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第１章 

総合計画の概要 

 

第１節 総合計画の役割 

 

総合計画は、自治体経営の最上位に位置付けられる計画で、これからの西脇市をどのような

まちにしていくのかという目標や、その目標の実現に向けた方策を示したまちづくりの指針

となるものです。 

航海で船が無事に目的地に到達するためには、航路を示した航海地図や正しい方向を指し示

す羅針盤が必要であるように、まちづくりにおいても目標をしっかりと達成していくために

は、航海地図や羅針盤の役割を果たすものが必要となります。その大切な役割を果たすもの

が総合計画です。 

このように総合計画は、本市のまちづくり、そして経営の基本となる重要な計画であり、長

期的な視点から、まちづくりの基本的な姿勢や方向性を定め、分野別の政策・施策・主要事

業について総合的・体系的に示しています。 

また、本市では、先の総合計画（基本構想・前期基本計画）の策定に当たり、総合計画を行

政活動の指針としての役割のみに限定せず、まちづくりの共通の目標を実現していくため、

市民や事業者など本市で活動する多様な主体のまちづくりへの望ましい関わり方についても

明らかにしています。 

こうしたことを踏まえ、本市の総合計画の性格・基本的な役割については、基本構想・前期

基本計画に定める事項を継承し、次のとおりとします。 

 

【 新しい西脇市の最上位計画 】 

市町合併による本市の誕生に伴い策定するもので、本市の行政運営における最

上位計画に位置付けます。また、まちづくりの分野ごとに策定する行政計画の基

本となるものです。 

 

【 将来像を実現する行政の経営計画 】 

市町合併時に策定した「新市まちづくり計画※1」の内容を踏まえつつ、中・長

期的な展望に立ち、市民と行政の協働により策定された目指すべきまちの姿を実

現するため、本市の経営の基本的な指針となるものです。 

 

【 目標を共有し、協働で進めるまちづくり計画 】 

市民と行政が目標を共有し、それぞれの役割分担の下、協働でまちづくりを進

めていくための道筋や考え方を示したものです。 

 



  いのちいきいき 自然きらきら 共生のまち にしわき 
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※2 選択と集中 

経営戦略のひとつで、複数ある商品や事業部門を絞り込み、集中的に強化することにより、競争力を向上させ、企業全体の
収益を高める戦略。アメリカのゼネラル・エレクトリック社のジャック・ウェルチＣＥＯが積極的に行い、同社の業績を高

めて有名になった。行政においては、公共性の高い施策や事業を選別し、投資することで効果的・効率的な施策や事業を推
進することをいう。 

※3 基本構想の策定義務の撤廃 

改正前の地方自治法第２条第４項では、「市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てその地域におけ

る総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うようにしなければならない。」と規定さ
れていたが、地方分権の推進の観点から市町村の自主性を強化し、自由度の拡大を図るため、平成23（2011）年５月に策定
の義務付けが撤廃された。 

また、計画本来の機能である政策・施策の実施との連動を実現するとともに、刻々と変化

する社会経済環境を踏まえ、厳しさを増す財政状況を見据えた減量経営も必至であることか

ら、従来の計画から重点的な取組と施策を選別した「選択と集中※2」による持続可能な経営

を実現する計画への進化を図ります。 

なお、地方分権推進計画に基づき、平成23（2011）年５月に地方自治法が改正され、市

町村に課されていた基本構想の策定義務は撤廃※3されましたが、平成25（2013）年度施行

の西脇市自治基本条例において総合計画の策定と基本構想の議決を規定していることから、

これまでと同様、この計画が本市の最上位計画であることには変わりありません。 

 

 

 

※1 新市まちづくり計画 

「市町村の合併の特例に関する法律」第５条に規定されていた合併市町村のまちづくりの基本方針や事業などを示した市町

村建設計画をいう。合併特例債など合併に伴う財政措置を活用できる根拠となる計画で、平成16（2004）年11月に西脇市・
黒田庄町合併協議会で策定した。 
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第２節 総合計画の構成と期間 

 

総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「行動計画」の３層で構成しており、それぞ

れの役割と計画期間については、次のとおりです。 

 

【 基本構想 】   

平成19（2007）年度 ～ 平成30（2018）年度 ≪12年間≫ 

長期的な展望に立ち、将来における本市の目指すべき姿を明らかにし、その実現に

向けた政策展開の基本的な方向性を示します。平成19年９月に市議会で議決されて

います。 
 

【 基本計画 】  

 前期：平成19（2007）年度 ～ 平成24（2012）年度 ≪６年間≫ 

  後期：平成25（2013）年度 ～ 平成30（2018）年度 ≪６年間≫ 

基本構想を受け、その実現に向けた政策・施策の展開方針をまちづくりの分野別に

示します。また、計画期間を前期と後期の各６年間に分け、効果的な計画行政を展開

するため、具体的な目標や施策をできるだけ明らかにします。 
 

【 行動計画 】 

  ３か年計画・毎年ローリング※4（見直し） 

基本計画で明らかにしている政策・施策について、財政的な見通しを踏まえ、具体

的な事業や取組内容を体系的にまとめたものです。計画期間については、３か年とし、

毎年度見直しを行い、更新していきます。 

 

 

 

 

 

 

＜ 総合計画の構成 ＞ 

基本構想 

行動計画 

基本計画 

【 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  
【 都市経営の基本的な考え方 】 

 補完性の原則に基づく「協働による地域自治」 

８つのまちづくり分野（基本政策）ごとの 

政策・施策 

政策・施策を達成する事業・取組 

（毎年度別途作成） 

※4 ローリング 

計画の実行→実施事業の分析・評価→計画の修正・実行という循環を繰り返していく方法をいう。元々は「転がる」、「回
転する」の意味を持つ。 
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    ※ 今後「新市まちづくり計画」の計画期間は、５年間（平成32（2020）年度まで）延長 

される可能性があります。 

 

 

 

 

 

平成19年度 

（2007年度） 
平成25年度

（2013年度） 

基本構想（12 年間） 

前期基本計画（前期６年間） 後期基本計画（後期６年間） 

行動計画 （３か年・ローリング） 

平成30年度

（2018年度） 

新市まちづくり計画 

平成27年度 

（2015年度） 

平成17年度 

（2005年度） 

＜ 総合計画の期間 ＞ 
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第２章 

後期基本計画策定の背景 

 

第１節 策定の目的 

 

本市では、平成17（2005）年10月の市町合併による新・西脇市の誕生に伴い、平成19

（2007）年９月に「西脇市総合計画（基本構想・前期基本計画）」を策定しました。 

基本構想では、本市の将来像を『いのちいきいき 自然きらきら 共生のまち にしわ

き』と定め、平成30（2018）年度を計画の目標年次としています。また、基本構想の目標

年次の中間となる平成24（2012）年度を計画期限とする前期基本計画を同時に策定し、将

来像の実現に向けて取り組んできました。 

こうした中、基本構想に掲げた将来像を着実に実現していくためには、市町合併による自

治体の基本的な枠組みの変化や社会経済情勢など、本市を取り巻く環境に柔軟に対応した政

策展開をしていかなければなりません。 

そのため、基本計画については、計画期間を前期と後期の各６年間に分割し、後期基本計

画については、後年度に改めて策定することとしました。このたび、前期基本計画が平成24

（2012）年度で終了することから、平成25（2013）年度から平成30年度までを計画期間

とする後期基本計画を策定するものです。 

前期基本計画の期間中、わが国では社会成長の大前提となる人口が減少に転じました。そ

して、世界でも類をみないスピードで進む少子高齢化、首都圏への一極集中の加速に伴う地

域間格差の顕在化、市場のグローバル化※5の進展と世界経済の先行き懸念の増大、中間層の

崩壊による経済的格差の拡大、危機的な財政状況の継続、さらには東日本大震災という未曾

有の大災害の発生など、社会の閉塞感や喪失感が高まるような事態が次々と起こり、未来へ

の不安感が増幅しています。 

後期基本計画は、このような外部環境の変化を十分認識するとともに、前期基本計画の進

捗状況や成果を踏まえ、引き続き本市の将来像を実現するために必要な取組を示した計画と

して策定します。 

なお、基本構想については、計画期間であり、都市経営※6の基本的な考え方として、人口

減少下における持続可能な都市経営のあり方や、そのことを踏まえた本市行政の使命などを示

しており、内容を変更すべき特別な理由がないことから、現行のとおりとします。 

 

 

 

 

※5 グローバル化 

資本や労働力の国や地域を越えた移動が活発化するとともに、貿易を通じた商品やサービスの取引、海外への投資が増大す

ることにより、世界における経済的な結びつきなどが深まることをいう。 

※6 都市経営 

本市の基本構想にも示している語句で、地域社会の共通の目標を達成するために、市民や行政など地域社会を構成する多様
な主体が連携して行う活動をいう。 
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第２節 社会的背景 

 

後期基本計画の策定に当たって留意すべき社会的背景については、基本構想・前期基本計

画の策定時に示した社会潮流や本市の現況とおおむね変わっていません。 

しかし、目まぐるしく社会経済情勢が変化する時代の中、次のような社会の潮流や環境の

変化を認識することが必要です。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○基本構想・前期基本計画で示した「社会潮流」 

 ① 少子高齢化の進行と全体人口の減少 

 ② 地方分権の進展と行財政改革の推進 

 ③ 情報ネットワーク社会の到来 

 ④ 環境意識の高まりと持続可能な社会の実現に向けた取組の進展 

 ⑤ グローバル化の進展 

 ⑥ 経済の低成長と雇用形態の変化 

 ⑦ 災害に強い安全・安心なまちづくりとくらしの安全確保 

 ⑧ 市民参加型社会への流れ 

○基本構想・前期基本計画で示した「本市の現況」（抜粋） 

 ① 人口・世帯 

   ・自然減・社会減による人口減少と少子高齢化の加速 

   ・市内就業者人口の減少・流出人口の増加による拠点都市機能の低下 

 ② 産業・経済 

   ・一定の商業拠点を形成する一方で、製造業は低迷・低水準 

   ・市内総生産・市民所得は県平均や周辺都市より低い。 

 ③ 土地・社会基盤・市民生活 

   ・平たん地が少なく、市域の約７割が山林 

   ・市民の主な日常行動は市内で完結、一定の都市的生活機能は整備 

 ④ 市民活動 

   ・各種団体等が活動し、市民主体のまちづくりを行政が積極的に支援 

   ・まちづくり活動への市民の参加意識が高い。 

 ⑤ 行財政 

  ・市税・地方交付税※7を中心に歳入が減少傾向 

  ・社会保障関係経費の増大、大型事業の起債償還など歳出が増加傾向 

※7 地方交付税 

全ての都道府県や市町村が、等しくかつ適切な水準で自主的に行政サービスを行うために必要な経費について、国税の一定
割合をその総額として、国が交付する税（交付金）をいう。 地方交付税は、一般財源とされ、その使い道に制限はない。 
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（１）留意すべき社会潮流【世界・全国的な視点から】                  

 ① グローバル経済の進展と世界経済の先行き不透明感の増大 

     ・アメリカの経済モデルを基盤とした世界市場の一体化は1990年代から加速し、世界

経済の高成長をもたらす一方で、資源価格の高騰や実体経済とかけ離れた巨大な金融

市場を作り出しました。こうした中、平成20（2008）年には、サブプライムロー

ン問題※8に端を発したアメリカ発の金融危機により、世界経済は「 100年に一度」

といわれる世界同時不況の様相を呈し、わが国経済も大きな打撃を受けました。 

・さらに平成22（2010）年以降には、ギリシャの財政危機を発端とした欧州債務問

題※9という新たな火種を抱え、世界市場の混乱の影響を受けたわが国では歴史的な円

高と株安に見舞われました。一方、堅調な成長を続ける新興国においても、景気の過

熱による反動が懸念されており、世界的に経済の先行きに対する不確実性が強まって

います。 

・わが国では、アジア太平洋地域の国々との間で関税や非関税障壁を撤廃し、経済の自

由化を目的とした多角的な経済連携に向け、ＴＰＰ※10の加盟交渉への参加が検討さ

れています。また、持続的な経済成長を創出することを目的に、自由貿易協定や経済

連携協定による東アジア地域の経済統合に向けた構想も提唱されています。 
 

 ② 資源・エネルギー・環境問題の深刻化 

・世界経済の発展に伴い、資源・エネルギー・食料・水などの需要が急拡大しており、

価格が高騰しています。今後も途上国の人口増加や経済発展に伴う需要の拡大が見込

まれていますが、資源ナショナリズム※11の高揚もみられ、資源確保に向けた行動は

世界的に強まることが予想されます。 

・資源小国であるわが国は、その多くを輸入に依存していますが、近年、新興国が購買

力を強めており、高まる地政学的リスク※12も踏まえ、安定的な供給体制を確保する

ことが急務となっています。 

・電力の安定供給を確保するため、わが国では原子力の利用を積極的に推進してきまし

たが、平成23（2011）年３月に発生した東日本大震災による福島第一原子力発電

所の事故を受け、これまでのエネルギー政策の見直し・再構築を迫られています。 

・従来認識されていた地球温暖化や気候変動など温室効果ガスを原因とする環境問題は

ますます深刻化しており、世界的に取り組むべき重要な課題として国際的な議論が活

発に行われています。しかし、環境規制をめぐる先進国と新興国・途上国との利害の

対立が大きく、環境負荷の軽減に向けた国際目標の合意には至っていません。  
 

③ 社会の安全性・安心感の低下 

・地震や風水害などの自然災害が世界的に増大しています。アジアは世界の中でも自然

災害が多い地域ですが、その中でも、わが国は世界有数の地震火山国であり、梅雨や

台風の襲来などによる大雨も多いことから、自然災害に対して脆弱な国土・自然条件

となっています。 

・近年、全国各地で様々な自然災害が発生しており、発生件数の増加や被害が甚大化す

る傾向が見受けられます。特に平成23年３月に発生した東日本大震災は、地震・津

波による被害だけでなく、原発事故による放射性物質の拡散事故が発生し、未曾有の
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被害を与えました。こうした予想をはるかに超える巨大な災害の発生は、社会や日常

生活への不安感を高める要因ともなっています。 

・社会の閉塞感や先行きへの不透明感が広がる中、産地偽装や賞味期限の改ざんなど食

の安全を揺るがす事件や、世界的に大流行した新型インフルエンザ、さらにはわが国

固有の領土をめぐる周辺国との摩擦の激化など、国民の不安を高める事象が数多く発

生しています。 

・世界的に政府への信頼度が低下する傾向にありますが、わが国においても、相次ぐ政

権交代による政治の混乱や年金記録問題などにより、政治・行政に対する信頼が著し

く低下しています。 
 

④ 社会的なつながりの希薄化 

・人口増加と経済発展を背景とした右肩上がりの成長が転換期を迎えたわが国では、将

来に対する不安が急速に広がっています。雇用と家族や地域社会を基軸とした成長期

の生活保障が揺らぎ、多くの国民が安定した所得と帰属意識を持つことができた社会

構造は急速に変化しつつあります。 

・経済のグローバル化に伴う企業の雇用形態の流動化、家族や地域社会に対する価値観

の変化や多様化は、従来これらが果たしてきた社会的セーフティネット※13としての

機能低下をもたらし、将来への希望を持てない若年層や「無縁社会※14」という言葉

に象徴される社会から孤立した人々の増加をもたらしています。 

・社会全体で人間関係の希薄化が進行する中、日常生活における不安や不公平感が増大

しており、社会の寛容性も低下しています。実生活での不満などを背景にした過度の

責任帰属を求める傾向や、他者に対する行き過ぎた不寛容性は、多様性から生まれる

活力を低下させるとともに、互助精神や共生意識の欠如を助長し、排他性・独善性の

強い社会の形成につながり、社会を機能不全に陥らせる可能性があります。 
 

 ⑤ 日本の国際的地位・競争力の低下 

・第二次世界大戦後、わが国は輸出加工貿易を中心に成長し、1980年代にはＧＤＰ換

算で世界第２位の経済大国となりました。しかし、その後はグローバル社会の進展に

よる国際競争の激化や新興国の成長、人口減少による国内市場の縮小などに伴い、経

済成長率は伸び悩んでおり、世界の中での経済的な地位は低下し、国際競争力も低迷

しています。 

・平成23年には、貿易収支が31年ぶりに赤字に転落し、戦後のわが国の発展を支えて

きた輸出主導の経済成長モデルが岐路に立たされています。貿易収支の赤字拡大など

に伴い、今後経常収支が悪化すると、長期金利や為替レートなどに多大な影響を及ぼ

すことが懸念されます。 

・世界のビジネスモデルが目まぐるしく変化する中、製造業においては世界市場への対

応の遅れや海外企業との激しい生産コスト競争により、わが国の世界シェアは急速に

縮小しています。また、欧州債務問題の深刻化や世界的な通貨安政策などの影響を受

けて円高基調が継続していることから、企業の生産拠点の海外移転が進み、国内の空

洞化が加速するおそれがあります。 

・事業コストが高く、海外からの人材の流入も非常に少ないことから、わが国の産業立

地競争力は低下しており、アジアの中核拠点としての機能の低下もみられます。 
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⑥ 首都圏への一極集中の加速 

・世界的に都市の膨張が進む中、わが国でも東京を中心とする首都圏への一極集中が一

層顕著になっています。既にわが国の総人口は減少に転じていますが、首都圏への人

口流入は依然として続いており、当面の間はこの傾向が継続すると見込まれています。 

・従来わが国の政治・経済・文化などの中枢機能は東京に集積していましたが、経済の

グローバル化やサービス化※15の進展に伴い、ますますこうした集中傾向が強まって

います。そのため、首都圏とそれ以外の地域との格差が一層拡大し、地域の空洞化や

活力の低下が加速することが懸念されます。 
 

  ⑦ 危機的な財政状況と地方自治体の基本的な枠組みの変化 

・わが国の公的債務残高は年々増加の一途をたどっており、平成23年度末には約 670

兆円となっています。また、地方自治体を合わせた公的債務残高は 1,000兆円を超

え、ＧＤＰ比で 200％を突破しており、主要先進国では最悪の水準にあります。 

・景気の低迷により税収が伸び悩む一方、高齢者人口の増加による社会保障費の増大が

見込まれていますが、近年は借金が税収を上回る予算編成となっており、国の財政は

危機的な状況が続いています。今後わが国の財政の持続可能性に対する懸念が高まり、

長期金利が上昇すれば、歳出が大幅増加する事態となり、国民生活にも大きな影響を

与えることが予想されます。そのため、「社会保障と税の一体改革※16」に取り組み、

財政の健全化と社会保障の機能強化の双方を実現していくことが求められます。 

・「平成の大合併※17」は終了しましたが、この間地方を中心に市町村合併は相当程度

進み、市町村数はほぼ半減しました。今後は住民意思に基づく地方行政をより一層効

果的に展開していくため、大阪都構想※18をはじめ、道州制や大都市制度など地方自

治の政府形態の多様化や大胆な制度的変化が進むことも予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※8 サブプライムローン問題 

アメリカの低所得・低信用者向け住宅ローンで、通常の住宅ローンより審査基準が甘く、貸付利率が高い。好景気で住宅価
格が上昇したことから利用者が急増したが、住宅バブルの崩壊で返済延滞者が多くなり、資金繰りが悪化したローン会社の

信用不安が発生した。また、証券化され、金融商品として販売されていたため、投資していた金融機関が損失を受け、世界
的な株価の暴落を招いた。この影響で米国を代表する投資銀行のリーマン・ブラザーズが巨額の損失を抱えて破綻した。 
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※9 欧州債務問題 

平成21（2009）年のギリシャの政権交代に伴い、国家財政の粉飾決算が露見したことを発端とした経済危機の連鎖。ギリ

シャの財政破綻による債務不履行が懸念され、同国の国債が暴落し、ユーロの為替相場や世界各国の株価が下落した。ユー
ロ圏ではスペイン・ポルトガルなど多くの国でも大幅な財政赤字に苦しんでいることから、ギリシャの危機が欧州各国にも
波及して国際的な金融危機に発展することが懸念されている。 

※10 ＴＰＰ 

「環太平洋戦略的経済連携協定」の英語の頭文字をとったもの。環太平洋諸国での経済の自由化を目的とした多角的な経済
連携協定（ＥＰＡ）で、原協定はシンガポール・ブルネイ・チリ・ニュージーランドの４か国間で調印・発効している。そ

の後、アメリカやオーストラリアなどが加盟交渉国として参加し、平成24（2012）年内の最終妥結を目指している。加盟国
間では、鉱工業品や農産物などの関税は、ほぼ例外なく撤廃されるほか、外国企業や外国人労働者の受入れに関する規制が
なくなる。市場が拡大し、モノやサービスの取引の自由度が高まる一方、競争力の弱い国内産業に大きな影響を与える。 

※12 地政学的リスク  

特定の地域が抱える政治的・軍事的な緊張の高まりが、地理的な位置関係により、特定の地域や世界経済全体の先行きを不
透明にする危険因子をいう。リスクが高まれば、資源価格や商品市況の高騰、為替通貨の乱高下などを招き、企業活動や消

費者心理に悪い影響を与える可能性がある。 

※13 セーフティネット 

元々は、サーカスでの空中ブランコや綱渡りのとき、落下に備えて張られている網のことをいい、演技者はこれが設置され
ていることから、失敗をおそれず演技することができる。この意味が転じ、不測の事態などに陥ったとき、安全・安心に生

活できるよう、国や自治体、個人が備えている様々な対策をいう。 

※14 無縁社会 

ＮＨＫ制作の番組で用いられた造語で、地域・会社など社会での人間関係や家族意識が薄れ、孤立する人が増えている社会

を指す。少子高齢化や価値観の多様化など社会構造の変化を背景に、世代を問わず社会から孤立する人が急増しており、わ
が国に限らず、先進国共通の社会問題となっている。 

※15 経済のサービス化 

経済社会の発展に伴い、製造業の割合が低下して、情報や知識・サービスなどソフト的な要素を持つ産業が経済構造に占め
る比重を増していること。社会が高度化・多様化していく中、より豊かな生活やより高度な産業を形成するために、サービ
ス業が活用されていることが背景として考えられる。 

※17 平成の大合併 

地方分権の推進への対応や行財政基盤の強化などを目的に、平成11（1999）年から国の主導で行われた市町村合併。市町村

合併特例法が期限切れとなる平成22年（2010）３月末に終了し、この期間に全国の市町村数は 3,232から 1,728とほぼ半減
した。 

※18 大阪都構想 

東京府・東京市を統合して東京都としたように、大阪府と大阪市など周辺市を廃止し、新たに大阪都を設置しようとする構
想。府と市の二重行政の解消を目的に、大阪府知事でもあった橋下徹大阪市長と地域政党・大阪維新の会が中心となって実
現を目指しており、平成24（2012）年８月にそれを可能とする大都市地域特別区域設置法が成立した。 

※16 社会保障と税の一体改革 

少子高齢化の進行等により社会保障に係る経費が増大する中、国民生活の安心を確保するため、社会保障制度を根本的に改
革するとともに、社会保障に必要な財源の安定確保に向け、消費税率の引き上げを含む税制抜本改革を示した基本方針をい

う。平成23（2011）年７月に閣議報告された。 

※11 資源ナショナリズム  

自国に存在する資源を自国で管理・開発しようという動き。資源保有国自身が所有権を強く意識する考えが、民族・国土を
重視するナショナリズムに例えられている。1960年代以降、植民地独立の動きの中で高まり、国連の宣言や憲章でも言及さ
れ、石油危機とともに高まりを見せた。その後商品先物市場の形成により低迷していたが、世界経済の発展による天然資源

の需要拡大に伴い、再び高まりを見せている。 
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（２）本市として留意すべき社会経済情勢【西脇市独自に踏まえるべき情勢】        

 ① 市町合併・定住自立圏形成による新たな都市経営の構築 

・「平成の大合併」において合併を選択し、自治体の基本的な枠組みが変化した本市で

は、行政だけでなく、地域社会や地域経済を含めた社会システムが変化しており、従

来の延長線上でない自治体経営・まちづくりを推進していくことが必要です。 

・合併に伴うまちづくりのため、本市に適用されている地方交付税の合併算定替※19や

合併特例債※20の発行などの特例的な財政措置が、後期基本計画の期間中に段階的に

縮小・終了となります。 

・「平成の大合併」終了後、本市では定住自立圏構想※21に基づき、平成22（2010）

年10月に多可町とともに「北はりま定住自立圏」を形成し、自治体の枠組みを越え

て必要な生活機能を確保するための広域連携を推進しています。 

 ② 加速する人口減少と少子高齢化 

・わが国では、中長期的な人口減少は不可避な状況にあります。本市では過去約30年

間にわたり、ほぼ横ばいで推移してきた人口が、平成７（1995）年以降顕著な減少

傾向を示しており、今後もこの傾向が続いていくことが見込まれます。 

・本市では、平成16（2004）年以降、出生数から死亡数を差し引いた自然増減が減

少に転じており、その減少数は年々拡大しています。また、地域企業の活力低下や大

学等への進学などにより、本市を離れる人も多く、転入者数から転出者数を差し引い

た社会増減も減少となっています。 

・全国的に少子高齢化が進む中、本市は全国や兵庫県の平均を上回る水準の高齢化率と

なっています。本市の総人口が減少する中、今後は高齢者人口の実数・割合ともに増

加していくことが予測されており、社会保障費の増加が見込まれる一方で、元気高齢

者を中心に地域社会で活動する人材の増加も見込まれます。 
 

③ 歳入の減少と経営資源の制約 

・本市では合併を選択し、自治体経営の基盤強化と効率化を図っていますが、回復の兆

しが見えない地域経済や進行する少子高齢化の影響により、市税収入が減少する一方、

社会保障費が増加しています。 

・市税とともに重要な財源である地方交付税については、平成32（2020）年度の合

併算定替の終了に伴い大幅な減額が見込まれ、本市の財政状況はさらに厳しさを増す

ことが予想されます。 

・地方の税収減少により、全国的に地方交付税の需要額の増加が予測されますが、原資

となる国税収入が落ち込んでおり、今後の交付水準も不透明なことから、地方交付税

への依存割合が高まる本市の財政状況に与える影響を十分に織り込むことが必要です。 

・税収の減少に加え、職員数の削減などにより、本市の経営資源は縮小傾向にあります。

一方で、社会構造の変動やライフスタイルの変化に伴い、公共サービスへの需要は増

大しており、さらに成長期に整備してきた市民生活を支える社会資本※22の維持管理

や更新経費の増大も見込まれることから、歳出の増加は避けられず、今後の経営資源

の配分に一層の制約が生じることが予想されます。 
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④ 市内総生産と市民所得の低迷 

・本市は、平たん地が少ない地形で、製造業の立地環境が不利であることに加え、国際

競争力の低い繊維産業が地場産業であることから、近隣都市と比較して製造業の総生

産額が少なくなっています。また、農業や商業を含めた市内総生産額も低迷していま

す。 

・人口構造の変化や立地企業の利益の低迷、雇用環境の悪化などにより、総生産額と同

様に市民所得も低迷しています。また、生産年齢人口を中心とした人口減少により、

労働力や消費活動が縮小していることから、今後本市の経済規模がさらに縮小するこ

とが予想されます。 
 

 ⑤ 自治基本条例の制定 

・本市では、地方分権の進展を踏まえ、自治の方向性を明確にするとともに、市民活動

の高まりがみられる中、多様な主体が担う地域自治を効果的に推進するため、自治基

本条例の制定に取り組んできました。この条例は、自治の基本理念や市民・議会・行

政の役割と責務を明らかにするなど、本市の自治のあり方や自治体運営の基本原則を

示しており、地域自治の指針となるものです。 

・今後は、自治基本条例の内容を十分に踏まえた自治体運営を推進していくことが求め

られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※20 合併特例債 

平成17年度に失効した合併特例法による財政措置で、市町村建設計画に基づき実施する合併市町村のまちづくり事業に対し
て認められる地方債（借入金）。事業費の95％に充当することができ、返済金の70％を国が後年度に普通地方交付税で措置
する。 

※21 定住自立圏構想 

地方から大都市圏への人口流出を抑制するため総務省が推進する施策。平成20（2008）年に「定住自立圏構想推進要綱」を
制定し、人口４万人以上で昼間人口が夜間人口より多い都市が「中心市」となり、生活・経済面で関係の深い「周辺市町
村」と協定を締結して定住自立圏を形成する。協定締結後、中心市が「定住自立圏共生ビジョン」を制定し、圏域全体で活

性化や定住に必要な生活機能の確保に取り組む。 

※22 社会資本 

道路・港湾・上下水道・公園・公営住宅・病院・学校など産業や生活の基盤となる公共施設のこと。社会共通資本ともいう。 

※19 合併算定替 

全ての自治体が等しくかつ適切な水準で自主的な行政サービスを行うため、必要な経費として国が交付する普通地方交付税
は、合併が行われた場合、スケールメリットにより経費の節減が可能となるので、一般的に交付税額は減少する。しかし、
合併による経費節減は、合併直後にできるものばかりでないため、合併後一定期間は合併前の市町村が存在するものとみな

して計算した交付税額の合算額を下回らないように交付税額を交付する制度をいう。平成17（2005）年度に失効した合併特
例法では、合併年度とこれに続く10年度をこの期間とし、以後５年度は本来の交付税額まで段階的に縮減していく。 
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   第３節 市の現況  

 

基本構想・前期基本計画の策定時に本市の現況を示していますが、次の３つの事項につい

て、現況と動向を改めて認識するものとします。 

 

（１）人口・世帯                                   

 ① 総人口は減少傾向が継続 

・総人口は、近年30年の推移では、平成７（1995）年までは増減を繰り返しながら

ほぼ横ばいで推移していましたが、それ以降は減少傾向が顕著になっています。 

・平成22（2010）年における人口は42,802人となっています。基本構想における

推計値である41,788人を 1,000人あまり上回っていますが、平成17（2005）年

の新市発足時から 1,151人（ 2.6％）減少しており、年平均で約 230人が減って

います。 

・新市発足以降、いずれの年度においても自然増減・社会増減ともに減少となっていま

す。また、少子高齢化の影響で、出生数の減少と死亡者の増加に伴い、年度ごとに自

然増減の減少数が大きくなってきています。 

・社会増減では、平成17年から平成22年までの間で 1,075人の転出超過となってお

り、平均で毎年約 200人が減少しています。この期間の転出超過市町村の上位は、

神戸市（ 197人）・小野市（ 118人）・加東市（79人）となっており、北播磨地

域の南部や阪神都市部など県内他都市への転出が多くなっています。 

・平成22年の昼間人口は、43,042人となっており、常住人口を 240人とわずかに上

回っています。通勤・通学圏の拡大により、自治体の枠を越えた流入・流出人口は

年々増加傾向にありますが、本市への流入人口の超過数は縮減傾向にあります。 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 一層進行する少子高齢化 

・５歳階級別の人口では、本市の従来の人口構成がそのまま年次移行しており、男女と

も団塊の世代※23である60～64歳がもっとも多く、次いでその前後の年齢層や団塊

ジュニアの世代が多くなっています。 

 

資料：国勢調査 

(人) 【 人口の推移 】 

42,802
43,953

45,718
46,220

46,889
46,380 46,339

35,000

37,500

40,000

42,500

45,000

47,500

50,000

Ｓ55
（1980）

Ｓ60
（1985）

Ｈ2
（1990）

Ｈ7
（1995）

Ｈ12
（2000）

Ｈ17
（2005）

Ｈ22
（2010）
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・大学等の進学や就職の時期に当たる20～24歳の若年層が極端に少なくなっています。 

・年齢３区分人口は、平成７年に高齢者人口（65歳以上）が年少人口（０歳～14歳）

を逆転して以降、少子高齢化が顕著となり、平成22年の高齢化率は27.4％となって

います。また、生産年齢人口（15～64歳）も減少しており、平成22年には60％を

下回っています。これは基本構想の策定時に推計した平成22年度の年齢３区分人口

比率とほぼ同じとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 ５歳階級別人口分布（平成22年） 】 

  　0～4歳

　　5～9歳

　10～14歳

　15～19歳

　20～24歳

　25～29歳

　30～34歳

　35～39歳

　40～44歳

　45～49歳

　50～54歳

　55～59歳

　60～64歳

　65～69歳

　70～74歳

　75～79歳

　80～84歳

　85歳以上

2,000     1,000          0  （人）  0          1,000        2,000 

（男性）                                 （女性） 

資料：国勢調査 

【 年齢３区分人口の推移 】 

18.5%

16.7%

15.8%

14.0%

15.0%

24.0%

21.8%

58.6%

66.9%

65.8%

63.6%

66.0%

65.3%

61.1%

17.5%

23.9%

20.6%

12.2%

14.6%

10.7%

27.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｓ55
(1980)

Ｓ60
(1985)

Ｈ2
(1990)

Ｈ7
(1995)

Ｈ12
(2000)

Ｈ17
(2005)

Ｈ22
(2010)

年少人口 生産年齢人口 高齢者人口
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③ 世帯数は増加、世帯人員は減少 

・人口は減少傾向にありますが、世帯数はライフスタイルの変化や世帯分離などに伴い

年々増加しており、平成22年には14,989世帯となっています。また、１世帯当た

りの世帯人員は減少しており、平成22年には2.86人となり、はじめて３人を下回り

ました。 

・世帯の家族形態では、夫婦のみあるいは夫婦（親）とその子どもから構成される核家

族世帯が56.5％を占めています。また、世帯員が１人の単独世帯は22.6％、３世代

同居などの核家族以外の世帯は20.3％となっています。 

・高齢者１人のみの世帯は、単独世帯の42.4％を占めており、全世帯の中でも 9.6％

を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 地区別人口では野村地区が増加・中心市街地で大幅に減少 

・市内の８地区の地区別人口は、近年30年の推移をみてみると、野村地区以外の７地

区ではいずれも減少しています。 

・野村地区では一貫して増加する一方、西脇地区・重春地区では年々減少しており、特

に中心市街地を形成する西脇地区での減少率が激しくなっています。 

【 世帯の家族形態の構成（平成22年） 】 

核家族世帯
56.5%

単独世帯
22.6%

核家族以外
の世帯
20.3%

その他世帯
0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

資料：国勢調査 

(人) (人) 

13,880

13,007
12,320

12,698

14,67314,657
14,989

3 .00
3 .12

3 .34

3 .55
3 .69

3 .76

2 .86

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

Ｓ55
（1980）

Ｓ60
（1985）

Ｈ2
（1990）

Ｈ7
（1995）

Ｈ12
（2000）

Ｈ17
（2005）

Ｈ22
（2010）

2.50

3.00

3.50

4.00

世帯数

１世帯当たりの人員

【 世帯数・世帯人員の推移 】 
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56.1%

4.4% 3.4% 2.5% 2.1% 2.0% 2.4%

36.6%39.9%43.1%45.7%48.6%49.9%50.2%

56.3%
54.2%

52.0%48.8%46.6%45.4%

1.9%
0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Ｓ55
(1980)

Ｓ60
(1985)

Ｈ2
(1990)

Ｈ7
(1995)

Ｈ12
(2000)

Ｈ17
(2005)

Ｈ22
(2010)

（人）

第１次産業 第２次産業 第３次産業 分類不能

 

 

  
Ｓ55 

（1980） 

Ｓ60 

（1985） 

Ｈ2 

（1990） 

Ｈ7 

（1995） 

Ｈ12 

（2000） 

Ｈ17 

（2005） 

Ｈ22 

（2010） 

増加率 

Ｓ55→Ｈ22 

西脇地区 6,291 5,703 5,293 5,041 4,659 4,353 4,005 ▲36.3％ 

津万地区 5,962 5,891 5,689 5,680 5,706 5,389 5,133 ▲13.9％ 

日野地区 7,852 8,089 8,007 7,889 7,739 7,338 6,931 ▲11.7％ 

野村地区 4,186 4,773 4,946 5,488 5,800 6,236 6,920 165.3％ 

重春地区 6,948 6,856 6,562 6,446 6,402 5,940 5,898 ▲15.1％ 

比延地区 4,496 4,767 5,006 4,946 4,753 4,602 4,318 ▲4.0％ 

芳田地区 2,568 2,691 2,727 2,767 2,709 2,410 2,230 ▲13.2％ 

黒田庄地区 8,077 8,119 7,990 8,082 7,950 7,685 7,367 ▲8.8％ 

 

 

 

 

 

（２）産業・経済                                  

① 就業人口は減少傾向・第３次産業の就業者割合が増加 

・産業別就業人口は、総人口の減少と少子高齢化の進行に伴う生産年齢人口の減少によ

り、平成７（1995）年以降は減少傾向にあります。 

・本市は播州織の産地として繁栄したことから、従来第２次産業への就業者割合が高い

傾向がみられ、兵庫県平均（24.7％）の就業者割合を上回っています。しかし、近

年は全国的な傾向と同様に、第３次産業の就業者割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 地区別人口の推移 】 

資料：国勢調査 

【 産業別就業人口の推移 】 

○第１次産業 … 農業、林業、漁業 

○第２次産業 … 鉱業、建設業、製造業 

○第３次産業 … 電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業、卸売・小売業、飲食店、 

        金融・保険業、不動産業、サービス業、公務（他に分類されないもの） 

23,148 
23,903 24,058 24,138 

22,884 
21,616 

20,499 

資料：国勢調査 

※23 団塊の世代 

第２次世界大戦直後の1947年から1949年（1951年又は1956年まで含む場合もある。）までにかけての第１次ベビーブームで
生まれた最も人口規模が大きい世代。作家の堺屋太一氏が1976年に発表した小説「団塊の世代」によって登場した言葉 
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170 ,277

187 ,205

149 ,990150 ,468

160 ,049

145 ,886

6 ,690
7 ,113

6 ,646

7 ,745

6 ,820

5 ,759

100,000

120,000
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（2000）

Ｈ17
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Ｈ１9
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Ｈ21
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5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

総生産 １人当たり生産額

3 ,741
3 ,845

3 ,599

3 ,248
3 ,083

2 ,920 2 ,872

22 ,187

21 ,542

21 ,722

21 ,543
21 ,453

21 ,158

21 ,983

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Ｓ56
(1981)

Ｓ61
(1986)

Ｈ3
(1991)

Ｈ8
(1996)

Ｈ13
(2001)

Ｈ18
(2006)

Ｈ21
(2009)

20,000

21,000

22,000

23,000

事業所数 従業者数

② 事業所数は減少傾向・従業者数は横ばい 

・事業所数は、減少傾向にあり、平成21（2009）年には、昭和56（1981）年の約

４分の３になっています。 

・事業所数が減少する中、従業者数は、増減を繰り返していますが、ほぼ横ばいで推移

していることから、小規模な事業所が減少していることがうかがえます。 

・産業分類別の推移では、製造業や卸売・小売業の事業所数と従業者数が減少する一方

で、サービス業の割合が増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 総生産額・所得は減少、横ばいで推移 

・総生産額は、平成12（2000）年度をピークに減少し、その後は横ばい傾向にあり

ます。また、就業者１人当たりの総生産額と人口１人当たりの所得は、兵庫県や北播

磨地域の平均よりも低くなっています。 

・本市には大規模な工業団地がないことから、製造額出荷額が北播磨地域の他の都市よ

り少なく、総生産額の構成比も３割程度となっています。また、年間商品販売額も下

落傾向にあり、商業機能の拠点性が低下していることがうかがえます。 

 

【 事業所数・従業者数の推移 】 
（人） （事業所） 

資料：事業所統計 

【 市内総生産額の推移 】 
（千円） （百万円） 

資料：県市町民経済計算 
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（３）行財政                                    

① 歳入・歳出は新市発足後から増大傾向 

・普通会計※24決算ベースでの歳入・歳出では、合併直後は旧市町時代と比較して総額

は減少しましたが、その後は増大傾向にあります。 

・歳入では、少子高齢化や長引く景気の低迷などにより、市税収入が大幅に減少する一

方、地方交付税が増加しています。平成22（2011）年度には、新市発足後初めて

地方交付税額が市税収入を上回りました。 

・歳出では、職員の減少により人件費が大幅に減少する一方、少子高齢化に伴い福祉

サービスなどの社会保障費が増大しており、財政構造の硬直化が進んでいます。また、

「新市まちづくり計画」に基づく事業の実施に伴い、公共施設や学校施設、道路の整

備などに充てる投資的経費が増大傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,9225,7336,021 5,169

5,6304,6624,5414,856

7,0916,587
8,6298,439
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Ｈ22
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市税 地方交付税 その他

【 歳入の内訳（普通会計） 】 
（百万円） 

19,316 
17,675 

19,428 

 16,861 

 

1 ,581

1 ,956

2 ,6412 ,8143 ,427 2 ,553

2 ,7482 ,0261 ,838

1 ,6311 ,9281 ,810

4 ,993
3 ,5442 ,543 2 ,931

1 ,458

1 ,866

860
2 ,544

4 ,999

5 ,754 5 ,8646 ,688

0
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10,000

15,000

20,000

Ｈ13
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Ｈ18
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Ｈ20
（2008）

