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市 章

 ２つの「シ」を図案化して、“ニシ”を表し、市内を流れる２つの川 

（加古川・杉原川）の合流地にひらける本市の飛躍と調和を象徴しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

市の木 さくら 市の花 しばさくら 



は じ め に 

 平成17年10月１日に誕生した新・西脇市のまちづくりを進

めるため、その指針となる「西脇市総合計画」を策定いたし

ました。 

 わが国は、戦後めざましい高度経済成長を遂げ、世界でも

有数の経済大国に発展し、人々の生活水準は大きく向上しま

した。物質的・経済的な豊かさを手に入れた私たちは、“真

の豊かさ”を追求すべく、新たな価値を創造する社会の構築

に迫られています。現在、本格的な人口減少の局面を迎え、少子高齢化の進行、環境

との共生、経済の安定成長など、これまで経験したことのない多くの複雑な課題を抱

えており、従来の社会経済システムを根本から見直していかなければなりません。こ

のように社会情勢がめまぐるしく変化し、社会の先行きへの不透明感が増大する中、

市民のみなさんが、自分の夢や目標を追求し、希望を持ち、幸せと豊かさを実感でき

るまちを実現していくことが、本市の目標となります。 

私は、この計画の策定に当たり、市町合併に先立ち策定された「新市まちづくり計

画」の精神を引継ぎ、その内容を具体化するとともに、「市民主役のふるさと運営」

をキーワードに、市民のみなさんと市役所が一緒になって、知恵を出し、汗を流すま

ちづくりを基本に据え、総合計画審議会に策定をお願いし、市民のみなさんや専門的

知識を持つ学識経験者の英知を結集した答申と提言をいただきました。 

今回の計画では、基本構想においては、「市民との協働」により、都市経営の手法

を根本的に見直し、持続可能な地域社会を構築していくこととしており、基本計画に

おいては、前期・後期に区分し、前期期間中に実施する施策や事業を明らかにすると

ともに、初めての試みとして、その実施成果を数値で表す「まちづくり指標」や、ま

ちづくりにおける市民のみなさんに「期待される役割」を設定しております。 

私は、この計画に掲げる将来像「いのちいきいき 自然きらきら 共生のまち に

しわき」の実現に向け、全力を挙げて取り組んでまいりますので、市民のみなさんの

積極的な御支援と御協力をいただきますようお願い申し上げます。 

終わりに、この計画の策定に当たりまして、御審議いただきました総合計画審議会

の委員をはじめ、総合計画策定市民会議の委員、御協力いただきましたすべての方々

に心から御礼申し上げます。 

 

   平成19年10月 

                      西 脇 市 長   
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第１章  計画策定の背景 
 

経済社会の進展とともに、私たち 
は物質的に豊かな生活を享受できる 
ようになりました。こうした物質的 
な豊かさはライフスタイルや価値観 
の多様化をもたらすとともに、多く 
の人々が心の豊かさや多様な自己実 
現※1を求める成熟社会※２を迎えてい 
ます。一方で、急速な少子高齢化の 
進行による人口減少、高度情報化の 
進展、経済のグローバル化※３と地域 
経済の低迷など、これまで想像しえ 
なかった大きな社会環境の変革により、従来の社会システムを再構築し

