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「たつの市過疎地域持続的発展計画（素案）」へ 

提出された意見及びそれに対する考え方 

 

「たつの市市民意見公募手続（パブリックコメント）実施要綱」に基づき、「たつの市過疎地域持続的発展計画（素案）」についての意見公募

を行ったところ、市民の皆さんから貴重なご意見をお寄せいただきました。 

 提出いただいたご意見について、内容とそれに対する考え方、意見を参考とした修正内容及び作成した「たつの市過疎地域持続的発展計画

（案）」を公表します。 

 なお、意見については、趣旨を損なわないように要約しました。また、今回公表する「たつの市過疎地域持続的発展計画（案）」について

は、今後たつの市議会定例会に上程し、議決を求めるため、現時点での案として公表します。 

 

１ パブリックコメントの概要 

（１） 意見募集期間 令和４年６月２７日（月） ～ 令和４年７月１５日（金） 

（２） 意見提出状況  ７件 

     （郵送 ０件  電子メール ３件   ファクシミリ ２件    持参 ２件）  

（３） 意見の内容（項目別 ２４件） 

・計画全般について（３件） 

・基本的な事項について（２件） 

・各施策について 

移住・定住・地域間交流の促進、人材の育成（３件） 

産業の振興（８件） 

交通施設の整備、交通手段の確保（１件） 

生活環境の整備（１件） 

医療の確保（１件） 

教育の振興（３件） 

集落の整備（１件） 

地域文化の振興等（１件） 
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２ パブリックコメントの意見内容 

項目 提出された市民からの意見 件数 考え方 

計画全般 過疎地域の指定を機会にまち全体で課題を共有

し、これからどのような“まち”にしていきたいか

を話し合える環境整備や雰囲気作りにつながれば

と思う。 

若い人のアイデアや意見を吸い上げる工夫をし、

それを活かしたまちづくりや地域デザインを推進

することで過疎からの脱却を図っていただきたい。 

１ 今後、地域（小学校区）ごとに意見交換会を実施し、地域住民

自らが、新宮地域の現状や課題を出し合い、まちづくりを考えて

いただけるよう支援していきたいと考えています。 

計画全般 地方と都市部を比較した時に、地方の方が村のコ

ミュニティに入れるかということを感じる。 

観光について、新舞子荘はレストランからの眺め

が良いが、志んぐ荘はどうにもならないと思う。新

宮地域には、有名な銘菓があり、まだ救われている

と思う。 

１ 地域コミュニティについては、自立のまちづくり事業等を通じ、

外部及び世代間交流による地域コミュニティの維持・形成に努め

ていきます。 

観光については、シティプロモーションや体験型ツーリズム、

イベントの実施などの観光振興や、観光資源のブランド化、来訪

者の受入体制の充実を図り、交流人口や関係人口の拡大に取り組

んでいきます。 

計画全般 新宮地域からJRの新快速を運行できるなら新宮

地域に人が住むと思う。働く場所や足がないと住ま

ないと思う。 

コミュニティバスで女子高生を時々見かけるが、

今の本数では使い勝手が悪いと思う。 

文化も役所がお金を出さないと育たない。たつの

市に言えることは、遊び心がない。もっと楽しい町

づくりを目指した方が良いかもしれない。 

１ 新快速を運行させるためには、まず姫新線を電化することが必

要となります。過去に沿線市町等で姫新線の電化に取り組んだ結

果、平成 21年に新型ディーゼル車両の導入等による高速化を実現

させ、JRへ支援を行うことにより、利用者増となる取組を実施し

ています。 

また、コミュニティバスについては、沿線高校に利用の実態を

聞き取り、通学の時間帯に配慮したダイヤで運行しています。 

本計画に基づき、雇用の確保や安心で快適に暮らせる魅力ある

まちの形成に向け、計画的に各施策を推進していきます。 
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基本的な事項 素案Ｐ３、１０には、『新宮地域の人口減少率、