Ｈ22
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人件費 扶助費 公債費 補助費等 投資的経費 その他

18,790 18,739 

16,007 
17,461 

【 歳出の内訳（普通会計） 】 
（百万円） 

※Ｈ13は旧市町の決算

額の合算 

 

資料：財政課資料 
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14,87915,27214,536
15,569

5,673
4,3944,813

5,596

0

5,000

10,000

15,000

20,000

Ｈ13
（2001）

Ｈ18
（2006）

Ｈ20
（2008）

Ｈ22
（2010）

市債残高 基金残高

674662

727
763

671

500

550

600

650

700

750

800

Ｈ13

（2001）

Ｈ18

（2006）

Ｈ20

（2008）

Ｈ22

（2010）

Ｈ24

（2012）

② 市債残高は横ばい・基金残高は増加 

・借金に当たる市債残高（普通会計）は、増減を繰り返していますが、新市発足後はほ

ぼ横ばいで推移しています。また、病院や下水道事業などの公営企業会計を含めた市

債残高は、平成22年度末で約 580億円となっています。 

・貯金に当たる基金残高（普通会計）は、新市発足後は病院整備などに伴う基金の取崩

しにより減少しましたが、その後は財政調整基金や合併特例債を活用した地域振興基

金の積立てなどにより増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 職員数は大幅に減少 

・職員数は、行財政改革の一環として合併前から削減に努めていましたが、新市発足後

も引き続き削減に取り組み、大幅に減少しています。 

・病院事業を実施しているため、人口規模が類似した都市と比較して全体の職員数は多

くなっていますが、普通会計部門の職員は、平成24（2012）年度で 237人となっ

ており、平成17（2005）年10月の新市発足時の 337人から30％減少しています。 

 

 

 

 

 

【 市債残高・基金残高の推移（普通会計） 】 
（百万円） 

※Ｈ13は旧市町の 

決算額の合算 

 

資料：財政課資料 

※Ｈ13は旧市町の 

職員数の合計 

 

資料：財政課資料 

【 職員数の推移 】 （ 人

） 

※24 普通会計 

自治体間の財政比較や統一的な掌握ができるようにするため、地方財政統計上統一的に用いられる会計区分で、企業会計や
国民健康保険など特定の目的で設置された会計を除いた会計のことをいう。 
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第４節 市民意向  

 

（１）調査の概要                                  

後期基本計画の策定に当たり、平成24（2012）年10月に市民 3,000人を対象に市

民意向調査を実施しました。 

この調査は、市民の生活実感や本市の政策に対する満足度などの市民意識を把握し、

市民意向を反映した計画を策定するための基礎データとして活用することを目的とした

ものです。 

調査の概要については、次のとおりです。 

   

 

 

 

 

 

 

 

（２）調査の結果                                  

① 市の政策や日常生活（「まちづくり指標」）について 

  ・本市で生活する中での実感や活動状況について聞いており、後期基本計画の政策・

施策の展開による成果を評価するために設定した「まちづくり指標」の現状値とし

て掲載しています。 

  ・「まちづくり指標」については、後期基本計画期間中に調査を継続的に行い、政

策・施策の成果を把握していくこととしています。 
 

   【 まちづくり指標の事例 】 

 

 

分類 指 標 名 現状値 
平成30年度に 

おける方向性 

政策 
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 

□□％ 
 

 

② 本市での生活の豊かさについて 

  ・本市での生活の「豊かさ」について聞いています。「豊かである」と感じている人

が 5.8％、「やや豊かである」と感じている人が33.0％となっており、あわせて

38.8％の人が今の生活は、おおむね豊かであると感じています。 

  ・一方で、「あまり豊かでない」と感じている人が33.8％、「豊かではない」と感じ

ている人が12.3％となっており、あわせて46.1％が今の生活は、どちらかというと

豊かでないと感じています。 

○ 調査期間  平成24年10月４日～18日（15日間） 

○ 対 象 者  平成９年４月１日以前に誕生（高校１年生相当年齢以上） 

した市民 3,000人 

        ※住民基本台帳から世帯の重複を避けた上で無作為抽出 

○ 調査方法  郵送による無記名自記式の調査票の送付・回収 

○ 回収結果  回数数 1,422票（回収率：47.4％） 

市民アンケート 
での質問内容 

市民アンケート 
での回答結果 

政策・施策の展開によ 
り、市が目指す方向性 
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  ・「豊かである」と感じる理由としては、「買物・通院など日常生活に便利」が

39.4％ともっとも多く、次いで「水・緑などの自然環境に恵まれている」が22.7％、

「安定した収入が得られる」が15.1％となっています。 

  ・「豊かでない」と感じる理由としては、「安定した収入が得られない」が41.5％と

もっとも多くなっており、次いで「買物・通院など日常生活に不便」が16.6％、

「生活基盤の整備が遅れており、住環境がよくない」が13.7％となっています。 

  ・全体的には「豊かでない」と感じている人が多くなっていますが、平成18（2006） 

年の基本構想・前期基本計画策定時の市民意向調査でも同じ質問をしており、当時と

比較して、豊かであると感じる人が 9.0％増加し、「豊かではない」と感じている

人が10.4％減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 総合計画の認知度について 

  ・総合計画の認知度について聞いたところ、 

   「聞いたことがない・知らない」が41.7 

   ％ともっとも多い回答となっています 

・一方、「計画の目的・内容を知っている」 

   と「名前は聞いたことがあるが、内容は 

   あまり知らない」をあわせると、40.9％ 

   となっています。 

 9.7%

5.4%

33.8%

 33.0%
 12.3%

 5.8%
豊かである 

やや 

豊かである 

あまり 

豊かでない 

豊かでない 

わからない 

無回答 

【 今の西脇市での生活実感について 】 

15.1%

22.7%

39.4%買物・通院など日常生活に便利だから 

水・緑などの自然環境に恵まれているから 

安定した収入が得られるから 

豊かである 

と感じる理由 
（上位３項目） 

41.5%

16.6%

13.7%

安定した収入が得られないから 

買物・通院など日常生活に不便だから 

生活基盤の整備が遅れており、 

住環境がよくないから 

豊かでない 

と感じる理由 
（上位３項目） 

36.1%

41.7%

16.7%

4.8%

0.7%

計画の目的・内容 

を知っている 

名前を聞いた 

ことがある 

聞いたことが 

ない・知らない 

その他 無回答 
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第３章 

後期基本計画の基本的な考え方 

 

第１節 計画の目標 

 

（１）計画策定の視点                                

後期基本計画の策定に当たっては、前期基本計画を継承し、次の３つの視点を取り入

れた構成・内容とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）長期的な展望から見た計画の位置付け                      

まちづくりは、地域社会をより暮らしやすい環境にしていくため、市民や行政など多

様な主体が連携して取り組む活動であり、世代を越えて続いていくものです。 

現行の総合計画（基本構想）は、平成30（2018）年度までを計画期間としています

が、持続可能で豊かな地域社会を実現していくことは、計画期間にとらわれないまちづ

くりの永遠のテーマといえます。 

こうした超長期的な視点からみると、現行の基本構想の期間は、合併により自治体の

基本的な枠組みが変化した直後であり、行政の経営環境が大幅に変化していく時期に当

たります。そのため、豊かな地域社会の創造に向けて、新・西脇市としての新たな都市

経営の基盤を構築し、定着・育成を図っていく時期に位置付けています。 

また、このうち前期基本計画の期間は、都市経営の基盤の構築・定着を図る時期とし

て位置付け、その推進に取り組んできたところです。 

後期基本計画の期間は、こうした経営基盤を確固たるものとして確立し、さらに育成

していく時期として位置付けています。 

 

（３）将来像の実現                                 

後期基本計画の目標は、前期基本計画に引き続き、本市の将来像『いのちいきいき 

自然きらきら 共生のまち にしわき』を実現することです。 

本市の将来像は、平成19（2007）年に策定した基本構想で定めたものですが、後期

基本計画は、基本構想の計画期間の後半６年間における将来像の実現に向けた実践プロ

１ 市民志向 

  供給（行政）側の視点 ⇒ 受給（市民）側の視点 

２ 成果志向 

  「どれだけ活動した」 ⇒ 「どれだけ成果が出た」 

３ 地域経営志向 

  行政の活動計画 ⇒ 地域社会の行動計画 
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グラムとして政策の展開方針や主要な取組を示したものです。 

基本構想でも示しているとおり、本市の将来像は、私たちの暮らしを支え、本市を築

く礎となった豊かな自然との調和を図り、確かな連帯感とあたたかな安心感に包まれた

地域社会の中で、誰もがいきいきと活動し、心の豊かさが実感できる－ 人と自然、人

と人が共生する －そんなまちを創造していくことを宣言するものです。 

また、将来像の副題である『市民が主役！地域が主体！次世代につなぐ ふるさとの

創造』は、まちづくりの主役として市民一人ひとりが様々な場面で活躍し、その一人ひ

とりが生活する身近な地域が、かつてそうであったように、強い市民力に支えられ、持

てる力を最大限に発揮する主体となるまちづくりを進め、未来に引き継いでいく、とい

う思いを示したものです。 

    

（４）都市経営の基本方針                              

後期基本計画は、基本構想で定めた本市の都市経営の基本方針に従い、推進していき

ます。 

都市経営とは、本市において市民や行政など地域社会を構成する多様な主体が共通の

目標を達成するために連携して行う活動をいいます。 

本市では、将来にわたり持続可能な都市経営を確立していくための基本方針を「協働

による地域自治」と定め、各主体の行動原則を「補完性の原則」に基づくものとしてい

ます。 

この原則に従い、都市経営において行政が果たすべき役割を「市の使命」として定め、

行政以外の主体が担っていく役割を「市民に期待される役割」として示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「補完性の原則」とは… 

  小さな単位で対応できることはそこで対応し、そこで対応できないことや対応す

ると効率的でないことのみをより大きな単位で対応していくという考え方です。

ＥＵと加盟国との関係の原則として用いられたことから注目され、わが国では地

方分権を推進する考え方の基本になっています。 
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≪ 市の使命 ≫ 

■ 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・効率的な行政経営を実践します。 

■ 行政活動への市民の参画を進め、協働を実践します。 

■ 市民活動への支援を行い、市民の力・地域の力を高めます。 
 

≪ 市民に期待される役割 ≫ 

■ 自己実現・自己向上に努め、自立する。 

■ 地域社会へ貢献し、相互扶助・連帯感を形成する。  

■ 市政に関心を持ち、行政活動や新しい公共に参画する。 

 

（５）主要課題                                   

後期基本計画における本市の主要課題は、基本構想・前期基本計画の策定時に示した

ものと基本的には変わっていません。前期基本計画の進捗状況を十分に踏まえ、引き続

き課題解決に向けた政策展開を進めていきます。 

   

 

 

 

 

 

○ 基本構想・前期基本計画で示した「主要課題」 

  ① 健康で安心して暮らせるまちの創造 

  ② 産業の振興と経済基盤の強化 

  ③ 未来をひらく人材の育成と共生社会の創造 

  ④ 市民の安全を守るまちづくりの推進 

  ⑤ 定住促進に資する快適な生活環境の整備 

  ⑥ 自然との共生と循環型社会の構築 

  ⑦ 協働による地域自治（ローカル・ガバナンス）の実現 

  ⑧ 効果的・効率的な行政経営の推進 
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  第２節 前期基本計画の評価・検証 

 

後期基本計画の策定に当たり、前期基本計画で掲げた37の政策とそれを支える123の施策

について検証しました。それぞれの政策・施策で示した「主な事業や取組」の進捗状況と

「まちづくり指標」の達成状況については、下記のとおりです。 

主な事業や取組である 257項目のうち、完了した事業が 127項目、計画途上の事業が93

項目となっており、あわせて 220項目、全体の86％が前期基本計画期間中に完了、又は着

手し、計画途上にあります。 
 

基 本 政 策 

施策で示した 

主な事業・ 

取組の項目数 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

ともに支え合い、笑顔輝くあた

たかなまち 
４５ 

２９ 

(65％) 

１４ 

(31％) 

１ 

(２％) 

１ 

(２％) 

産業が元気！活力とにぎわいあ

ふれるまち 
３６ 

１３ 

(36％) 

１５ 

(42％) 

１ 

(３％) 

７ 

(19％) 

こころ豊かな人が育ち、いきい
きと活躍できるまち 

３７ 
１２ 

(32％) 

１８ 

(49％) 

１ 

(３％) 

６ 

(16％) 

暮らしの安全を守り、安心が実
感できるまち 

２２ 
９ 

(41％) 

１１ 

(50％) 

０ 

(０％) 

２ 

(９％) 

快適な暮らしを支える生活基盤
が充実したまち 

５０ 
２４ 

(48％) 

２１ 

(42％) 

２ 

(４％) 

３ 

(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 

１２ 
５ 

(41％) 

２ 

(17％) 

３ 

(25％) 

２ 

(17％) 

多様な主体による地域自治が確

立したまち 
１９ 

９ 

(47％) 

６ 

(31％) 

２ 

(11％) 

２ 

(11％) 

時代に対応した行政経営が確立

したまち 
３６ 

２６ 

(72％) 

６ 

(17％) 

１ 

(３％) 

３ 

(８％) 

合   計 ２５７ 
１２７ 

(50％) 

９３ 

(36％) 

１１ 

(４％) 

２６ 

(10％) 
 

 

 

 

 

 

「まちづくり指標」124項目のうち、計画に示す方向どおりに推移した指標は83項目で、

全体の３分の２を占める67％となっています。一方、計画に示す方向どおりに推移しなかっ

た指標は、全体の３分の１に当たる32％となっています。 
 

「まちづくり指標」の達成状況 指標数 比率 

計画に示す方向どおりに推移した指標【達成】 ８３ ６７％ 

計画に示す方向どおりに推移しなかった指標【未達成】 ４０ ３２％ 

指標の変更により測定不能となったもの【その他】 １ １％ 

    ※ 計画策定時の現状値（平成18（2006）年度）と直近データとの比較です。 

Ａ … 前期基本計画期間中に完了した事業・取組 

Ｂ … 前期基本計画期間中に着手・実施しているが、計画途上にある事業・取組 

Ｃ … 前期基本計画期間中に検討した結果、実施の必要性が低いと判断した事業・取組 

Ｄ … 前期基本計画期間中に未着手・未達成の事業・取組 
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  第３節 政策・施策の設定・再編 

 

基本構想では将来像の実現に向け、８つの政策分野における目指すまちの姿・市民の生活

像として「分野別の展望」（＝基本政策）を定め、それを実現するための展開方針として、

前期基本計画では政策・施策を設定しています。 

後期基本計画の策定に当たっては、社会経済情勢の変化や前期基本計画の進捗状況などを

踏まえ、次の見直しを行いました。 

 

（１）まちづくりの重点プロジェクトの設定                      

  後期基本計画では、基本政策を支える政策とは別に「まちづくりの重点プロジェク

ト」を新たに設定しています。これは本市の都市像と将来像を実現するため、特に重点

的・戦略的に取り組むテーマとして、基本政策の枠組みにとらわれず、総合的に波及・相

乗効果をもたらす施策を取りまとめて位置付けたもので、次の３つを設定しました。 

 

  ○ 「地域を支える人づくり」プロジェクト 

  ○ 「活力ある地域経済を生み出す基盤づくり」プロジェクト 

  ○ 「訪れてみたいまちづくり」プロジェクト 

 

（２）政策・施策の再編                                 

  政策については、前期基本計画の37項目から33項目に見直し、再編を行いました。 

また、施策についても、施策の分割や統廃合を行い、前期基本計画の123項目から 

112項目に見直しました。あわせて、一部の施策については位置付ける政策を変更し、

政策・施策の名称についても、できるだけ内容が明確になるよう見直しを行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）まちづくり指標の設定                               

  政策・施策を展開することによる成果を把握するため、前期基本計画でも設定してい

た「まちづくり指標」については、後期基本計画でも引き続き設定しています。 

  前期基本計画の指標を引き継いだものもありますが、後期基本計画では、「指標設定

の考え方を再整理すること」との前期基本計画策定時の答申内容を踏まえるとともに、政

策・施策の再編に伴い、次のような視点から「まちづくり指標」を設定しました。 
 

前期基本計画 

 
政 策   ３７ 

  
施 策  １２３ 

後期基本計画 

 
政 策   ３３ 

  
施 策  １１２ 
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  ○ 数値により説明でき、年次比較・検証できるものとします。 

  ○ 原則として、「政策」と「施策」を単位に設定します。 

  ○ 社会経済指標だけでなく、市民意識調査に基づく指標も設定します。 

  ○ 「成果指標」を原則としますが、補完的に「活動指標」を用いるものとします。 

 

  以上の考え方を踏まえ、後期基本計画で設定した「まちづくり指標」は、次のとおり

です。 
 

指標の分類 指標数 
市民アンケートにより 

設定・測定する指標 

統計データ等により 

設定・測定する指標 

政  策  ３７ ２５ １２ 

施  策 １０８ ２７ ８１ 

合  計 １４５ ５２ ９３ 
 
 ※ 「政策」と「施策」で同じ指標を設定しているもの（重複）が、14項目あります。 

 ※ 指標を設定していない「施策」もあります。 

 

 



 

 

 

 

 

 西脇市総合計画・後期基本計画  
 

 

Ⅱ 基本計画  

西脇高校生による播州織ファッションショ－ 
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第１部  まちづくりの重点プロジェクト 
 

 

  本市の将来像、さらには本市の都市像の実現に向け、後期基本計画において、重点的・戦略的

に取り組むテーマとして、基本政策を支える政策とは別に、政策分野を横断した３つの「まちづ

くりの重点プロジェクト」を設定します。 

今後予想される厳しい財政制約の下、財政縮減に基軸を置く減量経営に努めるだけでなく、

中・長期的な視点から成長戦略として取り組んでいくテーマを選定しました。「何もしなければ

停滞する」との認識の下、「座して待つ」姿勢や対症療法だけでない、積極的な自治体経営を展

開していきます。 

 

（１）重点プロジェクト設定に当たっての基本的な考え方                

 ① まちのイメージ 

重点プロジェクトの設定に当たっては、「後期基本計画の策定の背景」や「市の現

況」などに示した本市の現状認識と将来予測を踏まえ、目標とする「まちのイメージ」

を次のとおり設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１部 

“自慢”できる 

ものがあるまち 

“いつまでも安心”して 

暮らせるまち 

“日々の暮らしが完結”

できるまち “未来”を 

感じられるまち 

“活躍”できる 

場所があるまち 

市民意向 

社会潮流

向 

市の現況 

将来予測 都市像・
将来像 

「誇り」を持って住み続けられるまち 

 
人口が減少していく中でも、住んでいる人が住みやすく、胸を張って暮ら 

せる、そして近隣からも住みたくなる魅力あるまちを創造していきます。 

～ まちのイメージ ～ 



  いのちいきいき 自然きらきら 共生のまち にしわき 
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 ② 重視した視点 

重点プロジェクトの設定に当たって、重視した視点は次のとおりです。 

 

 「負の資源」から「正の資源」への転換 

  少子高齢化の進行や遊休土地の増加など、先行き不安の課題を前向きに捉える。 
    

地域資源に着目した「内発的発展※」 

  地場産業や自然的景観など、今ある資源を発掘し、価値を見いだして活用する。 
    

  生活の中での「人間性・多様性の尊重」 

  学習や活躍の場などを通じ、多くの人が関わり、つながりが実感できる関係をつくる。 

 

（２）重点プロジェクトの構成                            

基本的な考え方を踏まえ、設定した３つの重点プロジェクトは、次のとおりです。 

重点プロジェクトについては、その概要と取組の方向性を明らかにするとともに、実

現に向けた取組や事業の具体例を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

２ 

３ 

内発的発展：外来の資本や技術を導入するのではなく、地域の住民や企業などが、自らの手で地域形成を行うこと。環境や文化、産業
集積などの地域資源を効果的に利用し、経済発展や住民福祉を向上させていくような地域開発をいう。 

 

 
「活力ある地域経済を 

生み出す基盤づくり」 

プロジェクト 

 
「訪れてみたい 

まちづくり」 

プロジェクト 

 

 
「地域を支える 

人づくり」 

プロジェクト 
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子どもから高齢者まで、いずれのライフステージ 

においても、安心して、いきいきと暮らせる定住環 

境を創造していきます。誰もが活躍できる場所があ 

る、緩やかであるけれども確かな人間関係がある－ 

そんなまちを目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

地域の産業や環境など既存のストックを見つめ直 

し、新たな価値を生み出す資源として、積極的に発 

掘や連携を進め、その活用を図っていきます。地域 

の中で富を生み出し、富がまわる－そんなまちを目 

指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 「活力ある地域経済を生み出す基盤づくり」プロジェクト 

～ 新たな価値の創造による地産地消・地産外消※の促進 ～ 

 ○ 茜が丘複合施設の整備と施設機能を活用した事業展開 

 ○ 子どもたちの学力定着・人間力を養成する事業の強化 

 ○ 土の活動・風の活動※の支援 

 

具体的な

取組例 

 ○ 総合的な産業振興・経済活性化を図る地域戦略ビジョンの策定 

 ○ 農商工連携・６次産業化※の推進 

 ○ 地元企業・事業者の新たな取組・連携の支援 

 ○ 太陽光など再生可能エネルギー※の地産地消の推進 

 

具体的な

取組例 

 １ 「地域を支える人づくり」プロジェクト 
～ 多様な世代が活躍できる定住環境の創造 ～ 

   □ 世代間交流・人と人のつながりの促進・強化 

   □ 高齢者や子どもたちの居場所づくり 

   □ 自己実現※を支援する生涯学習の推進 

   □ 未来を担う子どもたちの育成 

   □ 一生涯住み続ける世帯・子育て世代の定住促進施策の展開 

   □ コミュニティ活動の活性化 

 
取組の 

方向性 

   □ 地域内での経済循環システムの構築に向けた調査研究 

   □ 農産物の地産地消と持続可能な農業経営の確立 

   □ 地場産業・地域企業・地元商業の新たな取組や活性化の支援 

   □ 地域の総力結集による経済活性化方策の検討 

   □ コミュニティビジネス※やソーシャルビジネス※の支援 

   □ 再生可能エネルギーや環境資源の活用・消費 

   □ 空き土地・空き工場の利活用 

 
取組の 

方向性 
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まちの魅力や地域資源を市外にも積極的にアピー 

ルし、交流人口※を増やしていくことで、にぎわい 

と活力を創出していきます。自慢できる場所やもの 

があり、多くの人が訪れる－そんなまちを目指して 

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）重点プロジェクトの推進方法                            

・重点プロジェクトの推進に向けては、必要に応じて、部・課を横断的に組織したプロ

ジェクトチームを設置し、具体的な取組を検討・推進していきます。 

・地域資源の発掘・再認識など外部からの視点で捉え直すことが効果的な事業や取組に

ついては、大学や企業などと産官学民連携を図りながら、実施していくこととします。 

 

 

 

 
自己実現：個人が自己の潜在的な能力や可能性を最大限に発揮し、創造的な活動や自己の成長を図り、生きること。アメリカの心理学
者マズローが人間の欲求を５段階の階層で理論化し、最上位にある欲求として位置付けている。 

土の活動・風の活動：本市でのまちづくり活動で使う言葉で、「土の活動」は地域課題への対応など地域に根ざした市民活動をいい、

「風の活動」は地域に限定せず、市民が共有する様々な公共的課題に対応する市民活動をいう。 
地産地消・地産外消：「地産地消」は地域で生産された農産物や製品などを地域で消費しようとする活動を通して、生産者と消費者が
顔の見える関係を築き、農業等の活性化を図るもの。「地産外消」は地域で生産されたものを他地域で積極的に販売・消費する活動 

コミュニティビジネス：地域コミュニティの活性化や地域課題の解決に向け、労働力・原材料・ノウハウ・技術などの地域の経営資源
を使用し、地域住民などが主体となって自発的に地域課題の解決に向けて、ビジネスとして成立させていく事業活動をいう。 

ソーシャルビジネス：ビジネスの手法を用い、事業性を確保しながら、社会的課題の解決に向けて行う活動。地域を超え、環境や教育

など幅広い分野での社会的課題の解決に向けた事業であり、一定の地域との結びつきが強いコミュニティビジネスとは区別される。 
六次産業化：地域の活性化のため、農業などの第１次産業とこれに関連する加工・販売等の第２次・第３次産業に係る事業の融合等に
よる地域ビジネスの展開と新たな業態の創出を行う取組のこと。 

再生可能エネルギー：太陽光や太陽熱、水力、風力、バイオマス、地熱など自然の力が源となり、一度利用しても比較的短期間に再生
が可能な枯渇しないエネルギー 

交流人口：地域内に居住する「定住人口」に対し、通勤・通学・買物・観光などを目的として、地域外から訪問・滞在する人をいう。 

着地型観光：観光客や旅行者を受け入れる側の地域で、おすすめの観光資源などを基にした旅行商品や体験プログラムを企画・運営す
る形態の観光をいう。独自性が高く、その地域ならではの様々な体験ができることが多い。 

ＳＮＳ：ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略で、社会的ネットワークをインターネット上で構築するサービスのこと。会員

数の多いものとして、フェイスブックやミクシィなどがある。 
ＩＣＴ：Information and Communication Technology、情報通信技術の略 

 ３ 「訪れてみたいまちづくり」プロジェクト 
～ 交流人口の拡大によるにぎわいの創出 ～ 

   □ 滞在・交流を創出する地域資源の発掘・活用 

   □ 地域住民が自ら企画・実施する着地型観光※の推進 

   □ 周遊性・連続性のある観光ルートづくり 

   □ 観光・交流資源の開発・整備 

   □ 地域情報・観光情報の提供・発信戦略の検討 

 
取組の 

方向性 

 ○ 体験型・交流型観光メニューの開発・提供 

 ○ 定住自立圏など広域観光の連携・観光圏の形成 

 ○ ＳＮＳ※などＩＣＴ※を活用した情報発信 

 

具体的な

取組例 
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第１部  基本政策 
 
 
 
 

序章 

後期基本計画の構成 

 

第１節 計画の構成・体系 

 

基本計画は、将来像を実現していくための具体的な手段について、「まちづくりの重点プ

ロジェクト」のほか、基本構想で示した８つの「分野別の展望（＝基本政策）」ごとに組み

立てたものであり、政策・施策・主な取組事業の３つの階層から構成されます。 

「分野別の展望」を実現していくための「政策」、その政策を具体化した「施策」や施策

を形成する個々の事業のうち「主な取組事業」を示すことで、本市が目指すまちの姿とそれ

を実現していくための手段を明らかにします。また、市民と行政の協働によるまちづくりを

実現していくために「市民と行政の役割分担」についても示しています。 

なお、事務事業や取組内容の全体像については、毎年度別途作成する行動計画で明らかに

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

方針 

政策を実現するための具体的な対策 

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 

行動計画 

第２部 

基本計画 

基本構想 
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基本計画のうち、基本政策は８つの章から構成されていますが、このうち、第７章「地域

自治」と第８章「行政経営」については、第１章から第６章までのまちづくりを効果的に推

進する都市経営の根幹となる政策として位置付けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 多様な主体による地域自治が確立したまち 

第８章 時代に対応した行政経営が確立したまち 

基 

本 

計 

画 

基 

本 

政 

策 
 

重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

～ 西脇市の将来像 ～ 

いのちいきいき 自然きらきら 

共生のまち にしわき 
 

 

市民が主役！地域が主体！次世代につなぐ ふるさとの創造 

「地域を支える人づくり」プロジェクト 

「活力ある地域経済を生み出す基盤づくり」プロジェクト 

「訪れてみたいまちづくり」プロジェクト 

第１章 ともに支え合い、笑顔輝くあたたかなまち 

第２章 産業が元気！活力とにぎわいあふれるまち 

第３章 こころ豊かな人が育ち、いきいきと活躍できるまち 

第４章 暮らしの安全を守り、安心が実感できるまち 

第５章 快適な暮らしを支える生活基盤が充実したまち 

第６章 持続可能な循環型社会を築き、人と自然が共生するまち 
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  第２節 計画の読み方 

 

基本計画は、次のような構成となっています。 

 

 

   第○章 ○○○○○○ 

 

    ■ 分野の展望 

 

 

    ■ 分野の現状と課題 

 

 

    ■ 分野の政策・施策体系 

 

 

 

 

 

  

基本構想で定めた「分野別の展望」 

分野における目指すまちの姿、市民の生活像を示します。 

（基本構想の「分野別の展望」を再掲しています。） 

分野を構成する政策・施策の一覧を体系的に示します。 

分野を取り巻く社会環境などの現状認識とこれまでの取組、今後想定され

る方向性や課題について整理します。 

 

政策 … 第○節 □□□□□□□□□□□□ 

施策 … ○-○○○ △△△△△△△△△△△ 

施策 … ○-○○○ △△△△△△△△△△△ 

施策 … ○-○○○ △△△△△△△△△△△ 

政策 … 第○節 □□□□□□□□□□□□ 

施策 … ○-○○○ △△△△△△△△△△△ 

施策 … ○-○○○ △△△△△△△△△△△ 

施策 … ○-○○○ △△△△△△△△△△△ 
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  第□節 □□□□□ 
 

     ■ 現状と課題  

 

 
 

     ■ 前期基本計画における主な取組状況 

 

 
 

     ■ 目指す姿 

 

 
 

     ■ まちづくり指標  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     ■ 施策の展開方針【行政の果たすべき役割】  

 

 

 
 

     ■ 市民に期待される役割 

 

 
 

     ■ 関連計画 

 

 

政策を取り巻く社会環境などの現状認識と本市のこれまでの取組、今後想定

される方向性や課題について整理します。 

 

政策・施策の展開による成果を数値で表す尺度として用います。現状（平成

24（2012）年度）を客観的な数値で明らかにし、目標として後期基本計画の

期限となる平成30（2018）年度における方向性を矢印で示しています。 

指標については、原則として「分類」の欄で、政策全体の成果を示す「政策

指標」と、施策ごとの成果を示す「施策指標」に分けて設定しています。 
 

分類 指  標  名 現状値 
平成30年度に 
おける方向性 

    

 

「分野別の展望」を実現するための政策 

前期基本計画に示した展開方針に基づき、計画期間中の主な達成事項や進捗

状況について示します。 

市民と行政がそれぞれの役割を果たすことにより、政策における実現したい

まちの姿、市民の生活像を示します。 

 

「目指す姿」を実現していくための具体的な方策を施策ごとに説明します。

また、計画期間内に実施予定の主な事業や取組については「主な取組事業」

として具体的に示します。 

「目指す姿」の実現に向け、まちづくりにおける市民（個人・家庭・地域・

企業など地域社会を構成する多様な主体）の関わり方について示します。 

政策に関連し、総合計画を補完・具体化する個別の行政計画を示します。 
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  第３節 政策体系 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心かよい支え合う地域の福祉活動  
≪地域福祉≫ 

いのちを守る医療体制と社会保障  
≪医療・社会保障≫ 

自立生活を支える健康づくり 
≪保健・健康づくり≫ 

健やかな成長を支える子育て環境  
≪児童福祉・子育て支援≫ 

高齢者がいきいきと暮らせる長寿社会  
≪高齢者福祉・介護保険≫ 

障害者が安心と尊厳を持って暮らせる社会  
≪障害者福祉≫ 

 

ともに支え合い、笑顔輝く 

あたたかなまち 

 【健康・子育て・福祉】  

政  策 分野別の展望（基本政策） 

活気と活力を生み出す商工業  
≪商業・工業≫ 

にぎわいを創出する観光と多様な交流  
≪観光・交流≫ 

地域特性と魅力を高めた農林業  
≪農業・林業≫ 

安定した暮らしを支える産業創出と就労環境  
≪産業創出・勤労者福祉≫ 

 

産業が元気！活力とにぎわい

あふれるまち 

【産業・経済】   

 

人間力を培う学校教育  
≪学校教育・幼児教育≫ 

たくましい子どもを育てる家庭・地域教育  
≪地域教育・青少年健全育成≫ 

豊かな人間性をはぐくむ生涯学習  
≪生涯学習≫ 

地域に根ざした多彩な文化と生涯スポーツ 
≪文化・芸術・スポーツ≫ 

人権と多様性を尊重する共生社会  
≪人権・男女共同参画・多文化共生≫ 

 

こころ豊かな人が育ち、 

いきいきと活躍できるまち 

【教育・文化・スポーツ】 

地域を守る消防・救急体制  
≪消防・救急≫ 

災害・危機に強いまちづくり 
≪防災・危機管理≫ 

明るい暮らしを守る安心のまちづくり 
≪交通安全・防犯・消費生活≫ 

 

暮らしの安全を守り、 

安心が実感できるまち 

【生活安全・安心】 



  いのちいきいき 自然きらきら 共生のまち にしわき 
                                                    

 

 

 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政  策 分野別の展望（基本政策） 

安全で快適な道路交通  
≪道路≫ 

円滑な移動を支える公共交通  
≪公共交通≫ 

多様な世代が暮らす快適な定住環境  
≪住宅・定住環境≫ 

環境と調和した計画的なまちづくり 
≪都市計画・土地利用・景観≫ 

安心と安定を未来につなぐ水道水の供給  
≪上水道≫ 

生活排水の適切な処理  
≪下水道・生活排水≫ 

 

快適な暮らしを支える生活 

基盤が充実したまち 

【都市基盤・生活環境】 

 

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・環境共生】 

 

環境にやさしい自立・循環型社会  

≪ごみ処理・資源循環≫ 

自然と暮らしが調和する環境保全・育成  

≪環境保全・衛生・自然≫ 

地球環境の保全に貢献するまちづくり 

≪地球環境・環境活動≫ 

 

多様な主体による地域自治

が確立したまち 

【地域自治】 

市民主役のふるさとづくり 

≪市民参画・協働≫ 

ともに地域をつくる市民自治  

≪市民自治・地域自治≫ 

 

市民起点の行政経営 
≪行政経営・マネジメント≫ 

持続可能な行財政運営  
≪行財政運営≫ 

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≫ 

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≫ 

 

時代に対応した行政経営が 

確立したまち 

【行政経営】 
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第１章  ともに支え合い、笑顔輝くあたたかなまち 

 

＜ 健康・子育て・福祉 ＞ 

 

■ 分野の展望 

○市民一人ひとりが、お互いにやさしさと思いやりの気持ちを持って、地域ぐるみで助

け合い、支え合うまちにしていきます。 

○自主的な健康づくりが行われるとともに、適切な保健・医療・福祉サービスを受ける

ことができ、子どもからお年寄りまで全ての人が元気で健やかに暮らせるまちにして

いきます。 

○高齢者や障害のある人など生活の支援が必要な人が、地域社会の中で自立し、安心し

て生活を送ることができるまちにしていきます。 

○社会全体で子育てを支援し、子どもを安心して生み育て、仕事と家庭の両立ができる

まちにしていきます。 

 

■ 分野の現状と課題 

・全国的な傾向と同様、本市においても高齢者人口が増加する一方、出生数の減少が続いているこ

とから、人口構成の少子高齢化がますます顕著になることが予想されます。特に、今後は75歳

以上の後期高齢者人口の大幅な増加が見込まれます。 

・超高齢社会※を迎え、社会経済情勢が変化する中、持続可能な社会保障制度の構築と、そのため

の安定財源の確保を図るため、「社会保障と税の一体改革」が進められています。 

・「福祉」とは、「幸せ」や「豊かさ」を意味します。福祉に対する市民ニーズが多様化する中、

誰もが福祉を住み慣れた地域の中で実感できるよう、行政とともに市民や事業者など地域社会を

構成する多様な主体が参画・連携し、支援を必要とする人に必要な支援が行き届く体制を充実し

ていくことが求められています。 

・家族や地域とのつながりの弱体化に伴い、社会的に孤立し、生活困難に陥る問題も起きているこ

とから、社会とのつながりを実感できる社会的包摂※を推進していくことが重要です。 

・医療については、高齢者人口の増加に伴う医療需要が増大していることに加え、依然として地方

を中心に医療従事者が不足するなど厳しい状況にあります。そのため、地域の医療資源の有効活

用を図り、安定した医療体制の整備を図るとともに、地域社会が一丸となって地域の医療を守り、

支えていくことが必要です。 

・住み慣れた地域で、誰もが、いつまでも健やかに自立した暮らしができるよう、介護や治療など

の事後対策から、健康づくりなど予防に重点を置いた事前対策の取組を積極的に推進していくこ

とが重要です。 

・家族形態やライフスタイルの変化に伴い、家庭や地域の子育て力が低下しており、子育てに対す

る負担感が増大しています。そのため、子育て支援に関する多様な市民ニーズを踏まえ、子育て

しやすい環境の整備・充実を図っていくことが課題となっています。 

・子どもからお年寄り、障害のある人など全ての市民が、住み慣れた地域の中で、それぞれのライ

フスタイルに応じて、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に向け、ソフト・ハード両面

の環境整備を推進していくことが必要です。 

超高齢社会：高齢化率が21％を超える社会を指す。わが国では平成19（2007）年から21.7％を越え、超高齢社会となっている。 
社会的包摂：社会構造の変化等により地域や職場、家庭のつながりが薄れており、社会から切り離される人が増加していることから、

全ての人々を孤立や排除などから援護し、社会の構成員として取り込む理念をいう。ＥＵとその加盟国の社会福祉の再編の基本的な考
え方で示されており、わが国でも平成12（2000）年に厚生労働省の報告書で、その推進が提言されている。 
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■ 分野の政策・施策体系 

 

 

 1-101 市民主体の地域福祉活動の推進 

1-102 地域の安心ネットワークの構築 
 
1-103 すべての人にやさしい福祉のまちづくりの推進 
 

第１節 心かよい支え合う地域の福祉活動 【地域福祉】 

1-201 市立西脇病院の機能強化と経営安定化 
 
1-202 地域医療体制の整備・充実 

1-204 国民年金制度の啓発・推進 

1-205 生活保護の適正実施の推進 
 

1-203 医療保険の適正運営と福祉医療の充実 

第２節 いのちを守る医療体制と社会保障 【医療・社会保障】 

1-601 地域での自立生活の支援 
 
1-602 社会参加・交流の促進と自己実現の支援 
 
1-603 ともに支え合う障害者共生社会の構築 
 

第６節 障害者が安心と尊厳を持って暮らせる社会 【障害者福祉】 

1-501 自立生活の支援・介護予防の推進 
 
1-502 安心して暮らせる介護サービスの提供 
 
1-503 包括的な地域ケア体制の推進 

第５節 高齢者がいきいきと暮らせる長寿社会 【高齢者福祉・介護保険】 

1-301 自主的な健康づくり活動の推進 

1-302 疾病予防・保健サービスの充実 

1-303 健全な食生活をはぐくむ食育の推進 

第３節 自立生活を支える健康づくり 【保健・健康づくり】 

1-401 子育て支援制度・サービスの充実 

1-404 きめ細やかな配慮を必要とする子育て家庭の支援 
 

1-402 安心とゆとりの持てる子育て支援の推進 

1-403 家庭・地域の子育て力の向上 

第４節 健やかな成長を支える子育て環境 【児童福祉・子育て支援】 
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第１節 心かよい支え合う地域の福祉活動 

      【地域福祉】 
 

 

 

・ライフスタイルや価値観の多様化などにより、地域社会への帰属意識や住民同士の連帯感が希薄に

なっていることから、地域の中で孤立し、日常生活に不安を抱える人が増えています。そのため、

地域コミュニティが持つ役割や機能を見直すとともに、地域の中の居場所づくりを行うなど、誰も

が地域や人とのつながりを感じられる社会の実現が求められています。 

・地域の様々な福祉課題を解決するため、行政のみならず、地域住民やＮＰＯ※法人をはじめとする

民間事業者などの多様な主体が、世代や取組分野を越えて連携し、地域福祉活動を積極的に推進し

ていくことが必要です。 

・社会貢献や福祉活動への関心が高まる中、本市のボランティアセンターへの団体登録数は、平成

19（2007）年の41グループから平成23（2011）年には48グループへ増加しており、様々な

福祉ボランティア活動が活発になっています。今後もこうした活動への市民参加を促進するため、

ボランティア意識の醸成を図るとともに、人材育成や活動支援に取り組むことが求められています。 

・人間関係の悪化や経済的困窮などを理由に悩みを抱える人が増えており、近年わが国の自殺者数は

高い水準で推移しています。本市の人口当たりの自殺者数は、兵庫県平均を上回っており、自殺の

ない社会づくりを推進していくことが必要です。 

・全ての人々にとって、安全で快適に暮らせるまちとなるよう、日常生活で多くの人が利用する建築

物や道路などのバリアフリー※化を推進していくことが必要です。 

 

 

