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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）年に都市経営の最上位計画として「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24年度 ～ 26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。 

  なお、前期基本計画の計画期間は、平成24年度を終了年度としていますが、継続的に

取り組む必要がある事業等については、平成26年度までの事業展開を記載しています。 

 

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。したがって、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経営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

Ｈ21実績値 Ｈ22実績値

38.8%

76.3%

41グループ

＜市民生活課・高齢福祉課＞

Ｈ26 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 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25

 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 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 事業概要

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

66.7%

41グループ

達成状況

40.3%
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%

設定指標 計画策定時 方向性

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」 

「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24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 

施策ごとに対象事業の事業名・

取組内容・事業概要を掲載 

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 

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（Ｈ22）

「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 
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Ⅱ 平成２４年度の市政経営の基本姿勢 

 

 １ 市政経営の方向 

 
新・西脇市が誕生して６年が経過しましたが、この間合併に当たり策定した「新市

まちづくり計画」に沿って、新市の経営基盤を着実に整えながら、当面する諸課題の

解決を進めてきました。しかし、未だ具体化していない課題も多く、さらには、解決

しておかなければならない課題も新たに発生し、その解決を図ることが必要です。 

 

多くの市民が、大いなる郷土愛のもとで主体的に活動を続けられることにより、

「市民主役のふるさと運営」が実を結んでいくことから、その実践的な活動の舞台と

して、「地区からのまちづくり」、「地域福祉の充実」、「地域教育力の向上」を基

調に、参画と協働によるまちづくりを進めてきました。今後「人、地域、産業が元気

なまち」西脇の実現に向けて、市民の知恵と力を合わせ、市民力、地域力、行政力が

一体となった地域の総合力をさらに高め、より素晴らしいふるさとづくりを進めてい

かなければなりません。 

 

世界情勢においては、本年度は、アメリカ・ロシア・中国など主要国で首脳の改選、

交代が予定される一年であり、加えて新興国の台頭や中東での民主化運動の広がりな

どの大きなうねりの中で、わが国を取り巻く環境も変化の波にさらされるものと思わ

れます。 

一方、国内にあっては、東日本大震災からの復興、地方分権の進展、デフレ経済へ

の対応、既成政党への信頼感の低下、また、少子高齢化への対応を目指した社会保障

と税の一体改革、それに関連した消費税増税やマイナンバー制の導入、さらには、子

ども・子育て新システムの検討など様々な問題に直面しており、こうした動きは、わ

が国の将来に大きな影響を及ぼすことは間違いありません。 

社会情勢が大きく変化を続ける中にあっても、住民に最も身近な基礎自治体として、

その歩みに停滞は許されず、着実に施策を展開していくことが求められています。 

 

こうした中、本市の財政状況は、歳入では、地域経済の長引く低迷により、市税収

入は、昨年に引き続き大幅な落ち込みが確実視されています。一方、歳出では、少子

高齢化の進行による社会保障関係経費の増加に加え、依然として病院事業や下水道事

業への負担、さらには大型事業に本格的に取り組むため、多額の財源が必要となって

おります。極めて厳しい状況下ではありますが、こうした大型事業は、いずれもこれ

からの市民生活に大きな影響を与えるプロジェクトばかりであり、特定財源の確保に

努めながら、着実にその道筋をつけてまいりたいと考えています。 

 

「市民主役のふるさと運営」という市政に対する基本方針の下、市民の皆様に住ん

でよかったと実感していただける西脇市の実現を目指し、各種の課題解決に取り組み

ます。   
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２ 市政の展開方針 

 
平成24年度の市政運営に当たっては、次の項目について重点的に取り組みます。 

 

一点目は、「地域経済の活性化」です。 

長期化する円高や欧州での金融危機など、わが国経済を含め、世界経済の先行きは

非常に不透明なものとなっています。 

地域の経済も、明るい兆しが見えない現状ですが、昨年から地元開催となった「播

州織総合素材展」では、産地挙げての盛大かつ魅力あふれる素材展となったことから、

地域の持つ底力や潜在力、そして地場産業が秘める可能性を垣間見る思いでありまし

た。今後も、さらなる播州織の発展を願い、こうした活動を支援していきます。 

市の最重要課題の一つである企業誘致は、本年度から「にしわき上比延工場公園」

での誘致活動に取り組み、雇用の創出や地域経済への波及が期待できる優良企業の誘

致に向け全力を尽くしていきます。 

上比延工場公園は、市街化調整区域内での地区計画による大規模な工場用地開発で

あり、県内初の事例となりました。関係機関や関係地権者との都市計画法に基づく協

議に年数を要しましたが、本年１月に都市計画決定の手続を終えることができ、４月

から誘致活動を開始します。 

また、農業の振興も地域経済活性化の大きな柱です。生産から流通、販売、消費へ

とつながる仕組みづくりに取り組む中で、その「入口」となる土づくりセンター「ゆ

めあぐり西脇」が４年目を迎え、昨年７月には「出口」として北はりま農産物直売所

「北はりま旬菜館」をオープンさせ、本市の農業振興に新たな一歩を踏み出すことが

できました。旬菜館を拠点として、安全で安心な農産物を地域の皆様に提供し、地産

地消を進めていく中で、当地域における農業の魅力をさらに高めていきます。 

 

二点目は、「安全・安心なまちづくり」です。 

昨年３月、東日本大震災という未曾有の大災害が発生し、多くの尊い命が奪われ、

わが国全体が深い哀しみにつつまれました。本市でも、平成16年の台風23号災害は、

私たちの心に深い傷を残しました。災害直後に国から激特事業の採択を受け、県によ

る河川改修等が順調に進められて、事業は概ね完了いたしました。しかしながら、昨

年９月の台風12号では、平成16年災害の被災地の浸水は防げたものの、杉原川上流域

の局地的豪雨により、郷瀬町の南部を中心に内水被害が発生しました。 

こうした中、県が作成する浸水想定区域図をもとに、本年度は洪水をはじめ、土砂

災害や地震災害など様々な災害に対応できる総合ハザードマップを作成します。さら

に、市街地の雨水排水対策では、「ながす」、「ためる」、「そなえる」を基本方針

として、昨年被災した郷瀬町南部地区を中心に、浸水対策を講じていきます。 

 

三点目は、「教育環境の整備・充実」です。 

本市の、そしてわが国の将来を担う子どもたちの教育環境を整備し、知力や人間力

の向上を図ることも最重要課題の一つです。 

昨年度から、西脇南中学校の全面改築に着手しています。本年度末には、校舎棟と

屋内運動場改築工事が完了し、新しい校舎での学習環境が整います。また、県の景観
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形成重要建造物の指定を受けている西脇小学校木造校舎は、耐震診断の結果を踏まえ、

今後の木造校舎のあり方を検討するため、基本計画を策定します。さらに、双葉小学

校は、校舎改築実施設計を完了させた後、改築に向けた取組を進めていきますが、小

規模特認校の特性を生かしながら、伸び伸びと地域ぐるみで教育が受けられる環境づ

くりを目指します。このほかにも、西脇中学校技術棟の耐震補強工事や、重春小学校

校舎棟の耐震補強設計、また、給食センターの統合・改築も実施します。 

教育環境を整えていくことは、行政に課せられた大きな使命であり、整備には多額

の財源を要しますが、未来を担う子どもたちのため、今後も計画的に整備を進めてい

きます。 

 

これらの重点項目に加え、かねてから懸案となっている課題についても、本年度、

大きく前進をしなければならないと考えています。 

合併時からの懸案でした茜が丘複合施設は、昨年策定した整備方針に基づき、子育

て支援、女性支援、コミュニティセンターを中核機能として、具体的な中身の検討を

進めており、本年度から基本設計、実施設計に着手します。施設機能については、整

備要望が高い図書館も含め、様々な可能性を考慮しつつ、市民の皆様に真に親しまれ

る施設となるよう、関係者との調整を図りながら、しっかりと進めていきます。 

また、幼保一元化については、市内の就学前の子どもたちが教育と保育を等しく享

受できるよう、「幼保一元化基本方針」に基づき、幼稚園教育の質を堅持しながら、

引き続き一元化に向け社会福祉法人や地域との協議を進めます。 

平成22年から取り組んできました市政運営の基本理念などを定める自治基本条例は、

市民検討委員会でいただいた意見を踏まえながら、出来る限り早期の施行を目指し作

業を進めます。 

 

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

実現を目指し策定した総合計画が、策定から６年を迎え、前期基本計画の期間が終了

します。 

そのため、前期基本計画の検証や社会情勢の変化を踏まえた上で、平成25年度から

30年度までの６年間を計画期間とする、後期基本計画を策定します。策定に当たって

は、審議会を設置し、学識経験者や多くの市民の意見を踏まえながら、策定作業を進

めます。そして、合併時に策定した新市まちづくり計画も、合併特例債の延長が予測

されることから、長期的な視野に立ち、必要に応じて主要事業などの見直しを検討し

ていきます。 

 

このほか、多可町と連携して取り組んでいます「北はりま定住自立圏」における各

分野での事業展開や、４月から施行されます「地域医療を守る条例」の理念を尊重し

ながら、将来にわたり市民の皆様が安心して医療を受けることができる地域医療の確

保・充実、また、道路をはじめとする都市基盤の整備や、行政を経営するという視点

の下での効率的な行財政運営など取り組むべき課題について、事業展開を図っていき

ます。 



　Ⅲ　　計 画 事 業
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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

