)、推進委員会③事前意見募集、議会（常任委員会）意見 

（１）移住の推

進（人・法人） 

①転入の促進 

■親元近居新築住宅取得支援補助事
業 
◎田園集落まちづくり住宅新築促進
事業 
★空き家バンク 
★新婚家庭家賃補助事業   など 

・都会の高い賃貸から、子育てしやすい一戸建ての購入を検討 

・親元近居新築住宅取得支援補助事業の継続 

・京阪神からの社会増を 

・親元近居家庭を推進し、家族ぐるみ、地域ぐるみで子育てをする。 

・親元近居住宅取得支援事業はよい発想だと思う。地方創生を機に事業をさらに充実させ、まちの魅力を高めることで、人の流れを加速して欲

しい。 

・独身者、新婚者がどこに住むかを考える場合、最初は賃貸だと思いますが、稲美町の賃貸の相場は近隣の地域と比較してどうなのか。 

 

②転出の抑制 

■親元近居新築住宅取得支援補助事
業（再掲） 
◎田園集落まちづくり住宅新築促進
事業（再掲） 
★町内企業の就業セミナー（再掲） 
★地元企業のＰＲ事業（再掲）   
など 

 

③土地利用の促

進 

○市街地の整備促進 
○田園集落まちづくり事業 
○地区計画（加古・母里） 
★全町田園集落まちづくり事業 
★工業用地の確保 
★商店・店舗誘致補助事業（再掲） 
など 

・地区計画等、町として取り組まなければいけないことを絞って徹底的にやる。中途半端で終わっていないか？また、県との協議が必要な事案

に対する柔軟な対応ができるか。 

・線引きの見直しなどもっと大胆な手立てを。 

・市街化を広げるのか、農地を守るのか検討が必要。 

 

④企業誘致の推

進 
★企業誘致の推進   など ・工業地域の拡充による企業誘致 

（２）ふるさと

意識の醸成 

①食育の推進 
■食育推進事業 
○学校給食事業 
○給食レシピ本   など 

・あたたかい家庭料理が減ってきている中、学校給食の持つ意味は大きいと思います。ぜひ充実した給食を行い、地場の農産物への理解を深め

てほしい。 

 

②郷土愛の育成 ○ふるさと教育の推進   など 

・郷土愛の強弱と U ﾀｰﾝの多寡は必ずしもつながるわけではない。 

・ふるさと意識はとても大切なことだと思います。しかし意識をもつ時期は子供時代を楽しく過ごした経験があってこそ生まれてくるものだと

思うので、子供達にどんな経験をしてもらうか検討が必要と思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標２ 稲美町への新しいひとの流れをつくる 
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【事業区分】 ■地方創生関連事業（H26補正分）  ◎H27新規・重点事業  ○既存事業  ★総合戦略新規提案事業（ﾜｰｷﾝｸﾞ部会委員案含む） 

政策 施策 事業例 推進委員会①②意見(事前意見募集含)、推進委員会③事前意見募集、議会（常任委員会）意見 

（１）安心して

結婚ができる社

会の実現 

①出会い・結婚

支援 

★東播磨出会いサポートセンターに
よるお見合い活動支援（県民局） 
★婚活支援事業   など 

・出会い支援 

・若い人達のニーズ、生活上の課題 等を詳細に聞き取り、議論を重ねていくこと。データを集めて分析し、方策を講じることにとどまらず、

そういう運動の過程で若者世帯の安心感が育っていく。お互いのコミュニケーションが大事。 

・責任ある結婚指導 

 

（２）安心して

出産・子育てが

できる社会の実

現 

①安心して妊

娠・出産できる

支援 

◎妊婦健康診査助成事業 
◎妊婦歯科検診事業 
★不妊治療費助成事業   など 

・産休、育休の長期化と職場復帰の待遇面対策 

・出生率の低さを克服する事業例が尐ない。 

・地元で人を増やす方法がないものか。 

・2人目を産むときはギリギリまで自分の車で通う。 

・子どもを産む環境を整えて、中での人口増加に注力するべき 

・産休・育休制度 

・出産・育児支援 

・町内に産婦人科医院がないことは住民にとって大きな不安材料。そうした医療分野を近隣市町とお互いにカバーし合うシステム構築が必要だ

ろう。 

・他からの移住の促進ではなく、地域内で人が増える工夫が必要。 

・婦人科の充実 

・一人親家庭の出産支援（ﾘｽｸ軽減する施策） 

 

②子育て家庭の

支援 

■すこやか親子２１支援事業 
◎乳幼児等医療費助成事業 
◎放課後児童クラブ管理運営委託事
業 
○預かり保育の推進 
○３歳児保育の検討 
★民間保育所等環境整備助成事業 
★多子世帯支援事業 
★予防接種拡充（任意接種）事業  
など 

・０歳児や１歳児からの保育制度の充実 

・保育費用の大幅ダウン、町補助制度などの費用支援 

・子育て世代の家庭環境により大幅な個人差がある問題なので個別の対応を可とする細やかな制度とすることが求められるのでは？ 

・バリバリ働きたい女性は都会を選ぶのではないか。むしろゆっくり子育てしたいという人が多いのではないか。 

・保育所等預かり施設の充実 

 