・地域社会での市民主体の福祉活動を効果的に推進するため、平成19年に「西脇市地域福祉計画」

を策定しました。 

・在宅保健福祉サービスの拡充を図るとともに、地域福祉を一元的に推進するため、平成23年に保

健福祉公社を社会福祉協議会に統合しました。 

 

 

多くの市民が思いやりの心を持って、積極的に地域の福祉活動に参画することで、全ての市民が支え

合い、助け合いながら、住み慣れた地域で安心して暮らしています。 

 

 
 

分類 指 標 名 現状値 
平成30年度に 

おける方向性 

政策 
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％ 
 

1-101 
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％ 
 

1-102 
困った時に、身近に相談できる人がいる市民の
割合 

71.2％ 
 

1-103 
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％ 
 

■ 現状と課題 

■ 前期基本計画における主な取組状況 

■ 目指す姿 

■ まちづくり指標 
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 1-101 市民主体の地域福祉活動の推進  

・市民一人ひとりが地域福祉の担い手となって支え合う地域社会の実現に向け、広報等による啓発や

ボランティアグループ等の活動紹介を行い、福祉に関する市民意識の向上を図ります。 

・社会福祉協議会が実施するボランティア養成講座などを活用し、地域の福祉活動の担い手となる人

材や団体の発掘・育成に努めます。また、活動グループが互いに連携・協力できる体制づくりを推

進するとともに、ボランティアやＮＰＯ法人、民間事業者などと協力し、コミュニティビジネスを

視野に入れた取組を検討するなど、地域の福祉課題解決に向けた活動を支援します。 

 

 

 

 1-102 地域の安心ネットワークの構築  

・民生委員・児童委員による相談・支援の充実を図るとともに、社会福祉協議会、自治会、まちづく

り協議会、ボランティアなどの多様な主体の協力によるきめ細やかな見守り体制を拡充します。ま

た、地域社会に暮らす誰もが安心して集える居場所づくりを推進し、社会的に弱い立場に置かれた

人の孤立化を防止します。 

・自治会や民生委員・児童委員と協力・連携し、ひとり暮らし高齢者など災害時要援護者に対する近

隣見守り協力体制の整備・充実を図ります。 

・自殺者数の減少に向け、社会全体で気づきや見守りの体制づくりを進めていくとともに、関係機関

と連携しながら、啓発や相談体制の充実を図り、総合的な自殺予防対策を推進します。 

 

 

 

 

 1-103 すべての人にやさしい福祉のまちづくりの推進  

・兵庫県福祉のまちづくり条例に基づき、建築物や道路、公共交通機関の段差解消や多目的トイレの

整備などのバリアフリー化を進めます。また、障害の有無などにかかわらず、誰もが利用しやすい

ユニバーサルデザイン※の視点に立ったまちづくりを推進します。 

   

 
 

 

 

・市民一人ひとりが、身の回りのことで、できることは自分で行うとともに、思いやりの心を持って、

地域の中で支え合い、助け合う活動を実践する。 

・近隣に住む高齢者や子どもなどへの声かけや見守り活動などを通じて、顔の見える関係を築き、地域

での交流を深める。 

 

 

○ 西脇市地域福祉計画    

○ 福祉のまちづくり重点地区整備計画（西脇市・黒田庄町） 

 

○ 福祉意識の啓発の推進 

○ 福祉ボランティアとなる人材の発掘・育成 

 

      

 

主な取組事業 

○ 地域でのふれあい・助け合い体制の推進 

○ 災害時の要援護者支援体制の整備・充実   

○ 自殺予防啓発事業  

 

 
主な取組事業 

○ 人にやさしいまちづくり事業（段差の解消など） 

○ ユニバーサル社会づくり推進地区の指定・バリアフリー化の推進 
主な取組事業 

■ 施策の展開方針【 行政の果たすべき役割 】 

■ 市民に期待される役割 

■ 関連計画 

ＮＰＯ：Non Profit Organization(民間非営利組織)の頭文字をとったもので、株式会社や営利企業と違い、社会的活動を目的とし、収
入から費用を差し引いた利益を関係者に配分せず、次の活動に再投資する団体の総称 

バリアフリー：生活する上で妨げとなる建物や公共交通機関などにある階段・段差などの物理的な障害物だけでなく、社会参加を困難

にしている社会的・制度的・心理的な障害や障壁（バリア）が社会から取り除かれた状態をいう。  
ユニバーサルデザイン：障害者をはじめ、高齢者から子どもまで、全ての人が利用しやすいように、まちやものを設計すること。 
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第２節 いのちを守る医療体制と社会保障 

      【医療・社会保障】 
 

 

 

・高齢者人口の増加や患者ニーズの高度化・多様化に伴い、医療需要が増大しています。一方で、新

臨床研修医制度※の導入による医師の不足が地方を中心に続いており、医療を取り巻く環境は厳し

くなっています。このような中、本市においても、地域の中で安心して、質の高い医療サービスが

受けられる体制の確保が求められています。 

・本市が運営する市立西脇病院は、病床数 320床・診療科目18科を擁しており、一般診療はもと

より、第二次救急医療機関※として救命救急医療や専門的な医療を実施するなど、北播磨圏域北部

の拠点病院として、地域医療に大きな役割を担っています。そのため、今後も患者ニーズに対応し

た高度な医療サービスが提供できるよう、機能強化や医療従事者の確保に努めるとともに、経営の

健全化が求められています。 

・地域の限られた医療資源を有効活用し、安定した医療体制を確保するためには、地域の医療機関が

機能分担を行い、病院間や病院と身近な診療所との連携の強化が不可欠となります。そのため、か

かりつけ医※制度の普及促進や、病状に応じた適切な医療連携の推進が求められています。 

・本市では、市立西脇病院に勤務する小児科医師の不足をきっかけに設立された「西脇小児医療を守

る会」をはじめ、市民が主体となって地域全体で医療を守り、支える活動が全国的に注目を集めて

います。医療サービスの受給者自らが適正な受診行動を心掛けるなど、医療機関とともに地域医療

を支え、守っていく体制を確立していくことが必要です。 

・国民健康保険は、被保険者の高齢化による医療需要の増大や、社会経済情勢の悪化に伴う低所得者

層の増加などの構造的な要因により、財政運営は非常に厳しくなっています。国民皆保険を堅持し、

健全な事業運営を行っていくためには、保険税収納率の向上や医療費の適正化に取り組んでいくこ

とが必要です。 

・高齢者医療は、平成20（2008）年度に75歳以上の高齢者を対象とする後期高齢者医療制度が開

始され、兵庫県後期高齢者医療広域連合が運営主体となっていますが、制度の見直しが検討されて

おり、今後の方針が不透明な状況です。 

・福祉医療制度は、県と連携しながら、本市でも医療費の自己負担費用の独自助成を行っており、高

齢者や乳幼児などの受給世帯にとっては、健康な生活を支える重要な制度となっています。今後も

社会経済情勢を踏まえ、医療費助成が必要な人への支援を行い、経済的な負担の軽減を図るととも

に、福祉医療制度の安定的な運営に努めることが必要です。 

・雇用環境の悪化や国民年金制度に対する将来への不安感などにより、年金保険料の未納者が増加し

ており、納付率が年々低下しています。公的年金の意義や役割について市民への理解を深めつつ、

納付率の向上を図ることが必要です。 

・年金手帳・健康保険証・介護保険証の一本化や窓口申請の簡略化など、幅広い市民サービスに活用

できる社会保障・税番号（マイナンバー）制度※の導入が検討されています。 

・本市の生活保護率は、全国的な傾向と同様、増加傾向にあります。また、保護世帯のうち高齢者世

帯が半数以上を占めていることから、医療扶助費も増加の一途をたどっています。生活保護を取り

巻く様々な問題が顕在化する中、生活保護の適正な運営を図るとともに、関係機関との連携を強化

しながら、被保護者の自立支援を促進することが求められています。 

 

■ 現状と課題 
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・平成21（2009）年に、市立西脇病院の全面改築を行い、最新鋭ＣＴ等の医療機器や電子カルテ

を導入しました。 

・高度で専門的な医療サービスを提供するため、市立西脇病院では、がん診療連携拠点病院やへき地

医療拠点病院の指定、地域医療支援病院※の承認を受けました。また、より質の高い看護サービス

の提供に向け、平成24（2012）年に７対１の看護体制を導入しました。 

・市民が安心して医療を受けることができる体制を地域全体で構築していくため、平成23（2011）

年に西脇市の地域医療を守る条例を制定しました。 

・子ども医療費については、平成20年と平成22（2010）年に助成対象の拡大、平成23年に自己

負担額の一部助成額の拡充を行い、福祉医療の充実を図りました。 

 

 

地域の拠点病院として市立西脇病院の医療機能が充実しており、医療機関相互の連携により、地域の

中で切れ目のない医療サービスを受けることができます。また、安定した社会保障制度が構築される

ことにより、不測の事態に陥っても、全ての市民が安心して健やかに暮らしています。 

 

 
 

分類 指 標 名 現状値 
平成30年度に 

おける方向性 

政策 
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％ 
 

1-201 
市立西脇病院における他の医
療機関からの患者紹介率・逆
紹介率 

紹介率 60.4％ 
 

逆紹介率 51.3％ 

1-202 かかりつけ医を持つ市民の割合 72.5％ 
 

1-203 国民健康保険税の納付率 92.8％ 
 

1-204 国民年金保険料の納付率 65.8％ 
 

1-205 生活保護率 0.57％ 
 

 

 

 

 

 

 

■ 前期基本計画における主な取組状況 

■ 目指す姿 

■ まちづくり指標 

新臨床研修医制度：新たに医師免許を取得した医師が、幅広い分野での基本的な診療能力の習得を目的として、２年間任意の医療機関

で研修を行う制度。地方に多くの医師を派遣している大学病院での研修医が減少するとともに、大学病院が派遣医師を呼び戻すこと
によって、地方を中心に医師が不足している。 

第二次救急医療機関：傷病者の状態に応じて。入院や手術を要する救急医療を担う医療機関。北播磨地域での二次救急は、市立西脇病

院を含む公立５病院による輪番制と救急告示医療機関（５病院１診療所）により実施されている。 
かかりつけ医：診療だけでなく、健康相談や指導など日常の健康管理を行う身近な医師をいう。緊急の手術や高度な医療が必要な場合
などは、適切な病院を紹介することにより、中核的な病院との機能分担を図る。 

社会保障・税番号（マイナンバー）制度：負担と給付の公平性や明確性を確保し、国民の利便性向上と行政の効率化を図るため、社会
保障と税などの分野において、国民一人ひとりに共通番号を割り振る制度 

地域医療支援病院：患者が身近な地域で医療を受けられるよう、かかりつけ医からの紹介患者又はかかりつけ医での逆紹介をもとに医

療支援を行う地域の中核病院で、都道府県知事による承認を受けたもの 
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 1-201 市立西脇病院の機能強化と経営安定化  

・地域の拠点病院としてふさわしい医療サービスを提供するため、兵庫県地域医療再生計画に基づき、

脳血管疾患の救命救急機能や周産期医療の強化に向け、ＭＲＩ※棟の増築など医療施設の整備・充

実に取り組みます。 

・最新の医療機器の導入による診療機能の充実を図るとともに、地域医療支援病院や災害拠点病院な

ど法令による指定病院としての機能強化に努めます。 

・病院改革プランに基づき、質の高い医療サービスの提供を行うとともに、病院経営の安定化に向け、

医療収益の向上に努めます。また、新たな施設基準の取得により、診療機能を強化します。 

・勤務環境の整備を進めることにより、勤務医師や看護師など医療従事者の確保に努め、経営基盤の

強化を図ります。 

 

 

 

 

 1-202 地域医療体制の整備・充実  

・限られた医療資源を有効活用し、地域の中で患者の状態に応じた医療体制を確立するため、地域医

療連携システム「北はりま絆ネット※」などを活用した市立西脇病院と近隣病院との病病連携の推

進や、かかりつけ医制度の普及・定着による身近な医療機関との病診連携の強化を図ります。 

・休日に入院等を必要としない軽症の救急患者の診察を行うため、医師会の協力の下、休日急患セン

ター※事業を運営します。 

・高齢化が進行し、生活習慣病が増加する中、生涯にわたり健康で自立した市民生活を支えるため、

予防医療の浸透や疾病の早期発見、さらには社会復帰に向けた病後の療養やリハビリテーション※

の重要性が増していることから、保健・福祉と連携した地域医療体制の充実を図ります。 

・地域医療の現状や重要性について、市民の理解を深めるため、医師会等の関係機関と連携し、医療

講演会などの啓発活動を推進します。また、医療需要が増大する中、持続可能な医療サービスを確

保するため、市民主体の地域医療を守る活動を支援し、市民の適正な受診行動を促進します。 

 

 

 

 

 1-203 医療保険の適正運営と福祉医療の充実  

・国民健康保険の適正な運営を図るため、収納強化対策による保険税収入の確保と診療報酬明細書の

点検強化に加え、医療の適正受診の啓発やジェネリック医薬品※の利用推進などによる医療費の適

正化に努めます。また、特定健康診査※の受診率向上と保健指導による生活習慣病の予防や健康増

進に取り組みます。 

・後期高齢者医療制度については、実施主体である兵庫県後期高齢者医療広域連合と連携しながら、

安定した制度運営に協力します。 

・医療保険制度を補完する福祉医療については、対象者の健康保持や福祉の増進に向け、医療費の助

成と制度の充実に努めます。 

 

 
 

○ 救急・高度医療体制の整備（地域医療再生計画事業など） 

○ 医師・看護師等医療従事者の確保 

○ 病院事業の経営基盤の強化 

 

 

主な取組事業 

○ かかりつけ医制度の推進 

○ 北播磨地域医療連携システム（北はりま絆ネット）の活用 

○ 地域医療を守る活動支援（西脇小児医療を守る会の活動支援など） 

 

 
主な取組事業 

○ 国民健康保険事業の適正な運営 

○ 福祉医療費助成事業の実施・充実      
主な取組事業 

■ 施策の展開方針【 行政の果たすべき役割 】 
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 1-204 国民年金制度の啓発・推進  

・広報等による市民への啓発や、窓口でのきめ細やかな相談業務を通じて、国民年金制度に関する理

解の促進を図るとともに、年金受給権の確保に向けて、保険料の納付促進に努めます。 

 

 

 1-205 生活保護の適正実施の推進  

・生活保護受給者が増加する中、生活保護制度の趣旨に基づき、適正実施に取り組むとともに、保有

資産の活用や扶養義務者の援助要請の強化に取り組みます。 

・就労支援員を配置し、ハローワーク等の関係機関と連携を図りながら、離職者制度の活用や就労支

援の強化に取り組み、受給者の自立に向けた支援に努めます。 

 

 
 

 

 

・日頃からかかりつけ医を持ち、健康管理に努めるとともに、生活習慣の改善や健康診断の受診を心掛

ける。 

・地域医療の現状に関心を持つとともに、安易な救急診療を控えるなど、適正な受診行動に努める。 

・「西脇小児医療を守る会」をはじめ、住民主体で地域の医療体制を守り、支える活動に関心を持ち、

協力をする。 

・医療保険や福祉医療、国民年金など社会保障制度に対する理解を深め、手続を適正に行うとともに、

保険税や保険料の納付義務を果たす。 

 

 

○ 西脇市立西脇病院改革プラン         

○ 西脇市保健計画 

○ 西脇市地域福祉計画 

○ 西脇市健康増進計画（策定予定） 

○ 国民年金制度の啓発・相談事業 

 

主な取組事業 

○ 生活保護の適正実施 

○ 自立支援の推進（就労支援指導など） 
主な取組事業 

■ 市民に期待される役割 

■ 関連計画 

ＭＲＩ：Magnetic Resonance Imaging（磁気共鳴画像）の略称で、磁場と電波を用いて体内などの画像を撮影する装置や検査のこと。 
北はりま絆ネット：北播磨県民局管内の電子カルテを導入している病院が保有する患者の診療情報を本人の同意の下、関係する医療機

関で共有するシステム。治療経過を一連の病歴として把握することができ、良質な継続的医療の提供が可能になるとともに、介護・
福祉施設も参画することにより、急性期から回復期、在宅復帰までの適切なサービス提供ができる。 

休日急患センター：休日など医療機関が休診時の急病患者に対し、応急的な診療を行う施設。市内では市立西脇病院内に「西脇多可休

日急患センター」が設置されており、西脇市多可郡医師会の医師が交代で診療をしている。 
リハビリテーション：人間の身体的・精神的・社会的能力の回復のための技術的訓練を示し、自らの能力を最大限に生かしながら、自
立と社会参加を促進する考え方 

ジェネリック医薬品：製薬会社が開発した医薬品の特許が切れた後に、別のメーカーが同じ有効成分で作る後発医薬品。最初に開発さ
れた新薬や先発薬と同等の有効成分で、同等の効果があるものの価格が安い。 

特定健康診査：平成20（2008）年4月から始まった40歳～74歳までの公的医療保険加入者全員を対象とした内臓脂肪肥満に着目した健康

診査。腹囲の測定やＢＭＩを算出し、危険度によるクラス分類を行い、糖尿病・高脂血症・高血圧などの生活習慣に由来する疾患
（生活習慣病）の大きな要因と考えられる内臓脂肪を減らす対策で、健康診査とともに保健指導も実施する。 
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第３節 自立生活を支える健康づくり 

      【保健・健康づくり】 
 

 

 

・健康は、心身ともに健やかな自立生活を営む基盤となるものです。生涯を通じて、元気で活動的に

暮らすためには、市民自らが自身の健康に関心を持ち、日常的に健康づくりを行うなど、健康寿命

を延伸していく取組が必要です。 

・高齢化の進行に加え、生活習慣や食生活の変化などにより、生活習慣病を発症する人が年々増加し

ています。そのため、個人の健康管理の支援に加え、地域での予防対策を進めていくことが求めら

れています。 

・平成19（2007）年度から生活習慣病の予防を目的に、特定健康診査・特定保健指導が開始され

ました。本市の特定健康診査の受診率は、年々上昇していますが、国の目標率である65％を大き

く下回っており、平成23（2011）年度で31.8％となっています。個人の健康状態を把握し、健

康の維持・増進や疾病の早期発見に向けて、受診率の向上を図ることが必要です。 

・平成25（2013）年から兵庫県受動喫煙防止条例に基づき、公共施設での全面禁煙などが順次義

務付けられることから、受動喫煙被害の防止に向けた体制づくりが求められます。 

・感染症などを効果的に予防するため、予防接種の接種勧奨に取り組むことが必要です。 

・ライフスタイルの変化などにより、食生活の乱れが進んでいることから、健全な食生活を実践し、

健康の維持ができるよう、積極的に食育※を推進することが求められています。 

 

 

・特定健康診査の受診率向上に向けて、平成22（2010）年に健診の予約制の導入や一部検診の無

料化を実施しました。 

・疾病の予防に向け、ヒブワクチン※や子宮頸がん予防ワクチンなどの任意予防接種の費用助成や無

料実施を行いました。 

・平成23年に、本市の総合的な食育推進の指針となる「西脇市食育推進行動計画」を策定しました。 

 

 

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、生涯にわたり、自分にあった健康

づくりや健康管理を実践することで、自立して健やかに暮らしています。 

 

 
 

分類 指 標 名 現状値 
平成30年度に 

おける方向性 

政策 日頃から健康に暮らしている市民の割合 84.0％ 
 

1-301 
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％ 
 

1-302 特定健康診査の受診率 31.8％ 
 

1-303 規則正しい食生活をしている市民の割合 75.2％ 
 

■ 現状と課題 

■ 前期基本計画における主な取組状況 

■ 目指す姿 

■ まちづくり指標 
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 1-301 自主的な健康づくり活動の推進  

・市民の生涯を通じた健康づくりを推進するため、その指針となる健康増進計画を策定します。 

・市民の主体的な健康づくりを推進するため、誰もが気軽に生涯スポーツ※に取り組む環境づくりを

はじめ、運動習慣の定着や啓発活動を通じて、健康的な生活習慣の普及に努めます。 

・地域での健康づくりを効果的に推進するため、地域における自主的な健康づくり活動を支援すると

ともに、健康教室などの健康増進に向けた取組の拡充を図ります。 

 

 

 

 1-302 疾病予防・保健サービスの充実  

・生活習慣病をはじめとする疾病の予防と早期発見に向け、町ぐるみ健診※や各種がん検診など健康

診査の受診を推奨するとともに、受診しやすい体制づくりに努め、市民の健康診査受診率の向上を

図ります。また、健診結果などを踏まえ、個人に応じた効果的な保健指導や健康相談を実施します。 

・感染症の発生やまん延の予防対策として、医療機関と連携を図りながら定期予防接種の接種機会の

拡大を図るとともに、任意予防接種の助成を実施します。 

・兵庫県受動喫煙防止条例に基づき、県などの関係機関と連携し、受動喫煙被害の効率的な防止対策

を推進します。 

 

 

 

 

 1-303 健全な食生活をはぐくむ食育の推進  

・生活習慣病の予防や健全な食生活を実現するため、地域や学校など関係機関と連携し、食に関する

知識の普及と正しい食生活の実践に向けた食育を推進します。 

・健康づくりと食育は密接な関係があることから、健康増進計画の策定にあわせ、本市の食育推進の

指針となる食育推進行動計画の見直しを行います。 

 

 

 

 

 

・疾病予防や健康増進に向け、自らが意識を高め、健康づくりに取り組む。 

・定期的に各種健診や予防接種を受け、病気の予防や早期発見・早期治療に努める。 

・食に関する正しい知識と食習慣を身に付け、栄養バランスが整った食事を摂取するなど、健全な食生

活を実践する。 

 

 

○ 西脇市保健計画          

○ 西脇市食育推進行動計画 

○ 西脇市健康増進計画（策定予定） 

○ 健康増進計画の策定 

○ 地域健康教育支援事業（地区健康教室など） 

 

主な取組事業 

○ 各種健康診査事業（町ぐるみ健診など） 

○ 各種予防接種事業 

○ 受動喫煙防止の啓発推進 

 

 

 
主な取組事業 

○ 食生活改善指導事業 

○ 食育に関する知識の普及・啓発 

 

主な取組事業 

■ 施策の展開方針【 行政の果たすべき役割 】 

■ 市民に期待される役割 

■ 関連計画 

食育：様々な経験を通じて、食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践する人間を育てること。単なる料理教育
ではなく、食に対する心構え、栄養学や伝統的な食文化などの総合的な教育をいう。 

ヒブワクチン：ヒブはインフルエンザ菌ｂ型の略称。乳児や小児の敗血症や髄膜炎、急性喉頭蓋炎などの感染症の原因菌となる。ヒブ

髄膜炎等の発症により死亡する例や後遺症を残すことがあるため、ワクチン接種による感染予防が重要となる。 
生涯スポーツ：健康の増進やレクリエーションを目的に、生涯を通じて、地域や世代などを越えて、誰もが気軽に参加できるスポーツ 
町ぐるみ健診：市民の健康の維持・増進に向け、市内各地区で実施する集団健診で、血圧や血液検査等の特定（基本）健診、各種がん

検診等の総合健診をいう。 
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第４節 健やかな成長を支える子育て環境 

      【児童福祉・子育て支援】 
 

 

 

・本市の年間出生数は、近年 320～ 380人程度で推移しており、長期的には減少傾向にあります。

また、出産可能年齢の女性人口が減少していますが、平成22（2010）年における本市の合計特

殊出生率※は、1.73となっており、全国・兵庫県平均に比べて高い水準にあります。 

・仕事と子育ての両立への不安や、子育てに対する経済的な負担の増大などにより、子育てに対する

負担感が増大しています。また、ライフスタイルの多様化や核家族化の進行により、家族形態が変

化するなど市民の子育て支援に関するニーズも多様化していることから、安心して子どもを生み育

てられる環境の整備が急務となっています。 

・核家族化の進行や地域における人間関係の希薄化などにより、家庭や地域の子育て力が低下してお

り、子育てに悩みを抱え、孤立する親が増加しています。地域住民や子育て中の親同士が互いに支

え合える機会を創出するとともに、子育て家庭への訪問や相談体制の充実を図ることが求められて

います。 

・児童虐待や子育て支援などの子どもに関する相談件数が増加していることから、それぞれの家庭の

実状に合わせた、きめ細やかな対応が求められています。 

 

 

・子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、子どもの医療費助成の対象を拡大したほか、保育料の

軽減を行いました。 

・平成23（2011）年に、市内３か所目となる子育て学習センター※を比延地区に開設しました。 

 

 

地域の中で安心して子どもを生み育てる環境が整い、子育て家庭が大きな不安や負担を感じることな

く、子育ての喜びを感じることができ、子どもが健やかに成長しています。 

 

 
 

分類 指 標 名 現状値 
平成30年度に 

おける方向性 

政策 
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％ 
 

1-401 保育所の待機児童数 0人 
 

1-403 
子育て学習センター等の子育て支援施設の年間
利用者数 

30,650人 
 

1-404 
児童相談所への送致・ＤＶ保護等の年間措置件
数 

措 置   6件 
保 護  １件 

 

■ 現状と課題 

■ 前期基本計画における主な取組状況 

■ 目指す姿 

■ まちづくり指標 

合計特殊出生率：15～49歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性が生涯に産む子どもの平均数を表す。 
子育て学習センター：子育ての不安や悩みに対し、親が子育てに関する学習を行うための施設。子育て相談や情報の発信、遊びを通し
た親子のふれあいを深める事業の実施、自主的な子育てグループ活動の支援などの機能を有する。 
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 1-401 子育て支援制度・サービスの充実  

・仕事と子育ての両立を支援し、子育て中の親の就業促進を図るため、多様な保育ニーズに対応した

保育サービスの充実や保育環境の整備を進めます。また、放課後の子どもたちの安全で健やかな居

場所づくりを推進するため、学童保育の充実に努めます。 

・就学前児童が教育と保育を均等に受けられるよう、幼稚園と保育園の一元化を推進します。 

・妊娠中から安心して子育てができるよう、健康診査の受診や家庭訪問を実施します。 

・子どもを持つことを望む夫婦の経済的な負担を軽減するため、不妊治療費等の助成を行います。ま

た、結婚を希望する独身男女に出会いの機会を創出し、結婚活動を支援します。 

 

 

 

 1-402 安心とゆとりの持てる子育て支援の推進  

・子育て家庭の経済的な支援として、各種手当を支給するとともに、子どもの医療費の助成や保育料

の負担軽減などを行います。 

・ワークライフバランス※を推進するなど、子育てと仕事の両立ができる職場環境づくりに向けた啓

発や普及活動を実施します。 

 

 

 1-403 家庭・地域の子育て力の向上  

・家庭における子育て力の向上を図るため、子育て支援の関係部局が連携し、子どもの発達段階に応

じた支援体制を充実します。また、親が自分自身と向き合い、子育てを振り返る機会や、親同士や

地域との交流を深めるための機会を提供します。 

・多様な世代が地域の子どもの指導や見守り活動を行いながら、子育て中の親をサポートする体制づ

くりを進め、地域の子育て力の向上を図ります。 

・既存施設との連携を図り、児童館などの機能を備えた子育て支援の拠点施設を整備します。 

 

 

 

 1-404 きめ細やかな配慮を必要とする子育て家庭の支援  

・近年増加する一方、潜在化する児童虐待について、関係機関との連携を強化し、未然防止と早期発

見・早期対応に向けた体制づくりに取り組みます。 

・ひとり親家庭の生活の安定と向上を図るため、相談・支援体制の充実や就労支援に取り組みます。

また、障害を持つ子どもと親が安心して暮らせるよう、必要な支援を行います。 

 

 

 

 

・親としての自覚を持ち、子どもに基本的な生活習慣や社会規範を身に付けさせる。 

・地域ぐるみで子どもを育てるため、地域の子どもに関心を持ち、温かく見守る活動を実践する。 

 

 

○ 西脇市次世代育成支援対策推進行動計画   ○ 西脇市子ども・子育て支援事業計画（策定予定） 

○ 西脇市地域福祉計画            ○ 茜が丘複合施設整備基本計画 

○ 児童手当などの手当の支給   ○ 乳幼児・こども医療費助成事業 主な取組事業 

○ 地域に根ざした子育て支援ネットワークの構築・拡充 

○ 茜が丘複合施設整備事業（児童館・子育て支援拠点施設） 

 

主な取組事業 

○ 家庭児童相談事業      ○ ひとり親家庭への支援 

 

主な取組事業 

○ 保育サービス・学童保育の実施・充実 ○ 幼保一元化の推進 

○ 乳児全戸訪問事業          ○ 特定不妊治療費助成事業 

○  

 

主な取組事業 

■ 施策の展開方針【 行政の果たすべき役割 】 

■ 市民に期待される役割 

■ 関連計画 

ワークライフバランス：過労による精神疾患の増加や、少子化の進行など社会的な問題の解決に向け、労働者一人ひとりが仕事でやり

がいや充実感を持ちながら、家庭・地域でも人生の各段階に応じた多様な生き方を選択できることを目指した考え方 
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第５節 高齢者がいきいきと暮らせる長寿社会 

      【高齢者福祉・介護保険】 
 

 

 

・平成22（2010）年の国勢調査では、本市の高齢化率は27.4％となっており、兵庫県や近隣都市

と比較して高い水準にあります。今後さらに高齢化の進行が予測されており、特に75歳以上の後

期高齢者が大幅に増加することが見込まれます。こうした中、高齢者が住み慣れた地域社会の中で、

安心して暮らすことのできる環境の整備が求められています。 

・超高齢社会においては、健康で活動的な高齢者も増加することから、高齢者が生涯現役として就労

や地域活動などに参加し、活躍できる場を創出することが求められています。また、できるだけ長

い期間、自立生活を送ることができるよう、心身の機能低下を予防するため、介護予防事業※を推

進・拡充していくことが必要です。 

・本市の65歳以上の要介護認定率は、平成19（2007）年度末の15.8％から平成23（2011）年

度末には18.2％へと増加しています。今後、要介護認定率が高い後期高齢者の増加に伴い、介護

サービスの増大が見込まれており、介護保険の財政運営は非常に厳しくなると予測されます。その

ため、利用者ニーズに応じた介護サービスの提供に努めながら、介護保険制度を持続可能なものと

するため、健全な財政運営を確保していくことが必要です。 

・本市では、全世帯数のうち約４分の１が、ひとり暮らし高齢者などの高齢者世帯が占めています。

高齢者世帯の孤立を防ぐため、地域での見守り体制を推進するとともに、高齢者が安心して暮らし

続けられるよう、地域包括ケア体制の実現が求められています。 

 

 

・地域の公民館などで実施する介護予防教室を平成23年度には32会場へ拡充しました。 

・増大する介護ニーズに対応するため、平成23年度に認知症対応型の通所介護事業所※などの地域密

着型サービス事業所を整備しました。 

 

 

高齢者が住み慣れた地域で、自ら持つ能力を発揮し、心身ともに健やかに暮らすことができ、支援が

必要となった場合には、安心して福祉サービスを受けることができます。 

 

 
 

分類 指 標 名 現状値 
平成30年度に 

おける方向性 

政策 
高齢者が安心して暮らすことができると感じる
市民の割合 

51.2％ 
 

1-501 65歳以上の要介護認定率 18.2％ 
 

1-502 要介護認定者の介護サービス利用率 83.9％ 
 

1-503 年間高齢者総合相談件数 3,437件 
 

■ 現状と課題 

■ 前期基本計画における主な取組状況 

■ 目指す姿 

■ まちづくり指標 
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 1-501 自立生活の支援・介護予防の推進  

・高齢者が豊富な知識や経験を生かせるよう、地域活動への参加の促進や就業機会の提供を行い、自

立生活を支援します。また、高齢者のニーズに応じた学習機会の提供や、交流活動の実施に努めま

す。 

・住み慣れた地域の中で、できるだけ長く、要介護状態とならず自立した生活ができるよう、地域で

の介護予防教室などの介護予防事業を推進します。 

 

 

 

 1-502 安心して暮らせる介護サービスの提供  

・利用者と介護者のニーズに応じた介護サービスの量の確保と質の向上に努めるとともに、介護保険

事業の適正な運営に向け、サービス提供事業者に対して指導・監査を行います。 

・増加する入所待機者に対応するため、介護施設の計画的な整備・充実に努めます。 

・家庭での自立生活の復帰を支援するため、老人保健施設「しばざくら荘」では施設ケアプランに基

づくサービスを提供するとともに、施設の改修や設備の更新を進めます。 

・多様な介護サービスや高齢者福祉サービスの中から適切なサービス利用の定着を図るため、広報や

パンフレットなどによる情報提供を行います。 

 

 

 

 

 1-503 包括的な地域ケア体制の推進  

・地域包括支援センター※の機能を充実し、相談体制の確保を図るとともに、医療・保健・福祉サー

ビスの連携や権利擁護など高齢者が地域の中で、安心して暮らしていくことができるよう、包括的

なケア体制を推進します。 

・民生委員・児童委員や自治会による近隣協力体制の充実を図るとともに、高齢者世帯への生活援助

員の派遣により、地域の中で高齢者を見守る体制を強化します。 

 

 
 
 

 

・高齢者自身が、自立して、元気に暮らし続けられるよう、交流の場に参加するとともに、日頃から積

極的に健康づくりや介護予防に取り組む。 

・介護保険制度への理解を深め、保険料の納付義務を果たし、適正なサービス利用に努める。 

・地域の中で連携し、高齢者への声かけや見守り活動を行う。 

 

 

○ 西脇市高齢者福祉計画              ○ 西脇市介護保険事業計画 

○ 西脇市地域福祉計画 

○ 元気高齢者の活動支援（老人クラブ活動支援事業など） 

○ 介護予防教室・いきいきサロン事業の推進          
主な取組事業 

○ 介護サービス給付事業 

○ 介護施設の整備・設備の更新 

○ 介護サービスの周知・啓発事業 

 

 
主な取組事業 

○ 高齢者総合相談事業 

○ 高齢者見守り体制の充実 

 

主な取組事業 

■ 施策の展開方針【 行政の果たすべき役割 】 

■ 市民に期待される役割 

■ 関連計画 

介護予防事業：高齢者が住み慣れた場所で自立した生活を送ることができるよう、活動的な状態にある高齢者の生活機能の維持・向上
に向けた取組を行う一次予防事業、寝たきりや認知症などで常時介護が必要となる要介護状態等になることを防ぐ二次予防事業、要

支援状態や要介護状態になっても、それ以上状態が悪化しないことを目的として実施される三次予防事業をあわせていう。 
通所介護事業所：老人福祉施設のひとつで、利用者の身体機能の維持向上、社会的孤立感の解消、介護者の負担軽減を目的として、利
用者が介護施設に通い、健康チェック、入浴、食事等や日常生活上の機能訓練等を受ける。 

地域包括支援センター：平成18（2006）年４月から介護保険法の改正に伴い創設された機関で、地域住民の心身の健康維持や生活の安
定、保健・福祉・医療の向上、財産管理・虐待防止など様々な課題に対して、地域における総合的なマネジメントを担い、課題解決
に向けた取組を実践していくことを主な業務としている。 
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第６節 障害者が安心と尊厳を持って暮らせる社会 

      【障害者福祉】 
 

 

 

・本市における各種障害者手帳所持者は、平成24（2012）年には 2,465人、対人口比で 5.6％

となっており、年々増加傾向にあります。 

・平成18（2006）年の障害者自立支援法の施行により、障害者福祉サービスの体系が再編され、

障害者の地域生活への移行を目指し、在宅障害者に対する支援の充実が図られました。しかし、本

市ではサービス提供事業所が不足していることから、地域生活の維持や移行が困難な障害者が増え

ています。 

・平成25（2013）年には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律が施行

され、障害者福祉サービスの対象者に難病患者等が加えられるなど、支援制度の改革が進められて

います。 

・障害者が地域の中で、安心して自立した生活を送ることができるよう、障害の特性やライフステー

ジに応じた支援体制の充実が求められています。 

・平成23（2011）年の障害者基本計画策定時のアンケートでは、「自立と社会参加の支援ができ

ている」と感じている障害者が21.4％、「暮らしやすい環境が整っている」と感じている障害者

が22.2％と少ないことから、障害者が地域の中で、安心して暮らせる体制づくりが必要です。 

 

 

・利用者のニーズに応じた活動を展開するため、平成20（2008）年に障害者地域活動支援セン

ター※を設置し、センター内にＮＰＯ法人が運営する就労継続支援事業所、指定相談事業所、障害

者相談支援センターを開設しました。 

・平成24年に障害児を対象とした学童保育施設を整備し、特別支援学校に就学する児童の学童保育

を実施しました。 

 

 

障害のある人もない人も、互いに尊重し、支え合い・助け合いながら、尊厳を持って、地域の中で安

心して自立した生活を送っています。 

 

 
 

分類 指 標 名 現状値 
平成30年度に 

おける方向性 

政策 
障害がある人とない人が、互いに理解し、尊重
しあっていると感じている市民の割合 

36.8％ 
 

1-601 施設入所からの地域生活移行者数 10人 
 

1-602 障害者の就業者数（西脇公共職業安定所管内） 651人 
 

1-603 年間障害者相談件数 3,253件 
 

■ 現状と課題 

■ 前期基本計画における主な取組状況 

■ 目指す姿 

■ まちづくり指標 
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 1-601 地域での自立生活の支援  

・障害者が住み慣れた地域で安心して自立した生活を送ることができるよう、在宅生活に必要な支援

やサービスを充実します。また、施設入所者については、必要な生活介護や機能訓練を実施すると

ともに、住まいの提供など地域生活を支援するための環境整備を図ります。 

・教育部門と連携し、学童保育や教育相談・指導体制などの充実を図り、障害児や発達障害のある子

どもの健やかな成長と学びを支援します。 

・障害者一人ひとりに合わせたサービスを適切かつ効果的に提供するため、心身の状況や生活実態に

応じたケアマネジメントを実施します。 

 

 

 

 

 1-602 社会参加・交流の促進と自己実現の支援  

・障害者の社会参加や自立促進に向け、就労に必要な知識や技能の習得を支援するとともに、関係機

関や事業所に働きかけ、働く場の確保や就労環境の整備促進に努めます。 

・スポーツ・文化活動への参加の機会の充実を図るとともに、外出時の同行支援や手話通訳者等のコ

ミュニケーション手段の確保に努め、就労・就学以外での社会参加の促進や、自己実現に向けた支

援を行います。 

 

 

 

 1-603 ともに支え合う障害者共生社会の構築  

・障害者の虐待防止と早期発見・早期対応に努めるとともに、当事者同士で互いに支え合うピア・カ

ウンセリング※を実施するなど、障害者やその介護者が生活全般にわたる相談ができる支援体制の

充実を図ります。 

・全ての市民が障害に対する理解と認識を深め、手助けが必要な時には支え合うことのできる共生社

会の実現に向けた教育や啓発活動を推進します。 

・公共施設のバリアフリー化や災害時の要援護体制の充実など、障害者の自立した生活を支える環境

整備を推進します。 

 

 
 

 

 

・障害に対する理解と認識と深め、障害のある人への偏見をなくし、地域生活や社会参加に必要な支援

や手助けを行う。 

・企業や事業者は、障害者の雇用に努める。 

 

 

○ 西脇市障害者基本計画         

○ 西脇市障害福祉計画    

○ 西脇市地域福祉計画          

○ 福祉のまちづくり重点地区整備計画（西脇市・黒田庄町） 

○ 在宅生活・日常生活の支援（居宅介護・療養介護など） 

○ グループホームの整備 

○ 障害児学童保育事業     

 

 

主な取組事業 

○ 就労移行支援・就労継続支援事業 

○ 地域生活支援事業（移動支援など）             

 

主な取組事業 

○ 相談支援事業 

○ 障害者虐待相談窓口（虐待防止センター）の設置 

 

 

主な取組事業 

■ 施策の展開方針【 行政の果たすべき役割 】 

■ 市民に期待される役割 

■ 関連計画 

地域活動支援センター：障害者自立支援法に基づき、地域生活支援事業の中で制度化された施設で、実施主体は原則市町村となる。通
所の障害者に対し、創作的活動又は生産活動の機会の提供などを行う。 

ピア・カウンセリング：障害など共通の経験と関心に基づいた仲間（ピア）同士が、話を聞くなど互いに支え合う活動 
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第２章  産業が元気！活力とにぎわいあふれるまち 
 
＜ 産業・経済 ＞ 

 

■ 分野の展望 

○地域の発展を支えてきた地場産業や商業が活性化し、さらには幅広い産業が創出される

ことにより、就労環境と所得の安定を図り、安心して働き続けられるまちにしていきま

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産地づくりが進み、魅力あ

る農業が行われているまちにしていきます。 

○地域資源のネットワーク化による観光の振興や多様な交流が進み、多くの人が訪れる活

気とにぎわいがあふれるまちにしていきます。 

○生産と消費がつながり、地域内の経済循環が活発なまちにしていきます。 

 

