
第３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３０日（木）１３時３０分～１５時３０分 

 

２ 場 所  稲美町役場本館３階３０２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、 

川崎委員（真木委員代理）、藤谷委員、太畑委員（末谷委員代理）、門野委員、 

村下委員、田中委員、岩切委員 

（欠席：小久保委員、浅図委員、佐藤委員） 

 

  （２）行 政 大竹副町長、藤原部長、藤本部長、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） 『稲美町人口ビジョン及び総合戦略（素案）』について 

（２） 検討資料『総合戦略（素案）に対する委員等意見集約』 

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〕  本日は本当に暑くて皆様お仕事も大変だなと思い今日参りました。天候の問題とい

うのは天に任せていいというところがない訳ではないのですが、しかし最近なぜこん

なに暑いのかというのは、地球温暖化の影響で温室効果ガスが出ているからで、やは

り人の営みが地球環境に大きな影響を与えているというのは既に皆様ご存じだと思

います。それだけ人の営みの影響が大きいのだなというのを今日みたいな暑い日にな

ると余計感じますが、今回、人の営みというのをもう尐し考える上で『まち、ひと、

しごと』の『ひと』というところが真ん中にあるという意味を改めて感じたところで

す。人は『まち』にも『しごと』にも関わるし、影響もあたえる。だから『ひと、ま

ち、しごと』ではなく『まち、ひと、しごと』というところにどういうふうに意味が

あったのかなとちょっと今日、『ひと』というものを考えながら参りました。 

今日のお話の中で２つ大きな話があると思います。１つは人口、つまり人の数の問



題、そしてもう１つがその人がどういうふうに働きかけることによって町や仕事を変

えていけるのかという問題。この２つが今日関わるかなと思う問題で、人の営みが環

境を変えるように人の営みが町や仕事を変えていくといった議論が今日もたくさん

できれば良いなと思っておりますのでよろしくお願いします。 

それでは進めさせていただきますが、今日の議論としては人口ビジョンということ

もあるのですが、それと合わせて総合戦略の素案も出てきております。先程、大竹副

町長の方から時間が短い中でもっともっと議論したいという中でこういう取りまと

めが出てきて、皆様どうかと思われるかも知れませんが、町としては今まで出てきた

議論をある程度盛り込んできたというようなところがございますので、そのあたりを

素案としてたたいていただきたい、そういう風に思っています。 

その次にあります『総合戦略（素案）に対する委員等意見集約』というところでこ

れも先程言いましたように素案を作るにあたっての意見でございますので、合わせて

ご説明をいただいて皆様に議論していただきたいてもよろしいのではないかと思い

ますので、まずは事務局の方からご説明の方をお願いします。 

 

 【３．審議事項】 

（１） 稲美町人口ビジョン及び総合戦略（素案）について 

（２） 検討資料『総合戦略（素案）に対する委員等意見集約』 

  

  〔事務局〕  事務局説明 

 

  〔事務局〕  本日、委員からご意見をまとめたものを提出いただいておりますので、配布させて

いただきます。 

 

  〔委 員〕  この前も言わせてもらったのですが、稲美町自体、有機物が足りないので、生産性

を上げていくようなことができないかということで、一意見として有機物の確保とこ

れから新規就農者が増えたとしても、生産性の悪い土地にそのまま入れるのではなく、

一度土地づくりをしてから、多尐スタートを楽に切れるようなそういう感じで土作り

ができないかということで意見として出させていただきました。 

 

  〔事務局〕  米から畑作や野菜に転換される方がいる。そうなると土作りが今以上に重要になっ

てくると有機物、土の質を上げていくことが必要だということでそういう施策、取り

組みをしてはどうかということです。 

それと金融機関の意見もいただいておりますのでお願いしたいと思います。 

 

