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西脇市総合計画・行動計画 

 

 

 

１ 策定の趣旨 

  本市では、市町合併後の平成19（2007）年度に、本市の最上位計画となる総合計画を策定し、

新市の経営基盤の構築・育成を進めてきました。平成30（2018）年度には、新たに「第２次西

脇市総合計画」を策定し、将来像「つながり はぐくみ 未来織りなす 彩り豊かなまち にしわ

き」を掲げ、将来にわたって持続可能な都市経営の実現を目指しています。 

  本計画は、西脇市自治基本条例第25条の規定に基づいて策定するもので、令和６（2024）年

度を目標年度とする総合計画・前期基本計画に掲げる政策・施策の推進を図るため、具体的な

事業内容や取組方針を体系的に取りまとめるものです。 

 

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運営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 行動計画の計画期間 

  令和４（2022）年度 ～ 令和６（2024）年度（３か年） 

  ただし、社会環境の変化や新たな行政課題の発生などに対応するため、毎年度見直しを行い

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、その核となる主な事業や取組方針を対象と

しています。 

  具体的には、本計画の期間内に実施を見込む重点事業、新規事業、拡充事業などを中心に選

定しています。また、施策・事業の選択と集中を推進する観点から、廃止・縮小の事業につい

ても対象とします。 

  このため、全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 

  本計画の推進による市民の生活実感や満足度を把握するため、「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」などの状況について継続的に調査します。 

  また、施策や事務事業の実施を評価検証することで、適宜見直しを行っていきます。 
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基本政策

推進方策

政策

施策

主な取組・事業

事務事業（人件費事業を含む）

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つの層から構成しています。

このうち、「基本構想（計画期間：令和元（2019）年度～令和12（2030）年度）」と「前期基

本計画（計画期間：令和元（2019）年度～令和６（2024）年度）」については、平成31（2019）

年３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、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 総合計画・行動計画の内容 

  行動計画の計画内容については、前期基本計画の政策体系に沿って、次頁以降のとおり取り

まとめています。 

 

 

  

手段 

目的 

目的 

手段 目的 

手段 

基本構想 

基本計画 

行動計画 
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政策１ 結婚・妊娠・出産の希望の実現を支援する

政策２ 子育てにやさしい環境をつくる

政策３ 子どもを守る仕組みをつくる

政策４ 就学前教育と保育を充実する

政策５ 学校教育を充実する

政策６ 教育を支える環境を整える

第１章　未来を拓く次世代が育まれるまち
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＜第１章＞　未来を拓く次世代が育まれるまち

結婚・妊娠・出産の希望の実現を支援する

＜健幸都市推進課＞

＜健幸都市推進課・企画調整課＞

事　業　名

実施

結婚新生活の支援

安心して子どもを産み育てるためのサ
ポート拠点である子育て応援ステーシ
ョンの運営、子育て応援ライフプラン
事業などにより、きめ細かな支援を行
います。

包括的な子育て支援の推進

子育てモバイルサービスに
よる支援

産後２週間、１か月など、出産後間も
ない時期に産婦健康診査を実施し、産
後うつの予防、新生児の虐待予防等を
図るとともに、切れ目のない支援体制
を整備します。

特定不妊治療費・不育症治
療費の助成

実施

政策１

事　業　名

＜企画調整課＞

制度創設 対象経費の拡充

＜企画調整課＞

　施策１　男女の出会いの機会を創出します 

市民ボランティアグループによる出会
いのパーティーの開催や、ひょうご出
会いサポートセンターと連携したマッ
チングの支援により、男女の出会いを
促進します。

男女の出会いの機会の創出 県との
連携強化

事業概要

事　業　名 2021 2022

結婚を契機に市内に住居をかまえる低
所得の新婚世帯に対し、住居費や引越
費用等を助成し、新生活のスタートを
支援します。

＜健幸都市推進課・こども福祉課＞

実施

2021 20242022 2023

2023 2024事業概要

実施
多胎妊娠の妊婦
支援

保険適用の開始
ペア検査助成

担当の
集約化

推進

サービス開始

妊婦や子育て中の保護者に対し、母子
健康管理や子育て支援情報等の提供を
行うモバイルアプリを活用したサービ
スを提供します。

産婦健康診査の実施

妊婦の健康管理と経済的負担の軽減の
ため、妊婦健診の費用を助成するとと
もに、出産応援特別給付金を臨時的に
給付します。また、支援が必要な産後
の母子に対して心身のケアを実施しま
す。

妊娠・出産期の支援

＜こども福祉課・健幸都市推進課＞

＜健幸都市推進課・こども福祉課＞

＜健幸都市推進課＞

2023

　施策３　家庭や命の大切さを伝えます

2021 2024事業概要 2022

家庭や命の大切さの啓発の
実施

児童と乳幼児のふれあい体験、中学生
を対象とした命についての健康教育を
実施するとともに、中高校生を対象に
家庭を持つことの意義を考える講座な
どを行います。

応援給付
の開始

　施策２　妊娠と出産を支援します

不妊検査や不妊治療を受診しやすい環
境を整備していくため、保険適用開始
前の治療費等に対して、一部助成を行
います。また、不育症の治療、検査に
かかる費用の一部を助成します。
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＜第１章＞　未来を拓く次世代が育まれるまち

子育てにやさしい環境をつくる

＜健幸都市推進課＞

＜健幸都市推進課・こども福祉課＞

＜こども福祉課ほか＞

政策２

幼児期の教育・保育及び子ども・子育
て支援について総合的かつ包括的に支
援するための方策を示す子ども・子育
て支援事業計画を推進します。

安心して子どもを産み育てるためのサ
ポート拠点である子育て応援ステーシ
ョンの運営、子育て応援ライフプラン
事業などにより、きめ細かな支援を行
います。

＜こども福祉課・健幸都市推進課＞

推進

推進

2024

2023

2023事　業　名 20222021

＜こども福祉課・幼保連携課ほか＞

＜こども福祉課ほか＞

子ども・子育て支援事業計
画の推進

2021

推進

2024

事業概要

市政運営における、子どもたちや子育
て家庭への関わり方についての基本的
な姿勢と決意を示す「西脇市こどもの
笑顔をはぐくむ条例」の周知啓発を行
うとともに、条例に基づく各種施策を
推進します。

こどもの笑顔をはぐくむ条
例の推進

【再掲】

推進

【再掲】

事　業　名 事業概要

検討

実施

検討・設置準備

担当の
集約化

子育てモバイルサービスに
よる支援

＜企画調整課＞

子育て応援ステーションと連携しなが
ら、茜が丘複合施設において、コロナ
禍を踏まえた子育て中の親子の見守
り、子どもの成長のためのアドバイス
等を行います。また、放課後の児童の
学習や遊びの支援を行います。

実施

サービス開始

　施策２　発達に支援が必要な子どもをサポートします

設置

療育支援の実施

臨床心理士が認定こども園等を巡回
し、適切な療育支援に係る指導や助言
等を行います。また、発達障害のある
幼児等の保護者に対して、ペアレント
トレーニングを実施します。

新生児・乳幼児家庭への訪問指導や、
３か月児、１歳６か月児、３歳児に対
する健康診査により、疾病の早期発見
や育児支援・健康増進等の支援を行い
ます。

乳幼児健康診査等の推進

2022

妊婦や子育て中の保護者に対し、母子
健康管理や子育て支援情報等の提供を
行うモバイルアプリを活用したサービ
スを提供します。

　施策１　子どもの健やかな成長を支援します

発達に支援が必要な子どもが、生涯を
見通した切れ目のない一貫した支援を
受けられるよう、令和５年度からのワ
ンストップ型の相談・支援体制の整備
に向け、検討・準備を進めます。

発達サポートセンター（仮
称）の設置

こどもプラザ事業の実施

＜こども福祉課＞

包括的な子育て支援の推進

7



＜企画調整課＞

＜健幸都市推進課＞

実施

実施

国の制度による多子世帯等の保育料軽
減の対象とならない全兄弟姉妹の第２
子以降及び低所得世帯の第１子の保育
料を軽減します。

2023

多子世帯保育料の軽減

2023

　施策３　孤立しない子育て環境をつくります

2022

所得制限撤廃
対象者の拡充

実施

2024

子育て世代の保護者や祖父母、ボラン
ティア等を対象に、子どもとの関わり
方等の講座を開催し、子育てや地域に
おける仲間づくり、ボランティアの育
成を図ります。

2021

2021

＜幼保連携課＞

事業概要

実施
ファミリー・サポート・セ
ンター事業の実施

＜こども福祉課＞

事　業　名 事業概要

子育て家庭の経済的負担を軽減し、子
育てしやすい環境をつくるため、高校
３年生までを対象に入院・通院医療費
の自己負担額を全額助成する乳幼児等
・こども医療費助成事業を実施しま
す。

乳幼児等・こども医療費の
助成

乳幼児法定外予防接種への
助成

＜幼保連携課＞

国の幼児教育・保育無償化施策によ
り、認定こども園、幼稚園及び認可外
保育施設を利用する３～５歳児及び住
民税非課税世帯の０～２歳児の保育料
について、無償化を実施します。

認定こども園等の副食費の
無償化

2024

　施策４　子育ての経済的な負担を軽減します

＜幼保連携課＞

実施

乳幼児を対象に法定外予防接種の助成
券を配布し、感染症予防の推進と経済
的な負担の軽減を図ります。

認定こども園、幼稚園及び認可外保育
施設を利用する３～５歳児の給食の副
食費を無償化し、子育て世代の経済的
負担を軽減します。

実施

保育料の軽減

＜保険医療課＞

事　業　名

子育てへの幅広い参画の促
進

西脇・多可シルバー人材センターに委
託し、病気や出産、仕事等の家庭の事
情により一時的に育児ができない保護
者に代わり、子どもの世話を行うこと
で、子育てと仕事の両立等の支援を行
います。

2022
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＜第１章＞　未来を拓く次世代が育まれるまち

子どもを守る仕組みをつくる

新たに設置された加東こども家庭セン
ターや兵庫県警察との連携を強化し、
児童虐待事案について、より迅速かつ
的確な対応を進めます。

事　業　名

センター
設置

連携推進

2024

2024事業概要 2021 2023

＜学校教育課＞

2022

＜学校教育課＞

子どもの安全・安心の確保

いじめ問題対策の推進 臨床心理士の配
置
学級満足度調査

いじめ問題等に適切に対応するため、
学級満足度調査を実施するとともに、
青少年センター、学校に臨床心理士等
を配置します。また、インターネット
端末使用による問題等への研修、啓発
やネットパトロールを行います。

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
・支援する適応指導教室「はればれ教
室」を実施します。

　施策３　犯罪や事故から守ります

2022 2023 2024

不登校児童・生徒の適応指
導教室の実施 実施

地域で子どもの見守り活動に取り組む
西脇ハーティネス・メンバーズ運動の
推進や、青色防犯パトロールカーによ
る巡回、インターネット見守り活動な
どにより、子どもの安全・安心の確保
を進めます。

実施
情報共有体制の
強化

事業概要

　施策４　子どもの権利を大切にします

＜学校教育課・防災安全課＞

事　業　名 2021

2024事業概要

＜こども福祉課ほか＞

事　業　名 2021 2022 2023

子どもの考えや意見を表明する機会と
してこども会議を開催し、子ども・子
育て施策への反映に努めるとともに、
子どもの主体的な社会参加を促進しま
す。

こども会議の開催 開催

2023事　業　名 2021 2022事業概要

　施策１　虐待を未然に防止します

政策３

実施虐待防止の推進

＜こども福祉課・健幸都市推進課＞

乳幼児期からの各種健診や訪問指導を
実施するとともに、家庭児童相談員の
配置、相談窓口の設置などにより、子
育ての不安や負担を軽減し、虐待の未
然防止を進めます。

＜こども福祉課＞

　施策２　いじめ対策を進めます

こども家庭センター等との
連携強化
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＜第１章＞　未来を拓く次世代が育まれるまち

就学前教育と保育を充実する

2021

就学前教育・保育の質の向上推進委員
会と連携し、認定こども園及び幼稚園
における就学前教育・保育カリキュラ
ムの理解と実践の検証と指導・助言を
行います。

2023 2024

質の向上推進委員
会の運営

運営・転園支援
閉園式の開催

閉園

事　業　名

＜幼保連携課＞

就学前教育・保育カリキュ
ラムの推進

しばざくら幼稚園の運営・
閉園

　施策１　就学前教育・保育を充実します

　施策２　就学前教育・保育施設の運営を支援します

３～５歳児の幼稚園教育を実施しま
す。また、西脇市就学前教育・保育の
推進に関する基本方針に基づき、令和
４年度末にしばざくら幼稚園を閉園す
るとともに、園児の転園を支援しま
す。

　施策３　放課後の居場所をつくります

＜幼保連携課＞

＜幼保連携課＞

長時間保育等の
実施
処遇改善の拡充
人材確保の支援

保育支援者の配
置支援

認定こども園特別支援教育
の実施

＜幼保連携課＞

保育教諭の支援

健康面や発達面において特別な支援が
必要な子どもを受け入れる認定こども
園に対して、保育教諭等の配置に必要
な経費の一部を助成します。

実施・運営手法
の検討

2023 2024

放課後児童クラブにおいて、児童の保
育を保護者に代わって行います。ま
た、より効果的な事業実施に向けて、
運営手法の検討を進めます。

実施

事　業　名

＜学校教育課＞

2021事業概要

放課後児童クラブの実施

認定こども園や特定認可外保育施設へ
の運営助成を通じて、長時間保育や一
時預かりなど子育てニーズに応じた保
育を実施します。また、保育教諭の処
遇改善や人材確保の支援を行います。

保育の実施・充実

2022

政策４

事　業　名 2021 2022 2023 2024事業概要

＜幼保連携課＞

実施

＜幼保連携課＞

幼児教育センターが中心となった研修
等により、保育教諭等の資質向上と就
学前教育・保育の充実を図るととも
に、認定こども園における研修環境の
充実や処遇向上に向けた取組を支援し
ます。

就学前教育・保育体制の充
実

実施
研修支援の拡充
小学校との連携強
化

事業概要 2022

子どもたちの安全・安心な保育環境を
確保するため、認定こども園等に対
し、新型コロナウイルス感染症対策の
経費等を助成します。

コロナ禍の環境改善等の支
援

＜幼保連携課＞

保育教諭の業務負担の軽減を図るた
め、認定こども園に対して、清掃や給
食配膳等の日常業務を担う保育支援者
の配置を支援します。
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＜第１章＞　未来を拓く次世代が育まれるまち

学校教育を充実する

推進

＜人権教育課＞

　施策１　学力向上を進めます

にしわき学力向上事業の推
進

ＡＬＴ、ＩＣＴを有効に活用した言語
活動を推進するとともに、英語コミュ
ニケーション能力調査や英検受験料の
助成などの実施により、英語学習への
意欲の向上を図ります。

