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～まちづくり指標の推移から～



まちづくり指標
○ 総合計画に定められた政策の達成度や成果を表す数値

○ 指標値は、大きく次の２点から算出

✓ 市民の皆さんの生活実感や取組状況を把握する「まちづくり市民アンケート」の結果

✓ 社会経済指標（統計データ等）

【例】ともに支え合い、笑顔輝くあたたかなまち

① 心かよい支え合う地域の福祉活動【地域福祉】

￥

まちづくり指標名 基準値 方向性

地域住民がともに支え合い、助け合って暮らしていると感じる市民の割合 67.4％

地域福祉に関する活動に参加した市民の割合（過去１年間） 41.4％

困った時に、身近に相談できる人がいる市民の割合 71.2％

福祉のまちづくり重点地区整備計画における整備達成率 58.9％ 2



平成28年度まちづくり市民アンケート
・目的

まちづくり指標のうち、市民のみなさんの生活実感や行動に基づくものに

ついて、指標値の動向を調査するため実施

・対象者

15歳以上の市民 １，０００人

・送付～締切

平成２８年７月６日～８月１日（８月２６日返送分まで有効回答）

・回答数（回答率）

４６１件（４６．１％）

・報告書
http://www.city.nishiwaki.lg.jp/shiseijyoho/shinoshisakukeikakutou/sougokeikaku/1356605541434.html 3



平成28年度まちづくり市民アンケート

回答者の性別 回答者の年齢構成 回答者の居住地
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西脇地区
14%

津万地区
8%

日野地区
15%

重春地区
18%

野村地区
12%

比延地区
9%

芳田地区
3%

黒田庄地区
17%

その他
4%男性

33%

女性

62%

その他

5%

15～19歳

3%
20歳代

5%

30歳代

10%

40歳代

17%

50歳代

18%

60歳代

27%

70歳代

17%

その他

3%



アンケート結果概要 ―全体の傾向
―

推移の状況 指標数（Ｈ２８）

基準値（Ｈ24）と比較して、良い結果となったもの ２８項目
（６０．９％）

基準値より２％以上良い結果となったもの ２０項目

過去最高の結果となったもの（過去５年間で最高） １５項目

基準値（Ｈ24）と比較して、悪い結果となったもの １８項目
（３９．１％）

基準値より２％以上悪い結果となったもの ８項目

過去最低の結果となったもの（過去５年間で最低） １１項目

合計 ４６項目
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アンケート結果概要

基準値（Ｈ２４）と比較して良い結果となった主な項目

分野 アンケート項目（まちづくり指標） 基準値
H2８
数値

増減

産業経済 地域資源を生かした取組が進み、交流が活発になってきていると感じる市民の割合 25.0% 36.7％ 11.7％

都市基盤 市内で快適にインターネットが利用できると感じる市民の割合 34.2％ 44.5％ 10.3％

教育 「男は仕事・女は家庭」という男女の固定的な役割に同意しない市民の割合 64.1％ 72.5％ 8.4％

教育 小・中学校では、子どもたちが学習する教育環境が充実していると感じる市民の割合 44.4％ 51.6％ 7.2％

健康福祉 AEDを適正に使用できる市民の割合 24.9％ 31.7％ 6.8％

産業経済 地元農産物・畜産物を意識して購入する市民の割合 45.9％ 52.5％ 6.6％

環境 住んでいる地域が清潔できれいなまちであると感じている市民の割合 61.3％ 66.8％ 5.5％

教育 子どもたちの教育に、地域・家庭・学校が連携して取り組んでいると感じる市民の割合 44.0％ 49.0％ 5.0％
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アンケート結果概要

基準値（Ｈ２４）と比較して悪い結果となった主な項目

分野 アンケート項目（まちづくり指標） 基準値
H2８
数値

増減

都市基盤 西脇市に住み続けたいと思う市民の割合 70.7% 63.3％ -7.4％

健康福祉 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 47.6％ 40.6％ -7.0％

健康福祉 地域福祉に関する活動に参加した市民の割合（１年間） 41.4％ 35.8％ -5.6％

教育 スポーツ・レクリエーション活動を行った市民の割合（１年間） 43.3％ 38.8％ -4.5％

地域自治 住んでいる地域に愛着を感じる市民の割合 73.2％ 69.4％ -3.8％

地域自治 地域でのまちづくり活動に参加したことがある市民の割合（１年間） 57.5％ 54.9％ -2.6％

安全安心 消費生活の被害・トラブルに巻き込まれた市民の割合（１年間） 3.6％ 5.9％ 2.3％

教育 自発的な学習、サークル活動・講座など生涯学習活動をしている市民の割合（１年間） 33.1％ 31.0％ -2.1％
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政策分野別の結果概要

＜地域福祉・健康医療＞
アンケート項目（まちづくり指標） 基準値 H28 増減

困った時に、身近に相談できる人がいる市民の割合 71.2％ 75.7％ 4.5％

医療体制が整い、傷病になっても安心して暮らすことができると感じる市民の割合 57.9％ 60.1％ 2.2％

かかりつけ医を持つ市民の割合 72.5％ 75.1％ 2.6％

日頃から健康に暮らしている市民の割合 84.0％ 86.1％ 2.1％

地域福祉に関する活動に参加した市民の割合 41.4％ 35.8％ -5.6％

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 47.6％ 40.6％ -7.0％
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◆補足説明

