
第４回稲美町まち・ひと・しごと創生推進委員会議事録 

 

１ 日 時  平成２７年８月２８日（木）１０時００分～１２時００分 

 

２ 場 所  稲美町役場本館３階３０３会議室 

 

３ 出席者 

  （１）委 員 田端委員長、小村副委員長、廣田委員、唐木委員、松井委員、真木委員、 

         藤谷委員、小久保委員、末谷委員、佐藤委員、村下委員、田中委員、岩切委員 

         （欠席：浅図委員、門野委員） 

 

  （２）行 政 大竹副町長、藤原部長、藤本部長、奥州部長、松田部長 

事務局 大西部長、沼田課長、中山係長、赤松主査 

 

４ 会議の概要 

１．開会 

副町長あいさつ 

 ２．委員長あいさつ 

 ３．審議事項 

（１） 稲美町まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）について 

（２） 住民意向調査結果について 

（３） パブリックコメントについて 

４．その他 

（１） １００人会議について 

（２） 第５回推進委員会の日程調整について 

５．閉 会 

 

５ 議事録 

【１．開会】 

 

【２．委員長あいさつ】 

  〔委員長〕  本日はお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。ようやく暑い夏が終

わりつつあるのですが、夏が終わるということはこの仕事を早くまとめていかなくて

はならないということになってまいります。総合戦略につきましてはご存じのとおり

人口ビジョンということで人口をどういうふうに考えるかというのが最初の段階で

ございまして、そのために各自治体は何をするのかというのが次の戦略になってくる。

こういうような構成になっています。人口をどう想定するのか考えなくてはいけない

のですが、どの自治体も基本的にはまず社会増を増やしたい、その上で自然増を増や

したい。出生率が上がって自然増が増えていくこういうシナリオを描いているケース

がほとんどだと思います。ではどうやって社会増を増やすのか、つまり選ばれる町に



なるかということで、それが一番の課題で、それぞれの自治体が持っている資源なり、

環境なりを活かしていくことが重要で、ほとんどの自治体がそのように構想を立てて

いるのだろうと思います。稲美町におきましては豊かな自然資源がまず大きくござい

ますし、この委員会でもたびたび聞かれましたけれど子育て環境の良さが大きな魅力

だろうと思います。稲美町自体の出生率が低いという課題がありますので、これを

徐々に上げていく一方で社会増を増やしていき、選ばれる町になるということは良い

町なのだということになる。良い町だと思われれば定住されてその方々が次の世代を

育んでいく。こういうような流れになるのが望ましいだろうというような構成で描か

れることになります。とはいってもこういうことが具体的に実現可能なのかどうか、

あるいはもっと違うアイディアがあるのではないか、今日集まっていただいた方から

それぞれ意見を聞きながら最終コーナーに向けて走っていきたいと思います。どうぞ

よろしくお願いします。 

 

【３．審議事項】 

（１） 『稲美町まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）』について 

（２） 住民意向調査結果について 

（３） パブリックコメントについて 

 

〔事務局〕 「（１）『稲美町まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）』について」、「（２）住民意向

調査結果について」事務局説明 

 

〔委員長〕  今の説明でご質問、ご意見おありかと思います。考え方は最初ご説明したとおりで

ございますので、ご理解いただけたかとは思います。人口推計は技術的なことはあり

ますけれど全国同じ方法でやっている推計値でございますので稲美町独自の味付け

をした場合どうなるのかというのが先程の数字となります。確認ですが社人研推計の

2015年の推計値と現実の 2015年の数字とどのくらいズレがあるのでしょうか。 

 

〔事務局〕  48 ページ 2010 年で 31,025 人、2015 年で 29,965 人という数字になっております。

これが直近の人口でいいますと平成 27 年 3 月 31 日で 31,653 人です。社人研の推計

だと 29,965 人ですので直近で見るとズレが発生しています。 

 

〔委員長〕  先程言ったとおりめちゃくちゃな数字を出しているわけではない。あくまでも全国

的に同じ推計値を使っている。平成 22 年度は一番出生率が少なかった時期なのです

が、その数字を使っている。社人研は昔からずっと出していて上位推計、中位推計、

下位推計となっていたのですが、以前は中位推計を発表していたのですが実際は下位

推計で推移していたのも事実でした。ですから下位推計が間違っているということで

はないのですけれど平成 22 年度当初というのは景気の動向もありましてあまり出生

率も高くなかった。このあたりを推計の基礎としておりますので若干ズレがあり、国

の機関である社人研の数字を上回る数字を出したからといっておかしな数字ではな

いということはご理解いただきたい。他に内容も含めて何かご意見、ご質問はありま



せんでしょうか。 

 

