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平成 29年度 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 30年 2月 22日（木）15時 30分～17時 20分 

 

２ 場 所  稲美町役場本館 3階 301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、四海委員、有馬委員、 

小久保委員、奥田委員（代理 太畑委員）、佐藤委員、村下委員、田中委員 

（欠席：唐木委員、田畑委員、浅図委員、岩切委員） 

 

  （２）行 政 古谷町長 

事務局 大西部長、藤田課長、赤松係長、丸山主査 

 

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．説明事項 

 （１）平成 28年度地方創生事業の検証について 

 （２）平成 29年度地方創生事業の状況について 

６．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 

７．その他 

８．閉  会 

 

５ 議事録 

【１．開会】 

     

【２．町長あいさつ】 

 

【３．委嘱状の交付（新規委員）】 

 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〕  昨今、国会の方では働き方改革等に注力されていて、地方創生はどこに行ったのかと

感じる。とはいっても、事業自体は各市町で継続されていている。まち・ひと・しごと

創生は、自分たちで作った計画であるため、町民の手で育てていただき、着実な成果を

持って進めていただきたい。そのためにも、今の進捗状況について皆さんに確認してい

ただき、今考えているプランが今後適切かをご審議いただきたい。皆さんの忌憚のない

意見を期待する。 

 

【５．説明事項】 

（１）平成 28年度地方創生事業の検証について 

（２）平成 29年度地方創生事業の状況について 

 

〔事務局〕  総合戦略において設定したＫＰＩの平成 28 年度時点の状況や、最近の国の地方創生

交付金の状況及び町での実施状況等について説明。 

 

〔委員長〕  成果の確認と、今後の展開について説明いただいた。戦略は、人口をどう増やしてい

くのかが主目的であり、例えばクラウドワークスであれば働く場所がなければ人口は増

えないということで、働く場所をどう増やすかを考えている。稲美町では、強みである

農業を生かした PR を行う等、これまで進めてきた事業について説明がいただいた。委

員に意見を求めたい。 

 

〔委 員〕  産業構造はそれぞれのまちで違い、稲美町は農業に重点をおいた印象を受ける。 

       基本目標４．の数値目標で「住みよい」と応えた方の割合が、平成 21 年度と平成 28

年度では幾分か下がっているが、どう分析しているか。 

 

〔委員長〕  高齢化が進むにつれて、一般的には「住み続けたい」と回答する方の割合が増加する

傾向にあるが、稲美町では減っている。事務局の見解は。 

 

〔事務局〕  アンケートをとると、長所と短所が明確に出てくる。稲美町の長所は“自然が豊か”

であり、短所は“交通が不便”である。他市町では、公共交通の利便性向上の取組みと

してコミバス等を走らせているが、稲美町では地域特性を踏まえてデマンド型乗合タク

シーの導入を目指している。しかし、路線競合等で実施できていない。「住み続けたい」

と回答する方の割合が減ったのも、交通の不便さが反映した結果ではないかと推測する。 

 

〔委 員〕  それに対しての何らかの対応の予定は。 
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〔事務局〕  路線競合問題については検討を進めているが、なかなか進展していない。そんな中、

昨年の 8月にデマンド型乗合タクシーの代替施策として、バス・タクシー券の対象者の

拡充をしており、3年間の期間限定で、75歳以上の移動手段のない高齢者にも配布して

いる。3年後には、路線競合の進捗状況を見ながら他の施策を含めて検討を行う予定。 

 

〔委 員〕  稲美町は商業・工業が少ないため、農業に偏りがちになってしまう。農家としては助

かるが、どうしても田舎のイメージが強くなってしまう。農業に関連したバスツアーを

過去に自分たちで企画したことがあるが、観光という観点からも、農業に関連したバス

ツアー等を町が主体となって推し進めてもらえるとありがたい。また、空き家対策とし

て、6 次産業化の施設に空き家を活用する事例が他県である。農家としては 6 次産業に

手を出したいが、保健所の関係もあり自宅では行なえないので、稲美町でも実施できる

ようになるとありがたいが。 

 

〔委員長〕  具体的な施策として、バスツアーや空き家活用の話が出たが、空き家を使った６次産

業化の施設とは、ショップのことか。 

 

〔委 員〕  加工場としての活用である。空き家であれば、加工場としての改良がしやすい。しか

し、現行のルールでは、民家ではできないよう。 

 