✓地域福祉・健康医療などに対する実感や意識

⇒ 全体的に望ましい方向へ推移

✓地域福祉・健康医療への具体的な取組

⇒ 地域福祉に関する活動の参加割合は、50歳代以上で大きく低下
⇒ 健康づくりのための活動・取組割合は、60歳未満で大きく低下



政策分野別の結果概要

＜産業・経済＞

アンケート項目（まちづくり指標） 基準値 H28 増減

市民が参加する交流イベントは楽しく、充実していると感じる市民の割合 48.4％ 48.8％ 0.4％

地域資源を生かした取組が進み、交流が活発になってきていると感じる市民の割合 25.0％ 36.7％ 11.7％

地元農産物・畜産物を意識して購入する市民の割合 45.9％ 52.5％ 6.6％

働く場が充実していると感じる市民の割合 16.8％ 20.8％ 4.0％
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◆補足説明

✓全体として望ましい方向へ推移

✓地産地消の意識が高まっている

⇒ 平成23年度にオープンした北はりま旬菜館の整備、食育の推進等の着実な取組の成果

✓雇用に関する指標は、望ましい方向へ推移するが、低い水準にとどまる

⇒ 北播磨の有効求人倍率は直近で1.24倍で上昇傾向。兵庫県平均を常時超過
⇒ 求人と求職者のミスマッチ、市内に工業団地が少ないこと、などが要因と考えられる



政策分野別の結果概要

＜教育・子育て＞

アンケート項目（まちづくり指標） 基準値 H28 増減

住んでいる地域で子どもたちが健やかに育っていると感じる市民の割合 75.4％ 77.9％ 2.5％

小・中学校では、子どもたちが学習する教育環境が充実していると感じる市民の割合 44.4％ 51.6％ 7.2％

子どもたちの教育に、地域・家庭・学校が連携して取り組んでいると感じる市民の割合 44.0％ 49.0％ 5.0％

スポーツ・レクリエーション活動を行った市民の割合 43.3％ 38.8％ -4.5％

自発的な学習、サークル活動・講座など生涯学習活動をしている市民の割合 33.1％ 31.0％ -2.1％
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◆補足説明
✓子育てや教育に関する指標は、全体として望ましい方向へ推移

⇒ 校舎新築（H24/25）、給食C（H25)、みらいえ（H27)、校舎耐震化、トイレ洋式化、
エアコン導入、太陽光発電設備導入、ICT教育機器の導入等の成果を反映

✓スポーツ・文化活動の割合は低下傾向

⇒ 40～50歳代でスポーツ等活動を行う割合が低下



政策分野別の結果概要

＜都市基盤・生活環境＞
アンケート項目（まちづくり指標） 基準値 H28 増減

市内で快適にインターネットが利用できると感じる市民の割合 34.2％ 44.5％ 10.3％

住んでいる地域が清潔できれいなまちであると感じている市民の割合 61.3％ 66.8％ 5.5％

快適な居住環境が整っていると感じる市民の割合 55.1％ 56.0％ 0.9％

災害に強いまちになってきたと感じる市民の割合 44.6％ 43.4％ -1.2％

買物や通院・通学の移動に困っている市民の割合 33.5％ 34.7％ 1.2％

市内外への移動に公共交通を利用している市民の割合 42.6％ 41.2％ -1.4％

西脇市に住み続けたいと思う市民の割合 70.7％ 63.3％ -7.4％
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◆補足説明
✓日常的な移動、公共交通の利用について、不安や不満が微増している

✓全体的な傾向に反して、定住意向が低下

⇒ 都市基盤や生活環境に関する項目に目立った低下はないが、中高年世代で定住意向が低下



さらに詳しい状況

～ 第７章 地域自治 ～

12

分野の展望

支え合いの精神と確かな連帯感を持つ、顔の見える地域社会が形成され、持てる力を発揮

し地域の身近な課題について自ら積極的に対応し、解決する市民の自治力が高いまちにして

いきます。

地域社会を構成する多様な主体が、それぞれの責任と役割分担を認識し、ともに考え、行

動する自治体制が構築されているまちにしていきます。
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施策の内容

主な取組事業

総合計画で定める「施策」の名称

総合計画で定める「施策の内容」を記載

総合計画で定める「主な取組事業」を記載

見 本
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取組内容

指
標

評
価
・
分
析

指標 方向 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

施策ごとに定める「指標の推移」

総合計画に基づき、実際に取り組んだ施策・事業の内容

現状認識に基づく今後の方向性・取組など

指標の推移、事業成果などについての現状認識・分析など

見 本

※上記の表のH24の欄には、H23年度の実績値が表示されるなど、各年度にはズレがあります。



第７章 多様な主体による地域自治が
確立したまち＜地域自治＞
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第１節 主民主役のふるさとづくり【市民参画・協働】