高齢者比率はいずれもたつの市全体よりも高く、少

子高齢化が顕著である。 

新宮地域の人口減少の要因として、転出超過が続

いていることによる社会減と、少子高齢化の進行に

よる自然減が加速していることが挙げられる。』と

記載されており、市内（小宅小学校区）への転居と

も聞いたことがあるが、新宮町からどこへ転出して

いるか。 

「転出超過」の全体像をどう分析されているか。 

①転出する年代、②転出理由、③転出先、④転出

人数の変遷等その実態が明らかにならないと、対策

も打てないはずである。転出の実態（①～④）の相

関関係を統計的に処理して明記してほしい。 

１ 本市全体の転入・転出の状況については、進学や就職を機とし

た若年層の転出が進んでいる一方で、夫婦と子どもで構成される

ファミリー層の転入が進んでいます。転入・転出ともに姫路市と

の間の移動が多く、転出抑制対策・転入促進対策のメインターゲ

ットであると考えており、「たつの市人口ビジョン」で詳しく分析

しています。 

なお、本計画については、総務省通知に沿って作成しているた

め、御意見の相関関係は記載しておりませんが、今後新宮地域の

人口分析を進め、既存事業も含めて定住促進対策を実施していき

ます。 

基本的な事項 素案Ｐ３に記載の《新宮地域》と《新宮町》の違

いは何か。 

新宮町内でも西栗栖、東栗栖、香島、越部、新宮

では地域差があり、そのことに対しての分析や比較

検討が全くなされていない。 

１ 《新宮町》の記載については、《新宮地域》に修正します。 

なお、新宮地域の５地域（小学校区）については、自然的条件

や社会的・経済的条件により、現状が異なっており、今後、地域

ごとに意見交換会を実施し、各地域の実情に即した事業を検討し

ていくこととしています。 

移住・定住・地域

間交流の促進、人

材の育成 

移住・定住について、新宮町は市街化調整区域が

多いため、新たに住宅の建築が難しい地区が多々あ

る。住宅地に適した場所については、広範囲での用

途変更を含め、良質な住宅地の提供が必要であるこ

とが課題であると思う。 

住宅地に適した場所については、広範囲での用途

変更や特別指定区域制度の活用、地区計画制度等も

考えてはいかがか。 

１ 新宮地域については、市街化区域内に住宅地として利活用でき

る土地が多く残っており、住宅地の提供は可能と考えています。 

 また、市街化調整区域の集落及びその周辺は、兵庫県から特別

指定区域制度における「地縁者の住宅の区域」の指定を受けてお

り、その地域で生まれ育った若者のＵターンによる住宅の建築が

可能であることから、Ｕターンを推進しつつ、地域活力の維持、

再生に努めたいと考えています。 
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移住・定住・地域

間交流の促進、人

材の育成 

素案Ｐ１０には、『（５）地域の持続的発展のため

の基本目標において、「第２期たつの市まち未来創

生戦略」に基づき、定住・転入促進、転出抑制増社

会造対策、子育て支援や結婚支援等の自然増対策に

より、人口減少抑制を図る。』また、素案Ｐ１３に

は、『２移住・定住・地域間交流の促進、人材の育

成（２）その他の対策 ア移住・定住 ●近年の若

い世代を中心とした都市部から地方へ移住・定住し

ようとする潮流の高まりを好機と捉え、受け皿とな

る良質な住宅地の供給に努めるため、市所有未利用

地の活用を進める。』と記載されているが、若い世

代の移住や定住を目指すのであれば、市有地の未利

用だけでは不可能であり、JR 新宮駅周辺の活性化

が不可欠であると思われる。 

上記のことから、素案Ｐ１４の（３）計画におい

て、移住・定住の事業内容に「JR 新宮駅周辺中心

市街地活性化事業」、事業主体「市」の追記が必要

である。 

「JR 新宮駅周辺中心市街地活性化事業」とは、

旧新宮高校跡地利用、旧新宮町庁舎跡地利用、JR

新宮駅北側の準工業地域の用途変更（住宅専用地）、

新宮小学校東側市街区域（現況農地）土地活用、小

中一貫教育の関連から新宮小学校周辺のインフラ

整備等の事業を市主体となって展開する事業のこ

とで、人口増が図れるものと考える。 

具体的な実行計画（アクションプログラム）につ

いては、素案Ｐ４５以降の別表に追記してほしい。 

 

