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平成 28 年度 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２８年１２月１日（木）１５時３０分～１７時２０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、宮永副委員長、廣田委員、石見委員、藤谷委員、末谷委員 

浅図委員、田畑委員、佐藤委員、村下委員、岩切委員 

（欠席：唐木委員、柏委員、小久保委員、田中委員） 

 

  （２）行 政 古谷町長 

事務局 大西部長、藤田課長、赤松係長、浦井主査 

 

４ 会議の概要 

１．開  会 

 ２．町長あいさつ 

 ３．委嘱状の交付（新規委員） 

 ４．委員長あいさつ 

５．自己紹介 

６．副委員長の選出 

７．副委員長のあいさつ 

 ８．説明事項 

 （１）平成 27 年度地方創生事業の検証について 

 （２）平成 28 年度地方創生事業の状況について 

９．審議事項 

稲美町総合戦略アクションプランの策定について 

10．その他 

11．閉  会 

 

５ 議事録 

【１．開会】 

     

【２．町長あいさつ】 

 

【３．委員の選任・委嘱状の交付】 

 町長が新たに就任した委員に直接交付 
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【４．委員長あいさつ】 

 〔委員長〕  皆さんお久しぶりです。この度新しくご就任いたしました委員の皆様よろしくお願

いします。本日は推進委員会ということで皆様には、計画づくりというところで、ご

尽力いただきました。この計画は国の方の方針もございまして、産官学だけではなく、

労金言という多様な市民の皆様が関わる形で創っていくというのが原則でございま

す。作られた計画の実行というのはもちろん古谷町長以下、町の皆様でございますが、

じゃあ実際にこれを進めていくに当たってどんな課題があるのか、或いは、その課題

を解決するために町民はどう力を合わせればいいのか、というのは、ここにおられる

委員の皆様をはじめとして、町民の皆様方の意識というか認識が大事だろうと思いま

す。このまち・ひと・しごとと平仮名で書いてありますが、「まち」というのはもち

ろん人の集まる場所、「ひと」というのは、そこに存在しているだけの人ではなく、

その人のパーソナリティであるとか、立場など、すべてのものを包括しております。

そして「しごと」というのは、お金を稼ぐだけの仕事ではなくまちを支える、例えば

ボランティアなども大きな仕事になるだろうと、という意味でいきますと、ここにお

られる委員方をはじめ、町民の皆様と町職員の方と力を合わせながら着実に実現して

いくということが大事だろうと思います。そもそもこの目的というのは、古谷町長が

力説されていたように、人口を増やすということに尽きる訳です。人を呼び込むため

にはまず「しごと」を創らなければならない、そのためには「ひと」を育てなければ

ならない、そのために「まち」を創っていかなければならない。ということですので、

ここにおられる委員の皆様には、町民の代表として、稲美町をどういう風にするべき

なのか、考えるべきなのか、ということについて、どんどんと忌憚のない意見を出し

ていってもらいたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

【５．自己紹介】 

 

【６．副委員長の選出】 

 小村前副委員長が退任されたため、新たに副委員長に 宮永委員 を選出 

 

【７．副委員長就任のあいさつ】 

 〔副委員長〕 副委員長を仰せつかりました宮永です。よろしくお願いします。地方創生の取り組

みにつきましては、少子高齢化社会における人口減少問題と、東京一極集中問題の課

題解決といった、それぞれの地域が持続可能な社会の創生を目指す取り組みであると

いう風に聞いております。人口の減少問題につきましては、自治会におきましても自

治会運営の根幹をなす非常に大きな問題でございます。稲美町の総合戦略をみますと、

稲美町の人口はここ 10年で、天満地区の市街化区域では、150人ほど増えてはおりま

すが、加古地区で 420人、母里地区で 760人、そして天満地区の調整区域では 880人

の減少という風になっております。自治会では住民一人ひとりの自立と共生、安全と

安心を基本理念に、参画と協働を旨として、安全と安心の地域づくり、ともに支えあ
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う福祉の地域づくり、そしてまた、青少年の健全育成、地域固有の資源の保全等を行

っているところでございます。総合戦略にかかる取り組みは、本日ここに出席いただ

いております皆様や、各種団体の皆様が実施主体となっておられます。皆様のお力に

よって人口減少の克服と、活気ある稲美町の実現にむけてがんばりましょうという風

にお声掛けをさせていただいて挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

 

【８．説明事項】 

（１）平成 27 年度地方創生事業の検証について 

〔事務局〕  総合戦略において設定したＫＰＩの平成 27年度数値、平成 27年度国の地方創生交付

金の実施状況等について説明。 

 