〔委 員〕  人口の年齢のバランスというのは大事なところだと思いますが年齢を重ね高齢者が

増えるのはどうしようもないことで、その中で生産年齢というのを確保していかない

と町の運営の中で支障をきたすということはないのか。このバランスで町の運営を自

由にやっていけるのですか。 

 

〔事務局〕  概要版の『人口減少の影響』という形で書かせていただいています。例えば地域経

済への影響もあるでしょうし、税収減による住民サービスの低下というのも人口減少

の影響では大きなポイントになると思います。どれくらい減るのかというと 50 ペー

ジでいいますと今現在の生産年齢人口が 63.3％ですが、これが 2050年 52.1％まで約

１割減るということですので高齢者も増えて社会保障も含めてということになりま

すので当然その影響はかなり大きなものになるのかと思います。 

 

〔委 員〕  現在でも高齢者の人と話をすると 70歳くらいの人は元気で 80歳くらいでも働きた

いという意欲のある方もいるのでここの年齢の括りが 45年先も 65歳という縛りでは

なく働く層も高齢化して、消費も高齢者がお金を使うから大丈夫ではないかという考

えもあるのではないかと思うのですがいかがでしょうか。 

 

〔委員長〕  働く年齢をずらせば見方は変わってくるという話もありましたので、そういう議論

は無きにしも非ずかも知れませんし、今の統計上の 65 歳以上を高齢者と考える仕組

みで行っていますが平均寿命が少しずつ伸びていますので 2060 年の段階ではわから

ないと思います。税収の問題でいいますと直接税と間接税もこれから変わって来るだ

ろうと思います。そうすると生産年齢人口が減ってきたとしても対応できるのではな

いかと思います。 

 

〔事務局〕  生産者年齢人口ですが、兵庫県も今、素案をつくっています。その中で目標人口を

設定するというのがあるのですが 15～64 歳というのを拡大していこうという考えが

あります。意識調査においても 65～69歳の 39％が就業されている。70歳代の 67％が

何らかの地域活動に参加されているということで世帯の縮小だとか地域社会の弱体

化していますけれど今後、高齢者の方をコミュニティービジネスや有償ボランティア

の担い手として期待されるということです。そして県による拡大生産年齢人口の見込

みというのもありまして今と比べて約 50万人増加が見込まれています。 

 

〔委 員〕  平成 17～22年に社会増減で平成 17年に 273人減少しているというのは何か理由が

あったのですか。 

 

〔事務局〕  本当に極端に数字が変わってきます。これは既存宅地制度に大きな変更があって、

稲美町の方で調整区域において住宅の開発の規制が強まったのが丁度この時期でご

ざいまして、そのあたりで稲美町ではなく町外でという動きがおこりだしたのではな



いかと推測しています。区画整理事業は、この期間も進めていて建てる場所も市街化

区域内は建てる場所はたくさんあるので土地を買い求めれば建てられることがあっ

たのですが市街化調整区域で今まで建てられたものが建てられなくなったというこ

とがこの数字になったのではないかと思います。平成 22 年以降は少し落ちついてき

たということだと思います。 

 

〔委 員〕  あと、『④就業者の構成比』で『「卸売・小売業」は、平成7 年には2,558 人の

就業者がいたが、15 年後の平成22 年には2,140 人に減少している。』とあるが

何か理由はあるのか。 

 

〔委員長〕  通常、卸し小売りは増えている傾向にあるので特に減っているのに理由は無い

と思います。統計の方法が小売業と飲食業が分離された影響だと思われます。 

 

〔委 員〕  社会増の目標として毎年、転入超過者数約60人を目指すとなっているがどうい

う方を想定されていて、こういうふうにして60人が集ってくるというイメージが

あるのか？単純に30人を60人にしたいだけなのか、それだとなかなか施策に結び

つきにくいのではないか。その60人をどんなところに住んでいただくことになっ

ていくのか、今現在その30人が増えていっているとしたら、その方達が今どこへ

住もうとしているのか、そういう人達はどういうところから来られているのか。

そのあたりを解説してほしい。 

 

