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Ⅴ．重点プロジェクト
１．重点プロジェクトの位置付け

本町の地域創生における３つの基本方針とそれに沿った重点施策や実施検討事業は、「まち」

「ひと」「しごと」それぞれの分野において、2019年度（平成 31年度）までに取り組むべき事業や
実施を検討すべき事業を体系づけています。

また、総合戦略の施策体系は、40 年、50 年後の将来像を見据えながら 2019 年度（平成 31
年度）までを記載したものであり、将来像の実現に向けたスタートとして着実なものとするために

は、総合戦略に掲げた諸施策に一体感をもたせ、より効果的・効率的に推進していくことが必要

です。

そこで、特に計画期間内で重点的に取り組むべき内容を重点プロジェクトとして設定します。

重点プロジェクトは、関連する施策を有機的に連動させ、分野横断的に進めるものです。

基本方針 

１
子育て
しやすい 
まちづくり

産業育成と
交流促進

住み続けたい
まちづくり 

基本方針 

2
基本方針 

３

５つの
重点プロジェクト

選ばれる町、猪名川町 
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２．５つの重点プロジェクト

道の駅いながわ機能拡大プロジェクト 
①背景 

平成 12 年 11 月に整備された道の駅いな
がわは、整備後順調に来場者数、売上げを伸

ばし、町の地域振興作物である「そば」の生

産・消費の拡大に寄与するなど、本町の農業

振興を図る上で重要な施設となっています。

イベント時のみならず、通常時においても賑

わう道の駅いながわは、本町の新たな観光資

源として期待されます。

また、本町は阪神地域に位置し、大阪市や

神戸市などの大都市ともアクセスが良い立地

から、観光農園を経営する農業者も増えてき

ており、近年では特にいちごの収穫を楽しめ

る農園が増えてきています。

中山間地域にある本町では、農地の集積

が難しい面もあり、新たな農業経営の確立も

望まれています。いちご狩り、ぶどう狩りなどの

観光農園や体験型農業と、道の駅いながわ

の機能拡大を組み合わせた一体的な整備は、

町内外からの集客力の向上と農業振興の両

面で効果が期待できます。

②町内の活性化 
－地域センター型としての道の駅 

“道の駅いながわを核とした農業振興”につ

いては、「基本方針３．産業育成と交流促進」

のなかでも施策として挙げていますが、道の

駅いながわが地域創生に寄与する可能性は

それだけではありません。

道の駅で農産物の販売と併せて体験農場

など農作業に触れ合える機会の提供が可能

であれば、それを子どもの環境教育と結びつ

け、町内の子育て世代に喜ばれるだけでなく、

町外の子育て世代へのＰＲにつながることが

期待できます。

このように、産業振興や子育てなど、地域セ

ンター型の道の駅としての機能強化が求めら

れます。

③集客拠点としての機能発揮 
－ゲートウェイ型としての道の駅 

平成 28 年度末には、新名神高速道路の
（仮称）川西インターチェンジの供用が予定さ

れています。道の駅いながわや本町の各観光

資源をＰＲし、その効果を確実に集客力の向

上に結びつけていきます。

また、日生中央駅からのバス路線の設定な

ど、鉄道を含めた公共交通とのタイアップを図

り、交通の結節点としての道の駅いながわの

あり方を模索することも考えられます。

道の駅いながわが国指定史跡「多田銀銅

山」、猪名川天文台アストロピア、歴史街道散

策、里山散策などへ誘導する、本町の観光ワ

猪名川町の新しい顔－ワンストップ道の駅 
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ンストップ窓口として機能すれば、本町内の