  〔委 員〕  『地方版総合戦略策定における支援・連携策のご提案』というこちらの資料によっ

てご説明させていただきたいと思います。金融機関として地方創生にどういった形で

絡めるかなと、いろいろな形があるのですけれども主立ったものをピックアップして

何もこれが正解というわけではないと思いますが一つの事例としてイメージ図を載

せていただいています。説明に当たりましてイメージを具体的に持ってもらうために



わかりやすく銀行の既存の商品であればこんなものがあります、じゃあそれを使って

稲美町と連携をしてこういうことができるのではないかというようなことを簡単に

資料にまとめさせていただきます。お時間の関係もありますので簡単にポイントだけ

絞ってご説明をさせていただきます。 

まず起業・創業支援のところでこういうことで支援をできないかというところでお

示しをさせていただいています。左側は銀行で取り扱っています起業・創業に絡む融

資の資金です。創業にかかる時の資金を提供する商品でございます。そういった資金

の活用と起業・創業セミナーというものを、単独ではないですが日本政策金融公庫で

あるとか他の機関と連携して実際に開催をしています。同じようなものをまた１２月

頃に開催を予定しておりまして、これに関しましては稲美町にまたご提案させていた

だこうと考えています。創業を考えている方がいらっしゃる時。どうしていいかわか

らない方もたくさんいらっしゃるので、そういう方のために起業創業セミナーを行う。

先程ご説明もありましたが町単独でやるとなるとしんどい話になってくると思いま

すので、一定のエリアでまとめてやるというのは、一つのアイディアではないかと、

それを銀行と稲美町と他の自治体も含めて一緒にやればと、それに我々がパイプを持

っています他の金融機関とかを交えてセミナーを行う。そういったセミナーだけでは

なく個別相談を行うとか、その結果、稲美町の中で起業・創業をするといった時に例

えば稲美町からの補助金であるとか税金の優遇、免除とかいう対応ができないか。当

然、事業をおこす時は資金も必要ですので、金融機関の方の資金を、ただやはりどう

しても創業の資金となると負担も大きくなってきますので、そういったところの負担

軽減で利子補給とかの行政の財政負担というのが伴ってきますが、そういったことが

できないかというイメージでございます。最後、お金出したら終わりではなくてその

後のフォローも一緒にやっていくというのがイメージでございます。 

２つ目のカテゴリーとしては６次産業化・農業振興支援、銀行としては農業関係に

特化した商品として３つございまして、あと商品だけではなくて銀行としてはいろい

ろな情報を持っていますので、出会いの場の提供というところも非常に力を入れてお

ります。セミナービジネスマッチングということで、直近では今年の２月に三宮でア

グリビジネスセミナーということでセミナーとプラスアルファで１次産業と２次、３

次産業の方の出会いの場及び商談会というのを開催させていただいております。これ

はまた継続して開催させていただきたいと思っています。例えばこういった商談会の

中に自治体のブースを出して、稲美町の特にお薦めしたいような産物であるとかを展

示なり係の人に来ていただいて実際に商談をしたり、ＰＲの場に使ってもらえるとい

うような活用も可能かと思っております。資金支援ですとかローンであるとファンド

といったことができますし、販路拡大ということでビジネスマッチング、展示会だと

か商談会だとか、我々なかなか１次産業の情報とかはまだまだ尐ないのですが２次、

３次、流通業界であるとかそういったところの情報ネットをたくさん持っております

ので、そういうご紹介だとかあらゆる側面からご支援ができるのではないかと、それ

を地元の方や金融機関、稲美町と連携してできるのではないかというイメージであり

ます。 

次は『定住・空き家対策支援』でございます。左側はうちの商品でございまして４



月から取り扱いを開始したリフォーム一体型住宅ローン、要は今まででしたら中古住

宅を買う場合住宅ローンを組んで尚且つリフォームする場合はリフォームローンと

二重のローンを組んで非常に負担も大きいと、ところがこのローンであれば要件をみ

たせば中古住宅を買う資金プラスその後にかかるリフォーム費用もひっくるめての

住宅ローン、しかも新規の住宅ローンと同じような期間で組めるという中古住宅を調

達するのにメリットのある商品として作らせてもらっています。その活用イメージが

右側に町内の空き家ですとかを購入したいという方がいらっしゃいましたら銀行の

方ではこういったものもご提供できますし、稲美町ではリフォームするための工事代

金の補助であるとかその他諸々、先程説明もありましたが定住支援の施策などの支援

とかを複合的にやっていけるのではないかというふうに考えています。こちらはリフ

ォームのローンということで特化して載せていただいていますが、新築では普通の住

宅ローンもございますが、例えば去年稲美町で定住支援の施策を２つお持ちというこ

とでそれのＰＲも兼ねまして銀行のチラシに掲載をさせていただきまして、お客様に

配布をさせてもらいまして、住宅ローンのセールスももちろんですがそれと合わせて

稲美町にこういう施策がありますというＰＲも実際に昨年実施させていただいてお

ります。それの発展形として例えば定住支援の施策を活用される方には銀行へのロー

ンも何かしらのメリットを付けて提供できるような連携した商品も検討できるので

はないかというふうに考えております。組み合わせることで施策のＰＲにもつながる

というようなことも考えております。 

最後、『就職支援』のところでございますが、銀行として就職合同説明会も過去５

回開催しています。基本的には地元の企業ですが、なかなか中小企業一社で採用活動

するというのはハードルが高いということで、それであれば我々が協力してひとまと

めでそういった機会を作ろうではないかというところから取り組みをしていまして、

そういう実績もございますので我々が出展企業の企画とか募集を行いまして合同就

職説明会を稲美町単独ではしんどいので一定圏域で広げるというような形で考えて

います。極論ですが開催して例えば隣の加古川市などに集中しても働く場所は加古川

市、でも住むのは稲美町というようなやり方もあるのかと考えております。例えばこ

ういった就職説明会をやるにあたっての出展の費用の補助であるとか、その後その企

業が採用を行った場合の雇用補助を稲美町の方でできないかというようなことを考

えております。あと採用が決まって実際に稲美町に住んでもらいたいという場合に、

近いから稲美町に住むと考えられる方もいらっしゃるでしょうし、体験型住宅と書い

ていますが例えば一週間くらい稲美町での暮らしを体験していただいて良さを知っ

てもらう機会を作るというようなこともアイデアとしてあるのかと考えています。そ

ういったところの運営費の補助であるとかを稲美町で、その運営を行政や銀行で行う

のはなかなか難しいのでいろいろな業者とも連携して複合的な支援をやっていくと

いうことができるのではないかと考えております。 

あくまで今ご説明させていただいたのはほんの一例です。これをいろいろいじりな

がらできる、できないということもあると思いますが金融機関の立場としてこういっ

た商品や情報も活用しながらこういったこともできるのではないかというようなこ

とで今回ご提案させていただきました。 



 

