
 
 

 

【議事録】概要 

会議名 芦屋町地方創生推進委員会（第 1回） 会場 
芦屋町役場 

41 会議室 

日時 平成 30 年 3 月 23 日（金） 19:00～20:30 

件名・議題 

１ 委員交代 

 １）新規委員紹介 

 ２）役員選出 

 

２ 議 事 

１）芦屋町地方創生推進委員会の位置付け 

２）平成 29 年度進捗状況の報告について 

３）芦屋町まち・ひと・しごと創生総合戦略の見直しについて 

 

会 長 内田 晃 出 副会長 吉岡 学 出

 須河内 美紀 出  占部 吉郎 出

 信安 一宏 出  中西 智昭 欠

 山村 朋代 出  松本 健吾 出

 松岡 泉 出  松上 宏幸 出

      

合意・決定事項 

役員選出 

 会 長： 内田 晃 委員 

 副会長： 吉岡 学 委員 
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平成 29 年度 芦屋町地方創生推進委員会（第１回）議事録 

 

 

１ 委員交代 

（１）新規委員紹介 

  委員任期満了に伴い、新たに就任した委員の紹介を行った。占部 吉郎（商業）、須

河内 美紀（子育て）、信安 一宏（金融）、松上 宏幸（議会）、松岡 泉（議会）、各委

員が今回会議より新たに就任となった。その他委員については、前期から継続して就

任となった。 

 

（２）役員選出 

   会長に内田委員、副会長に吉岡委員がそれぞれ選出され、承認された。 

 

 

２ 会長あいさつ 

   ２７年度に総合戦略を策定して、毎年検証という目的で進捗状況を確認するという

会議を開催させていただいている。２９年度はまだ数字が出揃っていないため、２８

年度までの数字となるが、今までの経過をご報告いただき、皆様から忌憚のない意見

をいただきたい。 

 

 

３ 議 事 

（１）芦屋町地方創生推進委員会の位置付け                      

 （事務局） 

資料１に基づき、本委員会の役割、構成、年間予定について説明を行う。 

（会 長） 

   総合戦略の見直しの会議はどのようなスケジュールになるのか。年度内何回程度の開催

か。議会報告が必要なのかも含めて教えていただきたい。 

（事務局） 

  具体的に資料ではお示ししていないが、６月の評価と書いているところで、評価と合わ

せて、見直しのたたき台をお示ししたうえで、夏頃にもう一度開催したいと考えている。

状況によってはずれ込む可能性はある。 

（会 長） 

  ９月議会に報告される前に、見直し案をある程度固めるというイメージか。 

（事務局） 

  できれば、併せて９月議会で報告できればとは考えている。 
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（委 員） 

  議会へはどのような形で報告されるか。 

（事務局） 

  まだ具体的には詰めていない。今後詰めさせていただきたい。策定時には全員協議会で

報告させていただいたので、同じような流れになるかと思います。 

 

 

（２）平成 29 年度進捗状況の報告について 

（事務局） 

  資料２に基づき事務局より説明を行う。なお、全項目を説明すると長くなるため、４つの

政策目標ごとに、ポイントを絞る。まずは、政策目標１について説明を行う。 

 

（会 長） 

 今回は、それぞれの施策を評価するということではなく、進捗状況を受けて不明な点や改

善点をご指摘いただきたい。評価については、来年度の会議で実施する。まずは政策目標１

「芦屋の魅力をいかし、新しいひとの流れをつくる」について説明があったが、何かご質問、

ご意見があれば。 

（委 員） 

 総合戦略は５カ年計画であり、３０年度は４年目となるが、今から評価して見直しすると

いう状況かと思うが、少し遅いのかなと。当初策定した中で、ほとんど取組まれていない内

容が多いと思うが、すこしボリュームが多すぎた感じもする。総合戦略を策定して人口を減

らさないためには、事業内容に優先をつけて実施する必要があると思う。 

（会 長） 

特に１ページ目は、進んでいない事業が多い印象を受けます。それを、来年度以降の見直

しの中で、無理がある分は整理していく必要があると思われる。そういった意見を皆様から

ご指摘いただきたい。 

 

（委 員） 

町で作成したプロモーションビデオについて、一時期は見かけていたがこの頃は流れてい

るか。プロモーションビデオにしても、宣伝が上手い地域が勝っている。折角作ったものは

活かしていかないといけない意味がない。 

 

（会 長） 

     ２ページ目の、観光入込客数も目標値は上回っている。歴史の里の年間来場者数も２８年

度は上回っている。イベントの年間来場者数などもクリアするくらいに活発に実施している。

観光のプロモーションに関しては停滞気味ではあるが、このような箇所は確実に成果が上が

っているように感じた。累計については、クリアしている分は見直しの中で数値の情報修正

をしていく必要がある。その辺の評価につては、来年度以降あらためてしていければと思う。 
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（委 員） 