英語教育の推進

政策５

＜学校教育課＞

事業概要

改定

西脇市教育スーパーアンバサダーやス
ーパーティーチャー、学校教育活動支
援員を配置するとともに、研修を通じ
た教職員の指導力の向上と基礎学力の
定着を図ります。また、市内統一学力
テストや読解力調査の実施・活用によ
り、個に応じた学習・指導を推進しま
す。

道徳教育、人権教育の推進

＜学校教育課＞

2021

2022事　業　名 2021 2024事業概要 2023

プログラミング教育の必修化やＧＩＧ
Ａスクール構想を踏まえ、タブレット
型端末や大型提示装置の活用により、
児童生徒の情報活用能力の向上と、協
働的な学び、個別最適な学びを推進し
ます。

スーパーティー
チャーの配置
読解力調査など

ＩＣＴを活用した教育の推
進

＜学校教育課＞

＜学校教育課＞

教職員研修の実
施
英検受験料の助
成

＜学校教育課＞

推進

推進

学校園間の相互訪問や合同研修会の実
施により、幼児・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します。

学校園連携の推進（中学校
区連携教育の推進）

事　業　名

　施策２　豊かな心と健やかな体を育みます

20242023

「生きる力」を育む学習活
動の推進

新学習指導要領の全面実施を踏まえ、
道徳教育、人権教育を充実させること
により、児童生徒が互いに尊重し合
い、誰もがいきいきと生活できる学校
づくりを進めます。

子どもの読書活動推進計画に基づいて
読書習慣の定着を目指すとともに、ブ
ックスタート事業や朝読、家読の推
進、学校園と連携した図書の団体貸出
等の推進などの読書活動の支援を行い
ます。

子どもの読書活動の推進

小学校社会科副読本「わたしたちのま
ち西脇市」や本市の地域資源を題材と
した郷土カルタの活用、市長が自らふ
るさとを語る特別授業の実施などによ
り、郷土への愛着や誇り、地域への関
心を深めます。

郷土への愛着、関心等の醸
成

推進

＜図書館・学校教育課＞

自然学校や芸術文化体験など、「知・
徳・体」の調和のとれた発達を目指す
体験的な学習を実施することで、社会
の変化に適応し、主体的な判断・行動
ができる「生きる力」を養成します。

＜学校教育課・図書館＞

推進

2022

ＡＩドリル活用
特別教室等の通信
環境整備
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＜学校教育課＞

　施策３　教職員の資質向上を進めます

事　業　名 2024事業概要

校務支援システムの活用や地域人材等
を活用した部活動の指導者の配置、ス
クール・サポート・スタッフの活用な
どにより、教職員の業務環境の改善を
図ります。

実施
連絡網システム
の導入

2021 2022

教職員個々の自主的な研究、学校ごと
の自主研修、教科担当者会等の研究を
支援し、教職員の授業力の向上等を図
ります。

教職員等の指導力向上 実施

2023

教職員等の業務改善の推進

＜学校教育課＞
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＜第１章＞　未来を拓く次世代が育まれるまち

教育を支える環境を整える

コロナ禍において、学校教育活動を着
実に継続するため、感染症対策のため
の物品を購入し、児童生徒の学びを保
証する体制を整備します。

学校における感染症対策の
実施

＜教育総務課＞

少子化、施設の老朽化等の現状や学校
学習環境規模適正化検討会議の答申等
を踏まえ、持続可能な教育環境の構築
に向けた検討を進めます。

学校学習環境規模の適正化
の推進 答申

計画作成

整備

＜教育総務課＞

政策６

激動の時代を生き抜き、未来を開拓す
る多様な人材（財）の育成に向け、本
市における教育の振興のための基本的
な施策を定める教育振興基本計画の改
定を進めます。

　施策１　安全・安心で質の高い教育環境を整備します

事　業　名 2021 2022

推進
調査・検証

改定
教育振興基本計画の推進・
改定

＜学校適正推進課＞

2023 2024事業概要

推進
調査・検証

＜教育総務課＞

事業概要

　施策２　安全・安心でおいしい学校給食を提供します

国の重要文化財である西脇小学校木造
校舎の保存・活用に向けて、西脇小学
校保存活用計画策定会議を設置し、保
存活用計画を策定します。

2023

安全で栄養バランスのとれた学校給食
の提供と、地域の特色を生かしたメニ
ューの考案を進めます。

学校給食センターの運営

＜教育総務課＞

事　業　名 2021 2022

運営

学校園における地域・家庭
教育力の向上への取組

地域学校協働活動
・ＰＴＣＡ活動等
の支援

＜学校教育課・生涯学習課＞

事　業　名 2021事業概要

オープンスクール等により学校園の情
報を地域へ提供するとともに、地域学
校協働本部事業により地域の人材を学
校支援ボランティア等に登用するほ
か、家庭学習や家庭読書の推進など、
学校園と地域・家庭の連携を図りま
す。

2024

保存活用計画の
策定

2022

　施策３　家庭や地域と連携します

西脇小学校歴史的建造物の
保存活用

2023 2024
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C418

2024

実施

　施策４　適切な教育機会を確保します

身体介助や情緒面でのサポートが必要
な児童生徒及びその在籍学級を支援す
るため、心身障害児介助員を配置し、
児童生徒や保護者等のニーズを理解し
た適切な支援の充実を図ります。

学校への心身障害児介助員
の配置

2022 2023

＜学校教育課＞

子ども多文化共生
サポーター・キッ
ズサポーター・日
本語指導員の派遣

＜人権教育課＞

外国にルーツをもつ日本語指導が必要
な児童生徒の日本語習得を支援しま
す。また、園児・児童・生徒が安心し
て生活し学習できるよう、子ども多文
化共生サポーター・キッズサポーター
を該当校・園に派遣します。

日本語指導が必要な児童生
徒の支援

事　業　名 2021事業概要
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政策１ 地域福祉を充実する

政策２ 地域医療を守る

政策３ 市立西脇病院の機能を強化する

政策４ 高齢者福祉を充実する

政策５ 障害者福祉を充実する

政策６ 社会保障制度を適正に運営する

政策７ 社会的な自立を支援する

政策８ 環境にやさしい市民生活を進める

政策９ 地域の防災力を高める

政策10 犯罪・事故に遭わない地域をつくる

第２章　つながりによる安心と

　　　　　うるおいが実感できるまち

15



＜第２章＞　つながりによる安心とうるおいが実感できるまち

地域福祉を充実する

＜長寿福祉課＞

民間事業者や関係団体と協力し、日常
の業務や活動の中で支援を必要とする
高齢者や障害のある人、子どもの見守
り体制を充実します。

見守りが必要な高齢者のみの世帯等を
対象に、市からのお知らせ等の定期配
達を宅配事業者に委託し、配達物を対
面手渡しすることで、要援護者の安否
確認と必要な支援へつなげます。

あんしんはーとねっとによ
る見守り体制の構築

複合的で複雑な課題を抱える方やその
家族を支援するため、関係機関とのネ
ットワークを強化し、包括的な相談支
援体制を整備します。

重層的な支援体制の整備

＜社会福祉課ほか＞

ひきこもり状態にある方やその家族等
に対して、その背景となる多様な事情
や心情に寄り添った支援を行うため、
県と連携したひきこもり相談窓口での
相談・支援を行います。

ひきこもり相談の実施 相談支援
居場所づくり

相談窓口
開設

2021 2022

　施策２　市民主体の地域福祉活動を支援します

＜社会福祉課＞

推進

事業概要

2024事業概要 2023

2023

地域福祉の推進を図る第三次地域福祉
計画に基づいて、関係機関と連携しな
がら、やさしさと思いやりの気持ちの
醸成と、つながり、助け合い・支え合
う地域づくりを進めます。

2021

　施策１　支え合いの気持ちを醸成します

2022 2023 2024

20242022

政策１

事　業　名

事　業　名

実施

体制整備に向け
た準備・移行

民生委員児童委員活動の推
進

事　業　名 2021

事業概要

＜社会福祉課＞

地域の福祉活動の支援
（社会福祉協議会補助事業）

＜長寿福祉課・社会福祉課ほか＞

＜社会福祉課・長寿福祉課ほか＞

　施策３　地域の安心ネットワークをつくります

一斉改選
推進

ひとり暮らし高齢者会食サービスや福
祉サービスを必要とする人への援助、
ボランティア活動の推進支援など、地
域福祉活動の担い手である社会福祉協
議会が実施する事業への助成を行いま
す。

西脇市民生委員児童委員連合会へ補助
金を交付することで、研修会等を通じ
た民生委員児童委員の資質向上を進め
るとともに、委員活動の円滑な実施を
推進します。

実施
多可町との連携
推進

高齢者見守りサポートの実
施 実施検証

地域福祉計画の推進

＜社会福祉課＞
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＜第２章＞　つながりによる安心とうるおいが実感できるまち

地域医療を守る

救命技術等の向上

＜健幸都市推進課・保険医療課＞

　施策２　在宅医療の提供体制を整えます

2023事業概要

＜健幸都市推進課・防災安全課＞

　施策１　地域の医療体制を守ります

事業概要

在宅医療・介護連携の推進

医療と介護の両方を必要とする高齢者
等に在宅医療と介護サービスを切れ目
なく提供できるよう、医療機関と介護
サービス事業所等との連携を推進しま
す。

2021

実施

2023

私的二次救急医療機関への
支援

西脇市、加西市、加東市、多可町で組
織する北はりま消防組合に負担金を拠
出し、常備消防・救急救助体制の充実
・強化を図ります。

＜健幸都市推進課＞

2024

政策２

事　業　名 2022

効果的な病診連携を進めるため、かか
りつけ医の普及・定着を図るととも
に、薬剤師会等と連携した服薬指導等
の充実等により、医療の適正受診の促
進を図ります。

服薬指導等の充
実

　施策３　救急医療の体制を充実します

事　業　名 2022 2023

病院フェスタの開
催と市民フォーラ
ムの共催

医師会等による地域医療市民フォーラ
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します。

地域医療を守る活動の支援

＜病院総務課・健幸都市推進課＞

＜健幸都市推進課＞

＜健幸都市推進課＞

運営支援

2024

実施

実施

連携の推進

2022

＜長寿福祉課＞

2021

若年者の在宅ターミナルケ
アの支援

事　業　名

＜防災安全課＞

休日急患センター（西脇市多可郡医師
会の医師が休日に軽症の救急患者を診
療）について、西脇多可行政事務組合
への負担金の拠出を通じて運営を支援
します。

私的二次救急医療機関に対し、救急患
者受入数に応じ助成を行うことによ
り、地域の救急医療体制の確保・充実
を図ります。

ＡＥＤの使用方法など応急手当の方法
を習得する講習会等を実施し、救命知
識と技術の普及を図るとともに、自治
会等がＡＥＤを設置する際の費用の一
部を助成します。

医療資源の効果的な活用の
推進

40歳未満の末期がん患者に対し、在宅
介護サービス利用料の一部を助成し、
住み慣れた生活の場で安心して過ごせ
るよう支援します。

事業概要 2024

北はりま消防組合の機能強
化

西脇多可休日急患センター
の運営支援

2021

実施
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＜第２章＞　つながりによる安心とうるおいが実感できるまち

市立西脇病院の機能を強化する

災害医療救急体制の充実、
救急搬送患者の受入推進

＜経営管理課（病院）ほか＞

事　業　名

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
を推進します。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
担を推進します。

＜経営管理課（病院）ほか＞

医師の相互派遣の
推進
地域連携クリティ
カルパスの実施

市立西脇病院の診療機能の
強化

＜経営管理課（病院）・医療連携課＞

　施策５　災害時・救急時の医療体制を確保します

事　業　名

2024

2024

実施

　施策３　医療従事者を確保・育成します

　施策４　病病連携・病診連携を推進します

20222021

　施策２　診療機能を充実します

北播磨北部の拠点病院として、がん治
療の医療体制、脳卒中治療の病病連携
体制、幅広い糖尿病治療体制の構築を
進めるとともに、精神疾患、災害・救
急への対応を図ります。

＜経営管理課（病院）・医事課＞

病診連携の強化

勤務医師等の確保

病病連携の強化

＜病院総務課＞

医師や看護師、医療技術スタッフ、事
務職員が連携し、災害医療救急体制の
充実を図ります。また、時間外での救
急搬送患者の受入れがより円滑に行わ
れるよう、職員配置体制を検討しま
す。

2024

推進

＜経営管理課（病院）・医事課＞

事業概要

北播磨北部の拠点病院としての機能を
維持し、地域医療に貢献するため、経
営基本計画に基づき、健全経営を進め
ます。

事　業　名

事業概要

医療サービスの充実と安定した経営に
向け、医師等に選ばれる病院として、
待遇の改善や研修プログラムの充実を
図るなど勤務環境の整備を進めるとと
もにＰＲを行います。

事　業　名

市立西脇病院の安定した経
営基盤の確立

＜医療連携課＞

事業概要 2023

　施策１　病院事業の経営基盤を強化します

2024事　業　名

緩和ケア診療の
充実

2023

20232021 2022

2021事業概要 20232022

事業概要

新型コロナウイルス感染患
者の受入体制の整備

2022

受入れ体制の整
備

医師等医療従事
者の確保と技術
力の向上

2021

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を推進するとと
もに、入院患者への共同指導や医療に
関する研修を実施します。

実施
紹介・逆紹介
の推進

2021 2022

政策３

新型コロナウイルス感染症の感染患者
の受入れを進めるとともに、感染防止
対策を徹底することで、一般患者を含
めた医療体制を確保していきます。

2024

2023
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＜第２章＞　つながりによる安心とうるおいが実感できるまち

高齢者福祉を充実する

事　業　名

事業概要

認知症予防の啓発及び認知症の早期発
見・早期対応を図るため、物忘れチェ
ックの実施や認知症予防に関する取組
を行います。

認知症の予防啓発、早期発
見等の推進

在宅医療・介護連携の推進

実施

　施策３　地域包括ケアシステムを推進します

2021

　施策２　介護サービスの利用基盤を整えます

連携の推進

＜長寿福祉課＞

2024

　施策１　高齢者の生活を支援します

20232022事　業　名

医療と介護の両方を必要とする高齢者
等に在宅医療と介護サービスを切れ目
なく提供できるよう、医療機関と介護
サービス事業所等との連携を推進しま
す。

要介護認定者や障害のある
人の移動支援

政策４

2022

＜長寿福祉課＞

推進

要介護認定者や重度障害のある人等に
タクシー利用券を交付し、外出や移動
等の自立生活支援、社会参加の促進を
図ります。

＜長寿福祉課・社会福祉課＞

＜長寿福祉課＞

事業概要

事業概要

高齢者安心プランの推進・
改定

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を進めるた
め、高齢者安心プラン（高齢者福祉計
画及び介護保険事業計画）の改定を進
めます。