  〔委員長〕  今回は稲美町の施策に合わせた形で考えていただいたということで、大枠をご説明

いただきました。委員の方は先程の補足で後は資料「稲美町農業の今後」とでよろし

いですか。 

 

  〔委 員〕  結構です。 

 

  〔委員長〕  農業はいろいろな議論が出てきて、大きな柱になるだろうと思いますし、事業がい

ろいろな範囲に及んでいます。しかし予算は限られている、そう意味で考えると重点

的に何を優先的やっていくのか考えなければならないと思います。特に稲美町の課題

を解決していきながら行っていかなければならないのではないか。それでは皆様のご

意見、ご質問を受けたいと思いますのでご自由にご発言いただければと思います。 

 

  〔委 員〕  空き家対策についてお伺いしたいのですが、基本的には倒壊の危険があるとか防犯

上の問題であるとか地域に与える影響が大きいということなので実態調査をして対

応策をたてるということですけれども、地域資源としてそれを活用するということに

なればまだまだハードルが高いのではないかと思います。一つは所有者が使っていな

くても貸さない、売らないという前提があるから空き家として問題になっているので

あって、そもそもそのハードルを簡単に取り除けるのかというのが一つ。 

例えばそれをリノベーションして借り手が使うという時に、それを誰が負担して権

利上その負担がどんな風に影響するのかという法的な位置付けということもきっち

りしないとなかなか難しいと思います。その辺、空き家を地域の資源として活用する

という観点からして制度的な見通しをどういう風に捉えているのかをお伺いしたい。 

 

  〔委員長〕  空き家の問題ということですけれども、除却を目的とした調査であればそれほど難

しくないが、利用を目的とするといろいろ難しいのではないかというところで、具体

的に利用に向けてどう考えておられるか。 

 

  〔事務局〕  空き家対策につきましては数年前から人口増加対策という職員のプロジェクトチー

ムでも空き家の対策をどうするのか課題でありまして、なかなか手を付けられなくて、

実態を見てみると委員のおっしゃるとおり持っているのだけれど貸せない、売れない

というのが実情でありまして、なかなか進んでいないのがあります。 

空き家に関しましては特別措置法が去年できて今年から施行されましてその中で

除却する空き家と活用する空き家を合わせて、５年間において市町についても取り組

むようにという形になっています。その中で今年度は空き家の実態調査をするように、

来年度に空き家対策の協議会、宅健の詳しい方や法律に詳しい方などを含めた形で協

議会を作って空き家対策をどうしていくか計画を作りましょうということになりま

して、来年度は計画を作るのがメドになっています。その中でハードルがもともと高

いというのはわかっております。活用型については実際に負担のこととかが、どれく

らいかかるのかつかめない状況です。法律ができたことで近隣市町でも加速するので



はないかと思います。除却型の空き家に関しましては実際に特定空き家となったもの

を除却してくださいと勧告とか指導をして、それでもしなかったら最終的には行政代

執行のような流れがありますが、それも現実は市町がお金を出して代執行したとして

も、本来は持ち主が支払うものなので、税金の負担の問題もありますので除却型の住

宅でもハードルが高いということで慎重にならざるを得ないのかということもある

と思います。 

 

  〔委員長〕  まだこれから聞きたいこともたくさんあって、ここに書くことは書くのだけれども

具体的なことは協議会で作っていって機能してくということで、まだ具体的にご質問

にお答えできるところまでは決まっていないというのが現状かなと思います。このあ

たりは所有権という非常に大きな問題を抱えていますので、それをどういうふうにイ

ンセンティブを与えて進めていくかというのは、本町だけでなく総じて課題となって

いますので、具体的な施策についてはこれからの位置づけではないかと思います。 

 

  〔委 員〕  そういうテーマも含めて、この計画案とかあらゆるものが埋め込まれているので、

それをどういうふうに精査していくのか、どうやっていくのかというのを考えていか

ないとなかなか見えにくい。町としてもそのへんをどう捉えていくのか、どんな姿勢

で対応していこうとしているのか、そのあたりをどこかで議論しないとこれを具体的

なものとしていく、その次のところが見えてこないのではないか。 

 

  〔委員長〕  この中で具体化できるものを重点的に進めていければ、とりあえず項目だけ出して

おいて先程事務局のお答えがありましたとおり協議会などで今後協議を重ねていく

と、いくつかメリハリを付けてこの場では農業は具体的な議論が出ていましたが、そ

ういうものを中核にしていくだとか起業政策のように町というか共同体をベースと

した施策の在り方というのをひとつの考え方として出していくとか絞っていった方

がいいのかと思います。全てを網羅しているために短期間の間に全てを具体化してい

くのは難しいと思います。ですから具体化できるところはもっと議論を進めていくの

に止めるのも今回のひとつのやり方かなと思います。 

 

