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ぐるぐる但馬



新ビジョンの方向性

1 個性の追求

5：磨かれる五国の個性

6 次代への責任
35：地域のエネルギー自立
36：カーボンニュートラルな暮らし

3 つながりの再生

19：進む地域経済循環



出典：兵庫県但馬県民局ホームページ

但馬地域の特色

・面積は県全体の約4分の1を占める

・自然公園、山地、温泉など自然が豊富

・地域資源を活かした観光業が盛ん

・人口減少、少子高齢化が進む

・雇用、産業の担い手の減少

自然環境×地域経済 地域循環共生圏



但馬の地域循環を支える３つの分野

第一次産業の振興

①林業の新たな取り組み

エネルギー自給率の向上

②地域内の発電と利用

公共交通機関の充実

③地域内輸送の拡大

産業 エネルギー 交通

森林事業と発電の連携 乗り物への電力供給



産業における循環
林業とCLT



兵庫県内の森林

・県土面積に占める森林の割合は67％

そのうち、民有林は63％

出典：公益財団法人兵庫県営林緑化労働基金



CLT（Cross Laminated Timber、直交集成板）

出典：一般社団法人日本CLT協会



CLTの特徴

施工がはやい 軽い

出典：一般社団法人日本CLT協会



CLTの特徴

地震に強い 火にも耐える

出典：一般社団法人日本CLT協会

製造時

→かんな屑などはペレット材料に、端材はバイオマス燃料に



・原材料となるスギなどの伐採

→森林業の雇用増加

・CLTの加工・開発

→工場での雇用増加

CLTによる雇用創出

写真：SPS_Architekten

出典：これを読めばわかるCLT（一般社団法人日本CLT協会 公益財団法人日本住宅・
木材技術センター）

https://clta.jp/wp-content/uploads/2017/04/CLT_BOOK_28P_FIX_9MB.pdf



どこで CLTを使うか

出典：一般社団法人日本CLT協
会
写真撮影：上田宏

出典：一般社団法人日本CLT協会
写真撮影：（株）竹中工務店

上：真庭市立中央図書館（岡山県）

左：タクマビル新館（研修センター）
（兵庫県尼崎市）



どこでCLTを使うか

真庭市役所前バス待合所（岡山県）
出典：一般社団法人日本CLT協会
写真撮影：銘健工業（株）



産業の循環のまとめ

地域内での雇用が増加

木材利用による地域内収入

地域内で生まれたエネルギーの利用

産業・エネルギーの循環が可能



エネルギーの循環



兵庫県のエネルギー自給率

・兵庫県のエネルギー自給率は2019年時点13.51％で全国33位

・県内市町別ランキング 10 位以内に但馬地域内の市町はなし



・今後はエネルギーの地産地消に向けたさらなる取組みが必要

・太陽光、風力、木質バイオマス、廃棄物エネルギー、温泉熱等の
再生可能エネルギーをさらに活用することで、地域内でエネルギーを
循環させることができる

・エネルギーが地域内で循環することで雇用が創出され、地域経済の
活性化にもつながる

・地域のエネルギーが自立することで災害にも強いまちへ



再生可能エネルギーの導入ポテンシャル



但馬地域でのバイオマスエネルギーの活用

・朝来市の木質バイオマス発電所

製材所、燃料チップの加工工場、発電所が一体とな
っているため効率よく発電がおこなえる

・養父市のバイオガス発電所

食料加工会社の廃棄物などから発生する
メタンガスを利用して発電

・但馬地域には森林などの地域資源が豊富にあるため、他の市や町でも
このような取り組みを行うことは可能である



温泉熱発電

・但馬地域は温泉が多く存在する

・新温泉町にある湯村温泉では温泉熱を利用した発電を行っている

→電気代の削減や災害時の防災拠点にすることができる

・今後活用できる可能性が多く残されている

(地域内の公共施設への利用やビニールハウスへの利用など)



・但馬地域では森林の割合が非常に高く、間伐材や廃材等の資源が豊富

→バイオマスエネルギー導入の余地が多く残されている

・採算性の問題や労働人口の減少など課題は多い

→自治体と森林組合や電力会社が協力し、バイオマス発電を増やして

いくことが重要

・今後CLT建築が増えることでバイオマス発電の発展にもつながる

・温泉熱発電においても今後のさらなる活用が期待される

エネルギー循環のまとめ



人･物の循環を
めぐる動き
～公共交通を事例に～



地域の足を守る動き

・貨客混載の取り組み(全但バス神鍋高原線)