■ 分野の現状と課題 

・グローバル経済の進展による価格競争の激化や新興国の技術革新、さらには構造改革の遅れなど

により、わが国の経済は長期にわたり低迷しています。特に、製造業や公共事業への依存度が高

い地方の経済は、非常に厳しい状況が続いています。 

・本市の工業は、従業者数や製造業出荷額については近年ほぼ横ばいで推移していますが、事業所

数は年々減少傾向にあります。また、本市の発展を支えてきた播州織は、産業構造の変化などに

伴い、低迷が続いています。これまでにも播州織や播州釣針といった地場産業の振興に努めてき

ましたが、時代のニーズに応じた効果的な支援に取り組んでいくことが今後必要です。 

・本市の商業は、播州織の興隆とともに、地域の商業拠点として機能してきましたが、商品販売額

については減少傾向にあります。小売業の商品販売額は、ほぼ横ばいで推移していますが、播州

織の生産量の減少に伴い、繊維等の卸売業の商品販売額が大きく落ち込んでおり、全体の商品販

売額に影響しています。 

・本市の農業は、山田錦や黒田庄和牛などのブランド産品が生産されていますが、生産者の高齢化

や担い手不足、自然災害の多発、農産物価格の低迷などにより、生産力の減退が続いています。

生産環境の厳しさが増す中、付加価値の高い農産物や加工品の生産の強化などを推進していくこ

とが必要です。 

・地域産業の個性と魅力を高めていくためには、従来の商品や販路だけでなく、地域資源の活用や

社会ニーズへの対応、農商工や産学官の連携、複合化の促進などにより、新たな商品やサービス

を開発・提供していくことが求められています。また、定住人口の減少が進む中、本市に来訪す

る交流人口の創出を図り、地域の活性化を進めていくことが重要です。 

・雇用の確保と地域経済の活性化のため、企業誘致が多くの市民から求められています。そのため、

事業者が進出しやすい基盤整備を推進していくことが必要です。 

・新しい産業の創出に向けては、本市の現況を十分に分析し、地域資源を生かした事業活動へと高

めていく仕組みづくりが必要です。また、地域の活性化に寄与する産業を積極的に支援するとと

もに、グローバル経済に左右されにくい地域内での経済循環の創出に向けた経済戦略を構築して

いくことが、今後求められています。 
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■ 分野の政策・施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-101 商業活動の活性化支援 

2-102 商工業者の経営基盤の安定・強化への支援 

2-103 地場産業・工業の振興 

第１節 活力と活気を生み出す商工業 【商業・工業】 

2-301 農業経営の安定と担い手育成の支援 

2-304 畜産物の生産体制の安定・強化 
 

2-302 消費者に求められる農業の推進 

2-303 生産を支える農業農村環境の整備 
 

第３節 地域特性と魅力を高めた農林業 【農業・林業】 

2-305 森林の整備と適正管理 
 

2-201 交流基盤の強化と交流イベントの充実 

2-202 魅力ある観光資源の創出と活用 
 

第２節 にぎわいを創出する観光と多様な交流 【観光・交流】 

2-203 地域特性を生かした幅広い交流の推進 
 

2-401 企業誘致の推進 
 
2-402 就労機会の拡大と地域経済循環の促進 
 
2-403 雇用の安定と就労の支援 
 

第４節 安定した暮らしを支える産業創出と就労環境 【産業創出・勤労者福祉】 

2-404 勤労者福祉の充実 
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第１節 活力と活気を生み出す商工業 

      【商業・工業】 
 

 

 

・本市は、播州織の発展に伴い、早くから播磨内陸地域の商業拠点として機能してきました。しかし、

播州織の低迷に伴う経営環境の変化や、商業従事者の後継者不足による廃業、大型商業店舗やロー

ドサイド店舗※の進出により、地元商店が衰退しており、商業販売額も低下傾向にあります。 

・人口減少や個人消費の低迷などにより商業環境が悪化する中、商業の活性化に向けては、消費者の

多様化するニーズに対応するため、日常生活に密着した店舗づくりや、にぎわいを創出する魅力あ

る商業ゾーンの形成を図る必要があります。 

・本市は、播州織と全国生産の約９割を占める播州釣針の２つの地場産業とともに発展してきました。

特に、播州織は地域の基幹産業として関連企業も数多く集積しており、全国有数の織物産地を形成

しています。しかし、その多くが分業制による小規模事業所であり、景気の影響を受けやすいこと

から、経営基盤はぜい弱なものとなっています。 

・円高の進行や低価格な海外製品の流入などにより、播州織の生産量はピーク時から大幅に減少して

います。厳しい市場環境が続く中、産地の活性化に向けては、市場の多様なニーズに対応した新商

品・新技術の開発や販路開拓、小ロット※・短納期に対応できる体制づくりを推進するなど、産地

の構造改革が求められています。 

・地場産業をはじめとする工業の振興では、経営基盤の強化はもとより、技術革新や情報化などに対

応するため、技術力の向上や後継者不足を解消するための人材育成、さらには異業種間交流などに

よる新たな事業展開が必要です。 

 

 

・播州織のブランドイメージの向上を図るため、平成20（2008）年に播州織の地域団体商標※（地

域ブランド）登録への支援を行いました。 

・消費者の購買意欲の向上と地域内の経済循環を促進するため、平成24（2012）年に市内の商店

で利用できる共通商品券発行の支援を行いました。 

 

 

商業者・関係機関・行政が一体となった地域密着型の商業の振興や、地場産業をはじめとする既存工

業と新たな産業が活性化することにより、経済的な豊かさを実感することができます。 

 

 
 

分類 指 標 名 現状値 
平成30年度に 

おける方向性 

政策 
2-101 

商業年間販売額 97,690百万円 
 

政策 
2-103 

工業製品年間出荷額 126,504百万円 
 

2-102 中小企業融資・利子補給の年間実施件数 
融  資 19件 
利子補給  ８件 

 

■ 現状と課題 

■ 前期基本計画における主な取組状況 

■ 目指す姿 

■ まちづくり指標 

ロードサイド店舗：都市郊外の幹線道路沿いなど通行量の多い道路の沿線に立地し、自家用車が主な集客方法である店舗のこと。 
小ロット：生産コストを最適化した効率的な単位よりも小さい単位で生産を行うこと。納期の短縮など顧客ニーズへの対応や、在庫費
用及び在庫リスクの軽減などが可能となる。 

地域団体商標：平成17（2005）年に商標法が改正され、地域ブランドの育成につなげることを目的に、商品名に特定の地域名を冠した
商標。地域の特産品等を他の地域のものと差別化し、特色ある地域づくりの一環として登録件数は増加している。 
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 2-101 商業活動の活性化支援  

・商工会議所や商業連合会、商店会などの関係機関と連携を図りながら、空き店舗対策を含めたにぎ

わいのある商店街や、魅力ある商店づくりに向けた支援を行います。 

・イベントの開催や共通商品券の発行など、消費者の利便性向上や購買意欲を促進する取組の支援を

行い、商店街への来客数や市内での購買者の増加に努めます。 

・食に関連する産業の振興を図るため、商工会議所や観光協会と連携し、本市の逸品となる食品製造

を手がける「西脇うまいもん職人※」の認定やグルメ情報の発信に努めます。また、地域資源を活

用した農商工連携による６次産業化に向けた取組を支援します。 

 

 

 

 

 2-102 商工業者の経営基盤の安定・強化への支援  

・商工会議所など関係機関との連携を強化しながら、融資や助成などの金融支援を実施し、商工業者

の育成と経営基盤の安定化、経営の近代化を図ります。 

・後継者や意欲ある新規参入事業者など商工業の担い手育成を支援するため、関係機関と連携しなが

ら、経営アドバイザーや起業支援制度などの活用を推進します。 

・競争力の強化や生産力の向上を目指し、新技術の導入や新製品の開発の支援に努めます。 

 

 

 

 

 2-103 地場産業・工業の振興  

・播州織や播州釣針など地場産業の振興に向け、業界団体と連携しながら、公益財団法人北播磨地場

産業開発機構を通じて、新商品・新技術の開発や販路開拓、小ロット・短納期など市場の多様な

ニーズに対応できる体制づくりを支援します。また、見本市やファッションショーなどを通じて、

地域ブランドの育成と普及促進を図ります。 

・播州織の独特な織物製造技術や、優れた品質を誇る播州釣針の高い技術力、また伝統的工芸品※で

ある播州毛鉤の製造技法など、地場産業の蓄積された技術と技能の伝承に努めます。 

・製造過程ごとで分かれている播州織の業界４団体の共同事務化に向けた取組を支援し、強い産地づ

くりを推進します。 

・異産業フェスタなどの産業交流イベントを通じて、地元産業のＰＲを行うとともに、業種間交流な

どによる新たな事業の創出を支援します。 

 

 
 

 

 
 

・市内の店舗での商品やサービスの購入を心掛ける。 

・事業者として、意識改革や経営努力を行いながら、新商品の開発や販路拡大に努める。 

 

 

○ 地域商業対策事業（産業フェスタの開催など） 

○ 地域商業活性化支援事業（共通商品券の普及支援など） 

○ 商工業振興事業（商工会議所への補助） 

 
主な取組事業 

○ 中小企業事業資金の融資 

○ 中小企業事業資金保証料の補給 

○ 中小企業相談事業                

 

 
主な取組事業 

○ 公益財団法人北播磨地場産業開発機構の支援 

○ 商工業振興事業（商工会議所への補助）【再掲】 
主な取組事業 

■ 施策の展開方針【 行政の果たすべき役割 】 

■ 市民に期待される役割 

西脇うまいもん職人：本市を代表する食を手がける職人が作る逸品の中から、西脇市特産品開発研究委員会が認定したもの。市内で製

造又は加工された食品のうち、本市に関わりのある名前、デザイン等を使用しているなどの要件がある。 
伝統的工芸品：伝統的工芸品産業の振興に関する法律に基づき、経済産業大臣により指定された商品。主な指定要件としては、日用品
であること、手作りであること、100年以上の積み重ねがあること、産地が形成されていること、などがある。 
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第２節 にぎわいを創出する観光と多様な交流 

      【観光・交流】 
 

 

 

・定住人口の減少が進む中、地域の活性化を図るためには、集客と交流を生み出すことにより、交流

人口を拡大していくことが重要です。こうした中、本市の観光入込客数は、平成17（2005）年

の約 102万人から、平成22年（2010）年には約 123万と増加傾向にあります。 

・本市は、豊かな自然や文化に恵まれており、日本へそ公園や日本のへそ日時計の丘公園をはじめ、

旧来住家住宅や播州織工房館などの観光交流拠点、黒田庄和牛や播州ラーメンなどの味覚、さらに

は様々な伝統文化など魅力ある地域資源を数多く有しています。しかし、いずれも認知度が高くな

く、小規模な資源であることから、観光客の大半は日帰り客となっています。 

・地域資源を生かした都市部との交流を促進する「北はりまハイランド構想※」に基づき、地域全体

を屋根のない博物館に見立てた「北はりま田園空間博物館」による交流事業が進んでいます。 

・今後は、新たな地域資源の発掘や、地域が主体となった交流活動の促進により、地域全体の魅力を

高め、観光客を増加させるとともに、本市での滞在が楽しめるような観光需要を生み出し、まちの

にぎわいを創出していくことが求められています。また、播州織や伝統工芸品である播州毛鉤など

本市ならではの地域資源を活用した魅力ある観光施策を展開していくことが必要です。 

・本市は、アメリカ・レントン市と姉妹都市、「へそ」のつながりで北海道・富良野市と友好都市の

提携を結ぶなど、国内外の都市との幅広い交流に取り組んでいます。今後は、こうした交流活動を

地域の活性化につなげていくことが必要です。 

 

 

・地場産業である播州織の歴史に触れながら、個性豊かな商品を展示・販売する播州織工房館の開設

（平成19（2007）年）を支援しました。 

・日本のへそ日時計の丘公園の管理主体が県から本市に委譲されたことにより、一層の魅力向上を図

るため、平成24（2012）年度に施設の大規模なリニューアルを実施しました。 

 

 

恵まれた自然や歴史文化、伝統産業など多様な地域資源を活用し、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、まちににぎわいと活力があふれています。 

 

 
 

分類 指 標 名 現状値 
平成30年度に 

おける方向性 

政策 
2-202 

市内を来訪する年間観光客入込数 1,248千人 
 

2-201 
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％ 
 

2-203 
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％ 
 

■ 現状と課題 

■ 前期基本計画における主な取組状況 

■ 目指す姿 

■ まちづくり指標 

北はりまハイランド構想：本市と隣接する多可町が、豊かな自然環境などの地域特性を生かしつつ、生活交流基盤の整備と都市との交
流の促進を図り、地域の活性化を目指す構想。平成５（1995）年に本地域を「都市と農村の交流舞台～北はりまハイランド」として
位置付け、整備方針を定めた基本計画を策定している。 
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 2-201 交流基盤の強化と交流イベントの充実  

・北はりま田園空間博物館事業を通じて、都市との交流促進につながるイベントや交流事業を積極的

に展開します。また、都市と農村の交流の舞台づくりを目指す北はりまハイランド構想を推進し、

地域資源を有効活用した交流人口の増加を図ります。 

・「へその西脇・織物まつり」や各地区で開催される地域活性化まつりなど、市民や地域が主体とな 

った観光交流イベントの開催を支援します。 

・中心市街地活性化の役割を担う西脇ＴＭＯ※への活動支援を行い、旧来住家住宅や播州織工房館な

ど交流の拠点となる施設でのにぎわいの創出を図ります。 

 

 

 

 2-202 魅力ある観光資源の創出と活用  

・観光協会など関係機関と連携しながら、歴史・産業・食など分野ごとに観光資源の掘り起こしと整

備を進めます。また、観光情報の発信力を高めるとともに、観光案内所の設置や運営体制の整備を

検討するなど、観光交流の充実・強化につながる取組を推進します。 

・地場産業である播州織や伝統工芸品である播州毛鉤などの関連施設見学、地場産品の加工体験など

本市ならではの体験・交流活動メニューの充実を図ります。 

・阪神都市圏の近郊に位置しながら、豊かな自然や景観に恵まれている本市の特性を生かし、都市部

住民との交流を深めるグリーンツーリズム※を推進します。 

・民間旅行会社などと連携して、地域資源と体験・交流活動を組み合わせた観光ルートの開発や、点

在する地域資源のネットワーク化を進め、宿泊客を含めた観光客の増加を図ります。 

・ホームページやＳＮＳ、マスメディアなど様々な媒体を活用し、季節のイベントや見どころなど鮮

度の高い観光情報をリアルタイムに発信することで、誘客の増加を図ります。 

 

 

 

 2-203 地域特性を生かした幅広い交流の推進  

・友好都市である北海道富良野市とは、訪問団の相互派遣など市民レベルでの交流の拡大を図るとと

もに、特産品の販売やＰＲなどを通じた経済的な交流を推進します。 

・「全国へそのまち協議会※」などの国内関係都市との交流事業を展開し、互いの友好と親善を深め、

地域情報の発信と地域の活性化を図ります。 

・姉妹都市であるアメリカ・レントン市とは、国際親善交流協会とも連携しながら、中学生使節団の

相互派遣など幅広い交流事業を展開し、市民が主体となった国際交流活動を推進します。 

 

 

 
 

・身近な地域資源の良さを見つめ直し、地域の魅力を積極的に発信する。 

・本市への来訪者を、あたたかい「おもてなし」の心を持って受け入れる。 

 

 

○ 北はりまハイランド構想基本計画         ○ 北はりま田園空間博物館基本計画

○ 友好都市・姉妹都市交流事業     ○ 都市間交流事業 主な取組事業 

○ 観光協会補助事業 

○ 観光ルートの開発・観光交流メニューの充実 
主な取組事業 

○ 北はりま田園空間博物館事業 

○ 西脇ＴＭＯ運営支援事業 
主な取組事業 

■ 施策の展開方針【 行政の果たすべき役割 】 

■ 市民に期待される役割 

■ 関連計画 

ＴＭＯ：Town Management Organization の略語で、中心市街地における商業やまちづくりを横断的・総合的に調整し、管理・運営する

機関 
グリーンツーリズム：緑豊かな農山村地域において、自然・文化を生かし、地域の人々との交流を楽しむ余暇活動 
全国へそのまち協議会：「へそ」や「中心」などの地理的特性を持つ全国の市町村で、平成９（1997）年に設立された協議会。平成24

（2012）年現在で８市町村が加盟しており、活力と魅力ある地域づくりを目的として、毎年物産展などを開催している。 
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第３節 地域特性と魅力を高めた農林業 

      【農業・林業】 
 

 

 

・食は生命の根源であり、農林業が生み出す豊かな産物は私たちの暮らしを支えています。しかし、

近年多発する自然災害や、貿易自由化へ向けた国際交渉の動き、さらには食をめぐる様々な事件の

発生などにより、安全・安心な食料の安定供給への期待が急速に高まっています。 

・本市は、近隣市町と比較して、農産物の出荷量が少なく、農地面積や農家１人当たりの経営規模も

小さくなっています。また、高齢化や農業離れなど農業に携わる人材不足も深刻化しており、農業

生産力の一層の低下が懸念されます。 

・こうした中、本市では特産品である黒田庄和牛の排せつ物から堆肥を製造し、資源循環型農業を展

開する土づくりセンター「ゆめあぐり西脇」と、安全・安心で新鮮な農産物を消費者に供給する北

はりま農産物直売所「北はりま旬菜館」を整備し、地産地消の取組を本格稼働させたところです。

今後は農産物の生産拡大を図るとともに、本市の特長を生かしたブランド化を推進することが求め

られています。 

・本市は、小規模な産地であるため、市場出荷が進めにくい状況にあることから、地元の食品関連産

業などと連携した学校給食や病院への農産物の供給、６次産業化に向けた取組など、地産地消の多

様な展開が課題となっています。また、黒田庄和牛をはじめ、山田錦や丹波黒、日本のへそゴマな

どのブランド産品については、さらなる生産力と品質の向上を図り、ブランド力を強化していくこ

とが重要です。 

・本市の農業を持続的に発展させるためには、認定農業者※や集落営農組織※などの担い手育成や、

新規就農者の確保が課題となります。また、担い手に対しては農地集積や各種支援制度の活用を図

り、一層の経営基盤の強化を進めていく必要があります。 

・活力ある農業を推進し、農村機能を高めていくため、老朽化した用水路や井堰、農道などの農業用

土地基盤施設については、国の交付金などを活用しながら長寿命化に向けた改修や整備を進めるこ

とが必要です。また、農業機械の共同利用を行うなど、生産コストを軽減する取組を推進していく

ことも必要です。 

・本市は、市域の約７割を山地が占めており、豊富な森林資源を有しています。森林は水源かん養だ

けでなく、土砂流出の防止や地球温暖化防止などの公益的機能を持っており、こうした機能を維持

していくためには、森林組合や民間企業などと連携しながら、計画的に森林整備を進めていくこと

が課題となっています。 

・野生動物による作物被害に対しては、防護対策を強化するとともに、捕獲した鳥獣の活用を含めた

総合的な被害防止対策が求められています。 

 

 

・黒田庄和牛の排せつ物を利用し、有機堆肥を生産する土づくりセンター「ゆめあぐり西脇」を平成

21（2009）年に開設しました。 

・地域で生産した農産物等を販売する北はりま農産物直売所「北はりま旬菜館」を平成23（2011）

年に開設しました。 

■ 現状と課題 

■ 前期基本計画における主な取組状況 
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美しい農山村空間の中で、地域特性を生かした農業が振興し、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る、魅力ある農業が展開されています。 

 

 
 

分類 指 標 名 現状値 
平成30年度に 

おける方向性 

政策 農産物の年間出荷額 1,636百万円 
 

2-301 担い手農業者（認定農業者）数 29人 
 

2-302 
地元農産物・畜産物を意識して購入する市民の
割合 

45.9％ 
 

2-303 土地改良施設維持管理適正事業の実施地区数 2地区 
 

2-304 畜産飼養頭数 

肉用牛 1,624頭 
 

乳用牛 350頭 

2-305 森林整備（除間伐・造林等）面積 255ha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 目指す姿 

■ まちづくり指標 

認定農業者：農業経営基盤強化促進基本構想に示した農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、農業経営の改善を計画的に
進めようとする農業者で、市町村が地域における将来にわたる農業経営の担い手として認定したもの。認定農業者になると低利融資

や税制の特例措置などの各種支援を受けることができる。 
集落営農組織：集落を単位として、農家が農地を持ち寄ったり、共同で農機具を所有するなど農業生産の全部又は一部について共同で
取り組む組織。任意の組織のほか、各農家の利益増進が目的の「農事組合法人」や営利目的の「株式会社」などの形態がある。 
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 2-301 農業経営の安定と担い手育成の支援  

・本市の農業実態を検証し、農業の将来あるべき姿について目標を定め、本市の農業の再構築と農業

の魅力や役割を高めるための方策を示した「西脇農業ビジョン」を策定します。 

・担い手への農地の集積や、地域農業の将来像を明らかにする「人・農地プラン※」の策定など、地

域における農業振興に向けた合意形成を図る取組を支援します。 

・本市の農業の持続的発展を図るため、認定農業者や集落営農組織などの経営強化に向けた取組を支

援するとともに、担い手を目指す経営体の育成や、新規就農に対する支援を行います。 

・水稲と園芸の複合経営や、商工業など他産業との連携、さらには６次産業化に向けた取組など、本

市の特長を生かした経営の導入を図り、効率的・安定的な経営体の育成を推進します。 

・耕作放棄地については、多様化する需要に対応する農作物の生産や戸別所得補償制度※の活用など

により、生産活動の再開に向けた支援を行い、農地の有効利用を促進します。 

 

 

 

 

 2-302 消費者に求められる農業の推進  

・消費者や流通業者などの実需者の期待に応える農産物の生産に取り組み、市内の消費者と生産者の

結びつきを強め、共生する関係を構築します。 

・土づくりセンター「ゆめあぐり西脇」で生産した黒田庄和牛の排せつ物を原料とする完熟堆肥の利

用の拡大を図るなど、環境にやさしい資源循環型農業を推進します。また、農薬や化学肥料の使用

削減により、農産物の安全・安心の確保を図るとともに、情報開示システムを備えた新たな農産物

の認証制度を立ち上げます。 

・野菜・果樹の直売のみならず、学校給食や病院等への納入や食品関連産業への原料供給など、農産

物直売所「北はりま旬菜館」を核とした多様な流通による地産地消を推進します。また、北はりま

農産物直売所出荷者協議会については、法人化や経営の複合化など、体制強化に向けた取組を支援

します。 

・体験活動や市民農園※の活用などを通じて、農業とのふれあいを提供する機会の創出や交流活動を

支援します。 

 

 

 

 

 

 2-303 生産を支える農業農村環境の整備  

・農産物の安定供給のため、農用地の保全や整備、用排水路や井堰、農道などの農業用土地基盤施設

の整備を行うとともに、適切な維持管理と長寿命化を推進します。 

・有害鳥獣による農作物の被害を防ぐため、計画的な捕獲や侵入防護柵の設置を進めるとともに、捕

獲鳥獣の有効活用を検討します。また、下草刈りや放任果樹の管理など集落ぐるみの農業農村環境

の整備を支援します。 

 

 

 

○ 西脇農業ビジョンの策定 

○ 担い手育成対策の推進            

○ 特産品の開発支援 

 
主な取組事業 

○ 土地改良施設維持管理適正化事業 

○ 市単独土地改良事業 

○ 鳥獣被害防止総合対策事業   

 
主な取組事業 

○ 土づくりセンターの管理運営 

○ 北はりま農産物直売所の管理運営 

○ 自然にやさしい農業の推進 

○ 地産地消推進事業 

 

 

主な取組事業 

■ 施策の展開方針【 行政の果たすべき役割 】 
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 2-304 畜産物の生産体制の安定・強化  

・畜産物の安定供給に向け、耕種農家やＪＡ、県などの関係機関と連携し、世界的な貿易自由化の潮

流にも対応できる力強い畜産経営に向けた支援を行います。また、家畜の排せつ物の適正処理と有

効活用を推進します。 

・畜産農家の経営安定化のため、生産コストの低減や販売価格の向上による収益性の改善に努めると

ともに、後継者の育成を支援します。 

・本市の特産品である黒田庄和牛の知名度向上に向けた取組を進め、ブランド力の一層の強化を図り

ます。 

 

 

 

 

 2-305 森林の整備と適正管理  

・水資源のかん養や土砂流出の防止、地球温暖化の防止など様々な公益的機能を持つ森林づくりに向

け、森林組合や県などの関係機関や民間企業と連携し、間伐や防除などに取り組み、森林の荒廃防

止と適正な保全に努めます。 

・多様な生物の生息環境である里山林※については、良好な景観や環境を維持するとともに、人と自

然がふれあう場として適正な保全と整備に努めます。 

 

 

 

 

 
 

・市民は、地元の農産物を積極的に購入・消費し、地産地消の推進に協力する。 

・生産関係者は、担い手への農地集積や農村機能の維持管理に向けた取組を進める。 

・生産関係者は、地元で生産される畜産堆肥を積極的に購入・活用し、農地の有機土壌化など環境に配

慮した農業の推進に取り組む。 

 

 

○ 農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想 

○ 西脇農業ビジョン（策定予定） 

○ 農村環境計画（西脇市・黒田庄町） 

○ 西脇市・多可町鳥獣被害防止計画 

○ 西脇市酪農・肉用牛生産近代化計画 

○ 西脇市森林整備計画 

 

○ 土づくりセンターの管理運営【再掲】 

○ 畜産業の担い手育成 

○ 黒田庄和牛のブランド力強化 
  

 
主な取組事業 

○ 森林整備活動・水源涵養林活動の支援 

○ 治山事業 

○ 森林管理100％作戦推進事業（人工林の間伐助成） 

 
主な取組事業 

■ 市民に期待される役割 

■ 関連計画 

人・農地プラン：地域の高齢化や農業の担い手不足が懸念される中、持続可能な農業を実現するため、平成24（2012）年から開始され
た国の制度。地域や集落の話し合いに基づき、地域の農業の担い手、農地の集積計画や利用図など、地域における将来的な農地利用
の設計図を描くプランの中で、「地域の中心となる経営体」に認定されると様々な支援策が受けられるなどのメリットがある。 

戸別所得補償制度：農業経営の安定と国内生産力の確保を図るとともに、食料自給率の向上と農業の多面的機能の維持を目的として、
販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象に、その差額を交付する制度。平成22（2010）年度から米や水田転作の麦・大
豆などが先行実施され、平成23（2011）年度から、水田・畑地共通を加えて本格実施されている。 

市民農園：サラリーマン家庭や都市の住民など農地を持たない人が、レクリエーションや自家用農産物の栽培、生徒・児童の体験学習
などの多様な目的で、野菜や花などを育てる農園をいう。 

里山林：集落や人里近くにあり、薪・炭の供給や落葉によるたい肥づくりなど、地域住民の生活と密接に結びついて存在する森林の総

称。石油エネルギーへの転換等により、里山林への生活の依存度は急減したが、近年環境保全上の価値などが見直されつつある。 
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第４節 安定した暮らしを支える産業創出と就労環境 

      【産業創出・勤労者福祉】 
 

 

 

・わが国では、グローバル経済の進展に伴う国際競争の激化や、世界的な金融危機の影響などを受け、

長期にわたり景気は低迷しています。特に、地方では公共事業の減少や製造業の低迷など、これま

で地域経済を支えてきた産業基盤が弱体化しています。 

 ・本市は、播州織を基幹産業に発展し、北播磨地域の商業集積都市としても機能してきましたが、社

会経済環境の変化により、多くの地方都市と同様、経済状況は低迷しています。また、産業構造の

変化に影響を受けやすい小規模な事業所が多く、事業所数は減少傾向にあります。 

・平成21（2009）年度の市内総生産額は約 1,499億円、就業者１人当たりの生産額は年間約 

669万円となっています。近隣都市と比較して、第２次産業の総生産額が少ないことから、就業者

１人当たりの生産額は、県内29都市の中で18位となっており、北播磨地域の都市で最も低くなっ

ています。また、市民１人当たりの年間所得も約 235万円となっており、県内19位と北播磨地域

の都市の中で最も低い状況です。 

・景気が低迷する中、雇用・所得環境も悪化していることから、市民の生活基盤の安定を図り、経済

的に自立して豊かに暮らすことができる環境を整備していくことが重要です。そのため、雇用の安

定や就労機会の拡充だけでなく、税収の増加や既存産業の活性化など、本市の経済基盤の強化に寄

与する企業誘致や、新たな産業の育成に努めるとともに、地域外に流出する資金の抑制を図り、地

域内で経済循環を促進する仕組みを構築していくことが必要です。 

・ライフスタイルの多様化や雇用形態の変化を踏まえ、事業者と就労者のニーズに応じた雇用・就労

を支援し、安心して働くことができる就労環境の整備が必要です。 

 

 

・都市計画法の特別指定区域制度※を活用して、平成22（2010）年に新規企業を鹿野町に誘致しま

した。 

・上比延工場公園地区地区計画に基づき、「にしわき上比延工場公園」を整備し、平成24（2012）

年から分譲を開始しました。 

 

 

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い、安心して働くことができます。 

 

 
 

分類 指 標 名 現状値 
平成30年度に 

おける方向性 

政策 
2-403 

市内の就業者数 19,433人 
 

2-401 誘致・新規立地企業数 ０件 
 

2-402 働く場が充実していると感じる市民の割合 16.8％ 
 

■ 現状と課題 

■ 前期基本計画における主な取組状況 

■ 目指す姿 

■ まちづくり指標 
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 2-401 企業誘致の推進  

・本市の経済基盤の強化と雇用の創出に向け、工場用地として造成した「にしわき上比延工場公園」

への企業誘致を推進します。 

・地区計画※や特別指定区域制度の活用を推進するとともに、産業立地促進条例に基づく優遇制度の

活用を図りながら、空き用地を活用した企業誘致に努めます。 

 

 

 

 2-402 就労機会の拡大と地域経済循環の促進  

・既存の産業集積や地域資源など、本市の特性を生かした産業の創出に向けた調査研究を進め、産学

官連携や異業種間交流の促進を図ります。また、身近な公共的課題の解決に向け、事業活動として

取り組むコミュニティビジネスやソーシャルビジネスの起業・活動支援に努めます。 

・地域経済の自立と活性化を図るため、交流人口の拡大や地産地消の推進など地域外からの資金流入

の促進と地域外への資金流出の抑制を図り、経済活動における地域内での循環構造の構築に向けた

検討を進めます。 

 

 

 

 2-403 雇用の安定と就労の支援  

・市民の多様な就労ニーズに対応するため、ハローワークやシルバー人材センター※などの関係機関

と連携し、就労機会に関する情報提供体制を充実させるとともに、就労に向けた支援を行います。 

・国、県や関係機関と連携し、働きやすい職場環境の整備や就業意識の啓発を行うとともに、地域職

業訓練センター※が実施する訓練事業を通じて、労働者の技術向上と能力開発を支援します。 

 

 

 

 2-404 勤労者福祉の充実  

・勤労者住宅資金融資などの貸付事業を実施し、勤労者の生活安定と福祉の向上を図ります。 

・労働者団体や関係機関と連携し、ワークライフバランスの実現や福利厚生活動のあり方、支援の手

法についての検討を行い、市内の事業所で働く勤労者が安心して働ける環境づくりを進めます。 

 

 
 

 

 

・企業誘致に当たり、様々な情報を行政に提供するなど積極的な協力を行う。 

・就労に向け、積極的な情報収集を行うとともに、専門的知識や技術の習得に努める。 

 

 

○ 企業立地促進法に基づく基本計画 

 

 

 

○ 「にしわき上比延工場公園」における企業誘致 

○ 工場適地・空き用地を活用した企業誘致 
主な取組事業 

○ 地域特性を生かした新たな産業の創出（調査研究、起業支援など） 

○ 地域経済循環モデルの構築に向けた調査研究 
主な取組事業 

○ 西脇地域職業訓練センター補助事業 

○ シルバー人材センター補助事業 
主な取組事業 

○ 中小企業勤労者福祉共済事業 

○ 勤労者住宅資金の融資 
主な取組事業 

■ 施策の展開方針【 行政の果たすべき役割 】 

■ 市民に期待される役割 

■ 関連計画 

特別指定区域制度：平成14（2002）年に兵庫県都市計画法施行条例で創設された制度で、人口減少や地域活性化に対応するため、市街
化調整区域において、住民が地域の課題の解決に取り組み、将来の姿を描く土地利用計画を住民参画により策定した場合、計画に

沿った開発行為を認めていくもの 
地区計画：都市計画法に定められている、建築物の建築形態、公共施設そのほかの施設の配置などからみて、それぞれの区域の特性に
ふさわしい態様を備えた良好な環境の各地区を整備・保全するための計画をいう。 

シルバー人材センター：労働意欲を持つ高年齢者に対して、臨時的・短期的又は軽易な就業を提供する組織 
地域職業訓練センター：地域の在職者や求職者に対して、各種職業訓練のための研修の提供などを行う、職業能力の開発・向上を図る
ための施設。本市には、県知事認定の職業訓練校「西脇地域職業訓練センター」が設置されている。 
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第３章  こころ豊かな人が育ち、いきいきと活躍できるまち 

＜ 教育・文化・スポーツ ＞ 

 

■ 分野の展望 

○学校・家庭・地域社会・行政が連携し、子どもたちが安心して学習できる環境が形成さ

れ、確かな学力と豊かな人間性など生きる力※を培うことができるまちにしていきます。 

○生涯を通じて、だれもが自由に学習・活動し、自己実現・自己向上※を図るとともに、

地域の中で、いきいきと活躍できるまちにしていきます。 

○優れた芸術・文化に触れ、市民の自主的な文化活動が盛んな、そして市民だれもが気軽

にスポーツ活動を楽しむことができるまちにしてきます。 

○市民一人ひとりの人権意識が高まり、お互いを尊重し合うまちにしていきます。 

○男女がともに性別にとらわれることなく、社会のあらゆる分野において、能力や個性が

発揮できるまちにしていきます。 

 

■ 分野の現状と課題 

・教育は、人間が成長・発達し、心豊かな社会生活を営む上で必要な能力を開発する活動であり、

学校だけでなく、家庭・社会などあらゆる場や機会を通じて、生涯にわたって取り組まれるもの

です。 

・平成18（2006）年12月に、教育の基本理念や教育制度の基本原則などを定めたわが国の教育

の柱である「教育基本法」が60年ぶりに改正されるなど、教育のあり方に対する国民の関心が

高まっています。 

・子どもたちが確かな学力・体力と豊かな人間性を備えていくためには、学校での教育環境の充実

を図るとともに、家庭や地域での教育力を向上していくことが重要です。少子化が進行するなど

社会経済環境が大きく変化し、価値観の多様化や人間関係の希薄化が進む中、本市の未来を担う

子どもたちを地域全体で育てていくという思いを共有し、学校・家庭・地域などが連携・協力し

ながら、具体的な行動に取り組んでいくことが求められています。 

・市民一人ひとりが心の豊かさを実感でき、活力ある社会の形成に向け、文化・スポーツ活動の振

興や生涯学習活動の充実が求められています。市民の学習・活動意欲が高まりをみせる中、個人

の自己実現を支援するとともに、地域社会を支えていくための活動を行う多くの市民が輩出され

る環境整備を進めていくことが重要です。 

・互いの人権や個性を尊重する真の共生社会の実現に向けては、市民一人ひとりが様々な人権問題

の実態を身近なものとして捉え、十分に理解するとともに、多様性を受容し、それぞれの差異を

認め合うことが重要です。そのため、様々な人権問題に対する教育や啓発を推進していくととも

に、多様な価値観を持つ人々が、理解を深めあえる機会を創出し、人権という普遍的な文化が根

付く社会を構築していくことが求められています。 

 

 

生きる力：変化の激しい社会の中で、自ら学び、自ら考え、主体的に判断・行動し、よりよく問題を解決するといった全人的な資質や
能力をいう。平成８（1996）年の中央教育審議会の答申で使われた言葉 

自己向上：本人の意思で、自分自身の能力向上や精神的な成長を目指すこと。 
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■ 分野の政策・施策体系 

 

 

 

 

 

3-201 連携による家庭・地域教育力の向上 
 
3-202 青少年の健全育成活動の推進 
 

第２節 たくましい子どもを育てる家庭・地域教育 【地域教育・青少年健全育成】 

3-403 伝統文化の継承と文化財の保存・活用 
 

3-401 文化・芸術活動の振興 

3-402 生涯スポーツ活動・交流の推進 

第４節 地域に根ざした多彩な文化と生涯スポーツ 【文化・芸術・スポーツ】 

3-101 基礎・基本教育の充実 
 
3-102 生きる力をはぐくむ学習の展開 

3-103 すべての子どもが学習できる教育機会の確保・充実 
 

第１節 人間力を培う学校教育 【学校教育・幼児教育】 

3-104 学校園施設の整備・充実 

3-301 学習活動の展開と内容の充実 
 
3-302 学習拠点施設の整備・充実 
 
3-303 学習成果を活用する活動の推進 
 

第３節 豊かな人間性をはぐくむ生涯学習 【生涯学習】 

3-501 人権意識の高揚と人権文化の創造 

3-502 人権啓発活動の推進と隣保館機能の充実 
 
3-503 男女共同参画社会の形成・推進 

第５節 人権と多様性を尊重する共生社会 【人権・男女共同参画・多文化共生】 

3-504 多文化共生社会の推進と平和意識の醸成 
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第１節 人間力を培う学校教育 

      【学校教育・幼児教育】 
 

 

 

・平成18（2006）年に、わが国の教育の根幹となる教育基本法が改正されたことなどを受け、本

市でも平成22（2010）年に「西脇市教育振興基本計画」を策定し、今後取り組む教育施策の基

本的な方向性を打ち出しました。 

・小学校では平成23（2011）年度から、また中学校では平成24（2012）年度から新学習指導要

領※が完全実施されています。この新しい学習指導要領に基づき、基礎的・基本的な知識や技能の

定着、思考力・判断力・表現力の育成、また学習意欲の向上や学習習慣の定着に向けた取組などを

進める中で、学習指導の充実が図られています。 

・一方、社会経済環境が変化を続ける中、基本的な生活習慣の乱れや学習意欲の減退が見られる子ど

もたちの増加が明らかになっています。こうした中、今後は基礎学力の確実な定着と向上を図る取

組を充実していくとともに、社会を生き抜く幅広い人間力の養成を目指し、子どもたち自らが生き

る楽しみと喜びを見出し、個々の能力を高めていくことができる教育の推進が必要です。 

・子どもたちの安全を守り、安心・快適な教育環境を整えていくため、老朽化した学校園施設の改修

や耐震化を進めていくことが急務となっています。また、より高度な教育を展開していくため、学

校園設備や教材の充実にも努めていくことが求められています。 

 

 

・本市の教育を一層充実させるための取組や、具体的施策を示した「西脇市教育振興基本計画」（え

～まち西脇!!ｅ－プラン）を平成22年に策定しました。 

・子どもたちの安全な学習環境を確保するため、計画的に学校園施設の耐震化を進めており、平成

24年度当初の耐震化率は、74.1％となっています。 

 

 

学校・家庭・地域社会・行政が一体となって教育環境の充実に取り組むことにより、子どもたちが意

欲的に学習を行い、健やかに育っています。 

 

 
 

分類 指 標 名 現状値 
平成30年度に 

おける方向性 

政策 
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％ 
 

3-101 
授業の内容がよくわかると判断した児童・生徒
の割合 

小学校 82.6％ 
中学校 68.0％ 

 

3-102 読書が好きな児童・生徒の割合 
小学校 66.8％ 
中学校 69.9％ 

 

3-103 
発達相談や巡回相談により支援する園児・児童・
生徒数 

63人 
 

3-104 学校園の耐震化率 74.1％ 
 

■ 現状と課題 

■ 前期基本計画における主な取組状況 

■ 目指す姿 

■ まちづくり指標 

新学習指導要領：文部科学省が各学校の各教科で教える内容を示したもので、新要領は平成18（2008）年から実施されている。これま
での詰め込み式でもゆとり教育でもなく、知・徳・体のバランスのとれた生きる力をより一層育むため、授業数の増加や学習内容の見

直しが行われている。 

 



  いのちいきいき 自然きらきら 共生のまち にしわき 
                                                    

 

 

 70 

 
  

 3-101 基礎・基本教育の充実  

・教育の専門家として、教職員の資質と実践的指導力の向上を図るため、研修等を充実します。 

・少人数学習や個別指導など学習形態や指導方法を工夫・改善し、基礎・基本の学力の定着を図りま

す。また、児童・生徒の習得状況に応じた学習機会を設定し、個性や能力に応じた学習体系を充実

します。 

・心と体のバランスのとれた発育促進のため、幼児期・小学校・中学校という子どもたちの発達段階

に応じた体験教育の充実を図り、心の豊かさと健やかな体を育みます。 

・市内の４中学校区ごとに保育所・幼稚園・小学校・中学校が連携した教育活動を推進し、切れ目の

ない指導による学力の向上と基本的な学習・生活基盤の形成を図ります。 

 