観光資源の有効活用が期待でき、里山保全

などにも結びつくと考えられます。このように、

ゲートウェイ型の道の駅としての機能強化も果

たされるべきと考えられます。

④まとめ 

基本方針 1 から基本方針３までにわたる
様々な施策、あるいは様々な人々を結びつけ

るハブ拠点として、道の駅いながわの機能拡

大について、整備方針を慎重に検討しながら

道の駅いながわに求められる役割にあった整

備を進めていきます。

産業拠点地区プロジェクト 

①背景 

新名神高速道路の高槻－神戸間の開通と

インターチェンジの供用は本町に大きな影響

を与えることが想定されます。大阪・神戸など

関西圏の主要都市へのアクセスは飛躍的に

向上するとともに、西日本から東日本までカ

バーできる交通利便性に優れた地域となる、

この機会に本町では新たな雇用創出、地域

振興を目的にインターチェンジ付近の町有地

を活用した産業拠点の整備に取り組みます。

本町は、大都市近郊に立地する住宅型都

市として、特に昭和 40 年代以降、急速に発
展してきましたが、そのニュータウンで生まれ

育った若い世代が町外へ流出し、そのまま戻

らないことが現在の大きな課題となっていま

す。

②労働需給のマッチング 

しかし、「Ⅱ．猪名川町地域創生の基本的

な考え方」や別冊の人口ビジョンにおいて、

本町の人口減少・高齢化は、全国的な動向

よりも遅れて始まり、かつ減少が緩やかとなっ

ています。すなわち、若い世代の流出が課題

とは言え、町内に残る若者も比較的多いと見

ることもできます。

これは、本町に参入を考える企業にとって

は労働力確保の面で有利であり、企業誘致

に効果があります。「雇用機会の創出による

若年層の町外流出の抑制」と「充実した労働

力確保による企業参入」、この２つが効果的

に絡み合いマッチングし、スパイラルアップし

ていくことで、本町の地域創生、若い世代の

人口流出抑制に大きな効果が期待できま

す。

③転入促進による相乗効果 
ただ、町内に企業参入があり、雇用が生ま

れても、町外から通う人ばかりでは、メリットを

十分に活かしているとは言えません。町外か

らの転入促進についての取り組み強化も本

プロジェクトの一部です。

猪名川町で職住ライフ 
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雇用はひとりであっても、家族で転入があ

れば人口増加は数倍となります。さらにそれ

が子育て世代など若い家族であれば、その

子どもが成長し将来の本町を担っていく人材

となります。

この機会に、空き家活用を含めた良質な住

宅の供給や、子育て環境の充実、子育て環

境や暮らしやすさのＰＲなども併せて実施す

れば、転入促進に相乗効果が期待できま

す。

また、本町の特に 20代~40代の世代では
男性よりも女性の人口が多いという不均衡が

見られます。こうした企業参入の機会に、出

会いの場を創出する施策を併せて実施すれ

ば、婚姻率や出生率向上にも効果が期待で

きます。

④まとめ 

「企業誘致の推進」に関する施策は、主に

「基本方針３．産業育成と交流促進」に挙げ

ていますが、これを地域創生の機会として効

果的に捉えるため、「基本方針１．住み続け

たいまちづくり」や「基本方針２．子育てしや

すいまちづくり」の施策とも連携して取り組ん

でいきます。

ペレット製造施設を核とした里山活用プラン

①背景 

本町は、大都市近郊の住宅型都市として

発展してきましたが、一方で町内の約 8 割が
クヌギやコナラなどの広葉樹が占める森林と

いう豊かな自然環境が残る町です。こうした

豊かな自然環境は、本町が誇る財産のひと

つであり、また町民にとっても、転入を考える

町外の方にとっても本町の良い点として認識

され、高い評価を得ています。

山林は、かつては薪炭など燃料、肥料、し

いたけ原木など暮らしの一部として活用され、

人々に価値のあるものとして認識されるととも

に、日々人の手が入ることで適切に太陽の光

が入り、生物多様性にも優れる美しい山とし

て維持されてきました。しかし、近年のライフ

スタイルの変化によって、山に入る機会は激

減し、その結果、暮らしの一部としての山の価

値は低下し、美しい風景が荒れてきています。

山は、一部の町民を除いては、生活とは遠い

存在となっています。

木の温もりを感じるまち－猪名川町 
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②山林資源の地産地消