〔委員長〕  いろんな種類の事業がございまして、少し分かりにくいところもあろうと思います。

ご質問いただければと思いますが。いかがでしょうか。 

 

〔委員〕   （先行型基礎交付交付金のＫＰＩについて）新規就農支援事業について、新規就農を

10人計画していて、実際 7人だったということで、達成できていませんが、その場合の

交付金はどういう扱いになるのでしょうか。一人当たりの金額があって、10人が 7人に

なったのですから、余るのではないでしょうか。 

 

〔事務局〕  500万円でこの事業を行ったわけですが、新規就農者10人というのは目標値であって、

この目標を達成するためにどういう事業をするかということで、これについては研修用

のパイプハウスを整備するために 500万円を国に申請して交付されたという事です。500

万円自体はパイプハウスの整備に充てており、特に一人当たり幾らという金額があるわ

けではありませんのでお金を返さなければならないということはありません。また、パ

イプハウスの整備は年度末に完了したため、平成 27 年度の新規就農者 7 人はこの事業

によって増えたわけではありません。今現在パイプハウスを活用して研修中でございま

すので、今後この事業で新規就農者 10人増を目指します。 

 

〔委員長〕  お話を聞きますと事業の時期が良くなかったようですが、パイプハウスはできている

わけですね。 

 

〔委員〕   営農組織支援事業についても、雇用創出数 5人という目標値がありますが、これは町

の問題ではないと思うのですが、数字が上がってきていないというのはちょっと問題が

あるのでは。 

 

〔事務局〕  5 人という目標を立てたのですが、雇用者が出なかったという点で事業のあり方とい

うのを見直さなければならないと考えています。 
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〔委員〕   雇用の点に関しては町に問題があるとは思っていない。むしろ補助を受けた営農側が

もう少し雇用についてしっかりしなくてはいけないと思う。 

 

〔委員〕   施策ごとにＫＰＩを設定し、平成 27 年度の数値を出されているが、目標値を乖離が

大きい項目について、どのように考えているのか。例えば、ふるさと納税寄附金協力企

業を平成 31 年度には 13 から 20 へ増やすということなんですが、どのように目標を達

成するのかという考えをお示し願いたい。 

 

〔委員長〕  今日ご意見いただくときに、その辺りをご意見いただきたいと思っていましたが、モ

ニタリングといいますか、実際に事業がちゃんと進んでいるかをチェックしていだきた

いと思っていますので、進んでいなければ具体的にどういった施策を打つのか、といっ

たことを伺いたいと思います。 

先ほどの質問でしたらふるさと納税協力企業が平成 31 年度で 20、平成 28 年 11 月時

点で 15 ですので、これは達成する可能性が高いとは思いますが、これを後 3 年間でど

のように達成にもっていくのかという所を聞きたいという事ですね。 

 

〔委員〕   数字が目標値に近づいていれば可能性は高いという風に思いますが、可能性が低いも

のについてはどう考えているのかという所をお伺いしたい。 

 

〔委員長〕  事務局として、達成が困難ではないかという指標があればお示しして頂きたい。せっ

かくこの場に各方面の専門家が集まっているので、何かいい意見や方策が出てくるかも

しれません。少しお考えいただきたい。例えば転入者が基準年度以上という目標を立て

ているが、1 年後ではやや減ってしまっている。これを基準年度以上にもっていくこと

が可能か、逆に転出者については基準年度 910 人以下にしたいという所、実際には 60

人近く上回ってしまっている。これを 31 年度に基準年度以下に抑えることができるの

か。などという所を今の時間でお考えいただきたい。 

       その間に他に何か質問はありますか。なければ、ご意見をいただきたいと思います。

なにかお気づきの点でご意見はないでしょうか。 

 

〔事務局〕  先ほどの乖離が大きく、達成の難しいＫＰＩについての話についてですが、例えば「安

心して結婚ができる社会の実現」について、5 年平均婚姻率を 4.5 と目標設定している

のですが、残念ながら平成 26 年度の状況ではこれは達成は難しいと考えています。ま

た、「合計特殊出生率」ですが、稲美町は平成 22 年度 1.11 と非常に低くなっておりま

すので、これも達成は難しいのではないかと考えています。あと、基本目標２の特別指

定区域、田園集落のまちづくりなんですが、目標 7 地区に対し、平成 28 年 6 月には 3

地区増えまして計 6地区となっています。これは達成可能かとは思いますが、各地区に

さらに協力をお願いしたいと思っております。ふるさと納税に関してですが、これも達



 

5 

 

