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　本市は、兵庫県のほぼ中央部、東経135度と北緯35度が交
差する「日本列島の中心―日本のへそ」に位置しており、阪
神都市圏からは60km圏内にあります。

　本市では、約２万年前（旧石器時代後期）の石器が見つかっており、古くから人々が生活していた
ことがうかがえます。岡之山山頂に築かれた岡ノ山古墳は、４世紀初頭における西脇・多可地域で現
存する唯一の前方後円墳で、当地域一帯を有力者が支配していたと考えられます。
　中世には這田庄、富田庄、比延庄、黒田庄などが存在しており、在地領主により開発が進んだと考
えられます。
　近世においては、農村集落が点在しており、早くから綿作が行われ、江戸時代後期には農閑期の副
業として綿織物が作られるようになりました。
　明治期の廃藩置県後、明治22（1889）年の町村制施行に伴い、多可郡津万村ほか５村が誕生しました。
「播州織」の繁栄とともに、現在の西脇地区を中心に市街地が形成され、大正６（1917）年に津万村が
町制施行し西脇町となり、昭和27（1952）年に西脇町、日野村、重春村、比延庄村の１町３村が合併
し、北播磨地域で最も早く市制施行しました。昭和29（1954）年には西脇市が加西郡芳田村を編入し、
播磨内陸地域の拠点都市として発展を遂げてきました。
　また、黒田庄村は、昭和35（1960）年に町制施
行し黒田庄町となりました。
　そして、平成17（2005）年10月に、地理的、歴
史的、経済的につながりが深い西脇市と黒田庄町
が新設合併し、新「西脇市」が誕生しました。
　現在の西脇市は、これまでの歴史的な成り立ち
などを踏まえて、８つの地区で構成されており、
それぞれの地区ごとに特性を生かしたまちづくり
を進めています。
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　２つの「シ」を図案化して「ニシ」を表し、市内を流れる２つの川（加古川、杉原川）
の合流地にひらける西脇市の飛躍と調和を象徴しています。

　わたしたちの西脇市は、豊かな自然の中で、これまでの歴史・伝統・文化を大切にしながら、織物
を産業の中心として栄えてきました。
　わたしたちは先人たちのたゆみない努力によって築かれたこのまちを受け継ぎ、次の世代の人々が
誇りと愛着を持てるふるさとにするために、新しい時代を切り拓いていかなければなりません。
　このまちで暮らすすべての人が、自然を愛し、互いに思いやり、支えあいながら、喜びと生きがい
が実感できるよう、心豊かで魅力あふれるまちをつくるために、ここに市民憲章を定めます。

わたしたち西脇市民は
一　明朗で誠実な人になりましょう
一　健康で明るい家庭をつくりましょう
一　支えあい住みよいまちをつくりましょう
一　自然を愛し豊かな心を育てましょう
一　青少年の夢と希望を育てましょう

さくら しばざくら

市　章

市民憲章

市の木 市の花
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1	西脇市の最上位計画
　この計画は、西脇市自治基本条例※の規定に基づいて策定するものです。将来に向けたまちづく
りの方向性を示す羅針盤となるものであり、本市のあらゆる分野別計画や施策・事業の基礎となる
「最上位計画」として位置付けています。

2	行政の経営計画
　第１次総合計画※における成果と課題を踏まえつつ、中長期的な展望に立ち、市民と行政の協働
により定められた将来像を実現するための「行政経営の基本的な指針」となるもので、政策・施策の
体系化や目標の設定、進行管理など、総合的かつ計画的な行政運営を実現するための計画です。

3	地域の経営計画
　自治の主体である市民と執行機関である行政が、まちづくりの方向性や情報を共有し、それぞれ
の役割分担の下、協働でまちづくりを進めていくことにより、地域全体の活性化を目指すための計
画です。

4	持続可能性を追求する計画
　世界規模での社会・環境問題、そして我が国における人口減少
や少子高齢化の進行などに対応し、多様性と包摂性のある持続
可能な世界を実現するという壮大なチャレンジとして掲げられた
SDGs※の達成のために、自治体レベルで取り組んでいくための指
針としての役割を担います。

第１節 計画の位置付け

第１章　第２次総合計画の概要
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　この計画は、西脇市自治基本条例第25条の規定に基づき、「基本構想」「基本計画」「行動計画」の
３階層により構成します。