 
 

 3-102 生きる力をはぐくむ学習の展開  

・豊かな人間性を育むため、関係機関と連携し、子どもたちの読書活動を推進します。また、道徳・

食育・環境教育、さらには地域の文化・伝統などへの関心を高める教育の充実を図ります。 

・情報教育や国際理解教育など、社会的要請に対応した教育内容の充実を図ります。 

・社会生活に適応する能力を身につけるため、学習規律の習得やコミュニケーション能力の向上、礼

儀作法など基本的な生活習慣の形成に向けた啓発を行います。 

 

 

 3-103 すべての子どもが学習できる教育機会の確保・充実  

・心身の障害や発達障害などにより、特別な支援が必要な子どもたちが、その個性や能力に応じた教

育が受けられるよう、介助員や介助ボランティアを学校園に配置するとともに、医療発達相談や臨

床心理士による学校巡回訪問を実施します。 

・経済的支援が必要な家庭の保護者に対して、教育費用の一部を助成し、負担の軽減を図ります。 

・小規模特認校※である双葉小学校については、自然に恵まれた環境を生かし、豊かな人間性を培う

特色ある教育を推進するとともに、児童の増加による複式学級※の解消を図ります。 

 

 

 

 3-104 学校園施設の整備・充実  

・安全・安心な教育環境の確保に向け、学校園施設の耐震化やバリアフリー化を推進します。 

・プールなど老朽化した学校園施設の改修を推進するとともに、太陽光発電など環境に配慮した施設

整備に努めます。また、学力の向上に資する教育資機材の整備を進めます。 

・栄養バランスのとれた安心でおいしい給食を効率的に提供するため、市内に２箇所ある学校給食セ

ンターを統合整備します。また、調理業務の民間委託に向けた検討を進めます。 

 

 

 

 

・学校教育に関心を持つとともに、行事への参加などを通じ、学校での教育活動を支援する。 

・家庭において自習や規則正しい生活習慣の形成に努め、学習能力や生活態度の向上を図る。 

 
 

○ 西脇市教育振興基本計画 

○ 読書習慣の育成・定着    ○ 情報教育・国際理解教育の推進 主な取組事業 

○ 心身障害児教育推進事業（介助員・介助ボランティアの配置） 

○ 就学援助費・特別支援教育奨励費の支給 
主な取組事業 

○ 学校園施設耐震補強事業   ○ 学校園施設整備事業 

○ 学校給食センターの統合整備・運営の民間委託の検討 
主な取組事業 

■ 施策の展開方針【 行政の果たすべき役割 】 

■ 市民に期待される役割 

■ 関連計画 

モジュール学習：学習時間を10～15分程度に小さく分割した時間単位であるモジュールの数を学習内容にあわせて変えて行う学習 
小規模特認校：通学区域に関係なく、市町村内の全域から通学入できる制度。本市では平成18（2006）年に双葉小学校に導入した。 

複式学級：過疎地などで学校の児童・生徒数が少ない場合、学年ごとではなく、複数学年で１クラスにする学級編制のこと。 

○ 少人数指導・教科担任制の推進   ○ 中学校区連携教育の推進 

○ モジュール学習※など多様な学習形態の充実 
主な取組事業 
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第２節 たくましい子どもを育てる家庭・地域教育 

      【地域教育・青少年健全育成】 
 

 

 

・核家族化の進行や共働き世帯の増加、地域での人間関係の希薄化など子どもたちを取り巻く環境が

変化する中、家庭や地域における教育力の低下が懸念されています。また、少子化や情報化が進行

し、子ども同士や子どもと地域の人とが直接ふれあう機会が減少しています。 

・こうした中、基本的な生活習慣の乱れや社会生活におけるモラルの欠如、学力の低下、不登校児

童・生徒の増加、さらにはいじめや児童虐待など、子どもたちの健全な成長に影響を及ぼす様々な

問題が表面化しています。 

・豊かな人間性や生きる力を備えた子どもたちを育むためには、学校のみならず、家庭での教育力を

高める必要があります。家庭教育は全ての教育の出発点であることから、家庭におけるルールづく

りや基本的な生活習慣づくりなどは、子どもたちの成長に非常に重要な意味を持っています。 

・また、「地域の子どもは地域で育てる」という意識のもと、子どもたちが地域の人々とのつながり

を深めながら、地域に愛着を持ち、多くの人との関わりの中で健やかに成長できるよう、地域全体

で子どもたちを育てていく体制づくりも必要です。 

・今後は、学力の向上はもとより、社会を生き抜く幅広い人間力の養成を目指し、学校・家庭・地域

などが一層連携を深めながら、子どもたちを取り巻く様々な問題に適切に対応していくことが求め

られています。 

 

 

・学校運営に関して意見を述べる学校評議員※による外部評価（学校園評価※）を平成20（2008）

年度から本格的に実施し、その結果を学校だよりなどを通じて公表しました。 

・地域と連携した教育の推進を図るため、小・中学校での「総合的な学習の時間※」に地域のボラン

ティアなどをゲストティーチャーとして招へいしました。 

 

 

学校・家庭・地域が連携し、教育環境の充実に取り組むことにより、家庭や地域の教育力が高まり、

子どもたちが生きる力を身につけ、たくましく、健やかに育っています。 

 

 
 

分類 指 標 名 現状値 
平成30年度に 

おける方向性 

政策 
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％ 
 

3-201 地域から学校活動への人材登用者数 3,520人 
 

3-202 不登校児童・生徒の在籍比率 
小学校 0.29％ 
中学校 2.88％ 

 

■ 現状と課題 

■ 前期基本計画における主な取組状況 

■ 目指す姿 

■ まちづくり指標 

学校評議員：学校長が地域住民などから委嘱し、その求めに応じ、学校運営や教育計画・目標などに関する意見を述べる人 
学校園評価：学校教育法等の一部改正に伴い、平成20（2008）年度から本格導入された制度。本市では、地域に信頼される学校園を目
指し、大学との連携による幼・小・中学校の外部評価の導入や学校園評価システムの定着、評価結果の公表等を進めている。 

総合的な学習の時間：地域や学校の実態にあわせ、教科の枠を超えて、国際理解・情報・環境・福祉などのテーマに沿って行う体験的
な学習で、自ら考え、解決する能力を重視する。平成14（2002）年度から小・中学校などで完全実施されている。 
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 3-201 連携による家庭・地域教育力の向上  

・学校園・家庭・地域が連携・協力し、子どもたちの成長を支えるＰＴＣＡ活動※を支援します。 

・学校評議員による学校園評価や地域や保護者への評価アンケートを実施・公表し、その結果を反映

した学校園の運営を行い、地域に開かれた信頼される学校園づくりを推進します。 

・子どもの健全な成長には家庭教育力の向上が不可欠なことから、家庭学習をはじめ、規則正しい生

活習慣の確立に向けた啓発や学習機会の充実に努めます。 

・地元ボランティアをゲストティーチャーとして招へいするなど、地域の人材が持つ知識や能力を積

極的に活用し、地域住民が子どもたちの教育に関わる取組を推進します。 

・学校園と家庭・地域などの各主体が、子どもたちの健全な育成に向け、それぞれの役割についての

認識を双方向で深めるため、オープンスクール※や「トライやる・ウィーク※」の充実を図ります。 

・「西脇ハーティネス・メンバーズ運動」における子どもたちの見守り支援などのボランティア活動

をはじめ、通学路の点検や登下校時の交通安全の啓発など、学校園・家庭・地域が連携して、子ど

もたちの安全・安心を確保する取組を進めます。 

 

 

 

 

 3-202 青少年の健全育成活動の推進  

・子どもたちの交流を深める子ども会活動を支援するとともに、青少年の豊かな心の育成とたくまし

い成長を図るため、野外活動などの体験活動の充実と地域貢献活動の推奨に努めます。 

・青少年の非行を未然に防ぎ、健全な育成を図るため、地域や関係機関と連携し、巡回活動や啓発を

推進します。 

・いじめや不登校など、子どもたちを取り巻く様々な問題の解決と心のケアを図るため、スクールカ

ウンセラーや専任教育相談員による相談体制の強化に努めるとともに、不登校児童・生徒の学校生

活への復帰に向けた学習援助を行う適応教室を運営します。 

・学校医・保護者・教職員などで組織するいじめ問題等対策協議会を設置し、いじめの未然防止と早

期発見・早期対応に向けた取組を進めます。 

 

 

 

 

 
 

・保護者は自らの役割と責任を自覚し、子どもたちを健やかに育む明るい家庭づくりに努める。 

・「地域の子どもは地域で守り育てる」という意識を高め、地域の子どもたちに関心を持ち、声かけや

見守り活動、あいさつ運動を展開する。 

・いじめや暴力、非行に対し、家庭や地域において細心の注意を払うとともに、こうした行為を許さな

い地域社会づくりを進める。 

 

 

○ 西脇市教育振興基本計画 

○ 時代の変化に対応した家庭・地域社会の「教育力の向上」を図る推進計画 

○ 学校園評価の実施・公表 

○ 地域の人材を活用した学習の実施（ゲストティーチャーの招へい） 
○ 西脇ハーティネス・メンバーズ運動の展開 

 

 

 
主な取組事業 

○ 青少年体験学習事業 

○ 適応教室「はればれ教室」の実施 

○ いじめ問題等対策協議会の設置・運営 

 
主な取組事業 

■ 施策の展開方針【 行政の果たすべき役割 】 

■ 市民に期待される役割 

■ 関連計画 

ＰＴＣＡ活動：学校ごとに組織された保護者と教職員による教育団体であるＰＴＡに地域社会（Community）を加えた組織であるＰＴＣ
Ａが、健全な校外活動、非行の防止、家庭教育、児童虐待やいじめなどの防止に向けて行う活動 

オープンスクール：地域に開かれた学校を目指し、保護者だけでなく地域住民にも授業等を公開すること。 

トライやる・ウィーク：県内の公立中学校の２年生を対象に、感謝する気持ちや共生の心を育み、自立性を高めるなど生きる力を育成
することを目的に実施している数日間の地域や社会での様々な体験活動 
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第３節 豊かな人間性をはぐくむ生涯学習 

      【生涯学習】 
 

 

 

・生涯学習は、家庭教育・学校教育・社会教育など個人の発達段階に合わせた学習のみならず、文

化・スポーツ活動や読書など自己の成長と充実に向け、自らの意志に基づき、生涯を通じて行う様

々な学習活動をいいます。「いつでも・どこでも・だれでも」生涯にわたって学ぶことのできる生

涯学習社会の実現は、心豊かな暮らしを送っていく上で大変重要な意味を持ちます。 

・市民の学習意欲が高まる中、個人の趣味や教養を深め、生活の質を高めることだけにとどまらず、

市民が主体的に地域や社会の様々な公共的課題の解決に向けた能力を開発していくことも生涯学習

の大きな目的です。 

・本市では、各種講座の充実や自主活動サークルへの支援など学習環境の整備を進めてきた結果、多

くの市民が生涯学習活動に参加していますが、一方で講座内容や受講生の固定化がみられます。 

・団塊の世代など地域に活動の場を移す市民の増加に伴い、学習意欲の高まりや生涯学習への欲求の

増大が予想されることから、多様な学習ニーズに応える学習環境の整備が求められます。 

・今後は市民自身が中心となり、生涯学習活動の企画・運営するシステムを構築するとともに、地区

まちづくり協議会との連携を図るなど、生涯学習活動とまちづくり活動を結びつけ、市民の学習成

果が効果的に地域社会に還元できる仕組みを確立していくことが必要です。 

・図書館については、本市の知の拠点として、市民の知的ニーズを満たす重要な役割を担っています。

こうした中、情報化時代に対応した図書館機能の充実・強化を図ることが必要です。 

 

 

・平成22（2010）年度から公民館講座の一部を自主運営化するなど、市民が主体となった生涯学

習活動が展開できる環境整備を進めました。 

・生涯学習まちづくりセンターや経緯度地球科学館の開館日を拡充するとともに、平成22年に生活

文化総合センターを改修するなど、学習活動の拠点となる施設の整備・充実を行いました。 

 

 

誰もが自由に学習できる環境が整い、多くの市民が生涯学習活動に取り組み、学習成果が市民活動や

地域社会に還元され、心豊かに暮らすことができます。 

 

 
 

分類 指 標 名 現状値 
平成30年度に 

おける方向性 

政策 
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（過去１年間） 

33.1％ 
 

3-301 
公民館講座（公民館運営講座・自主運営講座）
の参加者数 

307人 
 

3-302 図書館の図書等資料の年間貸出冊数 151,212冊 
 

3-303 市民が講師を務める講座数 15講座 
 

■ 現状と課題 

■ 前期基本計画における主な取組状況 

■ 目指す姿 

■ まちづくり指標 
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 3-301 学習活動の展開と内容の充実  

・大学などの教育機関や民間企業、また多彩な人材と連携して、生涯学習情報ネットワークを構築し、

気軽に生涯学習に取り組むことができる学習機会の創出を図ります。 

・市民の多様な生涯学習活動に対する支援を行い、自己拡張・自己実現を図りながら、社会貢献を果

たす人材の輩出に努めます。 

・生涯学習講座の実施に当たっては、市民が主体的に企画・運営するシステムの構築を進めるととも

に、社会潮流を踏まえた現代的課題や、市民ニーズに対応した学習プログラムを提供します。 

 

 

 

 3-302 学習拠点施設の整備・充実  

・本市の知の拠点として、多様化する市民の学習活動を支援するため、図書館を整備し、レファレン

スサービス※の強化など図書館機能の向上を図ります。また、子どもたちへの読み聞かせや読書活

動の推進に取り組むとともに、電子資料の充実に向けた検討を行います。 

・経緯度地球科学館については、実体験型学習施設としての整備・充実を図り、指定管理者制度※に

よる効率的な施設運営に努めます。 

・生涯学習まちづくりセンターや総合市民センターなどの生涯学習施設については、機能強化と利便

性の高い施設運営に向け、社会経済情勢や市民ニーズに対応した施設のあり方を検討します。 

 

 

 

 3-303 学習成果を活用する活動の推進  

・生涯学習の受講修了者と多様な知識や技能を持った人材が生涯学習の担い手として活躍できるよう、

生涯学習アニメーターバンク※の充実を図ります。また、活力あるまちづくり推進の原動力となる

プロデューサーの育成にも努めます。 

・学習成果を発表する機会の拡充を図るとともに、ボランティア活動やまちづくり活動に発展させる

ことができる仕組みづくりと地域社会を支える市民力を育む人づくりを進めます。さらに、その仕

組みや人材を活用し、地域等の課題解決を図るための体制づくりについても検討を進めます。 

・学習成果をまちづくり活動に還元し、市民主体の地域づくりにつなげる本市の「生涯学習まちづく

り」について、これまでの取組に対する検証を踏まえ、生涯学習社会の実現に向けた指針の策定を

検討します。 

 

 

 

 

 
 

・生涯学習の機会を積極的に活用し、意欲的に学習活動に取り組む。 

・生涯学習により得た成果を、まちづくりやボランティア活動などを通じて社会に還元する。 

 

 

○ 西脇市教育振興基本計画            ○西脇市子ども読書活動推進計画（策定予定） 

○ 茜が丘複合施設整備基本計画 

○ 茜が丘複合施設整備事業（図書館） 

○ 生涯学習施設の有効活用の検討 
主な取組事業 

○ 生涯学習情報ネットワークの構築 

○ 特色ある生涯学習プログラムの実施 
主な取組事業 

○ 生涯学習アニメーターバンクの充実 

○ 人材登録・活用制度の整備 

○ 生涯学習まちづくり計画の策定の検討 

 

 

主な取組事業 

■ 施策の展開方針【 行政の果たすべき役割 】 

■ 市民に期待される役割 

■ 関連計画 

レファレンスサービス：図書館利用者が学習や調査のため情報や資料を求めた場合、図書館員が必要な図書や情報を提供するサービス 

指定管理者制度：民間事業者の能力やノウハウを幅広く活用するとともに、市民サービスの向上や行政コストの削減を図るため、民間
法人などに公の施設の管理運営を任せる制度。平成15（2003）年の地方自治法の一部改正で導入された。 

アニメーターバンク：仕事や趣味で培った知識・技術などを持つ人を登録し、文化やスポーツ、レクリエーションなど、様々な分野の

学習会の講師等として人材を紹介するシステム 
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第４節 地域に根ざした多彩な文化と生涯スポーツ 

      【文化・芸術・スポーツ】 
 

 

 

・本市は、市民会館やアピカホールなど様々な文化施設を有しており、こうした施設を拠点に多彩な

文化・芸術関連事業が展開されています。また、播州織の発展を背景に、早くから文化活動が活発

であったことから、県内でも文化度の高いまちとして評価を受けてきました。 

・こうした中、今後も市民の自主的な文化活動を支援するとともに、優れた文化・芸術に触れる機会

の充実を図り、多彩な文化が育まれる環境整備を進めていくことが必要です。 

・スポーツの分野では、体育協会を中心に様々な団体による活動が活発に展開されており、各種のス

ポーツ大会に多くの市民が参加しています。 

・今後も各種スポーツ団体などとの連携を図りながら、市民主体のスポーツ活動への支援を行うとと

もに、多くの市民が気軽にスポーツを楽しみ、健康づくりを進めながら、地域や多世代の交流促進

につながる生涯スポーツ社会を実現していくことが求められています。 

・文化・スポーツ活動の拠点となる施設については、老朽化が進んでいるものも多いことから、市民

ニーズを踏まえながら、改修や効率的な運営に向けた検討を進めていくことが必要です。 

・本市には、旧来住家住宅をはじめ、貴重な文化財や伝統行事が数多くあります。その保護や保存に

努めながら、観光資源としての活用を図り、後世へ継承していくことが求められています。 

 

 

・平成22（2010）年に開催された「観月薪能にしわき」など、関係団体が実施する文化・芸術イ

ベントの支援を行いました。 

・本市におけるスポーツ活動の普及・振興と生涯スポーツ社会の実現を目指す指針となる「西脇市生

涯スポーツ振興基本計画」を平成23（2011）年に策定しました。 

 

 

市民が優れた文化や芸術に親しみ、多様な文化活動が展開されるとともに、気軽に楽しめる生涯スポ

ーツ活動が活発に行われ、心豊かにいきいきと文化的・健康的な生活を送っています。 

 

 
 

分類 指 標 名 現状値 
平成30年度に 

おける方向性 

政策 
文化・芸術活動を行った市民の割合 
（過去１年間） 

39.2％ 
 

政策 
スポーツ・レクリエーション活動を行った市民
の割合（過去１年間） 

43.3％ 
 

3-401 文化施設の年間利用者数 215,921人 
 

3-402 スポーツ施設の年間利用者数 306,111人 
 

3-403 郷土資料館・文化財講座等の年間参加者数 7,596人 
 

■ 現状と課題 

■ 前期基本計画における主な取組状況 

■ 目指す姿 

■ まちづくり指標 
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 3-401 文化・芸術活動の振興  

・質の高い文化や洗練された芸術に触れる機会の創出に向け、文化連盟や文化・スポーツ振興財団な

どの関係団体と連携し、魅力ある事業やイベントを実施します。また、発想力や情操の育成、潜在

的な能力の伸展を図るため、子どもたちが優れた文化・芸術に触れる機会の提供と充実に努めます。 

・自主的に文化・芸術活動を行うグループや団体への活動支援を行うとともに、こうした活動を行う

グループ等の活性化を図るため、リーダーや後継者などの人材育成を支援します。 

・市民会館やアピカホールなどの文化施設については、運営の効率化を図りながら、文化・芸術活動

拠点にふさわしい整備や、近隣市町との相互利活用を推進します。 

 

 

 

 

 3-402 生涯スポーツ活動・交流の推進  

・生涯を通じて、市民が気軽にスポーツ活動に参加し、交流を深める機会を創出するため、体育協会

などの関係機関と連携し、各種スポーツ大会やスポーツ教室・イベントの開催を支援します。 

・誰もが気軽に親しめる生涯スポーツ活動の普及を図るため、地域に根ざしたスポーツ活動を支援す

るとともに、スポーツ推進委員をはじめとしたスポーツ活動の指導者育成に努めます。 

・体力増進や健全な人格の形成を図るため、子どもたちが気軽にスポーツを楽しみ、喜びを知る機会

の充実に努めます。 

・スポーツ活動の拠点となる施設については、活動環境の整備・充実を図るとともに、近隣市町との

相互利活用を推進します。 

 

 

 

 3-403 伝統文化の継承と文化財の保存・活用  

・市民の貴重な財産である文化財の調査研究を進め、適正な保護・保存に努めるとともに、観光資源

や教育資料としての活用を図ります。また、将来的に歴史的・文化的資源となりうる建造物などに

ついても保存・活用に努めます。 

・地域の民俗行事やまつりなど、歴史と伝統ある行事の保存・伝承に努めます。 

・郷土資料館の特別展など文化財や伝統文化の学習機会の充実を図るとともに、情報発信や普及活動

を推進します。また、市民がより身近に地域の歴史や伝統文化などに触れることができ、郷土への

愛着を高めることができる施設のあり方について検討を進めます。 

 

 
 

 

 

・文化・芸術への関心を持ち、作品の鑑賞や創作活動に取り組む。 

・家族や仲間との交流を深め、健康の増進を図るため、日常的なスポーツ活動に取り組む。 

・地域の歴史や文化財、伝統文化への関心を深め、後世に受け継いでいく。 

 

 

○ 西脇市教育振興基本計画             ○ 西脇市生涯スポーツ振興基本計画

○ 文化財の調査研究、保護・活用 

○ 文化財収蔵展示・学習施設の充実（施設機能の検討など） 
主な取組事業 

○ 生涯スポーツ活動の推進（各種スポーツ大会・教室の開催など） 

○ スポーツ施設の整備・機能充実・相互利活用の推進 
主な取組事業 

○ 文化・芸術イベントの開催 

○ 文化団体の活動支援 

○ 文化拠点施設の整備・機能充実・相互利活用の推進 

 

 
主な取組事業 

■ 施策の展開方針【 行政の果たすべき役割 】 

■ 市民に期待される役割 

■ 関連計画 



     基本計画／第３章 こころ豊かな人が育ち、いきいきと活躍できるまち 
                                                    

 77 

第５節 人権と多様性を尊重する共生社会 

      【人権・男女共同参画・多文化共生】 
 

 

 

・人権は、人間が人間らしく、幸福に生きるために生まれながら持っている基本的な権利です。誰も

が多様な個性や価値観を認め合い、互いに支え合い、共に生きる社会を実現するためには、自分の

人権と同様に他人の人権を尊重することが求められます。 

・近年、急速な情報化の進展など様々な社会経済環境の変化に伴い、インターネット上での差別的な

書き込みやプライバシーの侵害、児童や高齢者といった社会的に弱い立場にある人たちに対する虐

待など、人権に関する課題は多岐にわたっており、その対応策が必要となっています。 

・本市では、自治会や地区を単位とした学習会や、強調月間における講演会、また企業や各種団体に

おける研修会などの人権啓発活動を展開しています。また、人権啓発の指導者育成も実施しており、

市民が主体となる人権意識の高揚を図っています。 

・市内に４館ある隣保館※では、人権文化※の発信や相談活動などの人権関連事業を実施しているほ

か、コミュニティ活動の拠点として、地域住民の交流活動の場ともなっています。 

・男女共同参画に関する市民意識は徐々に変化しつつありますが、男女共同参画社会を実現していく

ためには、地域や職場など社会のあらゆる分野における性別による固定的な制度や慣習の見直しを

進めていくことが求められています。 

・ドメスティック・バイオレンス※やセクシュアル・ハラスメント※など、表面化しにくい人権侵害

行為も大きな社会問題となっており、その根絶に向けた取組を進めていくことが必要です。 

 

 

・「人権文化をすすめる市民運動」推進強調月間に各地区での講演会などを実施したほか、研修会な

どを通じて人権推進リーダーの育成を進めました。 

・男女共同参画社会の実現とドメスティック・バイオレンスの早期発見や被害者保護などの方策を示

した「第２次西脇市男女共同参画基本プラン・西脇市配偶者等暴力（ＤＶ）対策基本計画」を平成

23（2011）年度に策定しました。 

 

 

人権文化が日常生活の中で根付き、全ての市民の人権が尊重されています。 

 

 
 

分類 指 標 名 現状値 
平成30年度に 

おける方向性 

政策 
全ての人の人権が尊重されていると感じる市民
の割合 

36.3％ 
 

3-501 人権に関する講演会の年間参加者数 1,673人 
 

3-502 隣保館の年間利用者数 23,232人 
 

3-503 
「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％ 
 

■ 現状と課題 

■ 前期基本計画における主な取組状況 

■ 目指す姿 

■ まちづくり指標 

隣保館：住民交流の拠点として、福祉の向上と人権啓発を図り、生活上の課題や人権課題の解決に向けて設置されている公共施設 
人権文化：日常生活の中で、お互いの人権を尊重することを自然に感じたり、考えたり、行動することが定着した生活のあり様 
ドメスティック・バイオレンス：夫婦や恋人など親密な間柄の男女間での身体的・精神的・性的な暴力をいう。 

セクシャル・ハラスメント：「性的嫌がらせ」を意味し、広くは相手方の望まない性的言動や行為全てをいう。 
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 3-501 人権意識の高揚と人権文化の創造  

・関係団体と連携しながら、強調月間における講演会や学習会・研修会などを開催し、市民の人権意

識の高揚を図ります。また、人権意識啓発の核となる人権推進リーダーの養成に努め、市民が主体

となった人権文化の創造と推進を図ります。 

・学校においては、地域との連携を深めながら、体験学習をはじめとする多様な人権教育を展開し、

子どもたちの豊かな人権感覚を養うとともに、教職員の研修の充実に努めます。 

 

 

 

 3-502 人権啓発活動の推進と隣保館機能の充実  

・人権問題に対する認識を深め、人権課題の解決に向けて主体的に活動できる環境づくりを進めるた

め、啓発資料の作成・活用をはじめ、多様な機会と媒体を通じた啓発活動を推進します。 

・隣保館については、地域に密着した人権啓発活動の拠点機能とコミュニティセンター機能の充実を

図り、各種講座や相談業務を行うとともに、地域住民の交流事業を活発に展開します。 

 

 

 

 3-503 男女共同参画社会の形成・推進  

・男女が性別にとらわれず、あらゆる分野に参画できる社会の実現に向け、広報紙やホームページな

どによる啓発を推進するとともに、関係団体と連携しながら、講演会や講座などの学習機会を提供

します。また、こうした活動の拠点となる施設の整備を進めます。 

・女性の社会参加の促進に向け、市の審議会などで３割以上の女性委員の登用を図ります。また、自

治会などの地域活動や家庭生活における男女共同参画の推進に向けた意識啓発を行います。 

・ドメスティック・バイオレンスやセクシュアル・ハラスメントなどの人権侵害行為を根絶するため、

啓発活動の推進や相談体制の充実に努めます。 

 

 

 

 

 3-504 多文化共生社会の推進と平和意識の醸成  

・国籍や民族が異なる市民が、互いの文化的相違を認め合い、ともに暮らしていくことができる多文

化共生社会の実現に向け、国際理解の促進につながる研修や学習機会の提供を行います。 

・平和の大切さを再認識し、平和を愛する心を育めるよう、戦争の悲惨さや核兵器のおそろしさ、ま

た平和の尊さを学ぶ機会を提供し、平和意識の普及と高揚を図ります。 

 

 

 

 

・学習会や研修会に参加し、様々な人権問題に対する正しい理解と認識を持ち、人権を尊重する。 

・男女共同参画に関する理解を深め、性別にとらわれることなく、お互いの存在を尊重し合う。 

 

 

○ 西脇市教育振興基本計画            ○ 西脇市男女共同参画基本プラン 

○ 西脇市配偶者等暴力（ＤＶ）対策基本計画    ○ 茜が丘複合施設整備基本計画 

○ 「人権文化をすすめる市民運動」推進強調月間事業の実施 

○ 地域に学ぶ人権・体験学習事業 

 

主な取組事業 

○ 茜が丘複合施設整備事業（男女共同参画センター） 

○ 男女共同参画の推進に向けた学習機会の提供（セミナーの実施など） 

○ ＤＶ被害等の相談体制の整備・充実 

 

 
主な取組事業 

○ 人権教育推進員・委員合同研修会の実施  ○ 平和展の開催 主な取組事業 

○ 人権教育資料の作成・発行 

○ 隣保館機能の充実・人権啓発センターの設置 

 

主な取組事業 

■ 施策の展開方針【 行政の果たすべき役割 】 

■ 市民に期待される役割 

■ 関連計画 
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第４章  暮らしの安全を守り、安心が実感できるまち 
＜ 生活安全・安心 ＞ 

 

■ 分野の展望 

○災害に強く、犯罪などの事件や事故が起こりにくい、安全・安心を実感できるまちにし

ていきます。 

○市民一人ひとりが防災・防犯意識を持ち、日頃から地域で見守り、助け合う体制が整っ

ているまちにしていきます。 

 

■ 分野の現状と課題 

・近年、わが国では、異常気象と連動した集中豪雨※や想像を超える大規模な地震など、様々な自

然災害が頻発しています。また、不透明な社会情勢を反映した凶悪犯罪や、新たな感染症など予

期しない危機の発生により、日常生活を不安に陥れる事態が増加しています。 

・災害や犯罪など日常生活の安全を脅かす事故や事件は、社会的に弱い立場にある子どもや高齢者

が巻き込まれることが多くなっています。特に、高齢者人口の増加に伴い、高齢者が被害を受け

る事象が増えています。 

・日常生活に潜む様々な危険要素に対する安全性や安心感は、無条件に与えられるものではありま

せん。そのため、市民・事業者・行政など地域社会を構成する多様な主体が、それぞれの役割を

果たしながら、自ら危機管理能力や災害発生時の対応力を高めていくという意識を持ち、日常の

活動を通じて、必要な取組を進めていくことが重要です。 

・災害発生箇所や事件・事故の発生現場の状況を十分把握し、危険要因の解消に努めるとともに、

災害や事件・事故に関する情報や知識を市民と行政が幅広く共有し、いざという時に的確な判断

と行動ができるように準備しておくことが必要です。 

・市民一人ひとりの危機管理意識を向上するため、学校・地域・職場など、日常生活のあらゆる場

や機会を通じて、啓発活動や訓練の実践に取り組んでいくことが必要です。 

集中豪雨：比較的に狭い範囲に短時間に強く降り、100mmから数百mmの雨量をもたらす雨。重大な土砂災害や家屋浸水等の災害の原因と

なる。 
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■ 分野の政策・施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-201 防災基盤の整備・強化 

4-202 災害対応力の向上と防災体制の強化 
 
4-203 危機対応能力の向上と危機管理体制の強化 

第２節 災害・危機に強いまちづくり【防災・危機管理】 

4-101 常備消防・救急救助体制の強化・充実 

4-102 消防団の機能強化と活動環境の整備 

4-103 防火意識の高揚と救命技術の普及 
 

第１節 地域を守る消防・救急体制【消防・救急】 

4-301 総合的な交通安全対策の推進 
 
4-302 防犯活動の支援と防犯対策の強化 
 
4-303 消費生活の安定と安全の確保 
 

第３節 明るい暮らしを守る安心のまちづくり【交通安全・防犯・消費生活】 
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第１節 地域を守る消防・救急体制 

      【消防・救急】 
 

 

 

・本市の消防・救急業務は、加西市・加東市・多可町とともに構成する北はりま消防本部が担ってお

り、消防機関として、本市には西脇消防署と黒田庄駐在所があります。 

・本市の火災発生件数は、平成18（2006）年の38件をピークに近年は年間約30件前後で推移し

ていますが、人口当たりの出火率は全国・県平均をともに上回っています。 

・高齢者の増加に伴い、住宅火災による死傷者数の増加が予想されることから、地域における防火意

識の向上や、設置が義務化されている住宅用火災警報器※のさらなる普及に努めるとともに、火災

予防や初期消火体制の充実を図ることが必要です。 

・常備消防と連携し、地域の消防・防災の要である消防団は、若年人口の減少や就業構造の変化に伴

い、昼間に消防活動ができる団員が減少しています。初動体制の確保を図るため、機能別団員※制

度を充実させるとともに、組織の再編についても検討していくことが必要です。 

・救急需要は年々増加傾向にあり、平成23（2011）年の救急出動件数は 1,700件で、平成18年

と比較して約18％増加しています。こうした中、救急救助体制の充実と救急隊員の活動技術の向

上を図るとともに、救急車の適正利用や市民への救急知識と技術の普及が課題となっています。 

・国の方針では、平成28（2016）年５月末までに消防・救急無線のデジタル化が求められており、

消防指令業務の統合を含めた基盤整備が今後必要となります。 

 

 

・国の「市町村の消防の広域化に関する基本指針」に基づき、消防本部の広域再編を行い、平成23

年４月に一部事務組合※である北はりま消防組合を設置しました。 

・市町合併による消防団員数の不均衡の是正や団員の確保を図るため、平成23年度から団組織の見

直しや定数の削減、機能別団員の導入など消防団の再編に着手しました。 

 

 

市民が安心して暮らせる消防・救急体制が整い、防火や救命に関する市民の意識が高まることで、火

災や救急事故による被害が軽減しています。 

 

 
 

分類 指 標 名 現状値 
平成30年度に 

おける方向性 

政策 
4-101 

年間火災発生件数 26件 
 

4-102 機能別消防団団員数 18人 
 

4-103 ＡＥＤを適正に使用できる市民の割合 24.9％ 
 

■ 現状と課題 

■ 前期基本計画における主な取組状況 

■ 目指す姿 

■ まちづくり指標 

住宅用火災警報器：火災により発生する煙や熱を感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせる機器。消防法により、平
成23（2011）年５月までに全ての住宅の居室等への設置が義務付けられた。 

機能別団員制度：従来の消防団員制度を補完するため、大規模災害や火災発生時など特定の活動のみに従事する消防団員 

一部事務組合：市町村では対応できない、あるいは複数の市町村で取り組んだ方が効率的な事務などを共同で処理するために、地方自
治法に基づき設置される組合で、特別地方公共団体となる。 
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 4-101 常備消防・救急救助体制の強化・充実  

・北はりま消防組合における消防指令業務の統合に向けて、消防本部指令センター※の改修を行い、

消防・救急無線のデジタル化を推進します。また、防災活動の拠点となる消防庁舎の耐震性の向上

に取り組み、機能強化を図ります。 

・火災などの災害や救急需要の拡大・高度化に対応するため、消防車両や高規格救急車※、消防資機

材の計画的な配備を行うとともに、消防職員の能力や技術の向上を図り、効果的な消防・救急体制

を構築します。 

 

 

 

 

 4-102 消防団の機能強化と活動環境の整備  

・消防車両など消防団施設の整備・更新を行うとともに、円滑な消防活動が実施できるよう、未整備

地域を中心に消火栓や防火水槽など消防水利の整備を進めます。 

・地域の防災力の強化に向け、団員が不在となることが多い昼間消防活動を中心に機能別消防団員制

度の充実を図るとともに、社会情勢を踏まえた多様な消防団員制度を検討します。また、消防団員

の加入促進や、団員が地域で活動しやすい環境づくりに取り組みます。 

・地域の防災力の低下につながらないよう十分に配慮しながら、自治会や消防団と連携し、消防部の

再編についての検討を進めます。 

 

 

 

 

 4-103 防火意識の高揚と救命技術の普及  

・北はりま消防組合など関係機関と連携し、自主防災組織での訓練や火災予防広報などを通じて、市

民の防火意識の高揚に努めるとともに、住宅用火災警報器の設置を推進します。また、防火対象物

や事業所への査察や立入検査を行い、火災予防が実施されるよう指導します。 

・緊急性のない救急出動の要請が増加していることから、救急車の適正利用に向けた啓発を行います。 

・公共施設や民間施設へのＡＥＤ※の設置を推進していくとともに、ＡＥＤの使い方など応急手当の

方法を習得する研修や講習会を実施し、市民への救命知識と技術の普及を図ります。 

 

 
 

 

 
 

・日頃から防火や救急救命に関する意識を高め、地域や職場での講習や訓練に参加し、知識や技術の習

得に努める。 

・消防団活動への理解を深め、積極的に参加・協力する。 

・救急需要の増加と救急医療への理解を深め、救急車の適正な利用を心掛ける。 

 

 

○ 西脇市地域防災計画               ○ 西脇市水防計画

○ 消防団の消防車両・消防資機材の更新 

○ 機能別消防団員制度の充実・消防部の再編の検討 

○ 消防団協力事業所制度の導入 

 

 
主な取組事業 

○ 地域での防火訓練の実施・支援 

○ 救急救命講習・ＡＥＤ講習会の実施 
主な取組事業 

○ 消防指令業務の統合、消防・救急無線のデジタル化 

○ 消防庁舎の耐震診断・耐震補強 

○ 消防車両・消防資機材の更新・整備 

 
主な取組事業 

■ 施策の展開方針【 行政の果たすべき役割 】 

■ 市民に期待される役割 

■ 関連計画 

消防本部指令センター：119番の受付業務や、消防隊・救急隊への出場指令や情報伝達等の指令官制業務を行う施設 

高規格救急車：救急救命士が高度な救急措置を行えるように、広いスペースを確保し、救急資機材を積載した救急車 
ＡＥＤ：自動体外式除細動器。心臓がけいれんし、血液を流すポンプ機能を失った状態になった心臓に対して、電気ショックを与え、
正常なリズムに戻すための医療機器。医療従事者だけでなく、一般市民でも使用することができる。 
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第２節 災害・危機に強いまちづくり 

      【防災・危機管理】 
 

 

 

・近年、全国的に集中豪雨が多発していますが、加古川・杉原川・野間川が合流する平たん地に市街

地が形成されている本市は、大雨による浸水被害を受けやすい地形となっています。 

・平成16（2004）年10月の台風23号による大雨で、本市では市街地を中心に広範囲で浸水被害

が発生したため、加古川水系の河川改修を中心とした浸水対策事業を実施しました。しかし、平成

23（2011）年９月には、郷瀬町南部を中心に大雨に伴う河川水位の異常な上昇による浸水被害

が発生したことから、今後さらなる浸水対策を進めていくことが必要です。 

・南海・東南海地震※、山崎断層帯※や御所谷断層帯※の地震が発生した場合、本市でも強い揺れによ

る被害の発生が予想されており、地震に強い防災体制や建築物の耐震化の促進など防災基盤の整備

を進めていくことが必要です。 

・自然災害を未然に防ぎ、被害を無くすことは現実的には困難であることから、災害発生時に迅速に

対応し、被害の拡大を抑える減災対策に取り組んでいくことが重要になっています。 

・大規模災害の発生時には、行政だけでの対応には限界があります。本市では、地域での自主防災活

動は活発ですが、今後も市民一人ひとりの防災意識の高揚を図るとともに、地域での防災活動のさ

らなる充実や、共助意識の向上に向けて、住民の連帯感を醸成していくことが重要です。 

・自然災害以外にも市民の安全な暮らしを脅かす様々な事件や事故が発生していることから、不測の

事態に備えた危機対応力の向上が求められています。 

 

 

・平成16年に台風による大規模な浸水被害を受けたことから、再度の被害防止を図るため、加古川

河川激甚災害対策特別緊急事業※や市街地の浸水対策事業を実施しました。 

・新市での一体的な防災体制の確立を図るため、平成19（2006）年度に「地域防災計画・水防計

画」を策定するとともに、未整備であった旧西脇市域において防災行政無線※を整備しました。ま

た、平成24（2012）年度に新市のハザードマップ※を作成しました。 

 

 

市民の生命や財産を守る防災基盤が整い、災害や不測の事態の発生時には、市民・行政・関係機関の

連携による災害・危機対応が展開されることで、被害を抑える体制が構築されています。 

 

 
 

分類 指 標 名 現状値 
平成30年度に 

おける方向性 

政策 
4-201 

災害に強いまちになってきたと感じる市民の割
合 

44.6％ 
 

4-202 自主防災組織による年間訓練参加者数 2,222人 
 

4-203 
自分たちの生命や財産は自分たちで守るという
意識を持つ市民の割合 

92.8％ 
 

■ 現状と課題 

■ 前期基本計画における主な取組状況 

■ 目指す姿 

■ まちづくり指標 

南海・東南海地震：紀伊半島の熊野灘沖から四国南方沖を震源とする周期的な巨大地震の呼称。過去においては、両地震の発生時期が

接近していることから、周期性・連動性が指摘されており、21世紀中の発生が指摘されている。 
山崎断層帯：岡山県東部から兵庫県南東部にかけて分布する活断層帯で、大きく３つの起震断層に区分される。９世紀に発生した播磨
国地震の震源と考えられており、今後30年間に地震が発生する確率が他の断層と比較して高いことが指摘されている。本市において