・「上限200円バス」施策(但馬の一部と宍粟市､三木市､加古川市､丹波篠山市)



新しい人･物の流れを生みだす動き

・夢但馬周遊バスたじまわる

→予約不要､ガイド付き､500円の定期観光バス。

公共交通機関と観光地を周遊する。

・グリーンスローモビリティの実証実験(朝来市)

→電動かつ時速20km未満で公道を走る交通機関。

環境負荷が少なく､既存の交通を補完する役割が

期待されている。



新しい人･物の流れを生みだす動き

・シェアリングエコノミーと「白タク」

・ドローンの活用と「空の道」整備

→運輸部門の環境負荷抑制、多様な移動手段から自由な選択、住民
が自ら交通をコーディネートする立場に



まとめ

より効率的かつ効果的なインフラの活用が目指されている

・運輸と交通､物流､都市計画､福祉､環境など､従来の壁を越えた

取り組みが実施されている（クロスセクター効果）

・従来の行政界にとらわれない地域の枠組みを作ろうという試み

（広域連携）

・住民たちが自主的にサービスを管理･運営し行政がそれをサポ

ートする動き（新しい公共）

・住民のニーズに合ったサービスを提供し､行動変容を促す（モ

ビリティ･マネジメント、MaaS、ICTの活用､ドローン）



全体のまとめ

・林業(CLT)やバイオマスエネルギーなど、過疎地がポテンシャルを持っている

分野は存在することがわかった。

・それぞれの分野で地域資源を活かしていく、地域でできることを増やしていく

ことが重要。「内発的な発展」。

地域資源と人が循環し、環境に優しい但馬を作りましょう



参考文献

兵庫県「但馬地域の紹介」

https://web.pref.hyogo.lg.jp/tjk01/tajima/intro.html

兵庫県「但馬県民局」

https://web.pref.hyogo.lg.jp/area/tajima/index.html

兵庫県「但馬地域ビジョン（バージョン２）本編」

https://web.pref.hyogo.lg.jp/tjk04/documents/tajimavision2-hinpen.pdf

https://web.pref.hyogo.lg.jp/tjk01/tajima/intro.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/area/tajima/index.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/tjk04/documents/tajimavision2-hinpen.pdf


参考文献

一般社団法人日本CLT協会ホームページ HOME>CLTとは

https://clta.jp/clt/

一般社団法人日本CLT協会ホームページ HOME>実例集（建築）

https://clta.jp/case/page/8/

一般社団法人日本CLT協会・公益財団法人日本住宅・木材技術センター、2016年、『これを読めばわかるCLT』、株式会社創樹社（編集協力）

https://clta.jp/wp-content/uploads/2017/04/CLT_BOOK_28P_FIX_9MB.pdf

公益財団法人兵庫県営林緑化労働基金 兵庫県の森林の概要

http://www.hyo-eirin.or.jp/hyogo-about.html

兵庫県ホームページ ホーム＞県政情報・統計（県政情報）＞広聴＞広聴活動＞第20回「県民意識調査」調査結果（平成26年度）

第20回 県民意識調査報告書（P1〜P98） 調査テーマ 「参画と共同による兵庫のふるさとづくり」

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk04/documents/dai20kaikenminisikityousahoukokusyo1.pdf

https://clta.jp/clt/
https://clta.jp/case/page/8/
https://clta.jp/wp-content/uploads/2017/04/CLT_BOOK_28P_FIX_9MB.pdf
http://www.hyo-eirin.or.jp/hyogo-about.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk04/documents/dai20kaikenminisikityousahoukokusyo1.pdf


参考文献

温泉熱利用事例集 (env.go.jp)

参考資料4_2020年度・2030年度の再生可能エネルギー導入目標の算定 (hyogo.lg.jp)

資料２－１ 但馬の現状 (hyogo.lg.jp)

兵庫県2050年温室効果ガス０https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202011/0013835101.shtm

2050年に向けた地方ガス005_10_00.pdf (meti.go.jp)

地域課題の解決に資する地域循環共生圏の創造1_2_01.pdf (env.go.jp)