〔事務局〕  6 次産業化については、産業課の方で 6 次産業化ネットワークとして検討を進めてい

るので、このような先進事例は研究していきたい。また、このような提案があった旨、

担当課には伝えさせていただく。 

 

〔委員長〕  稲美町の強みを生かして、地域を活性化していくことが不可欠であり、このような意

見は大変参考になる。 

 

〔委 員〕  基本目標２．を見ると、転入者・転出者の推移が記載されているが、それらの人がど

こから来たのか、そして、どこへ出て行くのかを調査すると、稲美町の強みや弱みが見

えてくると思う。また、転入・転出だけでなく、通勤や通学、婚姻関係などいろんな人

の流れを分析してみてはどうか。そこから、オリジナリティーが見えてくると思うが。 

 

〔事務局〕  稲美町の転入・転出の特徴として、加古川市への出入りが最も多く、次いで明石、神

戸と続き、主に近隣市町間での移動が多いという印象。一般に言われる、東京圏への転

出は少ないのが特徴かと思われる。 

 

〔委員長〕  昨今では、東京でも人手不足となっている業種もあるので、人口の移動状況は常に変

化していると思われる。直近も含めて、調査を継続して欲しい。また、近隣市町での転

入出が多いのであれば、近隣市町との施策の違いについて、分析はされていないのか。 
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〔事務局〕  人の流れの分析については、若者は、進学・就職・結婚を期に転出するが、転出して

も他市町で子どもを産んでからファミリー層となって戻ってくる傾向がある。これから

稲美町が目指すのは、移住としての呼び込みも大切だが、定住施策が大切だと考える。

稲美町で育った若者が、出て行かない、出て行っても愛着を持って返ってくるような、

ふるさと意識の醸成が必要と考える。親元近居補助などの施策を進め、自然豊かな稲美

町の特性を活かした近居施策に力を入れたい。 

 

〔委員長〕  近居施策が、この辺りでは稲美町の特徴的な施策であるという説明をいただいた。 

 

〔委 員〕  基本目標４．中の防災対策の充実では高い満足度になっているが、過去には阪神淡路

大震災を経験し、町内を走る草谷断層上には町の重要な施設がある。これらについて、

住民への周知ができているのかが疑問。 

 

〔事務局〕  稲美町は海に面しておらず、大きな河川も無い。ため池の決壊はありえるが、今では

改修も進んでいる。よって、非常に災害の少ない、住みよい町であると考える。しかし、

地震などの災害は避けようがないので、防災行政無線の整備や地域防災計画の改定など

防災対策に力を入れている。また、間もなく危機管理課で作成している、総合防災マッ

プを全戸配布する予定。 

 

〔委員長〕  県では、建物の崩壊に備える補助があるが、町でも何か対策はあるか。 

 

〔事務局〕  耐震診断や、県の補助と合わせて耐震改修の補助を行っている。 

 

【６．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〕  稲美町総合戦略アクションプランについて説明。 

 

〔委員長〕  質問や意見がありましたらお願いします。 

 

〔委 員〕  P13 の酒蔵めぐりバスツアーは、町が主体で行っているのか。もし可能なら、観光と

しての農業関連バスツアーも企画できればありがたいが。 

 

〔委員長〕  これは、播磨広域連携協議会が事業主体となっており、行政が立ち上げた組織で実施

できるのであれば、行政主体でも出来るのではないか。施策として掲載していないので

あれば、検討内容として考えて欲しいが。 
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〔事務局〕  バスツアーは、空き家の利活用の項目で、空き家バスツアーとして項目に上がってい

る。移住希望者がターゲットのため、観光ではないが、農業体験や商業施設見学を含め

てツアーを組むことは可能と考える。農業の体験となれば、農業者の協力は不可欠であ

るので、その際には是非ご協力いただきたい。 

 

〔委 員〕  先日、神戸新聞主催の農業体験のバスツアーに参加したが、最終目的地が加西市でお

寺を見るというものだった。町内にも文化財があるので、一般のボランティアが説明す

るなど、文化財が身近になるような取組みを進めなければ勿体ないのではないか。町が

主導権を持って進めて欲しい。 

 

〔委員長〕  農業体験や、文化財の活用など、これからの稲美町をどのように PR するかが課題で

あり、稲美町が主導権を持つような仕組みが大切。 

 

〔事務局〕  まちづくり活動サポート補助などで、住民主体による活動の支援は行っている。稲美

町の魅力の発信については、女性職員チームからの提案として、平成 30 年度に「稲美

に来てんか事業」を実施し、PRビデオの作成などに取り組んでいく。 

 

