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平成 28 年度 芦屋町地方創生推進委員会（第２回）議事録 

 

 

１ 芦屋町まち･ひと･しごと創生総合戦略の 28 年度推進状況・29 年度取組予定について     

   

（事務局） 

定刻となりましたので、只今より平成 28 年度第 2 回芦屋町地方創生推進委員会を開催

します。まず始めに企画政策課長の柴田より挨拶を申し上げます。 

 

（事務局長） 

   皆さまこんばんは。お忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。前回の委員

会では地方創生先行型交付金の評価検証をしていただきました。本日は２８年度の決算が

まだ終わっていませんが、現状・取組状況が出ておりますし、２９年度にどのような取り

組みを行うかということを、皆さまに報告させていただきたいと思いますので、忌憚のな

いご意見をお願いいたします。 

 

（事務局） 

   それでは、本日の出席委員の確認をさせていただきます。委員総数 10 名、本日の出席委

員数 6名となり、出席者が過半数を超えていますので、会議が開催されることをご報告い

たします。それでは、委員長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

（委員長） 

   皆さまこんばんは。昨年度、皆さんにご尽力いただきました、この総合戦略については、

まだ策定して１年ですので急速に進展することはないかと思いますが、２８年度事業がど

のように取り組まれてきたのか、２９年度どのような取り組みを行なうのかということを

本日は情報共有させていただければと思います。気付いた点がございましたら、ご質問あ

るいはご指摘をいただきますよう、よろしくお願いいたします。それでは早速事務局より

資料の説明をお願いいたします。 

 

― 政策目標Ⅰについて事務局より説明 ― 

 

（委員長） 

  まずは政策目標Ⅰについてお気づきの点があればということですが、いかがでしょうか。 

 

（委 員） 

  シティプロモーションについて、今回「さわらサミット」が開催されましたが、イベン

トに関わっている人意外にも知っている人が多かったように思いました。 



事前の PR がよかったと感じました。ただ、北九州市のイベントで「さわらサミット」の

宣伝をしていた時があったと聞きましたが、知人がたまたま行かれていて「さわらサミッ

ト」を PR したいのか、芦屋町の特産品を PR したいのかがはっきりしていなかったと言わ

れていた。 

  今後、イベント時には PR するものを特化した方が、来た人にとっては芦屋町が何を PR

したいかということが分かりやすいのかなと思いました。 

 

（事務局） 

   ありがとうございます。今の話は北九州マラソンでの出店のことだと思います。今後の

イベント参加時の参考とさせていただきます。 

 

（委 員） 

  観光ガイドの育成について、生涯学習講座の活用と書かれているのは、あしや塾のこと

かと思いますが、あしや塾を活用して観光ガイドを育成するということですか。 

   

（事務局） 

   これは観光ガイドの養成講座を単独で行うよう考えています。これを生涯学習講座でや

るというよりは、あしや塾のパンフレット等に載せてもらって、周知をしてもらおうとい

うことです。今、商工観光係では講座のノウハウがないので、ノウハウのある公民館係等

と連携をするという意味合いです。 

 

（委 員） 

   他所の地域では名所旧跡で有料でボランティアガイドがいますけど、それが役に立って

いる。もしやるのであれば、歴史民族資料館との連携の中で、神社仏閣や名所旧跡をター

ゲットにした方がよいと思います。漠然とやるよりは。所管課が地域づくり課だけだから、

生涯学習課との連携が必要だと思います。 

 

（事務局） 

   意味合いはそういうことです。観光にも色々なジャンルがあるので、まずは歴史分野で

しょうけど、それ以外も含めて考えています。 

 

（委 員） 

   オンリーワンの芦屋釜を活かした魅力づくりのところで、鋳物師地場化計画に沿った鋳

物師の育成とあるが、これはどこまで推進されているのかを教えていただきたい。 

 

（事務局） 

   八木さんは現在養成期間を終えて独り立ちしています。樋口さんが残り 4 年程で独立い

たしますが、計画どおり進めていこうという内容です。 

 

 



（委 員） 

   移住・定住促進プロジェクトの中で、お試し居住制度とあるが、芦屋町に住んでいただ

くための魅力発信のための何か冊子を作っているのですか。 

 

（事務局） 

   本年度、色々な移住定住に関する相談会に参加してみて、他所の町がどのようなことを

しているのかを学びに行かせてもらいました。その中で、パワーポイント等を活用した映

像で紹介するものしか参加していないので、既存のパンフレット等で対応しました。今回

参加してきた中で、移住希望者のニーズであったり、他市町村の資料等をもとに現在作成

しているところです。これは、ターゲットを完全に移住を考えている人に絞ったパンフレ

ットになっています。既存のものでは、事足りないというか、説明が不足していますので。 

 

（委 員） 

   芦屋町の魅力は色々あると思うが、子どもたちの親御さんであれば学力や学校体制等の

魅力もあると思う。そういうことも多く発信しないと、なかなか遠方から芦屋町に来るこ

とがないような気がしたから、それらのターゲットを絞ってパンフレット等を作成した方

が効果的と感じました。 

 

