
稲美町まち･ひと･しごと創生総合戦略（案）　施策展開 【検討資料２】

基本目標

数値目標

指標 基準年 基準値 目標年 目標値

・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

・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

・新規就農者支援事業
・集落営農育成事業

集落営農組織の法人化数 H25年度 3組織 H31年度 6組織

・６次産業化推進事業

認定農業者数 H25年度 30人＋2団体 H31年度 31人＋6団体

・特産品の開発
・稲美ブランドの普及・拡大

・住宅リフォーム補助事業
・ふるさと納税の拡充
・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
・事業承継（第二創業）支援
・経営革新推進への支援

・プレミアム付商品券発行事業
・稲美町共通商品券事業

・酒蔵めぐりバスツアー（播磨広域連携協議会）
・観光まちづくり事業(官学連携事業)

・企業誘致の推進
・工業用地の確保
・商店・店舗誘致補助事業（再掲）

１　稲美町における安定した雇用を創出する

○稲美町に常住する就業者数　平成32年国調　15,000人
　　　　　　　　　　　　　（平成22年国調　14,391人）

主な事業担当課
重要業績評価指標（ＫＰＩ）

H32国調 産業課

産業課

企画課

4,331人

基準年度以上

①地域産業の振興

②商工業の活性化

15歳以上女性就業者数 H22国調

④企業誘致の推進

H31年度

H31経済ｾﾝｻｽ

企画課

10品目 H31年度

4,400人

6,052人 H32国調 6,100人

227億円

産業課

産業課

施策政策

H22国調
若者（25～39歳）の就業者
数

1,2501,146 H31経済ｾﾝｻｽ

（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

②女性の雇用・再就業促進

H24経済ｾﾝｻｽ

住宅リフォーム工事受注件
数

事業所数

（２）地域特性を活かした
農業の振興

①担い手の育成

②６次産業化の推進

（３）活力のある商工業の
振興

稲美ブランドのロゴマーク
の商品への表示又は店頭表
示

H25年度 18品目 産業課③ブランド化の推進

「兵庫県観光客動態調査」
における稲美町の日帰り観
光入込み客数

H24年度 126千人 H31年度 基準年度以上
企画課
産業課

③魅力を活用した観光の推進

産業課

企画課

年間商品販売額（小売業） 産業課

H25年度 51件 基準年度以上

H24経済ｾﾝｻｽ

集落営農組織数 H25年度 30組織 H31年度 33組織

大規模６次産業拠点施設の
設置

H25年度 1箇所 H31年度 2箇所
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稲美町まち･ひと･しごと創生総合戦略（案）　施策展開 【検討資料２】

基本目標

数値目標

指標 基準年 基準値 目標年 目標値

・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

・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）
・新婚家庭家賃補助事業（再掲）
・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（再掲）
・商店・店舗誘致補助事業（再掲）

・食育推進事業
・学校給食事業
・給食レシピ本

・ふるさと教育の推進

H31年度

H31年度住基

H31年度住基

H31年度

45.4% 50.0%

H24年度 3地区 7地区

H26年度住基 959人 基準年度以上

H26年度住基 910人 基準年度以下

２　稲美町への新しいひとの流れをつくる

○転入超過者数　平成27年度～平成31年度までの累計　300人
　　　　　　　（平成22年度～平成26年度までの累計　163人）

H31年度

転入者数
都市計画課

企画課

転出者数
都市計画課

企画課

特別指定区域数（田園集落
まちづくり）

都市計画課

産業課

（２）ふるさと意識の醸成

①食育の推進

H21年度

政策 施策
重要業績評価指標（ＫＰＩ）

担当課 主な事業

（１）移住の推進

①転入の促進

②転出の抑制

③土地利用の促進

②郷土愛の育成

『くらしの中で食育を意識
している』と回答した方の
割合

健康福祉課

教育課

「住み続けたい」理由とし
て『住んでいる所に愛着が
ある』と回答した方の割合

教育課

H21年度 37.7% 40.0%
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稲美町まち･ひと･しごと創生総合戦略（案）　施策展開 【検討資料２】