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。

新計画の推進

達成状況

37.1％33.6%

Ｈ22実績値設定指標 計画策定時 方向性

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%

Ｈ21実績値

H25 事業概要H26

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

74.3% 80.0％

48グループ45グループ

 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、
地区の組織と連携し、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

モデル地
区の活動
支援

計画の見直し

H23 H24

在宅高齢者の日常生活の見守り体
制を強化するため、自治会等によ
る見守り隊の結成・活動支援を行
う。また、高齢者世帯が多い公営
住宅への訪問を行う。

H25

＜長寿福祉課＞

H26

実施
高齢者など要援護者の情報を示し
た福祉票を作成し、緊急時に必要
な支援が行える体制を構築する。

Ｂ

実施

Ｂ

＜長寿福祉課＞

高齢者の見守り体制の推進 組織づくり
の推進

要援護者の支援体制の構築

Ｂ

H24

 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H23

実施

実施
啓発の充実

＜福祉総務課＞

自殺念慮の早期発見に向け、心に
悩みを持つ人の相談体制を整備す
るとともに、相談従事者の研修会
や市民への自殺対策に対する理解
浸透を図る啓発活動を行う。

自殺予防対策の推進

拡充
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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

地域医療連携システムの整
備

モデル
事業実施

開業医との
データ共有の
推進

＜地域医療連携室＞

　ＭＲＩ増設

H25

Ｂ

 施策 1-201　 病院施設の整備・機能強化

H26

＜地域医療連携室＞

北播磨地域における地域医療連携
を推進するため、公立病院間や開
業医との医療情報の共有化を図る
システムを導入し、本格運用を開
始する。

＜病院総務課・地域医療連携室＞

病診連携の強化 地域医療
支援病院
の承認

実施
連携会議の
設置検討

Ａ

H26

Ａ 医師が不足する診療科について近
隣の公立・公的病院間との相互連
携や支援を推進する。また、地域
連携クリティカルパスを活用し、
病院間の機能分担を推進する。

病病連携の強化

事　業　名

地域医療支援病院として、かかり
つけ医との患者の相互紹介等を行
うとともに、入院患者への共同指
導や医療機器の共同利用の推進、
医療に関する研修を実施する。

5.6‰

H23 H24

 施策 1-202   地域医療体制の整備・充実

Ａ 脳血管疾患の専門性を向上するた
め、脳卒中センターを整備すると
ともに、周産期医療機能の強化に
向け、医療機器等の整備と医療体
制の構築を図る。

市立西脇病院の機能強化

事業概要

事　業　名

4.9‰

66.7%

19.3％

H23

66.5％

50.2%

23.8%

H24 H25

27.8%

39.1%

＜病院総務課・施設管理課＞

事業概要

32.1％

60.6％

59.3％66.4%

31.8%

40.0％

Ｈ22実績値

34.6%

Ｈ21実績値 達成状況

政策２

設定指標

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。

計画策定時 方向性

3.2‰

18.3%

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

国民年金保険料の納付率

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

68.0%

35.0%

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

66.0%

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

生活保護率

医師の相互派遣
地域連携クリティカル
パスの実施

脳卒中センター
開設
地域周産期医療
機器の整備

拡充
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医師会による地域医療住民フォー
ラムや医療講演会の実施、市民が
主体となった医療の適正受診に向
けた啓発や学習会の開催などを支
援する。

H23

＜理事付・病院総務課＞

Ａ

 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

地域医療を守る活動の支援 実施

医師・看護師等の確保と勤務環境
改善を図るため、勤務医師・看護
師等の子どもを対象とした院内保
育施設を整備・運営する。

H24 H25 H26

 施策 1-202   地域医療体制の整備・充実

事　業　名 事業概要

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

Ｂ

推進
進捗状況評価

改革プランの
見直し

事業概要

経営改善委員会による「公立病院
改革プラン」を推進し、長期にわ
たり安定した経営形態の構築を図
る。

院内保育
施設整備
開始

H26H23 H24 H25事　業　名

Ｂ

院内保育施設の整備 受入対象者の
拡大

＜病院総務課・施設管理課＞

＜理事付・病院総務課＞
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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

 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

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

Ｂ 新 規

政策３

 施策 1-302　 保健サービスの充実

Ｂ

特定健康診査・特定健康
保健指導の実施

H25

Ｂ 新 規

69.1%

更新

＜健康課＞

健康管理システムの更新

市民の健康向上につなげるため、
健診の結果や予防接種の状況など
市民の健康情報を管理するシステ
ムの更新を行う。

実施
受診率の向上

＜市民課＞

Ａ

＜健康課＞

町ぐるみ健診の実施 実施
受診率の向上

23.9%

48.1%

70.1%

31.2%

Ｈ22実績値 達成状況

76.8%

49.3%

H23 H24

計画策定時

【当初】町ぐるみ健診の受診率
【新規】特定健診の受診率

日ごろから健康であると感じている市民の割合

事　業　名

（42.1％）

Ｈ21実績値

41.4%

方向性

H26

設定指標

40歳から70歳までの５歳きざみ
の市民を対象に、町ぐるみ健診で
の肝炎ウイルス検診を無料で実施
する。

基礎疾患を有する65歳以上の人な
どを対象に、肺炎球菌ワクチンの
接種費用の半額相当の助成を行
う。

髄膜炎予防対策として乳幼児にヒ
ブ小児用肺炎球菌ワクチン、13歳
から16歳相当の女子に子宮頸部が
ん予防ワクチンを無料で接種す
る。

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。

実施

実施

実施

事業概要

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。

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。

肺炎球菌ワクチン接種の助
成

＜健康課＞

＜健康課＞

新 規

子どもへのワクチン接種の
実施

＜健康課＞

肝炎ウイルス検診の無料実
施

Ｂ

Ｂ
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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

特定不妊治療を受ける夫婦の経済
的負担を軽減し、不妊治療を受け
やすい環境を整備していくため、
治療費の一部助成を行う。

保育所に通園する子どもの安全安
心環境の整備に向け、園児用ＡＥ
Ｄやベビーセンサー等の設備の購
入費用を助成する。

53.6%

Ｈ22実績値

育児補助スタッフの派遣

＜児童福祉課＞

＜児童福祉課＞

実施

＜企画政策課＞

実施

実施

実施

実施

22,578人 25,433人

事業概要事　業　名

9,283人

合計特殊出生率 1.43

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

1.73－

中学３年までの子どもの入院医療
費と小学６年生までの子どもの外
来医療費の自己負担金を助成す
る。

Ｈ21実績値計画策定時

H24

 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

達成状況

＜健康課＞

特定不妊治療費の助成

Ｂ

＜健康課＞

助成充実

実施

Ｂ 新 規

育児に不安のある家庭や共働き家
庭の育児補助を行うスタッフの派
遣を、シルバー人材センターに委
託し実施する。

方向性

H25 H26

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。

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% 52.5%

設定指標

H23

Ｂ 新 規

保育所の安全安心環境の
整備

Ｂ

男女の出会いの場の創出
支援

Ｃ 少子化の要因である晩婚化・未婚
化対策として、結婚を希望する未
婚の男女の出会いの場の提供や意
識啓発を行う結婚応援事業を市民
団体と協力しながら実施する。

妊婦健康診査に要する費用負担の
軽減を図るため、検査費用を助成
する。

妊婦健診費の助成

Ａ

乳幼児・子ども医療費の助
成

＜市民課＞

政策４
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H25

＜中央公民館＞

子育て学習センター事業の
実施

＜児童福祉課・中央公民館＞

子育て支援ネットワークの
構築

事　業　名

Ａ

Ｂ

＜学校教育課・生涯学習課＞

<企画政策課・まちづくり課・中央公民館・児童福祉課>

 施策 1-402   子育てと仕事の両立の支援

事　業　名 H24H23

H23

 施策 1-404   地域の子育て力の向上

Ｂ

各地区での
事業展開

野村町茜が丘に総合的な子育て支
援拠点やコミュニティセンターな
ど複合的機能を備えた施設の整備
を行う。

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。

事業概要H25

H24

完成

H24

保育所への運営助成を通じて、長
時間保育など子育てニーズに応じ
た保育サービスを実施するととも
に、一部階層の保育料を見直し、
保護者負担の軽減を図る。

保育サービスの実施・充実 一部階層での
保育料の軽減

Ａ

＜児童福祉課＞

事業概要

本市の幼保一元化基本方針に基づ
き、充実した就学前教育の実施に
向け、公立幼稚園を民営化する方
向で、保育園との一体化を検討・
推進する。

 施策 1-403   子育て支援拠点施設の整備・充実

事　業　名 H23

H26

推進方策の
検討

H26

実施

H25 H26

検討

敷地造成
実施設計

地域と協働して子育てを担ってい
くネットワークの構築に向け、行
政内の窓口の拠点化・一本化を進
め、地区まちづくり推進組織など
と一体となった事業展開を図る。

事業概要

学童保育・預かり保育の実
施

基本計画茜が丘複合施設の整備
（子育て支援機能拠点施設）

Ａ

Ｂ

幼保一元化の推進

＜学校教育課・児童福祉課＞

小学校や幼稚園において放課後や
時間外に児童の保育を保護者に代
わって行う。

拡充

茜が丘施設整備
とあわせて検討

拡充
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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