第２節 ともに地域をつくる市民自治【市民自治・地域自治】

7-101 市民と行政の協働体制の推進

7-102 まちづくり意識の醸成と参画の推進

7-103 情報提供の充実と共有化の推進

7-104 選挙制度への理解・関心の向上

7-201 「地区からのまちづくり」の推進

7-202 地域課題の解決に向けた市民活動の推進

7-203 産学官民連携・交流の促進



7-101 市民と行政の協働体制の推進
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施策の内容

 自治基本条例の制定を踏まえ、まちづくりにおける参画と協働を効果的に推進して

いくため、「参画と協働のまちづくりガイドライン」の見直しを行います。

 自治基本条例を適正に運用するとともに、市民と行政がともに考え、協力しながら

まちづくりを進めていくため、市民と行政の意見交換を行う場の拡充や、協働で事

業を実施する体制の整備に取り組みます。また、行政と協働で取り組むことで効果

が高まる事業について、公益的な活動を行う市民や団体から提案ができる制度を検

討します。

主な取組事業

「参画と協働のまちづくりガイドライン」の検証・見直し

情報の共有、参画と協働を推進する制度の整備

協働事業市民提案制度の検討



7-101 市民と行政の協働体制の推進
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 平成27年３月に参画と協働のまちづくり指針となる「ガイドライン」を改訂しました。

 市民・行政の協働による実行委員会（ストリートフェスティバルの企画運営、西脇グル

メ（ローストビーフ）の開発・ＰＲなど）を設立・運営しました。

 市民団体等の公益的活動に助成する「市民提案型まちづくり事業補助」を推進していま

す。また、学生による地域活動を支援する「学生による地域活動支援事業補助」などの

支援制度を創設しました。

取組内容



7-101 市民と行政の協働体制の推進
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指
標

評
価
・
分
析

指標 方向 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

行政だけでなく、市民や地域と協働でまち
づくりが行われていると感じる市民の割合 ⤴ 40.2 49.8 45.8 45.7 44.7

 Ｈ24・28年度のいずれでも70歳以上が最も高い（Ｈ28：53％）。

 Ｈ24・28年度のいずれでも男性より女性の方が高い（３～４％）。

 40歳～60歳代で数値が上昇している。10～30歳代で「わからない」の割合が高い。

高校生や大学生と連携する取組は広がっているものの、その事実が若年層などに

伝わっていないと考えられる。若年層に行政の取組を伝える施策が必要

20

25

30

35

40

45

50

40歳代 50歳代 60歳代

Ｈ24 Ｈ28

年代別「思う」の割合

10

15

20

25

30

35

10歳代 20歳代 30歳代 全体

「わからない」の割合



7-102 まちづくり意識の醸成と参画の推進
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施策の内容

 多様な市民ニーズを的確に捉え、市政に反映するため、市民からの意見や要望を受け付ける広

聴機能の充実と制度の周知を図ります。

 行政計画など政策の策定や推進に向けて、審議会等の委員公募やパブリック・コメントなど多

くの市民が意見を提案できる機会を創出し、市政への市民参画を促進します。

 まちづくりへの関心や参画意識を高めるための講座を実施するとともに、子どもたちへのまち

づくり学習を展開し、まちづくりの実践活動を担う人材育成を図ります。また、まちづくりの

知識を備え、地域が抱える様々な課題の解決に向けて、自ら考え、行動する職員の育成にも努

めます。

主な取組事業

まちかどミーティングの実施

審議会等の委員公募の推進

まちづくり講座事業



7-102 まちづくり意識の醸成と参画の推進
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 ご意見箱の設置、要望等の庁内対応体制の明確化などを行い

公聴制度の充実を図りました。総合戦略等への政策提案・ア

イデア募集の実施などを行いました。

 審議会等の委員には原則として委員の公募を行っています。

 重要な条例や計画の策定の際には、市民意見提出手続（パブ

リック・コメント）制度を導入しています。（Ｈ25年度以

降 20案件）」

 市内8地区へ市長が出向き、市民のみなさんと意見交換を行

う「平成27年度まちかどミーティング」を開催し、547名の

方の参加がありました。

 地元職員で構成する地域対策委員制度により、地区のまちづ

くり活動に参加しています。

取組内容



7-102 まちづくり意識の醸成と参画の推進
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指
標

評
価
・
分
析

指標 方向 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

住んでいる地域に愛着を感じる市民の割合 ⤴ 73.2 66.2 70.1 70.2 69.4

 Ｈ24と比較して3.8％低下。特に50歳以上で「愛着がある」の回答が低下

 兵庫県の北播磨地域の類似調査と比較すると依然として西脇市の方が高い

 市政への関心や参加度が高い人、市政情報の提供が進んでいると思う人は、愛着も高い

幼少期からふるさとを知り、学ぶ機会を充実させるとともに、中高年の行政への

参画、理解の促進などの取組が必要

年代別「思う」の割合 西脇市と兵庫県調査の比較

0

20

40
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80

Ｈ24 Ｈ28

西脇市 北播磨

50
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80

90

10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

Ｈ24 Ｈ28



7-103 情報提供の充実と共有化の推進
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施策の内容

 重要な政策の方針や市民生活に密着した様々な情報について、広報やホームページなどを通じ

て、市民にわかりやく提供するとともに、必要な市政情報にアクセスしやすい環境整備を進め

ます。

 行政情報や地域情報の共有化を図るとともに、情報発信能力を強化するため、ＩＣＴを活用し

た新しい情報システムの導入を検討します。

主な取組事業
広報紙・ホームページ内容の充実

ＳＮＳを利用した行政情報・地域情報の受発信システムの検討
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 平成28年３月に市ホームページのリニューアルを