本町では、このような現状を憂慮し、豊かな

自然環境を「共有の財産」としてとらえ、里山

の活用・整備・管理を進めるための「猪名川

町里山再生基本構想及び実行プログラム」を

策定し、取り組みを進めています。その一貫

として、本町産の木質ペレットを製造する施

設を整備するとともに、その利用を促進します。

木質ペレットの供給と需要を合わせて創出す

ることで、山林資源の地産地消を目指し、里

山や環境の保全を行っていくものです。

③健康・生きがい・愛着を育む里山づくり

ペレット製造や木材資源の利用などについ

ては、「基本方針３．産業育成と交流促進」の

なかで「農林業の活性化」として挙げていま

すが、里山再生には森林組合や関係事業者

が中心となるものの他に、里山を活用した環

境教育の充実や景観の優れた箇所の観光ス

ポット化など、町民やボランティアが携われる

こともたくさんあります。こうした活動に地域の

高齢者等が積極的に関わることができれば、

趣味・生きがいにつながるほか、健康づくり、

元気に暮らせる猪名川町のＰＲにつながるこ

とが期待できます。

また、子どもに対する環境学習・体験は、

子育て世代の親にとっても魅力的であり、ま

た、子どもにとってもこうした活動・経験は忘

れがたく、本町の愛着につながるものであると

期待します。

④まとめ 

以上のような活動が継続し拡大していけば、

農業体験や「多田銀銅山」、猪名川天文台ア

ストロピアなど既存の観光資源も含めて『都市

近郊型里山』は本町のブランドとして定着し、

本町を広くＰＲする資源になると予想されま

す。

「ふるさと猪名川」プロジェクト 

①背景 

本総合戦略策定の一環として実施した高

校生アンケート（兵庫県立猪名川高等学校対

象）によると、高校卒業後に本町に住みたい

と考えている割合は22.6％であり、あまり高い
とは言えない状況です。本町に愛着を持ち

「住み続けたい」と思う気持ちは、若者の町外

流出への歯止めとなり、また進学等により一

旦町外で暮らしても将来的に戻ってくるきっ

かけとなると考えられます。

映画館やゲームセンターなどの娯楽施設、

おしゃれなレストランやデパートなどの商業施

設、堅実に収入を得られる大企業や仕事、と

いった「猪名川町にもっとあったら良いのに」

やりたいこと－猪名川町でならできる！ 

本町産の広葉樹材の木質ペレット
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や「ここには何もない」と安易に若者に思わせ