成は可能と考えています。現在企業へは、商工会を通じた周知と個別に協力をお願いし

ている状況です。今後も新たにブランドが増えたり全国へ売り込みたいような事業所が

ありましたら随時掘り起こしていきたいと考えています。 

 

〔委員長〕  今一番難しい問題としては婚姻率と出生率ということです。特別指定区域については

ちょっと分からない方もいらっしゃると思うんですが、これは通常であれば家を建てら

れないところに家を建てられるようにしようということで、転入してこられるか他の住

むところを増やそうということです。転入してこられた方が子どもを生んで出生率を上

げてもらう。そういう風に関連付けて考えていかないと一番大きな問題である婚姻率や

出生率は解決しない。そのような位置づけだと解釈しています。 

 稲美町の課題としては、率先して取り組んできたことを周りの市町もやりはじめた。

親元近居（補助金）などもそうですが、周りがやり始めるとその中で人を集めるという

競争力が落ちてきているのではないか。そういったところが事務局もＫＰＩを達成する

ことが困難になってきている要因ではないかと分析されていると思うんですが、せっか

くこのメンバーが揃っていますので、何か具体的な対策などがあればご意見を伺ってい

きたいと思います。 

 

〔委員〕   婚姻率と出生率ですが、現在町は補助金を出しているということですが、婚姻率上昇

のために町が直接的に婚活事業をやっているというわけではないのですか。 

 

〔事務局〕  アクションプランの資料 22ページになりますが、「まちづくり活動サポート補助金」

の中で、昨年度と今年度で婚活をしている団体への補助を行っていますが、16ページに

掲載している県のお見合い活動支援や婚活支援事業については検討段階でまだ実施に

は至っていません。 

 

〔委員長〕  婚活について、決め手になるようなものはないか。稲美町は婚活から出生率アップに

繋げるという考え方が見えますが、二人目の子どもをいかに産んでもらうかというのが

最近どこの自治体でも取り組んでいます。一人目を産んだけど保育所に預けるのに苦労

したりして、二人目はとても考えられないというのを何とか解決しようという自治体が

多いのですが、稲美町は来てもらって結婚してもらって最初のお子さんを産んでもらお

うと、そういう考え方を持っているようです。なかなかそれが難しい。仕事の問題もあ

るでしょうし。 

 

〔委員〕   1団体だけに補助を出して代わりにやって下さいというだけでは難しいのでは。 

 

〔事務局〕  稲美町は出生率が低いが、子どもが少ないわけではありません。特徴としましては町

外で一人目を産んだ家族が転入してくるような割合が多く、子ども女性比などを見ても

子どもの数は近隣市町よりもむしろ多いくらい。婚活等の事業は、稲美町の強い部分を
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伸ばすというよりも、弱い部分を補完するという点で挙げさせてもらっています。 

 

〔委員長〕  逆に言うと稲美町には結婚年齢に達している独身の方が少なくない。ですからそこを

なんとか考えましょうということだと思います。子どもを産んだ方が転入してこられる

ということは住みやすいということだと思います。こういう強いところを伸ばすという

よりも婚姻率が低い課題を解決することで出生率を上げるという考えだと思います。 

 

〔委員〕   出生率について、保育園の整備であるとか子育て環境というところも大事だと思いま

す。 

 

〔委員〕   稲美町に産婦人科がない。一人目を産もうにも産科がないし、二人目、三人目につい

ては健診に上の子を連れて遠くまで行かなければならない。こういった事も問題では。 

 

〔委員〕   産科の病院を誘致することはできないのでしょうか。安心して二人目を産んでもらう

には上の子を連れて行かなければならない。近くに病院があれば安心して行けるのでは

ないでしょうか。そういうアクションは起こしてないのですか？ 

 

〔委員〕   小児科が稲美町には 2軒だけというのも困ると思います。 

 

〔委員〕   婚活については、商工会の青年部でも活動している。いい所まではいくのだが、なか

なか難しい様子。今の若い人には、結婚してちゃんと生活をやってきるのかという不安

があるのではないか。生活が大変になる、家族を持って子どもができるとそれを背負い

ながら生きていけるのかという気持ちが強いのでは。 

 

〔委員〕   産婦人科や小児科がないというところは、昨年度の計画策定の中でも話がでていたと

思うが、それでも現在進んでいないのは、町として、どうしようもないのか、何とか取

り組んでやってみようとしているのか、感知しないということなのか、町の考え方を聞

かせて欲しい。 

 

