
第２回稲美町まち・ひと・しごと創世推進委員会議事録 

 

１ 日 時  平成２７年７月１日（水）１４時～１５時３５分 

 

２ 場 所  稲美町役場新館４階コミュニティセンターホール 

 

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、 

川北委員（真木委員代理）、藤谷委員、末谷委員、浅図委員、門野委員、佐藤委員、 

村下委員、田中委員、岩切委員 

（欠席：小久保委員） 

 

  （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 

２．委員長あいさつ 

３．審議事項 

（１） ＳＷＯＴ分析による「総合戦略の方向性」検討 

（２） 稲美町の人口予測からの課題とライフステージにおける「施策の方向性」検討 

（３） 稲美町人口ビジョンの検討 

（４） 稲美町の総合戦略（素案） 

（５） 施策への展開 

４．その他 

５．閉会 

 

５ 議事録 

【１．開会】 

 

【２．委員長あいさつ】 

 〔委員長〕  先程、副町長からもお話があったように、タイトな日程の中でこれをまとめていかな

ければならないということで、ただそうは言っても考え方はきちんとしておいた方が良

いだろうということがございます。今日お話がありますけれど稲美町ならではというと

ころを、どこをどういう風にアピールしていくのか、どういう風に持っていくのかとい

うのが今日の大きな柱になるだろうと思います。今日ＳＯＷＴ分析の話が出ますけれど

も、それは稲美町ならでは稲美町だからできるというような戦略の柱となる部分を考え

る材料になるだろうと思いますので、みなさまのご忌憚のないご意見をいただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

 



 ※ 前回欠席だった廣田委員、浅図委員の自己紹介 

 ※ 行政各部長（藤原部長、藤本部長、奥州部長、松田部長）の紹介 

 

 【３．審議事項】 

（１） ＳＷＯＴ分析による「総合戦略の方向性」検討について 

（２） 稲美町の人口予測からの課題とライフステージにおける「施策の方向性」検討について 

（３） 稲美町人口ビジョンの検討ついて 

  

 〔事務局〕  事務局説明 

   

〔委員長〕  (１)から(３)までご質問も含めてご意見を承りたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

〔委 員〕  事前に質問を提出しましたが、ＳＷＯＴ分析をするにあたってなぜこれが導入の理由、

なぜこれが戦略に適しているのか、その理由が見えにくいと思うのですが。機会と脅威

のクロスＳＷＯＴ分析表（右のページ）は脅威というよりは脅威への対応ですよね。そ

のあたりの言葉の定義がややわかりにくいというのが一つあります。 

それと今日の資料では事前にいただいた資料とは若干内容が変わっていますが「内部

環境で車利用による他市町への移動利便性が高い」それが強みとなっていて、逆に弱み

のところの「土山駅周辺道路が朝夕混雑する」というほぼ同じことのプラス面とマイナ

ス面が両方載っているので、そのあたりの整理が必要だと思う。 

本日の資料で言うと例えば「ＴＰＰの締結による農業への打撃が予測されている」と

いう風になっていて、一方「海外に売り込む機会にもなる」という逆の側面もあって、

そういう二面性をどう評価するか、そのあたりの難しさもあるのではないか。その２つ

の軸の物差しの尺度をご説明いただきたい。 

 

〔委員長〕  ＳＷＯＴ分析というのは戦略を立てる際によく企業でもされる部分ですので、ＳＷＯ

Ｔ分析そのものはおそらく戦略を立てる上で大きなツールとしてそう間違っていない

と思います。ただ、まち・ひと・しごと創生の戦略としてどうかというところはあると

思いますので、そのあたりの説明をお願いしたいと思います。 

もう一つ先程言いました外部環境をどう評価するのかということについて、機会と脅

威をどんな考えで分けられたのかというところも含めてご説明いただけますでしょう

か。 

 