事　業　名 2021

事　業　名

事業概要

制度変更

2021 2022 2023

実施

2021 2024

　施策４　認知症の人やその家族を支援します

2024

推進
評価・調査

計画改定

2024

2023

2022 2023

地域ケア会議の推進

制度創設

利用者等からの暴力行為等により複数
で訪問する場合に、必要な措置を講じ
ることで、サービス従事者の安全を確
保し、安心して働き続けることができ
る体制を整備します。

訪問看護師等の安全確保・
離職防止の推進

多職種が協働して個別事例の支援内容
を検討することで、高齢者の課題解決
を支援するとともに、介護支援専門員
の自立支援に資するケアマネジメント
の実践力向上を推進します。

＜長寿福祉課＞

実施

【再掲】

＜長寿福祉課＞

＜長寿福祉課＞

認知症に関する知識の普及・啓発や相
談体制の充実を図り、認知症の人とそ
の家族を支援する地域づくりを推進し
ます。

認知症への理解を深めるた
めの啓発推進
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＜第２章＞　つながりによる安心とうるおいが実感できるまち

障害者福祉を充実する

＜社会福祉課＞

要介護認定者や障害のある
人の移動支援

障害のあるなしにかかわらず、誰もが
互いに尊重し、その人らしく安心して
暮らせる共生社会の実現を目指した取
組を総合的に定める障害者基本計画の
改定を進めます。

＜社会福祉課＞

政策５

聴覚障害のある人との意思疎通を円滑
にするため、ＩＣＴを活用した遠隔手
話通訳サービスを導入し、相談体制の
充実を図ります。

遠隔手話通訳サービスの実
施 制度新設

事　業　名 事業概要

＜社会福祉課＞

障害者グループホーム開設
の支援

共同生活援助を行う住居（グループホ
ーム）を新規開設する事業者に対し
て、経費の一部を補助することで新規
開設を促進し、障害のある人の地域に
おける生活基盤を整えます。

2022

　施策１　障害者の生活を支援します

ニーズに応じた
支援

2022

推進

アンケート調
査・評価

2024

実施

障害者基本計画・障害福祉
計画の推進・改定 改定

制度変更

＜社会福祉課＞

2021

2021 2023 2024事業概要

2023

障害者相談支援の推進 基幹相談
支援セン
ター開設

実施

【再掲】

事　業　名

　施策２　障害者の自立を支援します

要介護認定者や重度障害のある人等に
タクシー利用券を交付し、外出や移動
等の自立生活支援、社会参加の促進を
図ります。

＜長寿福祉課・社会福祉課＞

＜総務課＞

推進

障害者就労施設等から優先的に物品等
を調達する指針を策定し、発注推進を
図ることで、障害のある人の経済的な
自立を促進します。

実施

＜社会福祉課ほか＞

障害のある人の自立・社会参加を促進
するため、就労意欲のある人につい
て、市での雇用を進めます。

障害者雇用の推進

障害者基幹相談支援センターを中心
に、障害のある人や障害のある子ども
とその家族等が相談しやすい体制を確
保するとともに、障害のある人等の人
権を尊重し、安心して日常生活や社会
生活が送れるよう支援します。

障害者施設からの優先調達
の実施
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2021 2022 2024事業概要 2023

＜社会福祉課＞

市役所に手話通訳者を設置し、聴覚等
に障害がある方へ手話によるコミュニ
ケーション支援や相談等を行います。
また、手話通訳者等の養成や手話講座
の実施等、環境整備を行います。

手話言語条例の推進

＜社会福祉課＞

推進

　施策３　障害への理解を広げます

事　業　名

障害者差別解消の推進に関する取組方
針に基づいて、社会的障壁の除去等の
必要かつ合理的な配慮をするととも
に、障害者差別解消に係る啓発を行い
ます。

障害者差別の解消の推進 推進
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＜第２章＞　つながりによる安心とうるおいが実感できるまち

社会保障制度を適正に運営する

2023

国民健康保険制度の適正運
営

2024事業概要

2021

2022

＜保険医療課＞

　施策４　後期高齢者医療制度を適正に運営します

　施策１　生活保護制度を適正に運営します

事　業　名 2021

事　業　名 2021

　施策３　国民健康保険制度を適正に運営します

　施策２　介護保険制度を適正に運営します

事　業　名 2021事業概要

財政基盤の安定化に向け、兵庫県国保
運営方針に基づく事業運営を行いま
す。また、保険給付の適正化に向け、
レセプト点検や後発医薬品の利用促進
などの取組の充実を図ります。

2022

国民年金制度について、日本年金機構
と連携し、制度の理解促進を図るとと
もに、加入促進や年金保険料の納付督
励を行います。

政策６

2022 2023 2024事業概要

後期高齢者医療制度の安定的な運営を
図るため、制度の理解を促進するとと
もに、適正な納付指導を行うことで、
収納率の向上に努め、公平な保険料負
担を推進します。

2023

後期高齢者医療制度の適正
運営

＜保険医療課＞

　施策５　国民年金制度を啓発・推進します

事　業　名 2021 2022 2024事業概要

2024事業概要

事　業　名

推進

推進

生活保護実施要領等に基づき、被保護
者、生活困窮者等への相談・指導を適
正に行うとともに、医療扶助費の適正
化などを推進します。

生活保護制度の適正運営

適正なサービスが提供されるよう介護
サービス事業者への指導監督を実施す
るとともに、福祉用具や住宅改修の給
付適正化により自立支援に資するケア
マネジメントの推進を図ります。

介護保険制度の適正運営 保険料改
定

指導監督の推進
福祉用具等の給付
適正化

2023

＜社会福祉課＞

健康管理の支援

2022 2023 2024

国民年金制度の啓発・推進 実施

＜戸籍住民課＞

＜長寿福祉課＞
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＜第２章＞　つながりによる安心とうるおいが実感できるまち

社会的な自立を支援する

2021

犯罪被害者等が抱える様々な問題につ
いて、相談や周知啓発を行うととも
に、犯罪被害者等が受けた被害の回復
や負担の軽減を図るために生活資金の
支給等の支援を行います。

犯罪被害者等の支援 実施

2023

　施策３　犯罪被害者を支援します

ひとり親家庭の親に対して各種給付金
を支給し、生活の負担軽減を図るとと
もに、就職に有利な資格・技能の習得
支援を行います。

ひとり親家庭の就業支援 実施

生活困窮者自立支援の実施

＜こども福祉課＞

2024事業概要

事業概要 2023 2024

　施策１　生活困窮者の自立を支援します

政策７

事　業　名 2021 2022

ひとり親家庭の自立支援を図るため、
母子・父子自立支援員や家庭児童相談
員による相談を行います。

2021事　業　名

実施

　　　　　＜社会福祉課＞

2022

2024事業概要

実施

2022

制度創設

2023

2021 2022

ひとり親家庭相談の実施

＜こども福祉課＞

事　業　名

　施策４　成年後見制度の利用を促進します

2023 2024事業概要

　施策２　ひとり親家庭を支援します

新型コロナウイルス感染症の影響など
も踏まえ、生活困窮者からの相談に包
括的に対応するとともに、その自立に
向けたプランの作成や住居確保給付な
どを行います。

＜社会福祉課・長寿福祉課＞

＜防災安全課＞

成年後見制度利用促進基本計画に基づ
き、制度の普及啓発を進めるととも
に、制度の円滑な利用を支援する成年
後見制度利用支援事業や、社会福祉協
議会が実施する福祉サービス利用援助
事業の活用を支援します。

成年後見制度等の利用促進 実施

一定の所得以下のひとり親家庭の経済
的負担の軽減を図るため、母子家庭等
医療費給付事業に係る自己負担額を無
償化します。

ひとり親家庭等の医療費の
軽減 助成拡充

＜保険医療課＞

＜こども福祉課＞

養育費の確保に向けた支援

事　業　名

離婚後の養育費の履行確保を図り、安
定した生活と健やかな子どもの成長を
守るため、養育費に関する公正証書等
の作成費用を助成します。
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＜第２章＞　つながりによる安心とうるおいが実感できるまち

環境にやさしい市民生活を進める

＜環境課＞

創エネ省エネ設備等の導入
促進

2024

　施策２　温室効果ガス排出量を削減します

政策８

事　業　名 2021 2022 2023

　施策１　ごみの減量を進めます

2024事業概要

ごみ減量・資源化活動の実
施

2023事業概要

ごみ減量・資源
化の推進

事　業　名 2021

事　業　名 2021 2022 2023

環境基本計画の推進

＜環境課＞

2022

2024

推進

ごみに対する意識啓発の実
施

環境基本計画に基づき、良好な環境の
保全と創造に関する施策等を総合的か
つ計画的に推進します。

子どもごみ講座
など

　施策３　環境を守る意識を高めます

＜環境課＞

＜環境課＞

実施

基金活用

みどり園最終処分場跡地に整備したメ
ガソーラーを活用し、売電収入を基金
に積み立て、環境に配慮した取組の財
源として活用します。

推進

太陽光発電システムや電気自動車、高
効率給湯器等、家庭用の創エネ省エネ
設備等の導入を支援し、二酸化炭素削
減等の環境負荷の低減を図ります。

西脇市役所地球温暖化対策
実行計画の推進

＜環境課＞

計画改定

市が実施する事務事業に伴い発生する
温室効果ガスを削減するため、公共施
設への再生可能エネルギーの導入や省
エネ化の推進、低燃費車の配備などの
取組を推進します。

事業概要

太陽光発電所売電収入の活
用

　　　　　　　　＜環境課＞

子どもを対象に、ごみ減量・資源化を
学ぶ子どもごみ講座などを開催し、ご
みの減量に向けた意識啓発を行いま
す。

支援

＜環境課＞

水平リサイクル
の推進

本市の環境保全に関する指針である環
境基本計画に基づき、市民、事業者、
市が協働し、総合的・具体的な取組を
行うため、環境づくりに資する市民活
動を支援します。

環境づくり市民活動の推進

協定締結

＜環境課＞

多可町や事業者と連携し、ペットボト
ルをペットボトルとして再生する「水
平リサイクル」などのより質の高いリ
サイクルを推進します。

ペットボトルリサイクル等
の強化

食品ロスの削減や正しい分別方法の徹
底、資源ごみ集団回収の促進などによ
り、ごみの減量や資源化を図ります。
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＜第２章＞　つながりによる安心とうるおいが実感できるまち

地域の防災力を高める

　施策１　自主防災組織の活動を支援します

　施策２　消防団の活動を支援します

＜社会福祉課・長寿福祉課＞

2024事業概要

事業概要

要援護者の支援体制の構築

2021 2022 2023

2022 2023

　施策３　市民の防災意識を高めます

2024事業概要

2024

防災講演会等の
実施

政策９

事　業　名 2021 2022

消防団の機能強化

事　業　名

総合的な防災啓発の実施

2023

＜防災安全課＞

個別避難計画の
作成支援

取組時の支援

防災訓練等の活動
支援・地区防災計
画の作成支援

資機材整備

地域の防災力や地域コミュニティの確
保などに留意しつつ、地域自治組織が
主体となった消防団の再編に向けた取
組について支援します。

消防団の再編に向けた支援

＜防災安全課＞

要援護者の情報を記した要援護者名簿
を作成するとともに、災害時に要援護
者がスムーズに避難できるよう、要援
護者の個別避難計画の作成を進めま
す。

事　業　名 2021

地域を基盤とした住民による自主防災
組織の育成を進めるとともに、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します。

自主防災組織の育成・活動
支援

＜防災安全課＞

総合防災訓練や防災講演会等を実施
し、関係機関や自主防災組織等との連
携を強化するとともに、市民の防災意
識の高揚を図り、災害時への備えを強
化します。

王子部・出
会部の統合

地域防災力の中核である消防団の活動
拠点となるコミュニティ消防センター
の活用と資機材等の整備により、地域
防災力の充実強化を図ります。

＜防災安全課＞
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＜第２章＞　つながりによる安心とうるおいが実感できるまち

犯罪・事故に遭わない地域をつくる

2021

＜防災安全課＞

推進交通安全啓発の推進

政策10

計画改定

交通安全計画に基づき、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しま
す。

　施策１　交通安全を推進します

2023

2022 2023 2024事業概要

事　業　名

事　業　名 2021

消費生活相談の実施

消費生活に関する被害救済や問題解決
に向けた支援を行うとともに、未然防
止のための情報提供や出前講座を実施
し、消費者の知識や判断力の向上を促
進します。

2022 2023

＜防災安全課＞

事　業　名

　施策３　防犯活動を推進します

＜防災安全課＞

実施

2024事業概要

公用車に設置したドライブレコーダー
を活用し、青色回転灯の点灯と併せ
て、公用車による防犯パトロールを推
進します。

2021

自主防犯グループの支援

推進
公用車による防犯パトロー
ルの推進

実施

＜防災安全課＞

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、地域団体によ
る防犯カメラの設置に対する補助を行
います。

2024事業概要 2022

　施策２　消費者の生活を守ります
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政策１ 防災基盤を整備する

政策２ 道路を整備する

政策３ 公共交通を整備する

政策４ 水道供給と汚水処理を行う

政策５ 生活環境を守る

政策６ 魅力ある市街地をつくる

政策７ 自然と調和した住環境を整える

政策８ 快適な住まいづくりを進める

第３章　安全で快適な生活基盤が整うまち
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＜第３章＞　安全で快適な生活基盤が整うまち

防災基盤を整備する政策１

　施策１　消防体制を強化します

事　業　名 事業概要 2021 2022 2023 2024

【再掲】
西脇市、加西市、加東市、多可町で組
織する北はりま消防組合に負担金を拠
出し、常備消防・救急救助体制の充実
・強化を図ります。

北はりま消防組合の機能強
化 実施

＜防災安全課＞

　施策２　防災拠点を整備します

事　業　名 事業概要 2021 2022 2023 2024

　施策３　危機管理体制を強化します

事　業　名 事業概要 2021 2022 2023 2024

災害などの緊急時に、迅速かつ的確な
情報の伝達を図るため、防災行政無線
を適正に運用します。

防災行政無線の運用 デジタル
方式へ移
行

運用

＜防災安全課＞

　施策４　浸水対策や土砂災害対策を進めます

事　業　名 事業概要 2021 2022 2023 2024

加古川水系流域治水プロジェクト
（国）及び総合治水推進計画（県）を
基本に、国・県が行う河川整備との連
携を図り、地域に応じた浸水対策を計
画・実施するとともに、事前防災行動
計画（タイムライン）や災害初動マニ
ュアルなども活用し、地域と一体と
なった減災を進めます。