実施しました。また、定住促進特設サイトや

Miraie（みらいえ）の特設サイトを開設しました。

 平成27年４月号から、スマートフォンのアプリで

広報紙を閲覧できるシステムを導入しました。

 平成25年３月から、市公式Facebookをスタート

しました。（H28.11現在：いいね！2,078人）

取組内容

7-103 情報提供の充実と共有化の推進
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指
標

評
価
・
分
析

指標 方向 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

市政情報がわかりやすく提供されていると
感じる市民の割合 ⤴ 48.0 53.2 52.4 48.0 48.6

 Ｈ24と比較して微増にとどまっています。

 市政に関心がある人ほど、市政情報も充実していると感じる傾向にあります。

 20歳代・30歳代で特に「思う」の割合が低く、40歳代・50歳代では上昇しています。

市政への関心がない人の「思う」の割合が低く、また、20～30歳代の結果も同様に低い

ことから、当該年代の市政への関心を喚起するような発信方法を検討する必要がありま

す。

年代別 市政情報の提供に満足している割合（「思う」の割合市政への関心別 市政情報の提供に満足している割合（「思う」の割合）

7-103 情報提供の充実と共有化の推進
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7-201 「地区からのまちづくり」の推進

25

施策の内容

 自治会やまちづくり協議会など地域活動を担う多様な組織の活動支援と連携の強化を図ります。また、こ

うした組織と連携し、地域のコミュニティ意識の醸成に努めます。

 少子高齢化とコミュニティ機能の低下に対応し、地域の特色を生かした魅力あるコミュニティづくりを推

進していくため、地域のまちづくり活動を行う多様な主体が結集した地域自治協議会などの持続可能な地

域自治組織の体制について検討・構築を進めます。

 地域課題の主体的な解決に向け、「地区まちづくり計画」に基づく活動支援を行うとともに、活動を担う

人材の育成を図ります。また、計画の検証と見直しを順次進めていくとともに、使途の柔軟性を高めるた

め、活動資金の交付金化について検討します。

 未整備地区となっている重春・野村地区の地域活動と住民交流の拠点となるコミュニティセンターを整備

します。

主な取組事業

地域自治組織体制の検討・構築

地区まちづくり実践補助事業・交付金化の検討

地区まちづくり計画の検証・見直し

茜が丘複合施設整備事業（地区コミュニティセンター）
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 まちかどミーティング（H27）や審議会（H28）において、地域自治協議会につい

て検討しました。平成29年度から黒田庄地区でモデル事業として実施することを予

定しています。まちづくり実践補助金の交付金化についても研究しています。

 地区まちづくり計画について、比延地区（H25）、西脇地区（H26）、芳田地区

（H27）で改定し、平成28年度は津万地区、黒田庄地区で改定を予定しています。

 平成27年度にコミュニティセンター重春・野村地区会館（クローバープラザ）を整

備し、重春・野村地区交流推進委員会を指定管理者に指定しました。

取組内容

7-201 「地区からのまちづくり」の推進
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指
標

評
価
・
分
析

指標 方向 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

地域でのまちづくり活動に参加したことが
ある市民の割合（過去１年間） ⤴ 57.5 54.7 55.8 54.7 54.9

 Ｈ24と比較して2.6％低下しています。

 50歳代・60歳代で割合が低下し、70歳以上で増加しています。

 全体として、まちづくり活動に参加する頻度が減少しています。

西脇市のまちづくり活動は比較的活発ですが、人材の固定化、高齢化が課題と

なっており、若い人材の参加、人材の育成などが必要と考えられます。

年代別「年数回以上参加」の割合 参加頻度の変化

7-201 「地区からのまちづくり」の推進
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7-202 地域課題の解決に向けた市民活動の推進

28

施策の内容

 公共的課題に取り組むＮＰＯやボランティア団体に対する活動支援を行うとともに、持続的な

活動ができるよう、ＮＰＯ法人の設立や運営を支援する相談体制を整備します。

 地域活動を担う組織とＮＰＯ法人などの市民活動団体との連携や協働を推進し、地域課題の解

決に向けた効果的な体制を構築します。また、こうした公益的な活動を行うグループの活動を

集約し、活動情報の共有化を推進します。

 地域が抱える様々な公共的課題への対応を持続可能な事業として展開できるよう、コミュニ

ティビジネスやソーシャルビジネスの立ち上げ支援や活用方策について検討します。

主な取組事業

市民提案型まちづくり事業

NPO法人の設立支援、支援団体・組織のネットワーク化

コミュニティビジネス・ソーシャルビジネスの支援・活用の検討
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 市民団体等の公益的活動に助成する「市民提案型まちづくり事業補助」を推進し