1	基本構想
　長期的な展望の下、将来における本市の目指すべ
き姿を明らかにするとともに、その将来像を実現す
るための政策展開の基本的な方向性を示します。

2	基本計画
　基本構想を踏まえ、その実現に向けた施策の展開
方針を示すとともに、効果的な計画行政を展開する
ために、具体的な目標や施策を明らかにします。

3	行動計画
　基本計画に定めた施策について、財政的な見通し
を踏まえ、取組の具体的な内容を体系的にとりまと
めます。行動計画は本計画とは別に作成します。

■計画期間

第２節 計画の構成と期間

平成31年度
（2019年度）

平成32年度
（2020年度）

平成33年度
（2021年度）

平成34年度
（2022年度）

平成35年度
（2023年度）

平成36年度
（2024年度）

平成37年度
（2025年度）

平成38年度
（2026年度）

平成39年度
（2027年度）

平成40年度
（2028年度）

平成41年度
（2029年度）

平成42年度
（2030年度）

基本構想【目標年次：平成42（2030）年度】

前期基本計画【目標年次：平成36（2024）年度】 後期基本計画【策定予定：平成36（2024）年度】

基 本 計 画

行 動 計 画

基 本 構 想
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　平成27（2015）年国勢調査において、我が国の人口は大正９（1920）年の調査開始以来、初めて人口
減少に転じました。世界に例のないスピードで進行する人口減少や少子高齢化は、地域社会に前例の
ない影響を及ぼすと考えられます。一方で、我が国がグローバル化の波にさらされる中、大都市のみ
ならず地方都市においても、その影響を避けることはできません。
　こうした社会潮流の変化から生じる諸課題に対して、迅速かつ柔軟に対応していくことが求められ
ています。

1	本格的な人口減少社会の到来
⃝	我が国では少子高齢化の進行に伴い、人口減少社会が現実のものになるとともに、世界に先立っ
て超高齢社会※を迎え、団塊世代※が後期高齢者となる2025年問題などが提示されています。人
口減少、そして人口構造（年齢構成）の変容は、医療・福祉・介護サービスなどへのニーズの拡
大が予想されるとともに、今後の社会保障や地域コミュニティにも大きな影響を及ぼすことが懸
念されています。

⃝	国レベルでは東京圏への人口一極集中が依然として継続しており、地方都市における人口減少が
拡大し、農山漁村地域では過疎化や集落消滅のおそれなどが生じています。

⃝	こうした地方の現状に対して、政府では国と地方が総力を挙げて地方創生・人口減少克服に取り
組む姿勢を打ち出しています。

⃝	本市においても人口は既に本格的な減少局面を迎えており、今後もこの傾向が続くことは間違い
ありません。これを踏まえ、平成27（2015）年に「西脇市人口ビジョン」及び「西脇市まち・ひと・
しごと創生総合戦略」を策定し、出生数の増加や転出の抑制、転入の促進に向けて取組を進める
とともに、長期にわたる高齢期を健康でいきいきと暮らせるよう、健康づくりや生きがいづくり
に取り組んでいます。

■ 図1　日本の将来推計人口

第２章　本市を取り巻く社会潮流
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2	地方自治を取り巻く厳しい環境
⃝	我が国の経済は、近年、各種の経済対策や底堅さを増した海外経済等を背景に、緩やかな回復基
調を示しており、国や一部の地方自治体では税収がやや持ち直す傾向も見られます。しかしなが
ら、先行きは依然として不透明な状況にあり、今後の人口減少や少子高齢化を考慮すると、特に
地方都市においては大きな伸びを見込むことは難しい状況にあります。一方で、高齢化に伴う医
療・福祉・介護や子育てに対する支援などにより社会保障費が増加傾向にあります。

⃝	本市においては、市税収入の大幅な増収は期待できず、市町合併に伴う特例的な支援が終了する
一方で、社会保障費や公共施設等の老朽化に伴う更新・維持費用などは増加し続けることが確実
であり、財政の硬直化を緩和するため、効果的で効率的な行財政運営により財政の健全化を一層
進めていく必要があります。

3	情報・科学技術の発展
⃝	 IoT※の進展や会員制交流サイト（SNS※）などインターネットを通じた新たなコミュニケーション
手段の拡大及び情報端末の飛躍的な普及により、ICT（情報通信技術）社会が深化し、地理的な要
件に左右されずに人と人とがつながる社会や、膨大なデータを瞬時にやりとりできる社会が実現
しています。また、自動運転技術やバイオテクノロジー（生命工学）をはじめ、情報社会の中で
蓄積されたデータやAI（人工知能）を生かした科学技術の発展、産業の革新が急激に進んでいます。

⃝	情報・科学技術を活用することで、在宅福祉・医療、教育・学習活動、防災、行政サービスなど、
まちづくりの多様な分野において、幅広い情報の受発信・共有やサービスの提供が進むとともに、
今後の更なる発展が期待されています。

⃝	一方、情報の取得・利用に関するデジタルデ
バイド※や個人情報の保護・セキュリティ面
における懸念、サイバー犯罪の増加など、情
報に関わる負の側面が社会問題として顕在化
しています。

⃝	本市においても、様々な分野で行政サービ
スの提供にICTを活用してきましたが、今後
も行政サービスの効率化や充実に向け、ICT
の活用を積極的に進めるとともに、セキュリ
ティの確保・強化や情報教育の充実に取り組
んでいくことが求められます。

■ 図2　主な情報通信機器の保有状況

Ⅱ　
序　
論

13



4	経済構造の変化
⃝	国境を超えたサプライチェーン※の構築や新興国からのインバウンド※需要の高まりなど、日本
と世界の相互依存が深まり、経済のグローバル化が進展しています。また、訪日外国人数が年々
増加し、平成29（2017）年には前年比19.3％増の2,869万人に達し、平成32（2020）年の東京オリ
ンピック・パラリンピックに向けて、さらに増加することが期待されています。