H25

H24 H25

H24

 施策 1-503   包括的な地域ケア体制の推進

H23

H26

実施高齢者の見守り体制の推進

【再掲】

要援護者の支援体制の構築

＜長寿福祉課＞

事　業　名

【再掲】

在宅高齢者の日常生活の見守り体
制を強化するため、自治会等によ
る見守り隊の結成・活動支援を行
う。また、高齢者世帯が多い公営
住宅への訪問を行う。

Ｂ

第５期
計画策定

電動ベッ
ドの更新
等

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。

事　業　名

Ｂ

＜長寿福祉課＞

認知症相談窓口の設置

H24

17.7％

事業概要

方向性

高齢者べんり
帳の発行

16.9%

 施策 1-502   高齢者福祉サービスの充実

高齢者など要援護者の情報を示し
た福祉票を作成し、緊急時に必要
な支援が行える体制を構築する。

＜長寿福祉課＞

計画策定時

H25

Ｂ

H23

実施

組織づくり
の推進

Ｂ

＜しばざくら荘＞

相談窓口の
設置・明確化

施設改修しばざくら荘の施設改修・
更新

16.7%

事　業　名

政策５

Ａ

＜長寿福祉課＞

設定指標

地域での介護予防教室の活
動支援

H23

＜長寿福祉課＞

事業概要

 施策 1-501　 社会参加・自立生活の支援 

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

32.1％23.3%

事業概要

気軽に認知症の相談ができ適切な
診断や治療に導くため、市役所に
「認知症相談窓口」を設置し、相
談体制の充実・明確化を行う。

高齢者が健康で安心して暮らせる
地域づくりやサービスの提供に向
け、高齢者福祉計画を推進すると
ともに、サービス内容等を紹介し
た高齢者べんり帳を発行する。

第６期計画
策定

H26

実施会場の
拡充

H26

65歳以上の要支援・要介護認定者率

Ｈ21実績値

社会福祉協議会や在宅介護支援セ
ンターなどに委託し、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。

Ｈ22実績値 達成状況

30.8%

Ａ

施設の老朽化に伴い、介護施設と
して適切な機能を維持するため、
トイレ等の改修を行う。

高齢者福祉計画の推進

拡充
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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

H25H23 H24 H26

５人

20.6%

達成状況Ｈ22実績値

17.9％

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。

基本計画
中間見直
し

Ｂ

＜福祉総務課＞

H23

事　業　名

政策６

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

設定指標

Ａ

人にやさしいまちづくり
事業

＜長寿福祉課＞

障害者の就労支援

新 規

事　業　名

Ａ

Ａ

西脇南中学校
線ほか工事

＜地域整備課＞

ハード面でのバリアフリーの推進
に向け、市道の歩道段差の解消や
転落防護柵の工事を行う。

H24 H25

H25

障害者就労支援施設等への優先発
注や障害者の職場研修の受入れを
支援するとともに、啓発の一環と
して、製作品の展示場所の設置を
検討する。

特別支援学校に通学する障害児を
対象に、保育施設の整備を行い、
保護者等が不在の日中に学童保育
を実施する。

障害児の学童保育の実施 施設の整備
実施

＜福祉総務課＞

H26 事業概要

 施策 1-603  障害者の社会参加と自己実現の支援

H23

障害者等のタクシー利用の
助成

優先発注
等の実施

H25事　業　名 H24

授産製品展示
コーナー設置
の検討

タクシーやリフト付タクシーを利
用する障害者等に交付する利用助
成券の助成回数を拡大する。

拡充

H26 事業概要

１人

16.3%

施設入所からの地域生活移行者数

H26

 施策 1-604   ともに暮らし、支え合いで築く共生社会の実現

 施策 1-602  障害児の健やかな成長と学習の支援

事　業　名 H23 H24

障害者が安心して暮らせる地域づ
くりやサービスの提供に向け、障
害者基本計画・障害福祉計画に示
した各種支援事業を実施・検討す
る。

障害者基本計画・障害福祉
計画の推進

事業概要

計画策定時 方向性 Ｈ21実績値

５人

 施策 1-601　 住み慣れた地域での自立生活の支援

事業概要

Ｂ

実施
居宅整備の
検討

第４期障害
福祉計画策定

＜福祉総務課＞

拡充
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 施策 1-604   ともに暮らし、支え合いで築く共生社会の実現

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

Ｂ
身体障害者が利用できるオストメ
イト対応の多機能トイレを健康づ
くりセンターに整備する。

オストメイト対応トイレの
整備 改修

＜福祉総務課＞

新 規
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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

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
料の助成を行う。

中小企業の事業資金の支援 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 H23 H24 H25 H26 事業概要

商店街の活性化支援
（地域商業対策事業）

共通商品
券の発行

実施

＜商工労政課＞

Ｂ
商工業者に対する経営や労務に関
する相談、セミナーや講座の開催
などの経営支援を行う商工会議所
への助成を行う。

商工業者への経営支援
（商工業振興事業）

実施

＜商工労政課＞

 施策 2-101　 商業活動の活性化支援

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

（実績なし）

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
9,769千万円

（Ｈ20）

33.6%

Ｈ22実績値 達成状況

31.4%

35.7%

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% 28.0%

設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ21実績値

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。

Ｂ
消費を喚起するため、商業イベン
トの開催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、商業団体への助成を行う。

Ｂ 国のエコポイント制度にあわせ、
市内業者を利用して、地球環境に
配慮した住宅改修を行った世帯へ
の助成として、共通商品券を配布
する。

環境対応型住宅の普及促進 実施

＜商工労政課＞

Ｂ 新 規
国の補助制度にあわせ、市内業者
を利用して、住宅に太陽光発電シ
ステムを設置した世帯への助成と
して、共通商品券を配布する。

住宅用太陽光発電システム
の導入の促進

実施

＜生活環境課・商工労政課＞
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Ｂ 旧来住邸などの管理運営やにぎわ
い活動を行う西脇ＴＭＯの運営補
助を行うとともに、播州織の展示
ギャラリーや商品の販売を行う播
州織工房館の運営を支援する。

ＴＭＯの活動支援
（播州織ファッション特区事業等）

実施

＜まちづくり課＞

 施策 2-103 　播州織ファッション特区事業の推進

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

18



＜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

【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
料の助成を行う。

実施

＜商工労政課＞

中小企業の事業資金の支援

H26 事業概要

Ａ
企業誘致に向け、産業誘導ゾーン
である比延山麓産業誘致地区に造
成した工場用地の販売促進のＰＲ
を行い、分譲を進める。

工場用地の造成による企業
誘致の推進

造成工事 分譲
販売促進

＜商工労政課＞

Ｂ
大学との連携や都市部でのフェア
の開催などを通じて、播州織の商
品力や魅力を広く発信していく事
業に対する助成を行う。

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

Ｂ 播州織等の地域資源を活用し、地
場産業の振興など地域の活性化に
向け、製品化・販売に地元で取り
組むグループの活動への助成を行
う。

播州織の情報発信 実施

 施策 2-203   企業誘致の推進

事　業　名 H23 H24 H25

＜商工労政課＞

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取組を
行う財団法人北播磨地場産業開発
機構への助成を行う。

地場産業の振興・製品開発
の支援

実施

＜商工労政課＞

 施策 2-201 　地場産業の振興　 

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

工業製品年間出荷額 11,349千万円 11,679千万円 12,650千万円

Ｈ22実績値 達成状況設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ21実績値

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。

地場産業ものづくりの支援 実施
制度の検証

 施策 2-202   中小企業への支援

＜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

 施策 2-302   地域資源を生かした交流の促進

事　業　名 H23 H24

H26 事業概要

 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 H23

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。）

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

H24 H25

北はりま田園空間博物館の登録サテライト数

225千人 294千人

64.7% 67.8%

Ｃ
利用者へのサービスの向上を図る
ため、コテージやテントサイトな
ど園内の老朽化した施設の改修を
行う。

中畑林間ファミリー園の施
設改修

改修

＜農林振興課＞

新 規

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
合案内所の運営に対する助成を行
う。

田園空間博物館構想の推進
（総合案内所運営補助）

実施

＜商工労政課＞

H25 H26 事業概要

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助成
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＞

93箇所

特産品開発研究商品数 ２品 2品

102箇所

2品

67.5％

101箇所

304千人

Ｈ22実績値 達成状況設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ21実績値

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。

Ｂ 兵庫県からの施設の移譲を受け、
市の施設として効率的な管理運営
を行うとともに、宿泊施設やキャ
ンプ場などの施設改修や予約シス
テムの導入を行う。

日時計の丘公園の整備・運
営

移譲の
調整

基金設置
施設改修
運営

＜都市住宅課＞

新 規

Ｃ 日時計の丘公園の施設移譲とあわ
せ、一体的な観光交流エリアとし
ての魅力向上を図るため、来訪者
が休息できるスペースの充実など
管理棟の改修を行う。

フォルクスガーデンの施設
改修

改修

＜都市住宅課・農林振興課＞

新 規

拡充
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新 規

Ｂ 地域資源を活用し、生活交流基盤
の整備と都市との交流促進を図る
北はりまハイランド構想の推進に
向け、ホームページのリニューア
ルと計画の見直しを検討する。

北はりまハイランド構想の
推進

ＨＰ充実
計画見直し

＜企画政策課＞

Ｃ

 施策 2-302   地域資源を生かした交流の促進

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

友好都市・富良野市へ市内の高校
生が訪問し、特産品のＰＲなど魅
力発信を行うとともに、現地の高
校生や市民との交流事業を展開す
る。

友好都市への高校生の訪
問・交流を通じた情報発信

実施 検証を踏まえ
事業検討

＜企画政策課＞
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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