１ ＪＲ播磨新宮駅を中心としたまちづくりについては、移住・定

住にとどまらず、産業、交通施設整備、生活環境整備、教育の振

興など多岐に関わってきます。市だけでなく、地権者、事業者、

地域、県などの意向を踏まえ、具体的な案件に応じて検討してい

きます。 

各施策の計画については、令和４年度に実施する事業を記載し

ているため、本計画に JR新宮駅周辺中心市街地活性化に係る事業

の記載はありませんが、今後実施する新たな事業については、予

算計上時期に、本計画に記載し、計画変更することとしています。 

なお、素案Ｐ４５以降の別表については、各施策の計画のうち、

過疎地域持続的発展特別事業（投資的事業以外の事業）を記載し

ています。 
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移住・定住・地域

間交流の促進、人

材の育成 

総務省の『地域おこし協力隊』や『特定地域づく

り事業協同組合制度』など、国の制度を活用して、

働き方の多様性や新たな働き方の発掘などが期待

できる取組を実施できないか。 

１ 御意見の制度については、過疎地域の指定を受けて活用できる

制度となっていますが、行政だけでは進められるものではないた

め、今後、地域（小学校区）ごとに意見交換会を実施し、各地域

の現状や課題を出していただく中で、地域住民の皆様がこの度の

過疎地域指定を好機と捉え、国の制度の活用を希望される場合、

住民・事業者・各種団体等と連携・協働し、事業実施を検討して

いきます。 

産業の振興 コミュニティビジネスの支援やビジネスコンテ

ストの開催により、地域資源を活かした創業や起業

家を育成し、新たな産業や雇用の創出に取り組むこ

とはできないか。 

１ 新たに市内創業を計画している方に対し、その費用の一部を補

助する「たつの市創業支援事業」の実施により、地域の産業振興、

雇用促進を図っており、引き続き、事業のＰＲに努めます。 

また、産業振興促進業種（製造業等）を誘導するため、条例に

よる固定資産税の課税免除を検討しています。 

産業の振興 企業誘致について、新たに企業が進出または既存

の場所から移転できるよう、既存場所以外での産業

集積地の確保または企業立地場所の確保に取り組

んではいかがか。 

１ 産業集積地や企業立地場所については、本市土地利用計画にお

いて地域振興工場・流通業務施設誘導ゾーン（柳森工業団地周辺、

国道１７９号沿道（越部地区）等）を設定し、雇用・就業の機会

の創出に資する建築物等を誘導する区域として位置付けしていま

す。 

この度の過疎地域指定を受け、産業振興促進業種（製造業等）

を誘導するため、都市計画法の規制緩和について県都市計画部局

と協議を進めていきます。 

産業の振興 商工業について、新宮地域は地場産業が盛んであ

る。新宮地区の地場産業の内容を盛り込み、プロモ

ーションを強化することを記載してはいかがか。 

１ 地場産業の振興については、産官学金の連携を軸とした高付加

価値化や「たつのブランド」づくりへの支援を行うとともに、展

示販売や様々なメディアを通じた販路開拓への支援など、ＰＲの

強化を図ることとしています。 

また、各地域の特性を生かしつつ、地場産業をはじめとした地

域資源を活用した更なるアピールと新宮地域を含む本市のブラン

ドイメージの確立に努めます。 
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産業の振興 観光について、地域の観光資源（山城等、観光客