⃝	また、IT革命も消費者や企業の物理的・地
理的な障壁を低くし、グローバル化を加速
化させ、国民生活や産業の姿を変貌させて
います。さらに人口減少や少子高齢化の進
行は、労働者の減少や高齢者ビジネスの拡
大など、我が国の経済に大きな影響を及ぼ
すことが予想されています。

⃝	本市でも、こうした社会潮流の変化を的確
に捉えて成長しようとする地元企業の生産
性向上や販路開拓への支援など、経済構造
の変化への対応を促す支援を進めていく必
要があります。

5	地球規模での環境リスクへの意識の高まり
⃝	世界的な人口の増大や経済成長などを背景に自然環境に対する負荷が増大しており、地球温暖化、
災害の激甚化、エネルギー需要の拡大、水不足、食糧危機など、地球規模での環境問題が大きな
課題となっており、市民レベルでの意識も高まっています。また、東日本大震災に伴う原子力発
電所の事故は、生活におけるエネルギーのあり方について、国全体が、そして私たち自身も考え
なければならないことを示しました。

⃝	このため、ごみの減量や再資源化、再生可能エネルギーの活用、そして自然環境の保全・再生な
ど、暮らしのあらゆる側面において、持続可能な循環型社会をつくっていくことが重要になって
おり、住民一人ひとりが意識を高め、ライフスタイルの見直しに取り組んでいくことが必要です。

■ 図3　訪日外国人数の推移

Ⅱ　
序　
論

14



6	安全・安心が重視される時代
⃝	平成７（1995）年の阪神・淡路大震災、そして平成23（2011）年の東日本大震災をはじめ、我が国
では多くの自然災害が発生し、国民の安全・安心に対する関心は一層強いものとなっています。
政府は東日本大震災後「国土強靱化※」を掲げ、「強さとしなやかさ」を備えた国土、経済社会シス
テムづくりを進めていますが、その後も自然災害は激甚化・大規模化しています。

⃝	また近年では、手口が複雑化・巧妙化する特殊詐欺被害やサイバー犯罪被害の発生、感染症の大
流行（パンデミック）、海外におけるテロ行為など、住民生活を脅かす不安が広がっており、ハー
ド・ソフトを組み合わせた安全・安心なまちづくりの重要性がますます高まっています。

⃝	本市においては、市民の間に災害の不安が比較的小さいまちという認識がある一方、アンケート
からは、今後の重要度が高い施策として「防災・危機管理」「医療・社会保障」「消防・救急」と
いう安全・安心に関わるものが上位を占める結果となっています。こうした安全・安心を求める
市民の極めて強いニーズに対応し、より効果的な取組が求められています。

7	ライフスタイル・価値観の多様化
⃝	単身世帯や高齢者世帯の増加など家族の状況や社会環境の変化により、ライフスタイルが多様化
しています。同時に、ワーク・ライフ・バランス※やローカル志向※・田園回帰など「物質的な豊
かさ」から「心の豊かさ」へ、さらに個性や多様性が尊重される誰もが自分らしく生きることがで
きる社会への意識が高まっています。

⃝	また、労働力人口が減少局面を迎えるな
か、定年後のシニア世代や離職した女性
などが、知識と経験を生かして再び社会
で活躍できる環境づくりが求められます。

⃝	本市においても、高齢化の進行等に伴っ
て、居住者の年齢層の変化やライフスタ
イルの多様化が進んでいると考えられ、
就労や地域活動などの社会参加において
も多様な価値観を尊重した取組が必要と
なっています。

■ 図4　これからは物の豊かさか、心の豊かさか
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8	協働・参加型まちづくりへの意識の高まり
⃝	核家族や単身者に対する生活サービスの広がりや地域におけるコミュニケーションの減少、プラ
イバシー保護に対する意識の高まりなどから、人間関係の希薄化が危惧されています。地域にお
いて重要な役割を担う自治会等の地縁組織でも、近年は加入率が低下する傾向にあり、個人の利
便を追求する社会のあり方に限界も生じています。

⃝	一方でNPO法人やボランティア団体など、新たに自己実現の一つの形として、テーマ型コミュニ
ティ※に対する参画意識が高まっています。今後、定年退職などにより比較的時間等にゆとりが
ある層などが地域に戻ってきたとき、こうした傾向はさらに高まる可能性があります。

⃝	本市では、地域自治協議会※が設立されるなど、地縁型コミュニティ※はしっかり根付いている
ものの、市民意識や価値観の多様化、高齢化がさらに進むことによって、その機能が低下してい
くことが危惧されます。このため、コミュニティの重要性について市民一人ひとりが意識し、身
近な地域において自助・共助※が機能するコミュニティを形成するとともに、地域の枠を超えた
特定非営利活動法人やボランティア団体等の活発な活動を産み育て、地縁型コミュニティとテー
マ型コミュニティの協働・連携を目指す市民協働※を推進していく必要があります。
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1	地勢・交通
　本市は、中国山地の東南端が播磨平野に接する地点にあり、南流する加古川などの河川沿いの平
野部を200～600ｍの山地や丘陵が囲んでいます。面積は132.44㎢となっていますが、可住地面積※