水害対策・減災の推進
事前防災行動計
画の検討・水の
学習会の開催

＜工務課ほか＞

洪水被害防止のため、国・県・関係市
で構成する加古川中流部整備推進協議
会の取組に基づく、効果的かつ効率的
な河川整備を、地域と一体となって推
進します。

広域河川改修事業の推進
杉原川沖田井堰・
和田井堰の改築
加古川河床掘削、
堆積土砂撤去ほか

＜工務課・経営管理課＞

山地災害の防止のため、危険渓流域の
森林では緊急防災林整備事業を実施す
るなど、北はりま森林組合と連携しな
がら森林の防災面での機能強化を図り
ます。

防災機能の強化に向けた森
林の整備 実施

＜農村整備課＞

＜防災安全課ほか＞

新型コロナウイルス感染症による市民
生活及び地域経済への影響を最小限に
とどめるため、関係機関と連携し、感
染拡大防止対策を推進します。

新型コロナウイルス感染症
対策の推進 推進

＜防災安全課＞

災害時における避難者の実情や性別な
どに配慮した環境の整備を行うととも
に、コロナ禍での三密回避に対応した
避難所運営を進めます。

避難所等の機能強化 防災倉庫の修繕
避難所運営資器材
の購入
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＜第３章＞　安全で快適な生活基盤が整うまち

道路を整備する政策２

　施策１　広域・地域幹線道路を整備します

事　業　名 事業概要 2021 2022 2023 2024

国道 175号西脇北バイパス整備の促進
・支援を行います。合わせて西脇北バ
イパスの早期完成と黒田庄町から丹波
市氷上地域間の早期事業化に向けた要
望活動を行います。

国道 175号バイパス整備の
促進・支援 促進・支援

＜経営管理課＞

中心市街地や新庁舎等へのアクセス性
の向上を図るため、県が実施する西脇
道路や（主）西脇三田線の整備を支援
し、事業を促進します。

西脇道路等の整備の促進・
支援

西脇道路（上野・
東本町工区）・
(主)西脇三田線

＜工務課・都市住宅課＞

土地区画整理事業に関する勉強会や地
権者の個別ヒアリング等を行うことに
より、地権者の理解を深め、事業計画
案や換地計画案を検討するなど、事業
化に向けた取組を進めます。

（都）和布郷瀬線の事業化
に向けた取組 換地設計

＜都市住宅課＞

人口減少等の更なる進行による社会情
勢の変化を見据え、持続可能な都市経
営を進めるために、将来の道路ネット
ワークの在り方や都市計画道路等の見
直しの検討を進めます。

都市計画道路等の見直しの
検討 検討

＜都市住宅課＞

　施策２　生活道路を整備します

事　業　名 事業概要 2021 2022 2023 2024

地元要望等に基づき、市道の拡幅や側
溝整備などの改良、舗装の新設や更新
を行うとともに、生活道路の今後の整
備方針を検討していきます。

生活道路の改良・舗装 道路改良工事（市
原５号線ほか）

＜工務課＞

　施策３　道路施設の長寿命化を進めます

事　業　名 事業概要 2021 2022 2023 2024

道路橋の５年に１度の法定点検（令和
２年から２巡目）を実施し、長寿命化
修繕計画の下で、計画的な補修を実施
します。

橋りょうの長寿命化の実施
橋りょう定期点検
橋りょう補修工事
（上掛田２号橋ほ
か）

＜工務課＞
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　施策４　人にやさしい道路空間を整備します

事　業　名 事業概要 2021 2022 2023 2024

歩行者等の安全を確保するため、県道
西脇篠山線の歩道整備や県道西脇八千
代市川線、都市計画道路重春安田線の
歩道リニューアルなどの支援を行いま
す。

県道の歩道整備・リニュー
アル事業の推進・支援

県道西脇篠山線歩
道整備
（都）重春安田線
歩道リニューアル

＜工務課＞

歩行者の安全を確保するため、自転車
通行区間及び通学路のカラー舗装や歩
道の整備を行います。

自転車通行空間・歩道の整
備

童子山線歩道改
良、西脇小坂線整
備ほか

＜工務課＞

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
設の整備を行います。また、通学路に
おいて、路肩のカラー化や信号機が設
置されていない交差点の横断歩道周辺
のカラー化を進めます。

交通安全施設の整備 カーブミラー、区
画線等の整備、道
路照明LED化ほか

＜工務課＞
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＜第３章＞　安全で快適な生活基盤が整うまち

公共交通を整備する政策３

　施策１　公共交通ネットワークをつくります

事　業　名 事業概要 2021 2022 2023 2024

市内の各地域内の移動や市街地への移
動を支える交通手段として、事前の予
約に応じて運行するデマンド型交通
「むすブン」を運行します。

デマンド型交通の運行 導入 運行

　　　　＜企画調整課＞

市街地を循環運行するループバス「め
ぐリン」と、比延地区と市街地を接続
する「おりひめバス」を運行します。

コミュニティバスの運行 再編 運行

＜企画調整課＞

維持が困難となっているバス路線の運
行経費の一部に対して補助することに
より、現在運行している路線バスを維
持します。

路線バスの運行補助 運行補助

＜企画調整課＞

　施策２　公共交通の利便性を高めます

事　業　名 事業概要 2021 2022 2023 2024

コミュニティバスへのパターンダイヤ
や 100円均一料金など、利用者のニー
ズに応じた分かりやすく利用しやすい
バス交通網の整備を進めます。

利用しやすいバス交通の推
進 均一料金の

導入ほか
推進
ニーズの把握

＜企画調整課＞

　施策３　公共交通の利用を促進します

事　業　名 事業概要 2021 2022 2023 2024

公共交通機関の利用促進を図るため、
事業者と連携しながら、運行内容や利
用方法の周知啓発を図るとともに、利
用促進に向けた沿線イベント等のＰＲ
を行います。

公共交通機関の利用促進 実施

＜企画調整課＞
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＜第３章＞　安全で快適な生活基盤が整うまち

水道供給と汚水処理を行う政策４

　施策１　持続可能な上下水道経営を行います

事　業　名 事業概要 2021 2022 2023 2024

施設等の維持管理の連携、施設の共同
利用等、近隣市町との連携及び広域化
を検討し、経営基盤の強化を図るた
め、水道ビジョンや水道事業経営戦略
を推進するとともに、見直しを行いま
す。

水道事業の経営基盤の強化 推進
改定

＜経営管理課＞

農業集落排水処理区域の公共下水道へ
の接続を推進し、施設の維持管理経費
等の削減に努め経営基盤の強化を図る
ため、下水道事業経営戦略を推進する
とともに、見直しを行います。

下水道事業の経営基盤の強
化 見直し 推進

＜経営管理課＞

　施策２　安全な水を安定供給します

事　業　名 事業概要 2021 2022 2023 2024

災害時にも対応できるよう耐震化にも
配慮した効率的な配水管の計画的な更
新を行うとともに、漏水などに対し
て、適切な維持管理を行います。

水道管路の維持・更新 和田町・小坂
町・野村町

＜工務課・施設管理課＞

　施策３　汚水処理を行います

事　業　名 事業概要 2021 2022 2023 2024

下水道施設の機器の更新を進め、計画
的な維持管理や修繕等による長寿命化
を図ります。

公共下水道施設の整備・更
新

黒田庄浄化センタ
ー・中継ポンプ長
寿命化

＜工務課＞

効率的な汚水処理を行うため、農業集
落排水処理区の汚水を公共下水道処理
区へ接続するための工事を進めます。

公共下水道の整備（公共下
水道処理区への接続）

日野北処理
区陸・水尾
処理区の統
合

出会処理区・岡崎
上王子処理区の統
合

高松処理区・黒田
庄中部処理区の統
合

明楽寺落方処理
区・住吉処理区・
黒田庄北部処理区
の統合

＜工務課＞

水洗化率の向上のため、広報紙などを
通じた水洗化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します。

水洗化促進の啓発の実施 実施

＜施設管理課＞
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＜第３章＞　安全で快適な生活基盤が整うまち

生活環境を守る政策５

　施策１　ごみ処理施設の整備・運営を行います

事　業　名 事業概要 2021 2022 2023 2024

新ごみ処理施設の用地造成及び建設工
事の実施に向けて、多可町と連携して
西脇多可行政事務組合に負担金を拠出
します。

新ごみ処理施設の整備 用地造成
建設事業者選定

建設工事

＜環境課＞

ごみ処理施設の管理運営、収集業務、
リサイクルの推進・普及啓発等を行う
ため、西脇多可行政事務組合に負担金
を拠出します。

西脇多可行政事務組合みど
り園の運営 運営

＜環境課＞

　施策２　公害防止と廃棄物の適正処理を進めます

事　業　名 事業概要 2021 2022 2023 2024

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
託により実施します。

環境美化パトロールの実施 実施

＜環境課＞

主要河川の水質測定や、大気汚染物質
の測定を行うことにより、公害の防止
と市民の健康保護を推進します。ま
た、光化学スモッグの予報等発令時に
適切な通報等を行います。

公害発生の未然防止の推進 実施

＜環境課＞

　施策３　まちを衛生的にします

事　業　名 事業概要 2021 2022 2023 2024

火葬や葬儀を円滑かつ経済的に営める
よう、多可町と連携して広域斎場を運
営するため、西脇多可行政事務組合に
負担金を拠出します。

広域斎場やすらぎ苑の運営 運営

＜環境課＞

【再掲】
水洗化率の向上のため、広報紙などを
通じた水洗化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します。

水洗化促進の啓発の実施 実施

＜施設管理課＞
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＜第３章＞　安全で快適な生活基盤が整うまち

魅力ある市街地をつくる

＜都市住宅課＞

兵庫県の土地利用推進検討会での議論
を踏まえながら、庁内における横断的
な組織により、地域活性化と優良農地
の保全等の調和がとれた土地利用につ
いて、調査・研究を進めます。

土地利用規制の緩和等に向
けた調査・研究 調査・研究

＜まちづくり課＞

中心市街地の活性化に取り組む個人や
団体の活動・運営を支援するととも
に、それぞれの活動がより効果的に展
開されるようコーディネートをするこ
とにより、中心市街地のまちづくり活
動の活性化を図ります。

まちなかの中間支援の推進 推進

政策６

　施策１　地域特性を生かした土地利用と景観形成を進めます

事　業　名 事業概要 2021 2022 2023 2024

都市づくりの基本理念や方針を明確に
し、計画的な都市づくりを進めるとと
もに、多様な主体が参画・協働し、生
活環境の充実や地域の個性を生かした
まちづくりを進めようとする都市計画
マスタープランを推進します。

都市計画マスタープランの
推進 推進

＜都市住宅課＞

土地の適正な把握と管理、土地の円滑
な取引を促進するため、地籍調査を計
画的に実施します。

地籍調査の実施
立会・測量

＜用地地籍課＞

　施策２　まちなかににぎわいを創出します

事　業　名 事業概要 2021 2022 2023 2024

中心市街地の活性化を図るため、西脇
ＴＭＯが実施する旧来住家住宅で行う
にぎわい活動や情報未来館21と播州織
工房館の維持管理経費の支援を行いま
す。

ＴＭＯの活動支援 実施

＜まちづくり課＞

　施策３　生活の利便性を高めます

事　業　名 事業概要 2021 2022 2023 2024

持続可能な都市経営の実現のため、都
市機能誘導区域への都市機能の誘導、
居住誘導区域への居住誘導などを定め
る、立地適正化計画を推進します。

立地適正化計画の推進 推進

＜都市住宅課＞

ユニバーサルデザインの理念に基づ
き、公共施設のバリアフリー化や歩道
の段差解消等を行うとともに、ユニバ
ーサル社会づくり推進地区において、
人にやさしいまちづくりを推進しま
す。

公共空間のバリアフリー化
の推進

推進
童子山線歩道改
良

＜都市住宅課・工務課・管財課＞
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＜第３章＞　安全で快適な生活基盤が整うまち

自然と調和した住環境を整える政策７

　施策１　緑の空間を守り育てます

事　業　名 事業概要 2021 2022 2023 2024

健康づくりの促進やスポーツを通じた
交流の活性化を図るため、高齢者をは
じめとした生涯スポーツの施設整備の
検討を進めます。

公園施設等の整備 調整

＜工務課ほか＞

老朽化した公園施設の改築・更新を行
い、安全で安心して利用できる公園環
境を整備し、公園施設の長寿命化を図
ります。

公園施設の長寿命化の実施 計画見直し 西脇公園園路改
修ほか

＜工務課＞

西脇市花と緑の協会や緑化ボランティ
アなどと連携し、しばざくらの植栽拡
大等の緑化事業や緑化の普及啓発など
を行います。

緑化事業の推進 実施

＜環境課＞

　施策２　豊かな農村環境を整えます

事　業　名 事業概要 2021 2022 2023 2024

市街化調整区域において、地域の課題
解決を図り、地域の実情に応じたまち
づくりを進めるため、特別指定区域制
度の活用を推進します。

特別指定区域制度の活用 推進
市土地利用計画の
改定

＜都市住宅課＞

　施策３　身近にあるきれいな環境を守ります

事　業　名 事業概要 2021 2022 2023 2024

地域との協働により、県管理河川の草
刈り、清掃等の河川の美化事業や河川
愛護活動を行い、快適な住環境と良好
な景観形成を進めます。また、今後の
環境保全の在り方について検討を進め
ます。

河川環境の保全 推進

＜施設管理課＞
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＜第３章＞　安全で快適な生活基盤が整うまち

快適な住まいづくりを進める政策８

　施策１　市営住宅を供給します

事　業　名 事業概要 2021 2022 2023 2024

市営住宅長寿命化計画に基づき、長寿
命化を図る団地については修繕工事等
を計画的に実施するとともに、将来廃
止する日野ヶ丘団地等については、入
居者移転を推進し、空きとなった住棟
の解体除却を進めます。

市営住宅の長寿命化・集約
の推進 上戸田団地長寿

命化工事

＜都市住宅課＞

　施策２　良質な住宅を増やします

事　業　名 事業概要 2021 2022 2023 2024

コンパクトシティの推進や自然災害の
増加といった社会環境等の変化を踏ま
え、住宅政策に係る基本的な考え方を
定める住生活基本計画を改定します。

住生活基本計画の改定・推
進 計画改定 推進

＜都市住宅課＞

居住誘導区域内において、子育て世代
等を対象とした住宅整備の手法を検討
するとともに、リフォームの促進や住
宅セーフティネットなどの住宅に関す
る施策を総合的に検討します。

魅力ある住宅整備の検討 検討

＜都市住宅課＞

民間住宅の耐震化促進のため、簡易耐
震診断を推進するとともに、改修計画
の作成や耐震化工事に要する費用の一
部に対して助成します。

住宅の耐震化の推進 推進

＜都市住宅課＞

　施策３　空き家・空き地を適正に管理します

事　業　名 事業概要 2021 2022 2023 2024

空き家バンクの
運営

空家等対策計画に基づき、空き家等の
適正管理に係る啓発や空き家等のデー
タベース化を行うとともに、環境や防
災面で問題のある特定空家候補等の除
却等に向けた啓発を行います。