Ｂ
持続可能な農業構造を形成するた
め、独立・自営就農者に対する給
付を行う。

新規就農者の確保・支援 給付

＜農林振興課＞

新 規

旧市町で策定された計画を一本化
し、農地の有効利用や農業の近代
化など農業の振興を総合的に推進
することを目的とした計画を策定
する。

農業振興地域整備計画の策
定

検討 策定

＜農林振興課＞

新 規

43.9％

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 39.3%

52.1％

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

24人 31人

20品目20品目

 施策 2-402   消費者に求められる農業の推進

Ｂ

農産物直売所の運営・経営
支援

開設 運営
出荷者協議会
法人化支援

Ａ 安全で良質な地元農産物を販売す
る農産物直売所の運営を行う。ま
た、直売所への出荷の促進に向
け、出荷者に対する活動支援を行
う。

指定管理者
選定

＜農林振興課＞

H23 H24 H25 H26 事業概要事　業　名

Ａ 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、集積促進への支
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
組織強化

＜農林振興課＞

出荷者協議
会・農業用
ハウス助成

 施策 2-401　 持続可能な農業の推進

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

農業産出額 1,880百万円

380頭畜産飼養頭数（乳用牛） 445頭 366頭

1,660百万円
（Ｈ18）

畜産飼養頭数（肉用牛） 1,472頭 １,787頭 1,729頭

－

設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ21実績値 Ｈ22実績値 達成状況

48.6%

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。

拡充
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Ｂ 新 規
農産物直売所を通じた地産地消を
推進するため、出荷者協議会によ
る温室野菜苗栽培を支援する。

地元産温室野菜苗栽培の支
援（地産地消推進事業）

実施

＜農林振興課＞

＜農林振興課＞

H26 事業概要

Ｂ 安全で良質な農作物の栽培に向
け、農家等に対し、土づくりセン
ター等で生産した堆肥の購入助成
を行うととともに、農作物のブラ
ンド化に向けた支援を行う。

自然にやさしい農業の推進 実施

事　業　名 H23 H24 H25

 施策 2-402   消費者に求められる農業の推進

Ｂ
森林の荒廃を防止し、水源かん養
など公益的機能を保全するため、
民有の人工林の除間伐に対する助
成を行う。

適正な森林整備の支援 実施

＜農林振興課＞

新 規

農業の生産基盤を向上し、災害を
防止するため、老朽化したため池
の改修・整備を行うとともに、整
備に向けた調査計画を策定する。

ため池の改修・整備 富吉上新
大池等の
整備

大木大池等の
整備
合山地区調査
計画

市原新池等
の整備

＜地域整備課＞

事業概要

 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 H23 H24

Ｂ

Ｂ

H25 H26

＜農林振興課＞

H25

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

実施

＜地域整備課＞

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。また、猟友会の協力の下、
駆除を行う。

有害鳥獣対策の実施 侵入防止柵の
設置
駆除の実施

Ａ

事　業　名 H23 H24

 施策 2-405   森林の整備と適正管理

H26 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
に対する助成を行う。

防災機能の強化に向けた森
林の整備

実施

＜農林振興課＞

拡充

農地・水保全管理
交付金事業の推進
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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

市内の就業者数

事　業　名 H23 H24

就労の場の充実していると感じている市民の割合 9.4%

設定指標 計画策定時

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セン
ターの事業運営経費の助成を行
う。

中小企業の職業訓練の支援 実施

＜商工労政課＞

－21,616人

 施策 2-501　 雇用の安定と就労の促進

ー
次期国勢調査
データで比較

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。

6.4％

Ｈ22実績値Ｈ21実績値 達成状況方向性

 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 H23 H24 事業概要H25 H26

7.5%

H25 H26 事業概要

＜商工労政課＞

Ａ 【再掲】
企業誘致に向け、産業誘導ゾーン
である比延山麓産業誘致地区に造
成した工場用地の販売促進のＰＲ
を行い、分譲を進める。

工場用地の造成による企業
誘致の推進

造成工事 分譲
販売促進
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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

中学校区を単位に、学校園間の相
互訪問等により、児童・生徒間や
教職員間の交流を促進し、学びの
連続性や指導の一貫性を確保す
る。

Ａ 本市の幼保一元化基本方針に基づ
き、充実した就学前教育の実施に
向け、公立幼稚園を民営化する方
向で、保育園との一体化を検討・
推進する。

幼保一元化の推進 検討

＜学校教育課・児童福祉課＞

【再掲】

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%

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。

学校教室への心身障害児介
助員の配置

＜学校教育課＞

実施

Ｂ

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
の向上に向け、にしわき学力向上
調査を実施する。

にしわき学力向上調査の実
施

検定問題
試行実施

検定問題
本格実施

＜学校教育課＞

推進

 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 H23 H24 H25 H26 事業概要

2.18%

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% 2.23%

0.27%

Ｈ22実績値 達成状況

46.8%

0.40%

1,574人

70.4%

40.7% 43.9%

1,651人

64.8%

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% 43.9%

設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ21実績値

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。

学校園連携の推進 実施内容の
充実

＜学校教育課＞

Ｂ

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＞
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Ｂ 双葉小学校において、通学区域に
関係なく就学を認め、地域との連
携の下、少人数による学習活動や
多様な体験活動など小規模校の特
性を生かした教育を行う。

小規模特認校制度の推進 実施

＜学校教育課＞

新耐震化基準以前に建設された校
舎などの学校園施設の耐震診断結
果を踏まえた耐震補強や改築工事
を行う。

学校園施設の耐震診断・耐
震補強工事

西脇小・
日野小
工事

西脇中技術棟
耐震補強工事
ほか

重春小校舎
耐震補強工事
ほか

西脇小木造
校舎耐震補強
工事ほか

＜教育総務課＞

Ａ

＜教育総務課＞

Ａ

老朽化が進み、耐震補強が必要な
双葉小学校校舎を全面改築する。

 施策 3-103   青少年の健全育成活動の推進

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

Ｂ オープンスクールなどを実施し、
地域へ学校園の情報を提供すると
ともに、地域の人材を学校支援や
課題教育ボランティア・講師など
に登用する。

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＞

 施策 3-102   家庭・地域・学校の連携の促進

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

 施策 3-104   学校園施設の整備と充実

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 実施設計
改築工事

実施 外溝工事

＜教育総務課＞

事　業　名 H26H23 H24 H25

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＞

Ｂ
学校園の教育環境の改善に向け、
階段昇降車の設置等を行う。ま
た、老朽化が激しいプールの整備
計画を検討する。

学校園施設の整備

＜教育総務課＞

実施

効率的な施設運営に向け、老朽化
する西脇学校給食センターの全面
改築を行い、あわせて黒田庄学校
給食センターと統合整備する。

学校給食センターの統合整
備

基本設計
実施設計

改築工事

＜教育総務課＞

Ａ

プール改修・
改築計画の検
討

双葉小学校の全面改築 基本設計 実施設計
改築工事

 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 H23 H24 H25

＜学校教育課・生活環境課ほか＞

H26 事業概要

Ｃ
学校園・家庭・地域などにおける
環境教育・環境学習を効果的に推
進するための体制整備や内容の充
実に向けた検討を行う。

環境教育・環境学習の推進 検討 実施

拡充

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

 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

ふるさと出身の著名人による子ど
もと一般市民を対象にした講演や
講義を実施する。

ふるさと出身者による講
演・講義の実施

実施 検証

＜生涯学習課＞

新 規Ｂ

＜生活文化総合センター＞　

H23 H24 H25事　業　名

 施策 3-202　 生涯学習施設の整備・充実

実施

Ｂ

事業概要

利用者ニーズに応じた図書を購入
し、図書館の蔵書の充実を図る。

H26

図書館用図書の整備・充実

Ｂ

＜経緯度地球科学館＞

老朽化に伴い、機能が劣化してい
る望遠鏡やプラネタリウム投影機
を改修・更新する。

テラドームの設備の改修・
更新

改修・更新

新規公民館運
営講座の実施

H25

方向性

図書館機能の検討 検討 施設完成

＜生活文化総合センター＞　

Ｃ 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」を学校や市
民に、ファックスやインターネッ
トを通じて実施する。

Ｂ
一部の定期講座・教養講座の市民
主導の運営への移行を踏まえ、地
域で活躍する多様な人材育成等に
資する公民館講座を実施する。

教養講座の運営・実施

＜中央公民館＞

一部講座
の自主運
営化

H26 事業概要

－

Ｈ21実績値

25.0% 35.5%

市民が講師を務める講座数 25講座

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。

Ｈ22実績値 達成状況

 施策 3-201　 生涯学習環境の充実

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）

計画策定時

22講座

30.0％

茜が丘複合施設の整備方針や市民
ニーズを踏まえながら、今後の図
書館機能のあり方や充実に向けた
方策について具体的な検討を進め
る。

Ａ

事　業　名

設定指標

H23 H24

＜生涯学習課＞

にしわき15（いちご）検定
の実施

実施

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

 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

駅伝のまちとしての特色を生か
し、スポーツによる交流と地域振
興を図るため、多可町とともに新
人高校駅伝大会の開催を支援す
る。

西脇多可選抜新人高校駅伝
大会の開催

実施

＜生涯学習課＞

Ｃ

Ｃ

Ｂ

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。

H26 事業概要

H25H24H23

開催

＜生涯学習課＞

Ｂ

日本のへそ子午線マラソン
大会の開催

Ｂ

 施策 3-301   文化・芸術活動の推進

事　業　名 H23 H24 H25

＜生涯学習課＞

実施スポーツクラブ21の運営支
援

H26 事業概要

開設15
周年記念
事業

弦楽アンサン
ブル教室運営

全国公募西脇市サムホール
大賞展の開催

＜生涯学習課＞

事　業　名

新 規

市民管弦楽合奏団の設立
（芸術文化普及事業）

＜生涯学習課＞

開催

市内８小学校区で活動しているス
ポーツクラブ21を充実するととも
に、指導者養成講座や交流大会な
どを開催する。

 施策 3-302   地域スポーツ活動と交流の推進

芸術活動の推進と普及に向け、ア
ピカホールにおいて管弦楽アンサ
ンブル教室を運営し、市民弦楽合
奏団を育成する。

実施

370,963人

900人

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開催を実
施する。

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 1,001人

10.7％

369,083人

14.6％

文化施設の利用者数 275,672人 240,146人 239,761人

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%

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。

Ｈ22実績値 達成状況設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ21実績値
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事　業　名 H23 H24 H25 H26