ています。また、学生による地域活動を支援する「学生による地域活動支援事業

補助」などの支援制度を創設しました。（再掲）

 NPO法人の設立相談、助成等については、兵庫県と連携しながら支援を行ってい

ます。

 地域課題の解決に向けては、地域自治協議会の設立を重点的に行っています。ビ

ジネスの視点を用いて地域課題を解決するコミュニティービジネス等の支援につ

いては、引き続き研究・検討を行っています。

取組内容

7-202 地域課題の解決に向けた市民活動の推進
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指
標

評
価
・
分
析

指標 方向 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

NPO法人の設立数 ⤴ 9 12 13 14 16

 NPO法人の設立数は毎年度着実に増加しています。

 福祉・医療分野を主な活動領域とするNPO法人が多くなっています。

 高齢者や障害者の生活支援等を目的とした株式会社や事業主も散見されます。

地域課題の解決に向けた市民活動は自律的に増加していますが、行政として組織

の設立支援や財源獲得などの間接支援のノウハウを蓄積する必要があります。

市内NPO法人の主な活動分野 近隣市町のNPO法人数

7-202 地域課題の解決に向けた市民活動の推進
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7-203 産学官民連携・交流の促進

31

施策の内容

 兵庫教育大学との連携協定に基づき、連携講座の実施や大学の持つ人的・知的資源の活用を図

ります。

 地域課題の解決に向け、大学等の学術研究機関や、民間企業との連携事業を推進します。また、

効果的な事業の実施に向けて、連携協定の締結を図ります。

主な取組事業 大学・民間企業等との連携協定の締結・事業実施



32

 従前から連携協定を締結していた兵庫教育大学に加えて、H27年度に関西学院大

学、神戸大学と、平成28年度には神戸芸術工科大学と協定を締結しました。

 平成26年11月に、公益財団法人新産業創造研究機構（NIRO）と連携協定を締結

しました。NIROと自治体との連携協定は、西脇市がはじめてとなります。

 地方創生の取組の中で、地域金融機関と連携しながらクラウドファンディングな

どの事業を実施しています。

 見守り、災害時の連携対応など、民間企業や公益法人、地方自治体と連携協定を

締結しています。

取組内容

7-203 産学官民連携・交流の促進
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指
標

評
価
・
分
析

指標 方向 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

連携協定を締結した大学等の教育機関・民
間企業数 ⤴ 1 1 1 2 4

 連携協定を締結する大学等、民間企業等は、近年増加傾向にあります。

 締結するだけでなく、具体的な事業を連携して実施しています。

より効果的な事業を実施するため、行政の人材・資金だけでなく、民間の知見・

資金・活力の活用など、さらに連携を広げ、深めていくことが必要です。

7-203 産学官民連携・交流の促進

締結年月日 対象 連携内容

H19.4 兵庫教育大学 審議会等教員派遣、学生派遣、連携講座の開催など

H26.11 （公財）新産業創造研究機構 地域産業の振興支援、省エネモデル実証実験の実施など

H27.7 神戸大学大学院人文学研究科 西脇小学校の改築支援、地域文化財等の研究など

H28.3 関西学院大学 連携講義の開催、学生のまちづくり活動への参画など



さらに詳しい状況

～ 第８章 行政経営 ～

34

分野の展望

行政は事業の「選択と集中」を行う中で、市民起点で質の高いサービスを提供するととも

に、行政情報の共有と説明責任の下、多様な主体との信頼関係とパートナーシップが確立し

たまちにしていきます。

限られた経営資源の下、職員の能力を最大限に発揮できる組織運営と持続可能な財政運営

により、効果的・効率的な行政経営が行われるまちにしていきます。



第８章 次代に対応した行政経営が確立したまち＜行政経営＞

35

第１節 市民起点の行政経営【行政経営・マネジメント】

第２節 ともに地域をつくる市民自治【市民自治・地域自治】

8-101 行政経営システムの確立・推進

8-102 行政事務の改善と効率的な事業展開

8-103 政策形成への市民参画の推進

8-104 情報公開・個人情報保護制度の適切な運用

8-201 健全な財政運営の推進

8-202 市税・公共料金の収納体制の強化

8-203 公共施設・保有財産の適正管理と有効活用8-105 広域連携による自立的なまちづくりの推進

8-106 地方分権に対応した自治体政府の確立 8-204 電子自治体の構築

8-205 適正な会計事務と検査事務の執行

8-206 監査業務体制の強化



36

第３節 職員の能力を最大限に発揮した市政運営【人材育成・組織運営】

第４節 快適で利便性の高い窓口サービス【窓口サービス・市民相談】

8-301 定員の適正化と効率的な執行体制の確立

8-302 将来の西脇市を担う人材の育成・能力の向上

8-303 柔軟でスリムな組織・機構の整備

8-304 公正・中立的な公平委員会事務の執行

8-401 窓口サービスの向上

8-402 市民ニーズに対応した適切な市民相談業務の推進

第８章 次代に対応した行政経営が確立したまち＜行政経営＞



8-102 行政事務の改善と効率的な事業展開

37

施策の内容

 経営資源の効果的な配分を行うため、総合計画に基づく事業や取組を重点的に実施します。ま

た、業務の実施に当たっては、コスト意識を常に持ち、経費の縮減を図ります。

 業務経験が豊かな職員の大量退職が見込まれる中、業務のマニュアル化や標準化・共通化を推

進し、質の高い市民サービスの提供と業務効率の向上を図ります。

 業務の費用対効果を高めるため、「民間にできることは民間に」の考え方を基本に、これまで

の実施効果の検証も踏まえながら、民間等への外部委託を積極的に推進します。また、効果的

な事業展開を図るため、指定管理者制度については、運用指針に基づき適正な運用に努めます。

主な取組事業

事務事業評価の推進

業務マニュアルの作成

外部委託ガイドラインの策定・推進
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 平成24年度以降も引き続き、新規・拡充事業や補助事業等を中心に、仕事改善