（事務局） 

   現在、移住に関する調査を行っております。移住するときには大体６パターンあるとい

われていまして、子育て・独身・高齢者等などに分類されるようです。芦屋町の場合も、

どこかに特化した方が良いだろうと考えておりますので、現状を把握したうえでどのよう

なターゲットがいいか優先順位をつけてもらっているところです。 

   そういうものをもとに、来年度は方向性を絞っていくように考えています。 

 

（委 員） 

   私の知り合いにも、定年後は芦屋町に住もうと考えている人がいるのだけれど、芦屋町

の魅力が見えないと言うわけですよ。芦屋町は他所に比べて何が優れているのかと言われ

るわけ。そこをもう少し明確にしてあげたら、芦屋町を検討してみようとなるのかと。そ

れをよく聞きます。 

 

（委 員） 

   今のどこをターゲットにするかの話しですけれど、日本の人口もそうですが芦屋町の人

口も６５歳以上から７０歳、４０歳から６０歳が多いと思います。この年代が何を望んで

いるのかを考えて、引き込む政策も必要かと感じます。 

 

（事務局） 

   ありがとうございます。参考ですが、今年色々な移住定住イベントに参加させていただ

いたときに、海沿いがいい、北九州市に近いほうがいいと漠然とした人が多いので、そこ

を如何につかむかだと思います。 



   それでは、何があるのかと聞かれたときに、相手が欲しているものが、買物環境だった

り住環境だったり、それに応じられる情報を持っていないと対応できません。今は経験も

積ませてもらったので、いただいたご意見をもとに頑張らせていただきます。 

 

（委員長） 

   外国人観光客が増加しているというのは、芦屋釜の里に増加しているということですか。 

 

（事務局） 

   はい、そういうことです。 

 

（委員長） 

   日本文化に触れたいということで、ピンポイントで芦屋釜の里に来られていると思いま

すが。２９年度は北九州の響灘ハブポートにクルーズ船がかなり来るという予定がありま

すので、インバウンド客は確実に増えます。北九州空港のソウル便等も非常に好評で、９

割方がインバウンド客とのことです。来年度は人が来ることは確実なので、そういったと

ころへの働きかけ、プロモーションを進めていただければ効果はあるのかなと感じます。 

 

（事務局） 

   今年、門司港にクルーズ船が入っていましたので、門司港のイベントには全て参加させ

ていただいて、関係性をつくらせてもらいました。ハブポートに来ることは分かっていま

したので。北九州市にも一緒に売り込みをしていただきましたので、今後も頑張ってまい

ります。 

   現状は、福岡市に来られた方々の訪問がほとんどのようなので、北九州市からどれだけ

取り込めるかが、今後の課題だと思います。 

 

（委 員） 

   インバウンド客は東南アジア系が多いのですか。 

 

（事務局） 

   芦屋釜の里に関しては、東南アジア系が多いそうで、最近はタイ人が増えてきているそ

うです。 

 

（委員長） 

  他にご意見等がないようでしたら、次に進みたいと思います。説明をお願いします。 

 

 

― 政策目標Ⅱについて事務局より説明 － 

 

（委員長） 

   今の説明について何かご意見はありますか。 



 

（委 員） 

進捗状況を見たときに、以前からやっていた事業は、ある程度進捗している。新たな事

業については殆んど進捗していない。担当課は殆んど地域づくり課商工観光係。業務的に

厳しいかと思いました。お尋ねしたいのは、検討に至っていないという言葉があるけれど、

地域づくり課と企画政策課とどんな調整をしているのか。ただ単に投げ渡しているのか、

進捗状況を両係で調整しているのか。 

 

（事務局） 

   地域づくり課商工観光係は 28 年度 4 月から、2 名職員を増員しました。増員の理由は、

総合戦略の新たな事業に取り組まなくてはいけないため、少しでも前に進められるよう増

員したものです。色々な問題はあるのですが、砂像展等の業務に追われてしまい、何のた

めに増員したというところがあり、実際機能していなかった。 

 

（委 員） 

   ただ、29 年度は 3 事業程度しか予算があがっていない。この前の機構改革の説明でも、

地域づくり課が大丈夫かと聞いたけれど、人数が増えていますとの答えだった。でも現実

は、去年から増えて出来ていない。このままでは、折角の計画が計画倒れになってしまう

から、企画政策課も入った中で、そうすれば一番いいのか、どうして問題点が生じるのか

を調整しないと、人が増えても意味がない。 

 

（委員長） 

   大変厳しいご指摘だと思いますが、ごもっともだと思います。 

ひとつ私からお尋ねですが、プレミアム商品券は完売したのですか。 

 

（事務局） 

   にこにこ商品券、高額商品券ともに完売しています。 

 

（委 員） 

   何度も関係者に声かけをして、やっと完売している印象ではあります。 

 

（委員長） 

   これが町内商業者にとってメリットがあるものだったのかも検証をしないといけないで

すね。 

 