〔事務局〕  この60人というのは全体として、結果として表させていただいているのですが、

『年齢階級別人口移動の推移』のグラフを見ていただければわかりやすいのです

が、15～20歳が大きく落ち込んで、30歳代前後のところで転入超過になっている

ということで進学、就職、結婚などで転出されている。一方30歳代でファミリー

層が子どもを連れて転入してきているのが読み取れます。いろいろ施策はあるの

ですがひとつはファミリー層が現実的に増えていますのでファミリー層の転入

を促進していく。それから一定数の転出というのはなかなか防ぐことはできない

と思います。働く場所や大学というのは難しいと思いますけれど、親元近居新築

住宅取得支援補助事業というのがありまして、事業例でも書かせていただいてい

るのですけれども新婚世帯への家賃補助などもあげています。そういったところ

で加古川市や明石市のマンションやハイツに住んでいた人が一度出られる。そう

いった時、稲美町にもハイツ等がございますので、そちらをＰＲすることによっ

て住んでいただく、そこで更に出生していただければ出生率も増えていくといっ

た形でそのあたりの筋道を付けながらこの60人という数字を出させていただい

ています。 

 

〔委員長〕  ひとつは住宅をどう手配するのかという部分があると思いますが住宅を増やす

ことによって人口を増やしたいという意向があるということです。 

 



〔委 員〕  簡単に言うと60人をどこにはり付けていくかということですが、今30人が増え

ているとしたらどういうふうにはり付いてきているのかというのは何かイメー

ジしておいた方がいいのかと思います。 

 

〔委員長〕  現状を広げていくとしたら現状を把握しておく必要があるだろうというところ

が重要だと思います。 

 