てしまわせないよう、本町に残るすばらしい資

源を知ってもらい、これからどう生かしていく

かを考えることで、本町への愛着を育ててい

く、それが「ふるさと猪名川プロジェクト」で

す。

高校卒業を機に都会に出たい、夢を叶え

たい、といった若者の気持ちは大切です。し

かし、本町の魅力や、本町での仕事、暮らし

をしっかりと伝えておく意味は大きいと考えま

す。

②２つのステップ 

「ふるさと猪名川プロジェクト」で若者に働き

かけたいのは、高校卒業までのステップと、

本町を離れた後、地元へのつながりが薄くな

ってくるステップの大きく２つに分けられます。

１つ目のステップでは、「基本方針２．子育

てしやすいまちづくり」で示した農地や里山を

活用した環境教育、「基本方針３．産業育成

と交流促進」で示したとおり、本町内で働く

様々な人・職など地域の仕事を学び・伝え、

地域で様々な仕事に従事する人々の仕事ぶ

りや想いを感じてもらうことが、「ふるさと猪名

川」への愛着の醸成につながると考えられま

す。

そして、高校生が「自分が町長になったら」

というテーマで本町の将来と施策案を考え、

コンテストで発表・意見交換を行う『（仮称）猪

名川町の未来を描くフォーラム』の実施を想

定します。これにより「20 年後、町長にな
る！」、そんな言葉を胸に高校を卒業してもら

えることに期待します。

２つ目のステップには、本総合戦略に示す

様々な施策や本町の特色ある取り組みを町

外の方に向け積極的に情報発信することによ

り、本町に対する意識の希薄化を抑え、「ふる

さと猪名川」への愛着の維持を図ります。

③まとめ 

「ふるさと猪名川プロジェクト」の効果は、す

ぐに人口減少の抑制といった形で得られるも

のではありませんが、長期的な展望の中で発

現することが期待されます。

多世代交流型公園プロジェクト 

①背景 

本町では、小さな子どもを持った世代が比

較的多く生活されています。ベッドタウンとし

て整備された町には、特徴のある公園が整備

されており、子どもの遊び場として、また子育

て世代の交流の場として利用されている一方

で、老朽化した公園遊具は安全性の問題か

ら撤去しています。

「子育てのまち猪名川町」を今後、町民に

実感してもらうためには、以前のように子ども

人と人のつながりを築くまち－猪名川町 
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の楽しそうな賑やかな声が響く公園が必要に