は29％にとどまっており、限られた平野部に集落や農地が形成されています。
　阪神都市圏からは60km圏内にあり、本市の南側の中国自動車道や広域幹線道路国道175号、JR加
古川線などにより阪神都市圏と接続しています。

2	人口・出生率等の動向
▶人口・世帯
　国勢調査によると、平成７（1995）年以降、本市は人口減少の局面を迎えており、平成27（2015）
年の人口は40,866人と、直近のピークとなる昭和60（1985）年からおよそ6,000人減少しました。
　人口が減少する一方、世帯数は微増傾向が続いており、世帯の単身化・核家族化の進行により、
平成27（2015）年における１世帯当たりの人員は2.72人まで縮小しています。
　高齢者人口（65歳以上人口）は一貫して増加傾向にあり、近年は特に75歳以上人口の伸びが大き
くなっています。高齢化率は、平成27（2015）年に31％となっており、兵庫県の27.1％を上回って
います。

第３章　本市の概況
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▶人口動態
　本市では、昭和56（1981）年以降、バブル崩壊の直後や阪神・淡路大震災の一時期を除いて、平
均して200人あまりの転出超過となっています。その年代は15～24歳に集中しており、高校・大学
卒業時に進学、就職等で市外に流出していることが要因となっています。
　人口流出先は、県内や大阪府が中心ですが、特に神戸市を中心とした瀬戸内海沿岸部への流出超
過が多くなっています。近隣都市間における社会動態は、本市の南側に位置する加東市や小野市へ
の流出が大きくなる一方で、北側に位置する多可町や丹波市からは流入超過の傾向にあります。
　本市の合計特殊出生率※は、平成17（2005）年まで低下傾向が続いてきましたが、平成22（2010）
年に反転上昇し、直近では1.68人となっています。この数値は全国・兵庫県平均を上回り、県内他
都市と比べても高い水準となっていますが、若年層を中心とした人口流出の傾向が変わらないこと
から、出生数の減少に歯止めがかからず、死亡数が増加することで人口減少の拡大につながってい
ます。

■ 図5　西脇市の人口・世帯の推移 ■ 図6　西脇市の年齢４区分別の人口推移

■ 図7　西脇市の人口動態（自然動態と社会動態）
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3	健　康
▶健康寿命
　兵庫県が算定した平成27（2015）年健康寿命※におい
て、本市と北播磨地域、兵庫県を比較すると、男性で
は、北播磨地域の平均は兵庫県の平均を上回っていま
すが、本市の数値は北播磨地域の中で最も低く、兵庫
県の平均を下回っています。また、女性では、本市の
数値は北播磨地域の平均をやや下回っているものの、
いずれも同水準となっています。

4	産業・雇用
▶事業所数・従業者数
　本市の事業所数・従業者数の推移をみると、平成21（2009）年から平成28（2016）年にかけて減
少傾向にあり、事業所数は432事業所（2,677事業所→2,245事業所）、従業者数は3,795人（19,433人
→15,638人）それぞれ減少しています。
　産業別にみると、第２次産業の比率が低下
し、第３次産業の比率が拡大する傾向が継続
しており、特に従業者数でこの傾向が顕著です。
　従業者数の変化を産業大分類別にみると、７
年間で多くの産業分野において従業者数の減
少が進んでいますが、「医療、福祉」などの分
野では増加しています。

■ 図8　健康寿命の比較

■ 図9　西脇市の事業所数・従業者数の推移
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▶製造業
　県内の類似団体と比較すると、養父市や朝来市、宍粟市より製造品出荷額等は高い水準にあります
が、近隣市や相生市、赤穂市との比較ではいずれもかなりの差異があり、低水準にとどまっています。
　市が整備したにしわき上比延工場公園は平成27（2015）年度に分譲完了しましたが、本市では可
住地面積※が市域の29％にとどまること、また都市計画上の制約があることなどから、工場適地が
限られており、近隣市の水準を下回る要因となっています。

▶播州織
　本市の基幹産業である播州織は輸出型産業と
して成長してきましたが、長期的な円高の進行、
新興国との厳しい価格競争などから近年、生産
量が落ち込み、現在は国内向けが中心となって
います。
　生産数量は昭和62（1987）年をピークとし、
直近の平成29（2017）年には約14分の１となる
27,508千㎡まで減少しています。生産金額は昭
和59（1984）年をピークとし、直近では約５分
の１となる18,007百万円にまで減少しています。
　近年、官民の連携により、デザイナー志望の若者の移住を促し、最終製品の創出を通じたブランド
化を推進する取組を進めており、若い力による地場産業のイノベーションへの期待が高まっています。

▶商業
　商業統計、経済センサスでは、平成19（2007）年には小売業年間商品販売額は約500億円、小売
業売場面積は約76,000㎡ありましたが、平成25（2013）年に約20,000㎡を擁した大型商業施設が撤
退し、平成28（2016）年にはそれぞれ約400億円、約52,000㎡に減少しました。
　人口当たりの売場面積はかつて北播磨地域で最大を誇りましたが、直近では、加西市や三木市を
やや下回る水準となっており、商業集積地としての優位性が低下しています。