〔事務局〕  総合戦略ということですので、戦略を立てる上ではわかりやすいのではないかという

ことで今回採用させていただいているところです。だからといって機会があって強みが

あるところだけを伸ばすというわけではないのですけれど、手法としてはこれが一番適

しているかと考えております。 

それからもう一点の機会と脅威の基準ですが、これに関しても考え方によっては表裏

一体の部分もあると思っております。ピンチをチャンスに変えてという言葉もございま

すが、ＴＰＰに関しましては場合によっては稲美町にとって悪影響の部分、米の値段が



さらに下がってというところ、それから国の農業政策もあいまってそういうこともある

かも知れませんけども、逆に６次産業化をさらに推進するとか、稲美ブランドなどの特

産をさらに開発して海外に売り込んでいくということもあるかも知れない。そういった

形で表裏一体の部分もあると考えております。 

 

〔委員長〕  現状ではこういう機会と脅威を分類されているわけですね。外部環境そのものは我々

にはコントロールできないことだと思いますが、それをどの部分を機会とするか脅威と

するかという評価なので、どう捉えるかかによって分け方が変わってくるということは

あるわけです。ただＳＷＯＴ分析をやる時は客観的に見てなるべく正しいようにという

のがありますので、作った際には客観性を持ってつくられたという風に考えてよろしい

でしょうか。 

 

〔事務局〕  そうです。ただ、まだまだ粗い状況ですので、こういう考え方もあるということでご

理解いただければと思います。 

戦略の方ですが、表裏一体の部分で強みがあればそれをどう活かしていこう、逆にそ

れが弱みなのであれば克服していく、つながっていくような部分があれば項目として分

析したものが対策につながるという視点で考えています。 

 

〔委 員〕  強みで稲美町は農業がしやすいとあるが、面で考えたら圃場整備が進んでいるから良

いですけれど、生産するための道具とすると土地生産性が多分低いと思います。強みに

するには基盤整備として何か仕掛けが必要なのではないかと思います。 

強みで言われていた意見ですが災害が尐ない、強いというのは強みだと思います。 

ＴＰＰで海外に出すというのではなく、東日本大震災以降、首都圏の方から関西の野

菜を食べたいという声をよく聞く。いつまでそういう声を聞くかは分からないが、海外

に出す方がハードルは高いので、まずは関東に出す方が良いのではないかと思います。

できれば関西圏でというのがベースにあってこそだと思うが、そのあたりをどう反映さ

せていこうと思っているのか意見をいただきたい。 

 

〔事務局〕  米の収穫量が低いのは、例えば技術の問題であったり、土地の養分であったりします。 

 

〔委 員〕  昔の地面は有機物が多かったが、圃場整備をしたので地面が浅くなっているので余計

下がっているのではないかと思う。農業も有機とか自然栽培とかもあるので、今の単価

栽培で考えるとそうですという現状なのですが。 

 

〔事務局〕  農業の収量の部分はなかなかそこまで目が届かなかった部分ですが、強みの内部環境

のところで都市近郊としているが、これは消費地に近いということで強みに位置付けて

います。 

 

〔委 員〕  稲美町の農地というのは 80％とか 90％近く兼業農家がほとんど。農業を専門でやっ

ている方はそのまま継続されるけれど、兼業農家でずっとやってきているサラリーマン



をやりながら自分の農地を守っていることが続いてきまして、今農業政策がどうなって

いるかよくわからないけれど、いろいろな制度が厳しくなって兼業農家では苦しくなる

という時代が目に見えていている。 

実際に稲美町として農業というのは大きな産業の一つであるのは間違いありません

が、その大半を担っているのが兼業農家のサラリーマンということが根幹にあるという

が議論から漏れているのではないか。それをビジョンの中にどう反映させていくのか。

一つの地域において周辺の地域を統合した営農組合組織で後継者の担い手を大きな組

織としてやっていくと言われていますが、そればかり進めますとサラリーマンの人が今

度農業をやろうとした時に農業を全く覚えてなくて後継できないような事態になって

しまうことが危惧されます。 

 