〔事務局〕  前回策定の時は各担当部長が出席しており、そのときの健康福祉部長の答えにはなり

ますが、医院の配分は稲美町で何軒というものではなく、加古川市医師会の管轄のなか

で配分しているため、町でどうにかしようとすれば、町立で立てる以外には呼び込みは

難しい状況にあります。 

 

〔委員長〕  医師会を使っては難しいとのことですが、それ以外では何か考えていませんか。 

 

〔事務局〕  小さな取り組みではありますが、来年度新規事業として「赤ちゃんタクシー」という

事業を予定しています。妊婦健診や出産の際、病院までのタクシー代を 1回 3,000円を
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限度に助成するというもので、少しの助けにしかならないかもしれませんが、こういっ

た事業を予定しています。 

 

〔委員〕   例えば医療センターや医療テナント等を作って募集するということはできないか。 

 

〔委員長〕  通常の発想ではなかなか来てくれない、こういった意見等もご参考にして頂きたいと

思います。 

 

〔委員〕   社会福祉協議会でも「金のわらじ」という婚活事業をしていますが、参加する方から、

車がないのですがどうやって行ったらいいですかという質問をよくいただきます。私た

ちの世代では車を持つのが当たり前という時代だったが、今の 20 代は車は必要なとき

だけレンタルするという感じなので、アクセスという点で稲美町は難しいのかなと感じ

ます。 

 

〔委員長〕  いろいろとご意見を賜りましたけれど、そういう風に単にモニタリングだけでなく意

見もいただくというのも発想の切り替えてということで、庁内だけの発想ではなくそれ

以外の意見もいるだろうということでご発言いただきました。時間の関係もありますの

で、次の審議事項に移りたいと思います。 

 

 

【９．審議事項】 

稲美町総合戦略アクションプランの策定について 

 

〔事務局〕  稲美町総合計画アクションプランの工程表 9ページ以降について説明。 

 

〔委員長〕  ご質問やご意見がありましたらお願いします。 

 

〔委員〕   フルーツレインボー事業ですが、果樹の振興事業だと思うのですが、農産物の推進な

のか、雇用というか働き方改革ということで行うのか、どちらを推していく事業ですか。 

 

〔事務局〕  これは国の加速化交付金を活用した事業ですが、単に果樹の振興という単一の目的で

はなく、地方創生としていろいろな政策を絡めた政策間連携として、この事業でいろい

ろな効果を生み出すことを要求されています。先ほど言われた果樹の振興も働き方改革

もすべての効果を狙った複合型の事業として実施しています。具体的にはにじいろふぁ

～みんの向かいの土地に試験農場を整備し、そこでポット栽培の果樹園を作りまして、

来場者向けのイベントを行ったりポット栽培のセミナーを行い、果樹の生産の裾野を広

げていこうという取り組みです。 
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〔委員長〕  資料の 20 ページに事業の概要が載っていまして、字が小さいですが、真ん中辺りに

特別指定区域を進め、ＵＩＪターン者の獲得を推進していく。メインのターゲットであ

る若い家族に出産育児にかかる経済的・環境的負担軽減として、主に母親をターゲット

に果樹農業に就業支援を行い、収入を得てもらうと書いておりますので、果樹の推進だ

けでなく、就農支援としての側面もあるということになっております。 

 

〔委員〕   やっぱり職業として農業を営むのは、これで経営が成り立つのかなという疑問はあり

ます。やってみないとわからないと言う部分はあります。 

 

〔委員長〕  このままでは着地点が見えないのではないかという、就農するだけでいいのか、職業

化していくのか、せっかく国から交付金をもらっているわけですから、その辺しっかり

したものがないと困るかなというのはあります。 

 

〔事務局〕  設計としましては、これで生業として成り立つということは難しいとこちらも承知し

ています。家で空いた時間、庭先等で果樹を栽培してまずはパートの代わりといいます

か、副収入的な感じで始めて頂き、裾野を広げるところからという風に設計しておりま

す。 

 

〔委員長〕  実際にこれを産業化していこうとするともう一つ二つ三つくらい山を越えないと難し

いんじゃないかとプロとしておっやっているんだと思います。 

 

〔事務局〕  22 ページに果樹の研究会の名簿を付けていますが、創生推進委員を務めていただいて

おりますＪＡの唐木委員にもメインで入って頂いております。他に金融や県、県農の先

生にも学識として入っていただいております。 

 

〔委員〕   こういう大きな施設を建てて町が世話して行くわけですか。それとも区画で貸し出し

などして栽培してもらうのですか。 

 

〔事務局〕  町は交付金を受けて、研究会に補助金として出します。ＪＡの借りている土地に農場

を整備し、研究会で人を雇うなり委託して管理する予定です。 

 