が多く来られる場所）にはWi-Fi設備を充実させて

はいかがか。 

 １ 現在、新宮地域では「道の駅しんぐう」にてたつの市公衆無線

LAN（Wi-Fi）接続サービスの提供を行っています。 

山城等山岳部の Wi-Fi 設置については、電気・電話線の配線等

課題があるため、民間携帯電話会社等の高速通信サービスの普及

状況を勘案しつつ検討していきます。 

産業の振興 岡山県赤磐市にある熊山英国庭園や、高知県安芸

郡北川村の「モネの庭」マルモッタン等、どちらも

過疎化の一環として地域を挙げて取り組まれ、各施

設を時間をかけて設えてきたものである。信州のよ

うな美しい景観こそないが、山や休耕田を利用して

新宮地域にも作れたら嬉しいと思う。 

新宮地域北部では営農法人が農業に取り組まれ

ており、営農法人からもあぶれた休耕田を利用しラ

ンドスケープ的なものを作れたらと思う。 

中国道、山陽道の中間地点でもあり、播磨新宮駅

からも遠くないので、ちづちゃんの花畑のように人

を呼ぶことができ、それに伴い収益も得られると思

う。 

北山村の隣にある馬路村のポン酢も１０年かけ

て高知大と商品の開発に取り組み、今では村は潤っ

ている。 

１ ちづちゃんの花園などオープンガーデンの周知やスタンプラリ

ー等の実施により、潤いと安らぎのある花と緑があふれるまちづ

くりの推進やにぎわいづくりの創出に努めています。 

今後も新宮地域への誘客を図るため、自然環境、文化財、観光

資源などの地域資源の魅力を高めていくとともに、更なる活用を

検討していきます。 

なお、休耕田については、農業者の法人化や女性や定年帰農者

を支援することにより、多様な担い手の育成・確保を図るととも

に、ドローン等のスマート農業の促進に努め、収益性の高い農作

物の生産を図ります。 

産業の振興 大学生や専門学校で県外、阪神地域に学んでいる

人は、地元就職情報の不足から学校の勧める情報に

よって地元を離れて就職する可能性がある。 

地元より都会の方が優れているという錯覚もあ

る。地元就職情報の提供に努めてほしい。 

１ 地元を離れた学生が参加しやすいオンラインによる就職説明会

の開催や市内企業の採用情報を掲載した「たつので働くサポート

ブック」を年１回発行し、近隣高校・大学をはじめ、カムバック

ひょうごセンター（神戸・東京）、ひょうご・しごと情報広場等に

配布しており、引き続き、市内企業の就職情報のＰＲに努めます。 
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産業の振興 たつの市を離れた学生を地元に呼び戻す方策と

して、「たつの市奨学金制度」を作ってはどうか。 

地元企業に協賛を募って一口１０万円を寄付し

てもらい、学生に５万円／月を貸与する。 

ただし、地元企業に１０年勤務すれば返還を免除

するというものである。寄付した企業に就職すると

は限らないが、たつの市の活性化という観点で協力

してほしい。 

１ 奨学金の貸与制度については、独立行政法人日本学生支援機構

をはじめ、民間においても多くの団体が実施されるため、現時点

で、本市において制度化する予定はありませんが、現在、若者の

定住促進を図るため、市内に定住する意思を持ち、大学等の在学

期間中に奨学金の貸与を受け、返還中である方に対し、補助金を

交付する制度の創設を検討しています。 

なお、現在本市では、従業員の奨学金負担軽減制度を設ける市

内中小企業に対し、負担金額の一部を補助する「たつの市企業就

職者確保支援事業」を実施し、若年者の市内就職促進及び市内企

業の人材確保を図っており、引き続き、事業のＰＲに努めます。 

 