〔委員長〕  農業の区分だけではなく強み、弱みがあり、もうちょっと整理をしてほしいというこ

とだと思います。先程おっしゃたように担い手を含めて農業を考えなくてはいけないと

いうことも含めて農業のことを考えて分析をお願いしたいと思います。 

 

〔事務局〕  稲美町の取り組もうとしている全体の方向性について説明しておきたいと思います。

方向性は稲美町単独だけでの農業を推進していくというのは無理な話ですから、国、県

の施策に沿って稲美町の特色を出していくことになります。今、国がどんな方向性を目

指しているかというと生産性とか効率性などに非常に重きをおいています。だからＴＰ

Ｐもある意味海外との競争率を進めていくという農業の分野だけではなくあらゆる産

業に対して結ばれる条約ですから農業もここに入っているが、国会で５品目は守ってく

という決議でありますから、これは必ず守っていただきたいと思っています。稲美町は

認定農業者、農業を本気でやろうとする人、それから新規農業者で認定を受けた方々、

地域の中で私はこの地域を守っていきますという方と集落営農組合こういった方々で

稲美町の農業は守っていきたいと思っています。これまで稲美町の農業を支えてきた兼

業農家で自分の子供もやってくれたらいいなと思っている方の担い手を位置付けてい

けるかというと、それは限りなく厳しいと思います。そういった形の補助金はまず付き

ませんし、そういった方の農業所得はほとんどマイナスになると思います。そういった

方々は営農組合という形の集約化をしていただく必要があるのではないかと思います。

だからといって稲美町の農業が無くなってしまっても良いということではなく稲美町

は基幹産業だということで水稲を中心として稲美町が稲美町であるというのは稲美町

の農業の基幹産業であるからと我々は位置付けていますので、これからも農業の振興に

は支援を続けてまいります。 

 

〔委員長〕  農業は農政の影響をかなり受けますのでなかなか内部の方針だけでは難しいことがあ

るということはご理解くださいということだと思います。ただその一方で戦略を立てる

時において、単に国の方向だけでなくてそれをどう踏まえてうまくいかしていくのかと

いうのは戦略になってくることだと思いますから、そのあたりは次の戦略の段階で検討

してまいりたいと思います。他に質問、ご意見が無いようでしたら「稲美町の総合戦略

（素案）」と「施策への展開」の説明をお願いします。 



 

（４） 稲美町の総合戦略（素案） 

（５） 施策への展開 

 

 〔事務局〕  事務局説明 

 

 〔事務局〕  基本目標そのものを見直すということでも、こういった事業はどうかということでも

ご意見、ご質問等何かありましたらお願いします。 

   

〔委 員〕  情報発信施設設置事業とはどういうものでしょうか。 

 

 〔事務局〕  ＪＡの６次産業施設の中に町の情報発信のコーナーを設置させていただくとのことで、

今考えておりますのが町のＰＲビデオとかパンフレット等を置きましてここで紹介して

いこうと考えています。 

 

〔委 員〕  高齢者タクシー等助成事業ですが、タクシーは買物等に使えるでしょうがバスみたい

なものは無いのでしょうか。何時に集まったら買物に行きますというようなものがあれ

ばと思います。今私達は車に乗れるからいつでも買物に行けるが、近所の車に乗れない

高齢者の方などは手押し車などで行かれていたので、そういうのがあればもっと良いの

ではないかと思います。 

 

 〔事務局〕  ありがとうございます。国の方で目標はある程度大枠が決まっていますのでなかなか

変えるというのは難しいと思うのですが、稲美町の持っている強みというのを踏まえて

考えたほうが良いかと思うのですが。逆に弱みを克服するということ稲美町の弱みとい

うのは出生率が低いということですから、それをどう克服していくのかということを基

本目標３の部分で、施策としてもっとあっても良いと思う。そういった視点からのご意

見もたまわりたいと思います。 

 