地域が経営する分散型インフラ「シュタットベルケ」とは – HATCH ｜自然電力のメディア (shizen-hatch.net)

http://www.env.go.jp/nature/onsen/pdf/case_examples_1903.pdf
https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/application/files/2814/8670/8150/ref04.pdf
https://web.pref.hyogo.lg.jp/tjk04/documents/shiryou2.pdf
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202011/0013835101.shtm
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/2050_gas_jigyo/pdf/005_10_00.pdf
http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h30/pdf/1_2_01.pdf
https://shizen-hatch.net/2020/01/16/stadtberge-j/


参考文献

全但バス「ヤマト運輸と全但バスが『客貨混載』を開始」ヤマト運輸と全但バスが「客貨混載」

を開始 | 全但バス株式会社 (zentanbus.co.jp)

夢但馬周遊バス「たじまわる」 | 全但バス株式会社 (zentanbus.co.jp)

JR西日本、10月ダイヤ改正で昼間中心に運行本数を約130本削減へ。来春には朝通勤時間帯もダイヤ見直し - トラベル Watch 

(impress.co.jp)

湯村温泉－鳥取駅結ぶ「ゆめぐりエクスプレス」廃止 赤字続き来年３月末｜但馬｜神戸新聞NEXT (kobe-np.co.jp)

https://www.zentanbus.co.jp/information/15744/
https://www.zentanbus.co.jp/tajimawaru/
https://travel.watch.impress.co.jp/docs/news/1325607.html
https://www.kobe-np.co.jp/news/tajima/202011/0013867417.shtml


ご清聴ありがとうございました



参考資料など



水資源に関して

2018年度末現在、兵庫県の下水道整備率93.2%、生

活排水処理率98.9%。

水道(簡易水道含む)普及率は99.8%。

自己水源が不足する阪神間4都市(神戸､尼崎､西宮､芦

屋)は淀川水系から水道用水を取水。(年間3億m³/県内

の生活用水の39%､4市の88％)

ため池数24400で都道府県別最多(2020年度末現在)

水資源開発や送水により､渇水や洪水の被害は軽減さ

れつつある



光ファイバの整備率

国内の整備率98.8% 兵庫県の整備率99.8%

日本は国際的に見て固定系ブロードバンドに占める光ファイバの割合が高い。

↓出典：総務省「ブロードバンド基盤の整備状況(2019年3月末)」



分散型社会のメリット・デメリット

メリット デメリット

働き方

・デジタル化による多様な働き方の可能性

（リモートワーク、IT）

・地価が安い

・対面コミュニケーションの必要性

・地方からの通勤、通学には時間がかかる

・イノベーションの困難さ

インフラ

・災害時のリスク分散

・地域内におけるエネルギー循環の現実性

・供給が十分に行き渡らない可能性

・維持費用の問題

共通

・地産地消による価値循環

・地域内における雇用の創出

・地域の活性化の可能性

・企業移転や設備等のコストが膨大

・ノウハウの共有面で都市よりも不利

・社会基盤が都市よりも貧弱（医療、教育）

・分散後の物流、交通網の網羅の可否

・企業、施設の移転の困難さ



インフラの維持管理が課題になっている

建設後50年を経過した橋梁は2025年には42％に急増



資料集（藤本）

光ファイバの整備率

「ポストコロナ」時代におけるデジタル活用について000715007.pdf (soumu.go.jp)

水資源の話

兵庫県「下水道の普及率」兵庫県／下水道の普及率 (hyogo.lg.jp)

兵庫県「ひょうご水ビジョン」兵庫県／ひょうご水ビジョン（改定：平成28年3月） (hyogo.lg.jp)

農林水産省「ため池管理保全法に基づく都道府県別の対応状況について」 ため池管理保全法に基づく都道府県
別の対応状況について：農林水産省 (maff.go.jp)

