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 Ⅰ 西脇市総合計画・行動計画の概要  

 

 

１ 行動計画策定の趣旨 

本市は、平成19（2007）年に都市経営の 上位計画として「西脇市総合計画」を策定

し、将来像「いのちいきいき 自然きらきら 共生のまち にしわき」の実現に向けた

政策の展開方針を示しています。本計画は、その実現に向け、平成24（2012）年度を目

標とする前期基本計画に掲げる政策・施策の推進を図るため、具体的に取り組む事業内

容や活動方針を体系的に取りまとめたものです。 

 

２ 行動計画の位置付け 

  本計画は、短期的な視点から計画期間における行政活動の方針を取りまとめたもので

あり、予算編成や事務執行など本市の経営の指針となるものです。 

 

３ 行動計画の期間 

  平成22年度 ～ 24年度（３か年） 

  次年度以降、１年ごとにローリング（事業の実施→計画の修正）をしていきます。 

 

４ 行動計画の対象事業 

前期基本計画に掲げる政策・施策の実現に向け、その核となる主要な事業や活動方針

を対象としています。具体的には、本計画の期間内に実施を見込む新市まちづくり計画

に位置付ける事業、新規事業、拡充事業、重点的に取り組む事業を中心に選定していま

す。従って、すべての事業を掲載したものではありません。 

 

５ 行動計画の推進に向けて 

  本計画の推進による市民の生活実感や満足度を探るため、「まちづくり市民アンケー

ト」を実施し、前期基本計画に掲げる「まちづくり指標」などについて継続的に調査し

ていきます。また、総合計画審議会の答申などに基づき設置された「総合計画推進市民

会議」において、計画の実施状況の検証を行っていきます。 

  さらに、事務事業評価をはじめとする行政評価システムとの連携を図り、評価結果を

踏まえた計画の見直しを行っていきます。 
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６ 総合計画の構成と政策・施策・事務事業の体系 

本市の総合計画は、「基本構想」「基本計画」「行動計画」の３つの層から構成さ

れます。 

このうち、「基本構想」と「基本計画（前期：平成19年度～24年度）」については、

平成19年９月に策定しています。「行動計画」は基本計画に掲げる「目的」（＝施

策）を実現するための「手段」を示したものとなります。 

また、本市における総合計画と政策・施策・事務事業の体系については、下記のと

おりです。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☞「行動計画」という名称について… 

   政策・施策の実現のために主体的に実行していく姿勢とともに、検討課題や 

方向性についても示していくことから、「行動計画」という名称を用います。 

 

 

 

基本構想で示したまちづくりの分野 

分野別の展望を実現するための展開 

政策を実現するための具体的な方策・対策 

施策を実現するための手段である個々 の事業 

政 策 

施 策 

分野別の展望 

（基本政策） 

主な取組事業 

事務事業(人件費事業含む。) 

基本構想 

行動計画 

基本計画 

手段 

目的 

目的 

手段 目的 

手段 
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＜基本政策.１＞　ともに支え合い、笑顔輝くあたたかなまち

 ともに支え合う地域の福祉体制の整備

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

＜市民生活課・高齢福祉課＞

Ｈ24 事業概要

Ｂ 【再掲】 自治会等の協力の下、地域に住む要援
護者の情報を記録した福祉票を作成
し、緊急時に必要な支援が速やかに行
える体制を全市的に構築する。

要援護者の見守り体制の構築
拡充

事　業　名 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23

 施策 1-102　 地域の安心ネットワークシステムの構築

Ａ
地域住民の助け合いと支え合いを基盤
にした本市における地域福祉推進の基
本方針を示した計画を策定する。

地域福祉計画の策定
基礎調査 策定 完了

運用

＜地域福祉課＞

 施策 1-101　 市民主体の地域福祉活動の推進 

事　業　名 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 事業概要

84.4％

社会福祉協議会のボランティアセンターの登録団体数 41グループ 41グループ 41グループ

身近な地域の支え合いの輪に参加すべきと考える市民
の割合

58.9% 76.3%

Ｈ20実績値 達成状況

福祉サービスの紹介や相談体制が整っていると感じて
いる市民の割合

29.6% 38.8% 38.4％

設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ19実績値

政策１

すべての市民が、住み慣れた地域で自立して、その人らしい生活が送れるように、多くの市民が、思
いやりの心を持って地域の福祉活動に参画し、地域で支え合い、助け合うことのできる社会になって
います。

 行動計画の読み方  

 

 行動計画は、次のような構成となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本計画に示す基本政策 

と政策の名称 

基本計画に示す実現したいま

ちの姿・市民の生活像をあら

わした「目指す姿」 

基本計画に示す「まちづくり指標」の計

画策定時の数値と年次更新した実績値 

「達成状況」の表示は次のとおり。 
   

方向性どおり達成できているもの 
 
方向性どおり達成できていないもの 

始期・終期が計画年度内の事業は ●で、終

期が計画年度以降になるものは→で表示 

施策ごとに対象事業の事業名・

取組内容・事業概要を掲載 「目指す姿」の実現に向けた事業の優先度を表示 

Ａ… 目指す姿を実現するため、最優先に取り組む事業 

Ｂ… 目指す姿を実現するため、優先して行う事業 

Ｃ… 目指す姿を実現するため行う事業であるが、相対的に 

優先度が低い事業 

平成22年度からの新規・拡充事業には、新規  拡充 を表示 
 

複数の施策に掲げている対象事業には【再掲】と表示 
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Ⅱ 平成２２年度の市政経営の基本姿勢 

 

１ 市政経営の方向 
 
人口減少と少子高齢化、経済の低成長などにより、わが国の社会成長の先行きが

不透明な厳しい時代を迎える中、本市の将来像である「いのちいきいき 自然きらき

ら 共生のまち にしわき」の実現を図るためには、ふるさと西脇を構成するあらゆ

る主体が、知恵を出し、汗をかきあって課題の解決に当たり、いつまでも住み続けた

いと願える地域社会づくりを推進していかなければなりません。 

一方、地域主権社会に向けた潮流が確実に押し寄せてきており、こうした流れを

ただ待ち受けるのではなく、市民自治のまちづくりを積極的に進めることによって、

自らが地域主権者となって、気概をもった市政運営を進めていきます。そのためにも、

まちの元気の源である「市民力」、まちの賑わいと活力を創出する「地域力」、そし

て「行政力」が一丸となって、今やらなければならない事業や施策を確実に展開し、

「市民主役のふるさと運営」の下、「人、地域、産業が元気なまち」西脇市の実現に

向けて、果敢に取り組んでいきます。そして、本市の経営に当たっては、健全な財政

運営に注意を払いながら、市民サービスの安定的な確保に努めていきます。 

 

平成22年度の財政見通しは、自主財源の充実・強化を図ろうとする地方財政対策

により、地方交付税の増額が見込まれるものの、長引く景気の低迷によって、市税収

入は、昨年に引き続き大幅な落ち込みが確実です。一方、歳出では、少子高齢化によ

る扶助費などの大幅な負担に加え、病院事業・下水道事業などへの負担が見込まれ、

依然として厳しい状況が予想されます。 

こうした中、本年度の予算編成に当たっては、本市を取り巻く厳しい地域経済や

雇用情勢を踏まえ、施策の重要性・緊急性を十分考慮し、事業の選択を行うとともに、

基金等の活用により、財源確保を図りました。 

   一般会計は、地方財政計画を上回る昨年比 2.4％の伸びを確保しましたが、企業会

計では、病院改築事業費及び県水受水事業費の減少などにより、昨年比12.2％の減額

となり、全会計では 2.0パーセント減の堅実的な予算としました。なお、国の経済対

策に係る補正に対応した平成21年度３月補正予算を含めますと、一般会計の実質的な

伸びは 5.0％となり、前向きな予算となっています。 

 

平成22年度は、市町合併による本市誕生から５年の節目となる年であり、新たな

枠組みの自治体基盤が整ってきた中、今取り組まなければならない課題、そして将来

のふるさとづくりへの布石となる課題について、市民の皆様との参画と協働の下、

しっかりと実践していかなければならないと決意を新たにしています。 
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２ 市政の展開方針 

 
新市誕生からこれまでの４年間で、ハード整備が完了した施設にあっても、更なる

充実を図るための施策が必要なもの、また、道半ばとなっている課題、さらには、新

たに発生した課題について、その解決に向け取り組んでまいります。 

 

さらなる充実を図るものとして、西脇病院のグランドオープンによる地域医療の一

層の充実、土づくりセンター「ゆめあぐり西脇」の完成による有機の里づくりをはじ

めとした総合的な農業振興策の展開、の２つがあげられます。 

 

   道半ばとなっている課題として、茜が丘複合施設の整備、幼保一元化などがありま

すが、本年度から実現に向けての検討を強化し、しっかりとした基本的な構想を確立

していきたいと考えています。 

 

新たに発生した課題としては、第一に、世界同時不況の影響による地域の経済・雇

用の低迷、地域経済の活性化が緊急の課題となっています。これには、４つの課題が

あると考えています。 

一つには、地場産業播州織の振興です。産地の総合力を高めるため、組織の連携・

統合を図っていく必要があると認識しています。 

二つには、地元商業者と進出商業者との共存です。地域内消費を拡大できるよう、

共に協力して発行する地域商品券事業を支援します。 

三つには、農業の振興です。有機の里づくりに合わせて、推奨農産物の普及や地産

地消を促進し、付加価値化を図り、消費拠点づくりに取り組みます。また、神戸ビー

フの産地として知られる黒田庄和牛の振興を図るため、平成23年度には、県畜産共進

会を本市で開催し、黒田庄和牛のブランドを全国に発信したいと考えています。 

四つには、新産業の導入です。比延地区において本年９月の稼動を目指した誘致工

場の建設が進んでいますが、今後も同地区の開発可能な地域について、新たな企業立

地を促進していきます。 

 

第二の新課題としては、周辺市町と連携して市域の枠を超えた事業を展開し、市民

生活の向上を一層図っていくことであります。これまでも一部事務組合において共同

事業を行ってきましたが、生活基盤に係る事業などは「定住自立圏構想」に基づき、

環境問題などについては周辺の先進市町の施策に合わせ、さらに消防の広域化につい

ては先に合意に達した３市１町（西脇市・加東市・加西市・多可町）で進めていきま

す。 

 

第三の新課題としては、地域主権への対応があげられます。これまでの国・県の

権限を地方に分権するという考えから、地域が主権者であるという考えが進んできま

した。これからは、地域社会の実力がますます問われると思われます。そのためには、

自主自立のできるまちとして、市民力・地域力・行政力を高めていかなければなりま 
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せん。 

 

さらに、「市民主役のまちづくり」を積極的に進め、それぞれの主体がよきパート

ナーシップを発揮して、本市ならではのまちづくりを進めていかなければなりません。 

これに併せ、懸案であった自治基本条例の制定に向けた取組を強化します。 

 

このほか、市政の基本方針としてきました「合併してよかったといえるまちづくり」、

「市民主役のふるさと運営」、「市役所の改革」を基調に市政の確実な展開を図り、 

「人、地域、産業が元気なまち」西脇市の実現に向けて全力で取り組みます。 

 

「合併してよかったといえるまちづくり」として、黒田庄地域総合事務所について

は、市町合併から５年を迎えるに当たり、事務を本庁に統合します。また、黒田庄地

区の市立保育所も民営組織で運営するものとし、地区に移管します。そして、黒田庄

夏まつりは、西脇市の盆踊り大会に位置付け、さらには、黒田庄公民館・旧黒田庄町

教育委員会の建物などを住民活動の拠点となる黒田庄地区コミュニティセンターとし

て、再デビューさせます。 

 

「市民主役のふるさと運営」として、これまでも「地区からのまちづくり」、「地

域教育力の向上」、「地域に根ざした福祉システムづくり」に取り組んできましたが、

こうした活動をさらに拡大できるよう、支援制度を充実していきます。地区からのま

ちづくりを「土の活動」とするなら、広く市内外にわたる市民活動を「風の活動」と

いうことができますが、この「風の活動」の支援について検討をしていきます。 

 

「市役所の改革」については、効率のよい行政経営、さらなる職員数の適正化や職

員意識の向上などに取り組みます。また、遅れている老朽施設の改修や学校の耐震化、

建て替えについても積極的に取り組みます。特に、懸案となっていた多くの施設改修

については、国の緊急経済対策により創設された制度を活用していきます。 

 

また、今年は市町合併による新市が誕生して５年目の節目を迎えることから、５周

年記念式典を挙行し、郷土発展のため御尽力をいただいた方々を顕彰申し上げるとと

もに、郷土の更なる発展を誓う場とします。さらに、旧西脇市の文化事業の代表格と

評価されていた観月薪能を市制５周年記念事業として実施します。 

 