 〔委 員〕  ずっと読んでいて気になったのは、稲美町に住む人は一人目をどこか町外で産んで、

どこかゆっくり住みたいと思って稲美町はゆったり暮らせそうだなと思って移り住ん

で来ると思う。二人目、三人目をどうしようかと考えた時に稲美町は産婦人科が無いの

で町内では産めない。どこか町外の病院に行くことになるとちょっと躊躇するのではな

いか。あと、女性が働くための支援的なことが書いてあるが、稲美町に越して来る女性

はバリバリ働いて、お金もいっぱい稼いでというような人は稲美町に来ないと思います。

どちらかというとゆったりと丁寧に子育てをしたいという人が来ていると思うので、そ

ういう人達に働くなら支援しますというのは、来ている人と町がやろうとしていること

にズレがあるのではないでしょうか。 

 

 〔委員長〕  産婦人科が無いのは安心して出産、子育てができないというのは施策の「安心して妊

娠・出産できる支援」にも関わってくることだと思います。 



また、最近も話題になりましたが、あまりにも女性に期待しすぎではないか。子供も

産んでください、働いてくださいというような面もある。稲美町に転入して来る人の意

向ももう尐し考えた方が良いと思います。アンケート結果で分析もできますので、その

あたりの回答が出てきた時に基本目標１や３にも該当してくるかと思います。 

 

 〔委 員〕  高校、大学の進学の時点で個人の将来が決まってしまうわけで、高校、大学で学んで

きたことを活かそうと思った時に町内に受け皿が無いとなると、やはり就職のために都

市へ出て行くというパターンになる。長男は仕方なしに農業を継ぐということになって

しまうと思う。基幹産業だと言い切るのもいいが、一人当たりの売上というか、兼業農

家であるが故に農家としての収入としては採算が合わない。専業農家の人を育てて、そ

れでこそ農業が産業として成り立つのではという気がします。 

 

 〔委 員〕  稲美町のことを考えた時、人に自慢できる物は何があるのだろうといつも思います。

特産物も量的に中途半端だし、全国的に有名になれる物があるのかなと思ったりします。

逆にこの中途半端な部分を活かす方法がないかと思ってみたり、地下鉄が西神中央まで

延びているので引っぱってこられないのかと思ったりする。大量の人を稲美町まで運ぶ

道具などが確保できないのかなと思う。就職にしても稲美町で就職するとなったらどん

な企業があって一企業がどのくらいの人を雇えるのか。そういう問題も出てくるのかと

いう風に思います。 

あと、人口の問題で全国的に各市町村とで人の取り合いというのもいっしょだと思う

し、地元で人口を増やす何かがあればと思います。 

 

 〔委員長〕  地元の人口というのは出産、自然増をもっと図るべきではないかということだと思い

ますが、社会増、自然増どちらを重視するかというのはどういう風に考えているのでし

ょうか。 

 

 〔事務局〕  どちらかというと、転入促進です。家を建てる場合の若年世帯の転入の方でプラスに

持っていきたいと考えています。 

 

 〔委員長〕  多分、次男、三男に戻ってきてもらうというものだと思いますが、自然増がないとき

びしいという委員の意見もあるとおり、戦略を考える上では、考えなければならない点

だとは思います。 

また広域性を考える上で、神戸との関係もあるというのは重要なご指摘かと思います。 

 

 〔委 員〕  稲美町は一時新聞によく出ていたが、最近あまり新聞に出る機会が減ったので、タウ

ンプロモーションということで、もう尐し認知度を上げる取組みをしていって欲しい。 

 