     移住定住のＫＰＩで１０７世帯というのは、町営住宅を取り壊した後の浜口町の宅地開発

も関係しているのではないか。 

（事務局） 

     町内からの移転も含まれているかということの質問だと思うが、ここに記載している世帯

数は転入世帯数なので、ここは浜口も含めて町内に新しく家を建てて、入られた世帯の数

となっている。 

   （委 員） 

     そうすると、目標が低いとは思う。土地が安くて物件があるから近郊の人が移ってくると

いうのはいいが、本来は雇用を生んで住むというのが理想であって、それ意外の数値で目

標を達成してもあまり意味がないかと。 

（事務局） 

     そこの見直しを今後掛けていかなければいけないと思う。 

   （会 長） 

     目標を６０世帯としていたのは、基準値が１２世帯だったので、１２世帯毎年入ってくれ

ば５年間で６０世帯という単純計算だったと思う。ただ、町営住宅跡地に新しく分譲された

ということで、移住者がどれだけ入ってくるかという想定はなかなか難しい。町内からの移

りこみも当然あるので。その中で結果的にこれだけの人数が移住しているので、この流れを

止めないように、状況に応じて目標値を定めていくことが、今後必要になる。 

   （事務局） 

     補足すると、この数値はあくまで定住奨励金を活用した世帯しか把握できていない。正確

に転入転出を把握すると、自衛隊の移動等もあるのでもっと大きな数値となる。 

   （会 長） 

     逆にいえば、定住奨励金を活用しているから、ほぼ定住者であるという捕らえ方ができる。 

   （事務局） 

     当初目標設定をした時に、そのような考え方をしていなかったもので、どうしても目標値

にかなりの差が出てしまっていることは、ご理解いただきたい。 

   （事務局） 

     政策目標２について、事務局より説明を行う。 

   （委 員） 

         空き店舗活用補助の施行が３０年度からと記載されており、２７年度・２８年度も実績が

入っているが、活用補助の対象拡大を行うことで、より増えていくということで理解してよ

ろしいか。 
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   （事務局） 

     そのとおり。対象拡大に伴い、より制度を活用しやくなることで、増えていく想定である。 

   （会 長） 

     これについても、目標値が上回っているので情報修正して、より活用してもらうことにな

るかと思う。 

   （委 員） 

     活力ある事業所づくりで、町内事業者への支援拡充とあるが、３１年度の目標値が２５件

ということで掲げられていて、それに対して２７年度・２８年度に８件となっている。この

制度は非常にいい制度で、金利もある程度安く利用価値も良く人気はあるが、事業者に制度

を知らないという方が多い。その辺の情報発信が行き届いていないということが否めない。

その部分を工夫して、もう少し情報発信して幅広く利用できる環境づくりをすれば、もっと

利用も増えてくると思う。 

   （委 員） 

     この制度は、窓口として一番最初にあるのが商工会になる。商工会とはもう少し連携を深

めてもらえればと思う。 

   （委 員） 

     このような情報発信に関しては、日々情報が変化して行く中でスピードが大切。こういう

ことは、骨子だけ決めて、あとは外部に委託するなど、そのような形でないと進まないと感

じた。 

   （委 員） 

     ＩＴクリエイターやサテライトオフィスなどの内容がよく分からない。 

   （事務局） 

     ここに記載したＩＴクリエイターは、パソコン１台でインターネットを活用して仕事がで

きるとか、そのような意味合いで記載している。総合戦略の本編には、注釈を記載させても

らっている。 

   （事務局） 

     政策目標３について、事務局より説明を行う。 

   （委 員） 

     この施策を見ただけで、芦屋町に住みたいと思えるほどいい内容だが、知らない人がいっ

ぱいいると思う。知っていたら、近隣から芦屋町に来たいと思う人はいると思うので、もっ

とＰＲした方がいい。堅い文書ではなく、柔らかい表現で。若い世代はあまり文字を読まな

いと思うので、面白いＰＲができればもっと移住者は増えると思う。 

     それと、初めて芦屋町に来た時、芦屋町はなんて給食が豊かな町だと思った。こんないい

取り組みをやっているということを見せてあげると、人の心は動くと思う。 



 - 5 - 
 

   （会 長） 

     どのあたりが、いい取り組みと感じたか。 

   （委 員） 

     不妊に悩んでいる人はいっぱいいるので、不妊治療の補助制度はいいと思った。それと、

実際に移住した方に聞くと、子育てがしやすいと皆が言う。 

   （委 員） 

     町のイベントに関する広報活動は手広くやっている節はあるが、こういった生活に関わる

ＰＲが後手に回っている気がする。 

   （委 員） 

     芦屋町の一番のネックが交通アクセスだと思っている。これから定住施策を進めていくに