このほか、激甚災害対策特別緊急事業や国道 175号西脇バイパス・西脇北バイパス、

さらに合併支援道路などの事業は、順調に進んでいますが、計画に沿った竣工を目指

し、本市としても事業の推進に協力していきます。 

   合併以来、サービス・料金に格差がありました上下水道事業については、料金の統

一化に取り組み、順次格差解消のための整備や事業の統合を行い、健全経営に向けた

改善を図っていきます。 



　Ⅲ　　計 画 事 業

7



＜基本政策.１＞　ともに支え合い、笑顔輝くあたたかなまち

 ともに支え合う地域の福祉体制の整備

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

モデル地区・
事業の活動掘
り起し・支援

 施策 1-102　 地域の安心ネットワークシステムの構築

事　業　名 事業概要H21

民生委員などの協力を得て、地域に
住む高齢者など要援護者の情報を記
入した福祉票を作成し、緊急時に必
要な支援が速やかに行える体制を構
築する。【目標全88自治会】

H22 H23 事業概要H24

H22 H23 H24

情報の更新
体制の拡充

Ｂ

要援護者の支援体制の構築

＜長寿福祉課＞

 施策 1-101　 市民主体の地域福祉活動の推進 

事　業　名

地域福祉計画の推進

＜福祉総務課＞

計画に掲げた地域福祉を推進する
体制づくりを支援するとともに、
各地区における市民の自主的な取
組を側面的に支援する。

Ａ

計画の普
及等

実践地区の
拡充

H21

42グループ

身近な地域の支え合いの輪に参加すべきと考える
市民の割合

58.9%

社会福祉協議会のボランティアセンターの登録団
体数

41グループ 41グループ

76.3%

Ｈ20実績値 達成状況

38.4％

84.4％

福祉サービスの紹介や相談体制が整っていると感
じている市民の割合

29.6% 38.8%

設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ19実績値

政策１

すべての市民が、住み慣れた地域で自立して、その人らしい生活が送れるように、多くの市民
が、思いやりの心を持って地域の福祉活動に参画し、地域で支え合い、助け合うことのできる
社会になっています。
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＜基本政策.１＞　ともに支え合い、笑顔輝くあたたかなまち

 地域の医療体制と社会保障の充実

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

経営改善委員会による「公立病院
改革プラン」の推進を図るととも
に、地方独立行政法人の運営事例
等の調査を行い、長期にわたり安
定した経営形態の構築を図る。＜西脇病院・理事付＞

市立西脇病院の経営改善の
推進・経営形態の見直しの
検討

経営改善
委員会の
設置

経営形態の
検討

経営形態の
決定

 施策 1-203   安心できる医療体制の確保と病院経営の健全化

事　業　名 H21 H22 H23 H24

68.0%

生活保護率 3.2‰

35.0% 28.1%

国民年金保険料の納付率

市立西脇病院の高度・専門医療の対応に満足して
いる市民の割合
市立西脇病院における他の医療機関からの患者紹
介比率
いざというとき安心して利用できる医療機関（か
かりつけ医）を持つ市民の割合
社会保障が整い、傷病に陥っても安心して生活で
きると感じている市民の割合

27.8%

39.1%

Ａ

政策２

市立西脇病院の救急医療が整っていると感じる市
民の割合

 施策 1-201　 病院施設の整備・機能強化

事　業　名 H21

設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ19実績値 Ｈ20実績値 達成状況

地域の中核病院である市立西脇病院とかかりつけ医の連携により、症状に応じた適切な医療サ
ービスが提供され、また、安定した社会保障制度が構築されることによって、すべての市民が
安心して健やかに暮らせる社会になっています。

67.8％

28.8%

42.8%

62.6%

13.7%

30.4％

3.4‰

30.8％

50.3％

69.6％

22.8％

3.3‰

70.1%

H22 H23 H24 事業概要

Ｂ 脳血管疾患の専門性を向上するた
め「脳卒中センター」を標榜する
とともに、「地域周産期母子医療
センター」の指定に向け、医療機
器の整備等の機能強化を図る。

市立西脇病院の機能強化 新ＣＴ機器
の導入

スタッフ確保

新 規

＜西脇病院・管理課＞

 施策 1-202   地域医療体制の整備・充実

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ａ 医師が不足する診療科について近
隣の公立・公的病院間や公立診療
所との相互連携を進める。また開
業医からの患者紹介が増えるよう
連携を強化する。

病病連携・病診連携の強化 近隣病院
との連携
協議

近隣病院・診
療所との連携

＜西脇病院・管理課＞

事業概要

Ｂ 勤務医師不足が続く中、地域医療
を継続的に提供するため、近隣病
院とのネットワーク化を図り、機
能分担・機能集約による医療提供
の推進を検討する。

再編・ネットワーク化の検
討

＜西脇病院・理事付＞

66.0%

18.3%

かかりつけ医師制度の推進

地域周産期センターの指定
脳卒中センターの標榜
ＭＲＩ・ＳＵＣ棟工事

病院間での検討会の実施
医師の相互派遣
地域連携クリニカルパスの実施

公立病院改革プランの
進捗状況評価
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＜基本政策.１＞　ともに支え合い、笑顔輝くあたたかなまち

 自立生活を支える健康づくりの推進

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

Ｂ 新 規
75歳以上の後期高齢者医療制度の
被保険者を対象に、日帰りドック
と脳ドックの受診費用の助成を行
う。

後期高齢者への人間ドック
受診助成

助成 検証・見直し

＜市民課＞

Ａ
重症感染症を予防するため、乳幼
児が任意で受けるヒブワクチンの
予防接種費用の一部を助成する。

乳幼児予防接種費用の助成 助成

＜健康課＞

新 規

政策３

市民一人ひとりが「自分の健康は自分で守る。」という意識の下、自分にあった健康づくりや
健康管理を実践し、子どもからお年寄りまで、だれもが健やかに生活している社会になってい
ます。

設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ19実績値

50.2%

Ｈ20実績値 達成状況

77.6%日ごろから健康であると感じている市民の割合 69.1% 66.9%

23.7% －

健康づくりのために、何らかの活動・取組を行っ
ている市民の割合

41.4%

【当初】町ぐるみ健診の受診率
【新規】特定健診の受診率

（42.1％） （43.1％）

50.4%

 施策 1-302　 保健サービスの充実

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ａ
生活習慣病やがん疾患などの早期
発見に向け、各地域において集団
による健診と市内医療機関での個
別の検診を実施する。

町ぐるみ健診の実施 制度改正
の実施

実施
受診率の向上

＜健康課＞

Ｂ 40～74歳の国民健康保険加入者
を対象にメタボリックシンドロー
ムの予防と早期発見に向け、健診
を実施するとともに、対象者には
生活習慣改善のサポートを行う。

特定健康診査・特定健康
保健指導の実施

実施
受診率の向上

＜市民課＞

 施策 1-303   食育の推進

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ａ
健全な食生活を実践できる人材育
成などに資する食育を推進するた
め、関係機関の具体的な取組を示
した計画を策定する。

食育推進計画の策定 基礎調査 計画策定

＜健康課＞
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＜基本政策.１＞　ともに支え合い、笑顔輝くあたたかなまち

 健やかな子育てを支える環境づくり

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

Ａ （仮称）｢西脇市幼保一元化検討
委員会」を設置し、本市の就学前
教育の将来像を明らかにするとと
もに、幼保の一元化と小中学校教
育システムの接合を検討する。

幼保一元化の検討
（就学前児童対策の推進）

庁内委員
会設置

検討委員会
設置

検討委員会
終報告

地元説明
＜学校教育課・児童福祉課＞

保育所や幼稚園への巡回相談や育
児不安の相談、子育て支援の必要
な家庭に育児支援を実施する体制
整備を行う。

子育て相談体制の整備 実施

Ａ

＜児童福祉課＞

新 規

保育所の施設整備

Ｂ

政策４

子育てに大きな不安や負担を感じることなく、地域の中で、安心して子どもを生み育てられる
社会になっています。

設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ19実績値

22,578人

地域で安心して子育てができると感じている市民
の割合

42.9% 48.2%

Ｈ20実績値 達成状況

52.5%

－
次期国勢調査
データで比較

子育てをする親の子育て学習センター（２箇所）
の年間利用者数

9,283人

合計特殊出生率 1.43 －

19,764人

 施策 1-401　 子どもを安心して生み育てることができる環境の整備

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ａ 小学校３年生までの子どもの医療
費及び中学校３年生までの入院医
療費の自己負担金の助成を行う。
（小学校６年生までの入院医療費
助成を拡大）

子ども医療費の助成 入院医療費
助成対象者
の拡大

＜市民課＞

Ｂ 母子家庭の母親の就職支援を図る
ため、就業訓練期間に訓練促進費
等を支給し、自立支援を促進す
る。また福祉年金については見直
しを進める。

母子家庭の自立支援
国の制度改正
（拡充）
母子福祉年金
の見直し検討＜児童福祉課＞

黒田庄地域にある２箇所の公立保
育所を統合整備し、民間（地区で
の運営）への移管に向けた支援を
行う。

Ａ

＜児童福祉課＞

公立保育所の民営化 移管調整
施設整備

統合整備
民間移管

＜児童福祉課＞

老朽化に伴う保育所の施設環境の
充実を図るため、整備工事費の補
助を行う。また園庭を開放してい
る保育園への支援を行う。

施設整備助成
遊具設置

施設整備助成
対象の検討

新 規

拡充

拡充
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Ａ
身近な場所で乳幼児や保護者の交
流を図るため、比延地区のこみせ
ん比也野に市内３箇所目の子育て
学習センターを開設する。

子育て学習センターの増設 増設

＜中央公民館＞

新 規

実施設計
野村町茜が丘に総合的な子育て支
援を行う拠点として、複合的機能
を備えた施設の整備を行う。

Ａ

 施策 1-402   子育てと仕事の両立の支援

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

H21 H22 事業概要

Ｂ
保育所の運営助成等を通じて、保
育サービスを実施するとともに、
市民ニーズに対応した保育サービ
スの充実を図る。

保育サービスの実施 病児保育の
実施

＜児童福祉課＞

H22 H23 H24 事業概要

＜中央公民館・黒田庄公民館＞

 施策 1-404   地域の子育て力の向上

事　業　名

＜中央公民館・黒田庄公民館＞

市内８地区で
の事業展開

H23 H24

西脇地区
設置

子育て支援ネットワークの
構築

子育て学習センター事業と並行し
て地域での子育て支援者の養成と
交流を図るため、地区まちづくり
推進組織などと一体となって研修
事業や交流会を実施する。

Ａ

茜が丘複合施設の整備
（子育て支援機能拠点施設）

方針決定 基本構想 基本設計

Ｂ

＜企画政策課・中央公民館・児童福祉課＞

子育て相談や子育てボランティア
を育成し、各種教室の開催などを
行うとともに、子どもや子どもを
もつ親の交流・活動の場づくりを
市内全地区で展開する。

子育て学習センター事業の
実施

市内８地区で
の事業展開

 施策 1-403   子育て支援拠点施設の整備・充実

事　業　名 H21

拡充

重春・野村地区での設置検討
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＜基本政策.１＞　ともに支え合い、笑顔輝くあたたかなまち

 いきいきと暮らせる高齢者福祉の充実

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

Ｂ 新 規 高齢者福祉計画に基づき、認知症
グループホームや通所介護事業所
などの地域に密着した高齢者福祉
サービスを行なう施設の整備費を
補助する。

地域介護拠点施設の整備 実施

＜長寿福祉課＞

新 規
75歳以上の後期高齢者医療制度の
被保険者を対象に、日帰りドック
と脳ドックの受診費用の助成を行
う。

後期高齢者への人間ドック
受診助成

助成 検証・見直し

＜市民課＞

【再掲】

施設の老朽化・設備の耐用年数の
経過に伴い、介護施設として適切
な機能を維持するため、設備や備
品の改修・更新を行う。

しばざくら荘の施設改修・
更新

浴槽・調
理用具の
更新

設備の改修
車椅子移動車
の更新

＜しばざくら荘＞

Ｈ19実績値

社会福祉協議会や在宅介護支援セ
ンターなどが、高齢者の介護予防
に向け、居住地域等を中心にした
活動支援を行う。

16.5％65歳以上の要支援・要介護認定者率

＜長寿福祉課＞

実施会場の
拡充

事　業　名

16.7%

地域での介護予防教室の活
動支援

政策５

30.0％

計画策定時

高齢者に対する生活支援サービスに満足している
市民の割合

23.3% 30.9%

方向性設定指標

高齢者が自ら持てる能力を発揮して地域社会に貢献し、心身ともに健やかに生きがいを持って
生活を送ることができ、支援が必要となった場合には、安心して福祉サービスが受けられる体
制が整っている社会になっています。