〔委 員〕  今までのレポートを読んで短い期間でよくまとまっているというのが感想です。

論理的にわかりやすいので筋道が見えるのですが、ひとつ戦略、戦術と分けてみ

た時にこの戦略を見てみると人口ビジョンは各市町村によって違うでしょうけ

れど例えばこれが明石市とか加古川市とかの名前が付いても同じような計画に

なるのかなということで独自性をどこに持ってくるのか私も考えた方がいいの

かと思いましたが、戦略というのはそうは変わるものではない。どこの市町村で

もこういうものになってもおかしくはないということで、その中でもうひとつ踏

み込んで、この計画には盛り込む必要はないと思いますが、こういった計画とい

うのは自分達の町の分析あるいは将来像を描くということに没頭しがちですけ

れど、お隣の明石市や加古川市が何を考えているのか、どういう将来計画を持っ

ているのかそれをよく分析をして広域連携でやれるところともっと差別化をす

るところ、むこうの弱みをこちらの強みにするような作業をやった方がいいのか

なと。皆、一斉にやっているのだから同じことをやっても差は縮まらないという

ことになると思う。それからもうひとつは機構改革も含めて考えるべきではない

か。 

私が稲美町に初めて来た時に明石西インターから北に上がってきたのですが

農村というイメージがあったが全然違う、「町」だった。今回の総合戦略を見て

も農村対策なのか市街地対策なのかいろいろなものが混じって入っている。これ

は政策コストも上がってしまうし、北部と南部で分けてそこで政策も分離した方

がより効率的でわかりやすい。これは町のコンセプトとかイメージやテーマをど

こに持っていくのかというのに議論にはなるのですが、両方の性格を持っている

以上、施策もそれに分けて打ち出した方がよい。北部の方は農村部の方ではこう

いう施策を展開していきます、南部ではこうです、市街地部分ではこうですと。

それぞれがどういう関係にあって、補完あるいは競争し合っていくというふうな

方が住宅や環境や教育も福祉もやはり手立ては変わってくると思うのでそうい

ったことをどこかに文言として入れてもいいかなと、その方が限られた財政を効

率よく使えるのかなと思います。 

それから人口が減っていると今の予測では３万人が２万人になってしまうと、

これだけでもかなり刺激的ですけれども、最悪半分になるというところまで念頭

に入れておかなければならないのですけれども、これは稲美町だけではなくて全

国どこでも同じ宿命を持っているわけです。そうすると今あるいろいろな仕事こ

れを３分の２の人達で分担していくような社会をどうやって作っていくのかと

いうことなのだろうと思います。もし、仕事の効率がもっと上がって労働生産性



が高まって同じ仕事をやるにも３分の１の時間で済むというようなことになれ

ば一人で仕事を２つ３つできるのではないか。なにも農業やっている人は畑に行

っているばかりではなくて塾の教師をやってもいいし、農協に勤めていて教員を

やってもいいじゃないかという風にマルチジョブの社会を作っていけば少ない

人間でも町は支えられるのではないかなと思います。簡単ではないですがそうす

ると勤務先の話がありますけれど、これはいろいろな業種を束ねるようなホール

ディングスみたいな会社を作ってその中で自由に自分の得意分野に応じて仕事

が選べるというような仕組みを作っていく。そうすると各地でいろいろなコミュ

ニティができる。人が減ったから人付き合いが無くなり隣に誰が住んでいるのか

わからないというような社会ではなくて、いろいろな人がいろいろなところに顔

を出していけば助け合いの社会、人間関係のコミュニティができあがってくる。

人は減ってもコミュニティは無くさないという町づくりをしていくことが大事。

これはもし戦略としてこれから議論していく中に検討に値するのであれば今回

は間に合いませんけれど将来的に課題として検討していただければと思います。 

個別の戦術的なことでいいますと私は観光をずっとやってきているのですけ

れど観光町づくりということで地域の発展のために観光をもっと活用しようと

いうことを全国でやっているのですが、今回の戦略案の中でも観光のことが出て

きていますけれど、これが社会増、移住促進にどんな貢献ができるのかというこ

とで去年大分県の竹田市を訪れたのですが、ここは社会増を増やし注目されてい

る町なのですが、どういう人を連れてくるか割と徹底していましてアーティスト、

木工とか竹細工とかの全国で指折りの人たちを集めて工房を提供するなどして

いる。なぜそういうふうなことに着目したかというと弟子が集まってくるし観光

客がそういうものを買いに来る。その商品を買いにわざわざ工房までお客さんが

来る。要するに人を引きつける人を引っ張ってくると波及効果がどんどん広がっ

てくるということで単なるリタイアした人が悠々自適な生活をするために戻っ

てくるというのでは拡大再生産になっていかないので、こういった人達にターゲ

ットを絞って誘致戦略を考えていった方がいいのではないかと思います。 

それから私が学生を連れて酒蔵で蔵開きのお手伝いをやっているのですが、こ

こに毎年120～130人の固定客が来られていて割と町外からも来られている。こう

いう毎年来てくれる人達を稲美町の良さを伝えてもらう宣伝隊に仕立て上げる

ことも考えていかないと単なる酒蔵の一企業の支援で終わってしまうのはもっ

たいないという気がしています。酒蔵見学ツアーみたいなのが提案に載っていま

したけれど、これだと移動の中のひとつになってしまってあまり実技は上がって

こないのかなと、お客さんが何人来るかが問題では無くて宣伝してくれる人がい

かに増えていってくれるのか、そういうふうに目的を据えたらどうなのかと思い

ます。 

それからＪＡの兵庫南のお手伝いをして畑で遊ぶ農村体験活動みたいな企画

をしておりまして、当初は神戸市民の人達に農村の楽しさ、おもしろさを体験し

て貰いたいとチラシをまいたりしたのですがほとんど効果が無い。地元の小さい

お子さんを連れたお母さんとかそういう方が３、４０人来てちょっと最初の理想



とは違うなとも思ったのですが、子ども達を見ていると畑遊びがすごく新鮮そう

で町内に住んでいる人でも案外農業や農村の実態を知らない子どもや若いお母

さんにもっと農業に親しんでもらう努力というのも必要だし、いきなり神戸等か

ら人を呼んでくるのは違う気がして意義があるのだろうと思い始めています。 

もっと視点を広げて稲美町に観光客を連れてくるにはどうすればいいのか、正

直そんなに人を引きつける観光資源はありません。他の地域に比べて素晴らしい

景色があるとか古いお寺があるとか中々ないので、もっと視点を変えて今までと

違う観光のコンテンツを作り上げていかなければならないと思うのですけれど、

その時に参考になったのは広島の鞆町で鞆の浦が有名でもともと観光客はいる

ところなのですが、そこは「人」を観光の資源にしている。喫茶店のマスターと

かそろばん塾の先生だとかそういう人達のそこでの生活誌、何のためにここで生

活し、こんな友達がいてとこれが一人一人歴史を持っていますから物語になる。

これをうまく発信すればそういうことを魅力に思う人達が訪れてくる。私共も見

落としていましたが、そこに住んでいる人も観光資源になる。こういうような情

報発信をしてユニークな人が住んでいる稲美町、みんなが元気で生きている稲美

町をアピールしていけば今までと違う観光客がきっと来るのだろう。何万人も来

る訳ではないがきっと将来稲美町との関係を形作ってくれる人達が来てくれる。

そういうふうなことも考えてみてはどうかというのが提案です。 

 