は最大震度６強の地震の発生が予想されている。 
御所谷断層帯：加東市東部から篠山市にかけて分布する活断層帯で、本市においては最大震度６強の地震の発生が予想されている。 
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 4-201 防災基盤の整備・強化  

・洪水による浸水被害の防止を図るため、県と連携し、未整備区間の河川改修を進めるとともに、市

街地や低地の浸水対策事業を推進します。また、監視カメラや水位計の設置などによる河川水位監

視体制の強化を図ります。 

・自然災害の発生に備え、防災拠点となる公共施設や民間住宅の耐震性の向上を促進するとともに、

避難路の整備や山地災害などを防ぐ土砂災害防止対策に取り組み、災害に強い基盤整備を進めます。 

 

 

 

 

 4-202 災害対応力の向上と防災体制の強化  

・災害時に対策要員となる職員に対しては、関係機関とも連携し、迅速で的確な判断ができるよう実

践的な訓練や研修を行い、災害対応力の向上を図ります。 

・地域における防災力の強化のため、自主防災組織の組織化や活性化を推進するとともに、訓練や資

機材の整備などの活動支援を行い、防災・減災意識の高揚を図ります。 

・兵庫県総合治水条例に基づき、県と連携し、浸水被害の発生防止と減災対策に取り組みます。 

・災害時に防災行政無線を活用した市民への情報伝達体制の充実を図ります。また、災害時に援護を

必要とする災害弱者の近隣協力体制について、個人情報保護制度に留意した適切な運用に努めなが

ら、強化を進めるとともに、福祉施設など関係機関と連携し、災害弱者の特性や実状に応じた受入

体制を構築します。 

・災害対応力を高めるため、他の自治体や関係機関との災害時の相互支援体制の強化を図るとともに、

東日本大震災の発生を踏まえ、市外からの広域避難の受入体制について検討を進めます。 

 

 

 

 

 4-203 危機対応力の向上と危機管理体制の強化  

・新型インフルエンザや原子力災害など市民の安全を脅かし、不安を増大するような様々な危機に対

して、迅速で適切な対応ができるよう、危機管理体制の強化を図ります。 

・国民保護計画に基づき、有事など不測の事態に備えた体制の整備と必要な対応を行います。 

 

 
 

 

 
 

・日頃から防災に関する意識を高め、災害への備えとして、非常食の準備や指定避難所の把握など、自

ら必要な対策を講じるとともに、自主防災訓練をはじめとする地域の防災活動に参加する。 

・災害発生時には、地域の中で避難誘導や協力を行うとともに、安全な場所に避難する。 

 

 

○ 西脇市地域防災計画               ○ 西脇市水防計画 

○ 西脇市国民保護計画               ○ 西脇市新型インフルエンザ対策計画 

○ 防災訓練・研修の実施 

○ 自主防災組織の活動支援・未整備自治会での組織化 

○ 災害時要援護者支援体制づくりの推進 

 

 
主な取組事業 

○ 危機管理体制の強化に向けた体制整備・職員研修 

○ 国民保護計画に基づく支援（情報伝達・避難誘導など） 
主な取組事業 

○ 河川改修事業の促進（加古川未整備区間・杉原川など） 

○ 浸水対策事業の推進（郷瀬町排水ポンプ場・雨水幹線整備など） 

○ 急傾斜地崩壊対策事業・砂防事業の促進 

 

 
主な取組事業 

■ 施策の展開方針【 行政の果たすべき役割 】 

■ 市民に期待される役割 

■ 関連計画 

加古川河川激甚災害対策特別緊急事業：平成16（2004）年の洪水被害を受け、再度の災害発生を抑制すべく、平成16年度から本市の加
古川・野間川・杉原川において国庫補助を受けて実施された事業。堤防護岸強化・河床掘削・橋梁等の架替工事を行った。 

防災行政無線：災害の発生が予想される場合や、災害発生時などの緊急時に災害関連情報や避難勧告などの防災情報を知らせることを

目的とした無線通信システム。通常時は市政情報などの発信にも利用される。本市では全戸に戸別受信機を無償で貸与している。 
ハザードマップ：洪水や土砂災害などによる危険範囲や避難所等を地図上に示した資料 
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第３節 明るい暮らしを守る安心のまちづくり 

      【交通安全・防犯・消費生活】 
 

 

 

・全国的に交通人身事故件数は減少傾向にあり、本市では平成17（2005）年に 300件を下回っ

て以降、ほぼ横ばいで推移しており、負傷者数についても同様の傾向となっています。 

・一方で、高齢者人口の増加に伴い、被害者・加害者ともに高齢者が関係する交通事故が増加してお

り、こうした事故防止対策が急務となっています。 

・全国各地で通学中の子どもたちが巻きこまれる事故が相次いでおり、歩行者の安全を守るため、危

険箇所の解消や交通安全施設の整備を進めていくことが必要です。また、歩行者だけでなく、自動

車等の運転者にドライバーマナーの向上など交通安全意識の普及・啓発を図ることが必要です。 

・本市の刑法犯罪認知件数は、近年減少傾向にありますが、ライフスタイルの変化や地域の連帯意識

の希薄化に伴い、従来地域コミュニティが持っていた犯罪抑止機能が低下しています。そのため、

地域全体で防犯意識を高め、防犯活動の強化に取り組むことが必要です。 

・交通事故や犯罪などの事件から子どもたちを守るため、本市では、自治会を単位とした市民グルー

プが通学時に児童の見守り活動や、地域の巡回活動を自主的に展開しています。 

・インターネット取引の出現など消費者を取り巻く環境が大きく変化する中、安全・安心な消費生活

を確保するため、消費者が的確な判断力と行動力を身につけていくことが必要です。 

 

 

・総合的な交通安全対策を展開するため、新市発足直後に策定した「第８次西脇市交通安全計画」を

踏まえ、平成23（2011）年度には「人優先」の交通安全思想の普及などを柱とした「第９次西

脇市交通安全計画」を策定しました。 

・消費者被害への速やかな対応を図るため、平成22（2010）年度に西脇市消費生活センター※を設

置し、専門相談員による相談日を拡充しました。さらに、平成23年度からは多可町と相談窓口の

相互利用を開始し、相談日の再拡充を行いました。 

 

 

交通安全や防犯、消費生活の安定など明るい暮らしを守る様々な対策が整い、市民一人ひとりの意識

が高まることで、交通事故や犯罪、消費者被害が軽減しています。 

 

 
 

分類 指 標 名 現状値 
平成30年度に 

おける方向性 

政策 
犯罪や交通事故、消費者被害などに不安なく暮
らすことができると感じる市民の割合 

42.8％ 
 

4-301 年間交通事故発生件数 338件 
 

4-302 年間刑法犯罪認知件数 386件 
 

4-303 
消費生活の被害・トラブルに巻き込まれた市民
の割合（過去１年間） 

3.6％ 
 

■ 現状と課題 

■ 前期基本計画における主な取組状況 

■ 目指す姿 

■ まちづくり指標 
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 4-301 総合的な交通安全対策の推進  

・交通安全意識の高揚を図るため、関係機関と連携しながら、事故件数が急増している高齢者や、学

校園での交通安全教室を展開するなど、ライフステージに応じた多様な交通安全教育を推進します。 

・増加傾向にある自転車が関係する交通事故を防止するため、自転車の安全利用に向けた交通ルール

やマナーの習得など効果的な交通安全教育と啓発を実施します。 

・交通事故発生の危険性の軽減に向け、危険箇所を中心に歩道の設置や道路の改良を進めます。また、

ガードレールやカーブミラーなどの交通安全施設の整備を行うとともに、警察などの関係機関と協

力し、生活道路や通学路の速度抑制などの交通規制について検討します。 

 

 

 

 

 4-302 防犯活動の支援と防犯対策の強化  

・子どもたちを狙った声かけ事案など不審者の出没が相次いでいることから、地域における犯罪抑止

力を高めていくため、子どもの見守り活動などまちづくり防犯グループが実施する地域に根ざした

防犯活動を支援するとともに、活動への市民参加を促進します。 

・犯罪や事件への不安がない地域社会づくりに向け、市民意識の高揚や関係機関による防犯ネット

ワーク体制の構築に取り組みます。また、関係機関と連携した犯罪被害者支援対策を推進します。 

・夜間の犯罪防止や通学時の安全確保のため、防犯灯の整備を進めるとともに、青色回転灯装着車※

による巡回を実施します。 

 

 

 

 4-303 消費生活の安定と安全の確保  

・消費生活センターでの専門相談員による消費生活・多重債務相談の充実を図り、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います。 

・経済活動や消費生活の多様化に伴い、振り込め詐欺やインターネットを活用した商取引など、新た

な形態の消費者被害やトラブルも増加していることから、被害の未然防止に向けた情報提供や、市

民への出前講座などの消費者教育を展開し、消費者の自立を支援します。 

・経済活動や社会生活の情報通信技術への依存が進む中、情報セキュリティ上のリスクの高度化・多

様化が進展していることから、情報セキュリティの確保に関する啓発を推進します。 

 

 

 

 
 

・交通ルールを守り、思いやりのある交通マナーを実践し、交通安全に心掛ける。 

・戸締りや防犯ブザーの設置など、自らできる防犯対策を講じるとともに、地域の中で、あいさつや声

かけを行い、近隣の人の顔と名前が分かるコミュニティを形成する。 

・消費生活に関する知識や消費者問題への理解を深め、自立した消費者として行動する。 

 

 

○ 西脇市交通安全計画 

○ まちづくり防犯グループの活動支援 

○ 防犯灯の設置・更新 
主な取組事業 

○ 消費生活・多重債務相談事業 

○ 消費者教育・啓発の推進（くらしの安全出前講座など） 
主な取組事業 

○ 交通安全教室事業 

○ 自転車安全運転の街頭啓発 

○ 交通安全施設整備事業（歩道の設置など） 

 

 
主な取組事業 

■ 施策の展開方針【 行政の果たすべき役割 】 

■ 市民に期待される役割 

■ 関連計画 

消費生活センター：自治体が設置している窓口で、商品やサービス、借金など消費生活全般に関する相談について、消費生活アドバイ

ザーなどの資格を持つ専門の相談員が受け付け、公正な立場で処理にあたる。 
青色回転灯装着車：自主防犯パトロールを行う目的で、一定の条件を満たし、青色回転灯の装着が認められた車両。青色回転灯車を使
用したパトロールにより、事故や犯罪の抑止効果が期待されている。 
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第５章  快適な暮らしを支える生活基盤が充実したまち 
＜ 都市基盤・生活環境 ＞ 

 

■ 分野の展望 

○交通の利便性が一層高まり、全ての市民がさまざまな場所に円滑かつ安全に移動でき、

広域圏や市内での交流が活発に行われるまちにしていきます。 

○定住地・産業拠点としての魅力が高まる社会基盤が整い、快適な住環境が創出され、住

みやすさとやすらぎが実感できるまちにしていきます。 

 

■ 分野の現状と課題 

・本市では、少子高齢化の進行に加え、転出者が転入者を上回る状況が続いており、人口が減少し

ています。特に、若年層の人口流出が続いていることから、若年層にとって魅力のある居住環境

を整備するとともに、幅広い世代が生涯にわたり、快適に暮らすことができる定住環境の整備を

進めていくことが必要です。 

・人口流出や地域経済の低迷により、まちの活力の低下が課題となっていることから、定住人口の

確保だけでなく、観光や二地域居住※などにより、交流人口の創出を図っていく必要があります。

そのため、豊かな自然や美しいまちなみなど本市にふさわしい景観を保全・創造し、暮らしとの

調和がとれたまちづくりを進め、本市の魅力を一層高めていくことが重要です。 

・人やモノの移動を支える重要な社会基盤となる道路については、広域圏や周辺市町とのネット

ワーク機能の強化に向け、さらなる整備が必要です。また、高度経済成長期に整備してきた道路

施設の老朽化が進んでおり、橋りょうなどの施設の更新や大規模な修繕が必要になってきていま

す。 

・通勤や通学など市民の暮らしを支え、来訪者の利便性を確保する公共交通については、少子高齢

化の進行に伴う交通弱者※の増加や環境意識の高まりから、一層充実させていく必要があります。

さらに、公共交通の機能が将来にわたって維持されるよう、そのあり方について地域全体で検討

を進めていくことが求められています。 

・快適な住環境の創出に向けては、定住を促進する優良な宅地の供給や、老朽化の進む公営住宅の

計画的な更新とともに、上下水道などの生活基盤の整備と適切な維持管理が必要です。また、公

園・緑地など生活にうるおいを与える公共空間の確保も進めていくことが必要です。 

・市街地や農村集落、それぞれにふさわしい良好な生活空間を創造していくため、計画的な土地利

用と質の高い暮らしにつながる生活基盤の整備を進めていくことが必要です。 

・本市では、道路や公園、上下水道などの市民生活や産業振興に不可欠となる一定の社会資本の整

備は進んでいますが、順次更新時期を迎えつつあり、今後は適切な維持管理と更新が課題となり

ます。また、社会資本の整備に当たっては、初期費用だけでなく、維持管理費用も大きな負担と

なることから、市民ニーズを踏まえながら、効果的・効率的に進めていくことが必要です。 

 

 

二地域居住：都市部と農村部などの２箇所に住居等を持ち、年間で延べ１箇月以上の中長期、かつ定期的・反復的に農村部に滞在し、
暮らすこと。 

交通弱者：自家用車や自動車免許を持たず、公共交通機関に頼らざるを得ない高齢者・障害者・子どもなどをいう。 
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■ 分野の政策・施策体系 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-401 総合的・計画的な土地利用の推進 

5-404 地籍調査の推進 
 

5-402 良好な景観の保全・形成 

5-403 魅力ある生活空間と公共空間の保全・創出 

第４節 環境と調和した計画的なまちづくり 【都市計画・土地利用・景観】 

5-501 安心で安定した水道水の供給 
 
5-502 健全な水道事業の経営 
 

第５節 安心と安定を未来につなぐ水道水の供給 【上水道】 

5-601 水洗化の促進 
 
5-602 下水道施設の更新・維持管理 
 
5-603 健全な下水道事業の経営 
 

第６節 生活排水の適切な処理 【下水道・生活排水】 

5-101 体系的な道路交通網の形成 

5-102 安全で快適な道路環境の整備 
 
5-103 生活に密着した道路の整備 
 

第１節 安全で快適な道路交通 【道路】 

5-201 利用者にやさしい公共交通網の整備・充実 
 
5-202 公共交通機関の利用促進 

5-203 新しい交通手段の確保・充実 

第２節 円滑な移動を支える公共交通 【公共交通】 

5-301 定住促進につながる住宅環境の整備 

第３節 多様な世代が暮らす快適な定住環境 【住宅・定住環境】 

5-302 住宅セーフティネットの推進 

5-303 情報通信環境の整備と利便性の向上 
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第１節 安全で快適な道路交通 

      【道路】 
 

 

 

・道路は、自動車や人の交通を支えるだけでなく、水道管や下水道管などの設備を収容し、沿道に整

備された植栽が景観づくりに貢献するなど多様な機能を有しており、市民生活や経済活動の根幹と

なる重要な社会基盤です。 

・本市の道路整備状況は、平成23（2011）年度で総延長 530.0km、舗装率98.0％、改良率※

76.6％となっています。 

・本市の道路網は、南北に国道 175号と国道 427号が通り、広域的な幹線道路として主要な都市

間を結んでいるほか、国道を補完する県道や幹線市道が周辺市町を結び、道路ネットワークを形成

しています。また、市内各所をつなぐ生活に密着した道路も整備されています。 

・道路の整備が進む一方で、交通量の増加に伴い、一部で渋滞が発生しているほか、狭あいな道路や

歩道の未整備箇所があるなど、市民生活の利便性や安全面・防災面での課題が生じています。その

ため、交差点の改良や危険箇所への交通安全設備の設置など、引き続き道路改良を進めていくこと

が必要です。 

・早期に整備した橋りょうなどの道路施設の老朽化が進んでいることから、交通の安全性を確保し、

継続的に使用できるよう、計画的・効率的な維持管理・更新が必要です。 

・事業着手中の国道 175号西脇北バイパスの整備促進を図るとともに、以北の未着手区間や市街地

を通る国道 427号線（西脇道路）などの整備事業着手に向けて、関係機関と連携して取り組み、

広域的な道路ネットワークの強化・充実を図っていく必要があります。 

 

 

・国道 175号の整備支援を行い、平成23年度に西脇バイパスの４車線化供用を開始しました。 

・平成22（2010）年度に都市計画道路和布郷瀬線重春橋の架け替えや、道路拡幅などの整備を行

いました。 

 

 

誰もが安心して利用することのできる道路が整備され、市内や周辺地域との円滑な道路交通が確保さ

れています。 

 

 
 

分類 指 標 名 現状値 
平成30年度に 

おける方向性 

政策 
市内の道路は快適・安全に通行できると感じる
市民の割合 

42.5％ 
 

5-101 都市計画道路の整備率 61.6％ 
 

5-102 交通安全施設整備事業で整備した道路延長 1,177m 
 

5-103 市道の整備済延長 257.3km 
 

■ 現状と課題 

■ 前期基本計画における主な取組状況 

■ 目指す姿 

■ まちづくり指標 
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 5-101 体系的な道路交通網の形成  

・広域的な地域間の連携や交流を促進・強化するため、地域高規格道路※「東播丹波連絡道路※」を

形成する国道 175号や、国道 427号をはじめとする広域幹線道路の整備促進を支援し、体系的

な道路ネットワークの確立を図ります。 

・広域幹線道路を補完する県道や市道などの地域内の幹線道路については、渋滞の緩和や利便性の向

上を図るため、道路の拡幅や交差点改良などの整備を促進します。 

・社会経済環境の変化を踏まえ、長期間にわたり未整備の都市計画道路については、関係機関と協議

しながら、多角的な検討を行い、整備促進と見直しを図ります。 

     

 

 

 

 

 5-102 安全で快適な道路環境の整備  

・危険箇所を中心に、カーブミラーや道路照明などの交通安全設備の設置を推進し、安全な道路環境

を整備します。 

・歩行者や自転車が安心して道路を利用できるよう、交通量の多い箇所を中心として、歩道や防護柵

を整備するほか、道路・歩道の拡幅や段差の解消を推進します。 

・橋りょうなど老朽化が進む道路施設については、点検や補修など適切な維持管理を行うことで、長

寿命化に取り組みます。 

 

 

 

 

 5-103 生活に密着した道路の整備  

・災害発生時において、円滑な消防救急活動や被害拡大の防止、避難誘導など道路が持つ防災機能が

十分に発揮できるよう、生活道路の拡幅など必要な整備を進めます。 

・身近な生活道路における清掃や植栽などの維持管理については、市民との協働による効率的な維持

管理体制の構築に努めます。 

 

 

 

 

 

・道路の役割や道路整備の重要性についての理解を深め、道路の適切な利用に努めるとともに、整備に

協力する。 

・安全で快適な道路環境が確保できるよう、道路の損傷状況や危険箇所などを道路管理者へ通報する。 

・身近な道路の清掃・除草、植栽などの維持管理を行政と協働で行う。 

 

 

○ 西脇市都市計画マスタープラン          ○ 西脇市交通安全計画 

○ 国道 175号の整備の促進 

(西脇北バイパスの整備・黒田庄区間の調査区間の指定） 

○ 国道 427号の整備の促進（西脇道路の事業化・整備の促進） 

○ 県道中安田市原線の事業化 

 

主な取組事業 

○ 県道西脇八千代市川線・県道多可北条線歩道の整備の促進 

○ 交通安全施設整備事業（歩道の設置など）【再掲】 

○ 橋りょう長寿命化事業 

 

 
主な取組事業 

■ 施策の展開方針【 行政の果たすべき役割 】 

■ 市民に期待される役割 

■ 関連計画 

改良率：道路の実延長のうち、幅員、路面等の構造について道路構造令の規格に適合するよう整備された道路延長の割合 

地域高規格道路：高速自動車道と一体となって、地域相互の交流促進や空港・港湾への連絡等を強化する道路 

東播丹波連絡道路：中国自動車道滝野社ＩＣと北近畿豊岡自動車氷上ＩＣの約30kmを結ぶ地域高規格道路 
道路アドプト：身近な道路・公園などについて、地域住民などが市などの管理者と協働して、清掃や植栽帯の刈り込み、除草などの維

持管理や環境保全活動を行う制度 

 

○ 市単独道路改良・舗装事業 

○ 生活道路の維持・修繕事業 

○ 道路アドプト※の推進 

 

 

 
主な取組事業 
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第２節 円滑な移動を支える公共交通 

      【公共交通】 
 

 

 

・地域の公共交通機関は、通勤・通学・通院・買物など市民生活や来訪者の移動手段として不可欠で

あり、特に、自家用車の利用が困難な交通弱者にとっては、日常生活を支える重要な基盤です。 

・本市の公共交通機関としては、ＪＲ加古川線と路線バスがあるほか、黒田庄地区では地域住民組織

による自主運行バス※が運営されています。しかし、鉄道・バスともに運行本数は少なく、人口減

少や車社会の進展による生活様式の変化などにより利用者は減少傾向にあるため、一部のバス路線

については、民間事業者による維持が難しい状況になっています。 

・一方、少子高齢化の進行に伴い、高齢者などの交通弱者の増加が見込まれています。また、日常生

活の移動手段だけでなく、環境負荷の軽減や都市部との広域交流の手段としても公共交通は重要な

役割を果たすことから、利用者が求める様々な移動需要に応えていく必要があります。 

・市内のバス路線については、運行事業者と連携しながら、利便性の向上と運営の効率化を図るとと

もに、鉄道やバス路線間の乗り継ぎの円滑化など路線全体で有機的な連携を進め、地域の生活交通

ネットワークとしての機能を強化していくことが求められています。 

・また、誰もが安全・快適に移動できる手段を確保するため、地域との協働などによる新しい交通手

段の導入に向けた調査研究を進めていくことが必要です。 

 

 

・公共交通の利便性向上や地域の実情に即した輸送サービスの実現に向け、平成19（2007）年度

に西脇市地域公共交通会議※を設置しました。 

・バス空白地域や不便地域を解消するため、市コミュニティバス※として、平成20（2008）年に

「つくしバス」、平成21（2009）年に「おりひめバス」の運行を開始し、「つくしバス」につ

いては、平成23（2011）年10月から地域住民組織による自主運行に移行しました。 

 

 

公共交通などの移動手段が機能的に整備されており、高齢者、障害者、年少者など、全ての人が安心

して、円滑に移動できます。 

 

 
 

分類 指 標 名 現状値 
平成30年度に 

おける方向性 

政策 
市内外への移動に公共交通を利用している市民
の割合（過去１年間） 

42.6％ 
 

5-201 
買物や通院・通学の移動に困っている市民の割
合 

33.5％ 
 

5-202 市内運行路線バスの年間利用客数 164,746人 
 

5-202 市内ＪＲ各駅の年間乗降客数 286,564人 
 

5-203 自主運行による交通手段を有する地域 １地域 
 

■ 現状と課題 

■ 前期基本計画における主な取組状況 

■ 目指す姿 

■ まちづくり指標 



  いのちいきいき 自然きらきら 共生のまち にしわき 
                                                    

 

 

 92 

 
  

 5-201 利用者にやさしい公共交通網の整備・充実  

・市民生活に必要なバス交通の維持確保のため、運行事業者への運営補助を行います。 

・鉄道との連携やバス路線網の再編など、利用者ニーズや地域の実情に即したバス交通を実現するた

め、地域公共交通会議で協議を行い、地域バス交通計画を策定します。 

・コミュニティバスについては、利用しやすい路線と運行ダイヤの検討を進めるほか、路線バスとの

料金体系の統一や、バリアフリーに対応した新型車両の導入を検討します。 

 

 

 

 

 5-202 公共交通機関の利用促進  

・公共交通の結節点としての機能強化に向け、ＪＲ西脇市駅の駅舎やアクセス道路を含めた駅周辺整

備事業の推進を図ります。また、公共交通の利用促進と地域活性化を図るため、駅を地域の交流活

動拠点として活用する取組を支援します。 

・公共交通の利便性・快適性の向上に向け、県や周辺市町と連携しながら、運行事業者に運行本数の

増加やダイヤなどの改善について要望活動を行うとともに、沿線イベントの情報提供や意識啓発な

ど利用促進に向けた取組に努めます。 

・自家用車利用者の公共交通への転換を促進し、生活交通ネットワークの維持や環境負荷の軽減を図

るため、ＪＲ西脇市駅のパークアンドライド※施設の運営支援を行うとともに、公共交通利用者へ

の優遇措置の導入について検討します。 

 

 

 

 

 5-203 新しい交通手段の確保・充実  

・交通不便地域における移動手段を確保するため、地域住民組織による自主運行バスの運営支援を行

います。 

・市民との協働や民間活力による交通手段の開発と確保に向けた調査研究を進め、地域や関係機関と

の調整を図りながら、導入の可能性について検討します。 

 

 
 

 

 

・日常生活の移動手段として、鉄道やバスなどの公共交通機関を積極的に利用する。 

 

 

○ 西脇市都市計画マスタープラン 

○ 西脇市地域バス交通計画（策定予定） 

○ 地方バス等公共交通維持確保対策事業（運行事業者への補助など） 

○ 地域バス交通計画の策定 

○ コミュニティバス運行事業（運行補助・ダイヤ調整など） 

 

 

主な取組事業 

○ 自主運行バス（つくしバス）の運営支援 

○ 市民との協働・民間活力による交通手段の導入研究 

 

主な取組事業 

○ ＪＲ西脇市駅周辺整備事業の推進 

○ 交通事業者への利便性・快適性向上の要望活動 

○ 運転免許証返納者への公共交通利用の優遇措置の検討 

 

 

主な取組事業 

■ 施策の展開方針【 行政の果たすべき役割 】 

■ 市民に期待される役割 

■ 関連計画 

自主運行バス：民間事業者による交通手段の確保が困難な地域において、生活交通の確保のため、地域住民自らやＮＰＯが主体となっ
て運営しているバス交通 

地域公共交通会議：地域の実情に応じたバス運行について、自治体が主宰者となり、地域の関係者による合意形成を図る場として道路
運送法に基づき設置される組織 

コミュニティバス：自治体が住民の交通手段を確保するために運行する路線バスで、交通空白地帯での運行や主要施設・観光拠点を循

環する路線など従来のバス路線を補完している。 
パークアンドライド：鉄道駅やバスターミナル付近に設置された駐車場まで自家用車で向かい、そこからは鉄道やバスを利用して目的
地へ向かうこと。 
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第３節 多様な世代が暮らす快適な定住環境 

      【住宅・定住環境】 
 

 

 

・本市の人口は年々減少しており、少子高齢化が進んでいます。こうした中、定住人口を確保するた

めには、多様な世代が生涯にわたり、快適に暮らすことのできる住環境の整備が必要です。 

・本市では、野村地区において計画人口約 1,500人の茜が丘分譲宅地を平成12（2000）年に開発

するなど、魅力ある住環境を有する宅地の供給を進めています。 

・本市の平成20（2008）年の持ち家比率は78.1％、持ち家の延べ床面積の平均は 159.1㎡と

なっており、県平均を上回る一方で、誘導居住面積水準※に満たない住宅が約３割を占めています。

また、旧耐震基準により建築された住宅も約半分を占めています。既存住宅の安全性と快適性を高

めていくためには、住環境の向上や耐震化の取組を進めていく必要があります。 

・人口減少などにより、全国的に空き家が増加しています。こうした中、本市でも適正に管理されず、

周辺に悪影響を及ぼす物件の増加が見込まれることから、総合的な空き家対策の推進が必要です。 

・本市では、昭和30年代から40年代にかけて、ひっ迫した住宅需要に対応するため、市営住宅をは

じめ公営住宅を積極的に整備してきましたが、築年数の経過に伴い、老朽化が進んでいます。公営

住宅については、少子高齢化や世帯数の減少など社会構造の変化を踏まえ、住宅セーフティネット

としての機能強化を図っていくことが求められています。 

・情報通信技術の進化により、携帯電話やパソコンなどの情報機器は日常生活に不可欠なものとなっ

ています。そのため、技術の進化に合わせ、こうした機器が快適に利用できる情報通信基盤の整備

が求められています。 

 

 

・市民の住生活の向上に関する施策を総合的に進めていくため、平成21（2009）年度に「西脇市

住生活基本計画」を策定しました。 

・住生活基本計画に基づき、市営住宅ストックの再編を図るために、平成23（2011）年度から日

野ヶ丘団地・旭ヶ丘団地において地籍調査※を実施しました。 

 

 

良好な住環境が整備され、多様な世代が安心・快適に暮らしています。 

 

 
 

分類 指 標 名 現状値 
平成30年度に 

おける方向性 

政策 
快適な居住環境が整っていると感じる市民の割
合 

55.1％ 
 

5-301 茜が丘の分譲宅地残区画数（市分譲分） 49区画 
 

5-302 最低居住面積水準未満の世帯の割合 2.7％ 
 

5-303 
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％ 
 

■ 現状と課題 

■ 前期基本計画における主な取組状況 

■ 目指す姿 

■ まちづくり指標 
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 5-301 定住促進につながる住宅環境の整備  

・安全・安心な住環境を確保するため、既存住宅の耐震性向上やバリアフリー化改修などを促進する

とともに、こうした住まいづくりを支援する計画の策定を行います。また、太陽光発電システム設

置などの支援を行い、地球環境に配慮した住宅の整備を促進します。 

・快適な住環境を創出するために、法令等に従い適正な指導を行い、開発の規制・誘導を図ります。

また、茜が丘宅地分譲を推進するなど、若い世代を中心とした多様な世代の定住を促進します。 

・既存住宅ストックの活用による定住や二地域居住の促進を図るため、空き家バンク制度※の創設を

検討します。また、増加する空き家の適正な管理に向けた指導を行うほか、規制のあり方など効果

的な空き家対策について検討します。 

 

 

 

 

 5-302 住宅セーフティネットの推進  

・市営住宅ストックの再編と再生を図るため、市営住宅長寿命化計画を策定し、入居者の居住の安定

を確保しながら、老朽化した住棟の建替や団地の集約を検討します。また、入居者の高齢化などに

対応したバリアフリー改修や、住宅設備の近代化に向けた更新を進めます。 

・住生活基本計画に基づき、公営住宅だけでなく、民間賃貸住宅などの活用も含め、高齢者や障害者、

子育て世代などがそれぞれのライフスタイルにふさわしい住環境で暮らすことができる仕組みにつ

いて検討します。 

 

 

 

 

 5-303 情報通信環境の整備と利便性の向上  

・ＩＣＴを利活用した多様なサービスの提供や、情報の受発信による交流の促進を可能とする地域情

報化社会の構築に向け、その指針となる地域情報化計画を策定します。 

・ＩＣＴの進化に合わせ、最新の情報機器が利用できる情報通信基盤が整備されるよう、民間事業者

への要望や支援を行います。 

 

 
 
 

 

・安全で快適な住まいを確保するため、住宅の適切な維持管理を行う。 

・良好な住環境を維持するため、関係法令やまちづくりに対する理解を深める。 

 

 

○ 西脇市都市計画マスタープラン          ○ 西脇市住生活基本計画 

○ 西脇市市営住宅長寿命化計画（策定予定）     ○ 西脇市地域情報化計画（策定予定） 

○ 住宅耐震化・住宅リフォーム支援 

○ 茜が丘宅地分譲の推進 

○ 空き家対策の推進（空き家バンク制度・適正管理対策の検討） 

 

主な取組事業 

○ 市営住宅の維持管理 

○ 市営住宅の改築（日野ヶ丘団地） 

○ 民間賃貸住宅事業者などとの連携・支援の検討 

 
主な取組事業 

○ 地域情報化計画の策定 

○ 超高速ブロードバンド※など高度なＩＣＴ利用環境の整備促進 

 

主な取組事業 

■ 施策の展開方針【 行政の果たすべき役割 】 

■ 市民に期待される役割 

■ 関連計画 

誘導居住面積水準：国の住生活基本計画に定められた住宅の面積に関する水準で、豊かな住生活の実現の前提として、多様なライフス
タイルに対応するために必要と考えられる住宅面積を示す。住宅面積の水準は世帯人員数により異なる。 

地籍調査：国土調査のひとつとして実施され、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査 

空き家バンク制度：移住や定住を促進するため、空き家を有効活用し、不動産の賃貸や売買についての情報提供を自治体ホームページ
など通じて行うもの 

超高速ブロードバンド：光ファイバーやケーブルテレビなどによる大容量、高速の通信回線のこと。 
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第４節 環境と調和した計画的なまちづくり 

      【都市計画・土地利用・景観】 
 

 

 

・本市は総面積の約７割を山林が占めており、豊かな自然に恵まれていますが、平たん地が少なく、

播州織の発展に伴い、早くから市街地が形成されてきたことから、まちづくりに利用できる土地が

限られています。そのため、限られた土地を有効活用しながら、計画的な土地利用を推進していく

ことが必要です。 

・市域の約６割に当たる 7,805haが都市計画区域※となっており、そのうち 607haが市街化区域※

に指定されています。市街化区域の中心市街地では、住宅・商店・工場などが混在して立地してお

り、産業の低迷や少子高齢化の影響から人口の流出による空洞化が進んでいます。 

・一部の密集市街地では、敷地や道路が狭く、古くからの木造建築物が立ち並んでおり、不燃化・延

焼防止など都市防災機能面での課題があります。 

・市街化調整区域※や都市計画区域外の区域には、豊かな自然を有する農村集落が形成されています。

しかし、一部の集落では人口の流出など集落機能の維持に関する課題が生じており、農地や集落の

住環境の保全を図りながら、地域特性に応じた開発の誘導と定住環境の確保が求められています。 

・本市には公園や緑地が整備され、多くの市民に憩いの場として親しまれています。一方で、早くか

ら整備された公園などでは施設の老朽化が進んでいることから、安心・快適に利用できるよう公園

施設の計画的な更新を進めていく必要があります。 

 

 

・平成21（2009）年度に本市の都市計画に関する基本的な整備方針を定めた「西脇市都市計画マ

スタープラン」を策定しました。 

・都市公園の計画的・効率的な維持管理を図るため、平成21年度に「西脇市公園施設長寿命化計

画」を策定し、童子山公園などの遊具の更新を行いました。 

 

 

計画的な土地利用に基づき、市民が住みよさを実感できる都市環境や農村環境が形成されています。 

 

 
 

分類 指 標 名 現状値 
平成30年度に 

おける方向性 

政策 西脇市に住み続けたいと思う市民の割合 70.7％ 
 

5-401 地区土地利用検討協議会の設立地区数 ４地区 
 

5-402 
まちなみ・景観が整っていると感じる市民の割
合 

40.9％ 
 

5-403 都市計画区域内市民１人当たりの都市公園面積 19.94㎡ 
 

5-404 地籍調査の進捗率 12.9％ 
 

■ 現状と課題 

■ 前期基本計画における主な取組状況 

■ 目指す姿 

■ まちづくり指標 

都市計画区域：自然的・社会的条件、人口、産業、土地利用、交通量等の現況とその推移を考慮して、一体の都市として、総合的に整
備し、開発や保全の必要がある区域として指定された区域。本市は一部を除いて、東播都市計画区域に含まれている。 

市街化区域：都市計画区域内で、既に市街地が形成されているか、市街化を図るために道路や公園などの整備を計画的に進める区域 
市街化調整区域：都市計画区域内で、市街化を抑制する区域。開発が制限され、農林漁業等の限られた用途の建物しか建築できない。 
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 5-401 総合的・計画的な土地利用の推進  

・都市計画マスタープランに基づき、開発と保全の調和を図りながら、地域の特性と用途に応じた計

画的な土地利用を推進します。 

・市街化調整区域における集落機能の強化や定住環境の向上に向け、地域住民との協働による特別指

定区域制度※の活用を進め、立地制限の緩和を図ります。 

・宅地の利用増進を図るため、高田井土地区画整理事業※の完了に向けた事業の推進を支援します。 

・都市計画区域外の土地利用については、兵庫県緑豊かな地域環境の形成に関する条例などに基づき、

自然と調和した良好な環境の保全に努めます。 

 

 

 

 5-402 良好な景観の保全・形成  

・本市の魅力を高め、本市にふさわしい景観づくりを推進するため、まちなみや自然景観の保全と形

成に向けた方策や、保全を図る対象について検討します。 

・兵庫県屋外広告物条例に基づき、良好な景観との調和に配慮した屋外広告物※の適切な規制と指導

を行います。 

 

 

 

 5-403 魅力ある生活空間と公共空間の保全・創出  

・市街地では、魅力ある生活空間の創出を図っていくため、道路や防災機能の向上に資する広場など

必要な公共空間の維持と確保を進めます。また、空洞化の進む中心市街地においては、にぎわいの

再生と密集市街地の防災力の向上を図り、居住者が暮らしやすい環境を創出するため、都市機能や

土地利用のあり方について検討します。 

・公園や緑地の持つ機能が適切に発揮されるよう、施設の計画的な修繕や更新を行います。また、市

民や地域との協働により、清掃活動などの公園や緑地の維持管理ができる仕組みを検討します。 

 

 

 

 5-404 地籍調査の推進  

・適切な土地の把握と管理を行い、課税の公平性の確保や土地取引の円滑化を図るため、地籍調査を

推進します。 

 
 

 

 

・都市計画制度や規制、誘導など土地利用への理解を深め、秩序あるまちづくりに協力する。 

・公園・広場・河川などの公共空間を市民共有の財産として、適正な利用を行う。 

・まちの景観に対する理解を深め、良好な景観の維持保全に心掛ける。 

 

 

○ 西脇市都市計画マスタープラン          ○ 西脇市緑の基本計画 

○ 計画的な土地利用の推進（開発許可制度の適正運用など） 

○ 特別指定区域制度の活用支援 
主な取組事業 

○ 保全すべき景観・まちなみの検討 

○ 屋外広告物の規制・指導 
主な取組事業 

 

○ 中心市街地の基盤整備（都市計画道路西脇上戸田線の整備促進など） 

○ 公園・緑地の施設整備・維持管理（アドプト制度の推進など） 
主な取組事業 

 

○ 地籍調査事業 主な取組事業 

■ 施策の展開方針【 行政の果たすべき役割 】 

■ 市民に期待される役割 

■ 関連計画 

特別指定区域制度：地域課題を解決するため、市が地域住民と協働で土地利用計画を作成した場合に、区域を指定して、市街化調整区
域の建築許可制限の一部を緩和し、計画に基づくまちづくりを可能とする制度 

土地区画整理事業：都市計画区域内の土地について、市街地の整備と環境改善を行うために、道路や公園などの公共施設と土地の区画
を整え、宅地の利用増進を図る事業。本市では現在高田井地区のみ施行中となっている。 

屋外広告物：常時又は一定の期間継続して屋外で表示される看板・立て看板・はり紙・広告塔・広告板などのこと。 
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第５節 安心と安定を未来につなぐ水道水の供給 

      【上水道】 
 

 

 

・本市の水道事業は、昭和32（1957）年に西脇地区で給水を開始し、現在は西脇地区・黒田庄地

区の２つの給水区と芳田地区簡易水道※で水道水の供給を行っています。水道普及率は 99.8％で

あり、市内のほぼ全域で安定した給水が可能となっています。 

・水は生活に欠かせない資源であり、安全でおいしい水に対する市民ニーズは高まっています。こう

した中、本市の水道事業においては、安全で良質な水道水の安定供給を今後も継続していくことが

求められていますが、一部の水道施設が耐用年数を迎える中、施設の効率的な整備と計画的な更新

を進めていく必要があります。 

・災害時のライフライン※としての機能強化を図るため、耐震性が劣る施設については、耐震改修等

を進めていくことが必要です。 

・人口減少に伴い、水需要が低下しており、水道使用量は減少傾向にあります。そのため、事業収入

の向上は見込みにくいことから、一層の費用削減を図るなど経営の効率化に努め、経営基盤の強化

を図る必要があります。また、簡易水道事業については、国の方針を踏まえ、効率的な事業運営に

向け、平成28（2016）年度までに水道事業へ統合することが必要です。 

・公益事業者として、また循環資源である水を利用する事業者としての社会的責任を果たすため、地

球環境に配慮した省エネルギー型の水道事業運営を推進していくことが求められています。 

 

 

・水道水の安定供給を行うため、平成21（2009）年度に兵庫県水道用水供給事業からの受水を開

始しました。 

・水道事業の安定的な運営に向け、平成23（2011）年度に「西脇市水道ビジョン」を策定しまし

た。 

 

 

安全で良質な水道水が安定的に供給され、市民がいつでも安心して水道を利用することができます。 

 

 
 