③地域全体で支

える子育ての推

進 

○ファミリーサポートセンター事業 
○ワークライフバランスの推進 
○まちの子育てひろば事業  など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標３ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 
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【事業区分】 ■地方創生関連事業（H26 補正分）  ◎H27 新規・重点事業  ○既存事業  ★総合戦略新規提案事業（ﾜｰｷﾝｸﾞ部会委員案含む） 

政策 施策 事業例 推進委員会①②意見(事前意見募集含)、推進委員会③事前意見募集、議会（常任委員会）意見 

（１）にぎわい

のある交流と観

光の推進 

①地域の魅力の

発信 

■情報発信施設設置事業 
○酒蔵めぐりバスツアー（播磨広域連
携協議会）（再掲）   など 

・最近、新聞をにぎわせていないので、タウンプロモーションを。 

・稲美町の基盤はしっかりしていると思われます。ただ知名度の低さは否定できません。神戸市民の多くは稲美町の位置関係もわからないはず

です。恒久策ではないもののイベント等で、まず存在感をうち出すことから始める。 

・ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸをもっとﾘｱﾙﾀｲﾑに活用し、町のＰＲを。 

 

②交流活動の促

進 

◎稲美ふれあいまつり事業 
◎いなみ大池まつり事業   など 

・ため池を活用するかいぼり等をして、子ども達に池の生物を学習してもらったり、農業者と漁業者の交流をする。 

・イベントによる客寄せは 1次的なもの、どう継続的に客寄せができるかを考える。 

 

③魅力ある観光

の推進 

○いなみ野ため池ミュージアムの推
進（県民局） 
○播州葡萄園  ○淡山疎水   
など 

・充分ため池を活用できていない。太陽光発電だけでなく、もっと人の流れをつくる必要があると思う。 

・稲美町の観光で自慢できるもの、加古大池、万葉の森等町外からひとを呼ぶ観光名所がない。１つで良いから何か名所を作り出すことが必要。

PRが下手なのかも？ 

・新たな観光資源の発掘 

 

（２）安全安心

で快適な暮らし

の実現 

①誰もが安心し

て暮らせる福祉

社会の実現 

■高齢者タクシー等助成事業 
★農業を活用した健康づくり事業 
★町税前納奨励事業 
★国民健康保険優良者奨励事業   
など 

・高齢者福祉の充実…病院、介護施設もですが自宅で自立できる生活の援助、特に買物など小回りのきくﾏｲｸﾛﾊﾞｽ等で送迎するとか移動ｽｰﾊﾟｰ

のような物が将来的には必要と思う。 

・人口比率が増える高齢者対策を手厚く。 

・生活コストの安い町をめざす。 

・上下水道、光熱費、租税の負担を下げる。 

・緑の増加 

②安全安心な生

活の確保 

◎住宅耐震推進事業 
◎防犯カメラ設置補助事業 
◎水道管漏水調査事業 
○消防施設等整備費補助事業 
○自主防災組織育成事業 
○路肩カラー舗装設置事業 
○防犯灯等ＬＥＤ導入事業 
★防災行政無線整備事業 
★鳥獣被害対策事業   など 

・自然災害が尐ない住み良い町をもっとアピール 

・災害が尐ないから来た新規就農者もいる。 

・地域のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを活性化して犯罪の防止につなげる。 

・税金が安く色々な施設が整い、教育や環境が整備されている。快適な生活環境であること。 

③便利で快適な

公共交通の実現 

◎公共交通（路線バス）の維持・確保 
★新たな交通手段の確保   など 

・デマンドバスの運行 

・地下鉄を稲美町まで 

・通勤のための駅までの無料バスや交通費補助 

・若い人が定住するのに交通の便は大事。 

・どの自治体も、住民の「足」の確保に苦心している。ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾊﾞｽやﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型交通は自治体の負担が大きい割に、利用者の利用率が高くない。

東播磨全体の利便性を高めるために、広域の検討機関を設けてもいいのではないか。 

・公共交通は充実すべき。 

・公共交通機関の充実が必要。 

 

（３）地域資源

の活用 

①地域資源の利

活用 

■空き家実態調査事業 
◎公共施設等総合管理計画  など 

・空き家実態調査を早急に実施し、住宅をほしい人に斡旋できれば良いのに…。新しい人が入れば地域も活性できるのでは…。難しいかな？（私

の経験として 30年前集落に入って稲美町や地域の習慣等を教わった。） 

（４）住民協働

によるまちづく

りの推進 

①住民協働によ

るまちづくりの

推進 

◎まちづくり活動サポート事業 
○指定管理の推進   など 

・人口減尐だけでなく濃密な人間関係が消えつつあることは脅威 

・稲美町の多くの自治会は活動が活発で毎年進化しており、活性化し続ける自治会の集合が稲美町の活性化そのものなので、地域活性化に有効

な支援や施策を増やすことや、近隣自治会との連携など発展的な指導策を考えましょう。 

・転入の際の自治会への入会金が高すぎる。 

 

（５）広域的な

連携の推進 

①広域的な連携

の推進 
○連携中枢都市圏   など ・町単独での実施は範囲が狭く、量的な問題もあり、東播磨地区としての位置づけで考える方が良いのでは？ 

 

基本目標４ 時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携する 