Ｈ20実績値 達成状況

H24

15.8%

 施策 1-501　 社会参加・自立生活の支援 

H24

H24

事業概要

Ａ

H21 H22 H23

事業概要

＜長寿福祉課＞

高齢者福祉計画の策定 策定

H21

Ｂ

事　業　名

Ａ

事　業　名

Ｂ

Ｂ

高齢者福祉計画の見直しを行い、
平成24年度から３か年の計画を新
たに策定する。

民生委員などの協力を得て、地域に
住む高齢者など要援護者の情報を記
入した福祉票を作成し、緊急時に必
要な支援が速やかに行える体制を構
築する。【目標全88自治会】

事業概要

 施策 1-503   包括的な地域ケア体制の推進

【再掲】

H21

H23

H22 H23

H22

 施策 1-502   高齢者福祉サービスの充実

情報の更新
体制の拡充

＜長寿福祉課＞

要援護者の支援体制の構築
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＜基本政策.１＞　ともに支え合い、笑顔輝くあたたかなまち

 地域でともに暮らす障害者福祉の充実

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

＜土木課＞

事業概要

障害者就労支援施設等への優先発
注制度の創設や障害者の職場研修
の受入れを支援する。また障害者
雇用を条件とした店舗の誘致又は
整備を検討する。

就労店舗等の
整備検討
優先発注制度
の導入

障害者基本計画の中間見直しを行
うとともに、第３期障害福祉計画
の策定を行う。

 施策 1-603  障害者の社会参加と自己実現の支援

事例検討

H24事　業　名 H21 H22 H23

H24 事業概要

１人

 施策 1-601　 住み慣れた地域での自立生活の支援

１人

H23H21 H22

16.5%

設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ19実績値

障害のある人の自立と社会参加の支援ができてい
ると思う市民の割合

16.3%

Ｂ

障害者の相談支援体制の充
実・強化

相談体制
の充実・
強化

＜福祉総務課＞

 施策 1-604   ともに暮らし、支え合いで築く共生社会の実現

Ｂ

＜福祉総務課＞

Ａ

障害者の就労支援

H24 事業概要

Ｂ

H23

ハード面でのバリアフリーの推進
に向け、市道の歩道段差を解消す
る工事を行う。

人にやさしいまちづくり事
業

西脇環状線な
どの工事実施

事　業　名 H21 H22

策定

＜福祉総務課＞

障害者基本計画の見直し
障害者福祉計画の策定

達成状況Ｈ20実績値

22.8％

１人施設入所からの地域生活移行者数

北播磨地域の自治体と関係機関で
構成する協議会において、相談支
援事業の困難事例を検討するとと
もに、円滑な地域生活移行支援に
向けた検討協議等を行う。

入退所意向調
査結果の集
約・施策検討

事　業　名

障害のある人もない人も、互いを尊重し合い、ともに助け合い、支え合いながら、その人らし
く自立した生活を送ることができる社会になっています。

政策６

入退所意向調査の実施

14



＜基本政策.２＞　産業が元気！活力とにぎわいあふれるまち

 活気とにぎわいある商業の振興

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

政策１

商業者・行政・関係機関が一体となった地域密着型の商業の振興や、魅力ある商店街づくりが
行われることにより、活気とにぎわいが創出されたまちになっています。

設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ19実績値

33.1%

魅力ある商店や買物ゾーンが形成されていると思
う市民の割合

34.8% 27.3%

Ｈ20実績値 達成状況

27.4%

9,769千万円

市内での日常的な買物が不便であると感じている
市民の割合

32.2%

商業年間販売額 11,077千万円 9,719千万円

33.1%

 施策 2-101　 商業活動の活性化支援

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ａ
商工業者に対する経営・労務に関
する相談や指導業務、セミナーや
講座を開催する商工会議所への補
助を行う。

商工業者への経営支援
（商工業振興事業）

実施

＜商工労政課＞

Ｂ
商業イベントの開催や共通商品券
の発行など、親しまれる商店街づ
くりや市内での購買促進事業に対
し、商業団体への補助を行う。

商店街の活性化支援
（地域商業対策事業）

実施

＜商工労政課＞

 施策 2-102   商業経営体制の強化・支援

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ａ
中小企業への円滑な融資を行うた
め、金融機関へ事業資金を預託す
るとともに、融資に係る信用保証
料の一部を負担する。

中小企業の事業資金の支援 実施

＜商工労政課＞

 施策 2-103 　播州織ファッション特区事業の推進

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ｂ
産官学連携の下、中心市街地に開
設した播州織の展示ギャラリーや
商品の販売を行う播州織工房館の
運営支援を行う。

ＴＭＯ播州織ファッション
特区の支援

支援内容の
見直し
事業内容の
検証＜まちづくり課＞
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＜基本政策.２＞　産業が元気！活力とにぎわいあふれるまち

 活力を生み出す地場産業・工業の振興

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

Ｂ
播州織等の地場産業の振興に向
け、製品化・販売に地元で取り組
むグループの活動に対する補助を
行う。

地場産業ものづくりの支援 実施 制度の検証

＜商工労政課＞

Ａ 市街化調整区域内の産業誘致地区
への企業立地を推進するため、周
辺整備や課題調整の支援など進出
環境の整備を図る。また進出企業
への奨励金を交付する。

企業立地の推進支援 誘致活動
立地促進奨励
金等の交付

＜商工労政課＞

H24 事業概要H22 H23

政策２

地場産業をはじめとする既存工業の活性化はもとより、新規企業の誘致や新産業の創出などで
産業が活性化することにより、経済的な豊かさや生活のゆとりを実感できる活力と活気があふ
れるまちになっています。

設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ19実績値

16,164千万円

Ｈ20実績値 達成状況

工業製品年間出荷額 11,349千万円 17,153千万円

 施策 2-201 　地場産業の振興　 

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ｂ 地場産業の新製品・新技術の研究
開発、製品の普及に向けた見本市
の開催などを行う財団法人北播磨
地場産業開発機構などへの補助を
行う。

地場産業の振興・製品開発
の支援

実施

＜商工労政課＞

Ｂ
神戸芸術工科大学の協力の下、播
州織工房館を拠点に播州織を活用
した新商品の開発に対する補助を
行う。

産官学連携による播州織商
品の開発支援

実施

＜商工労政課＞

 施策 2-202   中小企業への支援

事　業　名 H21

 施策 2-203   企業誘致の推進

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ｂ
企業誘致に向け、企業の立地を容
易にするため、産業誘導ゾーンに
位置付けている比延山麓地区の基
本構想を策定する。

産業誘致地区基本構想の策
定

基本構想策定

＜商工労政課・都市住宅課＞

新 規

＜商工労政課＞

中小企業の事業資金の支援 実施

【再掲】Ａ
中小企業への円滑な融資を行うた
め、金融機関へ事業資金を預託す
るとともに、融資に係る信用保証
料の一部を負担する。

拡充
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＜基本政策.２＞　産業が元気！活力とにぎわいあふれるまち

 地域資源を生かした多様な観光と交流の促進

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

政策３

豊かな自然や歴史文化、伝統産業など多様な地域資源を活用し、魅力に満ちた地域づくりが進
められ、地域ぐるみで意欲的に誘客を行うことで、交流人口が拡大し、にぎわいと活力があふ
れるまちになっています。

設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ19実績値

市民参加型のイベントが必要であると感じる市民
の割合

64.7% 74.1%

98箇所

Ｈ20実績値 達成状況

70.3％

99箇所

288千人

事業概要

2品

北はりま田園空間博物館の登録サテライト数 93箇所

特産品開発研究商品数 ２品 2品

Ｂ
地域イベントの助成をはじめ観光
商品や特産品の開発、観光情報の
発信を行う観光協会に対する補助
を行う。

観光商品の開発・情報発信
（観光協会補助）

実施

＜商工労政課＞

 施策 2-302   地域資源を生かした交流の促進

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ｂ
地域資源を生かした交流の促進を
図るＮＰＯ法人北はりま田園空間
博物館の活動を支援するため、総
合案内所の運営補助を行う。

田園空間博物館構想の推進
（総合案内所運営補助）

ＨＰ見直し
ガイドブック
作成

利用料金制へ
の移行

＜商工労政課＞

北はりま田園空間博物館総合案内所の来場者数
（サテライト案内含む。）

225千人 271千人

 施策 2-301　 観光資源の整備・発掘と交流イベントの実施

事　業　名 H21 H22 H23 H24

Ａ
県立施設である東はりま日時計の
丘公園の市への移譲が検討されて
いることから、今後の施設のあり
方や管理運営方法の検討を行う。

県立東はりま日時計の丘公
園の管理運営方法の検討

検討

＜地域振興課＞

Ｂ
市内の商業施設内に拠点を確保
し、地場産品や観光資源など地域
の魅力ある資源のＰＲ・情報発信
を行う。

地域資源のＰＲ・情報発信 実施

＜商工労政課＞
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＜基本政策.２＞　産業が元気！活力とにぎわいあふれるまち

 地域特性と魅力を高めた農林業の振興

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

＜農林振興課＞

自然にやさしい農業の推進 土づくり
センター
開設

Ｃ

政策４

美しい農山村空間の中で、地域特性を生かした魅力ある農業が振興し、消費者に求められる農
産物や特産品の産出によって、安定した経営が確保され、多様な農業の担い手が誇りと生きが
いを持って、いきいきと暮らすまちになっています。

設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ19実績値

－

Ｈ20実績値 達成状況

52.5% 53.2％

－
次期データ

と比較

畜産飼養頭数（肉用牛） 1,472頭 1,596頭 1,568頭

農業産出額 1,880百万円

379頭畜産飼養頭数（乳用牛） 445頭 392頭

 施策 2-401　 持続可能な農業の推進

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ｂ 効率的で安定した農業経営を推進
するため、集落営農や中核的農業
者の育成に向け、集積促進の各層
支援や生産作物などに対する助成
を行う。

農業の担い手の育成支援 集落営農
の組織強
化

集落営農組織
の法人化促進

遊休農地解消
計画の策定

＜農林振興課＞

集落営農によ
る奨励作物の
栽培促進

H24 事業概要

特産作物を確立し、販売量や販売
額を拡大するため、活動計画を提
出した特産開発グループへ交付期
間を限定し、助成を行う。

特産品開発の支援 助成対象
の見直し

実施

＜農林振興課＞

事　業　名 H21 H22 H23

Ａ 新 規
有機土壌化により栽培した安全で
良質な地元農産物を販売する施設
を卸売市場に隣接した場所に設
置・運営する。

地元農産物の直売所の設
置・運営

施設整備
運営方針の
検討

運営

＜農林振興課＞

実証ほ場によ
る栽培

 施策 2-402   消費者に求められる農業の推進

Ａ たい肥等を利用した安全で良質な
農作物を栽培を促進するため、農
家への栽培技術の普及を行う。ま
た取組効果を実証するため、ほ場
での事業委託を行う。

９品目 20品目

22人 24人担い手農業（認定農業者）数

「ひょうご食品認証」の品目数

17人

８品目

48.3％

地元農産物・畜産物を意識して購入する市民の割
合

42.9%

40.5%有機農産物を意識して購入している市民の割合 51.8%

拡充

拡充
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 施策 2-405   森林の整備と適正管理

H24 事業概要

Ｂ
山地災害防止のため、土留め工や
間伐、作業道の整備など森林の防
災機能を高める整備を行う事業者
に対する補助を行う。

防災機能の強化に向けた森
林の整備

実施

＜農林振興課＞

事　業　名 H21 H22 H23

Ｂ
農業の生産基盤の向上や施設の長
寿命化を図るため、水路や農道な
どの農業用施設の改修や修繕を行
う。

農業の生産基盤の整備・維
持管理の適正化

土地改良
事業

実施

＜農林振興課＞

Ａ 黒田庄和牛の振興とブランドの確
立を図るため、優良牛を表彰する
とともに、県畜産共進会への出点
農家への助成を行う。また、県畜
産共進会の誘致を進める。

循環型農業の促進と黒田庄
和牛のブランド化の推進

優良牛の
表彰等

畜産共進会へ
の支援

県共進会の
誘致

 施策 2-404   畜産物の安定した生産体制の強化

事　業　名

H23

事業概要H21

 施策 2-403   生産を支える農業農村基盤の整備と維持管理

事　業　名 H21 H22 H24 事業概要

支援策の検証

＜農林振興課＞

H22 H23 H24

Ｂ 農業の生産基盤の向上し、災害を
防止するため、老朽化したため池
の改修を行う。また防災対策や利
活用も考慮した地域ため池総合整
備計画を策定する。

ため池の改修・整備
高松口梨
池・富吉
新大池整
備

高松口梨池
完工

富吉新大池
完工

＜農林振興課＞

 施策 2-402   消費者に求められる農業の推進

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ａ 安全で良質な農作物の栽培に向
け、有機土壌化を推進するため、
農家等に対し、土づくりセンター
で生産したたい肥の購入助成を行
う。