  〔委 員〕  去年、古い家にわざわざ探して買ってリノベーションしてお洒落に活かしている家

を何軒か見学ツアーをさせてもらったのですが、見た人はすごい、こういう暮らしを

したいと手応えがあったので、そういうところを求めてらっしゃる方は駅が遠いとか

全然関係ないと思います。駅が遠くても、交通機関が悪くても気に入ったら住まれる

と思うので、その時も持っている人が売らないとかそういうのはどうするのかと話に

出たのですが、そういうところは稲美町を信用してもらって、ちゃんとした人に貸し

ますという人対人との関わりみたいなところで、そういうところは開けていくのでは

ないのかというのが実感としてあります。 

 

  〔委員長〕  確かに空き家をどうリノベーションするのか、いろいろなところがやっていらっし

ゃって、暮らしを提案できるようなやり方もあるし、仲介するのに町が関わることに



よって信頼が生まれることもあります。仲介役をどこがやるのか、いろいろやってい

るところもあって例えば商工会議所がやっているところなど、いろいろあるのですけ

れど行政が入ることもひとつの案であろうと思います。 

 

  〔副委員長〕 自治会として稲美町自治会長会の中で活動させてもらっていますけれど、自治会長

の会で束ねるということがない。それぞれの自治会を見ますと、活発に活動しておら

れます。特に天満地区においては、ここ５年間の間に天満神社で行われる秋祭りにお

いて、昔は獅子舞が５つの集落しかなかったのが今８つになっています。それは獅子

舞を奉納するというのが、地域のひとつの大きな目玉として祭りというものに取り組

んでもらえている。契機となったのは国岡地域に太鼓を納入した、その後盛んに獅子

を普及していただいた。そういうのが波及していきまして天満神社ではこれ以上受け

入れられないというところまで、他にももっと増やしたいというところもありますし、

それは祭りの参加につきましても道具を持っていない地域においても宮参りだけを

参加させるというのがありまして活性化というのはずいぶん起きています。祭りには

ついでに子ども御輿というのもずいぶん増えて参りまして、これは助成金があったり

して子ども御輿を買った地域もございまして、そういう意味では地域も非常に活性化

してきて、他に祭り以外にも各地域で盆踊りもたくさんやっておられます。ふれあい

収穫祭とかいろいろな防災訓練等含めて炊き出しなど、地域がみんなで集まって活性

化させようとしているのですけれど、残念ながら自治会同士の横のつながりによって

それを連携させていって拡大していくというところまでいっていない。 

そこが私は自治会長の立場として、もうちょっと自治会長会がしっかりしていきた

い。この前きっかけをいただいたのが、私の自治会でたこ焼き器を持っていまして、

それを別の自治会長が盆踊りの時にたこ焼きを千人分くらい焼くので伝授をしてほ

しいということで、たこ焼き器を持って、１５人ほど自治会の方がおられてそこで５

０人分だけ作ったのですけれど、作り方を全部教えまして道具も貸して、祭りにも来

てくださいというような交流のきっかけもいただいた。そういう交流を地域間でもっ

と広めていくと、もっと大きな稲美町の活性化につながっていくと思います。 

稲美町が好きだから住みたいという人の 90％以上はその地域が好きだということ

ですよね。稲美町全体の大きな捉え方をしているが、稲美町は良い町だということじ

ゃなくて私の村、私の隣保が良いという、突き詰めていけばそういうところから発展

していっていると思うので、自治会長会として活性化のために全体としての取りまと

めをして、行政の手助けもいただきながら、参画していきたいと思います。 

 

  〔委員長〕  地域が好きというところで郷土愛とか、その地域を普及することによって人を呼び

込むというところにつながるのかなと思います。 

 

  〔委 員〕  自治会費が高いという意見もありますが、どういう目的でどういうことに使って有

効に活用させていただいてやっているというのを、もっとしっかり説明して高い安い

という判断ではなくて、無駄であるか無駄でないかということなので、そのあたりも

表現的にはお考え願いたいと思います。 



 

  〔委員長〕  ここで議論する時に、まずは社会増で地域の魅力を高めて人に来て欲しいというの

もあるのですが、この地域で自然増が増えていくのが望ましいと、そうなってきます

とどうやって自然増を増やしていくのかとなりますので、そうすると基本目標の３と

いうのは非常に大事になってくると思います。人口の表を見てもらえればわかります

とおり社会増、社会減と繰り返しあるのですけれど、自然減に関しては稲美町の場合

は拡大していく傾向ですから、やはりこの地域では大事な要素かと思いますのでご意

見をいただければと思いますがいかがでしょうか。 

 

  〔委 員〕  住民意向調査がうちに２通来たのですが、中学３年生の子どもに『あなたは将来結

婚するつもりがありますか？』と来たのですが、考えたことがないと困っていました。 

 

  〔委員長〕  先程、ちょっと言いましたように自然増ということになってきますが、日本の場合

は結婚、出産ということですので結婚しないで出産するというケースが尐ないので

『結婚する気がありますか？』という聞き方になっています。アンケートはいつ回収

ですか？ 

 