〔委 員〕  町内の酒蔵と付き合いがあり、蔵開きをしているが 140名ほど参加者があり、遠方で

は九州からの参加者もある。思わぬ魅力をみんなが持っており、朝採れの野菜にかぶり

ついたり、フルーツレインボーのぶどうでかつてのワインを作るなど、いろんなものを

活用すれば、稲美の魅力を発信できる。この資料を見て思ったのは、ツアーとはいろん

な資源を結びつけて商品にするもの。マッチングは大変かもしれないが、“これをすれ

ばこちらにもメリットがある”という、波及効果を考えたピックアップや優先順位付け

をして、メリハリをつければ良いと考える。 

 

〔委員長〕  先ほどにも、空き家対策で 6次産業化になるといった複合的な効果を生む事業につい

て意見があった。現在は事務事業として施策を体系立てて整理されており、優先順位付

けはしにくいかもしれないが、この事業を行ったら次はこちらといった、流れを考えた

順序立てをした方がやりやすいかもしれない。 

 

〔事務局〕  町の方針としては、人口減少社会において必要なのは“人材”である。課題の解決に

ついて、担当課だけでは対応できないので、職員のプロジェクトチーム等をとおして職

員一人ひとりの意識改革を進め、課題の解決に取り組むことで人口減少に歯止めをかけ

たい。 

また、町では子育てや教育に力を入れていく。来年度には子ども課の設置や 3歳児教

育、子育て支援拠点施設の計画を進めており、これらに重点的に予算を投入する。この

ような中で、優先順位を選択して進めていく。 
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〔委 員〕  4月から 3歳児教育に取り組むということで、目に見えて力を入れていると思う。 

 

〔委 員〕  子育て支援拠点施設について、土日が開館日でなければ利用出来ない。仕事をしてい

る人を想定して、休日にも開館して欲しい。 

 

〔事務局〕  子育て支援拠点施設については、天満東小学校や水辺の里公園付近に建設を予定して

いるが、土日の開館については未定。この施設は、老人福祉の観点も合わせた複合施設

で、世代を越えた交流の場となる予定のため、開館日についても検討を行う。 

 

〔委 員〕  最近は、夫が土日関係なく出勤している。そんな家庭でも、たまに息抜きとして、遊

んだり話したり出来る施設があればいいと思う。 

 

〔委員長〕  新しく計画している子育て支援拠点施設は有料の施設か。 

 

〔事務局〕  現在あるのはコスモス児童館や子育て支援センターで、無料で利用できる。新たな拠

点施設が有料かどうかは決まっていないが、今の児童館や子育て支援センターの機能を

併せ持った施設となる見込み。 

 

〔委 員〕  施策が多岐にわたって行われており、人口減少を食い止めることの難しさを感じてい

る。また、急激な人口移動があった場合、それによって困る市町が出てくる場合がある。

そのような状況になれば、シニア世代の活用についてもこれから力を入れて考えていく

必要がある。 

 

〔委員長〕  そんなシニア世代が活躍する仕組みはあるものか。 

 

〔委 員〕  今は、「おたがいさん」といって、電気修理や剪定など、その人の得意な分野のサー

ビスを 1 時間 300 円で提供する仕組みがあり、シルバー人材センターとの住み分けで、

障がいのある方や高齢者を中心に行っている。 

 

〔委員長〕  人口減少への対応の一つだと思う。国でも「人生 100年プラン」として言われている、

支え手に回る人を増やす仕組みだと思う。町ではどうか。 

 

〔事務局〕  稲美町の人口ビジョンでは、人口減少の傾向を抑制し、2060年の目標人口を 2万人と

している。この 2万人の大半は高齢者であるため、生産年齢人口が少ないことが懸念さ

れる。よって、高齢者や女性の働きやすい環境整備が課題であることは認識している。 
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〔委 員〕  施策が定住支援中心ということで、子育て世代や若者を意識しがちだが、圧倒的な大

多数を占めるのがシニア層である。このシニア層には、一旦リタイアしたが技術やノウ

ハウを持った方が多く、アクティブシニアとしてまだまだ活躍できるのに、現状そのま

まになっており勿体ない。その方々に表に出てきてもらう仕組みづくりが必要。例えば、

後継者のいない小規模企業のサポートが考えられる。小規模企業であれば、技術の伝承

すらも負担になるため、教える側のサポートを含めた支援策を実施することで、アクテ

ィブシニアの活用と事業承継について解決できるかと思う。稲美町でも、このような課

題が形骸化しているようであれば、早急に取り組みが必要である。 

また、基本目標１．中に、企業誘致の推進とあるが、町内に十分な工業用地があるの

か。さらに、対象が 1億円以上の投資を行った企業とあるが、妥当なのか。 

 

