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資料１



総合戦略の取組概況
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３つの基本目標

基本目標１ 地元回帰と新たな外部人材の流入を促進

基本目標２ 結婚、出産、子育てしやすいまちを実現

基本目標３ 地域に根ざす産業の活性化を通じた仕事と雇用の創出

現在 人口 42,000人 2060年 人口 25,000人
高齢化率 30.1％ 高齢化率 37.4％

○人口減少社会の到来

○人口減少の克服（総合戦略の３つの基本目標）

○人口の将来展望

現在 人口 42,000人 2060年 人口 30,300人
高齢化率 30.1％ 高齢化率 31.5％



4

基本目標１ 地元回帰と新たな外部人材の流入を促進

基準値 目標値 直近実績値

15～39歳の転出超過数 180人 150人
（H31年度）

218人

市の窓口・施策を
通じた市内定着者数

1人 50人
（計画期間累計）

9人

○基本目標に係る数値目標

○具体的な施策に係るKPI（重要業績評価指標）【17項目】

区分 項目数 主な項目

望ましい方向へ推移 13項目
・双葉小児童数/特認校制度利用児童数
・連携協定締結大学数

望ましくない方向へ推移・維持 2項目
・「愛着を感じる」と回答する若年層の割合
・市支援を通じた中畑町・住吉町移住世帯数

未着手 1項目 ・医師養成奨学金制度の受給者数

その他 1項目 ・市内在住大学生数
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基本目標１ 地元回帰と新たな外部人材の流入を促進

○主な取組

１．大学との連携協定の締結

神戸大学大学院（H27.7）、関西学院大学（H28.3）と新たに協定締結

⇒ 西脇小学校の改築に当たっての連携、西脇市を
テーマにした連携授業を開催（H28年度）

２．市長による小中学生を対象にした特別授業の開催

西脇が誇る地域資源の紹介や夢をもつことの大切さ、
まちづくりなどについて、市長が小中学校で特別授業
を開催

３．移住・定住促進室の設置

移住・定住を希望する者に一元的に対応するために、平成28年度に移
住・定住促進室を設置し、窓口を明確化。あわせて、移住コーディネー
ターも配置

４．同窓会の開催支援

郷土とのつながりを維持・醸成するとともに、市内での消費活動の促進
につなげるため、同窓会の開催に対する助成を実施
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基本目標２ 結婚、出産、子育てしやすいまちを実現

基準値 目標値 直近実績値

子供たちが健やかに育って
いると感じる市民の割合

72.9％ 76.0％
（市民ｱﾝｹｰﾄ）

74.1％

出生数 304人 300人
（平成31年度）

313人

合計特殊出生率 1.73 1.80
（平成32年国調）

1.64

年少人口 5,358人 4,850人
（平成32.4.1）

5,230人

○基本目標に係る数値目標
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○具体的な施策に係るKPI（重要業績評価指標）【21項目】

区分 項目数 主な項目

望ましい方向へ推移 11項目
・任意予防接種延べ助成者数
・待機児童数
・こどもプラザ利用者数

望ましくない方向へ推移・維持 5項目
・婚活イベント参加者数/マッチング数
・読書が好きな児童・生徒の割合
・子ども子育て支援事業の利用者数

未着手 1項目 ・婚活協力企業数

その他 4項目
・25～34歳未婚率
・子育ての相談場所がないと思う保護者の割合
・20～30歳代女性の就業率

基本目標２ 結婚、出産、子育てしやすいまちを実現
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１．任意予防接種助成事業

任意で受ける予防接種の助成券を交付（平成27年４月１日以降）し、
乳幼児の疾病予防を強化

２．認定こども園の整備促進

全認可保育園の平成29年度からの認定こども園化に
向けて、施設整備を支援するとともに、研修環境を
充実して人材を育成

３．みらいえの整備

児童館、図書館等からなる茜が丘複合施設「みらいえ」を整備。子ども
プラザ等で健全な心身を育てる事業を随時実施
子育てに関する総合的な窓口となる子育てコーディネーターを配置

４．三世代パパ育て事業（中高生対象事業）

NPO法人ファザーリングジャパンと連携して、中高生を対象に自身の
結婚や子育てについて考える授業を実施

基本目標２ 結婚、出産、子育てしやすいまちを実現

○主な取組
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基本目標３ 地域に根ざす産業の活性化を通じた仕事
と雇用の創出

基準値 目標値 直近実績値

就業者１人当たり総生産額 6,000千円 6,422千円
（H31年度）

6,019千円

新規雇用創出人数 0人 175人
（計画期間累計）

30人

○基本目標に係る数値目標

○具体的な施策に係るKPI（重要業績評価指標）【22項目】

区分 項目数 主な項目

望ましい方向へ推移 19項目
・企業立地、本社機能移転・拡充件数
・ふるさと納税寄附件数/金額

望ましくない方向へ推移・維持 2項目
・支援対象設備投資額
・集落営農組織、農業法人等の数

未着手 0項目

その他 1項目 ・繊維くずリサイクル率
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１．クラウドファンディング活用事業