  〔事務局〕  最終が７月２８日です。 

 

  〔委員長〕  また分析をして結果が出ると思います。 

 

  〔委 員〕  産婦人科医院が無いということが大きなネックになっているというのを市民の皆様

が言っておられて、医療分野でいえば産婦人科だけではなくて総合病院であっても特

定の分野が欠けてしまったり、なかなか維持するのが難しい、そういった深刻な問題

が各地であると思うのですけれど、その辺の対応というのが自治体単位で対処すると

いうのは非常に難しいと思います。そこは東播磨であったり、明石市を含めた近隣で

あったりカバーし合えるようなシステムをいかに構築していくか、これは絶対に必要

なことだと思うのですが、産婦人科に限らず稲美町はどういう対応をしていて、これ

からどういうふうに考えているのかというのをお聞きしたい。 

 

  〔行 政〕  今、言われましたように単独の市町で医療機関を確保するというには非常に難しい

状況になっています。稲美町の場合、特に公立の医療機関というのがありませんので

民間の医療機関に頼っています。それと医療機関の設置だとか数に関しましては、県

の方が調整をしております。稲美町は東播磨圏域で、稲美町、播磨町、加古川市、高

砂市、明石市の３市２町が第２次医療圏域となります。その中で産婦人科が多いか尐

ないか、問題にもなっていますが小児科が非常に尐ない。この辺りは県を通じてチェ

ックして、それぞれの医師会が集まりまして協議している。その中でそれぞれの圏域

の病床数というのは割り当てられていますので、その中で決められますので稲美町だ

け尐ないという判断はされないという現状です。 

 



  〔委 員〕  基本的にはそういうカバーし合えるシステムができているということですか？ 

 

  〔行 政〕  これは全国的にそういうシステムになっているということです。 

 

  〔委員長〕  具体的に医療圏域の問題ですとか、医療施策の問題だとか稲美町はどこまで裁量が

できるのか？ 

 

  〔行 政〕  稲美町でできるというのは、例えば民間の事業者の方が稲美町で病院を開院したい

という申し出があった時に、稲美町として医療圏域の会議の場で、稲美町として必要

ですというそういった具体的なことはできますけれど、稲美町に産婦人科が無いので

どこかから稲美町に来て欲しいということは、なかなかできないというのが今の現状

です。 

 

  〔委員長〕  以前、カインドカードというのがあったと思うのですが、お医者さんが一番困るの

は出産前診断を受けていない妊婦さんが担ぎ込まれるのが一番困る事なので、尐なく

とも情報の共有化とかありますか？ 

 

  〔行 政〕  カインドカードにつきましては、加古川市と稲美町と播磨町とで加古川医師会にお

いてはどこかの医療機関で診察を受けた場合に、その情報を共有するということで負

担を省こうとするものです。医師会という垣根のようなものがあってなかなか難しい。

医療に関しては稲美町だけでというのは難しいので、近隣の市町、県、医師会の関係

機関と協力しながら、この地域の医療を充実していくという方向で取り組んでいかな

ければならないということです。 

 

  〔委 員〕  なかなか安心してというような施策は時間がかかると思うのですが、例えば色分け

をしてまず取り入れやすい施策というのを考えた場合に、よく大手の保険会社とかが

やっているケースなのですけれど、２４時間いつでも子育てでもそうですし、妊娠さ

れている方のご相談だったり、何も子育て世代ばかりではなくて高齢者の方の健康相

談であったりそういうような電話での、いつでも相談できるサービスというのがある

と思うのですけれど、実際保険会社の方に聞いたこともあるのですが、例えば自治体

レベルで行うことも可能だというのを聞いたことがあります。そういうのであればま

ず取り入れやすいという点では、選択肢のひとつにはなり得るのかなと。まあ電話で

すので根本的な解決になるかといえばそうではないと思うのですけれども、まず入口

論としてそういうことも検討してみてはどうかという考え方もあると思いますがい

かがでしょうか。 

 

  〔委員長〕  どこまでできるかというのはいろいろな議論があると思うのですけれど、例えば救

急車を有料化しようとかもあるので、その電話で安心できるのであれば救急車使わず

にタクシーで行くなどできますから、全体的なコストを下げることにもなるかも知れ

ません。特に救急車の場合はコスト面だけではなくて、出動してしまうと他の緊急時



に本当に対応できないということがありますので、そういう発想もあると思います。 

 

  〔委 員〕  高齢者であれば事業所で契約をしている２４時間の対応をしているところはあると

思うのですけれど、子育てだと多分圏域とか医療の心の病気になったとかの相談窓口

はあると思うのですけれど、身近で自治体単位くらいで相談できるところがあれば良

いアイディアだと思って聞かせてもらっていました。 

 

  〔委員長〕  ご提案いただいていますので気軽に電話で相談できるような窓口、しかも夜間にも

対応できるようなものを設けてはどうかというご意見でしたが、例えば子育て家庭の

支援に提案として入れてもらってもいいかなと思います。 

 