〔委員長〕  ありがとうございました。最初の方のご質問の回答をお願いしたいのですが、

まず他市町の分析をどうされているか、それに合わせた具体的な考え方について

どうかというご質問ですね。それと地域を分けて、農村対策と市街地対策に分け

た方が効率的ではないかということ。それともうひとつはマルチジョブという考

え方。これは都心ではないので難しいのですけれど、例えばソーメンを作って仲

間内で集まるというケースがよくありますのでそういったことが十分考えられ

るコミュニティなども作れる。このような質問がありましたが回答できるところ

がありましたらかいつまんでお答えいただけますでしょうか。 

 

〔事務局〕  他市町の分析ですが基本的には稲美町を中心とした分析になっておりますが通

勤、通学とか人口の移動などでどのくらいの範囲で移動があるのかを調査結果に

加えております。 

 

〔委員長〕  他市町との戦略の違いなどはどうですか？稲美町はここが違う、またはここは

任せて力を抜こうかというようなことは考えていますか。 

 

〔事務局〕  追々それぞれで素案が出たりしているのは見ていますが、連携の話で申します

と姫路市を中心とした播磨圏域連携中枢都市構想がございまして、国の地方創生

でもお互い役割分担をしていこうというのがございます。稲美町も姫路市と今年

連携を結びまして連携事業としては20項目ほど連携していこうということで

徐々に進んでおります。どこの市町がどんなことをしていくのかという役割分担



となりますと、もう少し先の話になってくるのかと思っております。２つ目の地

域を分けた政策についてですが、稲美町でいいますと市街化区域と調整区域で問

題が違いますのでそれに応じた対策を講じていくようにしています。 

 

〔委員長〕  これは総合計画でありませんから地区ごとはなかなか難しいのかと思います。

ただ、運用の仕方で変えられることもありますので少なくとも規制緩和に関しま

しては市街化調整区域も解消される訳でそれはわかりやすいのですが、観光だっ

たら都市型観光を目指していくのか農村観光を目指していくのかというメリハ

リは付けていく方が良いのではないかと思います。 

それとマルチジョブというところはどうですか。これはなかなか行政では難し

い部分で、できないところもあると思うのですが、重なり合うコミュニティが大

事だというのは我々の調査の時に出てきていますので仕事を通してコミュニテ

ィを築いていく発想はあると思うのですが何かあれば。 

 

〔事務局〕  一人の人が社会の中でどういった役割をしていくかという話だと思いますが住

民協働を進め、住民の活動する分野と行政の活動する分野は縮まってきていると

は思います。すごく未来を見据えたお話だと思いますので、もう少し先の話とい

うか、これから今後大きなテーマになっていくのではないかと思います。 

 

〔委員長〕  いろいろ難しいところもあると思いますけれど、ご指摘の点はご理解いただけ

たと思います。それから観光につきまして移住促進の方法ですとか宣伝の仕方に

ついてのご意見ですが、これは詳細の事業例の中に少し組み込んであります。他

にご質問はございませんでしょうか。 

 

〔委 員〕  前回にちょっとお話させていただいた空き家を活用するツアーをやりましたと

いう話ですがその時作った資料をお配りします。稲美町は良いところだという呼

びかけだけしかまだできないが何か制度があればこういう制度がありますとつ

なげられると思います。これがまだできていない状況ですので稲美町が良いとこ

ろだというのをどこか頭に入れておいていただけたら場所を選ぶ時に稲美町が

あったなとなってくれればいい。よく古い家を探しているという方の情報がまわ

ってくるのですが、だいたいそういう方は滋賀県へたどり着かれている。 

 

〔委員長〕  制度的な部分はどうなのでしょうか。移住という話があるわけですが具体的に

何か制度的なものはございますか。 

 

〔事務局〕  今は親元近居新築住宅取得支援補助事業しかありませんが、場合によっては改

造してそのまま稲美町に住みたいという方もおられますので制度の拡充の検討

もあると思います。 

 

〔委員長〕  既にやっているものもあると思うが何か考えてもいいとは思います。あれば情



報発信もしやすいですし。 

 

〔委 員〕  稲美町の稲の美しさをもっとアピールしてはどうかと思います。昔だったら農

産物の生産量も結構あったのですが、だいぶ減っていますので世間一般に売り出

していこうと今作り出している。特産品を少ないながらに大事にしてほしいと思

う。情報発信というのは必要だと思う。 

 