■ 図10　西脇市と近隣・類似団体との製造業の比較

■ 図11　播州織の生産状況
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▶農業
　平成12（2000）年と平成27（2015）年の経営耕地
面積を比較すると、農家の数は約25％、経営耕地
面積は約14％減少しています。
　一方で、耕作放棄地は同期間で約1.8倍（15ha→
26.4ha）に増加しており、環境面（雑草・害虫の
増加や鳥獣害の発生、ごみの不法投棄等）や安全
面（保水能力や水質浄化等）などへの影響が危惧さ
れ、農地の集約化などが課題となっています。

▶観光
　平成28（2016）年度の観光入込客数は約1,277千人となっており、平成27（2015）年度の日本のへ
そ西脇地域食材でおもてなし条例※や西脇市観光交流推進ビジョンなどに基づく取組に伴って、増
加傾向にあります。
　市内では、道の駅、日本へそ公園、ゴルフ場などへの来訪が多くなっており、日帰り客が約92％
と大部分を占めています。

▶雇用
　ハローワーク西脇管内（西脇市、小野市、
加西市、加東市、多可郡）の有効求人倍率※は
兵庫県平均を上回って推移しています。また、
近年の人手不足の状況を反映し、近年は求人
数が求職者数を上回る状況で推移しており、
平成29（2017）年度では、1.79まで上昇してい
ます。
　求人内容では、事務職に対する求職ニーズ
が高い一方でサービス業、建設業などでは求
人に対し求職が充足しないなど、雇用のミス
マッチが生じています。

■ 図12　農家と経営耕地面積の推移

■ 図13　有効求人倍率の推移

農家…経営耕地面積10ａ以上又は年間農産物販売金額が15万
円以上の農業を営む世帯をいう。
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5	行財政
▶財政状況（普通会計）
　本市の歳入決算額は平成18（2006）年度には約169億円でしたが、平成29（2017）年度には約197
億円と17％増加しており、近年は200億円程度で推移しています。
　自主財源の基礎となる市税収入は、平成20（2008）年度の約59億円をピークに減少傾向にあり、
平成26（2014）年度には50億円を下回りました。本市の基幹的な税目である固定資産税は、平成29
（2017）年度には約22億円と減少傾向にあり、市税収入全体に占める割合も低下傾向にあります。
　歳出決算額は平成18（2006）年度に約163億円でしたが、年々増加傾向にあり、近年は200億円程
度で推移しています。平成18（2006）年度と平成29（2017）年度を比較すると、高齢化社会への対応
や子育て環境の充実などを受けて、民生費（児童福祉、高齢者福祉、障害者福祉、生活保護など）
が約23億円増加しています。

▶財政指標等（普通会計）
　市の借金にあたる地方債残高は平成21（2009）年度までは150億円程度で推移していましたが、
近年、臨時財政対策債※が増加し、平成18（2006）年度と平成29（2017）年度を比較すると、約49億
円（153億円→202億円）増加しています。
　市の貯金にあたる基金残高は、平成18（2006）年度と平成29（2017）年度の比較で約２倍（48億円
→104億円）に増加しました。
　行政運営の効率化等を進めた結果、平成19（2007）年度と平成29（2017）年度の財政指標を比較す
ると、実質公債費比率※は14.9％から8.7％に、将来負担比率※は129.3％から15.1％に、それぞれ改
善しています。

■ 図14　地方債・基金残高の推移 ■ 図15　財政指標の推移
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　本市は、豊かな河川の流れや四方の山々など自然環境に恵まれ、地場産業の興隆とともに経済的な
発展を遂げてきたという歴史や文化を背景として、多様な魅力や個性を育んできました。
　これからも、市民自らが本市ならではの地域資源を誇りに思い、その特長を守り生かしつつ、発展
させていくことが求められます。

1	北播磨地域の中心都市
　地場産業の興隆を背景に、昭和27（1952）年に県内内陸部で最初の市となる西脇市が誕生して以
来、北播磨地域の中心都市としての役割を担ってきました。
　現在でも西脇税務署や西脇労働基準監督署、ハローワーク西脇などの公共機関が立地しており、
飲食店をはじめとする商業施設も充実しています。
　また、それぞれ特色を有する県立高等学校が市内に３校立地しており、多くの生徒が市外から通
学しています。

2	日本列島の中心・日本のへそ
　本市には東経135度と北緯35度の交差点があり、ここが日本列島の中心に当たることから、「日
本のへそ」のまちとしてPRし、個性的なまちづくりを進めてきました。
　「へそ」の周辺にはJR日本へそ公園駅が立地し、芸術と科学の融合をテーマとした「日本へそ公園」
には、「岡之山美術館」や「にしわき経緯度地球科学館テラドーム」など近隣自治体にないユニーク
な施設を整備しています。