〔委員長〕  他の自治体で企業誘致の補助や減税等行っているところもあるかとは思うが、基準の

1億円というのは大きいものなのか。 

 

〔委 員〕  敷地や建物の購入・設備をすればこのぐらいいくので、新規参入を対象にしているか

と思われる。工場等の拡充であれば、相応の土地が必要なので難易度は高まると思う。 

 

〔事務局〕  アクティブシニアの活用としては、生涯学習課で生きがいづくりの観点から、「いな

み夢づくり案内人」という人材バンクを作っている。仕事や趣味で培った知識や技術を

1 回 3,000 円で住民とともに勉強するという機会を作っている。また、あたご大学や、

福祉の観点では「いきいき 3事業」を行っている。大半の参加者は女性のため、いかに

定年退職した男性に参加いただくか、その仕組みづくりが課題となっている。 

       企業誘致については、残念ながら稲美町には企業を誘致できる土地は少ない。現在策

定している第 5次稲美町総合計画の後期基本計画の文中では、母里地区北部での企業誘

致に取り組んでいく旨の文言を入れており、様々な課題があると思うが進めて行きたい。 

       補助の対象となる 1億円の投資の妥当性については、確かに条件的には厳しくなって

いる。近隣市町や県内の状況に合わせて設定しているが、小さな企業も誘致できるよう

な、固定資産税の免除等の稲美町に合った制度を検討したい。 

 

〔委 員〕  ハローワークの立場から言うと、管轄の 2 市 2 町の有効求人倍率は 1.03 となってお

り、兵庫県全体で見ると 1.3 であるため、少し低くなっている。（姫路は 1.7、西脇は

2.0 くらい）国では、高齢者が増えているのでその対策として「生涯現役支援窓口」を

平成 30 年 4 月から新たに設置する。また、従前からの人手不足分野である、保育・介

護・看護等の福祉人材に加え、最近では運輸・建設・警備についても人手不足分野に追

加した。これらについても、平成 30 年 4 月から支援窓口を開設する予定。最近の窓口

を見てみると、高齢者が非常に多くなっており、年金が少ない方や、生きがいを求めら

れる方など理由は様々だが、65歳以上の就職支援が必要。 
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〔委 員〕  商工会では、今年は事業承継に取り組む。兵庫大学に協力いただいて、地域の経済動

向調査を行ったところ、後継者問題で困っている企業が町内に約 100社あることがわか

った。それらの企業に対して、アドバイスや相談にのる事業を伴走型で実施する。現在、

商工会の会員は約 600社あるが、毎年 13社程度の新規加入に対し、約 20社が退会して

おり、会員数が減少している状況。退会の理由の多くは、後継者不足などによる廃業と

なっているためである。 

 

〔委 員〕  個人的には、農業について、もっと儲かる農業の仕組みづくりが必要ではないかと考

える。町内に約 30 程度の営農組織があるが、採算を取るのではなく、補助金があるか

ら実施しているように思う。儲けるためにはまず採算を考えて、今あるもので工夫する

べきだと思う。稲美町の基幹産業が農業であるというなら、行政の補助を当てにせずに

儲けられる仕組みを作るべき。 

 

〔委員長〕  最近は、ハウス栽培など農業の企業化が進んでいるので、JAでなければ融資しにくい

のかもしれないが、稲美町にあった融資制度を金融からも検討いただければ。 

 

〔委 員〕  兵庫県の古くからある、なくてはならない産業として、5 年位前から農業を支援して

いく様々な取組みを行っている。金融支援はもちろん、持続できる農業のためには“儲

かる農業”が必要不可欠であり、そこには今までなかった経営の考え方が必要である。

このようなサポートについて、金融機関単独では難しいので、様々なところと連携して

取り組んでいく。 

 

〔委員長〕  行政の施策とは違う部分が出たが、やる気のある民間の方々のやる気をつなげて、い

かにスムーズに展開していくかが、行政の役割である。このような意見は参考にしてい

ただきたい。 

 

【７．その他】    

 

【８．閉会】 

〔副委員長〕 “夢と希望をかなえる稲美のくらしの実現にむけて”、各委員の専門的な立場から貴

重な意見や審議をいただいた。お疲れさまでした。 

 

 