有機土壌化の推進 実施

＜農林振興課＞

Ｃ
自然景観に配慮した住民の交流と
憩いの場として、市山池周辺に安
全防護柵の設置や休憩施設などの
環境整備を行う。

ため池修景施設の整備 整備工事

＜農林振興課＞

新 規

Ａ
増加する有害鳥獣による農作物被
害を防止するため、整備計画に基
づき、農地への侵入防止柵を設置
する。

有害鳥獣侵入防止柵の設置 設置工事

＜農林振興課＞

新 規

Ｂ 急傾斜地や作業路等の未整備によ
り、適正な管理が困難となってい
る森林の荒廃を防止するため、除
間伐を行う事業者に対する補助を
行う。

条件不利森林の適切な整備 実施

＜農林振興課＞

新 規

地域農業利水施設ストック
マネジメント
（津万地区）

整備計画策定

拡充
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＜基本政策.２＞　産業が元気！活力とにぎわいあふれるまち

 暮らしを支える産業の創出と就労環境の向上

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

Ｂ 新 規 国のエコポイント制度にあわせ、
市内業者を活用して、地球環境へ
の負荷が少ない環境に配慮した住
宅改修に対する助成を行う。

環境対応型住宅の普及促進 実施

＜商工労政課＞

Ａ 市街化調整区域内の産業誘致地区
への企業立地を推進するため、周
辺整備や課題調整の支援など進出
環境の整備を図る。また進出企業
への奨励金を交付する。

企業立地の推進支援 誘致活動
立地促進奨励
金等の交付

＜商工労政課＞

Ｂ
産業誘致を図るため、市道鹿野比
延２号線の道路拡幅など産業誘導
ゾーンの市道整備を行う。

産業誘致基盤道路の整備
鹿野比延２号
線整備完了
上比延21号
線設計＜土木課＞

Ｂ 新 規

 施策 2-502   地域経済の活性化による就労機会の拡大

事　業　名 H21 H22

企業誘致に向け、企業の立地を容
易にするため、産業誘導ゾーンに
位置付けている比延山麓地区の基
本構想を策定する。

産業誘致地区基本構想の策
定

基本構想策定

＜商工労政課・都市住宅課＞

政策５

地場産業や既存の産業が活性化するとともに、新たな産業の創出や企業誘致などにより、市内
での雇用が拡大され、安定した就労環境が整っており、安心して働くことができる社会になっ
ています。

達成状況

就労の場の充実していると感じている市民の割合 9.4% 5.0% 9.1％

設定指標 計画策定時 方向性

－

Ｈ20実績値Ｈ19実績値

ー
次期国勢調査
データで比較

 施策 2-501　 雇用の安定と就労の促進

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

市内の就業者数 21,616人

Ｂ
中小企業の発展を図るため、新し
い知識や技術技能の習得の訓練を
実施する西脇地域職業訓練協会に
対する補助を行う。

中小企業の職業訓練の支援 実施

＜商工労政課＞

H23 H24 事業概要

【再掲】

【再掲】拡充
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＜基本政策.３＞　こころ豊かな人が育ち、いきいきと活躍できるまち

 人間力を培う教育環境の充実

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

Ｂ 緊急雇用就業機会創出事業による
学習支援サポーターを小・中学校
に配置する。また兵庫教育大学と
連携し、学生ボランティアによる
小学生の学習支援を行う。

学習補充・学力向上の支援 実施 緊急雇用就業
機会創出事業
の終了

＜学校教育課＞

Ｃ
豊かな心をはぐくみ、環境に対す
る関心を高めるため、小学生を対
象に農作物の栽培や自然観察など
の体験活動を行う。

環境体験学習の実施 全小学校
で拡充・
実施

実施

＜学校教育課＞

政策１

学校・家庭・地域社会・行政が一体となって、ハード・ソフト両面で教育環境の充実に取り組
むことによって、子どもたちが意欲的に学習を行い、健やかに安心して育つまちになっていま
す。

設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ19実績値

快適な教育環境の中で子どもたちが学習している
と感じている市民の割合

41.0% 41.7%

0.45%

41.0% 47.5%

54.0%

1,338人

Ｈ20実績値 達成状況

48.3%

2.64%

不登校児童・生徒の在籍比率（小学校） 0.17%

不登校児童・生徒の在籍比率（中学校） 2.45% 2.48%

0.33%

 施策 3-101　 基礎・基本教育の充実と質の高い学習の展開

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ａ 平成23・24年度からの新学習指
導要領の実施に向けた教職員の研
修を実施するとともに、基礎学力
の向上を推進するため、基礎学力
向上検定を実施する。

基礎学力の向上への取組 検討部会
の設置

本格実施

＜学校教育課＞

検定問題
試行実施

Ｂ 身体介助や行動面でのサポートが必
要な児童・生徒と在籍学級を支援す
るため介助員・介助ボランティアを
配置する。また学校園における特別
支援教育の体制を充実する。

学校教室への心身障害児介
助員の配置

介助員の
増員

＜学校教育課＞

実施

地域・家庭・学校が連携して子どもたちの教育に
取り組んでいると感じている市民の割合
生徒の安全確保や特色あるカリキュラムなどへの
地域の人材の登用者数

小・中学校、幼稚園の耐震化率

36.7%

1,146人

52.0%

2,798人

52.0%

Ａ （仮称）｢西脇市幼保一元化検討
委員会」を設置し、本市の就学前
教育の将来像を明らかにするとと
もに、幼保の一元化と小中学校教
育システムの接合を検討する。

幼保一元化の検討
（就学前児童対策の推進）

庁内委員
会設置

検討委員会
設置

検討委員会
終報告

地元説明
＜学校教育課・児童福祉課＞

【再掲】
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 施策 3-104   学校園施設の整備と充実

西脇小学校・
木造校舎耐震
診断

小学校特別教
室の整備

耐震診断

実施設計
補強工事

西脇小ほか設
計

Ｂ

Ａ

Ｂ 地域教育力を向上するため、地域資
源を題材に15歳までに身につけて
おきたいふるさと力を養成するふる
さと検定を学校や地域で、またイン
ターネットを通じて実施する。

15（いちご）検定の実施 ネット検
定・中３
検定実施

実施

＜生涯学習課＞

小学校・幼稚園の教室の照度の向
上を図るため、天井灯・黒板灯の
取替・増設工事を行う。

学校園教室の照度改善 重春小・
幼稚園の
整備

＜教育総務課＞

老朽化する西脇学校給食センター
の全面改築を行うとともに、効率
的な施設運営に向け、黒田庄学校
給食センターとの統合整備を検討
する。

学校給食センターの全面改
築・統合整備

建設用地・整
備方針の検討

実施設計 改築工事

＜教育総務課＞

Ａ
耐震診断結果を踏まえ、新耐震化
基準以前に建設された教室棟や屋
内体育館などの学校園施設の耐震
補強・改築工事を行う。

学校園施設の耐震補強工事
の実施

西脇小ほか補
強工事

＜教育総務課＞

芳田小・桜丘
小・東中工事
双葉小耐力度
調査

Ａ
新耐震化基準以前に建設された学
校施設（木造校舎）の耐震診断を
行う。

学校園施設の耐震診断の実
施

＜教育総務課＞

Ｂ
不登校児童・生徒の学校復帰に向
け、心のケアや社会的スキルの習
得を指導・支援する適応教室「は
ればれ教室」を実施する。

不登校児童・生徒の適応教
室の実施

実施

＜青少年センター＞

H24H21 H22 H23 事業概要

Ａ
老朽化が進み、耐震補強が必要な
西脇南中学校の校舎と屋内体育館
を全面改築する。

西脇南中学校の全面改築 耐力度
調査

基本設計 実施設計
改築工事

＜教育総務課＞

事　業　名

 施策 3-103   青少年の健全育成活動の推進

事　業　名 H21

 施策 3-102   家庭・地域・学校の連携の促進

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ｂ 地域へ学校園の情報を提供し、生活
習慣の確立や家庭教育力の向上の情
報発信を行う。また地域の人材をゲ
ストティーチャーや学校支援ボラン
ティアとして招へいする。

学校園における地域教育力
の向上への取組

実施

＜学校教育課＞

H22 H23 H24 事業概要

Ｂ 教育用・教務用パソコンの更新整
備を行うとともに、単独設置の幼
稚園へのＡＥＤを設置、芳田小学
校の屋外トイレの増設工事を行
う。

学校園施設の改修・設備の
整備

教育用・教務
用ＰＣ設置

検討

＜教育総務課＞
幼稚園ＡＥＤ設置
芳田小トイレ増築
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＜基本政策.３＞　こころ豊かな人が育ち、いきいきと活躍できるまち

 豊かな人間性をはぐくむ生涯学習の推進

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

H21 H22

設定指標

 施策 3-201　 生涯学習環境の充実

事　業　名

政策２

生涯学習の成果が、地域社会や市民活動などでも生かすことができるような環境が整ってお
り、市民の学習意欲が一層高まり、心豊かに暮らすことができる社会になっています。

計画策定時 方向性 Ｈ19実績値

各種講座や研修会など生涯学習活動に参加してい
る市民の割合（過去１年間）

25.0% 36.0%

39講座

Ｈ20実績値 達成状況

34.0％

市民が講師を務める講座数 25講座 23講座

H23 H24 事業概要

Ａ
社会教育事業の方向性を明確にし
ながら、定期講座・教養講座の実
施・運営について市民主導の運営
や民間委託へ移行する。

学習講座の自主運営化・民
間委託の推進

放課後や休日において、小学校児
童に対し、指導員を配置し、芸術
文化・スポーツ活動や地域での異
世代交流を実施する。

＜中央公民館＞

運営等の
見直し

定期講座・教
養講座の統合
自主グループ
化の推進

新規講座の
検討

＜生涯学習課＞　

Ｃ

放課後子ども教室の開催 全校で
実施

事業項目の見
直し・充実

 施策 3-202　 生涯学習施設の整備・充実

Ｂ
財団法人が管理・運営する岡之山
美術館の下水道接続工事への助成
を行う。

岡之山美術館の施設改修助
成

検討 実施

新 規

＜生涯学習課＞

H24 事業概要事　業　名 H21 H22 H23

Ｂ 新 規
老朽化した生涯学習まちづくりセ
ンター・生活総合文化センター等
の空調設備等を更新し、省エネに
も配慮した改修を行う。

生涯学習まちづくりセン
ター等の文化・教育施設の
改修

検討 改修工事

＜まちづくり課・生涯学習課・生活文化総合センター＞
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＜基本政策.３＞　こころ豊かな人が育ち、いきいきと活躍できるまち

 多彩な文化と生涯スポーツ活動の振興

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

新 規Ｂ
市制５周年記念事業として、ゴル
フ場に能舞台を設置して、日本の
伝統文化である薪能を開催する。

観月薪能にしわきの開催 開催

＜生涯学習課＞

政策３

市民が優れた文化や芸術に触れ、文化活動を展開する機会が多くあり、また、健康の増進や多
世代交流につながるスポーツ活動が活発に行われ、心豊かにいきいきと文化的・健康的な生活
が送ることができる社会になっています。

設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ19実績値

文化施設の利用者数 275,672人 234,326人

305,716人

13.0% 13.7％

Ｈ20実績値 達成状況

239,788人

1,001人

市が所管するスポーツ施設の利用者数 300,406人

スポーツクラブ21の登録会員数 1,125人 1,138人

442,466人

H23 H24 事業概要

市民が軽装備で山歩きを楽しめる
よう２箇所（矢筈山～市原森林公
園・八日山）にトレッキングコー
スを整備する。

整備

事　業　名

Ｂ

トレッキングコースの整備

＜生涯学習課＞

Ｃ 新 規

Ｂ
日本のへそ・西脇市を全国に発信
するイベントとして、日本へそ公
園周辺でマラソン大会を実施す
る。

日本のへそ子午線マラソン
大会の開催

＜生涯学習課＞

実施

全国公募西脇市サムホール
大賞展の開催

＜生涯学習課＞

開催

スポーツクラブ21の運営支
援

連絡協議
会設置
講座・交
流大会の
計画＜生涯学習課＞

実施

 施策 3-302   地域スポーツ活動と交流の推進

委員会設置
策定

＜生涯学習課＞　

Ｃ 新 規

市内８小学校区に設置したスポー
ツクラブ21の連絡協議会を設置す
るとともに、指導者養成講座や交
流大会などを開催する。

H21 H22

開催

生涯スポーツ社会を実現するた
め、本市におけるスポーツ振興の
目標や基本方針を定めたスポーツ
振興計画を策定する。

スポーツ・レクリエーション活動を日常的に取り
組んでいる市民の割合

18.1%

Ｂ

 施策 3-301   文化・芸術活動の推進

事　業　名 H21 H22 H23

スポーツ振興基本計画の策
定

サムホールサイズの絵画等美術作
品を全国公募し、入賞作品を岡之
山美術館に展示する大賞展を隔年
開催する。

H24 事業概要
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＜基本政策.３＞　こころ豊かな人が育ち、いきいきと活躍できるまち