リーダーを中心に事務事業評価を実施しています。

 平成28年６月に新たな行政改革大綱を策定し、市民起点の効果的な行政経営、市

民と行政の協働による地域自治、持続可能な財政運営を基本方針としました。

 類似団体と比較して少ない職員数などを反映し、外部委託については概ね推進済

みであることから、ガイドライン等の策定はしないこととしました。

 指定管理者については、茜が丘複合施設「みらいえ」で新たに指定するとともに、

中央駐車場等では事業者を公募し、年度内の指定を予定しています。

取組内容

8-102 行政事務の改善と効率的な事業展開
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指
標

評
価
・
分
析

指標 方向 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

行政改革大綱の計画項目の実施率 ⤴ 90.9 92.7 92.7 92.7 94.5

 市町合併を経て集中的に実施した職員数の削減が一定程度完了したことから、行政改革に

伴う効果額が減少しています。

ふるさと納税等の独自財源獲得に向けた取組を強化する必要があります。また、

PDCAサイクル等を活用し、市民ニーズに沿った事業の選択と集中が必要です。

行政改革の効果額の推移

8-102 行政事務の改善と効率的な事業展開
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8-103 政策形成への市民参画の推進

40

施策の内容

 市政への市民参画を推進し、市民の意向を反映した政策展開を行うため、審議会等の委員公募

やパブリック・コメントなど多くの市民が意見を提案できる機会の創出や制度づくりに取り組

みます。また、施策や事業のＰＤＣＡサイクルの各過程に市民の意見が反映できる仕組みを構

築します。

 市政への市民参画の前提条件として、市政に対する市民の理解と信頼を高めていくことが必要

であることから、積極的に市政情報の提供と発信を行い、市民との情報の共有化を推進しま

す。

主な取組事業

パブリック・コメントの実施

審議会等の委員公募の推進（再掲）

市政情報の提供・発信（広報紙・ホームページの掲載内容の充実）
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 審議会等の委員には原則として委員の公募を行っています。（再掲）

 重要な条例や計画の策定の際には、市民意見提出手続（パブリック・コメント）

制度を導入しています。（平成27年４月からは規則に基づき実施）

※パブリック・コメント実施実績：Ｈ25年度以降 20案件（再掲）

 総合戦略等への政策提案・アイデア募集の実施などを行いました。（再掲）

 平成28年３月に市ホームページのリニューアルを実施しました。また、平成27年

４月号から、スマートフォンのアプリで広報紙を閲覧できるシステムを導入しま

した。（再掲）

取組内容

8-103 政策形成への市民参画の推進
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指
標

評
価
・
分
析

指標 方向 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

委員を公募する審議会等の割合 ⤴ 13.6 8.6 38.1 48.5 ー

 審議会等の附属機関の委員を公募することや

パブリック・コメントを実施することについ

ては、行政の内部手続として、着実に定着し

ています。

 公募やパブリック・コメントを実施しても、

応募がなかったり提出意見がない場合が散見

されています。

意見等の提出機会は増加していると考えていますが、実際に政策形成に参加する

機運を高める取組も併せて実施することが必要であると考えられます。

パブリックコメントの意見提出件数

8-103 政策形成への市民参画の推進
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8-201 健全な財政運営の推進

43

施策の内容

 本市の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、財政構造の原点に立ち、財

政調整基金の取崩しに頼らない、収入を基本とした財政運営への転換と限られた財源を重点投

入する経営感覚重視の財政運営を着実に推進します。

 病院・上下水道事業の公営企業については、それぞれの経営計画に基づき、事務の執行に関わ

るコストの削減と経営の効率化に努め、経営健全化を推進します。

 必要な社会資本を整備していくため、合併後の一定期間に活用できる合併特例債などの財政措

置を積極的に活用します。

主な取組事業

財政健全化プランの推進・見直し

公営企業事業経営計画の推進・見直し

合併特例事業（合併特例債の活用）
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 財政健全化プランの着実な推進により、平成21年度以降、市の貯金にあたる財政