3	播州織など特色ある地場産業や農産品
　本市は、播州織や播州釣針など、古くからの地場産業を基幹産業として特色ある産業集積を形成
しており、近年では、官民一体となった新たな展開・イノベーションへの取組が進みつつあります。
　また、神戸ビーフの素牛・黒田庄和牛※や酒米の王者・山田錦※など、高い品質を有するブランド
力ある農産品を生産しているほか、イチゴの栽培など新規就農者等による新たな展開もみられます。

第４章　本市の特長
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4	評価される子育て・教育環境
　平成27（2015）年に整備した茜が丘複合施設Miraieは、市内のみならず、市外からも多数の人が
訪れる人気の子育て支援施設です。また、認定こども園の整備、地域で支える子育ての推進など、
子育て環境についての市民からの評価は高く、県内でも高い合計特殊出生率※等を実現しています。
　加えて、兵庫県の景観形成重要建造物に指定される木造校舎がシンボルの西脇小学校や、北播磨
でも有数の児童数を誇る重春小学校、県内でも数少ない小規模特認校の双葉小学校など、それぞれ
特色を有する小学校があり、アンケートでも教育環境に対する高い満足度が示されるなど、教育環
境も充実しています。
　また、児童生徒の登下校の際には、地元住民が見守り活動を行い、子どもたちも元気にあいさつ
する光景が市内各所で見られるなど、地域で子どもを見守り育む環境もあります。

5	充実した都市基盤
　阪神都市圏から１時間圏内に位置し、利便性を損なわない程度の地方・田舎暮らしができる環境
にあります。また、道路、鉄道、上下水道、公共施設などの都市基盤がほどよく整っています。
　西脇市立西脇病院は多様な診療科目を有するほか、がん診療連携拠点病院や災害拠点病院、臨床
研修病院などの指定を受けており、北播磨地域の中核的な医療機関としての役割を担い、市外から
も多くの患者を受け入れています。

6	豊かな自然環境
　加古川、杉原川、野間川という河川に沿って形成された平野部を山々や丘陵が囲んでおり、自然
環境に恵まれています。初夏にはホタル、晩秋には幻想的な霧に包まれるなど、四季折々の変化が
感じられるまちです。
　市民意向調査でも前回調査に続き、豊かな自然環境が定住理由の一つとして意識されています。

7	多彩な人材を輩出してきた土地柄
　日本を代表する美術家である横尾忠則氏をはじめ、有名脚本家やスポーツ選手、ミュージシャン
などを輩出しているほか、ノーベル賞候補にも挙げられる学者や企業経営者、政治家など、小規模
な地方都市でありながら、各界で活躍する多彩な人材を輩出しています。
　また、全国高校駅伝大会の強豪として名を馳せる西脇工業高等学校などの活躍も有名であり、ス
ポーツが活発な地域として、様々な競技における有名選手を多数輩出しています。
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　第１次総合計画・後期基本計画に基づくまちづくりの推進状況を次のとおり整理します。

■ともに支え合い、笑顔輝くあたたかなまち  －健康・子育て・福祉－

■産業が元気！活力とにぎわいあふれるまち  －産業・経済－

第１節 総合計画・後期基本計画における主な取組

○ 西脇市立西脇病院にMRI、CT、マンモグラフィー等の医療機器を導入
○ 小児医療を守る会、地域医療を支える市民の会等の活動支援
○ 各地区での健康教室等の開催や西脇健康ポイント制度の創設による健康活動の促進
○ 乳幼児等へのインフルエンザ等の任意予防接種の助成制度の創設
○ 認定こども園への移行支援と４・５歳児に対する保育料の無償化・軽減の実施
○ 茜が丘複合施設Miraie内にこどもプラザを開設、子育てに係る包括的な支援体制の確立
○ あんしんはーとねっと事業等による高齢者の見守り体制の充実
○ 障害者差別解消の推進に関する取組方針の策定、手話言語条例※の制定・啓発等の推進

○ 意欲ある事業者を支援するものづくり・あきない経営革新支援制度の創設
○ 播州織のブランド力強化を目指す西脇ファッション都市構想の推進
○ 日本のへそ日時計の丘公園における交流施設の整備及び指定管理者制度※の導入
○ 観光誘客促進事業による観光ルート等の開発及び市内消費活動の活性化
○ スイーツファクトリー支援事業によるイチゴの産地化及び新規就農の促進
○ 黒田庄和牛※を活用したご当地グルメ、西脇ローストビーフの開発・PR
○ 落方小山地区のほ場整備の実施
○ にしわき上比延工場公園の分譲完了、企業誘致の推進

第５章　まちづくりの推進状況
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■こころ豊かな人が育ち、いきいきと活躍できるまち  －教育・文化・スポーツ－

■暮らしの安全を守り、安心が実感できるまち  －生活安全・安心－

■快適な暮らしを支える生活基盤が充実したまち  －都市基盤・生活環境－

○ 双葉小、西脇小の改築や空調設備の導入、トイレ洋式化等による教育環境の充実
○ 児童・生徒の学力向上、外国語教育等の充実を目指すにしわき学力プランの推進
○ 学校給食センターを統合し、アレルギー対応専用調理室等を備えた新センターを整備
○ 新庁舎・市民交流施設の整備方針の決定、基本構想、基本計画等の策定
○ 図書館の移転・開館及び蔵書の充実、読書通帳・ICタグの導入
○ 日本へそ公園及び地球科学館のリニューアルの実施
○ 東京オリンピック・パラリンピックホストタウンの登録、交流事業等の推進
○ 茜が丘複合施設Miraie内に男女共同参画センターを開設、女性就労支援等の実施