〔委 員〕  農業の関係でいろいろなものが作られているが、加古川市などはふるさと納税

でいろいろなものを出して季節毎に出してはどうかという話をしながら県と加

古川市と一緒にやっています。６月から１ヶ月で800万くらいあったそうです。

できたらこのエリアもせっかく良いものを作っているのだから、そういうところ

を使ってでも発信して行くということができるとおもしろいかと思います。高砂

市もそちらの方向に流れてきている状況です。 

 

〔委員長〕  他はいかがでしょうか。 

 

〔委 員〕  総合戦略の基本目標の企業誘致の推進ですが、このとおりなら理想ですが『ま

た新たな工業団地の拡大についても関係機関に対して規制緩和に向けた要望を行

う。』というのは昔から言い古された言葉で、これはいつ実現するのかと思う。現状

であれば他市町から企業誘致といった以前に町内の企業の事業拡張に伴う土地の用

地転用といったことの規制があって思うようにいかないので他市町に工場を作った

とかよそへ出て行ってしまったとかが現状にあるわけです。 

やはり企業が人口を増やすという目標はあるのですが人口を呼び込むというのに

は目的が絶対必要であってそれに伴う経済的な基盤が必要でありますから働く場所、

会社が無ければ成り立たないということなので、人口を増やすということよりも企業

を誘致すれば昼間の人口は増えるわけです。 

余談になるのですが、この間のプレミアム付商品券の販売においても他市町から

商品券を買いたいという意見もかなりありました。裏を返せばそれは町内で買い物を

するということなので。企業の誘致というのにもっと力を入れるべきではないか。稲

美町は新たに土地を開発する場所が無い、それぞれの土地がそれぞれの目的にはまっ

てしまって開発の余地がないのですから規制というのが大きく問題になってくる。そ

の規制への要望が叶うのがいつなのか、その可能性がどのくらいあるのかをお聞きし

たい。 

 

〔事務局〕  ここは何をするところとキチッと決まっている。今はまず規制の緩和の要望をする

ということで進めたいと思っております。 

 

〔委員長〕  県としてはどうですか。都計審の関係もあり、市街化調整区域を減らすというのは

あまり考えていないと思うのですが。 

 



〔委 員〕  市街化調整区域という観点から町長からもいろいろな意見をいただいているので、

県としてもできるだけ尊重していきたいというのはありますが、本庁に行くとなかな

か厳しいので、そのあたりをどう解決していくか考えている。本庁サイドで考える全

体面と東播磨県民局で考える全体面は少し異なりますので。 

 

〔委員長〕  これについては要望ではなくてもう少し強く言って、こういった機会がないとなか

なか県にはアピールしにくいので強くアピールしていくべきかと思います。 

 

〔委 員〕  個人的な考えだがエリアを決めてやるというのが理想だが稲美町は決まってしまっ

ているので虫食い状態でも良いという考えじゃないと難しいのではないか。 

 

〔委員長〕  圃場整備は終わってしまっているのでなかなか難しいが遊休地をどうするかという

こともあると思います。他はいかがでしょうか。 

 

〔委 員〕  子どもも３年生なので転校せずにすむようにと、去年ぐらいから家を探そうとして

いますが、やはり調整区域などで規制が厳しい。国安や国岡ではいくらでも建てられ

ますよね。天満南小学校の区域はやはり規制、規制でその割に人数が減ったというが、

規制でそうなるのも仕方ないかと感じてしまいます。あそこだけ小学校も幼稚園もぎ

りぎりな感じなので、もう少し分け方を変えではどうかと思います。 

 

〔委員長〕  住宅地と学校区の関係の問題ですね。 

 

〔委 員〕  転校するくらいなら加古川市とかも考えたのですが親元近居の制度がありましたの

で、そういう制度があるなら使わせてもらおうかというのがありいろいろ考えて。 

 

〔委員長〕  これについてお答えいただけるなら。 

 

〔事務局〕  校区によって人数が減ってきている校区と天満校区のように増えてきている校区と

その差は歴然としておりまして、おっしゃるように天満南校区は調整区域をたくさん

抱えていますので一番減っている校区になります。しかしながら１つの小学校を廃止

して合併するという方向では今のところ考えていなくて、今の校区であり幼稚園、小

学校、中学校は維持していきたいと思っております。人口が減ってきているのを食い

止めるというのは、規制緩和を利用したりして調整区域でも建てられるような状況を

生み出してもらって維持していかなければならないというのが現状です。 

 