なります。

また、健康長寿のまちで知られる本町には、

元気でいきいきと暮らす高齢者も多くおられ

ます。人生経験豊富な高齢者の方々が持つ、

知識と経験は本町にとっての財産であり、後

世に引き継いでいくことが必要です。

②多世代が集う交流の場としての公園の役割

公園に求められる機能は、多くあります。

「子どもの遊び場」、「お母さん、お父さんの情

報交換の場」、「体力づくりなど健康増進の

場」、「休日を家族で過ごす憩いの場」など多

種多様の目的で公園が利用されます。これら

の目的を公園という一つの空間で充足するた

めには、一つひとつの公園を総合公園として

考えるのではなく、猪名川町というまちを公園

として考えることが必要です。本町が目指す

全町公園化計画は、こうした考えのもと、それ

ぞれの地域が持つ特色を公園の魅力として

整備していきます。

生活の場に近い街区公園にあっては、子

どもの遊び場として機能を充実させるために、

特徴づけを行った遊具を設置し、子育て世代

が集まれる公園を目指します。また、総合公

園など比較的大きな公園には、子どもだけで

なく、高齢者や多くの人が集まり、世代を超え

た交流の場として公園を整備していきます。

この他、大野アルプスランドや杤原めぐみの

森、内馬場の森など、本町の魅力である里山

を活かした自然体験型のフィールドについて

も、公園としての役割を担うように特色ある整

備、活用が必要になります。

③まとめ 

このように公園は様々なニーズを充足する

場として、多くの人が集える場所となります。

本町にしかない特色を活かした公園整備を

進めることで、多世代が交流することで地域コ

ミュニティの醸成を図りながら、子育てのまち

猪名川町として満足してもらえるように取り組

んでいきます。
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３．重点プロジェクトと施策体系

重点プロジェクトは、Ⅲ章、Ⅳ章に示した様々な施策・事業を横断的に結びつけたものです。

ここでは、５つの重点プロジェクトと施策体系の関連を表形式で示します。

施策体系と重点プロジェクトの関連性

基本方針 重点施策 具体事業
重点プロジェクト

道の駅 産業
拠点

里山
活用

ふるさと
猪名川 公園

１.住み続けたい
まちづくり 

1-1 参画と協働によるまちづくりの推進

コミュニティ活動の活性化と主体的
なまちづくりの促進 ○ ○

まちづくり協議会の活動推進
文化・芸術活動の促進 ○ △ △

1-2 移住・定住促進

若者のふるさと教育 ○ ◎
ふるさと回帰支援・第二のふるさと
づくり    ◎  

良好な住宅・宅地の供給 △

1-3 健康・長寿のまちづくり
健康づくり・生きがいづくりの支援 △ △ ○
スポーツによる健康増進 ○
コミュニケーションの場の創出 ◎

1-4 公共交通の充実
バス交通の充実 ○
地域交通の充実
公共交通の利活用

２.子育てしやす
いまちづくり

2-1 「子育てのまち猪名川町」猪名川ブランドの確立

子育て支援体制の充実
ICT等による学校教育の充実
環境教育・情操教育の支援 ○ ○ ○ ◎

2-2 出会い・結婚のきっかけづくり
婚活支援 ○
結婚から出産・育児のサポート

2-3 女性の多様な働き方の支援
就業支援 △
教育との連携支援

2-4 地域みんなで子育て支援
子育て家族支援
「子育てのまち猪名川町」のＰＲ △ △ △

３.産業育成と 
交流促進

3-1 地域産業の育成
経営指導など地域産業を担う体制づ
くり  △    

猪名川町で働く意識醸成 △ △ ◎

3-2 雇用機会の創出
企業誘致の推進 ◎
創業支援・企業支援 ○

3-3 農林業の活性化

農業の振興 ◎ ○ △
農業と観光の連携 ◎ △
農業の六次産業化の取り組み ◎ △ △
木質バイオマスの活用 ○ ◎ ○

3-4 観光活性化による交流促進
観光振興と交流人口の拡大 ○ △ △
特色あるイベントの実施 ○ ○
新名神高速道路の効果の取込み ○ ◎ ○

◎：当該プロジェクトの基幹となる施策・事業 
○：当該プロジェクトと強い関連のある施策・事業、同時に実施すると効果的と思われる施策・事業 
△：当該プロジェクトと関連のある施策・事業
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Ⅵ．計画の推進体制と施策の効果確認
１．推進体制

「猪名川町地域創生総合戦略」

の推進体制は、行政依存ではな

く町民が主役であることを強調せ

ねばなりません。本町では、地域

コミュニティやボランティア活動な

ど、町民のつながりが強いことが

特徴ですが、将来はこれが重要

な鍵となります。

「基本方針１．住み続けたいま

ちづくり」では、町民自身、まち

づくり協議会、各種のボランティ

ア団体や NPO法人等の住民団
体など、「基本方針２．子育てし

やすいまちづくり」では、未婚者、

子育て世帯、あるいは子育て団

体や教育機関、「基本方針３．産

業育成と交流促進」では、商工

会、農林業者、創業有志、企業

や事業者、観光協会などが、ま

ちづくり推進の主体・協働者とな

ります。

地域創生の効果の確認や方

向の修正などの統括は、本計画

策定のために組織された「産・

官・学・金・労・言」の構成員から

なる「有識者会議」、町長を本部

長に構成する「推進本部会議」で行います。

また、予算面については、地方創生先行型交付金等の国の財政的支援制度を活用し、効率

的に地域創生を進めます。

２．施策の効果の確認

本地域創生総合戦略による選ばれる猪名川町づくりを実現するために、ＰＤＣＡサイクルを確

立し、本計画において実施された施策の効果を評価・検証し、本計画や具体的事業の見直しを

行っていきます。

ひと 

まち 

しごと 選ばれる町、 

猪名川町 子育て世帯 

未婚者 

教育機関等 

子育て団体 

など 

協働、 

 連携等

協働、 

 連携等

協働、 

 連携等

創業有志 

商工会 
観光協会等 

企業・事業者

農林業者

など 

まちづくり協議会
町民自身

ボランティア団体
住民団体
など 

猪名川町（行政）

猪名川町地域創生有識者会議

猪名川町地域創生推進本部会議 

支援・協力等 効果の把握等 

本町の地域創生総合戦略の推進体制のイメージ
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基本方針に掲げる数値目標は、各重点施策に設定したＫＰＩの示す結果が、関連し合って達

成されるものです。施策の効果の確認は、この各重点施策のＫＰＩの数値をモニタリングすること

で行います。

ＫＰＩに基づく施策の実施状況が良好で、かつ効果が十分に発揮されている場合は、その施

策の継続または終了を検討します。

施策の実施状況が不十分であったり、また実施されていても効果発現が見られなかったりする

場合は、ＫＰＩの再設定も含め見直しと改善を図ります。

この見直しと改善は、基本的に毎年度に行ない、基本方針の数値目標は５年ごとに確認しま

す。