 〔委 員〕  県民局の方でも戦略づくりということをしていますが、自然増というのはかなり難し

いというのは周知の事実だと思うのですが、社会増も大都市からという絵も描けるので

すが京阪神から通勤圏内にもなりますし、お住まいだけでもと考えたりしているのです



が、稲美町の案を見させていただいて、これから人口がどんどん減っていく中では高齢

者の割合が増えていくということで、高齢者の対策が若干薄いように見えるのですが、

その辺りをもっと含めていただけるとバランスが取れるように思います。 

 

 〔事務局〕  戦略ということで項目として上げていないので検討したいと思います。 

 

 〔委 員〕  先程、バスの関係の話がありましたが、例えば通勤面で言うと土山駅か東加古川駅ま

でバイク等で行っていると思うのですが、そういう方にバスを用意するとかも良いと思

います。あと稲美町はため池が多いので、発電をするとかして住民税を安くするとかそ

ういったことを考えてみてはどうか。 

 

 〔委員長〕  交通の問題とため池の活用という事業ベースで考えなくてはいけないところかと思い

ます。交通は通勤圏の問題になってきますので、大阪に通おうと思ったら稲美町から通

えないと思っている方も、もし土山駅まで 10分で行けるバスがあれば考えられるのでは

ないかなと思います。 

 

 〔委 員〕  今までの資料とかお話の中で知名度を向上させて転入促進をするというお話がたくさ

ん出たと思うのですが、そもそも違和感といいますか他から稲美町に来ても他に出るの

なら何もならないと思います。それよりも中で子どもを産む環境を整えて、まちの中で

人口を増やす方に注力すべきなのではないかと思います。 

 

 〔委員長〕  大きな課題かと思います。県民局でも自然増は難しい問題ですが、稲美町の場合は出

生率が低いという課題があるので、その弱みを逆転できればというご指摘だと思います。

戦略を考えるうえで、見直さなければならない点かと思います。 

 

 〔委 員〕  稲美町にいかに若い人に定住してもらえるかを考えた時に何を基準に家を建てようと

いうことを考えるか。就職先によってはいろいろな拠点に行かされたりすることもある

し、自分が家を建てた時に何を考えたかと思うと交通の便、駅に近いとか駅までの交通

手段とか必要ではないかと考えます。この辺も神姫バスもありますが、ちょっと遅くな

った時に遅い時間まで走っていないとか交通の便のことは稲美町ではよく聞くことな

ので、やはりある程度遅い時間まで土山駅と稲美町を巡回しているバスとかあればと思

います。 

 

 〔委員長〕  交通問題をかなり集中して取り上げられていますので、事業レベルだけではなくても

う尐し施策・政策レベルで尐し検討いただけますか。交通については今までの稲美町で

は議論が蓄積されていると思いますので、そのあたり尐し整理されて議論できれば。も

し社会増を図るとするならば、やはり交通の便は大事というご意見もございましたので、

これは基本の考え方と戦略との接点ですので、単なる事業でなくもう尐し大きなレベル

で考えていかなければと思います。 

 



 〔委 員〕  農業の関係ですが産業として強いものにしていくというのは必要なのですが、見方を

変えればそういう比較的元気な農業があるというのは生活者にとっても豊かな食生活

を送れる極めて大きな条件だと思います。 

今日も加古川駅でコーンのプロモーションをやっていたのですが、本当に朝採れのコ

ーンはおいしいです。そういう地元で採れるものを地元の人が食べられる仕組み。ＪＡ

の施設はそういう意味で非常に注目されていると思いますが、消費地としてみる場合、

町内だけではなくて、加古川というのは非常に大きな市場でもあるし、加古川は意外に

そういう商業施設が便利な所に無い。東播磨というもう尐し広い視点できちんと地元で

採れたものを売れて消費者にとってはそれをきちんと購入できるようなそういう仕組

みというのを広域的に考えてほしい。農業というのは人が生きていく上で欠かせない、

必要な、絶対に無くならない将来的にも有望な産業である。そのあたりを守っていくの

はやはり足下できちんと支えるという仕組みが必要で、そういうことが結果的に産業と

しても強くしていくということになると思います。 

 