○ 国道175号西脇北バイパス、県道黒田庄多井田線喜多バイパス整備等の推進
○ JR鍛冶屋線跡地における市道市原羽安線の整備
○ 平野橋、新中橋等の橋りょう長寿命化工事の実施
○ 公共交通関連計画の策定及びコミュニティバス路線等の再編の実施
○ 耐震化補助等の実施、空き家バンク制度の運用等による空き家の適正管理・活用の推進
○ 土地の把握・管理、土地取引の円滑化を推進する地籍調査※の実施
○ 高度浄水処理施設の整備、簡易水道の廃止、旧市町の水道料金の統一
○ 黒田庄畑瀬地区コミュニティプラントの廃止、農業集落排水への接続・統合

○ 西脇消防署の耐震化、西脇北出張所の整備、無線デジタル化等による機能強化
○ 消防団の活動拠点となるコミュニティ消防センターの整備、団員の処遇改善の実施
○ 杉原川沖田井堰、和田井堰等の改修
○ 郷瀬町、黒田庄町福地等の雨水幹線、ポンプ場等の整備
○ 防犯灯等のLED化、防犯カメラの設置支援等の実施、青色防犯パトロールカーの運用
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■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・環境共生－

■多様な主体による地域自治が確立したまち  －地域自治－

■時代に対応した行政経営が確立したまち  －行政経営－

○ 西脇市と多可町の１市１町による新ごみ処理施設の整備方針の決定
○ 西脇南中、道の駅等の公共施設への太陽光発電システムの導入
○ 太陽光発電、電気自動車等の家庭用創エネ省エネ設備等導入促進制度の導入
○ みどり園最終処分場跡地に太陽光発電所を整備し、環境施策の財源となる基金を充実
○ 環境意識の醸成と自発的な環境行動を促す仕組みである西脇エコポイント制度の導入

○ 北播磨３市１町による北播磨広域定住自立圏※の形成
○ ふるさと納税の推進による財源の確保及び地域経済の活性化
○ 定員適正化計画に基づく人員削減
○ 全職員対象の人事評価制度の導入、管理監督職に対する業績評価の給与への反映
○ 市税等のコンビニ納付、３・４月の土曜日臨時窓口の開設等の窓口サービスの拡充

○ 審議会等の委員公募、会議記録の公開、傍聴制度の明確化等を推進
○ パブリック・コメント（市民意見提出手続）の本格導入
○ 市ホームページのリニューアル、市公式フェイスブックの開始等による情報発信強化
○ 比延地区、黒田庄地区における地域自治協議会※の設立に係るモデル事業の実施
○ 茜が丘複合施設Miraie内に重春・野村地区のコミュニティセンターを開設
○ 関西学院大学、市内金融機関、（公財）新産業創造研究機構等との連携協定の締結
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　第１次総合計画・後期基本計画では、政策・施策を展開することによる成果を把握するため、「ま
ちづくり指標」を設定しました。まちづくり指標は、統計データ等に基づく社会経済指標等と、毎年
度実施する「まちづくり市民アンケート」で把握する市民実感などから構成しています。
　第1次総合計画・後期基本計画の計画期間において、まちづくり指標が、望ましい方向へ推移して
いるものを「○」、望ましい方向とは反対へ推移しているものを「×」、おおむね現状維持・その他の
ものを「△」として、政策指標、施策指標ごとに全体的な状況を示します。

1	政策指標
　政策の展開状況を把握するために、37項目の指標を設定
（うち14項目は施策指標と共有）しています。
　「○（望ましい方向へ推移）」は23項目（62％）、「×（望ま
しい方向とは反対へ推移）」は７項目（19％）であり、全体
としては、おおむね望ましい方向へ推移しました。

2	施策指標
　施策の展開状況を把握するために、113項目の指標を設
定しています。
　「○（望ましい方向へ推移）」は68項目（60％）、「×（望ま
しい方向とは反対へ推移）」は41項目（36％）となり、おお
むね望ましい方向へ推移した一方で、約３分の１が望まし
い方向とは反対へ推移しました。

第２節 まちづくり指標の状況

第１次総合計画・後期基本計画の計画期間／平成25（2013）年度から平成30（2018）年度までの６年間。まちづくり指標の推移の比較は、
計画策定時の平成24（2012）年度調査の数値を基準値とし、平成29（2017）年度調査により把握した数値を直近の現状値として、その差
異に基づき行った。
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　総合計画の策定に当たり、定住意向や市の政策に対する市民の満足度と重要度、まちづくりに対す
る意識などを把握し、計画に反映するため、市民意向調査を実施しました。