  〔委 員〕  いろいろ地域でもやっているが、載っていない事業もある。小さい年齢でしたら１

歳半から２歳くらいからのコロボックルもあり、小さい子どもが集まって先生がいて

幼稚園に入る前の子ども達を集めてというのもあります。その次の年代なら児童館も

ありますし、児童館を終えて幼稚園へ入る形です。保育園へ行く方もありますが、家

の子どももコロボックル行って、児童館行って幼稚園とか。播磨町の先生なのですけ

れど稲美町の加古福祉会館を借りて小さい子ども集めてお母さんと子どもも一緒に

なって頭も体も動かすみたいなのもありますし、名前が上がっていないだけでいろい

ろ行っています。 

 

  〔委員長〕  親子での自主的な集まりとか、もっとそういうようなものを地域全体の指針の中に

組み込んでいくのが良いのではないか。どうやって募集されているですか？ 

 

  〔委 員〕  冊子などで何曜日にどこでこの団体はこんなことやっていますというように表で載

せています。 

 

  〔委員長〕  草の根の活動をどうやって組み込んでいくかも大事だと思います。これ以外に何か

ありますでしょうか。 

 

  〔委 員〕  広場もやっていると思うのですが、十年ほど前にくらべて参加するお母さんが減っ

ていると思います。ＬＩＮＥ（ライン）とかＳＮＳとかで悩みとかも相談したり、広

場のところまで行って友達を作ってという形では無くなってきているので、その辺の

変化を考えてはどうでしょうか。 

 

  〔委員長〕  ＳＮＳとかは良い面と悪い面があって、もしかしたら情報が漏れているとかもある

かも知れないので、どう注意するかということもあると思います。 

 

  〔委 員〕  ＪＡのビルでは、たくさんの人がベビーカーを押して出たり入ったりしている。そ

ういうのを見ると利用している人は利用しているのかなと思う。稲美町もそういうふ

うな形で、駅が近いとか駐車場が近いとかまわりにスーパーがあるとか、そういう立



地も大切なのかなという気もしたのですけれど。特に農業の方で農業を守っていくの

に営農)組合というのが盛んに)になっているのですけれど、営農組合も高齢化してき

ているのですが、基幹産業が農業という中で農業を守っていくのは誰かということに

なってくるのですが、若い年齢の方が営農組合の跡継ぎになってくれるのなら問題は

ないかと思うのですけれど、今、組合に参加されている方も限られていると思います。

プラスアルファで若い人に営農組合の作業とか出席を募集してどんどん農業にはめ

込んでいくといいますか体験させていく。田を持っていても自分の田も知らなければ

作業もしたことが無いという４０代、５０代の方が結構おられると思うので、そうい

う人達をいかに営農組合というか地域がまとめていくか、関わらせていくか。結局、

それが将来の圃場を守り、自然を守り、環境を守り、農業を続けていけるというのは

自然環境保護にも貢献していると思うので、農業というのを一番に置いていただいて

基本目標は考えて欲しい。農業が環境保全に関わっているというのを、もっと一般の

人にも知っていただくようなＰＲ活動もしていくべきだと思います。 

 

  〔委員長〕  方針としてはもっと農業を出すと、その第一歩として環境問題があります。その手

法としては４０代も含めて若い方が農業をやるということですね。ただ難しいのは専

業農家と兼業農家で、これは農業政策を考える大きな方向性で、ここは都市近郊です

から兼業であれば農業はするという方もおられるので、どういうふうに作っていくの

かという課題だと思います。農業を産業として捉えて食べていけるようなものにする。

農業は環境維持や地域作りであるとか、そういう効果も含めて進めていく方向かと思

います。 

 

  〔委 員〕   子育てでうちの地域で問題になっているのは、通学路の車の通行が多く危ないの

で、地域で見守りとかしていくのがいいのか、通学路に関しては不安だという声が出

ている。 

 

  〔委 員〕  質問ですが、空き家のツアーをやっておられた時に参加された方は大体どの地域の

方が集まられたのか、そしてその方々の職業はどういうものだったのか統計などとら

れているのでしょうか？ 

 

  〔委 員〕  申込みを受けた時に近隣の方で自然栽培の野菜とかを使ってお菓子を作っている職

業の方で今は都会で生活しているが、生活自体を田舎に移して体に優しいものを作っ

てお店を開きたいそういう人が多かったです。あとは町内の人ですが、敷地の中に古

い小屋みたいなものがあって、それを潰して新しく建て直そうか迷っている方がいて、

見学に来てそういうのを見たら壊さずにリノベーションすると言ってらっしゃいま

した。 

 

  〔委 員〕  お話の中であまり交通が便利でなくても車で通えれば良いということだと思います

けれど、稲美町は交通がネックになる部分があって、空き家バンクというので果たし

てどのくらいの効果があるのか疑問だった。確か地域づくり応援事業だったと思いま



すが、それを申請された時も私共も空き家対策は重要だとは思っているけれども空き

家バンクには町はあまり協力してくれないというようなことがあったと思うのです

けれど、効果というのがどれくらいのものなのか、それとこちらの方へお見えになる

方は何を求めているのか。農業をしたいという方が潜在的にはおられるのではと思う

のですが、先祖代々の農地を手放したくないなどいろいろな制約があって、本来いろ

いろな思いがあるのだけれども来られてないという方がきっと多いのではないか。特

に都市部の方で農業をやりたい方もおられると思う。それらがこの町に来たらワンス

トップでそれらの相談も含めて全部対応できますというような打ち出しをすると来

られる方もいるのではないかと思います。 

 