空き家の適正管理の推進 条例制定 特定空家候補等の
除却
計画改定

2024

＜都市住宅課ほか＞

増加する空き家の有効活用を推進する
ため、兵庫県が新たに制定する空家等
の活用の促進に関する条例との連携を
図りながら、売買等の情報提供を行う
空き家バンクを運営します。

空き家活用の推進

＜都市住宅課＞

＜都市住宅課＞

　施策４　移住・定住を支援します

事　業　名 事業概要 2021 2022 2023

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います。
また、購入者への低金利な住宅資金融
資を実施します。

茜が丘の宅地分譲 実施

移住コーディネーターを配置するとと
もに、オンライン相談の実施、お試し
滞在費用の助成などにより、ＵＩＪタ
ーンによる人口流入の増加を図りま
す。

移住定住の推進 推進

＜都市住宅課＞
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政策１ 地域に根ざした商工業を振興する

政策２ 農林業の基盤を強化する

政策３ 魅力ある農畜産物を生産する

政策４ 観光・交流を振興する

政策５ 新たな産業を創出する

政策６ 就業環境を整える

第４章　地域特性を生かした

　　　　　産業とにぎわいがあふれるまち
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＜第４章＞　地域特性を生かした産業とにぎわいがあふれるまち

地域に根ざした商工業を振興する

コロナ禍での消費喚起と誘客促進、事
業者支援に向けて、地域イベント等の
再開や営業自粛により大きな影響を受
けた飲食事業者等による売上増加等の
取組を支援します。

コロナ禍を踏まえた消費喚
起・誘客の支援

キャッシュ
レス決済普
及促進ほか

イベント開催支援
飲食サービス事業
者支援ほか

対象事業者の拡
大

事　業　名 2021 2022

推進

2021

商工業者への経営支援
（商工業振興事業）

実施
創業支援融資の実
施

政策１

事　業　名 2021 2022 2023

地場産品のブランド力向上に向け、セ
レクトショップと連携した地域産品の
開発、販路開拓等を行う事業者を支援
します。

地場産品のプロモーション
活動の支援

事　業　名

2024事業概要

　施策１　地場産業の競争力を強化します

2022 2023 2024事業概要

　施策２　中小企業の経営を支援します

中小企業・小規模企業振興条例を踏ま
えて策定する経済振興アクションプラ
ンに基づいて、関係機関との連携の
下、商工業振興に係る総合的な施策を
推進します。

中小企業・小規模事業者等
の振興 推進

地場産業・播州織を活性化するため、
若手デザイナー等の人材育成を図ると
ともに、起業支援、縫製工場の誘導等
により最終製品の創出を促進すること
で、ブランド力の強化を図ります。

成果連動型
補助金の導
入

＜商工観光課＞

　施策４　商工業の生産性向上を図ります

中小企業が円滑に融資を受けられるよ
う、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
を行います。

中小企業・小規模事業者の
資金繰り対策への支援

＜商工観光課＞

西脇ファッション都市構想
の推進 検証

地場産業の新製品・新技術の研究開
発、地域ブランドの構築等、製品の普
及に向けて取り組む北播磨地場産業開
発機構への助成を行います。

北播磨地場産業開発機構の
支援

推進
縫製工場の誘導

＜商工観光課＞

実施

＜商工観光課＞

地域に根ざした事業者の経
営革新等への支援

事業概要事　業　名 2024

2023

2021 2022 2023

2024事業概要

　施策３　商業のにぎわいをつくります

＜商工観光課＞

＜商工観光課＞

制度改定（ものづ
くりステップアッ
プ支援事業）

＜商工観光課ほか＞

経営発達支援計画に基づいて、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・起
業支援、産学連携新商品開発事業など
を行う商工会議所への助成を行いま
す。

新たなものづくりの創造やＳＤＧｓに
貢献する事業に取り組む中小事業者に
対し、金融機関等とも連携しながら、
商品・技術開発、設備導入、販路開拓
までを総合的に支援します。

＜商工観光課＞
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＜第４章＞　地域特性を生かした産業とにぎわいがあふれるまち

農林業の基盤を強化する

農地中間管理事業の推進

2024事業概要

　施策１　農業の担い手を育成します

2023

認定農業者等に対して、農機具等の購
入や園芸用施設の整備に係る補助を行
うことにより、経営規模の拡大や作業
効率の向上などを進め、地域農業に携
わる担い手の育成・確保を図ります。

新たに誘致し、協定を締結した酒蔵と
連携して、市内外から農業や醸造に興
味がある学生等を呼び込み、研修体験
を通じた交流人口の拡大と将来の本市
農業の人材育成を進めます。

＜農林振興課＞

研修生受入れ

2024事業概要 2022 2023事　業　名

推進

農地の有効利用の継続や担い手への農
地の集積・集約化を推進するため、農
地中間管理機構が農地所有者と担い手
の仲介を行う農地中間管理事業を推進
し、担い手農家への農地集積を進めま
す。

実施

推進

インキュベーション施設に研修生を受
け入れ、栽培技術等のノウハウの習得
や新規就農、就農者の移住を促進する
とともに、６次産業化やブランド化を
推進します。

人・農地プランの推進

　施策２　農地利用の集積・集約化を進めます

＜農林振興課・農業委員会＞

2021

政策２

事　業　名

研修生受入れ
農業インターンシップの実
施

2022

研修生受入れ
新規就農の支援
ブランド化の推進

＜農林振興課＞

スイーツファクトリー支援
事業の推進

2021

＜農林振興課＞

青年の就農意欲の喚起と就農後の定着
を図るため、経営が安定するまでの
間、農業の次世代人材に対する資金の
交付を行い、青年就農者の増加を図り
ます。

黒田庄農醸研究所プロジェ
クトの推進

新規就農者の確保・支援

農業者による話合いや現況把握の下、
地域農業における中心経営体、地域に
おける農業の将来の在り方などを明確
化する「実質化された人・農地プラ
ン」の策定を支援します。

＜農林振興課・農業委員会＞

＜農林振興課＞

＜農林振興課＞

農業の担い手の育成支援 実施

本市特産の黒田庄和牛やイチゴ、山田
錦の生産農家への研修生の受入れを進
め、新規就農の促進を図ります。
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　施策３　農業の生産基盤を整えます

事　業　名

＜農村整備課＞

実施

黒田庄町前坂揚水
機場改修、板波町
用水路補修ほか

　施策４　森林を保全・管理します

2024

農業の生産性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
施設改修や修繕を行います。

20232021

施設の長寿命化や災害の防止を図るた
め、老朽化したため池や修繕が必要な
井せきの改修・整備を行うとともに、
整備に向けた調査計画を策定します。

事業概要 20242022

農業の生産基盤の整備・維
持管理の適正化

＜農村整備課＞

多面的機能支払交付金の交
付

ため池、井せきの改修・整
備

＜農村整備課＞

農村地域の過疎化や高齢化等に伴う集
落機能の低下を踏まえ、農業者等によ
る組織が行う農地の適正管理に資する
活動を支援します。

坂本皿池、谷田池
改修ほか

事　業　名 事業概要 2021 2022 2023

増加する有害鳥獣による農作物被害を
防止するため、農地への侵入防止柵の
設置・管理を支援するとともに、猟友
会の協力の下で、駆除を行います。

有害鳥獣対策の実施

山地災害の防止のため、危険渓流域の
森林では緊急防災林整備事業を実施す
るなど、北はりま森林組合と連携しな
がら森林の防災面での機能強化を図り
ます。

＜農村整備課＞

森林の荒廃を防止し、水源涵（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や林
道・登山道等の整備を行います。

侵入防止柵設置
（谷町、八坂町ほ
か）、駆除実施

実施

実施適正な森林整備の支援

防災機能の強化に向けた森
林の整備

＜農村整備課＞

【再掲】

＜農村整備課＞

40



＜第４章＞　地域特性を生かした産業とにぎわいがあふれるまち

魅力ある農畜産物を生産する

実施

＜農林振興課＞

特産品の魅力発信に向け、地域自治協
議会や地域団体等によるイチゴや金ゴ
マなどの特産品を活用した新商品開発
・商品化や直売所・道の駅等での販売
などを進めます。

６次産業化の推進

黒田庄農醸研究所プロジェ
クトの推進

事　業　名

＜農林振興課＞

　施策２　黒田庄和牛のブランド力向上を進めます

事　業　名 2021

2023

2022事業概要 2023

もち麦生
産助成

産地化を推進するイチゴや金ゴマ、も
ち麦、ひょうご安心ブランド農産物の
認証を受けた農産物などの生産者等に
助成し、特産品の生産拡大とブランド
化を推進します。

政策３

黒田庄和牛ブランド化の支
援

2024

　施策４　農産物の地産地消を進めます

事　業　名

安全・安心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
を行います。

農産物直売所の運営・経営
支援

安全・安心な地元農産物を販売する農
産物直売所について、指定管理者によ
る運営を行います。

特産品ブランド化の支援

地産地消の推進

＜農林振興課＞

事業概要 2021 2022

実施

2023

　施策１　山田錦の産地振興を進めます

事　業　名

新たに誘致し、協定を締結した酒蔵と
連携して、市内外から農業や醸造に興
味がある学生等を呼び込み、研修体験
を通じた交流人口の拡大と将来の本市
農業の人材育成を進めます。

2021 2022 20242023

＜農林振興課＞

推進

＜農林振興課＞

＜農林振興課＞

自然にやさしい農業の推進

事業概要

西脇ファーマーズ
ブランドの育成・
推進

研修生受入れ

2024

地元農産物等を活用した料理教室や農
業祭を開催するとともに、黒田庄和牛
などの農産物を学校給食の食材として
活用するなど、地産地消の推進と地域
の食文化の普及を図ります。

　施策３　特色ある農産物の生産を進めます

実施

2021 2022

黒田庄和牛の安定した肥育・出荷を支
え、ブランド化の促進を図るため、共
励会への出展支援を行います。

＜農林振興課＞

実施

【再掲】

2024事業概要
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＜第４章＞　地域特性を生かした産業とにぎわいがあふれるまち

観光・交流を振興する

2023

本市の野外活動の拠点となる日本のへ
そ日時計の丘公園について、老朽化し
た設備の更新や施設機能の充実を進め
ます。

観光交流施設の更新・修繕

＜商工観光課＞

2021 2022

事業概要 2022 2023

2023

キャンプサイト
改修

　施策２　観光交流の基盤を整えます

2024

観光物産協会を通じて、パンフレット
の作成やＳＮＳ等を活用した情報発
信、マスメディアなどの媒体の効果的
な活用などに取り組み、観光情報と地
場産品情報の発信を戦略的に行いま
す。

事業概要

政策４

事　業　名

2024

広域的な観光交流の推進 推進
定住自立圏事業
の実施

　施策４　戦略的な観光情報の発信を行います

2021 2022 2023

戦略的な観光・地場産品情
報の発信

事　業　名

パンフレット作
成、ホームページ
の改修など

＜商工観光課＞

2025年大阪・関西万博を契機とした広
域的な観光交流の研究を進めるととも
に、県・近隣市町と連携した観光交流
情報の発信を行います。

事　業　名 2021 2022

実施

2024事業概要

日本のへそ西脇夏まつりの
開催支援

＜農林振興課・商工観光課＞

日本のへそおもてなしの推
進

2024事業概要

日本のへそ西脇地域食材でおもてなし
条例の基本理念にのっとり、西脇ロー
ストビーフ等、地域食材の普及促進に
取り組みます。

田園空間博物館構想の推進 実施

検討

観光交流活動創出支援事業
の実施

開催日数の変更

＜商工観光課＞

日本のへそ西脇夏まつりの開催を通じ
て、市民相互及び来訪者との触れ合い
と交流促進を図るとともに、世代を超
えた郷土愛を醸成します。

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に
対して助成を行い、総合案内所の運営
をはじめとした多様な活動を支援しま
す。

事　業　名

＜商工観光課＞

2021

観光やコンベンション・合宿などの目
的で本市を訪問する旅行者に対して費
用の一部を助成することにより、市外
からの誘客を図り、コロナ禍で落ち込
んだ旅行消費の段階的な回復を図りま
す。＜商工観光課＞

　施策１　地域資源を生かした観光交流を進めます

＜商工観光課・市長公室ほか＞

拡充

　施策３　広域的・国際的な観光交流を進めます
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新たな産業を創出する

2021

事　業　名 2021 2022

事業概要

2023

政策５

事　業　名 2021 2022

セミナー等の開催
起業・創業支援

　施策２　起業・創業を支援します

2022 2023事　業　名

新たなものづくりの創造やＳＤＧｓに
貢献する事業に取り組む中小事業者に
対し、金融機関等とも連携しながら、
商品・技術開発、設備導入、販路開拓
までを総合的に支援します。

賃料等の補助

2023 2024事業概要

起業・創業の促進

＜商工観光課＞

地域に根ざした事業者の経
営革新等への支援

＜商工観光課＞

推進

2024事業概要

2024

制度改定（ものづ
くりステップアッ
プ支援事業）

起業・創業しようとする個人や事業者
を対象とした起業セミナー等の開催を
支援するとともに、開業資金等の必要
資金を補助することで、地域資源を活
用した起業・創業を推進します。

　施策３　地域特性を生かした産業を育成します

　施策１　企業誘致を推進します

企業誘致・留置の推進

兵庫県と協調し、市内で事務所ビル等
を新たに賃借する事業者やＩＴ関連事
業者に対し、賃料等の一部を補助する
ことにより、空き物件の有効活用と、
市内への事業所進出を促進します。

起業を目指す女性を対象に、起業セミ
ナー等を開催するとともに、円滑な起
業の実現に向け、起業希望者に対する
伴走型の支援を行います。

＜商工観光課＞

新規オフィス開設事業者・
ＩＴ関連事業者への支援

女性の起業支援 セミナー等の開催
伴走型支援の実施

＜企画調整課＞

【再掲】

市内で製造業等の企業施設を新設・拡
大した事業者に対し、補助金交付等の
奨励措置を実施することで、企業誘致
と市内企業の留置を促進するととも
に、市税収入の確保と市民雇用の創出
につなげます。

＜商工観光課＞

推進
旧庁舎等跡地の
活用検討

＜商工観光課・都市住宅課ほか＞

市有地への企業進出に向けた条件整備
を行い売却を進めるとともに、土地利
用・企業誘致の手法について庁内横断
的に調査・研究し、地域経済の発展に
寄与する企業の誘致に向けた取組を進
めます。