インターネットを活用して販路開拓と資金調達をあわせて行うクラウド
ファンティングによる新事業展開等を望む意欲ある事業者を支援

２．コワーキングスペース整備事業

試織や試作品の製作等を行うことができる共同作業所（コワーキングス
ペース）を整備し、若手デザイナー等が集い、研鑽を積む環境を整備

３．スイーツファクトリー支援事業

いちごの高設栽培の研修施設で学ぶ研修生
の農業技術向上を図り、将来の新規就農と
定住・移住を促進

４．日本のへそ西脇地域食材でおもてなし支援事業

県内のブランド和牛が一堂に会する肉フェス（仮称）を開催し、観光交
流と地産地消（外消）、地域資源のPRを促進

基本目標３ 地域に根ざす産業の活性化を通じた仕事
と雇用の創出

○主な取組
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地方創生先行型交付金の実施報告

○地方創生先行型交付金の概要

１）目的
地方版総合戦略の策定と、総合戦略に基づく施策・取組について支援

２）予算額 1,700億円
・基礎交付分 1,400億円
一定の算定式により全国の自治体に配分

・上乗せ交付分 300億円
自治体から事業を提案し、国の外部審査委員会で先駆的な事業である
と認められた事業に対して、基礎交付分に上乗せして配分

３）西脇市の配分額
基礎交付分 51,563千円
上乗せ交付分 27,063千円 合計 78,626千円
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地方創生先行型交付金の実施報告

事業名
（交付金充当額）

概要 主なKPI 現状値 実績値

こどもプラザ室
内遊具整備事業
（700千円）

ボーネルンドの遊具を導入、プレイリー
ダーを配置し、こころ・頭・からだをバ
ランスよく使える遊びの場を提供。あわ
せて職員研修も実施。

こどもプラザ延
べ利用者数

15,000人
（H25）

88,585人
（H27）

こどもプラザ事
業
（4,605千円）

あそびの広場を開催し、遊びを通した豊
かな育ちを支援。
臨床心理士を配置し、子育てに関する専
門的な相談をしやすい環境を整備。

放課後学習支
援・見守り事業
（870千円）

NPO法人みなみ会と連携し、法人スタッ
フや兵教大学生が、放課後や休日の学習
支援や遊びなどの見守りをみらいえで実
施。

授業の内容がよ
く分かると回答
する児童割合

75％
（H26）

75.8％
（H27）

読書通帳導入事
業
（1,391千円）

こどもの読書習慣を定着・促進するため、
読書通帳機を導入。通帳作成に市内金融
機関から資金提供を受け、官民で連携し
て実施。

貸出冊数
延貸出者数
登録者数

16万冊
34千人
18千人
（H25）

27万冊
59千人
24千人
（H27）
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地方創生先行型交付金の実施報告

事業名
（交付金充当額）

概要 主なKPI 現状値 実績値

西脇ファッショ
ン都市構想事業
（10,500千円）

播州織のブランド力を強化するため、最
終製品化等を促進する若手デザイナー等
の誘致・育成を支援

デザイナー研修
生受入れ人数

－ 4人
（H27）

おもてなし支援
事業
（16,563千円）

官民連携して、地域資源を生かしたグル
メ開発（ローストビーフ）を実施。モニ
ターツアーやおもてなしイベントを実施

PRイベント集客
数

－ 4,000人
（H27）

ものづくり・あ
きない経営革新
支援事業
（19,529千円）

生産性向上や販路開拓などを目指す意欲
ある事業者の提案について、外部審査委
員会の審査に基づいて助成を実施。

新製品開発等の
取組中の件数

－ 6件
（H27）

観光パンフレッ
ト等作成事業
（3,000千円）

観光パンフレット（にしわきぶらり旅、
にしわき夜時間、にしわきでしたい11の
こと）及びポスター（２種類）を作成。
誘客イベント（スタンプラリー）を実施

誘客イベント参
加者数

－ 1,548人
（H27）

農業インターン
シップ支援事業
（380千円）

農業学校等の就農先確保と農業の担い手
不足という課題を解決する第一歩として、
農業者の協力を得て、短期の農業イン
ターンシップ制度を確立

農業研修受入れ
人数

－ 8人
（H27）
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地方創生先行型交付金の実施報告

事業名
（交付金充当額）

概要 主なKPI 現状値 実績値

シティプロモー
ション推進事業

市のＨＰの刷新、みらいえ・定住サイト
の新設などを実施。定住先としての西脇
市の魅力を発信。移住ＰＲ資材なども作
成

市フェイスブッ
ク登録者数

1,550人
(H27.8)

1,870人
(H28.4)

乳幼児法定外予
防接種助成事業

感染症リスクの高い乳幼児等の疾病予防
のために、任意予防接種の助成券2,000円
（３枚）を交付

助成対象者数 － 111人
（H27）

学力定着・向上
サポート事業

基礎学力の定着、応用力の向上、児童・
生徒の弱点等の把握などを目的に問題
データベースを整備。振り返り問題や家
庭学習、放課後学習支援の教材等で活用

授業の内容がよ
く分かると回答
する児童割合

75％
（H26）

75.8％
（H27）

安全な自転車利
用促進事業

自転車保険の加入が義務付けられたこと
を受けて、保険加入の必要性ＰＲ，加入
促進のために、保険料を助成。正しい自
転車利用の啓発も実施。

小中学生の自転
車保険加入率

－ 70.2％
（H27）