北はりま定住自立圏文化財
企画展の開催

開催 開催

＜生活文化総合センター＞　

Ｂ 新 規

 施策 3-303   文化財の保存と活用

多可町と形成する北はりま定住自
立圏の連携事業として、両市町の
文化財や歴史的資料を活用した企
画展示と講演会を両市町の資料館
で開催する。

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

H26

設定指標 計画策定時 Ｈ22実績値方向性

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

実践地区拡大

＜人権教育室＞

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。

33.6%

Ｈ21実績値 達成状況

H24 H25事　業　名 H23

人権意識が高まっていると感じている市民の割合 27.6%

 施策 3-401　 学習機会の充実による人権文化の創造

30.4％

1,635人
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 1,638人

事業概要

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
での設置に向けた調整を行う。

人権センターの設置の推進 検討
調整

隣保館のコミュニティ機能
の充実

Ｂ
人権感覚を培い、周囲の人権意識
を高めていくため、地域でのボラ
ンティア活動や高齢者・障害者と
の人的交流活動を展開する。

地域での体験学習の支援

地域における人権教育推進
組織の設立

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。

＜人権教育室＞

指導主体
の地域へ
の段階的
移行

まちづくり活
動団体等との
連携の推進

Ｂ

H25H23 H24 H26 事業概要

地元調整
検討

＜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

黒田庄地区で
の組織設立

未確立地区で
の組織設立

＜まちづくり課＞

＜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
センター機能の拡充を図る。

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、無償
供与の検討・調整を進める。

集会所・教育集会所の自主
管理への移行

西澤会館
改修

移管の検討

＜まちづくり課・人権教育室＞

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

 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

H26

Ｂ

36.4%

14.7%

363人

男女共同参画セミナーの開
催

実施

 施策 3-502　女性の社会参画の促進

事業概要

男女共同参画セミナーの参加者数 197人

H25事　業　名 H23 H24

＜生涯学習課＞

設定指標 達成状況

政策５

H26 事業概要

Ｂ
関係機関と連携し、ＤＶ被害者の
相談に応じるとともに、高校生へ
のデートＤＶ出前講座など多様な
学習会等を通じた啓発を行う。

ＤＶ対策の実施 相談室
改修

実施

＜児童福祉課・生涯学習課＞

事　業　名 H23 H24 H25

＜生涯学習課＞

H25 H26

 施策 3-503   男女共同参画社会の形成に向けた環境整備

Ｃ
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

規程
改正

実施

事業概要

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。

「男は仕事、女は家庭」という意識を持つ市民の
割合

Ｈ21実績値

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。

方向性 Ｈ22実績値

13.8％

697人

14.5% 12.1％

計画策定時

市の審議会等委員への女性の登用率 14.6%

 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 H23 H24

茜が丘複合施設の整備方針を踏ま
えながら、男女共同参画社会の形
成に向け、活動拠点となる施設の
機能について具体的に検討する。

男女共同参画センターの設
置の検討

機能検討 施設完成

＜生涯学習課＞

Ａ
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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

55部

270人

54部

271人

40台

17台

40台

保育所に通園する子どもの安全安
心環境の整備に向け、園児用ＡＥ
Ｄやベビーセンサー等の購入費用
を助成する。

＜児童福祉課＞

新 規 【再掲】

保育所の安全安心環境の整備 実施

 施策 4-101　 常備消防・救急体制の強化・充実

事　業　名 H23

Ａ 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
ポンプや地域の消防施設の年次更
新・充実を図る。

消防自動車・消防ポンプ・消
防施設の充実・更新

H24 H25 H26 事業概要

330人

624人

 292人 217人

679人

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
51部

251人

消防団の消防車両数
（ポンプ車）

（積 載 車）

98.4% 98.9% 99.7％

1,438件 1,542件 1,690件

（短　期）    1,433人

18台

41台

17台

５人

８人　11人

1,043基

　213基

  　4人

213基
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）

事　業　名 H23 H24 H25

Ｂ

 施策 4-103   防火意識の高揚と救命技術の普及

H26 事業概要

＜防災対策課＞

 施策 4-102   消防団の体制強化・活性化

事　業　名 H23

1,053基

213基

２人

16人

1,051基

27件

設定指標 計画策定時

年間火災発生件数 38件 35件

方向性 Ｈ21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。

Ｈ22実績値 達成状況

Ａ
北はりま消防組合の消防本部指令
センターや消防緊急無線のデジタ
ル化などの施設整備を行う。

北はりま消防組合の施設整備 事務組合
設立

統合業務開始
指令センター
設計

消防本部指令
センター改修
無線デジタル
化準備＜防災対策課＞

統合指令業
務・無線デジ
タル化開始

H24 H25 H26 事業概要

Ｂ 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、分団ごと
に定員の見直し・機能別団員の導
入など再編計画に基づく組織再編
を実施する。

消防団組織の再編 機能別団
員の導入

再編順次実施 団員定数再編
の完了

＜防災対策課＞

更新
消火栓・防火
水槽の新設

拡充

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

Ａ
老朽化した庁舎の耐震診断を実施
し、調査結果を踏まえ、庁舎機能
の安全確保に最適な方法を検討す
る。

庁舎の耐震診断 実施 実施結果を
踏まえた検討

＜財政課＞

Ｂ 土砂災害警戒区域にある人家等を
土砂災害による被害から守るた
め、県が事業主体である急傾斜地
崩壊対策事業や砂防事業などの支
援を行う。

実施

土砂災害防止対策事業の推進 船町地区・
羽安町地区
ほか整備

＜建設総務課＞

防災機能の強化に向けた森林
の整備

＜農林振興課＞

 施策 4-202   災害発生時に対応できる人材の育成

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。

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
に対する助成を行う。

H26

拡充
活性化

H23 H24 H25

＜防災対策課＞

事　業　名

Ａ

市街地浸水対策事業の推進
郷瀬南部
地区浸水
対策計画
策定

樋門改良
郷瀬町南部・
三和町浸水
対策工事

Ａ 豪雨時の浸水対策として、浸水危
険地域の浸水被害を軽減するた
め、ポンプ場や雨水幹線などの排
水施設やオンサイト貯留機能を整
備する。＜工務課＞

完了

広域河川改修事業の推進 河床掘削
護岸

＜建設総務課＞

 施策 4-201　 防災基盤の整備・強化

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

Ａ 洪水防止のため、加古川激甚災害
対策特別緊急事業に引き続き、加
古川水系（加古川・杉原川・野間
川）における河床掘削・護岸など
の河川改修工事の支援を行う。

65組織

自主防災組織等による年間防災訓練数 10回 24回 25回

自主防災組織数 59組織

87.1％

Ｈ22実績値 達成状況

44.3％
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% 45.8％

設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ21実績値

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。

63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% 89.3％

Ｂ 【再掲】

自主防災組織の設立・育成

事業概要

新 規
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防災体制の機動性を検証するた
め、防災関係機関と地域住民が参
加する防災訓練を各地区で実施す
る。また、行政職員を中心とした
図上訓練や防災研修を実施する。

【再掲】

H26

 施策 4-202   災害発生時に対応できる人材の育成

事　業　名 H23 H24 H25

防災訓練の実施 検討 防災訓練
の実施

図上訓練・
防災研修等の
実施

新 規

高齢者など要援護者の情報を示し
た福祉票を作成し、緊急時に必要
な支援が行える体制を構築する。

要援護者の支援体制の構築 実施

＜長寿福祉課＞

事業概要事　業　名 H23 H24

 施策 4-203   災害に強い仕組みづくり

H25

Ａ 新 規

災害ハザードマップの作成

Ｂ

県調整 ハザード
マップ作成

Ｂ

県による土砂災害警戒区域の箇所
指定を受け、合併前に旧市町で個
別に作成していた土砂災害・洪水
の総合ハザードマップを作成す
る。＜防災対策課＞

＜防災対策課＞

H26 事業概要
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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