基本目標

数値目標

指標 基準年 基準値 目標年 目標値

・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

・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

・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
・保育サービスの充実
・保育所緊急整備事業
・病児病後児保育の推進

・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
・地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター、児童館）

・いなみ子育てほっとステーション整備補助事業　（民間施設の授
乳室、おむつ交換台等設置補助）

H21年度～
H25年度まで
の5年間の平
均

4.15 4.50

H27年度～
H31年度まで
の5年間の平
均

H32国調

H31年度

H31年度

1.11 1.41

H21年度 19.8% 25.0%

H26年度 23人 30人

（１）安心して結婚ができ
る社会の実現

①若者の出会い・結婚のきっかけ
づくり

（２）安心して出産・子育
てができる社会の実現

①妊娠・出産の不安解消

②子育て家庭への支援

③地域全体で支える子育ての推進

平成27年度から31年度まで
の人口千人あたり5年間平
均婚姻率

企画課

合計特殊出生率 健康福祉課

『子どもの健全育成と尐子
化問題への取組』に「満
足」「やや満足」と回答し
た方の合計の割合

地域福祉課
健康福祉課

教育課

ファミリーサポートセン
ター提供会員数

地域福祉課
産業課

H22国調

３　若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

○子ども女性比　平成32年国調　0.1865以上（平成22年国調　0.1865）

政策 施策
重要業績評価指標（ＫＰＩ）

担当課 主な事業
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稲美町まち･ひと･しごと創生総合戦略（案）　施策展開 【検討資料２】

基本目標

数値目標

指標 基準年 基準値 目標年 目標値

・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）

・稲美ふれあいまつり事業
・いなみ大池まつり事業

・観光まちづくり事業(官学連携事業)（再掲）
・いなみ野ため池ミュージアムの推進（県民局）
・歴史的施設（播州葡萄園、淡山疎水）の活用

・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

・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

・公共交通（路線バス）の維持・確保
・新たな交通手段の確保

・空き家実態調査事業
・空き家バンク
・空き家ツアー
・公共施設等総合管理計画

・まちづくり活動サポート事業
・指定管理の推進

・連携中枢都市圏
・広域ごみ処理施設建設推進
・広域道路網の整備

12.7% 15.0%H31年度

H31年度

H31年度

H21年度

○稲美町の居住性について『住みよい』と回答した方の割合の増　平成31年度　25.0％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成21年度　22.4％）

『防犯対策の充実』に対す
る「満足」「やや満足」の
合計の割合

H21年度 34.6% H31年度

都市計画課

危機管理課

土木課

産業課

H31年度

40.0%

H21年度

（５）広域的な連携の推進 ①広域的な連携の推進
『広域行政の推進』の設問
に対する「満足」「やや満
足」の合計の割合

企画課
生活環境課
都市計画課

空き家活用件数
企画課

総務課

『住民とのパートナーシッ
プ』に対する「満足」「や
や満足」の合計の割合

企画課

生涯学習課

H21年度

（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

H26年度 0件 5件

H21年度 16.5% 20.0%

H31年度

H31年度

『快適で安全な交通環境』
に対する「満足」「やや満
足」の合計の割合

企画課28.0% 30.0%H31年度

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

（３）地域資源の活用 ①地域資源の利活用

（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

②交流活動の促進

③魅力ある観光の推進
『観光の振興』について
「満足」「やや満足」と回
答した方の合計の割合

産業課H31年度

『住民が安心できる保健・
医療・福祉体制の整備』に
対する「満足」「やや満
足」の合計の割合

健康福祉課

税務課

稲美町ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰ
ｼﾞ）ｱｸｾｽ件数

産業課

企画課

10.0%

30.8% 35.0%

政策 施策
重要業績評価指標（ＫＰＩ）

担当課 主な事業

『防災対策の充実』に対す
る「満足」「やや満足」の
合計の割合

H21年度 42.6% H31年度 45.0%

「兵庫県観光客動態調査」
における稲美町の日帰り観
光入込み客数

産業課

（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

②安全安心な生活の確保

③便利で快適な公共交通の実現

H26年度 401,863件 基準年度以上

H24年度 126千人 基準年度以上

H21年度 7.5%
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