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西脇市総合計画「基本計画」（案）の概要 
 

 

１．策定の趣旨 

  西脇市総合計画は、本市の経営指針となる最上位計画で、基本構想・基本計画・行動

計画の３層で構成しています。 

  このうち基本計画は、本市の目指すべき姿や方向性を明らかにした基本構想の実現に

向けて、まちづくりの分野別に政策・施策の具体的な展開方針を示したもので、市民や

行政など多様な主体の連携・協働の下、今後６年間のまちづくりを推進する指針として

策定するものです。 

 

 

２．基本構想 

  基本構想は、西脇市自治基本条例に基づいて、総合的かつ計画的な市政運営を行うた

めに策定するもので、今後12年間のまちづくりの羅針盤となり、市の分野別計画や政

策・施策の基本となります。概要については、次のとおりです。 

 ◆ 計画の役割 

 

 

 

 ◆ 計画の期間 

  基本構想の計画期間は、平成31（2019）年度から平成42（2030）年度まで、として

います。また、基本計画については、基本構想の計画期間を前期・後期に分けて定めて

おり、今回策定するものは、前期基本計画になります。 

    ◇ 前期基本計画：平成31（2019）年度から平成36（2024）年度まで 

    ◇ 後期基本計画：平成37（2025）年度から平成42（2030）年度まで 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

平成33年度 

(2021年度) 

平成34年度 

(2022年度) 

平成35年度 

(2023年度) 

平成36年度 

(2024年度) 

平成37年度 

(2025年度) 

平成38年度 

(2026年度) 

平成39年度 

(2027年度) 

平成40年度 

(2028年度) 

平成41年度 

(2029年度) 

平成42年度 

(2030年度) 

            

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

基本構想【目標年次：平成 42（2030）年度】 

西脇市の最上位計画 地域の経営計画 

持続可能性を追求する計画 行政の経営計画 
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 ◆ 将来像 

  基本構想において本市が目指すべき姿を示すキャッチフレーズです。 

 

 

 ◆ 体系 

  将来像を実現する4つの「基本政策」と、基本政策の展開を加速する３つの「推進方策」

の７つの柱で構成しています。 

基
本
政
策 

未来を拓く次世代が育まれるまち 

つながりによる安心とうるおいが実感できるまち 

安全で快適な生活基盤が整うまち 

地域特性を生かした産業とにぎわいがあふれるまち 

推
進
方
策 

生涯活躍・共生社会の実現 

多様な主体による地域自治の確立 

戦略的で持続可能な行政経営の推進 

  なお、基本構想は平成30（2018）年９月にパブリック・コメントを実施済みであり、基

本構想（案）として確定しています。現在は、西脇市議会において議案として審議中です。 

 

 

３．基本計画 

  基本計画は、基本構想で定めた７つの柱ごとに、将来像を実現していくための具体的な

手段を定めます。概要については、次のとおりです。 

 ◆ 構成 

  政策、施策、取組・事業の３階層で構

成しており、基本政策及び推進方策を

実現していくための「政策」、その政

策を進めていくための「施策」の展開

方向、施策を形成する取組や事業のう

ち「主な取組・事業」などを定めるこ

とで、将来像を実現していくための具

体的な手段・方向を示しています。 

  なお、取組や事業の詳細については、

基本計画とは別に毎年度作成する行動

計画で示します。 

基本構想 

政策

施策

主な取組・事業

事務事業

基本計画 

行動計画 

基本政策 

推進方策 

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 
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 ◆ 記載内容 

  それぞれの政策ごとに、「目指す姿」「現状と課題」「まちづくり指標」「施策の展開」

「市民に期待される役割」などを記載しています。 

  ＜目指す姿＞ 

   市民、地域、各種団体、事業者、行政など、まちづくりに関わる様々な主体が協働し、

あるいはそれぞれの役割を果たすことで実現を目指す、その政策分野でみたまちの姿

や市民の生活像を表します。 

  ＜現状と課題＞ 

   その政策分野における社会潮流や市の現況などについて説明するとともに、「目指す

姿」と現状とのギャップを埋めるために必要なこと、やらなければいけない取組の方

向性などを示しています。 

  ＜まちづくり指標＞ 

   その政策分野において、施策や取組・事業を実行したことで、「目指す姿」にどこま

で近づいたか、どんな「成果」があったかを示す物差しです。 

  ＜施策の展開＞ 

   「目指す姿」の実現に向けて、主に行政が取り組む具体的な「施策」と、その施策を

展開する方向性や方法などを表す「展開方針」、基本計画において実施を予定する取

組などを抽出して掲げる「主な取組・事業」を示しています。 

  ＜市民に期待される役割＞ 

   その政策分野のまちづくりにおける市民、地域、各種団体、事業者など行政以外の多

様な主体に期待される役割を示しています。 

 

 ◆ 体系 

  基本政策・推進方策の体系は、次のとおりです。また、将来像の実現に向けて、７つの

柱に定める様々な取組をけん引する役割を担う「未来へのリーディングプロジェクト」を

定めています。 

基本政策・推進方策 政策数 施策数 

第１章 未来を拓く次世代が育まれるまち ６ 21 

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 10 36 

第３章 安全で快適な生活基盤が整うまち ８ 27 

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 ６ 23 

第５章 生涯活躍・共生社会の実現 ７ 24 

第６章 多様な主体による地域自治の確立 ４ 13 

第７章 戦略的で持続可能な行政経営の推進 ５ 18 

合 計 46 162 
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 ● きめ細かな切れ目のない支援の下で、結婚や出産の希望がかなえられるとともに、地