2人

＜生活環境課＞

＜生活環境課＞

H25 H26

８人交通事故（人身）の年間死者数 ３人

Ｂ
道路にガードレール・転落防止柵
・カーブミラー・誘導標識など交
通安全施設の整備を行う。

交通安全施設の整備 実施

＜地域整備課＞

事　業　名 H23 H24 H25

自主防犯グループなどによる
子ども見守り活動の実施

Ｂ

実施

事業概要

Ｂ
学校園や高齢者への交通安全啓発
のほか、警察署や交通安全協会と
連携し、交通安全教室や出前講座
などの啓発活動を実施する。

多様な交通安全啓発の推進 実施

事　業　名 H23

3,507人

交通事故（人身）の年間負傷者数 338人 381人

交通安全教室の年間参加者数 3,570人 4,417人

370人

272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 293件

方向性 Ｈ21実績値 達成状況

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。

事業概要

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
を支援する。

 施策 4-302　 交通安全施設の整備

Ｈ22実績値

 施策 4-301　 交通安全教育と啓発の推進

H24

H26
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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

Ｂ 正しい判断能力を持つ消費者を育
成するため、市民講座を実施する
とともに、ＩＣＴを利用した消費
者被害の防止に向けた講座を開催
する。

消費者講座・教室の開催 講座内容の
充実

＜生活環境課＞

事　業　名 H23 H24 H25

Ｂ

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、
相談専門員による助言や指導を行
う。

消費生活・多重債務相談の実
施

多可町と
相互利用
の開始

実施

＜生活環境課＞

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＞

 施策 4-401　 防犯活動の支援・防犯対策の充実

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

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

566件

Ｈ22実績値 達成状況

22.1％

373件

防犯活動をしている市民の割合 24.8% 23.2％

設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ21実績値

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。

 施策 4-402   安全な消費生活の確保

H26 事業概要

Ｂ
自治会等の要望に基づき、夜間の
通行時に支障がある場所等の安全
を確保するため、防犯灯の設置を
行う。

防犯灯の整備 実施

＜地域整備課＞
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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

 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

方向性 Ｈ21実績値

54.3％
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% 55.1%

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%

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。

Ｈ22実績値 達成状況設定指標 計画策定時

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% 55.6%

都市計画道路の整備率 63.6%

47.1％49.1%

63.6％

43.2％

 施策 5-101　 体系的な道路交通網の整備の推進

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

Ａ
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

西脇バイ
パス４車
線化完了

西脇北バイパ
ス整備

＜建設総務課＞

Ａ
国道427号（西脇道路）の事業着
手に向け、関係機関と必要な協議
を進め、改築工事の支援を行う。

国道427号・西脇道路整備
の推進・支援

事業着手

＜建設総務課＞

Ａ 西脇八千代市川線・西脇篠山線な
どの県道の改良工事の支援を行
う。また、県道中安田市原線バイ
パスの早期事業化に向けた要望活
動を行う。

県道整備の推進・支援
中安田市
原線期成
同盟会設
立

芳田橋・野村
橋整備完了
平野口交差点
ほか整備＜建設総務課＞

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）における道路拡幅整備
の支援を行う。

都市計画道路・和布郷瀬線
整備の支援

整備完了

＜都市住宅課＞

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）

上比延
21号線
ほか整備

野村12号線
ほか整備

＜地域整備課＞

＜地域整備課＞

Ｂ 長寿命化計画に基づき、安全に通
行できる橋りょうを維持するた
め、点検を行うとともに、工事費
削減効果につながる適切な補修・
予防的修繕を実施する。

橋りょう長寿命化対策の実
施

計画策定
橋りょう
点検・耐震診断
船町１号橋
ほか橋りょう工事
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Ｂ

Ｂ 【再掲】

 施策 5-103   生活に密着した道路整備の推進

事　業　名 H23

自転車通行者や歩行者の安全を確
保するため、歩道の新設や改良工
事を行う。

自転車道・歩道の整備
（広域道路ネットワーク事
業）

野村12号線
ほか整備

＜地域整備課＞

H26 事業概要

 施策 5-102   安全で快適な道路環境の整備

事　業　名 H23 H24 H25

実施

＜地域整備課＞

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
交通安全施設の整備を行う。

交通安全施設の整備

H24 H25 H26 事業概要

Ｂ
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。

生活道路の改良・舗装 鹿野比延１号
線ほか整備

＜地域整備課＞

Ｂ 歩行者等の安全を確保するため、
県道多可北条線の自転車歩行者道
の設置や県道西脇八千代市川線・
郷の瀬野村線の歩道リニューアル
などの工事の支援を行う。

県道の歩道・自転車道整備
の推進・支援

自転車歩行者
道の設置
歩道リニュー
アル＜建設総務課＞
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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

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。

Ｈ22実績値 達成状況

46.4％

設定指標 計画策定時

公共交通を利用している市民の割合（過去１年
間）

46.3% 41.6％

方向性 Ｈ21実績値

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% 45.3％

6,523人

市内運行バス（路線バス）の年間利用者数 136,093人 129,044人

53.6％

115,663人

267,545人

市内運行バス（コミュニティバス）の年間利用者
数

11,869人

市内ＪＲ７駅の年間乗降客数 274,755人 266,815人

6,870人

 施策 5-201　 利用者にやさしい公共交通の整備

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

しばざくら号・おりひめバスの運
行補助を行うとともに、路線再編
を検討する。また、多可町コミュ
ニティバスの停留所を市内に新設
する。

コミュニティバスの運行・
路線再編

コミバス
運行

多可町コミバ
ス停留所設置
路線再編等の
調整＜企画政策課＞

Ａ

Ｂ 市内を走るバス路線の運行経費の
助成をバス事業者に行う。また、
コミュニティバスも含め、利用促
進を図るため、バス路線の再編を
検討する。

路線バスの運行補助・路線
再編

運行補助
路線再編等の
調整

＜企画政策課＞

 施策 5-202   公共交通機関の利用促進

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

Ｂ
ＪＲ利用者の利便性の向上と利用
促進のために整備した西脇市駅西
側駐車場の安定経営に向け、運営
の助成を行う。

西脇市駅西駐車場の運営
支援

駐車場運営
補助

周辺整備事業
とあわせた方
針検討

＜企画政策課＞

市の玄関口として交通結節機能を
有するＪＲ西脇市駅の周辺や駅舎
の整備に向け、都市再生整備計画
を策定し、今後の具体的な整備方
針を検討する。

西脇市駅の駅舎・周辺整備 基本構想
策定

都市再生整備
計画策定

事業検討

＜都市住宅課＞

事業概要

Ｂ

地域の住民組織が自主運営を行う
「つくしバス」への助成等の運行
支援を行う。

つくしバスの自主運営の
支援

自主運営
の開始

支援の実施

新 規

＜企画政策課・まちづくり課＞

新 規Ｂ

 施策 5-202   公共交通機関の利用促進

事　業　名 H23 H24 H25 H26
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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

Ｂ 地震による住宅倒壊等の被害を減
少させるため、住宅の耐震工法や
簡易耐震診断を紹介したパンフ
レットを作成し、耐震性の向上・
確保に向けた啓発を行う。

住宅の耐震化の推進 実施

＜都市住宅課＞

新 規

＜企画政策課＞

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 Ｈ21実績値 Ｈ22実績値 達成状況

74.1%

60.0％
西脇市に住みたい、住み続けたいと思う市民の割
合

62.5% 65.4％

49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 52区画

ー

 施策 5-301　 定住の促進に向けた環境整備

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

茜が丘の宅地分譲
実施
販売計画の
適時見直し

＜企画政策課＞

定住の促進を図るため、市が保有
する茜が丘の分譲宅地の販売を行
う。

Ｂ

Ｃ
人口減少が進む中、定住の促進を
図るため、市内にある空き家を有
効活用する「空き家バンク」制度
の創設に向けた調査研究を行う。

空き家への定住促進 調査研究

 施策 5-302   住宅セーフティネットの構築

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

Ａ
住生活基本計画を踏まえ、老朽化
が著しい団地の払い下げ・用途廃
止を推進し、日野ヶ丘団地への集
約を推進する。

市営住宅の再編・整備

＜都市住宅課＞

Ｂ
住生活基本計画に基づき、適正な
住環境を維持するため、市営住宅
の設備の改修・修繕工事を行う。

市営住宅の施設整備
前坂南山
団地ほか
修繕工事

上野・大野団
地ほか修繕工
事

＜都市住宅課＞

田高・坂本・津万井団地
の移転調整
日野ヶ丘・旭ヶ丘団地の
地籍調査調整
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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

Ｂ 音楽ホールやホテルなど複合的機
能を持つアピカ西脇の近隣に屋外
駐車場を整備するとともに、老朽
化が進む地下駐車場の管理システ
ムの更新を行う。

アピカ西脇周辺駐車場の整
備

西駐車場
整備

中央駐車場
機器更新

＜都市住宅課＞

Ｂ 新 規
最新の都市計画情報を提供するた
め、必要な修正を行い、都市計画
の総括図を作成する。

都市計画図の作成 策定

＜都市住宅課＞

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。

Ｈ22実績値 達成状況

60.0%

設定指標 計画策定時

西脇市に住みたい、住み続けたいと思う市民の割
合

62.5% 65.4％

方向性 Ｈ21実績値

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% 28.0％

３地区

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% 41.6％

31.4%

38.2%

12.6%

都市計画法に基づく地区計画の決定数 ３地区

地籍調査の進ちょく率 11.7% 11.7%

３地区

 施策 5-401　 総合的・計画的な土地利用の推進

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

市街化調整区域での小規模な工場
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ため、地区土
地利用計画の策定を支援する。