 〔委員長〕  農業に関してここでは担い手とかブランドなど書いてありますが、消費者というのも

もう尐し入れた施策もいるのではないかということだと思いますので、元気な農業は地

域も元気にするということなので、東播磨全体の消費者も踏まえた農業というのがあっ

てもいいと思います。 

 

 〔委 員〕  社会増をめざすよりもやはり自然増の方が良いと思う。稲美町でも婚期を迎えた方は

いらっしゃると思うので、マッチングしてあげたりとかして増やしていったらいいと思

います。 

あと今までは無かったのですが、新しく不妊治療支援事業というのが入っていますの

でこれはとても良いと思います。テレビで 30代になると体の機能も衰えるので 20代で

子どもを産むのが一番いいと聞いて、30 代で結婚を考えていた学生さんが 20 代で産も

うかなと思ったという感想を述べていました。それなら中学生くらいの頃からそういう

話を聞かせてあげれば 20代から産もうかなと思ってくれるかもしれません。 

 

 〔委 員〕  相談を受けていて傾向的に多いのは両親が 60代で定年を迎えて、子どもが 30代でひ

きこもりになっている。自分達が生きている内はいいけど自分達が死んだ時に引きこも

っている子どもはどうなるのだろうという相談をすごく受ける。30代はまだまだやり直

せる世代で加古川の方でそういった支援をしているところへ繋いでいっているのですが、

そういう方もいらっしゃるということを知っていただけたらと感じました。 

 

 〔委員長〕  ここには順風満帆な人のことしか書いていないので、そうでない場合どうするのかと

いうことでそこらへんも尐し考えてみてはどうかということだと思うのでそういうこと

も検討してみてはと思います。 

このあたりで大体よろしいかと思いますが、自然増と社会増で意見が分かれるところ

でございますが、社会増を目指すというのがこの戦略の柱ではあるのですが、やはり出

生率が低いという点も、もう尐し整理しておいた方がよろしいかなと思います。強みを



活かすというのが戦略の大きな柱となっていますが、弱みを改善していくというのも大

事なことだと思います。 

 

 〔委 員〕  ちょっと私が感じているのは、孫を育てている環境がございまして、子育て支援はい

ろいろ対策をされていますけども、具体的に言いますと０歳とか１歳とか家庭環境によ

って 100 人 100 様いろいろなことが考えられる。家庭環境にもよりますが、０～１歳児

を預けると保育料が高かったり、職場の環境によってどんな産休・育休制度があるのか

によって変わってくるという個人差によって大きく変わってくる。１年休んでもう１年

休みたいとなれば会社の方から圧力がかかるようなケースもあります。子育て支援の中

で皆さんがたくさんの知恵を出して一生懸命されていますけれど、そういう職場復帰の

問題も含めて子育てと仕事の両立というところをもう尐し具体的な対策がほしいかなと

感じます。 

 

 〔委員長〕  基本目標１のところに関わるところだと思います。大体みなさんのご意見をいただき

まして、まだまだご意見いただきたいところなのですが、時間の関係もありますので、

一旦ここで締めさせていただきます。 

 

 【４．その他】 

 〔事務局〕  ２点お知らせいたします。１点目です、スケジュールの変更がございます。当初８月

に予定していましたパブリックコメントの実施ですが、時期的には尐しずらして戦略案

のもう尐し固まった形でパブリックコメントの実施をしたいということで、９月に予定

を変更させていただきたいと思います。２点目です、次回の委員会開催の日程調整をさ

せていただきたいと思います。次回につきましては７月の末をメドに３回目開催したい

と考えております。７月２７日から８月７日まででご予定をお知らせいただきたいと思

います。 

 

 【５．閉会】 

 〔副委員長〕  長時間にわたり貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。今後とも皆さま

どうぞよろしくお願いいたします。 