〔委員長〕  他はいかがでしょうか。 

 

〔委 員〕  会議が始まる前に地域活動者の高齢化のことを話していて、人口推計を見ていて改

めて感じたのですが、65歳以上の高齢化率も増えていて、今みなさん定年退職してか

らボランティア活動を始めて、70代ぐらいの方がメインという感じで、そうなってく



るとて体力面では厳しくなってきて、それでも元気でやってこられたのは本人のやり

甲斐であったり、さらにそれが見守りにもつながっているのかと思っています。 

稲美町の中でボランティア活動をやっていくのは地域のつながり、人と人とのつな

がりといった貯金があるから地域活動ができるのだなと感じますが、その貯金もだん

だん無くなってきていろいろな問題が出てくるので、そこはもっと町ぐるみで動いて

いかなければならないのかという感じがします。 

 

〔委員長〕  具体的にどう活躍できるのかということを考えていかなくてはいけない。そのあた

りを具体的に施策や事業の中に盛り込んでいくことも検討していただければと思い

ます。 

 

〔委 員〕  自然増ということで子どもを増やしましょうということですが、これは女性にすご

く負担がかかってくると思います。働いてください、子どもも産んでください、育て

てくださいとすごく負担がかかってくる。昨日も親子の料理会をしたのですけれど、

来てくれたのは気持ち的に余裕のある子育てをしているお母さん達でした。そうした

らバランスの良い栄養の取れる料理を作っていますとアンケートにも書いてくださ

っていたのですけれど、働いている方はそういう訳にはいかないです。仕事から帰っ

て慌てて食事の用意をするので同じようなものだったり、お店から買ってきたものだ

ったりバランスの取れた食事というのがなかなか難しい。稲美町には新鮮な野菜があ

りますよと言っても野菜を料理するには手間がかかりますからそういうことからこ

ういうのは女性にすごく負担がかかると感じています。 

それに前もあったと思うのですが、子どもを産むとなっても稲美町には産婦人科が

無い。そうなると安心して子供が産めないのではないかと思いますし、後のケアも十

分必要だと思いますので、そのあたりをもうちょっと手立てをしないと安心して子ど

もは産めないし、増えないのではないかと最近すごく感じています。 

 

〔委員長〕  さきほどの委員の話と併せて考えれば、活躍の場がそこにある。忙しい母親に代わ

って高齢者のボランティアが料理をつくるコミュニティビジネスも施策として考え

られるとは思います。 

基本計画の３のところに『子育て家庭への支援』で制度のようなものは事業例に書

いてあるのですが、民間とか一部ボランティアも書いてありますけれど、もう少し詳

しくご検討いただけますでしょうか。 

 

〔委 員〕  先程も話が出ましたがこの具体的な施策の中に稲美町でしかできないことと、近隣

の明石市とか加古川市そういったところと連携してやるべきところをもう少し明確

にするべきだという気がしました。前にも言いましたけれど加古川市から100人連れ

てきて稲美町が100人増えたところで何も仕方ないことなので、やはり地域として広

域的なところで施策を打って人口を増やしていくことが大事なのではないかと思い

ます。 

 



〔委員長〕  他市町も同じ総合戦略を作っておられますので、ここは稲美町ならではと協調でき

るような表現を考えていかなければいけないと思います。それから連携しなくてはい

けないところについては他市町とは今の段階ではなかなかできないと思いますので、

そこらへんは連携を記述するとかそういう形で対応するということでよろしいでし

ょうか。事務局の法で他市町、特に明石市、加古川市３市２町、さらに姫路市あたり

と比べてここはオリジナリティがあるとか、ここは協力してやっていかなければなら

ないとかメリハリをつけてわかるように記述するということでお願いします。 

 

〔委 員〕  企業誘致の関係なのですが稲美町に来てもらうとこういう特典があるとか何か考え

られるものがありますか。 

 

〔委員長〕  固定資産税の減免とかいろいろあるのですけれど、具体的にはどうかということで

すけれども。 

 