（副委員長） 

   この間、商工会の会議の中でも指摘されていました。本末転倒になっていると。来年度

以降の発行については、再検討しなくてはいけないとの声が出ています。 

 

 



（委 員） 

   発行するのはいいけれど、プレミアム率が 10％の時だけお店にいきますというのが問題。

やはりリピーターを増やさなければ意味がないので、しっかり検証していただきたい。 

 

（委員長） 

   他にいかがでしょうか。よろしければ次に進みます。 

 

 

（事務局） 

   政策目標Ⅲと政策目標Ⅳについては、併せて説明させていただきます。 

    

― 政策目標Ⅲと政策目標Ⅳについて事務局より説明 － 

 

（委員長） 

   皆さまいかがでしょうか。 

 

（委 員） 

   子育て包括支援センターの設置という記載がありますが、子育て支援センターとは役割

が違うのですか。 

 

（事務局） 

   子育て支援センターは、小学校前のお子さんや母親の交流の場として活用されています。

包括支援センターについては、保育所の関係や福祉の関係等いろいろな窓口がありますの

で、窓口のワンストップ化を図るものです。ここに来れば子育て関係に内容が分かります

というところです。 

   例えば、ベビーカーを一時的に借りたいといったときに、包括支援センターに行けば案

内してもらえるというような場所になります。名前が似ているので、そこは工夫しようと

考えています。 

 

（委 員） 

   道路整備の関係になるので、直接は関係ないかもしれませんが、去年の夏にラジオ体操

の後に子どもが撥ねられる事故があって、その後に道路整備がなされました。信号を変え

てほしいという要望をしていたのですが、いろいろな理由があってできないと。結局、音

がでるような道路整備をしてもらいました。 

   何年も前から言い続けていましたが、今年になってようやく整備されたというのは、地

方創生の関係もあったのでしょうか。 

 

（事務局） 

   直接的な関係性というものは特にありません。 

 



（委 員） 

   全体を通して、ひとつの課や係に事業が集中していると思いますが、優先順位はある程

度決められていますか。 

 

（事務局） 

   優先順位はありますが、それを十分担当課と調整できていないというのが現状です。そ

こを踏まえて、新たに地方創生推進係ができましたので、先ほどご指摘があった未実施の

事業についても、担当課に完全に任せるのではなく、企画政策課である程度方向性を示し

た中で調整することを考えています。そうしなければ、全ての事業を一緒にはできないの

で。あとは、お金が伴う事業もございますので、国の交付金を申請するタイミングに併せ

るなどして、順番を整理して事業を推進してまいります。 

 

（委 員） 

   バス通学補助について、基本的には学校教育課の所管だとは思いますが、企画政策課も

介入はできるのですか。それとも学校教育課だけで進めるという話しですか。どういうこ

とかというと、当初より利用者が少ないという原因が、行きは自転車や親に送ってもらい、

帰りはバスで帰るという現状の中で、組まれている予算のほとんどが減額している。この

あたりを企画政策課も交えた中で、あるべき姿や施策について検討するべきだと思いまし

て。 

 

（事務局） 

最初に制度を導入する時も、その議論はありました。カードだったら誰が使っているか

分からない。バス通学の補助というよりも、移動コストに対する援助策に変えていくよう

検討を進める必要があると考えています。 

 

（委員長） 

   この話しは、地域公共交通会議の中でも話題になっていました。いろいろなパターンが

あるようで、行きに親の車に乗っていく人もいれば、子どもの方が朝が早いから行きはバ

スで帰りは迎えに来てもらう人もいる。人によって様々なので、定期利用者が減っている

とのことです。これも手続きを簡単にするという対策等の意見もありますので、それによ

り利用者が増えるのかという検証も行う必要があると思います。 

他にいかがでしょうか。 

   

― シティプロモーション事業の成果品として、プロモーション動画を視聴 ― 

 

（委員長） 

  今日の議題は全て終了となります。本年度は実質１年目ということですが、２７年度か

ら３１年度までに戦略となるため、来年度が中間年となります。役場の組織も強化される

ということで２９年度は２８年度の進捗状況を各課で精査いただいて、進捗が悪い事業の

加速化を図っていただければと思います。また皆さんには本会議にお集まりいただき、チ



ェックしていただくこととなりますが、事業の進捗を期待して皆様にはご協力をいただき

たいと思います。他に事務連絡はございませんか。 

    

（事務局） 

   ４月からは地方創生推進係という新体制で進めてまいりますが、開催時期については内

部で検討したうえで皆さまにお知らせいたします。次回は数値目標をお示ししたうえで、

皆さまからご意見をいただきたいと思います。 

 

（副委員長） 

   そのときに、今回進捗状況が停滞気味の事業については、どこが問題で出来なかったの

か、担当課とチェックしていただきたいと思います。 

 

（事務局） 

   分りました。 

 

（委員長） 

   ありがとうございます。以上で本日の会議は終了とさせていただきます。 

 

 