調整基金の取崩しは行っていません。

 公営企業等の運営の指針となる経営計画を策定し、経営基盤の強化と健全な経営

を行っています。

 茜が丘複合施設の整備に当たっては、後年度に７割の財政支援がある合併特例債

（14.3億円）や社会資本整備総合交付金等（17.5億円）の国の財源を活用し、市

の財政負担の軽減を図りました。

取組内容

8-201 健全な財政運営の推進
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指
標

評
価
・
分
析

指標 方向 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

財政調整基金残高（百万円） ⤴ 3,457 3,767 4,172 4,600 4,959

経常収支比率（％） ⤵ 89.8 90.1 89.5 91.9 88.7

実質公債費比率（％） → 12.1 11.0 9.6 8.4 7.8

 自治体の貯金にあたる財政調整基金は、堅実な財政運営と特定財源の活用等により、約50

億円となっています。

 自治体の財政の柔軟性を示す経常収支比率は90％前後で推移しており、やや硬直化してい

ますが、全国的にみると平均的な水準となっています。

 地方自治体の収入に対する実質的な借金の比率を示す実質公債費比率は、国からの財政支

援がある起債を積極的に活用することにより、低下傾向にあります。

8-201 健全な財政運営の推進
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評
価
・
分
析

新庁舎・市民交流施設、消防施設、ごみ処理施設等の大型事業が今後も続くこと

から、将来世代の負担を勘案しながら引き続き健全な財政運営が必要です。

実質公債費比率の比較（H26）

8-201 健全な財政運営の推進
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8-202 市税・公共料金の収納体制の強化
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施策の内容

 市税や各種公共料金などの未収金対策については、対応策の検討など庁内で効率的・横断的に取り組む体制を強化し、

未収金の回収に努めます。

 市税の滞納については、税負担の公平・公正の観点から、徹底した財産調査を進め、差押えやインターネット公売な

どを実施し、滞納整理の強化を図ります。

 市税収入の確保に向け、的確な課税客体の把握と償却資産の実地調査の強化に努めるとともに、個人住民税の特別徴

収制度の利用促進を図ります。

 市税納税者の収納機会の拡大と利便性の向上を図るため、コンビニエンスストアでの収納の普及拡大を推進します。

 使用料や手数料については、行政サービスのコストと公共性を考慮しながら、受益者負担の適正化を推進します。

 市税の増収に向け、企業誘致や産業の振興に積極的に取り組みます。また、市有財産の有効活用や市の発行物への有

料広告の掲載を推進し、自主財源の確保を図ります。

主な取組事業

未収金対策会議の運営

市税滞納者の徴収強化（インターネット公売の推進など）

コンビニエンスストア納付制度の拡充

有料広告掲載事業
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 平成21年度から上下水道料金、平成24年度から軽自動車税、平成27年度から市民

税等がコンビニエンスストアで納付できるようになりました。

 平成27年度から市内の水道料金を統一しました。

 兵庫県と連携しながら、差し押さえ等の滞納整理の強化をしました。

 広報紙への広告掲載、自動販売機の設置事業者の公募、広告付き案内板の設置等

により、自主財源の獲得に努めました。

取組内容

8-202 市税・公共料金の収納体制の強化
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指
標

評
価
・
分
析

指標 方向 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

市税・公共料金の収納率 ⤴ 86.1 86.9 86.9 86.8 87.1

市税の収納率（現年）※参考 ⤴ 97.8 98.1 98.1 97.9 98.9

 滞納整理の強化等により、収納率は上昇傾向にあります。

 兵庫県との連携等のなかで税務課において蓄積されたノウハウを関係課で共有すること

が有効であると考えられます。

 軽自動車税に加えて、市民税・固定資産税・都市計画税のコンビニ収納を導入するなど、

納税環境の改善により収納率が向上しました。

税負担等の公平性・公正性を確保する観点から、未収金の徴収を引き続き強化し

ていく必要があります。

8-202 市税・公共料金の収納体制の強化



8-203 公共施設・保有財産の適正管理と有効活用
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施策の内容

 公共施設の老朽化が進む中、市民ニーズや財政事情を考慮しながら、計画的な整備や効率的な

維持管理を行います。また、既存施設の有効活用を図るとともに、機能が重複する施設や必要

性が低下した施設については、機能転換や統廃合の検討を進めます。

 公共施設の整備に当たっては、ユニバーサルデザインや地球環境に配慮した施設整備を図りま

す。また、災害時に防災活動などの拠点となる施設においては、建物の耐震化に取り組むなど

安全性の確保を図ります。

 市が保有する土地など未利用となっている財産の有効活用に努めるとともに、具体的な活用が

図られない財産について売却処分に向けた検討を進めます。

主な取組事業

公共施設の有効活用・機能転換

公共施設の耐震化事業

未利用財産の有効活用・売却処分
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 橋りょう、市営住宅、公園等の社会基盤について、長寿命化計画を策定し、国の

財源等も活用しながら、更新コストの平準化、社会基盤の長寿命化に取り組んで

います。

 公共施設の適正配置等を推進する「公共施設等総合管理計画」を策定しました。

また、給食センターを統合し設備を更新するとともに、用途廃止した財産を売却

しました。

 災害時の避難所としても活用される学校

施設や総合市民センターなどの耐震化を

進めました。また、災害時に備えて、茜

が丘複合施設に耐震性貯水槽などの設備

を導入しました。

取組内容

8-203 公共施設・保有財産の適正管理と有効活用
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指
標