食料自給率

『兵庫県における食料自給率向上対策ー地産地消の取り組みー』ja (jst.go.jp)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000715007.pdf
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks16/wd18_000000034.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk09/hyogomizuvision10.html
https://www.maff.go.jp/j/nousin/bousai/bousai_saigai/b_tameike/tameike_taiou.html
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcr/55/0/55_KJ00007114903/_pdf/-char/ja#:~:text=%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E3%81%AE%E9%A3%9F%E6%96%99%E8%87%AA%E7%B5%A6%E7%8E%87%20%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E3%81%AE%E9%A3%9F%E6%96%99%E8%87%AA%E7%B5%A6%E7%8E%87%E3%82%92%E4%B8%8A%E8%A8%98%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%A7%E7%AE%97%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%EF%BC%8C%E3%82%AB%E3%83%AD%20%E3%83%AA%E3%83%BC%20%E3%83%99%E3%83%BC%20%E3%82%B9%20%EF%BC%9A16%EF%BC%85%20%EF%BC%8841%EF%BC%85%EF%BC%89%EF%BC%8C%E7%94%9F%E7%94%A3%E9%A1%8D%E3%83%99,%E3%83%BC%E3%82%B9%20%EF%BC%9A35%EF%BC%85%20%EF%BC%8865%EF%BC%85%EF%BC%89%EF%BC%8C%E9%87%8D%E9%87%8F%20%E3%83%99%E3%83%BC%20%E3%82%B9%20%EF%BC%9A25%EF%BC%85%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%EF%BC%8E%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E5%88%A5%E3%81%AB%E3%81%BF%E3%82%8B%E3%81%A8%EF%BC%8C%E6%B7%A1%E8%B7%AF%E5%B3%B6%E3%81%AB%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E3%81%95%E3%82%8C%20%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E9%A3%9F%E6%96%99%E4%BE%9B%E7%B5%A6%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%A7%E3%81%AF100


資料集（藤本）

赤穂市／東備西播定住自立圏圏域バス「ていじゅうろう」 (ako.lg.jp)

神戸市：連節バス「Port Loop（ポートループ）」 (kobe.lg.jp)

→地域の枠組みを作り直そうという取り組み

大阪往復、１・５倍に増便 神姫バスが来月ダイヤ更新｜三田｜神戸新聞NEXT (kobe-np.co.jp)

神戸空港/三宮・姫路間で直行便バス、姫路駅は経由せず 4月から | FlyTeam ニュース

→働き方とか通勤への志向の変化

https://www.city.ako.lg.jp/koushitsu/kikaku/areabus.html
https://www.city.kobe.lg.jp/a80014/shise/kekaku/jutakutoshikyoku/sogokotsu/lrtbrt.html
https://www.kobe-np.co.jp/news/sanda/202103/0014153936.shtml
https://flyteam.jp/news/article/131532


資料集（藤本）

全但バスとヤマト運輸が「客貨混載」を開始 | ヤマトホールディングス (yamato-hd.co.jp)

ひょうご経済＋｜経済｜野菜、路線バスで直売所へ ＪＡと神姫が混載実験 (kobe-np.co.jp)

新型コロナ: 路線バスが買い物代行、兵庫県宍粟市など: 日本経済新聞 (nikkei.com)

大学バスのご案内 (fukusaki-kokyokotsu.jp)

鉄道の活性化及び鉄道を利用した地域の活性化 (mlit.go.jp)

赤字路線バスの完全復活。イーグルバス・谷島賢の“超地域密着戦略”に迫る！ - U-NOTE[ユーノート] - 仕事を楽しく、毎日をかっこ良く。 -

→インフラを工夫によって守ろうという取り組み

→インフラの維持が困難になっている事例

https://www.yamato-hd.co.jp/news/h29/h29_23_01news.html
https://www.kobe-np.co.jp/news/keizai/202101/0014015838.shtml
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59032890T10C20A5LKA000/
http://fukusaki-kokyokotsu.jp/universitybus.html
https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000160549.pdf
https://u-note.me/note/47502716


水資源に関して



新しい需要に応える交通

・東備西播定住自律圏圏域バス「ていじゅうろう」

→市町村、都道府県の枠組みにとらわれないコミバス

・神姫バスの短距離高速バス大増便

・夢但馬周遊バスたじまわる

→予約不要､ガイド付き､500円の定期観光バス！

・コミュニティ交通「住吉台くるくるバス」「ぐるっと生

瀬」「グリーンスローモビリティの実験(明石市､朝来市)」

・神戸市の連接バス「Port Loop」

画像引用元はのちほど記載



食料自給率

兵庫県の食料自給率は、カロリーベー

スで16％、生産額ベースで 35%。

国全体よりかなり低い数値。