域に支えられながら子育てが行われるまちを目指します。 

 ● 学校・家庭・地域・行政などの多様な主体が連携して、子どもたちが安心して学習で

きる環境を整えるとともに、自ら未来を切り拓ける力と郷土への愛着などを培うこと

ができるまちを目指します。 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 ● 市民一人ひとりが、お互いに優しさと思いやりの気持ちを持って、地域ぐるみで支え

合うことにより、安心が実感できるまちを目指します。 

 ● 高齢者や障害・傷病のある人など社会的に支援が必要な人などが、地域社会の中で安

心して暮らすことができるまちを目指します。 

 ● 市民一人ひとりが地域の安心を守る意識を持ち、地域全体で犯罪や事故を減らし、防

災に取り組むまちを目指します。 

 ● 市民一人ひとりが環境を守る意識を高め、自然を大切にすることで、暮らしにうるお

いが感じられるまちを目指します。 

     

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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１章 未来を拓く次世代が育まれるまち 

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 
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 ● 災害に備えた防災基盤が確立され、市民の安全が守られるまちを目指します。 

 ● 自然と調和した農村環境と都市機能が集積した市街地が形成され、誰もが快適に暮ら

すことができるまちを目指します。 

 ● 交通の利便性が高まり、市民や来訪者が市内外の様々な場所に安全・円滑に移動でき、

多彩な交流が活発に行われるまちを目指します。 

 ● 安全な水の供給など生活に不可欠な機能を安定的に確保するとともに、衛生的な生活

環境が守られるまちを目指します。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ● 地域の発展を支えてきた地場産業や商業が活性化し、幅広い産業が創出されることに

より、就労環境の充実が実現されるまちを目指します。 

 ● 地域の特色を生かした循環型農業や農産物のブランド化などが進み、魅力ある農業が

持続的に行われているまちを目指します。 

 ● 地域資源を生かした観光の振興や多彩な交流が進み、多くの人が訪れる活気とにぎわ

いがあふれるまちを目指します。 

 ● 高齢者や女性などの就労の希望がかなえられ、多様な働き方が実現できるまちを目指

します。 

     

 

 

 

  

 

 

 

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 

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３章 安全で快適な生活基盤が整うまち 

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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 ● 誰もが年齢に関係なくいきいきと暮らし、個々の状況や希望に応じてその人らしい多

様な社会参画を実現していくために、市民が主体的に健康を維持・増進するための取

組を促進し、健康寿命を延伸していくことを目指します。 

 ● 全ての市民が個人として尊重され、社会的に包摂されるとともに、誰もがその人らし

く輝ける社会を実現するため、あらゆる市民が人権を尊重し合うとともに、それぞれ

の多様なあり方を相互に認め合える共生社会を築き上げていくことを目指します。 

 ● 市民一人ひとりが、それぞれの学びにより得られた知識や技能を、様々な活動を通じ

て地域社会に還元していくという“学び”と“活動”の好循環を社会全体に広げ、活力あ

る地域社会を築くことを目指します。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ● 地区まちづくり計画に基づき地域課題の解決に向けて取組を進める地域自治組織（地

縁型コミュニティ）に対して人的支援、財政的支援を行います。 

 ● NPO法人、ボランティア団体など特定課題の解決に取り組む団体（テーマ型コミュニ

ティ）の設立・活動支援を強化し、公共的な活動を担う団体や市内企業などを含めて、

市民と市民とがより広く協働・連携する市民協働を一層進めていきます。 

 ● 地域自治組織を中核として地域自治を推進するとともに、テーマ型コミュニティ、市

内企業等が、それぞれの特性を生かしてより積極的に参画し、協働する地域自治への

展開を推進します。 

     

  

 

 

 

 

 

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 

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５章 生涯活躍・共生社会の実現 

第６章 多様な主体による地域自治の確立 



7 

 

 

 

 ● 戦略的で持続可能な行政経営の推進が求められていることから、次のような基本的な

方針により、行政経営を行います。 

   ◇ 安心できる暮らしを保障する行政本来の役割を担います。 

   ◇ 市民起点の効果的・効率的で持続可能な行政経営を実践します。 

   ◇ 参画と協働による市政を推進します。 

   ◇ 職員の能力が最大限に発揮される行政運営を行います。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ● 人口減少や少子高齢化の進行、地域経済の低迷といった厳しい社会環境の中、新庁

舎・市民交流施設の整備という大きな決断をしました。この未来への投資を起爆剤と

し、地域全体へと波及させていくことで、将来にわたって活力ある地域社会を築いて

いこうとする全庁的な取組である「にしわき未来づくりプロジェクト」を推進します。 

 

 

４．計画の推進 

  基本計画の効果的・効率的な推進に向け、財政運営方針や収支見通しなどを明らかにす

る「財政推計」、総合計画と整合を図りながら推進していく行政計画・指針等を取りまと

めた「分野別計画」、ＰＤＣＡサイクルの推進などを定める「進行管理」について定めて

います。 

  

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 

第８章 未来へのリーディングプロジェクト 
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