評
価
・
分
析

指標 方向 Ｈ24 H25 H26 H27 H28

普通財産の売却件数 ⤴ 0 2 3 3 3

学校園の耐震化率 ⤴ 74.1 92.6 94.4 94.4 94.4

 未利用財産については、不動産市況等も勘案しながら、引き続き売却等を検討していく

必要があります。また、入札参加者を増やす取組が必要です。

 平成28年度中に重春幼稚園の耐震化が完了し、平成30年度に西脇小学校木造校舎の耐震

化が完了する見込みで、学校園の耐震化率は100％になる見込みです。

人口減少などを踏まえ、公共施設の統廃合、計画的な更新等を進める必要があり

ます。また、公共施設の多機能化や機能転換などにより、稼働率を向上させる取

組も必要です。

8-203 公共施設・保有財産の適正管理と有効活用



8-301 定員の適正化と効率的な執行体制の確立
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施策の内容

 職員が大量退職する時期を迎えることから、行政需要の動向に配慮しながら、将来にわたり年

齢構成が平準化する組織となるよう、定員適正化計画に基づき、計画的な職員採用を行うとと

もに、職員数の適正化を推進します。

 大量退職に伴い、職員の急激な世代交代が進むことから、市民サービスの低下を防ぐため、再

任用制度の導入を検討するとともに、任期付職員の任用など雇用形態の弾力的な運用を推進し

ます。

 民間企業などで培われた知識や経験を市政で生かすため、社会人経験者の採用など人材登用の

多様化を図ります。

主な取組事業

職員定数の適正化の推進

任期付職員の導入の拡充

人材登用の多様化（社会人経験者の採用など）
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 市町合併による行財政改革の効果を最大限に発揮するために、定員適正化計画に

基づき職員数の削減に取り組み、削減数が計画目標に達したことを踏まえ、平成

27年度に西脇市定員管理計画を策定しました。

（普通会計職員数 H17.4.1：343人 ⇒ H27.4.1：214人）

 多様な人材の確保、職員の年齢構成の適正化を進めるため、社会人経験者の採用

を行いました。また、正規職員の減少を踏まえつつ、適正に業務を執行するため、

期限付嘱託職員の配置などを進めました。

 平成29年度から再任用制度を導入するため、

必要な条例改正等を行いました。

取組内容

8-301 定員の適正化と効率的な執行体制の確立
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指
標

評
価
・
分
析

指標 方向 Ｈ24 H25 H26 H27 H28

市職員数（普通会計部門） ⤵ 237 230 215 214 218

 合併後に職員数の削減を進めたことから、全国の類似団体（174団体）の中で人口当たり職員数が

２番目に少ない水準（H27.4.1現在）となっています。

 普通会計（一般的な行政分野）の職員数を減少させる一方で、病院などの市民サービスに直結す

る部門の職員数は大幅に増加しています。

職員数の削減については一定の成果があったことから、今後は個々の職員の資質

の向上等の人材育成を一層強化していく必要があります。

普通会計・病院の職員数の推移

8-301 定員の適正化と効率的な執行体制の確立
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8-401 窓口サービスの向上
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施策の内容

 市民の利便性と満足度を一層高めていくため、個人情報の保護に十分配慮しながら、迅速かつ

正確で、きめ細やかな対応ができる窓口サービスを実施します。そのため、接遇研修の充実を

図るとともに、混雑の緩和や手続の簡素化に向けた窓口サービスの環境改善に努めます。

 市民の利便性の確保と窓口事務の効率化に向け、情報セキュリティの確保を徹底しながら、Ｉ

ＣＴを活用したサービスの提供を推進します。また、地方分権の進展や市民ニーズを踏まえた

窓口サービスについて検討を進めます。

 幅広い市民サービスに活用できるマイナンバー制度の導入が検討されていることから、適切な

運用に向けた環境整備を行います。

主な取組事業

窓口サービスの向上（接遇研修の実施など）

ICTを活用した行政サービスの提供・充実

マイナンバー制度の導入・運用
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 住民票等の交付について、混雑期の待ち時間を短縮するため、混雑予想の情報発

信を行うとともに、年度末・年度はじめに休日窓口を開設しました。また、火曜

日の夜間延長窓口の実施、事前予約による休日交付の実施なども継続して行って

います。

 平成27年4月から社会福祉課に手話通訳者を配置しています。

 マイナンバーカードを活用した住民票等のコンビニ交付サービスについては、導

入の可否について検討しています。

 新庁舎の整備にあわせて、窓口サービスのワンストップ化、

ワンフロア化等の検討を進めています。

取組内容

8-401 窓口サービスの向上
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指
標

評
価
・
分
析

指標 方向 Ｈ24 H25 H26 H27 H28

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 ⤴ 52.4 54.5 59.4 50.8 51.4

 基準年度以降、「思う」の割合が増加しましたが、現在は基準年度をやや下回る水準と

なっています。また、30歳代～50歳代では「思う」の割合は高まっていますが、60歳

以上で低下しており、高齢者向けの対応が課題となっています。

手続きの煩雑さ、施設のバリアフリー状況、来庁手段の問題、職員の接遇など、

低下の要因を把握し、それぞれの課題に即した対応が必要と考えられます。

8-401 窓口サービスの向上
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