分類 指 標 名 現状値 
平成30年度に 

おける方向性 

政策 水道水の有収率 90.6％ 
 

5-501 
対塩素性病原生物対策を実施している水道水の
割合 

30％ 
 

5-501 管路の耐震化率 23％ 
 

5-502 水道事業の経常収支比率 105.8％ 
 

■ 現状と課題 

■ 前期基本計画における主な取組状況 

■ 目指す姿 

■ まちづくり指標 
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 5-501 安心で安定した水道水の供給  

・水道ビジョンに基づき、浄水施設の統廃合など水道施設の効率的な整備と活用を進めます。 

・水道水の安定供給のため、破損事故や漏水の防止に向け、老朽化した配水管などの水道施設の更新

を行います。また、安全で良質な水道水の提供のため、膜ろ過方式※や紫外線処理※などのより安

全性の高い浄水処理が可能となる設備の導入を進めます。 

・水道施設の耐震性を強化することで、災害時のライフラインとしての機能を高めるとともに、災害

対応マニュアルなどに基づく復旧体制の確立をはじめとした危機管理体制の強化を図ります。 

・環境負荷を軽減する水道事業運営に向け、消費電力の少ない設備の導入や、太陽光発電・小水力発

電※など再生可能エネルギーの導入についての調査研究を進めます。 

 

 

 

 

 

 5-502 健全な水道事業の経営  

・水道事業の経営の効率化を進めるため、窓口管理業務と施設管理業務についての民間委託の拡大を

検討するとともに、施設整備や維持管理に係る経費の縮減を図り、経営基盤の強化を推進します。 

・料金の収納方法の見直しなどを行い、利用者の利便性と収納率の向上を図ります。また、事業運営

の効率化を進め、サービス水準の確保と受益者負担に基づく適正な料金の維持に努めるとともに、

旧市町間で異なる水道料金の統一を図ります。 

・水道事業の経営の効率化を図り、水道水を安定供給するため、芳田地区簡易水道事業を西脇地区水

道事業に統合します。 

 

 

 

 

 

・水道水を限りある資源として認識し、日頃から節水に努める。 

・水道料金を納付期限内に支払う。 

 

 

○ 西脇市水道ビジョン 

○ 西脇市水道事業中期経営計画 

 

 

○ 老朽施設更新事業（浄水施設の統廃合・老朽管の更新など） 

○ 安全性が高い水道水供給施設の整備（紫外線処理設備などの導入） 

○ 施設の耐震性確保（配水池・基幹管路の耐震化など） 

○ 芳田地区への送水管整備 

 

主な取組事業 

○ 民間業務委託の拡大の検討 

○ 水道料金の適正化・一元化の推進 

○ 簡易水道事業の事業統合 

 
主な取組事業 

■ 施策の展開方針【 行政の果たすべき役割 】 

■ 市民に期待される役割 

■ 関連計画 

簡易水道：水道法において、給水人口が 100人を超え、 5,000人以下である水道事業 
ライフライン：電気・ガス・水道などの公共施設、電話・インターネットなどの通信設備や、人の移動・物流を支える鉄道や道路など

日常生活に欠かすことのできない施設や機能 
膜ろ過方式：クリプトスポリジウムなどの感染性微生物に対する処理を行うため、膜を通して細菌や濁りを除去する浄水方法 

紫外線処理：クリプトスポリジウムなどの感染性微生物に対する処理を行うため、紫外線を照射し、微生物を不活性化させる浄水方法 

小水力発電：従来の水力発電に比べて小型で、農業用水路や浄水場、下水処理などに設置することができ、ある程度の水量が確保され
れば安定的な発電が可能である。 
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第６節 生活排水の適切な処理 

      【下水道・生活排水】 
 

 

 

・本市の下水道事業は、昭和56（1981）年に開始し、適切な生活排水処理に向け、地域の実情に

応じて公共下水道（加古川上流流域下水道※・特定環境保全公共下水道※）、農業集落排水処理施

設※、コミュニティプラント※の整備を行いました。 

・平成23（2011）年度末の下水道普及率は、ほぼ 100％となっています。しかし、下水道整備

地域で実際に水洗便所を設置して汚水を下水道処理している人口割合を示す水洗化率は85.1％に

とどまっており、居住環境の改善や公衆衛生の向上などといった下水道本来の役割を高めていくた

めには、さらなる水洗化の普及促進を図っていく必要があります。 

・一方、処理施設や下水管きょの老朽化が進むことから、今後は施設の更新に係る経費や維持管理経

費などの増加が見込まれています。そのため、下水道事業の安定的な運営に向け、施設の計画的な

修繕や更新、また処理区の統廃合を進めていく必要があります。 

・今後の下水道事業の経営については、人口減少や節水意識の向上などにより、使用料収入が伸び悩

むことが予想されます。そのため、使用料収入の増加につながる水洗化率の向上を図るとともに、

経費の縮減に努め、経営基盤の強化を進めていく必要があります。 

・本市では短期間に下水道施設の整備を進めたことから、整備に伴う起債残高は、平成23年度末で 

260億円を超えています。そのため、毎期の償還負担や利息費用負担が大きく、一般会計からの

補填が続いているため、本市の財政を圧迫しています。今後は、さらなる経営の効率化を進め、採

算性の向上を図り、補填額の削減に努めていく必要があります。 

 

 

・事業運営の効率化とサービスの向上を図るため、平成19（2007）年度に水道事業とともに、窓

口と使用料収納業務の民間委託を行いました。 

・下水道事業の経営の透明性を確保し、経営基盤を強化するため、平成21（2009）年度に地方公

営企業法の適用を行いました。 

 

 

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、快適で衛生的な生活を送る

ことができます。 

 

 
 

分類 指 標 名 現状値 
平成30年度に 

おける方向性 

政策 
5-601 

水洗化率 85.1％ 
 

5-602 下水道の有収率 92.1％ 
 

5-603 下水道事業の経常収支比率 103.6％ 
 

■ 現状と課題 

■ 前期基本計画における主な取組状況 

■ 目指す姿 

■ まちづくり指標 
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 5-601 水洗化の促進  

・快適で衛生的な市民生活を支えるとともに、公衆衛生の向上や公共用水域※の水質保全を図るため、

下水道の必要性や重要性についての啓発を行い、下水道未接続の世帯・事業所の水洗化の促進を図

ります。 

 
 

 

 5-602 下水道施設の更新・維持管理  

・下水道施設の効率的な維持管理や経営の効率化を図るため、処理需要や老朽化に応じた施設の更新

や処理区の統廃合など、施設の再編を計画的に進めます。 

・下水道が適切な機能を発揮できるよう、下水道施設の計画的な維持管理を行い、長寿命化を図りま

す。 

 

 

 

 

 5-603 健全な下水道事業の経営  

・下水道事業の経営の効率化を進めるため、窓口管理業務と施設管理業務についての民間委託の拡大

を検討するとともに、施設整備や維持管理に係る経費の縮減を図り、経営基盤の強化を推進します。 

・使用料の収納方法の見直しなどを行うことで、利用者の利便性と収納率の向上を図ります。また、

事業運営の効率化を進め、サービス水準の確保を図りながら、将来にわたる下水道事業の健全な経

営の確立に向け、受益者負担の原則に基づき、使用料の適正化を推進します。 

 

 
 

 

 

・下水道施設を市民共有の財産として認識し、適切な排水処理を心掛ける。 

・下水道が生活環境に果たす役割について理解を深め、下水道未接続の住宅や事業所は早期の水洗化に

取り組む。 

 

 

○ 西脇市生活排水処理計画 

○ 西脇市下水道事業中期経営計画 

 

 

 

 

○ 水洗化啓発の推進 主な取組事業 

○ 公共下水道事業（施設更新・長寿命化など） 

○ 生活排水処理事業（処理施設の機能強化など） 

○ 処理施設の統廃合 

 
主な取組事業 

○ 民間業務委託の拡大の検討 

○ 使用料の適正化の推進 
主な取組事業 

 

■ 施策の展開方針【 行政の果たすべき役割 】 

■ 市民に期待される役割 

■ 関連計画 

流域下水道：複数の市町村にまたがり、広域的・効率的な下水道の処理を目的とし、幹線管きょと終末処理場の施設で構成され、都道
府県が設置・管理を行う。「加古川上流域下水道」は、本市と神戸市・小野市・加西市・加東市の６市で併用している。 

特定環境保全公共下水道：公共下水道のうち、農山村地域など市街化区域以外において設置されるもの 

農業集落排水処理施設：能農村地域の健全な水循環の確立と生活環境の向上を図るために、農業集落において、し尿や生活雑排水など
の汚水等を処理する施設 

コミュニティプラント：市町村が一般廃棄物処理計画に基づき、し尿と生活雑排水を処理するため、特定の集合住宅や団地などを対象

にした小規模な汚水処理施設 

公共用水域：水質汚濁防止法で規定される公共利用のための河川や湖沼などの水域や水路 

 

河川、湖沼、港湾、沿岸海域、公共溝渠、かんがい用水路、その他公共の用に供される水域や水路。ただし、下水道は除く。 
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第６章  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・環境共生 ＞ 

 

■ 分野の展望 

○利便性の高い暮らしと調和した、環境への負荷が少ない自立・循環型システムが構築さ

れたまちにしていきます。 

○市民一人ひとりが、豊かな自然環境を守り育てるとともに、生活環境の保全に努め、安

全で快適に暮らせるまちにしていきます。 

 

■ 分野の現状と課題 

・地球規模での環境問題が深刻化する中、利便性の高い暮らしや経済成長との調和を図りながら、

自然と共生できる社会を構築することは、人類共通の課題となっています。 

・環境への負荷が少ない自立・循環型社会システムの構築に向けて、市民や事業者などそれぞれの

主体が、日常生活や事業活動の中で、ごみの排出削減や減量化、エネルギー資源の有効利用など

具体的な行動を実践していくことが重要です。 

・地球温暖化対策に加え、東日本大震災による原発事故を受け、わが国のエネルギー政策の見直し

が進められています。化石燃料などの天然資源が少なく、エネルギー資源のほとんどを海外から

の輸入に依存するわが国では、エネルギー資源を安定確保するためには、原子力発電の是非にか

かわらず、太陽光などの再生可能エネルギーの有効活用を推進していくことが必要です。 

・快適・安全で健やかな生活環境を確保するためには、市民一人ひとりが環境に与える影響をかえ

りみない行動を控え、身近な環境に配慮した行動を生活習慣として身に付け、実践していくこと

が求められています。 

・本市の豊かな自然環境は、多様な生物のすみかであるだけでなく、産業の発展に寄与し、市民に

うるおいを与えるなど、様々な価値を持っています。市民一人ひとりが自然環境が持つ有用な価

値を十分に理解し、関心を持つことにより、自然環境の保全と育成に向けた活動に積極的に参画

していくことが求められています。 

・本市の環境保全に関する総合的な指針である「西脇市環境基本計画」を平成23（2011）年度

に策定しました。今後は、この計画に基づく取組を着実に推進し、本市の環境政策を効果的に展

開していくことが求められています。 
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■ 分野の政策・施策体系 

 

 

6-101 ごみ減量化と適正処理の推進 

6-102 環境にやさしいライフスタイルの推進 
 
6-103 エネルギー資源の有効活用 
 

第１節 環境にやさしい自立・循環型社会 【ごみ処理・資源循環】 

6-201 身近な生活環境の保全対策 
 
6-202 快適で衛生的な暮らしを支える環境の確保 

6-203 自然環境の保全とみどり豊かなまちづくりの推進 

第２節 自然と暮らしが調和する環境保全・育成 【環境保全・衛生・自然】 

6-301 地球環境保全対策の推進 

6-302 環境に配慮した行動を促進する学習・活動の充実 
 
6-303 環境を守り育てる仕組みの確立と環境資源の利活用 
 

第３節 地球環境の保全に貢献するまちづくり 【地球環境・環境活動】 
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第１節 環境にやさしい自立・循環型社会 

      【ごみ処理・資源循環】 
 

 

 

・本市のごみ処理業務は、多可町と加東市（旧滝野町区域）とともに一部事務組合である北播磨清掃

事務組合を設置し、共同で実施しています。 

・本市では、平成19（2007）年度に容器包装プラスチックごみの分別収集を新たに開始し、現在

可燃ごみは３種類、不燃ごみは５種類に区分して家庭用ごみの分別収集を行っています。 

・社会経済活動やライフスタイルの変化に伴い、ごみの排出量は増加傾向にありましたが、減量化と

再資源化の促進に向け、平成19年度から家庭用ごみの有料指定収集袋制度を導入した結果、市民

１人当たりの年間ごみ排出量は、導入前と比較して２割以上減少しています。 

・ごみの排出量の減量化と再資源化をさらに促進していくため、３Ｒ※意識（ごみの発生を減らす・

再使用する・再生利用する）を徹底し、廃棄物の発生を可能な限り抑制するとともに、資源を効果

的に利用する方策の普及や啓発活動に取り組んでいくことが必要です。 

・環境に過大な負荷を与えない自立・循環型社会システムを構築していくため、再生可能エネルギー

の普及と従来型エネルギーの節減や有効活用の推進が求められています。 

 

 

・公共施設におけるエネルギーの有効活用を図るため、市立西脇病院の全面改築に伴い、平成21

（2009）年にガスコージェネレーションシステム※を導入しました。 

・自然資源を利用した再生可能エネルギーの活用を図るため、天神池スポーツセンタープール棟など

４箇所の公共施設に太陽光発電設備を設置しました。 

・平成21年度に地球環境に配慮した省エネ型の住宅改修、また平成24（2012）年度に住宅への太

陽光発電システムの設置に対する本市独自の助成制度を創設しました。 

 

 

市民・事業者・市が一体となって省資源や省エネに積極的に取り組み、さらに再生可能な資源の活用

を図ることで、環境への負荷が少ない暮らしを営んでいます。 

 

 
 

分類 指 標 名 現状値 
平成30年度に 

おける方向性 

政策 
6-101 

１人１日当たりのごみ排出量 808ｇ 
 

6-102 
マイバックの持参や再利用可能な商品の購入な 
ど環境に配慮した行動をしている市民の割合 

74.3％ 
 

6-103 市内のエネルギー自給率 0.92％ 
 

■ 前期基本計画における主な取組状況 

３Ｒ：Reduce（リデュース：廃棄物の発生抑制）、Reuse（リユース：再利用）、Recycle（リサイクル：再資源化）の３つの頭文字を
とったもので、環境と経済が両立した循環型社会を形成するための取組・活動 

ガスコージェネレーションシステム：ガスで発電すると同時に、廃熱を給湯や空調、蒸気などの形で活用することのできるエネルギー

システム。エネルギー効率が高く、省エネ効果も期待される。 

■ 現状と課題 

■ 目指す姿 

■ まちづくり指標 



  いのちいきいき 自然きらきら 共生のまち にしわき 
                                                    

 

 

 104 

 
  

 6-101 ごみ減量化と適正処理の推進  

・北播磨清掃事務組合など関係機関と連携し、ごみの減量化や再資源化を促進するため、分別徹底の

周知、ごみの発生や排出抑制に向けた啓発活動を行います。また、家電リサイクル法などリサイク

ル関係法についての周知を図ります。 

・北播磨清掃事務組合に設置しているリサイクルプラザを活用し、廃棄物として搬入された物品の再

生や再利用を促進するとともに、自治会をはじめ市民団体などが実施する地域での資源ごみの回収

活動を支援します。 

・ごみ処理施設の改修等に当たっては、ごみ焼却熱の利活用や可燃物の燃料の再生化など処理方式や

発生エネルギーの利用方法について、多角的な検討を行います。 

 

 

 

 6-102 環境にやさしいライフスタイルの推進  

・廃棄物の発生と排出の抑制を推進するため、３Ｒ意識の普及を図り、市民や事業者が個々の状況に

応じて環境に配慮したライフスタイルが実践できるよう、活動支援や情報発信を行います。 

・身近な生活行動から環境負荷の軽減を図るため、事業者や消費者団体などと連携しながら、マイ

バック持参運動※を展開し、レジ袋の削減に取り組みます。また、市において環境に配慮した物品

の調達に努めるとともに、市民のグリーン購入※を推進します。 

 

 

 

 6-103 エネルギー資源の有効活用  

・環境負荷の軽減と本市に存在するエネルギー資源の有効活用を図るため、公共施設への太陽光やバ

イオマス※などの再生可能エネルギーと排熱などの未利用エネルギーを利用した設備の導入を推進

します。また、家庭や事業所への再生可能エネルギーの導入についても支援を行います。 

・高度情報技術を活用した効率的な電力需給などにより、地域内でエネルギーの有効活用を可能とす

るエネルギーマネジメントシステムであるスマートコミュニティ※の構築について検討します。 

・本市における再生可能エネルギーの有効活用と省エネルギーの推進に向けた調査研究を行い、その

導入や普及の指針となる地域エネルギービジョンを策定します。 

 

 

 

 

 

 

・分別などごみ搬出のルールを守り、家庭や事業所から発生するごみの減量に取り組む。 

・節電や買物時のマイバック持参など、省エネや省資源につながる行動を心掛け、環境にやさしいライ

フスタイルを実践する。 

 

 

○ 西脇市環境基本計画            ○ 一般廃棄物処理基本計画（北播磨清掃事務組合） 

○ 西脇市地域エネルギービジョン（策定予定） 

■ 施策の展開方針【 行政の果たすべき役割 】 

マイバック持参運動：買物の際に、自分の買い物袋などを持参することで、レジ袋をもらわないようにする身近な環境保護運動 
グリーン購入：買物の際に、その商品が必要か、必要なときには、環境に配慮し、できるだけ環境負荷の低い商品を購入すること。 

バイオマス：家畜排せつ物や生ゴミ、木くずなどの動植物から生まれた再生可能な有機性資源 
スマートコミュニティ：環境への配慮と快適な生活を両立するため、一定の地域の中で、エネルギーシステムや公共交通システムなど
多岐にわたる技術を組み合わせた社会インフラ 

○ ごみ持ち出し説明会の開催 

○ 資源リサイクル活動の支援 

 

主な取組事業 

○ うちエコ診断の推進 

○ マイバック持参運動の展開 

 

主な取組事業 

○ 公共施設への再生エネルギー設備の導入 

○ 住宅用太陽光発電システム普及促進事業 

○ 地域エネルギービジョンの策定 

 

 
主な取組事業 

■ 市民に期待される役割 

■ 関連計画 
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第２節 自然と暮らしが調和する環境保全・育成 

      【環境保全・衛生・自然】 
 

 

 

・本市では、環境の状況を把握するため、大気や河川の水質などを測定していますが、環境基本法に

基づき規定している環境基準はおおむね達成しています。しかし、騒音や不法投棄、ペット問題な

ど身近な生活や近隣でのトラブルに関する苦情件数は増加傾向にあり、特に近年は、地域コミュニ

ティ意識の低下に起因する苦情が多くなっています。 

・法令による監視体制の強化や、生活排水処理施設の整備が進んだことから、身近な生活環境の改

善・向上はみられますが、下水道等の未接続世帯の解消や、増加する空き家・空き地の適正管理な

ど、良好な生活環境の確保に向け、引き続き生活環境の保全・向上に努めていくことが必要です。 

・不法投棄や野外焼却など地域の景観を乱し、環境を破壊する不適正な行為も依然として発生してお

り、監視・指導体制を強化していくことが求められています。 

・埋火葬施設については、平成８（1996）年度に西脇市高松霊園の整備を行い、墓地対策に取り組

んでいます。また、平成16（2004）年度に多可町と構成する西脇多可行政事務組合で斎場施設

を整備し、運営を行っています。 

・本市は市域の７割を山林が占め、加古川水系の水環境など豊かな自然環境に恵まれています。市民

の貴重な財産でもあるこうした自然環境の保全・育成に努めていくことが必要です。 

 

 

・不法投棄や野外焼却などの環境破壊行為の根絶に向け、地域の実情に応じた取組を推進するため、

平成22（2010）年度から西脇市保健衛生推進委員会の地区別委員会を開催しました。 

・墓地需要の増加に伴い、平成23年度に西脇市高松霊園において 110区画の拡張整備を行いまし

た。また、利用者の増加に対応するため、同年度に西脇多可広域斎場・やすらぎ苑の葬祭場の増設

を行いました。 

 

 

身近な生活環境の改善・向上や、豊かな自然環境の保全に取り組むことにより、快適で健やかな暮ら

しが守られています。 

 

 
 

分類 指 標 名 現状値 
平成30年度に 

おける方向性 

政策 
6-202 

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％ 
 

6-201 公害等の年間苦情処理件数 145件 
 

6-203 緑化活動に取り組むボランティアグループ数 24グループ 
 

■ 前期基本計画における主な取組状況 

■ 目指す姿 

■ まちづくり指標 

■ 現状と課題 
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 6-201 身近な生活環境の保全対策  

・公害の発生防止と抑制に向け、大気や水質などの監視測定を実施するとともに、関係機関と連携し、

発生源となる事業者等に対して、適切な規制や指導を行います。 

・廃棄物の不法投棄や野外焼却など身近な生活環境を破壊する行為の防止に向け、地域や関係機関と

連携を図りながら、巡回や意識啓発などの環境美化活動に取り組みます。また、苦情等に対しては

迅速に対応し、行為者への適切な指導を行うとともに、不適正な行為の早期発見・早期通報体制の

整備について検討します。 

・近年増加傾向にある老朽化する空き家や、放置された空き地の適正管理に向けて、所有者等に適切

な指導を行うとともに、効果的な対策について検討します。 

 

 

 

 

 6-202 快適で衛生的な暮らしを支える環境の確保  

・狂犬病予防法に基づき、飼い犬の登録や予防接種の推進を図るとともに、動物の愛護や適正飼育に

関する知識の普及とマナーの啓発を進めます。 

・し尿処理については、適正な処理を行うとともに、下水道等の未接続世帯の接続を促進し、環境衛

生の向上を図ります。 

・公営墓地と斎場については、適正な管理運営を行うとともに、ライフスタイルや市民意識の変化を

踏まえた施設のあり方について検討します。 

 

 

 

 

 6-203 自然環境の保全とみどり豊かなまちづくりの推進  

・豊かな自然環境を後世に受け継いでいくため、希少生物の調査や保護に取り組むとともに、里山や

水辺など多様な生態系を育む自然環境の保全・育成に努めます。 

・自然と調和した景観形成、また市民が主体となった緑化の推進や、里山林を保全・再生する活動支

援を行い、うるおいとやすらぎが実感できる環境づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

・不法投棄や野外焼却など身近な生活環境の悪化や汚染につながる行為をしない。 

・地域のクリーン作戦など環境美化活動に積極的に参加する。 

・草花など身近な自然を大切にし、自宅や地域での緑化の推進に取り組む。 

 

 

○ 西脇市環境基本計画               ○ 西脇市生活排水処理計画 

○ 西脇市一般廃棄物処理実施計画          ○ 農村環境計画（西脇市・黒田庄町） 

○ 畜犬登録・狂犬病予防注射事業 

○ 水洗化啓発の推進【再掲】 

○ 高松霊園管理事業 

 

 
主な取組事業 

○ 自然と文化のふるさとづくり事業 

○ 花いっぱいまちづくり事業 

○ 森林整備活動の支援【再掲】 

 

 
主な取組事業 

○ 大気汚染の監視・水質汚濁の測定 

○ 環境美化パトロール活動 

○ 空き家・空き地管理対策の検討 

 

 
主な取組事業 

■ 施策の展開方針【 行政の果たすべき役割 】 

■ 市民に期待される役割 

■ 関連計画 
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第３節 地球環境の保全に貢献するまちづくり 

      【地球環境・環境活動】 
 

 

 

・地球規模での環境問題が深刻化し、国際的に解決すべき重要な課題として認識される中、わが国で

は、平成17（2005）年に発効した京都議定書※に基づき、地球温暖化の防止に向けた温室効果ガ

ス※の削減に取り組んできました。 

・本市では、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、市の業務に伴い発生する温室効果ガスの

削減を図るため、「西脇市役所地球温暖化防止対策実行計画」を策定し、具体的な取組を推進して

います。しかし、第２期実行計画の基準年度である平成18（2006）年度と比較して、平成23

（2011）年度の温室効果ガス総排出量は13.8％増加しており、削減目標を達成できていません。 

・今後は、同計画の削減目標の達成に向けて、着実な取組の推進を図るとともに、行政だけでなく、

市民や事業所など市内全域で温室効果ガスを削減していく取組が求められています。 

・本市では、学校園や環境活動グループによる様々な環境学習や、環境保全活動が取り組まれていま

す。環境に関する様々な問題の解決に向けて、幅広い世代・属性の市民に対し、こうした学習や活

動を推進し、市民の自主的な取組に発展させていく必要があります。 

・自然豊かな本市の環境特性を生かし、環境への貢献が経済的な価値を創出する取組を進め、環境と

経済が好循環する仕組みを構築していくことが必要です。 

 

 

・市が事業者として、地球温暖化対策に取り組むため、平成19（2007）年度から運用した実行計

画に引き続き、平成23年度に第３期の「西脇市役所地球温暖化対策実行計画」を策定しました。 

・温室効果ガスの削減に向け、平成21（2009）年度に低公害車・低燃費車※を学校給食の配送車な

ど公用車に導入しました。また、平成22（2010）年度に生活文化総合センターや生涯学習まち

づくりセンターの空調設備を更新するなど、公共施設の省エネ改修に取り組みました。 

 

 

環境問題に対する理解を深め、日常生活や事業活動において、市民一人ひとりが地球環境に配慮した

行動を実践しています。 

 

 
 

分類 指 標 名 現状値 
平成30年度に 

おける方向性 

政策 
日頃から省エネや省資源など地球環境に心掛け
た生活をしている市民の割合 

68.9％ 
 

6-301 市内の温室効果ガスの年間総排出量 573,781ｔ 
 

6-302 環境教育・環境学習の年間参加者数 92人 
 

6-303 市内の排出権クレジット取引数 0件 
 

■ 現状と課題 

京都議定書：地球温暖化防止のため、平成9（1997）年に京都で開催された気候変動枠組み条約第３回締約国会議（COP3）において採択

された議定書。各国の温室効果ガスの削減目標の設定や排出権取引などの仕組みを導入した。 
温室効果ガス：大気圏内で赤外線等を吸収することによりで、気温の上昇・温暖化につながる二酸化炭素やメタンなどのガス 
低公害車・低燃費車：エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく燃費基準を早期達成し、かつ、国土交通省の「低排出ガス車認

定実施要領」に基づく低排出ガス認定を受けている自動車 

■ 前期基本計画における主な取組状況 

■ 目指す姿 

■ まちづくり指標 
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 6-301 地球環境保全対策の推進  

・温室効果ガスの排出削減に向けて、市が事業者として率先的に取り組むため、西脇市役所地球温暖

化対策実行計画に基づき、公共施設への再生可能エネルギー設備の導入や、省エネ化、節電・節水

などの取組を推進します。 

・市民団体や関係機関と連携し、地球環境の保全に向けた意識啓発を行うとともに、低炭素社会の構

築に向けて、家庭や事業所での温室効果ガスの排出削減につながる効果的な取組を検討します。 

 

 
 
 

 6-302 環境に配慮した行動を促進する学習・活動の充実  

・環境意識の高揚を図るため、学校園における環境教育の体制を整備し、教育内容の充実を図ります。

また、地域や職場など様々な場での環境学習の機会を創出し、学習内容の充実や参加者の拡大に向

けた体制整備を図ります。 

・環境保全活動に取り組む市民団体などの支援を行うとともに、環境保全への理解の促進や意欲の増

進に向け、活動情報の提供と情報発信体制の充実を図ります。また、地域に根ざした環境保全活動

を支える人材の育成に努めます。 

 

 

 

 

 6-303 環境を守り育てる仕組みの確立と環境資源の利活用  

・市民や事業者などの関係者と市が協働・連携し、環境基本計画に基づく取組を着実に推進していく

ため、環境づくり推進会議を設置し、総合的・計画的に本市の環境の保全や育成に取り組みます。 

・温室効果ガスの排出削減の取組を多角的に利用するため、国内クレジット制度※の活用や排出権ク

レジット※の創出に向けた調査研究を行い、地球環境への貢献が地域の経済的利益につながる仕組

みの構築を進めます。 

・豊かな自然や景観などを生かした観光交流事業や環境創造型農業※など、本市の環境特性や環境資

源を利活用した経済活動を推進します。 

 

 

 

 

 

・温室効果ガスの排出削減についての意識を常に持ち、エコドライブ※や適正な冷暖房の温度設定など

地球環境にやさしい行動に心掛ける。 

・環境学習会や環境に関連するイベントに参加し、環境問題に対する意識を高める。 

 

 

○ 西脇市環境基本計画               ○ 西脇市役所地球温暖化対策実行計画 

○ 西脇市地域エネルギービジョン（策定予定） 

○ 西脇市役所地球温暖化対策実行計画の推進 

○ 市全体での温室効果ガスの排出削減に向けた取組の検討 

 

主な取組事業 

○ 西脇市民かんきょう大学・市民エコ会議の充実 

○ 出前環境教室事業 

○ 環境学習体験事業・学校園における新たな環境教育の検討 

 

 
主な取組事業 

■ 施策の展開方針【 行政の果たすべき役割 】 

国内クレジット制度：京都議定書目標達成計画において規定されている大企業等による技術・資金等の提供を通じて、中小企業等が
行った温室効果ガス排出削減量を認証し、自主行動計画や試行排出量取引スキームの目標達成等のために活用できる制度 

排出権クレジット：温室効果ガスを削減させるプロジェクトや事業が実施された場合、それらが実施されなかった場合に排出されたと

予想される量と比べて、削減された分の排出削減量をクレジットとして認定し、排出権取引対象とするもの 
環境創造型農業：兵庫県環境創造型農業推進計画で定められた、化学肥料や農薬の使用を慣行農法より30％以上低減した農業生産方式 
エコツーリズム：自然環境や歴史・文化を対象に体験学習を行い、その保全に責任を持つ観光のあり方 

エコドライブ：急加減速やアイドリングを行わないなど、車燃費や排ガスを低減させる環境にやさしい自動車の運転方法 

○ 環境づくり推進会議の設置・運営 

○ 排出権クレジットの創出・取引に向けた調査研究 

○ エコツーリズム※・グリーンツーリズムの実施 

 
主な取組事業 

■ 市民に期待される役割 

■ 関連計画 
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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 ＞ 

 

■ 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。 

 

■ 分野の現状と課題  

・市民の価値観やライフスタイルの多様化が進む中、行政だけで地域の課題にきめ細やかに対応す

ることは難しくなってきています。行政があらゆる公共サービスを担う従来型の行政運営から、

市民・各種団体・事業者など地域社会を構成する多様な主体が結集し、自覚と責任を持って、そ

れぞれが適切な役割を担いながら協働してまちづくりを進めていくことが求められています。 

・市民の中でも、社会貢献活動の参加意欲の高まりがみられ、公共的課題を自発的な取組によって

解決を目指す機運が高まっています。しかし一方で、従来の地域に根ざした活動に関心を持たず、

参加しない住民も増加傾向にあります。 

・本市では、自治会をはじめ、地域を基盤とした組織の活動は比較的に活発で、地域課題に対応す

る取組も徐々に進んできています。こうした中、自治会を中心に地域社会を構成する様々な団体

やグループなどの連携の強化を図り、地域において市民が主体となったまちづくり活動を展開す

る仕組みづくりを進めていくことが必要です。 

・地域を基盤としないＮＰＯやボランティアなどの市民活動も活発化していますが、行政や地域と

の連携や協働は十分に進んでいないのが現状です。これまでの「サービスの受け手」という立場

から「サービス提供の担い手」として、まちづくり活動に主体的に参画しようとする市民や団体

の動きが増していることから、こうした組織が活動しやすい環境整備を進めていくことが重要で

す。 

・今後は、本市のまちづくりの理念や市政運営の基本原則などを示した自治基本条例に基づき、誰

もが住みよいまちの実現を目指し、まちづくり活動を一層推進していくことができる体制の確立

が求められています。 
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■ 分野の政策・施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

第１節 市民主役のふるさとづくり 【市民参画・協働】 

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 

 
 

第２節 ともに地域をつくる市民自治 【市民自治・地域自治】 
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第１節 市民主役のふるさとづくり 

      【市民参画・協働】 
 

 

 

・本格的な成熟社会※を迎え、市民の価値観やライフスタイルが多様化する中、満足度の高い市政を

実現していくためには、市民と行政が適切な役割分担の下、協働によるまちづくりを展開していく

ことが求められています。 

・協働によるまちづくりを効果的に推進するため、本市ではその基本的な考え方や、具体的な方策を

示した「参画と協働のまちづくりガイドライン」を策定し、市民が必要とする行政情報や地域情報

の共有化を促進するとともに、多様な意見を市政に反映できる仕組みづくりに取り組んでいます。 

・こうした中、従来の取組に加え、平成25（2013）年度には本市における参画と協働を一層推進

していくことを主要な目的とした西脇市自治基本条例が施行されます。 

・本市の各種選挙における投票率は、全国的な傾向と同様に低下傾向にあることから、市民が主権者

としての権利を積極的に行使するような取組が必要です。 

 

 

・本市における自治の理念や、市政運営の基本原則などを示した西脇市自治基本条例を平成24

（2012）年度に制定しました。 

・重要な行政計画等を策定する際に、素案を市民に公表し、最終決定に当たっての意見を募集するパ

ブリック・コメント※制度を平成21（2009）年度に導入しました。 

 

 

市民が行政情報を適切に入手することができ、市民と行政が互いの役割と責任を認識した上で、とも

に考え、協働してまちづくりに取り組んでいます。 

 

 
 

分類 指 標 名 現状値 
平成30年度に 

おける方向性 

政策 市政に関心を持つ市民の割合 68.1％ 
 

7-101 
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％ 
 

7-102 住んでいる地域に愛着を感じる市民の割合 73.2％ 
 

7-103 
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％ 
 

7-104 市長・市議会議員選挙の投票率 67.0％ 
 

■ 現状と課題 

■ 前期基本計画における主な取組状況 

■ 目指す姿 

■ まちづくり指標 

成熟社会：量的な拡大と充足を重視し、追求してきた成長社会に対し、経済的な成長によって得た豊かさを維持しながら、ゆとりや心
の豊かさなど生活の質を重視し、その充実を図る社会 

パブリック・コメント：行政機関の意思決定過程において、広く住民に素案を公表し、それに対して出された意見や情報を考慮して最

終的な意思決定を行う制度 
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 7-101 市民と行政の協働体制の推進  

・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。 

 

 

 

 

 7-102 まちづくり意識の醸成と参画の推進  

・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。 

 

 

 

 7-103 情報提供の充実と共有化の推進  

・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。 

 

 

 

 7-104 選挙制度への理解・関心の向上  

・市の広報や街頭啓発など様々な機会を通じて、選挙制度への理解や投票率の向上を図るための広報

や啓発活動を推進します。 

 
 

 

 
 

・市の広報やホームページなどを通じて、市政への理解を深める。 

・市政への関心を高め、市民意見を反映する機会や制度を活用し、積極的に意見や情報の発信を行う。 

・選挙制度を正しく理解し、選挙に関心を持ち、投票を行う。 

 

 

○ 参画と協働のまちづくりガイドライン 

■ 施策の展開方針【 行政の果たすべき役割 】 

■ 市民に期待される役割 

■ 関連計画 

○ 「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 

 

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 
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 
主な取組事業 

○ 選挙啓発の推進 主な取組事業 
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第２節 ともに地域をつくる市民自治 

      【市民自治・地域自治】 
 

 

 

・少子高齢化の進行や市民意識の多様化に伴い、従来の生活基盤である地域社会への帰属意識や、住

民の連帯感の希薄化が進んでいます。こうした中、社会からの孤立や関係性の低下が原因となる

様々な問題が地域社会で発生しており、コミュニティの重要性が問い直されています。 

・本市では、市内８地区を単位としたまちづくり協議会などの市民が主体となり、まちづくり活動を

推進する組織があり、各地区で策定した「地区まちづくり計画」に基づく取組が進んでいます。 

・一方で、こうした地区におけるまちづくり活動推進組織の構成が全市的に統一されておらず、活動

を担う人材の固定化もみられることから、地域課題の解決に向けた組織の再構築や、人材の充実と

育成が求められています。また、「地区まちづくり計画」については、策定から一定期間を経過し

ている地区もあり、計画内容の検証・見直しを進めていくことが必要です。 

・本市には、特定の目的や公共的課題の解決を目指す各種ボランティア団体は数多くありますが、Ｎ

ＰＯ法人は平成24（2012）年10月時点で９団体と少ない状況にあります。多様化する公共的課

題の解決に向けては、既存のボランティア団体やＮＰＯの活動支援に加え、ＮＰＯ法人の設立を支

援していくことが必要です。 

・地域の活性化に向け、大学など高度で専門的な知識と技術を有する学術研究機関や、社会的貢献活

動に取り組む民間企業との事業連携を積極的に図っていくことが今後必要です。 

 

 

・地区の特性にあわせ、地域住民が主体となったまちづくりの指針となる「地区まちづくり計画」を

市内全８地区で策定しました。 

・津万地区と芳田地区において既存施設を地区コミュニティセンターに位置付けるとともに、黒田庄

地区では既存施設を改修し、地区コミュニティセンターを整備しました。 

 

 

自治会をはじめとする地域社会の多様な主体が結集し、地域課題の解決に向け、主体的に対応する地

域自治を展開しています。 

 

 
 

分類 指 標 名 現状値 
平成30年度に 

おける方向性 

政策 
7-201 

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％ 
 

7-202 ＮＰＯ法人の設立数 9 団体 
 

7-203 
連携協定を締結した大学等の教育機関・民間企
業数 

１団体 
 

■ 現状と課題 

■ 前期基本計画における主な取組状況 

■ 目指す姿 

■ まちづくり指標 
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 7-201 「地区からのまちづくり」の推進  

・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。 

 

 

 
 

 

 7-202 地域課題の解決に向けた市民活動の推進  

・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。 

 

 

 

 

 7-203 産学官民連携・交流の促進  

・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。 

 

 

 

 

・地域や近所で、あいさつや声かけなどを通じて、お互いの顔がわかる関係を築き、連帯感を育む。 

・地域活動やボランティア活動など、様々な市民活動に積極的に参加する。 

 

 

○ 参画と協働のまちづくりガイドライン       ○ 地区まちづくり計画（８地区） 

■ 施策の展開方針【 行政の果たすべき役割 】 

■ 市民に期待される役割 

■ 関連計画 

まちづくり協議会：まちづくり活動を地域住民が主体的に推進するために、地区を単位に市内８地区で設置されている組織。地区まち
づくり計画の策定と推進などを担う。 

地域自治協議会：区長会を中心に、まちづくり協議会や各種団体、地区内の個人や法人を構成員とし、地域代表制を確保するととも
に、民主的な運営により地区の活性化や様々な地区課題の解決に向け、協力・連携して取り組む組織を想定している。 

○ 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） 

 

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、市民団体・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 

 

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 主な取組事業 
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第８章  時代に対応した行政経営が確立したまち 

＜ 行政経営 ＞ 

 

■ 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。 

 

■ 分野の現状と課題 

・平成12（2000）年の「地方分権一括法※」の施行以降、着実に市町村への事務権限の移譲が進

み、地方財政制度の見直しに取り組んだ「三位一体の改革※」を経て、現在は第二期地方分権改

革※が進められています。このような中、市町村は拡充した自己決定権の下、自立した自治体経

営が求められています。 

・社会経済情勢の変化に伴い、行政の業務は多様化、複雑化してきています。厳しさを増す財政状

況や人員削減により、行政の持つ限られた経営資源は段階的に縮小しており、全ての公共的領域

を行政が担うフルセット型の行政運営を継続していくことは困難な状況になってきています。人

口減少をはじめとする社会の構造的変化を踏まえ、多様な公共的課題に適切に対応できる自治体

経営を確立していくことが必要です。 

・地域経済の低迷が続く中、本市の財政状況は、歳入では市税が減少傾向にある一方、歳出では少

子高齢化の進行に伴う社会保障費の増加に加え、都市基盤の整備に伴う起債の償還などにより、

大変厳しい状況にあります。今後優先度の高い事業については、有利な財源を活用しながら推進

するとともに、徹底した事務事業の見直しと収入の確保による財政基盤の強化が課題となってい

ます。 

・本市の経営資源が縮小する中、効果性と効率性の両方に着目し、一層の「選択と集中」を図りな

がら、市民満足度にも重点を置いたサービスを提供していくことが求められています。また、複

雑化・多様化する市民ニーズを的確にとらえ、きめ細やかで、質の高い市民本位のサービスを提

供していくことも必要です。 

・市町合併を行った本市では、合併本来の目的である行政の効率化を図るため、一層の職員数の削

減や人件費の抑制を行い、行政組織のスリム化を推進するとともに、少数精鋭の体制づくりに向

けた人材育成と業務ノウハウの継承が課題となっています。 

・ＩＣＴの活用による行政事務の利便性と効率性の向上が期待されていますが、その一方で、市が

保管する個人情報の管理を強化していくことが必要です。 

地方分権一括法：正式名称は「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」であり、国と地方の役割分担の明確化、
機関委任事務制度の廃止、国の関与のルール化などが定められた。 