産業用地の確保に向けた調
査・研究

43



＜第４章＞　地域特性を生かした産業とにぎわいがあふれるまち

就業環境を整える

実施

企業負担による従業員の奨学金返還支
援制度を設けている市内中小企業に対
し、県の支援制度と協調して負担額の
一部を支援し、若手人材の確保・定着
を図ります。

中小企業による人材確保の
支援

政策６

2021

2024事業概要

＜商工観光課＞

　施策１　雇用の確保と安定を図ります

2024事業概要 2023

＜商工観光課＞

2023

2023事　業　名

＜商工観光課＞

事業概要

中小企業の発展を図るため、実務に必
要な知識や技術技能の習得に向けた訓
練を実施する北はりま地域職業訓練セ
ンターの運営経費の助成を行います。

事　業　名

2022

　施策４　勤労者福祉を充実します

2023

　施策２　高齢者の就労を支援します

2024

実施

支援

機能強化 実施

＜商工観光課＞

ハローワークなどの関係機関と連携し
ながら、雇用情報の収集や就職説明会
・相談会を開催し、新卒者、就職氷河
期世代などの就労に向けた支援を行い
ます。

新卒者・再就職者への就労
支援

2024

就業を希望する高齢者に軽易な就業の
提供等を行うシルバー人材センターに
対し補助を行うことにより、元気な高
齢者のニーズに応じた就労を支援し、
活力ある地域社会を創出します。

西脇・多可シルバー人材セ
ンターの運営支援

セミナー、個別
相談会等の実施

　施策３　女性の就労を支援します

20222021

事　業　名 2021

事　業　名 2021

就労を希望する女性を対象に、託児サ
ービスなどを併用しながらセミナーや
個別相談会等を開催するとともに、育
児等と仕事の両立しやすい家庭・職場
環境の実現に向けて啓発等を行いま
す。

女性の就労支援

2022

2022

中小企業の職業訓練の支援

勤労者福祉サービスセンターが会員に
対して行う厚生事業や健康事業等に対
し、経費の一部を補助することによ
り、個々の事業所では実施が難しい福
利厚生事業を支援し、魅力ある職場づ
くりを促進します。

中小企業勤労者福祉の支援

＜商工観光課＞

事業概要

実施

＜企画調整課＞
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政策１ 健康づくり習慣の定着を進める

政策２ 健康を支える地域づくりを進める

政策３ 生涯学習を充実する

政策４ 生涯スポーツを振興する

政策５ 文化・芸術を振興する

政策６ 女性が活躍できる社会を実現する

政策７ 人権文化を創造する

第５章　生涯活躍・共生社会の実現
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＜第５章＞　生涯活躍・共生社会の実現

健康づくり習慣の定着を進める

＜健幸都市推進課ほか＞

＜保険医療課・健幸都市推進課＞

＜健幸都市推進課＞

＜健幸都市推進課＞

＜健幸都市推進課＞

＜健幸都市推進課＞

乳幼児法定外予防接種への
助成

事業概要

　施策２　疾病の予防と早期発見を促進します

政策１

事　業　名 2021 2022 2023

健康に関する市民意識の向上を図り、
健康的な生活習慣の定着を進めるた
め、健康増進計画等の調査・検証及び
改定を進めます。

2024事業概要

　施策１　健康的な生活習慣の定着を促進します

事　業　名 2021 2022 2023 2024

健康増進計画の推進・改定 改定推進
調査・検証

実施

国民健康保険における特定健診等の未
受診者に電話勧奨等を行うとともに、
特定保健指導の対象者に訪問による生
活改善支援を実施し、疾病の早期発見
・早期治療を促進します。

実施
オンライン予約
の充実

国民健康保険特定健診・特
定保健指導実施率向上対策

実施

検診受診歴などから対象者を抽出し、
重点的に受診勧奨を行うことで、がん
の早期発見及び早期治療につなげま
す。

医療・介護・健診等の情報分析から高
齢者の健康課題を抽出し、適切な医療
や介護サービスへつなぐとともに、市
民主体の通いの場において、高齢者の
健康意識を醸成し、フレイルや疾病重
症化の予防を図ります。

高齢者保健事業の推進

【再掲】

推進

生活習慣病などの早期発見に向け、集
団健診と医療機関での個別検診を実施
します。また、集団健診における託児
サービス等の実施や、関係機関と連携
した受診環境の向上に向けた取組を進
めます。

フレイル予防に向けた個別
指導等の実施

町ぐるみ健診の実施

＜健幸都市推進課・保険医療課＞

実施

がん検診等の助成

がん検診受診勧奨の推進

＜長寿福祉課＞

乳幼児を対象に法定外予防接種の助成
券を配布し、感染症予防の推進と経済
的な負担の軽減を図ります。

実施

実施

がんの早期発見・早期治療に向け、特
定年齢におけるがん検診・肝炎ウイル
ス検診が無料で受けられるよう助成を
行います。

フレイル状態にある高齢者に対し、看
護師や理学療法士が訪問し、介護予防
に関する情報提供や運動指導を実施し
ます。また、必要に応じて健幸運動教
室等へとつないでいきます。
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＜健幸都市推進課＞

＜健幸都市推進課ほか＞

＜健幸都市推進課＞

＜健幸都市推進課＞

＜健幸都市推進課＞

自殺予防対策の推進

事　業　名 2021

推進

2022

実施

ワクチン接種の
実施

　施策４　メンタルヘルスの向上を進めます

2023 20242021事　業　名

高齢者の口腔機能の低下や誤嚥性肺炎
等の疾病予防のため、歯科口腔健診を
無料で実施し、健康増進や介護予防等
を図ります。

健康増進計画に基づき、こころの健康
づくりやゲートキーパーの育成等によ
り、自殺予防を推進します。

事　業　名 事業概要

事業概要

2024事業概要 2023

後期高齢者の歯科口腔健診
の実施

健康増進計画に基づき、食に関する正
しい知識や習慣の定着を進めるため、
住民団体と連携し、セミナーや各種講
座等を実施します。

実施

2022

予防接種による感染症対策
の推進

実施

2022

高齢者の食のフレイル予防について、
介護予防サポーターと連携し、低栄養
にならないための知識や習慣の定着に
ついて啓発します。

食の介護予防サポーターに
よる啓発の実施

食育の推進

＜新型コロナウイルスワクチン接種対策室＞

2021

　施策３　食を通じた健康づくりを促進します

2024

各種予防接種を実施するとともに、各
種ワクチンの接種希望者に対し接種費
用を助成することで、感染症対策を推
進します。

2023

新型コロナウイルスワクチンの接種体
制を整備し、市民へのワクチン接種を
進めることで、集団免疫の獲得と、感
染症の重症化予防に努めます。

新型コロナウイルスワクチ
ン接種の推進

推進
子宮頸がん予防
接種の勧奨
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＜第５章＞　生涯活躍・共生社会の実現

健康を支える地域づくりを進める

＜健幸都市推進課＞

＜健幸都市推進課ほか＞

＜健幸都市推進課＞

実施
拡充

推進

2023

2021

就業を希望する高齢者に軽易な就業の
提供等を行うシルバー人材センターに
対し補助を行うことにより、元気な高
齢者のニーズに応じた就労を支援し、
活力ある地域社会を創出します。

支援

　施策１　地域主体の健康づくりを推進します

政策２

＜商工観光課＞

事業概要

　施策２　高齢者の社会参加を促進します

老人クラブ活動の支援

地域での介護予防活動の支
援 活動支援

健康教育の実施

介護予防いきいきサロンの充実、おり
ひめ体操自主グループの育成、元気応
援カフェの開設などを通じて、地域に
おける介護予防の通いの場の拡充を図
ります。

＜健幸都市推進課＞

支援

老人クラブ連合会や老人クラブに運営
費や活動費を助成することで、高齢者
が地域社会の一員として活躍するとと
もに、レクリエーション等の活動を通
じて交流を深め、豊かな暮らしにつな
げます。

2022事業概要事　業　名

事業概要 2021

2022

2021

健幸ポイント事業の実施

スマートウエルネスシティ
の推進

日々の歩行や健康講座への参加等の取
組に対して、ＩＣＴを活用したポイン
トを付与し、楽しみながら健康づくり
に取り組める環境を整え、健康意識の
高揚と市民の主体的な健康づくり活動
を推進します。

実施
拡充

健康寿命の延伸を目指して、生活習慣
病やフレイル予防に効果的な個別処方
型の健幸運動教室を開催します。

健幸運動教室の実施

＜健幸都市推進課＞

2022

2024

2024

2023 2024

2023

　施策３　健康づくりの支援環境を整えます

【再掲】

誰もが健やかに生きがいを持って心豊
かに暮らせる「健幸都市・にしわき」
の実現に向けて、保健事業を中心に関
係団体等と連携しながら様々な施策の
展開を図ります。

事　業　名

＜長寿福祉課＞

健康や運動に関する正しい知識を身近
な人へ口コミで広げ、市全体に健康づ
くりの輪を広げていくため、健幸アン
バサダーを引き続き養成します。

健幸アンバサダーの育成 推進

西脇・多可シルバー人材セ
ンターの運営支援

事　業　名
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＜第５章＞　生涯活躍・共生社会の実現

生涯学習を充実する

公民館講座の運営・実施

20232022

2024

＜中央公民館＞

事　業　名

　施策３　生涯学習の推進体制を確立します

文化、スポーツ、レクリエーション活
動などの生涯学習活動を推進するた
め、各分野の指導者（アニメーター）
を登録し、団体・サークルなどの希望
に応じて派遣するアニメーターバンク
を運営します。

事　業　名

2021

生涯にわたって学習し、そこで得られ
た成果を市民主体の地域づくりにつな
げていく生涯学習社会の実現に向け、
生涯学習推進計画に基づき、ライフス
テージに応じた学習支援などを進めま
す。

2021

改定

2021

実施

2023

2022

　施策４　図書館サービスを充実します

推進

2021

推進

2022

子どもの読書活動推進計画に基づいて
読書習慣の定着を目指すとともに、ブ
ックスタート事業や朝読、家読の推
進、学校園と連携した図書の団体貸出
等の推進などの読書活動の支援を行い
ます。

子どもの読書活動の推進

事　業　名

2024事業概要 2023事　業　名

2024

2023

実施

実施

2022

利用者数の増加を踏まえ、蔵書数を増
加させるとともに、ボランティアグル
ープと連携したイベント等の開催や、
図書への関心を高める図書館づくりを
進めます。

＜図書館・学校教育課＞

　施策２　学習成果の地域への還元を支援します

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
講座を実施します。

生涯学習推進計画の推進

2024

＜生涯学習課＞

図書館機能の強化

生涯学習アニメーターバン
クの充実

事業概要

事業概要

＜図書館＞

事業概要

政策３

＜生涯学習課＞

　施策１　生涯学習事業を行います

【再掲】
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＜第５章＞　生涯活躍・共生社会の実現

生涯スポーツを振興する

2024

　施策１　ライフステージに応じたスポーツ活動を推進します

2022 2023 2024

2022 2023

2021

調整

スポーツ推進計画の推進

事　業　名 事業概要

黒田庄総合運動公
園、天神池スポー
ツセンター修繕ほ
か

政策４

2021

　施策３　特色あるスポーツの振興と交流を推進します

202420232022

推進

体育施設等の管理運営

事業概要

競技スポーツの指導や生涯スポーツを
通じた健康づくりの推進などに取り組
む西脇市体育協会やスポーツ推進委員
などの活動を支援し、生涯スポーツの
振興を図ります。

　施策２　スポーツを支える環境を整備します

＜生涯学習課＞

生涯スポーツの
振興

2021

生涯スポーツ振興の拠点となる体育施
設について、計画的な改修・修繕を行
うとともに、天神池スポーツセンター
について、指定管理者制度を活用した
運営を行います。

＜生涯学習課＞

事業概要

生涯にわたって一人ひとりのライフス
タイルに適したスポーツを継続的に実
施できる生涯スポーツ社会の実現を図
るため、スポーツ推進計画に基づき、
総合的な生涯スポーツ施策を推進しま
す。

健康づくりの促進やスポーツを通じた
交流の活性化を図るため、高齢者をは
じめとした生涯スポーツの施設整備の
検討を進めます。

生涯スポーツ振興活動の支
援

事　業　名

＜生涯学習課＞

＜工務課ほか＞

【再掲】

大会を取り巻く状況を踏まえ、日本の
へそ西脇子午線マラソン大会の開催を
取りやめます。

広域定住自立圏を形成する３市１町で
共同して開催するグラウンドゴルフ大
会やスポーツ教室などを通じて、圏域
におけるスポーツの振興、住民交流及
び健康増進を図ります。

見直し・廃止

広域連携によるスポーツ振
興 実施

感染症拡大
による休止

＜生涯学習課＞

開催・拡充

駅伝のまちとしての特色を生かし、多
可町とともに新人高校駅伝競走大会の
開催を支援するとともに、地域との連
携を深めることにより、スポーツによ
る交流と地域活性化を図ります。

西脇多可新人高校駅伝競走
大会の開催

公園施設等の整備

卓球を通じた生涯スポーツ
の推進

＜生涯学習課＞

日本のへそ西脇子午線マラ
ソン大会の廃止

＜生涯学習課＞

事　業　名

推進

＜生涯学習課＞

東京2020オリンピック・オーストラリ
ア卓球チームのホストタウン決定を契
機に、「健幸都市・にしわき」の実現
に向け、「いつでも・だれでも・気軽
に」楽しむことができる卓球を生涯ス
ポーツとして推進します。
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＜第５章＞　生涯活躍・共生社会の実現

文化・芸術を振興する

文化財等の調査

事　業　名

＜生涯学習課＞

2024事業概要

　施策３　文化財の保存・活用を推進します

2023

2023 2024事業概要

政策５

　施策２　文化振興を支える環境を整備します

特別企画展の開催
支援

2022

文化振興事業の実施・支援

2024事業概要 20232022

市内の文化財の調査を行うとともに、
適切な保存を進め、教育資料等として
の活用を図ります。

【再掲】

＜生活文化総合センター＞

2022

2021

実施

保存活用計画の
策定

＜教育総務課＞

西脇市文化・スポーツ振興財団が開催
する岡之山美術館企画展の開催を支援
するとともに、財団と連携してサムホ
ール大賞展を開催します。

岡之山美術館企画展の開催
支援

　施策１　文化・芸術活動を支援します

＜生涯学習課＞

2021

市民交流施設の管理運営

2021

実施
アートサポーター
・財団との連携

国の重要文化財である西脇小学校木造
校舎の保存・活用に向けて、西脇小学
校保存活用計画策定会議を設置し、保
存活用計画を策定します。

市民が日常的に訪れたくなる「交流の
場」として、健康・地域・観光を軸と
した交流機能を有する市民交流施設
を、指定管理者と連携して運営しま
す。

供用開始
記念事業の
実施

推進

推進

＜生涯学習課＞

＜生涯学習課＞

文化振興の拠点の一つとなる音楽ホー
ル等について、指定管理者である西脇
市文化・スポーツ振興財団と連携し、
運営を行います。

文化活動を行う団体が加盟する西脇市
文化連盟の活動を支援するとともに、
文化連盟等と連携して、市美術展、子
ども芸術祭等を開催するなど、文化意
識の高揚を図ります。