特別指定区域の活用
（土地利用計画の策定）

羽安町
計画策定

計画の策定
支援

＜都市住宅課＞

Ｂ

 施策 5-402   優れた景観の保全と創出

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

Ｃ
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＞

H26 事業概要

 施策 5-403   中心市街地の活性化の推進

事　業　名 H23 H24 H25

拡充

41



 施策 5-403   中心市街地の活性化の推進

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

Ａ 【再掲】

＜建設総務課＞

国道427号（西脇道路）の事業着
手に向け、関係機関と必要な協議
を進め、改築工事の支援を行う。

国道427号・西脇道路整備
の推進・支援

実施 事業着手

Ｂ 【再掲】 旧来住邸などの管理運営やにぎわ
い活動を行う西脇ＴＭＯの運営補
助を行うとともに、播州織の展示
ギャラリーや商品の販売を行う播
州織工房館の運営を支援する。

ＴＭＯの活動支援
（播州織ファッション特区事業等）

実施

＜まちづくり課＞

 施策 5-404   地籍調査の推進

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

Ｂ
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
調査の実施地区の拡大を図りなが
ら、計画的に調査を行う。

地籍調査の実施 黒田庄町
船町ほか
実施

継続実施
実施地区の
拡大

＜建設総務課＞
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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

 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

Ｂ
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

＜地域整備課＞

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。

設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ21実績値 Ｈ22実績値 達成状況

12.9㎡

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% 41.6％ 38.2%

６箇所

市民１人当たりの公園・緑地・広場の面積 12.4㎡

親水護岸の整備箇所 ５箇所 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 H23 H24 H25 H26 事業概要

Ｂ
市道西脇中央線とレントン通りの
交差点の一角に、憩いの場を創出
するため、ポケットパークを整備
する。

ポケットパークの整備 実施 整備完了

＜都市住宅課＞

Ｂ
都市公園等に設置している施設の
維持のため、計画的に修繕や改修
を行う。

公園施設の改修・修繕 実施

＜都市住宅課＞

 施策 5-502   自然環境の保全とふれあう場の創出

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

Ｃ 【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

＜都市住宅課＞

Ｂ
西脇市花と緑の協会と連携し、シ
バザクラの植栽拡大等の緑化事業
や緑化の普及啓発等を行う。

緑化事業の推進 実施

＜生活環境課＞

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

 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

＜工務課＞

住吉町ほか
実施

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 Ｈ21実績値 Ｈ22実績値

127件

年間配水管漏水件数 12件 18件

達成状況

25件

90.6％

年間給水管漏水件数 115件

有収率 85.7% 91.7％

91件

 施策 5-602   計画的な水道施設の整備

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

Ａ
安全で質の高い水道水を供給する
ため、紫外線処理・膜ろ過方式な
ど高度浄水的な処理が可能な浄水
施設の整備を行う。

高度浄水施設の整備 水道ビジ
ョン策定

第２浄水場
実施設計

第２浄水場
工事着手

＜工務課＞

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 西脇地区
老朽管更
新

実施

＜工務課＞

 施策 5-603   水道事業の健全な財政運営

Ｂ
地理的条件等により水圧の低下が
懸念される地域において、水道水
の安定供給に向け、加圧ポンプの
設置等を行う。

低圧水の解消に向けた配水
施設の整備

H23 H24

＜管理課＞

H26

Ｂ

H25

コスト管理を徹底するとともに、
民間ノウハウを活用し、利便性の
高い収納システムの導入を検討す
るなど収納率の向上に向けた取組
を推進する。

水道事業の経営基盤の強化
実施
利便性の高い
収納システム
の検討

事　業　名
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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

政策７

達成状況

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。

84.4％

設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ21実績値 Ｈ22実績値

89.7％

水洗化率 78.8%

下水道事業の有収水率 90.8% 90.5%

83.8%

 施策 5-701　 水洗化の促進

事　業　名 H23 H24 H25 H26 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 H23 H24 H25 H26 事業概要

新たな宅地化や他の公共事業との
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 実施 完了

＜工務課＞

Ａ

Ｂ
農業集落排水施設の機能強化を図
るため、機能診断を実施するとと
もに、計画に基づき、老朽化した
ポンプの更新等の工事を行う。

生活排水処理施設の機能強
化

岡崎上王子
地区ほか事業
実施

コミュニティプラントの畑瀬処理
区を隣接する他の処理区に接続・
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。

下水道施設の統廃合
（畑瀬地区）

実施設計
国道整備
補償工事

接続工事 施設廃止

＜工務課＞

＜工務課＞

Ａ

H26

Ｂ

事業概要

 施策 5-703   下水道事業の経営健全化

事　業　名 H23 H24 H25

コスト管理を徹底するとともに、
民間ノウハウを活用し、利便性の
高い収納システムの導入を検討す
るなど収納率の向上に向けた取組
を推進する。

下水道事業の経営基盤の強
化

実施
利便性の高い
収納システム
の検討＜管理課＞
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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

 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 新 規 老朽化したホームページ公開用の
サーバーをクラウド方式に変更
し、業務の効率化を図るととも
に、ホームページの構成・仕様を
更新する。

市ホームページの更新 実施

＜情報政策課＞

政策８

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。

達成状況

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% 49.1％ 45.7%

設定指標 計画策定時 方向性

26,577件

Ｈ22実績値Ｈ21実績値

28,255件

 施策 5-801　 情報通信基盤の整備の促進

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

市のホームページの月間アクセス件数 21,033件

Ｃ 市域全体で超高速ブロードバンド
が利用できる環境の整備に向け、
民間事業者への整備要望を行うと
ともに、整備手法について検討す
る。

超高速ブロードバンドの利
用環境の整備促進

要望
検討

＜情報政策課＞

 施策 5-802　 地上デジタルテレビ放送に関する支援

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

Ｂ 地上デジタルテレビ放送への完全
移行後、暫定的に衛星放送で視聴
している世帯に対して実施予定の
恒久化対策についての支援を行
う。

地上デジタルテレビ放送へ
の移行支援

地上デジ
タル放送
への完全
移行

恒久化対策
支援

＜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 H23 H24 H25 H26 事業概要

Ｃ
効率的な行政事務の遂行につなが
るクラウド方式の導入について調
査検討を行う。

ＩＣＴを活用した効率的な
行政事務の実施

調査研究

＜情報政策課＞
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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

Ｂ

Ｂ

＜企画政策課＞

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。

公共施設・学校園への太陽
光発電システムの導入

農産物直
売所への
設置

公共施設・学
校等への導入
検討

西脇南中学校
への設置

＜生活環境課ほか＞

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
に推進するための指針の策定を検
討する。

新エネルギービジョンの策
定

Ｂ
国の補助制度にあわせ、市内業者
を利用して、住宅に太陽光発電シ
ステムを設置した世帯への助成と
して、共通商品券を配布する。

住宅用太陽光発電システム
の導入の促進

実施

新 規

＜生活環境課・商工労政課＞

【再掲】

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。

達成状況

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% 75.2% 67.1%

設定指標 計画策定時 方向性

139kg

Ｈ22実績値Ｈ21実績値

137kg

 施策 6-101　 ごみ減量化と適正処理の推進

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

市民１人当たりの年間ごみ排出量 193kg

Ｂ
市保健衛生推進委員会など関係機
関と連携し、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＞

事業概要

 施策 6-102   環境にやさしいライフスタイルの推進

H25 H26

＜生活環境課＞

事　業　名 H23 H24

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の
啓発を強化するとともに、小売店
などに協力を要請する。

レジ袋削減運動の実施 実施

H26 事業概要

 施策 6-103　 エネルギー資源の有効活用

事　業　名 H23 H24 H25

検討
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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

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
業を委託して、実施する。

環境美化パトロールの実施 実施

＜生活環境課＞

Ｂ

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。

Ｈ22実績値 達成状況方向性 Ｈ21実績値

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%

49.3%

43.2%45.3%

48.1%

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%

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% 16.8% 16.4%

3団体 5団体

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

環境保全にかかわる活動団体数 ２団体

 施策 6-201　 地球環境保全対策の推進

Ｂ 国のエコポイント制度にあわせ、
市内業者を利用して、地球環境に
配慮した住宅改修を行った世帯へ
の助成として、共通商品券を配布
する。

環境対応型住宅の普及促進 実施

【再掲】

公共施設や学校園において、つる
性植物を外壁に植栽し、室内温度
の上昇を抑制する緑のカーテンの
育成を行う。また、市民の取組を
対象にコンテストを開催する。

緑のカーテンの育成 実施

＜生活環境課＞

＜商工労政課＞

 施策 6-202   環境保全対策の強化と自然環境の保全

Ｂ

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

Ｂ
西脇市花と緑の協会と連携し、シ
バザクラの植栽拡大等の緑化事業
や緑化の普及啓発等を行う。

緑化事業の推進 実施

＜生活環境課＞

【再掲】

Ｂ
身の回りのさまざまな環境問題を
テーマに、自らの行動を促す講座
を開催し、環境市民リーダーを養
成する。

にしわき市民かんきょう大
学の実施

実施

＜生活環境課＞

 施策 6-203   環境学習と環境保全活動の充実

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要
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 施策 6-202   環境保全対策の強化と自然環境の保全

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

Ｃ 【再掲】
学校園・家庭・地域などにおける
環境教育・環境学習を効果的に推
進するための体制整備や内容の充
実に向けた検討を行う。

環境教育・環境学習の推進 検討 実施

＜学校教育課・生活環境課ほか＞
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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
市内で活動しているまちづくり団
体の活動等をホームページで発信
し、情報の共有化を図る。