 共生社会をはぐくむ人権意識の高揚

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

Ｂ
地域住民の生活向上を目的とした
集会所の老朽化した施設や設備の
改修・更新を行う。

集会所の整備改修 坂本集会
所の改修

寺内集会所の
整備・改修

＜まちづくり課＞

Ｂ 各隣保館のコミュニティセンター
としての機能の充実を図る。特に
津万地区のまちづくり活動の拠点
として大野隣保館のコミュニティ
センター機能の充実を図る。

隣保館のコミュニティ機能
の充実

地元調整 実施

＜まちづくり課＞

＜人権教育室＞

 施策 3-402   人権啓発活動の推進と隣保館機能の充実

事　業　名

市内全地区で
の取組を展開

代議員制
度の導入

まちづくりと
連携した組織
の設立・移行

未確立地区で
の組織設立

H21 H22 H23 H24 事業概要

Ｂ
市内全地区にまちづくり活動と連
携した人権教育・啓発を推進する
組織を設立し、地域の実情に応じ
た全市的な取組を展開する。

地域における人権教育推進
組織の設立

政策４

子どもから高齢者まで、多くの市民の参画と協働により、市民主体の学習活動が展開され、人
権文化が生活に根付き、すべての市民がいきいきと幸せに暮らすことができる社会になってい
ます。

達成状況設定指標 計画策定時 方向性

Ａ 人権感覚を培い、周囲の人権意識
を高めていくため、地域活動や地
域内での人的交流を通じて居住地
域に愛着や誇りを持つことに力点
をおいた活動を展開する。

地域での体験学習の支援 地域での
指導者養
成

指導主体の地
域への段階的
移行

＜人権教育室＞

Ｂ
人権啓発など人権に関する情報の
発信やネットワークづくりを推進
する人権啓発センターの上野会館
への設置を検討する。

人権センターの設置・検討 検討・調整

＜まちづくり課＞

 施策 3-401　 学習機会の充実による人権文化の創造

35.0％人権意識が高まっていると感じている市民の割合 27.6%

H23事　業　名 H21 H22 H24 事業概要

人権教育指導者講座・人権文化をすすめる市民運
動推進強調月間における講演会の参加者数

1,450人 1,595人 1,596人

Ｈ20実績値

33.1%

Ｈ19実績値

Ａ
人権教育や啓発活動をまちづくり
活動や生涯学習体系に組み込み、
モデル地区での実践・検証を踏ま
え、全地区へ拡充する。

まちづくりと連携した人権
教育の生涯学習体系化

事業調整 モデル地区に
よる事業展開

モデル地区
検証
実践地区拡大

総合的な人権
教育・啓発活
動の推進

＜人権教育室＞
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＜基本政策.３＞　こころ豊かな人が育ち、いきいきと活躍できるまち

 男女がともに参画する社会の形成

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

計画策定時 方向性

政策５

性別にとらわれることなく、個々の人権が尊重され、家庭・職場・地域社会などのあらゆる分
野において男女がともに参画し、一人ひとりの能力や個性が発揮できる社会になっています。

14.6%

Ｈ20実績値Ｈ19実績値

12.9％

260人

12.2% 20.2％

 施策 3-501　 男女共同参画社会の形成に向けた意識啓発

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

市の審議会等委員への女性の登用率 14.6%

Ｂ
男女共同参画社会の形成に向け、
意識啓発を行うセミナーを実施す
る。

男女共同参画セミナーの開
催

実施

＜生涯学習課＞

 施策 3-503   男女共同参画社会の形成に向けた環境整備

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ｂ 関係機関と連携を図りながら、Ｄ
Ｖ被害者の相談に応じ、保護施設
の紹介や移動支援等を行う。また
パンフレットを作成し、学習会等
を通じた啓発を行う。

ＤＶ対策の実施 相談窓口
の明確化

相談・啓発の
充実

＜児童福祉課・生涯学習課＞

36.4%

設定指標

男女共同参画セミナーの参加者数 197人 263人

達成状況

「男は仕事、女は家庭」という意識を持つ市民の
割合

 施策 3-502　女性の社会参画の促進

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ｂ
政策の形成過程における女性の参
画機会を拡大するため、市が所管
する審議会等への女性委員の登用
を促進する。

審議会等の委員への女性の
登用

実施

＜生涯学習課＞

拡充
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＜基本政策.４＞　暮らしの安全を守り、安心が実感できるまち

 地域を守る消防・救急体制の強化

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

Ａ 地区間の消防団員の不均衡の是正
や団員確保を図るため、定員の見
直し・機能別団員の導入を視野に
入れた再編計画を協議・策定し、
順次実施する。

消防団組織の再編 再編の一
部実施

再編計画の
策定
順次実施

＜防災対策課＞

 施策 4-102   消防団の体制強化・活性化

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ａ
北播磨北部地域での消防本部の広
域再編に向けて協議し、事務組合
設立や本部庁舎・指令装置の共同
化などの施設整備を行う。

常備消防の広域再編 事前協議 協議会設置 統合業務開始
指令センター
設計

＜防災対策課＞

H22 H23 H24 事業概要

方向性 Ｈ19実績値

政策１

消防・救急体制が十分整っており、あわせて、防火や救命に関する市民の意識も高まること
で、火災や救急事故による被害が軽減され、安心して暮らせる地域社会になっています。

Ｈ20実績値 達成状況

31件

設定指標 計画策定時

年間火災発生件数 38件 27件

1,049基

213基

４人

14人

1,046基

　213基

Ｂ 消防団の再編計画にあわせ、消防
団各部に配備している消防ポンプ
自動車・ポンプ積載車・小型動力
ポンプの計画的な年次更新を行
う。

消防自動車・消防ポンプの
更新

実施

＜防災対策課＞

1,043基

　213基

  　4人 2人

12人　11人

消防消火栓・防火水槽の設置数

年間救急救命講習受講者数

（消火栓）
（防火水槽）

（普及員）
（上　級）
（普　通）
（短　期）    1,433人

18台

41台

18台

41台

18台

41台

51部　256人 55部　262人

98.4% 99.2% 99.2％

1,438件 1,540件 1,622件年間救急車出動件数

消防団員定数の充足率

消防協力員数

消防団の消防車両数
（ポンプ車）

（積 載 車）

51部　251人

496人

1,039人

事務組合設立
消防本部改修

 292人 202人

1,252人

 施策 4-101　 常備消防・救急体制の強化・充実

事　業　名 H21

 施策 4-103　 防火意識の高揚と救命技術の普及

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ａ
幼稚園や公共施設にＡＥＤを設置
するとともに、市民が利用しやす
い場所に設置するため、ＡＥＤを
収納するボックスの整備を行う。

ＡＥＤ・ＡＥＤボックスの
設置

隣保館・
コミセン
への設置

幼稚園・公共
施設への設置
ＡＥＤボック
スの設置

設置の検討

<健康課・教育総務課＞

拡充
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＜基本政策.４＞　暮らしの安全を守り、安心が実感できるまち

 災害に強いまちづくりの推進

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

＜農林振興課＞

【再掲】

 施策 4-202   災害発生時に対応できる人材の育成

事　業　名 H21

Ｂ
山地災害防止のため、土留め工や
間伐、作業道の整備など森林の防
災機能を高める整備を行う事業者
に対する補助を行う。

防災機能の強化に向けた森
林の整備

実施

Ａ 地域を基盤とした住民による自主
防災組織を設立するとともに、訓
練等の活動支援を行い、災害時に
機能する組織として活性化を推進
する。

自主防災組織の設立・育成 拡充
活性化

Ｂ 防災体制を検証するため、行政職
員を中心とした図上訓練を実施す
る。また防災関係機関と地域住民
が参加する総合防災訓練を実施す
る。

図上訓練
（地震）

政策２

防災基盤の整備が整い、日常の取組はもとより、災害発生時には市民の高い防災意識の下、自
助・共助の精神に支えられた市民活動や、市民・行政・関係機関の連携による災害対応が展開
される災害に強いまちになっています。

設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ19実績値

災害に強いまちになってきたと感じている市民の
割合

35.0% 42.4%

91.3％

Ｈ20実績値 達成状況

45.2％

60組織

自分たちの生命、財産は自分たちで守るという意
識を持つ市民の割合

90.3% 93.5%

63組織

自主防災組織等による年間防災訓練数 10回 30回 24回

自主防災組織数 59組織

 施策 4-201　 防災基盤の整備・強化

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ａ 加古川の河床掘削や護岸整備、重
春橋・野村橋・ＪＲ橋りょうの架
け替え、野間川の護岸整備と井堰
整備の促進のため、用地交渉等の
支援を行う。

加古川河川激甚災害対策特
別緊急事業の推進

河床掘削
護岸整備
橋りょう整備

＜建設総務課＞

H23 H24 事業概要

Ａ
浸水対策のため、日野地区の雨水
幹線などの整備を行う。また公共
施設用地における簡易な貯留施設
整備を行う。

市街地浸水対策事業の推進
（日野地区雨水幹線等）

地元調整
整備計画

雨水幹線整備
貯留施設検討

＜工務課＞

防災講演
会の実施

図上訓練
（風水害）

H22

＜防災対策課＞

地域総合訓練

＜防災対策課＞

防災訓練の実施
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事　業　名 H21 H22 H23

 施策 4-203   災害に強い仕組みづくり

H24 事業概要

Ｂ 【再掲】 民生委員などの協力を得て、地域に
住む高齢者など要援護者の情報を記
入した福祉票を作成し、緊急時に必
要な支援が速やかに行える体制を構
築する。【目標全88自治会】

要援護者の支援体制の構築 情報の更新
体制の拡充

＜長寿福祉課＞

Ａ
県の土砂災害警戒区域の指定後、合
併前市町で個別に作成していた土砂
災害・洪水ハザードマップを統合作
成する。

災害ハザードマップの作成 警戒区域の県
指定・調整

作成

＜防災対策課＞

Ａ 新 規
黒田庄地域総合事務所の閉鎖に伴
い、事務所内に設置していた防災行
政無線の放送設備の移設工事を行
う。

防災行政無線放送設備の移
設

移設工事

＜防災対策課＞
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＜基本政策.４＞　暮らしの安全を守り、安心が実感できるまち

 総合的な交通安全対策の推進

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

 施策 4-302　 交通安全施設の整備

政策３

安全性の高い道路が整備され、ドライバーは交通安全のルールを守り、すべての市民が行動し
やすい、安心と思いやりのある交通社会になっています。

Ｈ20実績値 達成状況

293件

設定指標 計画策定時

交通事故（人身）の年間発生件数 281件 295件

方向性 Ｈ19実績値

4,918人

交通事故（人身）の年間負傷者数 338人 356人

交通安全教室の年間参加者数 3,570人 4,945人

369人

 施策 4-301　 交通安全教育と啓発の推進

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ａ
従来の学校園や高齢者への交通安
全啓発のほか、子育て世代や事業
所を対象とした啓発活動を実施す
る。

多様な交通安全啓発の推進 実施

＜生活環境課＞

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ｂ 児童の通学路の交通事故防止のた
め配置してきた交通指導員を廃止
し、自主防犯グループなど地域住
民が主体となった子ども見守り活
動を推進・支援する。

Ｂ
道路にガードレール・横断防止
柵・カーブミラー・誘導標識など
の交通安全施設の整備を行う。

交通安全施設の整備 実施

＜土木課＞

2人2人８人交通事故（人身）の年間死者数

＜生活環境課＞

自主防犯グループなどによ
る子ども見守り活動の実施

交通指導
員の段階
的廃止

実施
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＜基本政策.４＞　暮らしの安全を守り、安心が実感できるまち

 安全で明るい暮らしを守るまちづくり

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

 施策 4-402   安全な消費生活の確保

政策４

犯罪や事件の発生が少なく、日常生活を脅かす不測の事態やあらゆる危機からも市民一人ひと
りが守られ、不安を感じることなく、明るく暮らせるまちになっています。

設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ19実績値

548件

防犯活動をしている市民の割合 24.8% 28.1%

Ｈ20実績値 達成状況

23.2％

０件

年間刑法犯罪認知件数 672件

消費生活相談における年間あっせん不調件数 ０件 ０件

577件

 施策 4-401　 防犯活動の支援・防犯対策の充実

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

H22 H23

Ｂ
地域に根ざした自主防犯グループ
の活動支援を行うとともに、グ
ループ同士の連携促進を図る。

自主防犯グループの支援 実施

＜生活環境課＞

H24 事業概要

Ｂ 消費生活・多重債務に関する市民
からの相談を行う窓口を開設し、
助言や指導を行う。また全国消費
生活情報ネットワークシステムを
配備し、窓口機能の充実を図る。