しても、そこがデメリットになる。そこを克服しないと考えていただかないと、芦屋町に住

もうと思わないかなと。 

   （会 長） 

     まだ芦屋町は恵まれているかとは思う。市営バスも運行されている、タウンバスも独自に

運行している。問題は、使う人が減ってきているということ。 

   （委 員） 

     それもあるが、利便性について色々問題はあると思う。遠賀郡で見ると、粟屋へは岡垣の

バスが近くまで来ている。もう少し広域化が進めば、アクセスの仕方も広がると思う。観光

関係も、人に来てもらおうと考えれば、そこが繋がっていないと来られない。 

   （会 長） 

     芦屋町に限らず、要望は強いが、いざ開設したら利用されないということが課題。中間市

でもデマンド交通でタクシーを走らせているけれど、乗っていない。町内会から要望があっ

て、それに応える形で実施したが、採算には程遠い状況。勿論、今あるものを維持していく

ことは大事で、これ以上利用が減らないように、幅広い視点から考えていく必要がある。 

   （委 員） 

     バスは走っているが、乗り継ぎが上手くいってないかなと。 

   （会 長） 

     いきいき子育て支援の数値については、基準値に対して目標値の桁に差があるので、こう

いったところは実態に合わせた数値で見直していかなければいけないかなと思う。 

   （事務局） 

     政策目標４について、事務局より説明を行う。 

   （委 員） 

     タウンバスは年々増えているが、公共交通で利用者が増えるところは本当にない。基準値

から、よくここまで増えている。新中央病院へのアクセス面でも、増えていくと思うので、

より活性化していくための周知も進めていけば、より持続的なバスになると思う。 
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  （委 員） 

    地域交流サロン事業を１１箇所で実施とあるが、頻度としては定期的に行っているのか。 

  （事務局） 

    地域の公民館等で、高齢者の皆さんが集まる場をつくるために実施しているもので、１１箇

所というのは、１１区で設置したという意味合い。頻度については、自治区ごとに違う。 

  （会 長） 

    これも、実施していない区にどう広めていくかが今後大切になってくるので、やっている区

からの情報発信をしていただければ。 

  （委 員） 

    遠賀・中間広域連携推進プロジェクトの推進とは、どのような内容か。 

  （事務局） 

    これは、福岡県が圏内１２地域を広域地域として分けており、遠賀・中間に関しては、中間

市と遠賀郡４町が一つの圏域になっている。そこで、各市町の負担金と県の補助金により、各

地域の活性化を目指そうというもの。遠賀中間地域は現在３年目であるが、体験プログラムな

どを取組んでいる。 

  （会 長） 

    例えば、岡垣でサーフィンの親子体験、ウォーキング体験など、各市町単独ではできないこ

とを広域で集まってやれば、広域的に情報発信ができるという考え。ダンボールコンポストな

どの資源循環プログラムなどもある。 

 

（３）芦屋町まち・ひと・しごと創生総合戦略の見直しについて 

  （会 長） 

    本日は、ＰＲの仕方など色々なご指摘をいただいた。より活性化に繋がるような推進をして

いかなければならない。あと３０年度、３１年度の２ヵ年となる。来年度、評価を進めていき、

評価に基づいて見直しをしていく。そこで、議事３について事務局より説明をお願いしたい。 

  （事務局） 

    来年度、６月を目処に評価をしたいと考えている。次回委員会では、２９年度までの実績を

お示しするので、皆様からご意見をいただきたい。 

  （事務局） 

    最初にご指摘いただいたように、戦略が多いというご意見があると思う。策定当初は、住民

ワークショップや住民アンケートなど色々な意見をいただいたところで、絞り込んでいったけ

れど結果的にこの数になった。ただ、これを行政で推進していくときに優先順位をつける必要

があるということは決めていたが、実施できていないものがあることが現状。この点を踏まえ

ながら、統合できるものは統合するなど、目標値の設定も含めて見直しを進めていきたい。 

    併せて、国が中間年であるので、昨年度までの目標値を評価するよう求められてきているの

で、第２期総合戦略も見据える必要があるということも、念頭に置かなければならない。 
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  （委 員） 

    人口の推移も分かるように、示していただければ。 

  （事務局） 

    次回会議の際に、分かるようにお示しする。  

  （会 長） 

  本日の話を踏まえて、次回委員会で評価と、どういう方向で見直すかの議論をしていきたい。 

優先順位の話しもあったので、最優先でやらなければならないもの、遅れてでもやっていくべ

き事項などの優先順位も議論できればと思う。議題は以上となるが、その他何かあれば。 

  なければ、以上で本日の会議は終了する。 

 

 