1	定住意向
　本市への定住意向は66.7％となっています。
総じて年長層になるほど定住意向が高くなる傾
向を示しています。
　年齢層別にみると、30歳未満では定住意向
は４割弱にとどまり、３割弱が市外への転出意
向を持っています。これは進学、就職等を契機
に市外に転出する本市の人口流動が今後も続く
可能性を示唆しています。また、30～59歳の
各階層でも、それぞれ10％強の回答者が市外
への転出意向を持っています。

2	まちづくりの将来イメージ
　「健康と福祉のまち」に期待する回答が45％と最も高い比率を示しています。続いて、「産業の
まち」が29％、「安全・安心に暮らせるまち」が25％、「子育てと教育のまち」が20％となっており、
産業の活性化に加えて、安全・安心や子育てに関して期待が高いことを示しています。

第６章　市民意向
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それぞれの数値は、満足度・重要度の高低５段階に応じて、高いものから順に５点、４点、３点、２点、１点の係数
を乗じて、その合計数を母数（選択した回答者数）で割って算出しています。全項目の平均値を算出し、それに対する
位置を散布図で示すことにより、相対的な満足度・重要度を示しています。

3	政策の満足度と重要度の比較
　第１次総合計画・後期基本計画に位置付ける33の政策について、満足度と重要度の関係をみると、
「防災・危機管理」をはじめ、「医療・社会保障」「消防・救急」など、安全・安心に関する政策を重
要と考える意見が上位を占めています。
　また、「学校教育・幼児教育」「児童福祉・子育て支援」など、子ども・子育てを重要とする意見
がこれに続いています。
　重要度が高い一方で満足度が低くなっており、期待・緊急度が高いと考えられる政策としては、「高
齢者福祉・介護保険」や「産業創出・勤労者福祉」などが挙げられます。
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4	市が提供するサービスと市民の負担のあり方
　市が提供するサービスと市民の負担のあり方について尋ねたところ、単純なサービスの拡大や削
減よりも、「自分たちでできることは自分たちで行い、サービス全体の維持・向上を図り、市民負
担は維持又は微増にとどめる（協働によるサー
ビス維持・向上、負担維持・微増）」を求める意
見が多く、半数を超えて（51％）います。これ
に「市のサービス減少、負担維持」（26％）が続き、
負担増を伴ってもサービスの拡大を求めるとい
う意見は少数（6％）にとどまっています。
　これは、前回の第１次総合計画策定時の調査
（平成18（2006）年10月）とほぼ同じ傾向となっ
ています。

5	若者の意向
　次代のまちづくりを担う若者の意向を把握するため、市内中学生及び高校生に対してアンケート
調査を実施しました。

▶定住意向
⃝	中学生の３割、高校生の２割が将来の定住意向を示していますが、中学生・高校生とも「わから
ない」との回答が最も多くなっています。

⃝	高校生の卒業後の希望進路は進学５割弱、就職３割、専門学校２割となっており、「大学・短大
＞専門学校＞就職」の順で、地元を離れたいと考える意見が多くなる傾向があります。

▶重要な政策・目指すべきまちの姿
⃝	約５割の中学生・高校生が目指すべきまちの姿として「商業・レジャーのまち」をイメージして
おり、市街地の活性化や公共交通の充実、観光などに関する政策を重要と考えています。

⃝	「商業・レジャーのまち」に続く目指すべきまちの姿として、中学生では「安全・安心に暮らせる
まち」や「住環境が快適なまち」、高校生では「健康と福祉のまち」や「自然と共生するまち」と回
答する割合が比較的高くなっています。
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■出典

図１	 日本の将来推計人口
	 日本の将来推計人口（平成29（2017）年推計）：出生中位（死亡中位）推計（国立社会保障・人口問題研究所）

図２	 主な情報通信機器の保有状況
	 通信利用動向調査（総務省）
図３	 訪日外国人数の推移
	 訪日外客数（日本政府観光局）

図４	 これからは物の豊かさか、心の豊かさか
	 国民生活に関する世論調査（内閣府）

図５	 西脇市の人口・世帯の推移
	 国勢調査（総務省）

図６	 西脇市の年齢４区分別の人口推移
	 国勢調査（総務省）

図７	 西脇市の人口動態（自然動態と社会動態）
	 ～平成５（1993）年：兵庫県統計書
	 平成６（1994）年～平成17（2005）年：住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査（総務省）
	 平成18（2006）年～：西脇市統計書

図８	 健康寿命の比較
	 兵庫県における健康寿命（兵庫県）

図９	 西脇市の事業所数・従業者数の推移
	 経済センサス（総務省・経済産業省）

図10	 西脇市と近隣・類似団体との製造業の比較
	 平成28（2016）年経済センサス（総務省・経済産業省）

図11	 播州織の生産状況
	 公益財団法人北播磨地場産業開発機構資料

図12	 農業と経営耕地面積の推移
	 農林業センサス（農林水産省）

図13	 有効求人倍率の推移
	 一般職業紹介状況　都道府県別・地域別労働市場関係指標（実数及び季節調整値）（厚生労働省）、職業紹介状

況（兵庫労働局）

図14	 地方債・基金残高の推移
	 決算カード（西脇市）
図15	 財政指標の推移
	 決算カード（西脇市）
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