消費生活・多重債務相談の
実施

実施
消費生活セン
ター設置・機
能の充実＜生活環境課＞

安全な消費生活ができる環境づく
りに向け、正しい判断力を持つ消
費者を育成するため、職員や消費
生活相談専門員による市民への出
前講座をする。

消費生活出前講座の実施 実施

＜生活環境課＞　

Ｂ

事　業　名 H21

拡充

拡充
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＜基本政策.５＞　快適な暮らしを支える生活基盤が充実したまち

 安全で快適な道路の整備

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

＜土木課＞

Ｂ

地域間を結ぶ市道の改築や交差点
改良、舗装などの整備を行う。

地域間道路の整備
（広域道路ネットワーク事業）

鹿野比延２号
線整備完了
野村12号線
ほか整備

Ａ
県が事業主体の都市計画道路和布
郷瀬線（国道175号接続部～和布
町交差点）の重春橋架け替え、道
路拡幅整備の支援を行う。

都市計画道路・和布郷瀬線
整備の支援

重春橋
下部工

重春橋上部工 陸上区間整備 整備完了

＜建設総務課＞

政策１

歩行者や自動車の移動のみならず、市内での円滑な物流の確保、災害の拡大抑制や避難誘導、
市民や来訪者によるにぎわいや交流の創出など、道路が持つ多面的な機能が十分に発揮され、
地域が活性化し、安全で快適な市民生活ができる社会になっています。

設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ19実績値

市内の道路はさらに整備していくことが必要であ
ると感じている市民の割合

62.9% 49.6%

54.0％

37.4% 44.5％

Ｈ20実績値 達成状況

54.4％

63.6％

身近な道路の清掃など維持管理に協力している市
民の割合

51.0%

都市計画道路の整備率 63.6% 63.6%

57.6%

 施策 5-101　 体系的な道路交通網の整備の推進

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ａ 西脇バイパスの４車線化と西脇北
バイパスの整備のための支援を行
うとともに、黒田庄地区のバイパ
スの早期事業化に向けた要望活動
を行う。

国道175号バイパス整備の
推進・支援

実施 ４車線化整備
完了

西脇北バイパ
ス整備完了

＜建設総務課＞

Ａ 国道427号のルート変更（西脇道
路）の平成25年の事業着手に向
け、関係機関と必要な協議を行う
とともに、都市計画の変更作業を
実施する。

国道427号・西脇道路の整
備の推進・支援

交差点改
良・ルー
ト協議

都市計画変更
地元説明

事業評価

＜建設総務課＞

橋りょう（約50橋）の劣化損傷状
況を把握するため、予防的な修繕
による工事費削減効果を確認し、
適切な補修手法を選定した計画を
策定する。＜土木課＞

市内の道路を通行するときに安全に通行できると
感じている市民の割合

39.7%

Ｂ

橋りょう長寿命化計画の策
定

点検・
調査

計画策定

Ａ
西脇八千代市川線・黒田庄多井田
線・西脇篠山線などの県道改良工
事の整備支援を行う。

県道整備の推進・支援 黒田庄多井田
線バイパスの
開通

平野口交差点
改良

芳田橋完了

＜建設総務課＞
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地元要望等に基づき、既設市道の
拡幅や側溝整備などの改良を行う
とともに、走行性の向上につなが
る新設舗装や再舗装を行う。

事業概要

【再掲】

Ｂ

 施策 5-103   生活に密着した道路整備の推進

事　業　名 H21 H22 H23 H24

 施策 5-102   安全で快適な道路環境の整備

事　業　名 H21 H22 H23 H24

Ｂ
道路にガードレール・横断防止
柵・カーブミラー・誘導標識など
の交通安全施設の整備を行う。

交通安全施設の整備 実施

＜土木課＞

事業概要

Ｂ 県道郷の瀬野村線の歩道拡幅・段
差の解消、自動車走行の騒音を軽
減する舗装、しばざくら通りの電
線類の地中化などのリニューアル
工事の支援を行う。

県道郷の瀬野村線リニュー
アル工事の支援

実施
電線地中化
工事

交差点改良

＜建設総務課＞

生活道路の改良・舗装 実施

＜土木課＞
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＜基本政策.５＞　快適な暮らしを支える生活基盤が充実したまち

 円滑な移動を支える公共交通の整備・充実

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

H24

Ｂ
路線バス事業者に運行経費の補助
を行うとともに、コミュニティバ
ス実証運行などを踏まえ路線の再
編を検討する。

路線バスの路線再編・運行
補助

札場線
廃止

実施

 施策 5-202   公共交通機関の利用促進

事　業　名 H21 H22 事業概要H23

＜企画政策課＞

政策２

公共交通が整備・充実されることにより、高齢者・障害者や年少者をはじめ、すべての人が日
常生活において、安心して、円滑に移動できる社会になっています。

公共交通を利用している市民の割合（過去１年
間）

設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ19実績値 Ｈ20実績値 達成状況

46.3% 51.1% 44.9％

51.3％

8,698人

135,757人

買物や通院・通学のための移動に不便を感じてい
る市民の割合

53.0%

市内運行バス（コミュニティバス）の年間利用者
数

11,869人

56.1%

124,458人

10,421人

265,355人市内ＪＲ７駅の年間乗降客数 274,755人 270,830人

 施策 5-201　 利用者にやさしい公共交通の整備

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ａ バスの空白・不便地域である黒田
庄地区・津万地区・比延地区にコ
ミュニティバス路線を設定し、実
証運行を行う。また住民主体での
運行への移行も検討する。

コミュニティバス実証運行 比延地区
実証運行

事業検証
本格運行の検
討

＜企画政策課＞

Ｂ
市街地を中心に運行するコミュニ
ティバス「しばざくら号」の運行
事業者に運行経費の補助を行う。

コミュニティバス（既存路
線）の運行補助

ルート
再編

実施

＜企画政策課＞

Ｂ 市の玄関口であるＪＲ西脇市駅の
駅舎補修工事を行う。また待合所
機能を充実したサロンの設置など
駅舎整備と施設運営について検討
する。

西脇市駅の駅舎整備 機能充実
検討

駅舎一部
補修

地元調整

＜企画政策課＞

新 規

市内運行バス（路線バス）の年間利用者数 136,093人

Ｂ 新 規
市の玄関口としてふさわしい西脇
市駅の周辺整備についての基本構
想を策定する。また構想に基づく
今後の整備方針を検討する。

西脇市駅の周辺整備 基本構想策定 検討

＜都市住宅課＞
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＜基本政策.５＞　快適な暮らしを支える生活基盤が充実したまち

 多様な世代が暮らす快適な定住環境の形成

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

＜都市住宅課＞

 施策 5-302   住宅セーフティネットの構築

事　業　名 H21 H22 H23

政策３

快適な居住環境が形成され、定住者や転入者が増えることで、多様な世代間の交流が盛んな、
活気にあふれ、住みやすくやすらぎを感じることができる「住んでよかったまち」になってい
ます。

設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ19実績値

ー
次期国勢調査
データで比較

西脇市に住みたい、住み続けたいと思う市民の割
合

62.5% 57.6%

Ｈ20実績値 達成状況

68.8％

57区画

持ち家比率の割合 78.1%

茜が丘の分譲宅地数（市分譲分） 76区画 66区画

－

 施策 5-301　 定住の促進に向けた環境整備

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ａ 市土地開発公社が所有する茜が丘
の宅地を販売する。また広告宣伝
の実施や住宅メーカーと連携し、
モデル住宅を建設、宅地分譲を促
進する。

茜が丘の宅地分譲 低金利
ローン制
度の導入

販売計画
の検証

＜企画政策課＞

H24 事業概要

Ａ
住生活基本計画を踏まえ、老朽化
が著しい団地の新規募集停止・払
い下げ・用途廃止・日野ヶ丘団地
への集約化等を推進する。

市営住宅の再編・整備 住生活基
本計画策
定

＜都市住宅課＞

旭ヶ丘団地
地籍調査

Ｂ
法律で義務付けられた住宅火災警
報装置を設置するとともに、年次
計画に基づき、計画的に住宅施設
の修繕工事を行う。

市営住宅の施設整備 住宅火災警報
機の設置等

修繕・改修の
実施

津万井・旭ヶ丘・日
野ヶ丘団地の払い下
げ・用途廃止・移転・
地元調整等
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＜基本政策.５＞　快適な暮らしを支える生活基盤が充実したまち

 環境と調和した計画的なまちづくりの推進

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

魅力ある商店や買物ゾーンが形成されていると思
う市民の割合
居住環境が整備され、快適な生活が確保されてい
ると感じる市民の割合

34.8%

40.3%

27.3% 27.4％

政策４

計画的な土地利用に基づき、市民が「住みよい」と感じることができる都市環境や農村環境が
形成されているまちになっています。

57.6%

設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ19実績値

３地区

Ｈ20実績値 達成状況

68.8％

39.6% 44.5％

H23 H24 事業概要

３地区

11.7% 11.7% 11.7%

市街化調整区域において小規模な
工場の立地、地縁者の住宅建設な
ど地域の活性化を推進する特別指
定区域の活用を促進する。

特別指定区域の活用
（土地利用計画の策定）

指定区域の
活用促進

＜都市住宅課＞

 施策 5-402   優れた景観の保全と創出

事業概要

 施策 5-403   中心市街地の活性化の推進

事　業　名 H21 H22 H23 H24

Ｂ
都市計画マスタープランを受け、
緑地の適正な保全と緑化の推進に
関する施策を総合的・計画的に実
施する計画を策定する。

緑の基本計画の策定 検討 策定

＜都市住宅課＞

 施策 5-401　 総合的・計画的な土地利用の推進

事　業　名 H21 H22

Ｂ

地籍調査の進ちょく率

都市計画法に基づく地区計画の決定数 ３地区

西脇市に住みたい、住み続けたいと思う市民の割
合

62.5%

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

企業誘致に向け、企業の立地を容
易にするため、産業誘導ゾーンに
位置付けている比延山麓地区の基
本構想を策定する。

産業誘致地区基本構想の策
定

基本構想策定

＜商工労政課・都市住宅課＞

Ｂ 新 規 【再掲】

Ａ 国道427号のルート変更（西脇道
路）の平成25年の事業着手に向
け、関係機関と必要な協議を行う
とともに、都市計画の変更作業を
実施する。

国道427号・西脇道路の整
備の推進・支援

交差点改
良・ルー
ト協議

都市計画変更
地元説明

事業評価

＜建設総務課＞

【再掲】
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H22 H23

H24 事業概要事　業　名 H21 H22 H23

ＴＭＯの活動支援

土地の適正な把握と管理を行うた
め、土地の記録を明確にする地籍
調査を計画的に実施する。また調
査実施地区を拡大する。

地籍調査の実施 堀町ほか
実施

＜建設総務課＞

Ｂ

継続実施
実施地区の拡
大

事業概要

産官学連携の下、中心市街地に開
設した播州織の展示ギャラリーや
商品の販売を行う播州織工房館の
運営支援を行う。

旧来住家住宅や播州織工房館の管
理運営やにぎわい活動を行う西脇
ＴＭＯの運営の補助を行う。

 施策 5-404   地籍調査の推進

実施
マップ作成

＜まちづくり課＞

Ｂ 【再掲】

ＴＭＯ播州織ファッション
特区の支援

Ｂ

事　業　名 H21 H24

支援内容の
見直し
事業内容の
検証＜まちづくり課＞

拡充
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＜基本政策.５＞　快適な暮らしを支える生活基盤が充実したまち

 市民がふれあうやすらぎと憩いの場の創出

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

＜建設総務課＞

H22

 施策 5-502   自然環境の保全とふれあう場の創出

河川敷の草刈やごみの収集など河
川の美化活動を自治会に委託して
行う。

河川環境の整備 実施

Ｂ

事　業　名 H21

＜都市住宅課＞

12.4㎡ 12.5㎡

Ｂ 【再掲】
都市計画マスタープランを受け、
緑地の適正な保全と緑化の推進に
関する施策を総合的・計画的に実
施する計画を策定する。

緑の基本計画の策定 検討 策定

市民１人当たりの公園・緑地・広場の面積

政策５

適切に配置された公園・広場や、自然に親しむことのできる空間が、市民の憩いとやすらぎの
場として大切に愛されており、コミュニティの場としても機能しているまちになっています。

達成状況

居住環境が整備され、快適な生活が確保されてい
ると感じる市民の割合

40.3% 39.6% 44.5％

設定指標 計画策定時 方向性

６箇所

Ｈ20実績値Ｈ19実績値

６箇所

12.5㎡

 施策 5-501　 公園・広場の計画的な整備・維持管理

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

親水護岸の整備箇所 ５箇所

市の管理する都市公園内に設置し
ている遊具などの設置・修繕を行
う。また、公衆便所の水洗化とバ
リアフリー化を行うため、改築・
改修する。

都市公園施設の改修・更新 施設長寿
命化計画
の策定

＜都市住宅課＞

計画の実施

Ｂ

H23 H24 事業概要

拡充
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＜基本政策.５＞　快適な暮らしを支える生活基盤が充実したまち