〔委員〕   出口がなかなか見えないですが、先ほどの説明にもあったとおり裾野を広げてきっか

けを作っていきたいというのがひとつだと思います。きっかけを作ってこういう就業の

道もあるんだということを知ってもらい、最初に申し上げたように「しごと」というの

はこういう副収入的なものも含んでいますし、ここで力をつけていただければアダプト

制度のように自分の地域を自分で綺麗にしていこうという風にも考えておられるんだ

ろうと思います。しかし終着点がなかなか見えてこないので、いろいろとご意見はあろ

うかと思います。他にご意見はありますか。 
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〔委員〕   にじいろふぁ～みんに今、ドラゴンフルーツが置いてあって、ああこの研究会で使う

のかなと思ったんですが、例えばどういったフルーツを考えておられますか。 

 

〔事務局〕  今度 12 月 7 日に果樹の研究会の第 1 回目が開かれるんですが、それまでに話が出て

いるものとしては、ブドウ、イチジクやブルーベリーや柑橘類なども出ていました。 

 

〔委員長〕  他にご意見はございませんか。 

 

〔委員〕   稲美町に定住してもらおうと思ったら家を構えるということが大事ですね。私も新築

で立てていますが、どういう理由でどこに住むかというのもあると思いますし、費用面

も問題もあるでしょうし、なるべく安くて便利なところがいいと思うのですが。この田

園集落まちづくり住宅新築促進事業が１戸あたり 6 万円×3 年間で計 18 万円。なぜ３

年間なのか、インパクト的には１回で 18 万円あったほうがいいと思うんですが。また、

情報宣伝的には十分にされているんでしょうか。 

 

〔事務局〕  市街化調整区域での新築に対し、だいたい固定資産税相当額ということで年間６万円

を３年間ということになっております。 

 

〔委員〕   あまり家を買うときに固定資産税のことは考えないのでは。補助金が最初にどれだけ

あるかで考えるのか。 

 

〔委員長〕  場合によっては固定資産税免税の方がインパクトがあるのでは。 

 

〔委員〕   情報宣伝の方はどうなっているんでしょうか。十分に周知されているんでしょうか。 

 

〔事務局〕  みなと銀行さんの方で住宅ローンのチラシの裏に入れていただいたり宅建協会の方に

チラシを置いていただいたりはしています。 

 

〔委員〕   広報というか周知といいますか、どれくらい住民の皆さんに浸透しているのか、先ほ

どの田園集落事業以外にもいろいろな事業があると思いますが、事業自体は非常に良く

ても、どれだけ住民の皆さんが知っているか、知らない人は損してしまっている。銀行

のチラシの話もありましたが、いろんなチャンネルを使って広報していかないともった

いないなと感じます。そのあたりはどう考えられているのでしょうか。 

 

〔事務局〕  この地方創生の推進委員会でこれだけの方に集まってもらっていますので、広報につ

いてもご協力いただきたいなと思っております。その一環としまして、みなと銀行さん

以外にも多くの銀行さんにもご協力いただいております。 
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〔委員〕   例えば子育て支援でしたら、実際に子育てされている方のところまで届かないと行け

ない。そこら辺は把握されていますか。 

 

〔事務局〕  民間の会社から逆にご提案をいただいたりもしています。住宅販売のチラシに稲美町

の制度などを紹介していただき、その周りに稲美町の不動産物件を載せていただいた例

もあります。 

 

〔委員〕   子育て中のお母さんでも、自分で色々調べて情報を採集して出かけられたりするアク

ティブなお母さんはいいでしょうけど、子育てに追われて時間もなければ気力もなくな

ってしまうお母さんにいかにこういう情報を届けるかというのは大事なところだと思

います。 

 

〔委員長〕  定期健診の際にチラシを配るというのはひとつの方法だと思うんですが、それ以外に

もいろいろ検討が必要ではというご意見であると思います。これくらいで本日の議論は

終了ということにさせていただきます。 

 

【10．その他】 

〔事務局〕  １点だけお願いします。今年度のまち・ひと・しごと創生推進委員会については、

本日の１回だけになります。今後の予定としましては、皆様からいただいた意見を集

約しまして、アクションプランを修正しまして公表したいと考えております。委員の

皆様におかれましては、来年度もまた開催を予定しておりますのでご協力をよろしく

お願いします。 

 

  〔事務局〕  宮永副委員長に閉会のお言葉をお願いしたいと思います。 

 

【11．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。これをもちまして平成 28 年度

稲美町まち・ひと・しごと創生推進委員会を終了したいと思います。本日はどうもご

苦労様でした。 

 