三位一体の改革：小泉純一郎政権時代に提言された地方分権と地方財政の改革案。平成14年（2002）６月に閣議決定された「骨太の方

針第２弾で示された、①国庫補助負担金の廃止・縮減、②地方交付税の縮小、③地方への税源移譲の３つを一体で行う改革のこと 
第二期地方分権改革：平成５（1993）年の衆参両院による「地方分権の推進に関する決議」を始まりとし、平成12（2000）年４月の地
方分権一括法施行までを「第一期地方分権改革」というのに対し、その後の地方税財政改革に取り組んだ「三位一体の改革」を経て、

平成19（2007）年４月からの新たな地方分権一括法の制定を目指した地方分権の取組をいう。 
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■ 分野の政策・施策体系 

 

 

 

 

 

 

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】 

8-201 健全な財政運営の推進 

8-204 電子自治体の構築 
 

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 

第２節 持続可能な行財政運営 【行財政運営】 

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 

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 
 

第１節 市民起点の行政経営 【行政経営・マネジメント】 

8-104 情報公開・個人情報保護制度の適切な運用 

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 
 

8-301 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 

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】 

8-304 公正・中立的な公平委員会事務の執行 
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第１節 市民起点の行政経営 

      【行政経営・マネジメント】 
 

 

 

・市民ニーズの複雑化・多様化や厳しさを増す財政など、本市を取り巻く経営環境が変化する中、市

民満足度を向上し、市民が求める成果を実現するため、市民起点の行政経営が求められています。 

・税収の減少や職員の削減など本市の経営資源の縮小が続く中、経済成長期に推進してきた行政があ

らゆる住民ニーズに対応する従来型の市政運営は限界を迎えています。行政が担う分野の「選択と

集中」を図りながら、市民満足度にも重点を置いた市民サービスを提供することができる経営資源

のマネジメントが必要です。 

・本市は、平成17（2005）年10月に市町合併を行い、行財政基盤の強化を図ってきました。こう

した中、平成18（2006）年度には行政経営室を設置するとともに、「西脇市行政改革大綱」を

策定し、行財政改革や成果志向・市民志向の行政経営の推進に取り組んでいます。 

・平成21（2009）年度に導入した事務事業評価※については、一定の効果は認められるものの、評

価結果に基づく改善や予算への反映など不十分な面もみられることから、実施効果をさらに高めて

いくことが必要です。また、政策の形成から事業の実施・評価に至る過程における市民参画を推進

し、市民意向を的確に反映できる仕組みが今後必要です。 

・自治体の枠組みを越えた広域的な地域課題が増大しており、課題の内容や業務の効率性に応じて、

近隣市町など他の自治体と連携した取組を推進していくことが必要です。また、地方分権の進展を

踏まえ、地域政策を積極的に立案、実行できる自立した自治体政府※の確立が求められています。 

 

 

・本市では、総合計画を最上位に、財政運営や人事管理などが機能的に連携した行政経営システムを

平成20（2008）年度に構築しました。また、このシステムに基づき、市民の満足度や費用対効

果から事務事業の有効性や効率性を検証する事務事業評価を平成21年度から本格的に導入しまし

た。 

・行政経費の節減に向け、平成20年度に新たな住民情報システムを導入し、情報の一元管理を行う

情報センターを廃止しました。 

・利用者の利便性向上と効率的な運営を図ることを目的に、平成19（2007）年度に上下水道の窓

口サービスと料金徴収の民間委託を実施しました。また、平成21年度には西脇地方卸売市場、平

成22（2010）年度には公立保育園の民営化を実施しました。 

・重要な行政計画等を策定する際に、素案を市民に公表し、最終決定に当たっての意見を募集するパ

ブリック・コメント制度を平成21年度に導入しました。 

・広域連携を推進するため、定住自立圏構想に基づき、平成22年10月に多可町と「北はりま定住自

立圏」を形成しました。 

 

 

市民との適切な協働と役割分担の下、市民起点の行政経営が行われています。また、自治体の枠組み

を越えた広域的な課題や、進展する地方分権に柔軟かつ積極的に対応できる自治体政府が確立してい

ます。 

 

 

■ 現状と課題 

■ 前期基本計画における主な取組状況 

■ 目指す姿 
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分類 指 標 名 現状値 
平成30年度に 

おける方向性 

政策 
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 

15.1％ 
 

8-101 
西脇市の行政サービスに満足している市民の割
合 

36.8％ 
 

8-102 行政改革大綱の計画項目の実施率 90.9％ 
 

8-103 委員を公募する審議会等の割合 13.6％ 
 

 

■ まちづくり指標 

事務事業評価：行政が実施する事務事業について、住民の便益や満足度の向上という観点から、費用対効果も精査しながら、客観的に
有効性や効率性を評価する制度 

自治体政府：地方分権が進展する中、地域の実情を踏まえながら、主体的に経営を行う自治体の統治機構をいう。連邦制国家における
中央政府に対する独立した地方政府のようなイメージとは違い、憲法に規定する地方自治の本旨に基づき、統治を行う。 
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 8-101 行政経営システムの確立・推進  

・各種指標を用いて事務事業の効果性と効率性を検証する事務事業評価を実施し、評価結果を予算に

反映する本市の行政経営システムを着実に推進するとともに、実施効果の向上を図ります。 

・事務事業の改善を継続するため、事務事業評価を実施するとともに、事務事業の優先付けにより経

営資源を有効配分できる制度の導入について検討します。 

・市民満足度の向上を目標とし、きめ細やかで、質の高い行政サービスを効果的・効率的に提供する

ため、職員自らが考え、行動する仕組みの導入を推進します。 

・施策や事業の実施に当たっては、まちづくり市民アンケートによる市民評価をはじめ、ＰＤＣＡサ

イクル※の各過程に市民の意見を反映することができる仕組みを構築します。また、見直しの過程

や成果をホームページなどを通じてわかりやすく公表し、説明責任の確保に努めます。 

 

 

 

 

 8-102 行政事務の改善と効率的な事業展開  

・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。 

 

 

 

 

 8-103 政策形成への市民参画の推進  

・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。 

 

 

 

 

 8-104 情報公開・個人情報保護制度の適切な運用  

・情報公開制度については、請求者の利便性を考慮しながら、適切な運用を図ります。 

・市の保有する個人情報を適切に管理するとともに、災害時に援護を必要とする災害時要援護者の個

人情報の共有について、個人情報保護制度に留意しながら、適切な運用に努めます。 

 

 

○ 事務事業評価の推進【再掲】 

○ 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 

 

 
主な取組事業 

○ 行政経営システムの推進・見直し 

○ 事務事業評価の推進、施策評価の検討・導入 

○ ＰＤＣＡサイクル各過程での市民意見の反映 

 

 
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） 

 

 
主な取組事業 

■ 施策の展開方針【 行政の果たすべき役割 】 

○ 情報公開・個人情報保護制度の適切な運用 

○ 災害時要援護者情報の共有化 

 

主な取組事業 
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 8-105 広域連携による自立的なまちづくりの推進  

・定住自立圏構想に基づき、多可町と形成している北はりま定住自立圏において圏域の活性化を図る

ため、共生ビジョンに基づく連携事業を推進します。 

・本市の特性を生かした広域連携による交流事業の充実に努め、地域情報を発信し、幅広い交流と地

域の活性化を図ります。 

・消防救急業務やごみ処理など近隣市町と一体的に取り組むことが効果的・効率的な事業については、

引き続き一部事務組合などによる共同処理を実施します。また、市民ニーズなどを踏まえ、新たな

事業の共同処理や連携体制について検討します。 

 

 

 

 

 8-106 地方分権に対応した自治体政府の確立  

・地方分権の進展を踏まえ、国への依存度が高い市政運営の改善を図り、地域の実情に応じた政策を

自ら立案し、実行できる自治体政府としての役割を担える体制を構築します。 

・多様化する地域課題の解決に向け、地域の独自性を尊重した地域再生制度※や構造改革特区制度※

など国・県の支援施策や、今後新たに創設される地域支援制度について積極的な活用を図ります。 

 

 
 

 

 

・市政への関心を高め、市民意見を反映する機会や制度を活用し、積極的に市政に関する意見や情報の

受発信を行う。 

・自治体の枠組みを越えた広域圏での地域づくり活動やイベントに参加する。 

 

 

○ 西脇市行政改革大綱 

○ 参画と協働のまちづくりガイドライン 

○ 西脇市公共工事コスト縮減のためのガイドライン 

○ 西脇市外部委託ガイドライン（策定予定） 

○ 北はりま定住自立圏共生ビジョン 

○ 北はりま定住自立圏共生ビジョン事業の推進 

○ 都市間交流事業【再掲】 

○ 行政事務の広域化・共同処理の検討 

 

 
主な取組事業 

○ 自治体政府の確立に向けた体制整備 

○ 新たな地域支援制度の活用・導入支援 

 

主な取組事業 

■ 市民に期待される役割 

■ 関連計画 

ＰＤＣＡサイクル：行政施策や事務事業について、計画（PLAN）→実行（DO）→評価（CHECK）→改善（ACTION）という工程を継続的に
繰り返すこと。結果については、貢献度や有効性などから客観的に評価し、改善方策につなげていく手法をいう。 

地域再生制度：地域が行う自主的・自立的な取組による地域経済の活性化等を推進するため、地域再生計画を策定し、国の認定を受け
ることで、規制緩和、権限委譲、アウトソーシング、財政的な措置など特別の支援が講じられる制度 

構造改革特区制度：地域経済の活性化等を図るため、民間事業者や自治体等の自発的な提案により、地域の特性に応じた規制の撤廃や
緩和などを行う特定地域(特区)を設け、特色のあるまちづくりを進める制度 
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第２節 持続可能な行財政運営 

      【行財政運営】 
 

 

 

・本市の財政状況は、市税などの自主財源が少なく、地方交付税などの依存財源が多くなっています。

人口や産業構造が類似した他の自治体との比較でも、財政力が弱いことがうかがえ、財政構造の弾

力性は低くなっています。これは、市税収入が少なく、病院建設や下水道整備などの大型事業に係

る地方債の償還が本格化していることが理由として挙げられます。 

・市税収入は、景気の低迷や生産年齢人口の減少などにより減少傾向にあります。合併直後の平成

18（2006）年度に約57億３千万円であった市税収入は、平成23（2011）年度には約52億５

千万円にまで落ち込んでいます。今後も生産年齢人口の一層の減少や、地価の下落などが見込まれ

るため、市税収入がさらに減少していくことが予想されます。 

・本市に交付される普通交付税は、市税収入の減少や合併に伴う事業の増加などの影響で増加傾向に

あり、平成22（2010）年度には合併後はじめて地方交付税額が市税収入額を上回りました。国

の危機的な財政状況を踏まえると、地方交付税の先行きは不透明であり、合併に伴う普通交付税の

優遇措置である合併算定替制度についても平成28（2016）年度から段階的に縮小するため、今

後本市への交付額は大幅に減少することが確実です。 

・借金に当たる市債残高は、合併直後からほぼ横ばいで推移しており、普通会計では平成23年度末

で約 170億円となっています。病院や下水道などの公営企業会計※を含めると、約 565億円にの

ぼっています。一方、貯金に当たる基金残高は、合併直後は病院整備などに伴う取崩しで減少しま

したが、その後は増加傾向にあり、平成23年度末で約71億円となっています。 

・今後、非常に厳しい財政状況が見込まれる中、自主財源の確保を図るとともに、「選択と集中」に

基づく徹底した事業の見直しや再構築などにより、経営感覚を重視した行財政運営を確立していく

ことが求められています。 

・本市では、旧市町時代に整備した多くの公共施設の老朽化が進行しており、今後順次更新や統廃合

を進めていくことが必要です。公共施設の統合整備に当たっては、人口減少や市民ニーズの変化を

踏まえた必要性を適切に把握するとともに、維持管理などの生涯費用を踏まえた検討が必要です。 

・情報化社会に対応した効率的で市民の利便性の向上にもつながる質の高い行政サービスの提供に向

け、行政分野におけるＩＣＴの活用を推進していくことが求められています。 

 

 

・平成19（2007）年度に策定した「西脇市財政健全化プラン」に基づく取組を推進した結果、計

画期限である平成22年度末には、同プランに掲げた実質公債費比率※18％未満などの健全化目標

を達成しました。 

・本市の自主財源の確保を図るため、平成19年度にホームページや広報紙への有料広告の掲載を開

始するとともに、市税滞納者からの差押財産のインターネット公売※を導入しました。 

・合併後、支所としていた黒田庄地域総合事務所と地区の公民館としていた黒田庄公民館を平成21

（2009）年度末に廃止し、本庁への機能統合を行うとともに、黒田庄公民館については地区のコ

ミュニティセンターとして整備しました。 

■ 現状と課題 

■ 前期基本計画における主な取組状況 
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効果的・効率的な行政経営が展開され、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。 

 

 

 

分類 指 標 名 現状値 
平成30年度に 

おける方向性 

政策 
8-201 

財政指標 

財政調整基金残高 3,457百万円 
 

経常収支比率 89.8％ 
 

実質公債費比率 12.1％ 
 

8-202 市税・公共料金の収納率 86.1％ 
 

8-203 普通財産の売却件数 0件 
 

8-204 オンライン手続が利用可能な業務件数 3件 
 

 

■ 目指す姿 

■ まちづくり指標 

公営企業会計：地方公共団体が、住民の福祉の増進を目的として設置し、経営する病院や水道などの企業の会計をいう。市の一般会計
が現金主義会計、単式簿記を採用しているのに対し、公営企業会計では、その経営成績を明確にするため、企業会計（発生主義会

計、複式簿記）を採用している。 
実質公債費比率：地方公共団体における公債費による実質的な財政負担の度合いを判断する指標。一般会計における地方債の元利償還
金だけでなく、特別会計や公営企業会計の公債費への一般会計繰出金、一部事務組合の公債費への負担金なども含めて算出する。この

比率が18％以上になると起債に許可が必要となる。 
インターネット公売：国税徴収法に基づき、滞納税金の回収のために差し押さえた財産を換価する公売手続について、より買受希望者
の多いインターネットを通じて行うもの 
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 8-201 健全な財政運営の推進  

・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。 

 

 

 

 

 8-202 市税・公共料金の収納体制の強化  

・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。 

 

 

 

 
 

 8-203 公共施設・保有財産の適正管理と有効活用  

・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。 

 

 

○ 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 

 

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 

 

 
主な取組事業 

■ 施策の展開方針【 行政の果たすべき役割 】 

○ 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） 

 

 
主な取組事業 
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 8-204 電子自治体の構築  

・ＩＣＴを活用した利便性の高い市民生活が実現できるよう、本市の情報化推進の指針となる地域情

報化計画を策定します。 

・市民サービスの向上と業務の効率化を図るため、市役所の窓口で実施している行政手続や、市政情

報の受発信などにＩＣＴの活用を図ります。また、クレジット収納をはじめ、ＩＣＴを活用した多

様な公金収納の導入を推進します。 

・業務システムの構築と運用に係る費用負担を軽減するため、防災面やセキュリティにも十分配慮し

ながら、データセンターに集約した情報システムを自治体が共同で利用できるクラウドサービス※

の導入を推進し、業務システムの再構築を図ります。 

・全ての市民がＩＣＴの恩恵や利便性が享受できるよう、情報活用能力の向上支援に努めるとともに、

庁内システムの情報セキュリティの確保を図ります。 

 

 

 

 

 8-205 適正な会計事務と検査事務の執行  

・法令に基づき、迅速・適正な出納事務の執行と安全で効率的な公金の管理運用を行います。 

・公正な検査事務の執行に向け、事務取扱基準の改善や関係部署との連携を図ります。 

 

 

 

 8-206 監査業務体制の強化  

・法令等に基づき、本市の業務が適正に執行されているかという合規性はもとより、効率性や有効性

を重視した的確な監査業務を実施します。 

・監査結果の公表については、市民の視点に立って分かりやすく提供するため、従来の法令等の規定

による公表に加え、ホームページでの公表について検討します。また、公認会計士など専門家によ

る外部監査制度※の導入について調査研究を行います。 

 

 

 

 

・税金や受益者負担の役割と必要性についての理解を深め、適正に税金や使用料を納付する。 

・インターネットなどＩＣＴを積極的に利活用し、情報の受発信を行う。 

 

 

○ 西脇市行政改革大綱 

○ 西脇市財政健全化プラン 

○ 西脇市立西脇病院改革プラン 

○ 西脇市水道事業中期経営計画 

○ 西脇市下水道事業中期経営計画 

○ 西脇市地域情報化計画（策定予定） 

○ 地域情報化計画の策定 

○ ＩＣＴを活用した市民サービスの提供・充実 

○ 自治体クラウドの導入 

 

 

主な取組事業 

○ 会計業務の適正実施 

○ 検査事務の公正実施 

 

主な取組事業 

○ 監査業務の的確な実施 

○ ホームページでの監査結果の公表の検討 

 

主な取組事業 

■ 市民に期待される役割 

■ 関連計画 

特別徴収制度：事業者（給与支払者）が、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員（給与所得者）に支払う給与

から住民税を徴収し、納入する制度 
クラウドサービス：従来は各自が管理していた、データやソフトウェアなど雲（クラウド）のようにつながったコンピューターネット
ワークを通じて利用するサービス。共同化によるコストメリットや利便性向上などが期待される。 

外部監査制度：地方公共団体におけるチェック機能を強化するため、内部組織による監査ではなく、弁護士や公認会計士などの外部の
専門家が契約に基づいて監査を行う制度 
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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】 
 

 

 

・本市の職員数は、合併前後の採用抑制と大量退職に伴い、大幅に減少しており、平成24（2012） 

年度当初には 674人と、合併時の平成17（2005）年10月の 731人と比較して57人減少して

います。看護師など病院事業部門の職員は増える一方で、普通会計部門の職員数は237人と、合

併時の職員数 337人の約７割にまで減少しています。 

・計画的に職員数の適正化を推進するため、合併後に「西脇市定員適正化計画」を策定しましたが、

早期退職者の増加により職員数が急激に減少したことから、平成21（2009）年に計画の見直し

を行いました。今後は計画に基づき、職員数の適正化を図りながら、職員の年齢構成の平準化を進

めるとともに、高度経済成長期に大量採用した職員の退職を見据えた行政組織の構築が必要です。 

・財政状況の好転が見込めない中、地方分権の進展や市民ニーズの多様化・高度化に伴い、質の高い

行政サービスを提供していくためには、経営感覚や専門性の高い知識を備え、業務に意欲的に取り

組む職員の育成が重要です。 

・行政組織については、複数部門での類似した事業の実施もみられることから、社会経済情勢の変化

に適切に対応し、多岐にわたる行政課題を解決するため、効率的で市民にわかりやすい組織機構の

整備が求められています。 

 

 

・合併協議に基づき、市町合併前の平成17年度当初と比較して 100人の職員削減を平成21年度に

達成しました。 

・合併前後の採用抑制による職員の年齢構成の是正を図るため、平成21年度に職員の採用年齢の拡

大と社会人経験者の採用制度を導入しました。 

・職務の業績と遂行能力を評価する人事考課制度※を平成21年度に本格導入し、平成22（2010）

年度からは実績考課の結果を管理職の賞与に反映する制度を採り入れました。 

 

 

職員が意欲を持ち、持てる力を最大限に発揮して業務を遂行し、効率的な市政運営が行われています。 

 

 
 

分類 指 標 名 現状値 
平成30年度に 

おける方向性 

政策 
市職員は市民の声に耳を傾け、熱心に仕事に取
り組んでいると思う市民の割合 

29.7％ 
 

8-301 市職員数（普通会計部門） 237人 
 

8-302 エントリー制度による研修の年間受講者数 164人 
 

■ 現状と課題 

■ 前期基本計画における主な取組状況 

■ まちづくり指標 

■ 目指す姿 
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 8-301 定員の適正化と効率的な執行体制の確立  

・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。 

   

 

 

 

 8-302 将来の西脇市を担う人材の育成・能力の向上  

・職務意欲の向上と多様な行政課題に対応できる能力、また経営感覚を持つ職員の育成を図るため、

人事考課制度の拡充や研修制度の充実に取り組むとともに、業務や組織のマネジメント能力を高め

ていくための職場環境づくりを進めます。 

・研修制度と人事管理、人事考課制度、給与などが総合的に作用・連動し、成果をあげた職員が適正

に評価される人事制度の構築を図ります。 

 

 

 

 8-303 柔軟でスリムな組織・機構の整備  

・職員数が減少する中、類似した業務部門の集約を図るとともに、新たな行政課題や多様化・高度化

する市民ニーズに迅速かつ的確に対応できるよう、市民に分かりやすく、柔軟でスリムな組織の構

築を推進します。 

 

 

 8-304 公正・中立的な公平委員会事務の執行  

・職員の職務遂行に当たって、職員の権利を保障し、勤務条件の適正化を図るため、公正・中立な立

場を堅持し、公平審査事務を行います。 

 

 

 

 

・市民自身も自治の担い手としての自覚を持ち、全体の奉仕者としての職員の役割や業務を十分認識し、

適切に行動する。 

 

 

○ 西脇市行政改革大綱               ○ 西脇市財政健全化プラン 

○ 西脇市定員適正化計画              ○ 西脇市人材育成基本方針 

○ 西脇市人材育成プログラム 

○ 公平審査事務の実施 主な取組事業 

○ 職員数の減少・行政課題に対応した組織の整備 主な取組事業 

○ 人事考課制度の推進・確立 

○ 職員研修の充実（メニューの更新・エントリー制度の拡大など） 

 

主な取組事業 

○ 職員定員の適正化の推進 

○ 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） 

 

 

主な取組事業 

■ 施策の展開方針【 行政の果たすべき役割 】 

■ 市民に期待される役割 

■ 関連計画 

人事考課制度：職員の職務遂行上における勤務成績、意欲・態度、能力について点数化等を行い、公平で客観的に把握することによ
り、職員の勤労意欲の高揚と人材育成の向上などに反映させる人事管理を行う制度 

再任用制度：定年退職した職員の知識と経験を生かすため、能力や勤務実績に基づき、再び任用する制度 

任期付職員：定年制の職員ではなく、採用時に任期を定めて採用される職員 
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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】 
 

 

 

・黒田庄地域総合事務所の廃止に伴い、市役所で届出・証明窓口を利用する市民は増加しています。

また、本人確認の実施などにより、窓口事務の対応に時間を要していることから、迅速で適正な処

理を行い、待ち時間の短縮を図るなど利用者のサービスの向上に努めていくことが必要です。 

・窓口利用者の利便性を確保するため、これまでにも毎週火曜日の窓口開設時間の延長サービスや、

各種証明書等の交付申請書の一本化などを実施してきましたが、今後はＩＣＴを活用した手続や

サービスの提供を進めていくことが求められています。 

・従来、住民基本台帳カード※の普及を図ってきましたが、幅広い市民サービスに活用できる社会保

障・税番号（マイナンバー）制度の導入が検討されており、新たな共通番号が市民に交付される予

定です。同制度の導入に伴い、ＩＣＴの活用による各種届出の簡素化が期待されています。 

・市民の個人情報を適切に保護・管理するため、各種手続における本人確認の強化に努めるとともに、

個人情報の漏えいを防止するための取組を進めていくことが必要です。 

・社会経済環境の変化に伴い、市民生活を取り巻く環境も大きく変化しており、安心した暮らしを支

えるための市民相談を実施するとともに、時代に対応した相談機能の充実を図っていくことが必要

です。 

 

 

・迅速できめ細やかな窓口対応ができるよう、住民異動等の届出・証明窓口にカウンターの仕切り板

や、受付番号自動発券機の設置を行い、窓口環境を改善しました。 

・消費者被害への速やかな対応を図るため、平成23（2011）年度から多可町と消費生活・多重債

務相談の相互利用を開始し、相談日の拡充を行いました。 

 

 

市民情報が適切に管理され、正確で丁寧な応対によって、快適で利用しやすい窓口サービスや相談業

務が提供されています。 

 

 
 

分類 指 標 名 現状値 
平成30年度に 

おける方向性 

政策 
8-401 

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％ 
 

■ 現状と課題 

■ 前期基本計画における主な取組状況 

■ 目指す姿 

■ まちづくり指標 
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 8-401 窓口サービスの向上  

・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、ＩＣＴ

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。 

 

 

 

 

 8-402 市民ニーズに対応した適切な市民相談業務の推進  

・市民の安心した暮らしを支えるため、市民相談業務については、内容の充実や見直しを図るととも

に、市民にわかりやすい相談体制と利用しやすい相談環境を整備します。 

・社会経済環境の変化や市民ニーズを踏まえた新たな市民相談窓口の設置について検討します。また、

市民の利便性や業務の効率性の観点から、定住自立圏構想などに基づき、相談窓口の広域利用や共

同設置についても検討を進めます。 

 

 

 

 

・窓口での交付申請事務に関する本人確認などの事務手続や制度の趣旨について、理解に努める。 

 

 

○ 西脇市地域情報化計画（策定予定）

○ 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【再掲】 

○ マイナンバー制度の導入・運用 

 

 

主な取組事業 

○ 市民相談業務の実施・充実 

○ 相談窓口の広域利用・共同設置の検討 

 

主な取組事業 

■ 施策の展開方針【 行政の果たすべき役割 】 

■ 市民に期待される役割 

■ 関連計画 

住民基本台帳カード：住民基本台帳ネットワークシステムのサービスのひとつで、住民票に記載された氏名や住民票コードなどが記載
されたＩＣカードで、交付を希望した住民に対し、市町村が交付する。 
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 西脇市総合計画・後期基本計画  
 

 

紅葉の荘厳寺 

Ⅲ 計画の推進  
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第１章 

後期基本計画における人口・財政推計 

 

第１節 人口推計 

 

後期基本計画における人口推計については、平成22（2010）年に実施された国勢調査に

よる人口の実数値を基準に推計を行いました。 

従来の総合計画では、過去の推移を基に、都市基盤の整備や都市機能の充実などによる政

策人口を加えて、増加を見込んだ計画人口を目標として設定してきました。 

しかし、わが国の総人口は既にピークを迎えており、今後は人口の減少とともに、一層の

高齢化の進行が予測されています。また、本市においても、約30年間横ばいで推移していた

人口が、平成７（1995）年以降減少に転じており、従来の政策展開による人口増加策は望

めないことから、前期基本計画と同様、政策人口※を考慮せず、これまでの推移に基づく推計

としています。 
 

【本市の総人口の推計】 

区 分 

平成17年 

(2005年) 

実績値 

平成22年 

(2010年) 

実績値 

平成27年 

（2015年） 

推計値 

平成32年 

(2020年) 

推計値 

平成37年 

(2025年) 

推計値 

平成42年 

(2030年) 

推計値 

総 人 口 43,953 42,802 40,090 37,458 34,809 32,291 

年少人口 

（0～14歳） 
6,567 5,980 4,775 3,980 3,382 3,152 

生産年齢人口 

（15～64歳） 
26,865 25,078 23,135 21,402 19,908 18,152 

高齢者人口 

（65歳以上） 
10,521 11,744 12,180 12,076 11,519 10,987 

 
※ 平成22年国勢調査での年齢不詳者分については、按分を行い、推計しています。 
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34,809
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15.0%

14.0%

11.9%

9.7%

9.8%

61.1%

58.6%

57.7%

57.1%

56.2%

23.9%

27.4%

30.4%

32.3%

33.1%

34.0%

10.6%

57.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｈ17
(2005)

Ｈ22
(2010)

H27
(2015)

H32
(2020)

H37
(2025)

H42
(2030)

年少人口
（０～14歳）

生産年齢人口
（15～64歳）

高齢者人口
（65歳以上）

平成22年の人口は、42,802人となっており、基本構想・前期基本計画の策定時に推計し

た人口（41,788人）を 1,014人上回っています。 

今回、平成22年の国勢調査人口を踏まえ、将来人口の推計をあらためて行った結果、基本

構想・前期基本計画策定時の推計人口と比較して、各年度において千人程度上回る結果とな

りましたが、死亡者数が出生者数を上回る自然減少が続くため、本市の総人口は今後も減少

していくことが予測されます。 

なお、計画終了年度の平成30（2018）年における推計人口は、38,511人となり、平成

22年の人口と比較して10％程度減少する見込みです。 

（※コーホート要因法による５年ごとの推計人口値から等差級数法により算出） 

 

【本市の年齢３区分別人口の推計】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成22年における年齢３区分別人口の割合は、年少人口が14.0％、生産年齢人口が

58.6％、高齢者人口が27.4％となっています。 

今後、本市の人口減少が続く中、年少人口と生産年齢人口は、年々減少することが見込ま

れており、その割合も減少していくことが予測されます。一方、高齢者人口は、平成27年か

ら32年にピークを迎え、その後減少していくことが見込まれますが、その割合は増加を続け、

平成32年以降には本市に居住する約３人のうち１人は高齢者となることが予測されます。 

 

 

 

政策人口：推計人口による人口すう勢とは別に、自治体が独自の政策を展開することで、増加や維持を見込んだ人口のこと。 
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  第２節 財政推計 

 

この計画の実現を図るためには、計画内容を担保する確かな財政基盤が必要となります。 

本市では、新市発足直後の平成18（2006）年度に「西脇市財政健全化プラン」を策定し、

将来にわたり持続可能な財政基盤を確立するための健全化目標を定め、達成に必要な取組を

推進してきました。その結果、同プランの終了期限となる平成22（2010）年度には、健全

化目標をほぼ達成することができました。 

しかしながら、市税収入の減少は著しく、少子高齢化の進行に伴う社会保障費の増加や行

政需要の拡大などにより、財政の硬直化が進んでいます。さらに平成27（2015）年度で、

合併に伴う優遇措置である普通交付税の合併算定替制度が縮小していくことから、今後も強

力に財政構造の改革に取り組んでいくことが必要です。そのため、平成23（2011）年度か

ら５年間を計画期間とする新たな「西脇市財政健全化プラン」を策定しました。 

この中で、財政健全化に向けた基本的な考え方については、貯金に当たる「財政調整基金

の取り崩しに頼らない収入を基本とした財政運営への転換」と、「これまで以上に限られた

財源を重点投入する経営感覚重視の財政運営の推進」との２つを定め、具体的な健全化目標

として３つの項目を示しています。この考え方と目標に基づき、この計画の第８章に掲げる

施策を中心に具体的な取組を展開していきます。 

なお、財政健全化プランの計画期間が平成27年度までとなっているため、これ以降の財政

推計については、同プランに掲げる健全化策を推進していく中で、進捗状況を考慮しながら、

別途検討していくこととしています。 

  

 ≪ 西脇市財政健全化プランにおける平成27年度の健全化目標 ≫ 

      ○ 財政調整基金残高   30億円以上 

       ○ 経常収支比率     90.0％未満 

        ○ 実質公債費比率    14.0％未満 
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■ 財政健全化プラン実施後の財政収支見通し【 普通会計・一般財源ベース 】 
                                       
                               （単位：百万円） 
 

 
平成23年度 

（2011） 

平成24年度 

（2012） 

平成25年度 

（2013） 

平成26年度 

（2014） 

平成27年度 

（2015） 

市    税 5,083 4,897 4,872 4,852 4,736 

地方交付税 5,310 5,554 5,618 5,930 6,130 

そ の 他 2,536 2,285 2,034 2,194 2,391 

歳  入  計 12,929 12,736 12,524 12,976 13,257 

義務的経費 4,710 4,889 4,964 5,116 5,205 

 うち人件費 2,317 2,317 2,314 2,250 2,110 

投資的経費 873 766 616 602 624 

補 助 費 等 4,577 4,548 4,206 4,199 4,084 

 
うち病院事業 1,337 1,310 948 952 972 

うち下水道事業 1,579 1,582 1,599 1,587 1,559 

繰 出 金 1,284 1,306 1,329 1,352 1,376 

そ の 他 1,786 1,427 1,311 1,398 1,506 

歳  出  計 13,230 12,936 12,426 12,667 12,795 

歳入歳出不足額  Ａ △301 △200 98 309 462 

基金取崩額     Ｂ 561 209 71 57 57 

 うち財政調整基金 350 0 0 0 0 

再 差 引  （Ａ＋Ｂ） 260 9 169 366 519 

財政調整基金残高 2,598 2,737 2,750 2,843 3,035 
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第２章 

計画の基本原則と推進方法 

 

第１節 基本原則 

 

この計画は、合併時に策定された「新市まちづくり計画」の内容を踏まえた市政運営にお

ける最上位計画であるとともに、行政と市民が協働で進めるまちづくりの計画として位置付

けています。 

計画の策定は、将来像を実現するまちづくりを進めていく最初のステップに過ぎませんが、

この計画を“単なる理想”で終わらせることなく、計画の内容を尊重し、着実に実行してい

くため、計画の基本原則や計画策定後の進行管理の方法について、次のように定めます。 

 

（１）計画の基本原則                                

この計画の担保性を高め、行政活動における実効性を確保するため、一定の投資を必要

とする主な事業（社会保障など経常的事業は除く。）については、基本計画に掲載してい

ます。 

なお、社会情勢の変化などにより基本計画に掲載のない施策・事業について、実施を必

要とする場合は、基本計画の変更手続を経た上で、実施するものとします。 

また、平成25（2013）年度から施行の西脇市自治基本条例では、総合計画について、

次のように規定しており、その内容を遵守します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○西脇市自治基本条例 

（総合計画） 

第27条 市は、この基本条例で定める基本理念及び基本原則に基づき、市の最上

位計画として、基本構想、基本計画及び行動計画により構成される総合計画を

策定し、総合的かつ計画的な市政を運営するものとします。 

２ 市は、総合計画の策定、見直し及び進行評価に当たっては、市民の意見を適

切に反映するため、広く市民の参画を得るものとし、基本構想については、別

に条例で定めるところにより、議会の議決を経るものとします。 

３ 市は、個別政策分野に係る計画を策定するときは、総合計画との整合を図る

ものとします。 

４ 市は、総合計画について市民への周知を図り、その進行管理を適正に行うと

ともに、社会情勢に十分配慮し、必要に応じて見直しを図らなければなりませ

ん。 
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（２）計画の変更手続について                            

○基本構想 

基本構想は、改正前の地方自治法第２条第４項の規定に基づき、平成19（2007）

年９月に市議会の議決を経て策定しており、同年度から平成30（2018）年度までの

12年間を計画期間としています。 

計画期間内に内容の変更が必要となった場合には、総合計画審議会において審議し、

西脇市自治基本条例第27条第２項の規定に基づき、改めて市議会の議決を得るものと

します。 

○基本計画 

基本計画は、基本構想の期間のうち、前期・後期各６年間に分けて策定することとし

ており、今回は平成25年度からを計画期間とする後期基本計画を策定しました。 

なお、計画期間内に内容の大幅な変更が必要となった場合には、総合計画審議会にお

いて審議し、内容を変更するものとします。 
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  第２節 進行管理 

 

この計画は、ＰＤＣＡサイクルに従い、継続的に管理していきます。 

 

【ＰＤＣＡサイクルの各過程での役割】 

   Ｐ（Ｐlan＝計画）での役割  

総合計画審議会を設置し、この後期基本計画を策定しています。 

また、後期基本計画に基づき、年次ごとに計画期間を３か年とする「行動計画」を

別途策定し、具体的な事業や取組を明らかにしていきます。 
  

   Ｄ（Ｄo＝実施）での役割  

   行政は「行動計画」に基づき、事業・取組を実施します。 

また、市民は協働でまちづくりに取り組む主体として、後期基本計画に示す「市民

に期待される役割」を踏まえた行動が望まれます。 
  

   Ｃ（Ｃheck＝確認）での役割  

   実施した事業・取組について、行政内部で自己検証を行います。 

   また、政策・施策の展開による市民の意識や満足度を探るため、毎年度「まちづく

り市民アンケート」を実施し、後期基本計画に定める「まちづくり指標」などについ

て、継続的に市民の意見・評価を聴取します。 

さらに、総合計画の進行管理と検証を行う市民会議を設置し、市民の立場から政策

の進捗状況や効果を測定するとともに、意見の適切な反映に努めます。 
  

   Ａ（Ａction＝改善）での役割  

政策・施策の達成状況や「まちづくり市民アンケート」による調査結果、さらに市

民会議での意見などを踏まえ、行政活動の検証・見直しを行います。 

 

 

 

 
 

Ｐ（ 計画 ） 

総合計画の策定  
（基本計画・行動計画） 

Ｄ（ 実施 ） 

事業・取組の実施 
市民の主体的行動 

Ａ（ 改善 ） 

活動内容見直し 
総合計画に反映 

 

Ｃ（ 確認 ） 

行政内部の検証 
市民意見等の聴取 
（市民会議・ 
アンケート等） 
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  第３節 分野別計画 

 

まちづくりの各分野において、様々な行政計画を策定していますが、これら個別の行政計

画については、原則として本市の最上位計画である総合計画の内容を十分に踏まえ、策定し

ていきます。 

個別の行政計画は、法令上の位置付けや計画の性格・期間などは様々ですが、対象とする

行政分野における目指すべき方向性や施策を示すものであることには変わりありません。そ

のため、個別の行政計画は、総合計画を各分野において補完・具体化していくものとして位

置付け、西脇市自治基本条例第27条第３項の規定に基づき、総合計画との整合性を確保して

いきます。それぞれの個別行政計画を着実に実行することにより、総合計画が推進されるこ

ととなります。 

後期基本計画では、政策ごとに総合計画を補完・具体化する個別行政計画を「関連計画」

として掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合計画 

補 完 

具体化 

反 映 

【個別の行政計画】 

（分野別の計画）  

福祉 

環境 行財政 

都市 
教育 

など 
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【総合計画を支える分野別計画一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 下線 は策定予定の計画 

※ 複数の分野にまたがる主に関係

する分野の視点で整理 

・西脇市地域福祉計画 

・福祉のまちづくり重点地区整備計画（西脇市・黒田庄町） 

・西脇市立西脇病院改革プラン          ・西脇市保健計画 

・西脇市食育推進行動計画            ・西脇市健康増進計画 

・西脇市次世代育成支援対策推進行動計画     ・西脇市子ども・子育て支援事業計画 

・茜が丘複合施設整備基本計画          ・西脇市高齢者福祉計画 

・西脇市介護保険事業計画            ・西脇市障害者基本計画 

・西脇市障害福祉計画 

ともに支え合い、笑顔輝くあたたかなまち【健康・子育て・福祉】 

産業が元気！活力とにぎわいあふれるまち【産業・経済】 

・北はりまハイランド構想基本計画        ・北はりま田園博物館構想基本計画 

・農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想  ・西脇農業ビジョン 

・農村環境基本計画（西脇市・黒田庄町）     ・西脇市・多可町鳥獣被害防止計画 

・西脇市酪農・肉用牛生産近代化計画       ・企業立地促進法に基づく基本計画 

 

こころ豊かな人が育ち、いきいきと活躍できるまち【教育・文化】 

・西脇市教育振興計画 

・時代の変化に対応した家庭・地域社会の「教育力の向上」を図る推進計画 

・西脇市子ども読書活動推進計画         ・西脇市生涯スポーツ振興基本計画 

・西脇市男女共同参画基本プラン         ・西脇市配偶者等暴力（ＤＶ）対策基本計画 

 

暮らしの安全を守り、安心が実感できるまち【生活安全・安心】 

・西脇市地域防災計画              ・西脇市水防計画 

・西脇市国民保護計画              ・西脇市新型インフルエンザ対策計画 

・西脇市交通安全計画 

 

快適な暮らしを支える生活基盤が充実したまち【都市基盤・生活環境】 

・西脇市都市計画マスタープラン         ・西脇市地域バス交通計画 

・西脇市住生活基本計画             ・西脇市市営住宅長寿命化計画 

・西脇市地域情報化計画             ・西脇市緑の基本計画 

・西脇市水道ビジョン              ・西脇市水道事業中期経営計画 

・西脇市生活排水処理計画            ・西脇市下水道事業中期経営計画 

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・環境共生】 

・西脇市環境基本計画              ・西脇市地域エネルギービジョン 

・一般廃棄物処理基本計画（北播磨清掃事務組合） ・西脇市一般廃棄物処理実施計画 

・西脇市役所地球温暖化対策実行計画 
 

多様な主体による地域自治が確立したまち【地域自治】 

・参画と協働のまちづくりガイドライン計画    ・地区まちづくり計画（８地区） 

時代に対応した行政経営が確立したまち【行政経営】 

・西脇市行政改革大綱              ・西脇市外部委託ガイドライン 

・西脇市公共工事コスト縮減のためのガイドライン ・北はりま定住自立圏共生ビジョン 

・西脇市財政健全化プラン            ・西脇市定員適正化計画 

・西脇市人材育成基本方針            ・西脇市人材育成プログラム 

 