 安全で良質な水道水の安定供給

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

政策６

安全で良質な水が安定供給され、市民がいつでも安心して水道水を使っているまちになってい
ます。

設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ19実績値

85.3%

Ｈ20実績値

12件 13件 21件

90.3％有収率 85.7%

＜工務課＞

 施策 5-602   計画的な水道施設の整備

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ｂ
老朽化に伴う漏水の防止と災害時
にも対応できるよう耐震化にも配
慮した配水管の計画的な更新を行
う。

水道管路の更新 更新計画
策定

更新

年間給水管漏水件数 115件 83件 139件

達成状況

年間配水管漏水件数

事業概要

民間ノウハウの活用、コスト管理
を徹底し、収納率の向上に向けた
取組を推進するとともに、有識者
等による審議会を設置し、適正な
料金の検討を行う。＜上下水道部管理課＞

水道事業の経営基盤の強化
コンビニ
収納開始
審議会の
設置

料金改定の
検討

Ａ

 施策 5-603   水道事業の健全な財政運営

事　業　名 H21 H22 H23 H24
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＜基本政策.５＞　快適な暮らしを支える生活基盤が充実したまち

 生活排水の適切な処理の推進

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

実施設計下水道施設の統廃合
（畑瀬地区）

統合基本計画
の作成

地方公営企業法の適用に伴い、民
間ノウハウの活用、コスト管理を
徹底し、収納率の向上に向けた取
組を推進する。また審議会を設置
し、適正な料金の検討を行う。

コミュニティプラントの畑瀬処理
区を西脇地区公共下水道に接続
し、統合することで、単独で下水
処理をしている畑瀬環境センター
を廃止する。

 施策 5-703   下水道事業の経営健全化

事　業　名 事業概要

管渠工事

＜工務課＞

政策７

多くの市民が下水道を使用することで、公共用水域の水質保全が図られ、より一層衛生的で快
適な生活を送ることのできるまちになっています。

設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ19実績値

水洗化率 78.8% 80.8%

91.3％

Ｈ20実績値 達成状況

82.4％

下水道事業の有収水率 90.8% 91.6%

 施策 5-701　 水洗化の促進

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ｂ 広報紙やイベント会場などでの水
洗化ＰＲのほか、自治会や個別訪
問を行うとともに、小学生などを
対象にした施設見学会を実施す
る。

水洗化の促進啓発 実施

＜工務課＞

 施策 5-702   下水道施設の整備・維持管理

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

他の公共事業との調整などにより
公共下水道が未整備となっている
箇所の整備を行う。

公共下水道の整備 整備完了

＜工務課＞

Ａ

Ａ

Ｂ

新 規

下水道事業の経営基盤の強
化

＜上下水道部管理課＞

下水道関係事業の使用料の算定体
系を公共下水道事業にあわせ、従
量制の料金体系へ一本化する。

下水道事業の料金算定体系
の一本化

実施

＜上下水道部管理課＞

検討

H21 H24

Ａ

料金改定の
検討

H22

地方公営
企業法の
適用

H23

Ａ
下水道処理施設の長寿命化に向
け、策定した計画に基づき黒田庄
浄化センターの改築工事を行う。

下水道施設の改築・更新
（黒田庄地区）

長寿命化
計画作成

改築工事

＜工務課＞

審議会の設置
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＜基本政策.５＞　快適な暮らしを支える生活基盤が充実したまち

 生活の利便性を高める地域情報化の推進

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

Ａ
老朽化した機器の更新にあわせ、
従来のインターネットによるライ
ブ中継機能に加え、中継録画を配
信できるシステムを導入する。

議会中継システムの改修 導入

＜議会事務局＞

新 規

Ａ 地上デジタルテレビ放送への完全
移行後もテレビが視聴できる環境
整備に向け、アナログ放送終了の
周知や公共施設のデジタル化対応
などを実施する。

地上デジタルテレビ放送へ
の移行支援

実施 地上デジタル
放送への完全
移行

＜情報政策課＞

Ｃ 行政情報をわかりやすく発信する
とともに、地域情報の活発な提
供・発信に向け、ＳＮＳの導入に
向けた検討を行う。

ＩＣＴを活用した行政サー
ビスの提供

ＦＡＱの
構築

地域ＳＮＳの
導入検討

＜情報政策課＞

＜情報政策課＞

方向性 Ｈ19実績値設定指標

市内に居住しているだれもが、インターネットや地上デジタルテレビ放送、携帯電話などＩＣ
Ｔを利用して提供されるあらゆるサービスを受けることができ、ＩＣＴの恩恵や利便性を実感
できる社会になっています。

情報化にふさわしい便利な生活を送っていると感
じている市民の割合

26.1%

計画策定時

政策８

44.6%

29,061件

Ｈ20実績値 達成状況

49.8％

市のホームページの月間アクセス件数 21,033件 19,470件

 施策 5-802　 地上デジタルテレビ放送に関する支援

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ａ
地上デジタルテレビ放送への移行
に伴い、自治会などが設置するテ
レビの共同受信施設の改修経費の
補助を行う。

テレビ共同受信施設の改修
支援

実施

＜情報政策課＞

 施策 5-805   行政分野での情報通信技術の活用

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ａ
高度情報社会に対応し、ＩＣＴを
活用した行政サービスの展開など
本市における情報化施策の基本方
針を示した計画を策定する。

情報化計画の策定 策定
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＜基本政策.６＞　持続可能な循環型社会を築き、人と自然が共生するまち

 環境にやさしい資源循環型社会の形成

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

政策１

市民・事業所・行政が一体となって、「ごみゼロ」社会の実現を目指し、５Ｒ生活に積極的に
取り組むことにより、廃棄物の減量化・資源化を進めるとともに、再生可能な自然資源の活用
を図ることで、環境への負荷が少ない資源循環型の社会になっています。

日ごろから省エネや省資源など環境に配慮した生
活をしている市民の割合

63.6% 72.7% 73.4％

145kg

設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ19実績値 Ｈ20実績値 達成状況

市民１人当たりの年間ごみ排出量 193kg 139kg

 施策 6-101　 ごみ減量化と適正処理の推進

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ｂ 北播磨清掃事務組合と連携し、ご
みステーションパトロール活動を
実施し、ごみの減量化・再資源化
を徹底する。

ごみ減量化・資源化活動の
実施

実施

＜生活環境課＞

 施策 6-102   環境にやさしいライフスタイルの推進

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ｂ レジ袋の削減や過剰包装の抑制に
向け、買物時のマイバック持参を
啓発を強化するとともに、小売店
などの協力を要請する。

レジ袋削減運動の実施 実施

＜生活環境課＞

市が所有する公共施設や学校園等
に環境への負荷が少ない自然エネ
ルギーである太陽光発電システム
を導入する。

 施策 6-103　 エネルギー資源の有効活用

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

＜生涯学習課ほか＞

Ｂ 本市における太陽光などの再生可
能エネルギーの有効活用を計画的
に推進するため、導入促進に向け
た指針を策定する。

新エネルギービジョンの策
定

策定

＜企画政策課＞

新 規

Ｂ

公共施設への太陽光発電シ
ステムの導入

天神池Ｓ
Ｃへの設
置

農産物直売所
への設置

公共施設・学
校等への導入
検討

拡充

拡充
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＜基本政策.６＞　持続可能な循環型社会を築き、人と自然が共生するまち

 自然と暮らしが調和する環境保全対策の推進

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

Ｂ 国のエコポイント制度にあわせ、
市内業者を活用して、地球環境へ
の負荷が少ない環境に配慮した住
宅改修に対する助成を行う。

環境対応型住宅の普及促進 実施

＜商工労政課＞

新 規 【再掲】

H24事　業　名 H21 H22 H23

政策２

豊かな自然環境の保全に取り組むことにより、安全で快適な生活環境が守られ、人と自然が共
生する社会になっています。

Ｈ20実績値 達成状況

47.1％

設定指標 計画策定時

住んでいる地域がごみのないきれいなまちである
と感じている市民の割合

44.4% 38.8%

方向性 Ｈ19実績値

45.6％

12.5％

環境保全のための具体的な行動を実践している市
民の割合

38.3% 45.3%

環境への負荷が少なく、人と自然
が共生できる環境の保全と創造を
図るため、本市における総合的な
環境政策を示した計画を策定す
る。

２団体

自然観察会や環境学習会などの環境保全活動に参
加している市民の割合

14.0%

環境保全にかかわる活動団体数 ２団体 ２団体

15.8%

＜生活環境課＞

 施策 6-201　 地球環境保全対策の推進

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ｂ

環境基本計画の策定 策定委員
会設置

検討・策定

不法投棄の防止を目的としたパト
ロール活動や不法投棄物の撤去作
業を委託し、実施する。

今後の墓地需要の予測などを踏ま
え、市が設置・管理する高松霊園
の墓地区画の拡張整備について検
討する。

＜生活環境課＞

 施策 6-202   環境保全対策の強化と自然環境の保全

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ｂ

高松霊園の拡張整備 検討

Ｂ

環境美化パトロールの実施 実施

＜生活環境課＞

Ｃ
豊かな心をはぐくみ、環境に対す
る関心を高めるため、小学生を対
象に農作物の栽培や自然観察など
の体験活動を行う。

環境体験学習の拡充 全小学校
で拡充・
実施

実施

＜学校教育課＞

【再掲】

事業概要

 施策 6-203   環境学習と環境保全活動の充実
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＜基本政策.７＞　多様な主体による地域自治が確立したまち

 市民主役のふるさとづくりの推進

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

Ｂ 新 規 利用しやすいホームページを構築
するため、生活者の視点からの検
索性を向上する画面構成とし、意
見収集の手段としてアンケート機
能や地図表示機能を追加する。

市ホームページの機能強化 改修 機能強化
運用

＜情報政策課＞

 施策 7-103   情報の共有化の推進

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

政策１

「住んでよかった」、「住み続けたい」と思えるまちを目指し、市民と行政がお互いの責任や
役割を分担し、ともに考え、協力してまちづくりに取り組むまちになっています。

設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ19実績値

各種講座や研修会など生涯学習活動に参加してい
る市民の割合（過去１年間）

25.0% 36.0%

76.8％

19.4％

Ｈ20実績値 達成状況

34.2％

－ －

市政に関心を持っている市民の割合 71.8%

市長・市議会議員選挙の投票率 72.3% －

77.0%

 施策 7-101　 市民と行政の協働体制の確立

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ａ
本市におけるまちづくりの理念や
行政運営の基本原則を定めた自治
基本条例を制定する。

自治基本条例の制定 市民委員
会設置

実施 条例施行

＜まちづくり課＞

 施策 7-102   意識改革と主体的な参加の促進

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ｂ
市の重要な政策の意思決定過程に
おいて市民の意見を聴取するパブ
リックコメント制度を導入する。

パブリックコメント制度の
導入

試行運用 制度導入

＜情報政策課＞

＜企画政策課＞

行政情報・地域情報がわかりやすく提供されてお
り、市民の意向が市政に反映されていると感じる
市民の割合

17.6% 17.3%

Ｂ
大学などの教育機関と連携して地
域課題に取り組んでいくため、取
組課題を洗い出し、連携協定の推
進を図る。

官学連携の推進 実施
拡充の検討

拡充

拡充
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＜基本政策.７＞　多様な主体による地域自治が確立したまち

 地域課題に対応する市民自治体制の構築

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

実施

＜まちづくり課＞

政策２

市民が自分たちのまちの良さを認識し、地域におけるふれあいや連帯感を高め、地域社会を構
成する多様な市民が結集し、主体的に地域課題に対応する市民自治体制が構築されたまちに
なっています。

Ｈ20実績値 達成状況

28.5％

設定指標 計画策定時

自分たちの住んでいるまちのよいところを説明で
きる市民の割合

23.7% 30.2%

方向性 Ｈ19実績値

23.2％
地域をよくするため、市民や企業が地域に貢献し
ていると感じる市民の割合

24.4% 28.1%

自治会・子ども会などの地域活動に参加するべき
と考える市民の割合

80.2% 82.0%

8地区

市民活動や地域活動（各種ボランティアやまちづ
くり活動など）に参加している市民の割合

22.9% 36.0%

81.4％

30.0％

８地区

「地区まちづくり計画」の策定地区数 ４地区

自治会・各種団体が一体となった地区まちづくり
推進組織の設立地区数

５地区 ８地区

８地区

事業概要

Ａ
野村町茜が丘に総合的な子育て支
援を行う拠点として、複合的機能
を備えた施設の整備を行う。

茜が丘複合施設の整備
（コミニティセンター機能）

方針決定 基本構想 基本設計 実施設計

＜企画政策課・中央公民館・児童福祉課＞

Ａ 地区まちづくり計画・地域福祉計
画の実践、地域教育力の向上を３
本柱に、市内８地区のまちづくり
推進組織による地域課題への対応
に向けた活動への補助を行う。

地区まちづくり実践活動の
支援

実施
交付金化に
向けた調整

＜まちづくり課＞

【再掲】Ｂ 各隣保館のコミュニティセンター
としての機能の充実を図る。特に
津万地区のまちづくり活動の拠点
として大野隣保館のコミュニティ
センター機能の充実を図る。