産業の振興 新宮町の強みとして、龍野北高校が挙げられる。 

その上で、１点目として、地元枠を作って、たつ

の市内生徒の進学を有利にしてはどうか。 

２点目として、龍野北高校の卒業生を地元企業に

積極的に採用するシステムを作ってはどうか。 

３点目として、播磨新宮駅と学校の間にはあまり

店がなく、駅前の商店も閉じてしまっている。新宮

商店街を通って、新宮町の思い出を作ってもらうた

め、本屋、かき氷屋、鯛焼き屋等の店舗ができない

か。 

１ １点目について、高等学校の入試制度においては、兵庫県の所

管部署との相談・交渉が必要となります。地域からの意見として、

今後要望を検討します。 

なお、龍野北高等学校においては、本市教育委員会と連携し、

地元小学生に対して、同校の魅力を直接発信する事業を実施して

います。今後も引き続き、市内の小中学生が地元の高校生に憧れ

を抱けるような事業を計画していきます。 

２点目について、現在、同校の地元就職率は８０%以上の高水準

で推移しており、引き続き地元就職を支援するため、たつの市雇

用対策協定に基づきハローワークへの働きかけを行うほか、市内

の魅力ある企業を紹介する「たつので働くサポートブック」を発

行するなど、今後も市内企業のＰＲに努めます。 

３点目について、播磨新宮駅前を含め、新宮町での創業件数は

少ない状況ですが、今後も「たつの市創業支援事業」及び「商業

活性化促進助成事業」をＰＲし、新規創業・地域のにぎわいづく

りに努めていきます。 
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交通施設の整備、

交通手段の確保 

公共交通について、新宮地域の住民の中には、宍

粟市山崎町へ医療機関や買い物等で外出される方

も多い。 

また、山崎高校に通学する学生もおり、今後、新

宮地域と宍粟市山崎町中心部をつなぐ交通体系の

より一層の強化が必要であると思う。 

さらに、定住自立圏の中で移動手段の強化（便数

を増やす、料金の補助等）を図ることはいかがか。 

１ 新宮地域と宍粟市山崎町中心部をつなぐ交通機関として、路線

バス（平日 1日 28便）が運行されています。 

しかし、利用者が少なく、国、県、沿線市が事業者へ赤字補助

を行い、運行されている状況であるため、路線バスの積極的な活

用をお願いします。 

また、利用者の動向や他自治体の例を参考にしながら、第２期

播磨科学公園都市圏域定住自立圏共生ビジョンにおいて、地域公

共交通ネットワークの充実や移動手段の強化を検討していきま

す。 

生活環境の整備 新宮町には産業廃棄物処分場が多く存在する。 

また、新宮町上笹には今後 20年以上にわたる処

分場の増設が計画されている。過疎化が進む地域に

はこの問題が大きくのしかかる。 

このことについて本計画にも記載してほしい。環

境問題等に関わる重大な問題であり、多くの住民に

新宮地域が産業廃棄物処分場を多く持っている現

状に対し、関心を持ってほしい。 

１ 産業廃棄物処理施設設置の許可については、兵庫県が「産業廃

棄物処理施設の設置に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基

づき行っているため、設置計画に対し市が方針や計画策定するこ

とは適当ではありません。 

なお、産業廃棄物処理施設設置の許可の際には、県から市へ生

活環境の保全上の措置や地域計画上の事項、関係法令手続等につ

いて、意見を求められます。 

医療の確保 現在、閉鎖されている東栗栖の医院を開業する支

援を積極的に行ってほしい。 

１ 市民が安心して暮らせるよう、医療体制の確保が必要であるこ

とは認識しており、医院開業の相談、情報等があれば、県や地元

医師会とも協力し、無医地区に医療機関が必要な旨を周知してい

きます。 

教育の振興 現在、新宮町内５小学校と新宮中学校を含めた小

中一貫校の建設に向けた計画が進められている。 

教育については今後のまちの未来を創っていく、

担っていく子供たちを育てる場所として期待が高

まります。 

その上で、現在計画に挙げているハード事業だけ

でなく、特区制度の活用や様々な地域での成功事例

１ 子どもたちに豊かな人間性と学力を育むことを目指し、地域の

方々や保護者・学校の教職員とともに小中一貫校のあり方を検討

していきます。 

御意見の新宮町光都の魅力ある施設との連携については、「たつ

の夏のリコチャレ２０２２」をはじめ、他の教育機関等と連携し

た教育を実施していますが、今後も新宮地域に限らず、市内の全

ての小中学校を対象に検討していきます。 



 10 

を元にした教育内容の充実を図るビジョンの制定

や「コミュニティ・スクール」制度の導入など新宮

地域独自の新たな教育環境の整備などを検討する

ことはできないか。 

SPring-8 や県立大学など新宮町光都にある魅力

ある施設と連携した教育プログラムをもっと活用

していくことはできないか。 