文化施設等の管理運営

事　業　名

西脇小学校歴史的建造物の
保存活用

事　業　名
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＜第５章＞　生涯活躍・共生社会の実現

女性が活躍できる社会を実現する

20222021

　施策２　性別による固定的な役割分担意識を解消します

事業概要

　施策４　ＤＶ対策を進めます

　施策３　男女共同参画の推進体制を整えます

2024

女性の就労支援

事　業　名 2023

女性と男性が互いに支え合い、いきい
きと活躍できる男女共同参画社会を目
指し、就労等を希望する女性に対する
個別相談会の実施や、男性の家事や育
児等への参画を促進するセミナー等を
開催します。

2021

政策６

【再掲】

2022

＜企画調整課＞

実施
庁内推進体制の
強化

　施策１　女性が活躍できる就業環境を整えます

セミナー、個別相
談会等の実施

2021 2022

推進

2024事　業　名 事業概要

事　業　名

ＤＶ相談の実施

男女共同参画推進体制の充
実

2021

実施

女性リーダー養成
セミナー、講座等
の開催

男女共同参画の推進に向け、相談啓発
体制・庁内推進体制を充実するととも
に、男女共同参画社会の実現を目指す
市民活動グループと協働して事業を実
施します。

ドメスティック・バイオレンスなどの
人権侵害行為に対する相談を行うとと
もに、配偶者暴力相談支援センターの
設置に向けた検討を進めます。

男女が性別にとらわれず、社会のあら
ゆる分野に共に参画し、互いに人権を
尊重し合い、一人ひとりの個性と能力
が十分に発揮できる地域社会の実現を
目指し、男女共同参画基本プランに基
づく取組を進めます。

2022

2023

2023 2024

女性の起業支援

男女共同参画の推進

事業概要

2024

セミナー等の開催
伴走型支援の実施

＜企画調整課＞

＜企画調整課＞

事　業　名

2023

改定
男女共同参画基本プランの
推進

＜企画調整課＞

事業概要

起業を目指す女性を対象に、起業セミ
ナー等を開催するとともに、円滑な起
業の実現に向け、起業希望者に対する
伴走型の支援を行います。

就労を希望する女性を対象に、託児サ
ービスなどを併用しながらセミナーや
個別相談会等を開催するとともに、育
児等と仕事の両立しやすい家庭・職場
環境の実現に向けて啓発等を行いま
す。

＜企画調整課＞

【再掲】

＜こども福祉課＞
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＜第５章＞　生涯活躍・共生社会の実現

人権文化を創造する

人権教育及び人権啓発の推
進

事　業　名 2021

　施策１　人権文化をすすめる市民運動を推進します

2024事業概要

地域に密着した人権啓発活動の拠点と
して、またコミュニティセンターとし
ての隣保館機能の充実を図ります。な
お、耐震診断の結果を踏まえて、今後
の施設整備について検討を行います。

推進

2021

2023

にしわきジュニアじんけん教室での体
験活動などを通じ、多文化共生意識の
醸成を図ります。また、学校教育での
平和教育の推進や平和展の開催等によ
り、平和意識の醸成を図ります。

実施

　施策３　多文化共生と平和の意識を高めます

多文化共生と平和意識の醸
成

2023 2024

＜人権教育課・学校教育課・企画調整課＞

2022 2023 2024事業概要

＜人権室＞

推進
設備修繕

2022

政策７

事　業　名 2021

　施策２　隣保館機能を充実します

事　業　名

隣保館機能の充実

事業概要

多様化する様々な人権課題の現状を把
握する市民意識調査や附属機関での議
論を踏まえて、今後の人権施策の方向
性を示す指針を改定します。

2022

人権教育協議会や関係機関などと連携
し、「人権文化をすすめる市民運動」
等を通じて、人権意識の高揚と人権文
化の創造を図ります。

人権教育・啓発に関する指
針の改定 検討

＜人権教育課＞

＜人権室＞

答申・改定
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政策１ 参画と協働のまちづくりを進める

政策２ 持続可能なコミュニティをつくる

政策３ 開かれた市政を行う

政策４ 西脇への関心を高める

第６章　多様な主体による地域自治の確立
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＜第６章＞　多様な主体による地域自治の確立

参画と協働のまちづくりを進める

＜こども福祉課ほか＞

＜企画調整課ほか＞

【再掲】 子どもの考えや意見を表明する機会と
してこども会議を開催し、子ども
・子育て施策への反映に努めるととも
に、子どもの主体的な社会参加を促進
します。

こども会議の開催 開催

総合計画の進捗状況等の把握や分野別
計画の策定に当たり、まちづくり市民
アンケートその他調査を実施し、市民
の意向や生活状況の把握に努めます。

市政運営に係るアンケート
調査の実施

まちづくり市民ア
ンケートの実施
ほか

政策１

　施策１　参画と協働の意識を高めます

事　業　名 2021 2022 2023 2024事業概要

2022 2023 2024事業概要

　施策３　選挙制度への理解と関心を高めます

事　業　名 2021 2022 2023 2024事業概要

小学生・中学生、新有権者などを対象
とした啓発冊子を配布するとともに、
ワークショップの開催や主権者教育に
係る出前講座などを実施します。

主権者教育の推進 実施

自治基本条例の趣旨を踏まえ、「参画
と協働のまちづくりガイドライン」に
基づき、まちづくりにおける市民の参
画と協働を推進します。

　施策２　市政への市民参画の機会を充実します

事　業　名 2021

＜議会事務局・選挙管理委員会事務局＞

委員公募、パブリ
ック・コメント等
の実施

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
を推進し、進行管理を行う審議会等を
運営します。

自治基本条例の適正な運用 検証・答申 推進

＜まちづくり課ほか＞

「参画と協働のまちづくり
ガイドライン」の推進

＜まちづくり課ほか＞
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＜第６章＞　多様な主体による地域自治の確立

持続可能なコミュニティをつくる

持続可能なまちづくりを推進するた
め、地域課題の解決に取り組む市民や
団体及び地域自治協議会等の地縁団体
に対する運営支援を行うなど、活動に
応じた支援を行います。

中間支援の推進 推進

2022 2023 2024事業概要

地域活動の拠点となるコミュニティセ
ンターについて、耐震診断の結果等を
踏まえ、今後の施設整備等の検討を行
います。

コミュニティセンターの機
能強化 検討・推進

　施策４　高校・大学との連携を推進します

　施策３　持続的なまちづくり活動を促進します

　施策２　公益的な市民活動を支援します

2022 2023 2024事業概要

事　業　名 2021 2022 2023 2024

芳田自治協
議会の設立

設立・運営支援

事業支援

各地区の特色や資源等を生かした事業
や地区の活性化に向けた取組など、地
区住民が主体となった様々な事業に支
援を行います。

地区まちづくり実践事業の
支援

事業概要

事　業　名

人口減少に対応する持続可能な地域づ
くりを実現し、参画と協働のまちづく
りを推進するため、地域自治協議会の
設立・運営や地域課題解決に向けた主
体的な活動を支援します。

地域自治協議会等の設立・
運営支援

2021

実施

まちの魅力の向上又は社会的課題の解
決に資する公益的な事業を実施しよう
とする市民活動団体に対し、まちづく
り推進審議会の審査部会による審査を
経て、活動経費の一部を助成します。

市民提案型まちづくり事業
の支援

事　業　名 2021

事　業　名 2021 2022 2023 2024事業概要

高校生が取り組む地域振興や地域貢献
に関する活動などを支援することによ
り、活力ある地域社会の実現を促進す
るとともに、将来を担う人材の育成を
図ります。

高校生による地域活動の支
援 実施

＜市長公室ほか＞

＜市長公室ほか＞

少子高齢化や人口減少等に伴う地域課
題に対応していくため、大学の専門的
な知見の活用や大学生などの若者との
連携により、地域活性化を図ります。

官学連携の推進 大学連携授業の実
施

＜まちづくり課＞

＜まちづくり課＞

＜まちづくり課＞

＜まちづくり課＞

＜まちづくり課＞

政策２

　施策１　地区からのまちづくりを推進します
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＜第６章＞　多様な主体による地域自治の確立

開かれた市政を行う

　施策３　行政情報の公開を推進します

　施策２　広聴活動を推進します

　施策１　広報活動を推進します

市民からの要望や意見に対して適切に
回答対応するとともに、様々な機会を
通じて把握した市民の意見やニーズに
ついて、市政運営への反映に努めま
す。

広聴活動の推進

2023 2024

＜市長公室・まちづくり課ほか＞

政策３

事　業　名 2021 2022

推進

2022 2023 2024事業概要

推進

事　業　名 2021 2022 2023 2024事業概要

市が保有している情報について、情報
公開請求に応じて公開するとともに、
市からの積極的な情報提供の充実を図
り、市政情報の共有を進めます。

情報公開制度の適正な運用 実施

国や地方自治体が様々な行政施策を検
討・実行する上で、基礎的な資料とな
る各種統計調査について、適切に実施
するとともに、調査結果について国等
を通じて広く公開します。

各種統計調査の実施・公表 経済セン
サス

住宅・土地統計
調査

就業構造基本調
査

＜情報政策課＞

オープンデータ
化の検討・推進

＜総務課＞

事業概要

事　業　名 2021

市が保有する統計情報や環境・安全安
心など、暮らしに関わる情報などのオ
ープンデータ化を推進し、その２次利
用が進むことで、市民や事業者の利便
性の向上を図ります。

行政情報のオープン化の推
進

＜情報推進課＞

＜市長公室ほか＞

広報紙の発行やホームページ掲載情報
の充実を図るとともに、ＳＮＳの活用
や積極的なプレスリリースを通じて、
市政情報の発信を充実します。

市政情報発信の充実 市HPリ
ニュール
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＜第６章＞　多様な主体による地域自治の確立

西脇への関心を高める

　施策１　西脇プライドを醸成します

事業概要

政策４

＜市長公室＞

事　業　名 2021 2022 2023

2021 2022 2023 2024事業概要

2022 2023 2024

2024

　施策３　市の魅力を多様な手法で伝えます

　施策２　良好な都市イメージを発信します

事業概要

事　業　名

イベント等における市民の活躍や特色
ある市の政策・施策等の動画を制作・
公開し、ＳＮＳをはじめとする各種媒
体を効果的に活用しながら情報発信を
進めます。

動画を活用した情報発信 推進

＜市長公室＞

定住促進サイト等の各種媒体や映像等
を活用した本市の魅力発信を通じて、
都市イメージや認知度の向上を図りま
す。

良好な都市イメージの発信 推進

事　業　名 2021

本市の特色や魅力を再発見・創造する
契機となる映像等を制作し、多様な世
代を対象に、ＳＮＳなどを活用して発
信します。

西脇プライドの醸成
推進

＜市長公室＞
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政策１ 行政資源の有効活用を図る

政策２ 持続可能な財政運営を行う

政策３ 機能的な組織運営を行う

政策４ 行政事務を適正に執行する

政策５ 安心で分かりやすい窓口業務を行う

第７章　戦略的で持続可能な行政経営の推進
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＜第７章＞　戦略的で持続可能な行政経営の推進

行政資源の有効活用を図る政策１

　施策１　効果的・効率的な行政経営を推進します

事　業　名 2021 2022 2023 2024事業概要

市の最上位計画として本市の将来像、
まちづくりの方向性を示す第２次総合
計画に基づき、人口減少や少子高齢化
に対応した、持続可能なまちづくりを
進めます。

第２次総合計画の推進 中間評価（アン
ケート調査等）の
実施

＜企画調整課＞

推進 改定

推進
関連交付金の活用

推進 改定

　施策３　広域的な連携を推進します

人口減少を克服し、将来にわたって持
続可能なまちづくりを実現するため、
関連交付金も活用しながらまち・ひと
・しごと創生総合戦略を推進するとと
もに、自治体ＳＤＧｓを推進します。

地方創生・ＳＤＧｓの推進

事　業　名 2021 2022 2023 2024

20242023事業概要

SDGs未来都
市選定

事業概要

　施策２　スマート自治体を推進します

事　業　名 2021 2022

改定

推進

北播磨広域定住自立圏構想
の推進

現在実施している事務事業評価に加
え、審議会での施策評価や外部評価な
ど、より客観性や効率性を有する制度
を試行的に実施します。

行政評価の研究・推進 行政評価の試行

推進

加西市、加東市、多可町と形成する北
播磨広域定住自立圏について、自治体
間連携を強化しながら、共生ビジョン
に定める事業を推進します。

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、多可町と
ともに北はりま定住自立圏共生ビジョ
ンに定める事業を推進します。

北はりま定住自立圏構想の
推進

＜情報推進課＞

消費活性化策の実
施、交付予約シス
テム等の導入

行政システムのクラウド化を推進する
ことで、行政事務の共通化や危機管理
体制の向上を図るとともに、コロナ禍
に対応したウェブ上での意思疎通シス
テムの活用を進めます。

情報基盤の整備・推進
新グループウェア
（電子決裁、
チャットシステム
ほか）の活用推進

マイナポイントを活用した消費活性化
策などの国の施策の支援や、交付予約
システム等の導入により、スマート自
治体の基盤となるマイナンバーカード
の普及促進を図ります。

マイナンバーカードの普
及・活用推進 健康保険証

機能の導入

＜企画調整課＞

＜市長公室＞

＜企画調整課＞

＜企画調整課＞

＜戸籍住民課ほか＞

＜情報推進課＞

業務の見直しや業務フローの整理（Ｂ
ＰＲ）を行うとともに、自動化支援ツ
ールであるＲＰＡや手書き文字認識技
術であるＡＩ－ＯＣＲ等を活用し、業
務の効率化を図ります。

自治体ＤＸの推進 ＲＰＡの活
用

ＢＰＲ、ＡＩ－Ｏ
ＣＲの活用
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＜第７章＞　戦略的で持続可能な行政経営の推進

持続可能な財政運営を行う

＜固定資産評価審査委員会＞

航空写真撮影、
標準宅地鑑定ほ
か

路線価等の見直
し

評価替の実施

＜税務課＞

地方自治法の規定に基づいて、固定資
産課税台帳に登録された価格に関し、
不服の審査及び決定その他の事務を中
立的、専門的な立場から推進します。

固定資産評価審査委員会事
務の推進 実施

固定資産の評価替に向け、的確な課税
客体の把握と適正な評価を行うため、
資料の作成や土地価格の鑑定を行いま
す。

固定資産の評価替の実施 評価替の実
施

政策２

　施策１　健全な財政運営を行います

事　業　名 2021 2022 2023 2024事業概要

2023 2024事業概要 20222021

実施

行政改革大綱に基づき、施策の「選択
と集中」に向けた事務事業の見直しや
参画と協働によるまちづくりを展開
し、持続可能な財政運営を行います。

行政改革大綱の推進
推進

水道・下水道事業経営戦略、市立西脇
病院経営基本計画に基づき、コストの
削減と経営の効率化に努め、経営の健
全化を推進します。

水道・下水道・病院事業で
の経営健全化の推進 推進

滞納整理等に係る知見を有する専門家
をアドバイザーとして受け入れ、職員
の徴収ノウハウ等の向上を図るととも
に、関係課とも共有することで、未収
金の回収を強化します。