隣保館のコミュニティ機能
の充実

地元調整

 施策 7-202   「地区からのまちづくり」の推進

事　業　名 H21 H22 H23 H24

【再掲】

 施策 7-201   活動組織の集約と連携の推進

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ｂ 地区まちづくり団体間の意見・情
報交換会を開催する。その後市内
で活動するＮＰＯ法人など目的達
成型の団体との連携活動を図るた
めの協議の場を形成していく。

市民団体・組織のネット
ワーク化の推進

情報交換
会の設置

実施

＜まちづくり課＞
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 施策 7-203   地域課題の解決に向けた活動環境の整備

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ａ
地域が主体となって取り組む多様
な地域振興・まちづくり活動を支
援するため、基金を造成・運用す
る。

地域振興基金の造成 造成 運用

＜企画政策課＞

Ｂ
自主的・自発的なまちづくり活動
を行うグループに対し、活動内容
を審査し、活動経費の一部を助成
する。

まちづくり活動グループの
支援

実施

＜まちづくり課＞

46



＜基本政策.８＞　時代に対応した行政経営が確立したまち

 市民満足度の向上を図る市民起点の行政経営の実現

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

H22

Ａ

＜教育総務課＞

Ｂ

給食センター業務の民間委
託

手法等の検討

 施策 8-103   民間委託等の推進

政策１

市民との適切な協働と役割分担の下、成果志向・市民志向に基づいた、市民起点の行政経営が
行われています。

設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ19実績値

－

行政情報・地域情報がわかりやすく提供されてお
り、市民の意向が市政に反映されていると感じる
市民の割合

17.6% 17.3%

Ｈ20実績値 達成状況

19.4%

－

パブリックコメントの実施件数 －

ホームページの「市役所へのご意見」受付件数 － －

－

 施策 8-101　 行政経営システムの構築

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ａ
事務事業評価を核にした行政経営
システムを構築し、効果的・効率
的な行財政運営を推進する。

行政経営システムの確立・
推進

事務事業
評価実施

第三者評価の
導入検討

システムの
確立

＜行政経営室＞

Ａ 総合計画に掲げた目標の達成度を
把握するため市民アンケートを実
施するとともに、計画の進ちょく
状況を検証する市民会議を運営
し、後期基本計画を策定する。

市民評価による総合計画の
進行管理

実施 後期基本計画
策定着手

後期基本計画
策定完了

＜企画政策課＞

 施策 8-102   行政事務の改善と見直し

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ａ
本市の行政改革の基本方針を示し
た行政改革大綱の内容の見直し・
検証を行い、新たな大綱を策定す
る。

行政改革大綱の見直し・策
定

見直し・検証
策定

＜行政経営室＞

新 規

黒田庄地域にある２箇所の公立保
育所を統合整備し、民間（地区で
の運営）への移管に向けた支援を
行う。

公立保育所の民営化 移管調整
施設整備

＜児童福祉課＞

統合整備
民間移管

【再掲】

学校給食センターの統合整備を踏
まえ、業務について民間委託によ
る運営方法等を検討する。

統合整備工事
着工

事業概要H23 H24事　業　名 H21
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H24

【再掲】

【再掲】

事　業　名 H21

Ａ

事業概要

 施策 8-104   政策形成への市民参画の推進

事　業　名 H21 H22 H23

H22

学習講座の自主運営化・民
間委託の推進

運営等の
見直し

＜中央公民館＞

H23 H24 事業概要

定期講座・教
養講座の統合
自主グループ
化の推進

社会教育事業の方向性を明確にし
ながら、定期講座・教養講座の実
施・運営について市民主導の運営
や民間委託へ移行する。

新規講座の
検討

Ｂ
市の重要な政策の意思決定過程に
おいて市民の意見を聴取するパブ
リックコメント制度を導入する。

パブリックコメント制度の
導入

試行運用 制度導入

＜情報政策課＞

拡充
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＜基本政策.８＞　時代に対応した行政経営が確立したまち

 持続可能な行財政運営の確立

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

Ｂ
固定資産税の課税客体の的確な把
握に向けた基礎資料を作成し、適
正な課税業務を行うため、評価シ
ステムを構築する。

固定資産評価システムの構
築

航空写真撮影
地番図のデジ
タル化
鑑定評価＜税務課＞

事業概要事　業　名 H21 H22 H23 H24

中期的な財政運営の指針となる財
政健全化プランに基づき、健全化
策を推進するとともに、計画内容
の検証・見直しを行い、次期計画
を策定する。

財政健全化プランの推進・
策定

計画の策定・
見直し

＜財政課＞

Ａ

11.4％

方向性 Ｈ19実績値

15.6％

政策２

効果的・効率的な行政経営の下、将来にわたり健全で、持続可能な行財政運営が行われていま
す。

Ｈ20実績値 達成状況設定指標 計画策定時

税金が公平・有効に使われていると感じている市
民の割合

9.5% 8.6%

実質公債費比率 16.9% 14.9%

市税の現年度徴収率 98.1% 97.9% 97.8％

 施策 8-201　 財政健全化プランの推進

＜行政経営室＞

 施策 8-202   自主財源の確保

 施策 8-203   行政経費の効率的な運用

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ｂ 市税滞納者に対し、動産・不動産
の差し押さえを行い、インター
ネット公売を実施する。またその
他の有効な徴収手段について調査
研究する。

市税滞納者への徴収強化 徴収手段
の調査・
研究

整理回収方法
の見直し
新たな回収方
法の研究＜税務課＞

Ｂ
広報・ホームページなどの有料広
告の掲載を推進するとともに、公
共施設等行政が保有する財産への
事業展開を検討・実施する。

有料広告事業の推進 実施

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ｂ 水道・下水道・病院事業の経営の
健全化と効率化を図るため、中期
経営計画を推進するとともに、計
画的に内容の見直しを行い、新た
に計画を策定する。

水道・下水道・病院事業で
の経営計画等の推進・策定

水道・下水道
経営計画見直
し・策定

病院改革プラ
ンの一部見直
し

＜上下水道部・西脇病院＞

拡充
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黒田庄地域総合事務所の閉鎖に伴
い、書庫の整備を行うとともに、
利用しやすい市役所に向け、自動
ドアの設置など庁舎の改修工事を
行う。

本庁機能の強化・庁舎施設
の改修

改修・整備

新 規

＜総務課・財政課＞

Ｂ

市町合併に伴い支所となっていた
黒田庄地域総合事務所・黒田庄公
民館の機能を統合するとともに、
利活用できない公共施設の統廃合
を進め、解体工事等を行う。

黒田庄地域総合事務所・関
係施設の機能統合

本庁への
機能統合

事務所閉鎖
解体工事
公民館の
一本化＜地域振興課ほか＞

新 規Ａ

H22 H23 H24 事業概要

Ｂ
行政評価システムや財産管理など
の機能を含めた新しい財務会計シ
ステムを構築・導入する。

財務会計オンラインシステ
ムの導入

検討 導入

＜財政課＞

事　業　名 H21

Ａ

県立東はりま日時計の丘公
園の管理運営方法の検討

＜地域振興課＞

県立施設である東はりま日時計の
丘公園の市への移譲が検討されて
いることから、今後の施設のあり
方や管理運営方法の検討を行う。

検討

Ｂ
地域住民の生活文化の向上などを
目的とした集会所・教育集会所の
地域での管理・運営に向け施設を
無償供与する。

集会所・教育集会所の地域
への無償供与

協議
調整

順次実施

＜まちづくり課・人権教育室＞

 施策 8-204   公共施設の適正配置と有効活用

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

【再掲】

50



＜基本政策.８＞　時代に対応した行政経営が確立したまち

 職員の能力を最大限に発揮した市政運営の推進

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

＜総務課＞

Ａ
人材育成プログラムに基づき、多
様な能力と資質を持つ職員を育成
するため、戦略的・総合的な人事
システムを構築する。

人事管理制度の再構築 人材育成
プログラ
ムの策定

ジョブローテ
ーション確立
ＦＡ制度の
導入

昇任試験導
入・フラット
型組織の検討

複線型人事制
度・研修ポイ
ント制の検討

Ａ
新・西脇市定員適正化計画（改訂
版）に基づき、職員定数の適正化
を推進する。

定員適正化計画の推進 計画の見
直し・策
定

推進

＜総務課＞

政策３

職員が、意欲を持って仕事に取り組み、持てる能力を 大限に発揮できる職場環境が整備さ
れ、効率的な執行体制となっています。

設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ19実績値 Ｈ20実績値 達成状況

28.1％

市職員数 699人 670人 652人

49.0％

市職員は、市民の声に耳を傾け、仕事に取り組ん
でおり、信頼できると感じている市民の割合

28.2%

市職員の窓口対応に満足している市民の割合 42.5% 46.8%

25.9%

Ｂ
職員の定年制延長の方針が明らか
になる中で、退職した職員を１年
以内の任期を定めて採用する再任
用制度の導入を検討する。

再任用制度の導入 検討

＜総務課＞

＜総務課＞

 施策 8-302   将来の西脇市を担う人材の育成・能力の向上

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ａ 職務の遂行能力と実績を考慮した
人事考課制度を導入し、監督職以
上の給料を反映するとともに、一
定期間を経て検証・見直しを実施
する。

人事考課制度の導入 本格実施 給与への反映 検証・見直し

H24 事業概要H21 H22 H23

 施策 8-301　 定員適正化計画の推進

事　業　名
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＜基本政策.８＞　時代に対応した行政経営が確立したまち

 快適で利便性の高い窓口サービスの提供

○ 目指す姿

○ まちづくり指標（実績）

○ 事業内容

Ｂ
市税の電子申告を導入するととも
に、国税庁で行った申告に関する
情報のＩＣＴ活用により、税務事
務の軽減と円滑化を図る。

電子申告・国税連携システ
ムの導入・運用

導入
運用

＜税務課＞

新 規

新 規Ｃ 税金等の収納方法として、コンビ
ニでの納付やクレジットカードの
利用、ＩＣＴを活用した在宅納付
など時代に対応した多様な収納シ
ステムの導入を検討する。

多様な公金収納システムの
導入の検討

検討

＜税務課＞

政策４

設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ19実績値

46.4％

市職員の窓口対応に満足している市民の割合 42.5% 46.8%

Ｈ20実績値 達成状況

49.0％

2.46％

市役所の窓口サービスは利用しやすいと感じる市
民の割合

37.8%

住民基本台帳カードの交付率 0.53% 1.49%

42.4%

 施策 8-401　 窓口サービスの向上

事　業　名 H21 H22 H23 H24 事業概要

Ａ
総合窓口サービスの導入を含め、
市民の利便性の向上と迅速できめ
細やかな対応ができる窓口環境の
整備・検討を行う。

窓口環境の向上
仕切り板
をカウン
ターに設
置

環境改善・
サービス充実
の検討＜市民課＞

Ｃ
国税庁等関係機関と連携し、住民
基本台帳ネットワークで利用する
ＩＣカードの普及を図る。

住民基本台帳カードの普及 実施

＜市民課＞

市民情報が適切に管理され、正確で丁寧な応対によって、市民満足度の高い窓口サービスが提
供されています。

自動発券機導入

52



＜基本政策.８＞　時代に対応した行政経営が確立したまち

 広域連携による自立的な地域づくり

○ 目指す姿

○ 事業内容

事務組合設立
消防本部改修

【再掲】

新 規

Ｂ

播磨内陸広域行政協議会の
運営

内容見直
し

協議会設置

協定締結
ビジョン策定

研修事業の
実施

＜防災対策課＞

＜企画政策課＞

 施策 8-502   行政事務の広域化に向けた調査研究

事　業　名 H21 H22

Ａ

H23

常備消防の広域再編 事前協議

北播磨５市１町による広域行政協
議会を設置し、職員研修事業を企
画・運営するとともに、必要に応
じて広域的な諸課題の協議・研究
を行う。

Ａ
自治体の枠組みを超えた生活機能
の確保・充実と役割分担に向け、
中心市として多可町とともに定住
自立圏構想の推進に取り組む。

事業概要H24

＜企画政策課＞

北播磨北部地域での消防本部の広
域再編に向けて協議し、事務組合
設立や本部庁舎・指令装置の共同
化などの施設整備を行う。

統合業務開始
指令センター
設計

近隣市町をはじめ、他の自治体との連携を図り、広域的な視点から自治体の枠組みを超えたさ
まざまな課題に柔軟に対応しています。

H24 事業概要

政策５

 施策 8-501　 市町間の連携・広域行政事業の推進

H23

定住自立圏構想の推進 ビジョン推進

事　業　名 H21 H22

中心市
宣言

拡充
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