一貫校になってよかった、一貫校に通わせたいと

感じてもらうことが、定住・移住対策にも繋がると

思う。 

教育の振興 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

素案Ｐ３７には、『「たつの市立小・中学校の適正

規模・適正配置基本方針」に基づき、』と記載され

ているが、この計画は「過疎化対策」のはずだが、

なぜ教育の分野だけ「過疎化推進」になっているの

かが分からない。 

病院がない、小学校もない地域から若者が離れて

いくのは当然であり、「適正規模」という言葉でい

たずらに不安を煽らず、小規模校、少人数教育の効

果と魅力を明らかにし、ふるさとで子どもを育てた

いと思わせる基盤づくりこそが求められるのでは

ないか。 

以前は「ふるさと教育」という言葉が教育委員会

の方針にあったと思われるが、今はないのか。それ

とも「ふるさとを捨てる教育」に変わったのか。 

１ 義務教育段階の学校は、社会状況が大きく変わる中、児童生徒

が集団の中で、多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋

琢磨することを通じて、知識・技能はもちろんのこと、思考力や

表現力、判断力、問題解決能力などを育み、社会性や規範意識を

身に付けさせることが重要になります。 

御意見の「ふるさと教育」については、本市教育委員会が令和

４年度から本格的に着手した小中一貫教育でも柱の一つとしてお

ります。今後も、地域の歴史・伝統・文化・産業などを学ぶ機会

や体験活動等を取り入れ、ふるさと「たつの」を愛し、大切にす

る児童生徒を育成していきます。 

教育の振興 素案Ｐ３８の目標値の「課題解決に向けて、自分

で考え、自分から取り組んでいた児童生徒の割合

（新宮地域）」の現状値（令和３年度）が 76.0%と

なっている。約４分の１の児童生徒は取り組んでい

１ 目標値の指標は、全国学力学習状況調査児童生徒質問紙の中の

値であり、ＩＣＴ機器の有効な活用をはじめ、教員の授業改善を

図ることで、現状値を上回れるよう取り組んでいるところです。 

本市の現状値は 78.3％となっており、今後も全国の上位県の数
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ないという結果であるが、これは大変な問題であ

り、その原因と対応についてもっと具体的に分析す

る必要がある。 

また、新宮地域以外では数値はどうか。 

その原因が過疎化に起因するのか。 

令和８年度の目標値が 85.0%となっているが、そ

の根拠は何か明らかにする必要がある。 

値を目標として取り組んでいきます。 

魅力のある教育を実施することで、将来的には過疎化の改善に

もつながると考えています。 

集落の整備 素案Ｐ４０に記載のとおり、「市民協働のまちづ

くりの推進」は、今後ますます必要性が増すと考え

られる。 

自立のまちづくりやアドバイザー派遣などの既

存事業（自治会対象の小さな集落整備事業）のみな

らず、町内全体で課題を共有し、解決に向けて取り

組みを進めていけるような（地域団体や既存団体、

企業、医療・福祉、行政など）、地域ネットワーク

を活かした事業を展開していけるような計画を追

記できないか。 

１ 既存事業である自立のまちづくり事業や市民活動アドバイザー

事業を継続し、地域のコミュニティ活動を推進していきます。 

今後、地域（小学校区）ごとに意見交換会を実施する中で、各

主体が連携・協働し、地域活力を維持、向上させるための取組に

ついて検討していきます。 

地域文化の振興

等 

素案Ｐ４１の「１１地域文化の振興等」の記載が、

新宮町宮内中心の事業になっている。新宮地域には

他にも多くの史跡等がある。その一つ一つにスポッ

トを当てた事業が必要である。 

１ 国指定史跡新宮宮内遺跡は、県内でも有数の規模を誇る史跡で

あり、整備もされています。市立埋蔵文化財センターは埋蔵文化

財の保存、活用を担う施設であるとともに、国指定史跡新宮宮内

遺跡のサイトミュージアムでもあるため、新宮宮内遺跡とその周

辺遺跡を対象とした事業が中心となっています。 

なお、新宮地域には多くの歴史遺産や史跡等があり、また各地

の祭礼などの民俗行事や郷土の偉人など、守り伝えていかなけれ

ばならないものがあるということは十分承知しており、埋蔵文化

財センター及び龍野地域の重要伝統的建造物群保存地区や御津地

域（室津地区）の日本遺産等の歴史的資源とのネットワークを強

化した情報発信を積極的に行っていきます。 
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３ 修正一覧表 

※皆さんよりいただいた意見を参考に、下記のとおり修正しました。（下線箇所） 

項目 修正前 修正後 修正理由 

基本的な事項 

（Ｐ３） 

≪新宮町≫ ≪新宮地域≫ 文言統一を図りました。 

 