ホームページによるまちづ
くり活動の情報発信

実施

＜まちづくり課＞

Ａ 新 規 老朽化したホームページ公開用の
サーバーをクラウド方式に変更
し、業務の効率化を図るととも
に、ホームページの構成・仕様を
更新する。

ホームページの更新 実施

＜情報政策課＞

【再掲】

 施策 7-103   情報の共有化の推進

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

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%

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。

Ｈ22実績値 達成状況設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ21実績値

30.0％
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%

25.4％26.6％

35.5％

市政に関心を持っている市民の割合 71.8% 78.5％ 71.8％

67.0％ －

 施策 7-101　 市民と行政の協働体制の確立

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

市長・市議会議員選挙の投票率 72.3%

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 検討委員
会設置

検討 条例施行

＜まちづくり課＞

Ｃ
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
連携拡充の
検討

＜企画政策課＞

Ｂ 新 規
市民意向を把握するため、まちづ
くりや地域課題について、市民と
行政が意見交換を行うタウンミー
ティングを開催する。

タウンミーティングの開催 実施

＜まちづくり課＞
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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

【再掲】

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

「地区まちづくり計画」の策定地区数

達成状況

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。

設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ21実績値

23.6％

Ｈ22実績値

76.2％

24.8％ 25.0％

72.9％

23.7% 32.2％

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% 26.8％31.3％

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%

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%

４地区 8地区 8地区

８地区 ８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

 施策 7-201   活動組織の集約と連携の推進

事　業　名 H23 H24 H25 H26 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法人など目的別
活動団体との連携を図るための協
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

実施

＜まちづくり課＞

 施策 7-202   「地区からのまちづくり」の推進

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

地区まちづくり計画や地域福祉計
画の実践など、市内８地区のまち
づくり推進組織による地域課題の
解決に向けた活動の支援を行う。

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＞

Ａ

Ａ
野村町茜が丘に総合的な子育て支
援拠点やコミュニティセンターな
ど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
（地区コミュニティセンター機能）

基本計画 敷地造成
実施設計

完成

<企画政策課・まちづくり課・中央公民館・児童福祉課>

Ｂ 【再掲】 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
センター機能の拡充を図る。

隣保館のコミュニティ機能
の充実

地元調整
検討

＜まちづくり課＞

拡充

拡充
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新 規

 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 H23 H24 H25 H26 事業概要

Ｂ 地区まちづくり活動を担う人材を
対象に、地域課題の解決に向けた
多様な活動の展開に向けて効果的
な手法を学習するまちづくり講座
を実施する。

まちづくり活動の活性化に
向けた講座の実施

実施

＜まちづくり課＞

Ｂ
自主的・自発的に公益的な活動を
行うグループに対し、活動内容の
公開審査を行い、活動経費の助成
を行う。

市民提案型まちづくり事業
の支援

実施

＜まちづくり課＞
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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

 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

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 Ｈ21実績値 Ｈ22実績値 達成状況

３件

25.4％
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% 26.6％

－

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 － －

４件

 施策 8-101　 行政経営システムの構築

事　業　名 H23 H24 H25 H26 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。ま
た、市民や学識経験者による第三
者評価の導入を検討する。

行政経営システムの確立・
推進

評価の運用
見直し
第三者評価の
導入検討＜行政経営室＞

 施策 8-102   行政事務の改善と見直し

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

Ｂ 新 規 職員数が減少する中、行政事務の
業務手順のマニュアル作成を行
う。また、事務の可視化を通じ
て、外部委託に適した事務の選定
を進める。

行政事務の可視化・マニュ
アル化の推進

検討・実施

＜行政経営室＞

 施策 8-103   民間委託等の推進

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

総人件費の縮減に向け、民間委託
を行うことができる業務や導入手
法等について検討する。

業務の民間委託の推進 業務委託
ガイドラ
イン策定

検討

＜行政経営室ほか＞

Ｂ
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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

 施策 8-203   行政経費の効率的な運用

H26

Ｂ

Ａ
民事訴訟法に規定する支払督促制
度を活用した未収金の回収に取り
組む。

未収金対策の強化・推進 実施

＜行政経営室＞

新 規

Ｈ22実績値 達成状況

政策２

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%

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。

設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ21実績値

14.8％

市税の現年度徴収率 98.1% 97.7％

実質公債費比率 16.9%

15.7％16.4％

13.3％

97.7％

 施策 8-201　 財政健全化プランの推進

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

Ａ
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。

財政健全化プランの推進・
策定

プラン
見直し

実施

＜財政課＞

 施策 8-202   自主財源の確保

H23 H24 H25 H26 事業概要

個人住民税等の未納者からの徴収
向上を図るため、県と共同で滞納
整理事務を行う整理回収チームを
設置し、徴収強化に取り組む。

市税滞納者への徴収強化 新たな回
収方法の
研究

整理回収
チームの設置

＜税務課＞

事　業　名

Ａ

Ｂ 庁内検討部会において、施設利用
や行政サービスのコストと公共性
を考慮した「使用料・手数料見直
しガイドライン」を策定し、受益
者負担の適正化を進める。

使用料・手数料の適正化の
推進

検討 ガイドライン
の策定

運用

＜行政経営室＞

事業概要事　業　名 H23 H24 H25

行政事務の効率化を図るため、財
務会計や人事・給与などの電子シ
ステムの導入・更新を行う。

業務効率化に向けた電子シ
ステムの更新

地番図デ
ジタル化
等のシス
テム導入

財務会計シス
テムほか更新

＜財政課ほか＞

拡充
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 施策 8-203   行政経費の効率的な運用

水道・下水道・病院事業で
の経営計画等の推進・策定

推進 病院改革プラ
ンの一部見直
し

 施策 8-204   公共施設の適正配置と有効活用

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う。

＜上下水道部・西脇病院＞

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

Ａ 茜が丘複合施設の機能の具体化に
あわせ、施設の実態や市民ニーズ
などを踏まえた公共施設の機能集
約や機能転換、適正配置に向けた
検討を進める。

公共施設の機能集約・適正
配置の推進

推進
茜が丘複合
施設機能の
具体化＜企画政策課ほか＞

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、無償
供与の検討・調整を進める。

集会所・教育集会所の自主
管理への移行

西澤会館
改修

移管の検討

＜まちづくり課・人権教育室＞

【再掲】

H26 事業概要事　業　名 H23 H24 H25
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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

 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

Ｈ22実績値 達成状況

政策３

市職員数 699人

職員が、意欲を持って仕事に取り組み、持てる能力を最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 Ｈ21実績値

55.1％

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% 34.1％

H26 事業概要

665人661人

50.4％

28.9％

新・西脇市定員適正化計画（改訂
版）に基づき、職員数の適正化を
推進するとともに、定年年齢の段
階的引き上げに対応するため、計
画内容の見直しを行う。

定員適正化の推進 計画の見直し

＜総務課＞

＜総務課＞

市職員の窓口対応に満足している市民の割合 42.5%

Ａ

 施策 8-301　 定員適正化計画の推進

事　業　名 H23 H24 H25

Ｂ
職員数が減少する中、雇用対策の
一環として、また行政サービスの
維持を図るため、期限付の嘱託職
員制度を導入する。

期限付嘱託職員制度の導入 実施

 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 H23 H24 H25 H26 事業概要

人事考課制度の実施 人事考課
の給与へ
の反映

検証・見直し

＜総務課＞

職務の遂行能力と実績を考慮した
人事考課制度を推進し、給与への
反映を行う。また、制度定着への
研修を行うとともに、一定期間を
経て検証・見直しを実施する。

Ａ

Ｂ 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
するための研修を実施するととも
に、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 研修内容
の更新

複線型人事
制度の研究

＜総務課＞
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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

設定指標 計画策定時 方向性 Ｈ21実績値 Ｈ22実績値 達成状況

市職員の窓口対応に満足している市民の割合 42.5%

政策４

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。

50.4％55.1％

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% 49.5％ 45.0％

3.04％ 3.45％

H24 H25 H26 事業概要

住民基本台帳カードの交付率 0.53%

 施策 8-401　 窓口サービスの向上

事　業　名 H23

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 共通番号制度
の導入に伴う
見直し

＜市民課＞

法律の改正に伴い、外国人住民を
住民基本台帳システムの対象とす
るためなどに必要なシステム改修
を行う。

住民基本台帳システムの改修 改修

Ｂ 税金等のコンビニでの納付を実施
するとともに、クレジットカード
の利用、ＩＣＴを活用した在宅納
付など多様な収納システムの検討
を行う。

多様な公金収納システムの
導入

システム
構築

軽自動車税の
コンビニエン
スストアでの
収納開始＜税務課＞

＜市民課＞

Ｂ
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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

 広域連携による自立的な地域づくり

○ 目指す姿

○ 事業内容

Ｂ 地域資源を活用し、生活交流基盤
の整備と都市との交流促進を図る
北はりまハイランド構想の推進に
向け、ホームページのリニューア
ルと計画の見直しを検討する。

北はりまハイランド構想の
推進

ＨＰ充実
計画見直し

＜企画政策課＞

政策５

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。

 施策 8-501　 市町間の連携・広域行政事業の推進

事　業　名 H23 H24 H25 H26 事業概要

Ａ 自治体の枠組みを越えた生活機能
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
自立圏共生ビジョンに定める事業
を展開する。

定住自立圏構想の推進 事業展開 実施
連携事業の
追加検討

＜企画政策課＞

Ｂ 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。

播磨内陸広域行政協議会の
運営

実施

＜企画政策課＞

【再掲】
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