  〔事務局〕  空き家の取り組みについては、今年実態調査をしまして、組織作りをして、来年に

対策計画を作ります。その中で行政の役目、民間の役目があり、行政の役目としては

コーディネイター的な役割をし、例えば宅健業界であるとか市民活動の方にご協力い

ただいて是非とも稲美町の空き家対策に取り組みたいと思っております。 

 

  〔委員長〕  社会増というのはやはり積極的に行っていかなければならない。やはり「暮らし」

を提案していくという形が社会増には必要だと思います。 

 

  〔委 員〕  農地の権利を守りながら、農業をやりたい方に貸すということはできないか。 

         どうしても権利が無くなる、失ってしまうような思い込みがあります。それを払拭

するような何かはないのでしょうか。 

 

  〔行 政〕  農地を農協内で集めて集団化してそこへ申し込んだら引き受けと引き渡しというこ

とをしている。ＪＡも行政もひとつの窓口、あとは農業委員会、こういった第三者の

窓口もありますけれど、どこに声をかけられても農家の方にワンストップでそういう

相談にのりましょうということになっている。国全体でそういう組織ができまして、

各都道府県単位でそういう大きな組織で農地を集めていこうと、貸し手と借り手をマ

ッチングしていこうというのが去年から動いています。しかし高いハードルを掲げた

ために実際に貸し借りが成立したのがその内の何割かしかなかったと、あまり成果は

上がっていないのですけれども、その根底にあるのは今おっしゃっていたように農家

の中に我が土地だ、財産だという思い、それと借り手の方からしたら、まとまった農

地が欲しい点々バラバラの農地をどうぞと言われましても移動だけでとてもやって

いけない。その辺の需要と供給がうまくマッチングしないということで、成果として

大きく上がっていないのです。ただ稲美町の場合は稲美町で農業をしたいという方が

多いが出し手の方が尐ない。５年、１０年先には誰かに預けたいと思っている方はい

ますが、今出したいという方は以外と尐ない。その方々はその地域の中で農地を貸し

たりして何とかやっていけている現状がある。 

 

  〔委 員〕  今の農業は補助金があって成り立っているのが現実で、だからＴＰＰの問題も米だ

けは守ってくれと言っているが、採算の合わないことを補助金でもって辻褄を合わせ



ているのが現状だと思う。だから一人あたりの生産性を高めないと採算が合わないと

いうことからすれば、個別に小さい農地でやることよりも大規模化する方がいいし、

それもやる気のある人がやらなければ採算は合わないということになってきます。そ

ういう方向に進めるような制度でないと意味がないと思います。 

 

  〔委員長〕  今、現行の制度だけでは不自由な部分があると思いますので、もっとまとまった農

地にするようなもっと工夫が必要だと思います。 

 

  〔委 員〕  うちの地域でいうと、そういう制度があること自体を理解しようとしない人が多い

ので、そこの徹底というのがもう尐しいるのかなと考えます。 

 

  〔委員長〕  ちょっとこの辺り大規模化できるような、例えばあちらこちらにあるのを等価交換

でまとめられるようにするとか、何か仕組みを考えないと難しいところがあると思い

ますので。あと総合的に農業を促進していくというのは農業が基幹産業だという位置

付けがあるので、独自の制度とかを提案していかなければならないと思います。それ

が活性化に役立つことだと思います。 

 

  〔委 員〕  安い物をたくさん作るというのもひとつの方法ですし、狭い土地で付加価値の高い

物を作るというのも方法でしょうし、それから農地を借りる方としては全く機械など

も持っていない人が借りるとなれば、トラクターをどうしようかという場合には営農

組合で貸し出すとかいうことも考えていかなければならないでしょうし。また農業と

は別なのですけれどプレミアム商品券がありますが、これは稲美町の方だけが買える

のですか？ 

 

  〔行 政〕  稲美町の商品券というのは何年も前からやっているのですが、稲美町はずっと商品

券として１億円ずつ去年までは消費税相当分のプレミアムを付けていたのですが、本

年度は町制６０周年ということで、１０％のプレミアムを付けて販売しています。販

売数も今までの１億から３億に増やしたものですから非常にどれくらい売れるのだ

かわからない。今までよく聞いていたのは売り出すとその日のうちに完売してしまう

という人気商品だったわけで、これも３億にしても即完売してしまって町民の皆様に

いき渡らなければ大変だなという思いもありまして、一人当たり上限は１０セットな

のですけれど１セット、２セット購入の方なら無条件で買えますというふうにさせて

もらいました。どうしても足りなければ困るということで最初のうちは町外の方にご

遠慮願いました。結果、１セット、２セットの申込みが圧倒的に多かった。去年まで

は最大の１０セットが９９％くらいだったが、今年は１セット、２セットの方が６

０％くらいで、その傾向の違いに戸惑っているのですが、今回第２次の売り出しをし

ます。これは町外の方も購入できるということで制限は設けておりません。 

 