〔事務局〕  企業誘致を今までやってきた経過がございまして、今、現在行っているのは雇用促

進というので町内の事業者が町民の方を常勤で雇用された場合に補助する制度がご

ざいます。そんな制度もやっていますが、なかなか新しい企業の誘致というところま

ではいかない。それは先程も出ておりましてように土地の問題がかなり関わってきま

すので、既存の事業所がもう少し事業拡大したいとなった時に規制緩和ができるよう

なエリアを確保したい。そういう意味では少しの余裕というのはあると思います。た

だ、その枠は非常に狭いということでございます。そのあたりも考えながら、企業誘

致をもっと進めていきたいと思っています。 

 

〔委員長〕  大都市・中間都市でやっている減免策というのは特にやっていないですか。 

 

〔事務局〕  一時、時限立法ということで、条例で新しい設備を増設された場合にその固定資産

税の一部を減免するというのをさせていただいたのですが、費用対効果の関係で現在

はありません。 

 

〔委員長〕  行政規模が大きいと効果があったりするのですが、難しいところはあるかも知れま

せんね。他には何かありませんか。 

 

〔委 員〕  質問なのですが、案は決まったのですが、具体的事業はどうなるのでしょうか。 

 

〔委員長〕  そのあたりの流れの説明をお願いできますでしょうか。 

 

〔事務局〕  具体的な事業ということでございますが、現在書かせていただいていますのは56ペ

ージ以降の施策展開というところで書かせていただいていますが、事業例ということ

で今考えられるもの書かせていただいています。今から予算の面であったり、それか

らいったいいつまでにするのか、この総合戦略は５年間ということにさせていただい



ているのですが、もう少し詳細な計画はこれから作成して参ります。 

 

〔委 員〕  お願いなのですが、具体的なものを決められる前に稲美町で子どもを産む30、40歳

代の人達を呼んで意見を出してもらって、できることできないことは考えてもらいた

い。自分達が関わって実現すると人が宣伝するので関わる人が多ければ多いほど良い

のではないかと思うので意見を聞く場を設けてほしいと思います。 

 

〔委員長〕  その次の話で町民の意見をどう聞くのかというのは通常パブリックコメントとかで

やるのですが、100人会議とかいろいろな機会を設けていかなければいけない。なか

なかそういう公式の場では出にくいので、一番良いのは担当者が行って話を聞くとい

うのが一番効率的だろうと思います。そういった機会を設けてはどうかというお話で

町職員の政策立案能力向上という意味でも私はおもしろいと思います。前に県の職員

と一緒に各地域をまわって聞き取りをやったのですが、すごく役に立ったので素案を

作るのにも実際に行って話を聞くというのは大事なことだと思います。パブリックコ

メントとか100人会議とか施策として入っている部分もございますけれど、それとは

別に考えていただけると町職員も政策立案能力も上がると思いますのでお考えいた

だければと思います。パブリックコメントについてのご説明をいただけますでしょう

か。 

 

〔事務局〕  今日８月２７日推進委員会で協議いただきました。次に９月パブリックコメント実

施を９月７～３０日までを期間として皆様からご意見をいただくことになっていま

す。そして１０月３日に100人会議ということで計画してございます。パブリックコ

メントに関しましては今日いただいたご意見を踏まえまして調整させていただいた

後でパブリックコメントを実施させていただきたいと思っております。 

 

〔委員長〕  お願いしたいのは、パブリックコメントの実施から始めていただいて、具体的な意

見などを出していただく。思いついたことを言いたいというのもあると思うのですけ

れど、その後に最終的なビジョンが出来上がることになります。数字がおかしいとか

いろいろな意見が出てくると思いますが、それらを反映したビジョン作りになると思

います。 

 

【４．その他】 

 

〔事務局〕  その他のとしまして、100人会議を１０月３日の１０時からコミュニティセンター

のホールで推進委員会の田端先生を講師にお願いしまして地方創生をテーマにした

講演を予定しております。推進委員会の皆様にも別途ご案内させていただきます。 

 

〔委員長〕  本日は貴重なご意見、具体的なご提案をいただきありがとうございました。出して

いただいたご意見をできるだけ盛り込みながら最終的なものを作っていきたいと思

いますのでよろしくお願いします。本日はありがとうございました。 



 

【５．閉会】 

〔副委員長〕  本日は長時間に渡りそれぞれの分野の建設的な意見をいろいろ出していただきあ

りがとうございました。先程もお話がありましたがパブリックコメントもしますが、

今回は稲美町の将来を担う創生の会議でございますので、委員の皆さまにもこんな

ことをやっていると口コミで町民の方々に伝えていただくというのも大事なことだ

と思います。本日はどうもご苦労様でした。 

 

 