未収金対策の強化・推進

2021

課税業務や納付・証明手続等にＩＣＴ
を活用し、納税者の利便性の向上と、
税務業務の効率化を図ります。

事業概要

＜税務課ほか＞

事　業　名

税務業務のＩＣＴ活用の推
進

登記情報等
の受入体制
の整備

　施策３　有利な財源を獲得・活用します

共通納税システム
税目拡大運用開始

2024

改定

事　業　名

　施策２　税収を確保します

＜建設水道部・市立西脇病院＞

人口減少を克服し、将来にわたって持
続可能なまちづくりを実現するため、
関連交付金も活用しながらまち・ひと
・しごと創生総合戦略を推進するとと
もに、自治体ＳＤＧｓを推進します。

地方創生・ＳＤＧｓの推進 SDGs未来都
市選定

推進
関連交付金の活用

2022 2023

推進

ふるさと寄附の特典を充実させるとと
もに、ＰＲ等を強化することにより、
より一層のふるさと寄附の受入れを促
進し、財源確保、地域経済の振興を図
ります。

ふるさと寄附の促進 推進

【再掲】

軽自動車の納税確
認オンライン化、
共通納税システム
改修＜税務課＞

＜商工観光課＞

＜企画調整課＞

＜市長公室＞
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2023 20242021事業概要事　業　名

＜管財課＞

2022

公共施設等の全体状況を把握し、更
新、統廃合、長寿命化等の計画的な推
進を定める公共施設等総合管理計画に
基づき、財政負担の軽減・平準化や公
共施設等の最適な配置など総合的なマ
ネジメントを推進します。

旧庁舎等の跡地活用の推進

　施策４　公共施設マネジメントを推進します

公共施設の総合的なマネジ
メントの推進

勤労福祉セ
ンターの解
体

計画改定

旧庁舎等解体
跡地への企業誘致
等

＜管財課・商工観光課＞

市庁舎・市民会館等の移転を踏まえ、
旧庁舎等の解体を実施するとともに、
その有効活用に向けて企業誘致等を進
めます。
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＜第７章＞　戦略的で持続可能な行政経営の推進

機能的な組織運営を行う

事業概要

事　業　名

政策３

事　業　名 2021 2022 2023 2024

事　業　名

定員適正化の推進により想定以上に職
員が減少した現状や定年延長などの法
改正を踏まえ、定員管理計画の下で適
正な定員の管理を図ります。また、社
会人経験者や専門的な技術を有する者
など、人材登用の多様化を図ります。

2022 2023 2024事業概要

実施

年次有給休暇の計画的取得や連続取得
を奨励し、職員のワーク・ライフ・バ
ランスの充実を図ります。

＜総務課＞

推進
定年延長に向け
た制度検討

職員の適正な定員管理の実
施

障害者雇用の推進

人口減少社会の中、行政サービスの維
持を図るとともに、各分野の業務経験
を市施策の推進に生かすため、会計年
度任用職員制度の活用を推進します。

会計年度任用職員制度の活
用 推進

＜総務課＞

人事管理制度の推進 運用

＜総務課＞

職務の遂行能力と業績を考慮した人事
評価制度を実施します。また、チャレ
ンジする職員が報われる戦略的・総合
的な人事システムの構築を進めます。

＜総務課＞

＜総務課＞

＜総務課＞

　施策２　組織を支える人材を育成します

　施策１　機能的な組織を確立します

エントリー研修等自己啓発
の支援

エントリー研修の
実施
資格取得等の助成

【再掲】

年次有給休暇の取得率の向
上

2022 2023

意欲ある職員の養成と資質の向上を図
るため、自ら志願する職員を対象とし
た研修を実施します。また、住民福祉
の向上に寄与する資格取得等に係る受
験料を助成します。

2024事業概要 2021

2021

実施

障害のある人の自立・社会参加を促進
するため、就労意欲のある人につい
て、市での雇用を進めます。

　施策３　働きやすい職場環境を整えます
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＜第７章＞　戦略的で持続可能な行政経営の推進

行政事務を適正に執行する

2024

事業概要

市民の財産である公金について、安全
かつ確実な管理運用を行うとともに、
職員への会計知識の普及などを図りな
がら、出納事務を適正に執行します。

事　業　名

事　業　名

事業概要

公平、公正で透明性を確保するととも
に、地域経済の活性化のため市内業者
に配慮しつつ、競争性の高い入札や契
約業務を行います。また、工事検査を
適正かつ効率的に行います。

個人情報保護条例等に基づき、適正に
個人情報を取り扱うとともに、個人情
報の漏えいを防ぐため、情報システム
やネットワーク等の技術的な強化と職
員の意識向上等の体制面の強化を図り
ます。

事業概要

2023

＜会計課＞

電子入札の導入・
運用開始

2021 2022

事　業　名

適正な契約事務の推進
入札参加
資格申請
のオンラ
イン化

　施策４　監査業務を行います

2021

実施

2021

政策４

監査委員による監査、検査及び審査事
務を行うことにより、行財政運営の適
正性や効率性を確保し、業務改善につ
なげます。

事　業　名

事　業　名 2021 2022

2022 2023

実施

2021

適正な会計処理の推進

2022

実施

事業概要

2024

2023 2024

2023

2022 2023

2024

効果的な監査業務の推進

　施策５　公平審査事務を行います

＜管財課・会計課＞

＜総務課＞

　施策３　適正な会計処理を行います

　施策２　公正で透明性の高い契約事務を行います

＜監査事務局＞

＜公平委員会事務局＞

地方公務員法の規定に基づいて、職員
からの不利益処分についての審査請
求、勤務条件に関する措置の要求等に
対する事務を公平・中立な立場から推
進します。

公平・中立な公平審査事務
の推進

事業概要

　施策１　行政情報の適切な管理を行います

個人情報等の適正管理の推
進 実施

2024
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＜第７章＞　戦略的で持続可能な行政経営の推進

安心で分かりやすい窓口業務を行う

納税相談と生活
困窮相談の連携
推進

<防災安全課・税務課ほか＞

政策５

2023 2024事業概要

証明書発行コーナーやおくやみコー
ナーの設置、休日窓口の運用、キャッ
シュレス決済の活用など、窓口サービ
スの利便性の向上を図ります。

窓口業務の充実 証明書発行
コーナー等
の導入

2021 2022

2023 2024事業概要事　業　名

実施

2021 2022

実施

相談業務の充実

マイナンバーカードを利用して、全国
のコンビニエンスストア等で住民票の
写し、印鑑登録証明書を取得できるコ
ンビニ交付サービスを運用し、利便性
の向上とマイナンバーカードの普及促
進を図ります。

証明書のコンビニ交付の推
進

＜戸籍住民課＞

事　業　名

法律相談や納税相談などの各種相談窓
口の周知啓発を行うとともに、プライ
バシーが守られる相談環境を確保しま
す。

　施策２　安心できる相談業務を行います

　施策１　窓口サービスを充実します

＜戸籍住民課・税務課ほか＞
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＜第８章＞　未来へのリーディングプロジェクト

にしわき未来づくりプロジェクト　～ 新庁舎・市民交流施設からハグクムまちの未来 ～

＜中央公民館＞

＜健幸都市推進課ほか＞

2022 2023 2024

推進

　Mission ❶　「健幸」ハグクム

事　業　名 事業概要 2021

＜健幸都市推進課＞

競技スポーツの指導や生涯スポーツを
通じた健康づくりの推進などに取り組
む西脇市体育協会やスポーツ推進委員
などの活動を支援し、生涯スポーツの
振興を図ります。

生涯スポーツ振興活動の支
援 生涯スポーツの

振興

【再掲】

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
講座を実施します。

公民館講座の運営・実施 実施

【再掲】

市民サロンや学習ルーム、こどもプラ
ザサテライト施設等を備える生活文化
総合センターについて、生涯学習、多
世代交流、市民交流の拠点としての活
用を図ります。

生活文化総合センターの充
実 実施

＜生活文化総合センターほか＞

市民が日常的に訪れたくなる「交流の
場」として、健康・地域・観光を軸と
した交流機能を有する市民交流施設
を、指定管理者と連携して運営しま
す。

市民交流施設の管理運営 供用開始
記念事業の
実施

推進

＜生涯学習課＞

【再掲】

＜生涯学習課＞

推進

【再掲】

健康寿命の延伸を目指して、生活習慣
病やフレイル予防に効果的な個別処方
型の健幸運動教室を開催します。

健幸運動教室の実施 実施
拡充

スマートウエルネスシティ
の推進

【再掲】

医師会と連携した啓発・保健事業や重
症化予防対策、歯科医師会と連携した
歯科保健事業、薬剤師会と連携した服
薬指導など、関係機関と連携した健康
づくりを推進します。

医師会・歯科医師会・薬剤
師会等との連携の推進

日々の歩行や健康講座への参加等の取
組に対して、ＩＣＴを活用したポイン
トを付与し、楽しみながら健康づくり
に取り組める環境を整え、健康意識の
高揚と市民の主体的な健康づくり活動
を推進します。

健幸ポイント事業の実施 実施
拡充

＜健幸都市推進課ほか＞

【再掲】
誰もが健やかに生きがいを持って心豊
かに暮らせる「健幸都市・にしわき」
の実現に向けて、保健事業を中心に関
係団体等と連携しながら様々な施策の
展開を図ります。

＜健幸都市推進課＞
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2024

【再掲】 土地区画整理事業に関する勉強会や地
権者の個別ヒアリング等を行うことに
より、地権者の理解を深め、事業計画
案や換地計画案を検討するなど、事業
化に向けた取組を進めます。

＜都市住宅課＞

（都）和布郷瀬線の事業化
に向けた取組 換地設計

推進

中心市街地や新庁舎等へのアクセス性
の向上を図るため、県が実施する西脇
道路や（主）西脇三田線の整備を支援
し、事業を促進します。

西脇道路等の整備の促進・
支援

特定空家候補等の
除却
計画改定

＜都市住宅課＞

【再掲】

西脇道路（上野・
東本町工区）・
(主)西脇三田線

空家等対策計画に基づき、空き家等の
適正管理に係る啓発や空き家等のデー
タベース化を行うとともに、環境や防
災面で問題のある特定空家候補等の除
却等に向けた啓発を行います。

検討

条例制定

＜都市住宅課ほか＞

持続可能な都市経営の実現のため、都
市機能誘導区域への都市機能の誘導、
居住誘導区域への居住誘導などを定め
る、立地適正化計画を推進します。

立地適正化計画の推進

居住誘導区域内において、子育て世代
等を対象とした住宅整備の手法を検討
するとともに、リフォームの促進や住
宅セーフティネットなどの住宅に関す
る施策を総合的に検討します。

魅力ある住宅整備の検討

増加する空き家の有効活用を推進する
ため、兵庫県が新たに制定する空家等
の活用の促進に関する条例との連携を
図りながら、売買等の情報提供を行う
空き家バンクを運営します。

【再掲】

＜都市住宅課＞

中心市街地の活性化を図るため、西脇
ＴＭＯが実施する旧来住家住宅で行う
にぎわい活動や情報未来館21と播州織
工房館の維持管理経費の支援を行いま
す。

ＴＭＯの活動支援

空き家の適正管理の推進

実施

空き家活用の推進

新庁舎・市民交流施設内の観光案内・
ＰＲスペースにおいて、観光情報の積
極的な発信を図ります。

新庁舎・市民交流施設での
観光情報の発信 開設 実施

セミナー等の開催
起業・創業支援

＜商工観光課＞

＜商工観光課＞

＜都市住宅課＞

空き家バンクの
運営

まちなか交流活動の支援

【再掲】

2022 2023

【再掲】
起業・創業しようとする個人や事業者
を対象とした起業セミナー等の開催を
支援するとともに、開業資金等の必要
資金を補助することで、地域資源を活
用した起業・創業を推進します。

2021

地域資源を活用して、まちなかの活性
化やにぎわいづくりを目指す市民・団
体などについて、西脇商工会議所など
の関係機関と連携しながら、その活動
を支援します。

＜商工観光課・まちづくり課＞

【再掲】

起業・創業の促進

　Mission ❷　「まちなか」ハグクム

事　業　名 事業概要

【再掲】

＜工務課・都市住宅課＞

【再掲】

＜まちづくり課＞

播博の開催支援
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　Mission ❸　「つながり」ハグクム

事　業　名 事業概要 2021 2022

少子高齢化や人口減少等に伴う地域課
題に対応していくため、大学の専門的
な知見の活用や大学生などの若者との
連携により、地域活性化を図ります。

官学連携の推進 大学連携授業の実
施

【再掲】

維持が困難なバス路線の運行を支援す
るとともに、市街地を循環運行するル
ープバス「めぐリン」と、比延地区と
市街地を接続する「おりひめバス」を
運行し、利便性の高い公共交通ネット
ワークを維持・確保します。

公共交通ネットワークの維
持・確保 再編 公共交通の運行・

運行支援

　　　　＜企画調整課＞

芳田自治協
議会の設立

設立・運営支援

【再掲】

＜市長公室＞

人口減少に対応する持続可能な地域づ
くりを実現し、参画と協働のまちづく
りを推進するため、地域自治協議会の
設立・運営や地域課題解決に向けた主
体的な活動を支援します。

地域自治協議会等の設立・
運営支援

実施
アートサポーター
・財団との連携

地区まちづくり実践事業の
支援 事業支援

文化活動を行う団体が加盟する西脇市
文化連盟の活動を支援するとともに、
文化連盟等と連携して、市美術展、子
ども芸術祭等を開催するなど、文化意
識の高揚を図ります。

各地区の特色や資源等を生かした事業
や地区の活性化に向けた取組など、地
区住民が主体となった様々な事業に支
援を行います。

＜まちづくり課＞

＜生涯学習課＞

【再掲】

2023 2024

中心市街地の活性化に取り組む個人や
団体の活動・運営を支援するととも
に、それぞれの活動がより効果的に展
開されるようコーディネートをするこ
とにより、中心市街地のまちづくり活
動の活性化を図ります。

まちなかの中間支援の推進

市民が日常的に訪れたくなる「交流の
場」として、健康・地域・観光を軸と
した交流機能を有する市民交流施設
を、指定管理者と連携して運営しま
す。

市民交流施設の管理運営 供用開始
記念事業の
実施

推進

推進

【再掲】

＜まちづくり課＞

文化振興事業の実施・支援

【再掲】

【再掲】

＜生涯学習課＞

＜まちづくり課＞
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第４次西脇市総合計画・行動計画 

【編集】西脇市都市経営部企画調整課 

〒677-8511 兵庫県西脇市下戸田 128 番地の 1 

TEL:0795-22-3111（代） FAX:0795-22-1014 

MAIL:kikaku@city.nishiwaki.lg.jp 