  〔委 員〕  そういうことでいうと町外の人へのＰＲをして、プレミアム券を使うことによって

町内の商品だとかのＰＲにもつながってくと思いますので、商品券のＰＲを是非やっ



ていただきたい。 

 

  〔委 員〕  稲美町は米がいっぱいあるけれど、今の主食用の米だけではなくてイタリアの米と

か作りたいと思っているのですが、イタリアの米は日本では種苗登録されていないの

で手に入らない。規制緩和になればと思う。 

 

  〔委員長〕  今回時間がない中でまとまりつつありますが、ご意見をいただきまして具体化でき

るものは具体化していって、そこを優先的に考えていけばと思いますが、農業は新し

いものも含めてご意見が出てきましたので、そういったところを審議していただきた

いと思うのですが、空き家についてもいくつか具体的な方策が出て参りました。空き

家対策は特に人の流入に関わることなので検討していただきたい。あと気になるのが

自然増に関わることのご意見が難しかったのですけれど、草の根運動をもう尐し表面

化できないかと思います。 

 

  〔委 員〕  質問ですが、秋頃に天満大池のところに道の駅のような施設ができますが、それを

総合戦略に活用した施策を町の方で考えられているのか？ 

 

  〔行 政〕  施設としては直売所、加工施設ともうひとつは農家レストラン。それと今回のオー

プンには間に合いませんが、道を挟んで市民農園ができます。合わせて一体的になっ

て６次産業化の拠点施設としてそこを中心に２次、３次のひとつの大きなモデル的な

事業として中心としてやらせていただき、それを核に稲美町全域に６次産業化の波を

広げていきたいと考えています。町の方も補助事業の中で、営農組合だったり認定農

業者の方がターゲットですが、仕組みを作っていきたいと思っています。それと同時

に農業のブランド化ということで、６次産業化ネットワークを立ち上げようとしてい

ます。その中でいろいろなことを考えていきながら、新しいアイデアを皆で考えてい

き稲美町全体で推進していきたいと考えています。 

 

  〔委 員〕  会議に参加させていただいて行政の方々はすごくこういう稲美町の課題に対してス

ピード感を持って対応されていると思うのですけれど、住民はそんなに感じておられ

ないというか、積極的に市民活動などを行っている人は別ですが、スピード感の違い

といいますか事業の中には啓発的な事業も多いので、住民のスピードと併せてやって

いく必要があるのではないかという気がします。 

 

  〔委 員〕  自治会の入会金というのはすべて共通なのでしょうか？ 

 

  〔委 員〕  それぞれちがいます。例えば公会堂を作ろうとしていたら積立金が積まれたり、あ

るいは子どもを重点的に支援するため、子ども会に助成金を出すというところは高く

なったり、何も地域に還元しないというところは普通の地域の電気代だけで３００円

程度で良いというところもある。それぞれの使い道によって違ってくる。 

 



  〔委 員〕  加入率は何％くらいですか？ 

 

  〔事務局〕  ５年に１度取りまとめていただいているので、２年くらい前では稲美町は高く９８％

くらいでした。 

 

  〔委 員〕  先日、高砂市の会に参加したのですが、若い人が自治会に入ってお金を払うメリッ

トがわからないというお話が出ていました。 

 

  〔委 員〕  それは共通の悩みで稲美町でも脱会する方がいるのも事実です。その辺りは気にな

っているところです。それも衰退化してしまうので何とかしていきたいと思っていま

す。 

 

  〔委員長〕  いろいろとご意見いただきありがとうございました。では次回日程調整をおねがい

します。 

 

【４．その他】 

〔事務局〕  次回の日程調整ですが、８月末をメドに第４回目の開催をさせていただきたいと考

えています。日程調整表をご確認いただいて８月２４日から９月４日までお願いした

いと思います。まだ予定が不明な方は８月６日をメドにご返事をいただければと思い

ます。今後のスケジュールの関係で本日７月３０日第３回を開催させていただきまし

た。これを受けまして本部会で会議をしまして本日は戦略案（素案）ということでお

配りさせていただいていますけれど、それを固めていきたいと思っております。それ

を基に８月下旬に推進委員会を開催させていただきたいと思います。その後は９月に

パブリックコメントを一般の皆様にホームページや町の窓口でご意見をいただきた

いと思います。それと議員の方の全員協議会、これは議員の方々に協議いただく場な

のですが、こちら９月と書いてあるのですが８月２４日に開催される可能性もありま

すので付け加えさせていただきたいと思います。９月のパブリックコメントを経まし

て１０月の頭あたりに５回目の委員会をお願いしたいと思っております。その中で戦

略案を確定し、本部会で１０月末をメドに戦略を策定していきたいと思っております。 

 

  〔事務局〕  小村副委員長に閉会のお言葉をお願いしたいと思います。 

 

【５．閉会】 

 〔副委員長〕  皆様、長時間に渡りご審議ありがとうございます。第３回終了ということであと短

いスパンで第４回、第５回と設定されていますけれど、もう一踏ん張りですのでどう

かよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。 

 