なければ立ち行かない状況に私たちは直面しています。 

人間の欲求で 上位にある

もので、自分の能力・可能

性を十分に発揮し、創造的

な活動や自己の成長を図る

こという。 

※１ 自己実現 

※２ 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

社会をいう。 

行政運営においても、戦後から社会の成長期にかけては、行政が社会

を主導するシステムが効果的に機能してきました。しかし、成熟社会の

到来を受け、国は中央集権型から分権型行政システムへの移行を図り、

個性豊かで活力に満ちた地域社会の創造に向け、平成12（2000）年に

「地方分権一括法」を施行し、本格的な地方分権時代がスタートしまし

た。このため、住民にとって も身近な自治体である市町村は、自己決

定・自己責任の下に、多様化・複雑化する地域課題を解決していくこと

が求められるようになりました。 

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。 

※３  グローバル化 

また、これまでの「人口は増えるもの、経済は成長するもの」という

右肩上がりの思想が崩壊した現在、こうしたことを前提とした地域経営

も見直しが迫られています。地域経営の主体である市町村は、厳しさを

増す財政状況の下、限られた財源で増大する住民ニーズにこたえていく

ことが求められている一方で、「行政があらゆる住民ニーズにこたえ

る」という総合行政（フルセット）型の行政運営を維持していくことは、

もはや困難な状況にあります。市町村の将来は、これらの社会環境の変

化に的確に対応し、どのような地域経営を展開していくのか、というこ

とにかかっているといえます。 

市民・企業・行政など地域

社会を構成する多様な主体

が、地域共通の目的を達成

するため、役割分担と連携

の下、地域全体の活性化を

図る活動をいう。 

※４ 地域経営 ※４ 

このような時代の大きな転換期を迎える中、新しい西脇市が誕生しま

した。本市の地域経営に当たっては、市町合併という基本的な自治体の

枠組みの変化に加え、時代にふさわしい社会システムを構築していくこ

とが求められます。そのため、このような新しい時代に対応した総合計

画の策定が必要です。 
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第２章  計画の概要 

 
第１節 計画の名称 

 
この計画の名称は、「西脇市総合計画」とします。 
 

第２節 計画の性格と役割 
 
この計画の性格と基本的な役割については、次のとおりです。 
 

   【新しい西脇市の最上位計画】 

※６ 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

れている合併市町村のまち

づくりの基本方針などを掲

げた市町村建設計画をい

う。2004年11月に西脇市・

黒田庄町合併協議会で策定

されている。 

※５ 地方自治法第２条 

   第４項 

「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。」とされている。 

市町合併による本市の誕生に伴い、地方自治法第２条第４項※５

の規定により策定するもので、本市の行政運営における 上位計

画に位置付けられるものです。また、分野ごとの行政計画の基本

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※６」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。 
 

【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。 
 
 

 さらに、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、社会環境の変化や厳しさを増す財政状況を見据えた減量

経営が、今後は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※７」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。 

※７ 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

る戦略をいう。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Ｃ

ＥＯが積極的に行い、同社

の業績を高めたことから有

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。 
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第３節 計画の構成 
 

この計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の３層によ

る構成とします。このうち「基本構想」と「基本計画」を一体のものと

して作成し、これに基づき別途作成する「実施計画」との２部構成とし

ます。 

 

【基本構想】 

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。 

 

【基本計画】 

基本構想を受け、その実現に向けた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。 

なお、後期計画については、社会情勢の変化や前期計画の評価

を踏まえ、後年度において策定するものとします。 

 

【実施計画】 

基本計画に定められた施策について、財政的な見通しを踏まえ、

事業の具体的内容を体系的にまとめたものを示します。計画期間

については、基本計画の期間よりも短期的なものとし、時期に応

じて更新していくこととします。 

 

 ＜総合計画の階層イメージ図＞ 
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【実施計画】 

【基本計画】 

【基本構想】 
「西脇

○政

市総合計画」として作成 

策・施策の立案・形成部分 

「総

○実

合計画実施計画」として別途作成

施運用部分 
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第４節 計画の期間 
 

【基本構想】 

平成19（2007）年度から平成30（2018）年度までの12年間とします。 

 

【基本計画】 

基本構想の期間のうち、平成19（2007）年度から平成24（2012）年

度までの６年間を前期とし、平成25（2013）年度から平成30（2018）

年度までを後期とします。 

 

【実施計画】 

基本計画との機能分担を踏まえ、別途計画期間を定め、ローリング※８

をしていきます。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成19年度

（2007年度） 
平成24年度

（2012年度）

基本構想（12 年間） 

基本計画（前期６年間） 基本計画（後期６年間） 

実施計画（短期間ローリング）

平成30年度

（2018年度）

※８ 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。 
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第３章  市の現況 

 
第１節 市の現況 

 

（１）位置・地勢・気候                             

本市は兵庫県のほぼ中央部、東経 135度と北緯35度が交差する「日本

列島の中心－日本のへそ」に位置しており、阪神都市圏からは60km圏内

にあります。 

地形的には、中国山地の東南端が播磨平野に接する地点にあり、西光

寺山（標高 712.9ｍ）を 高峰に四方を標高 200～ 600ｍの山地や丘陵

に囲まれ、中央部を県内 長の加古川が南流し、市域南部で杉原川、野

間川と合流しており、これらの河川沿いの平野部に集落や農地が形成さ

れています。市域は、東西約19km、南北約13km、面積は132.47k㎡で、

兵庫県面積の約 1.6％を占めています。 

気候は、瀬戸内式気候※９に属しており、気温の年較差・ 日較差が大

きい内陸型の特徴を示しています。平均気温は13.6度（平成17（2005）

年）と１年を通して比較的温暖な気候となっています。 

 12

 

 

 

瀬戸内海沿岸地域特有の気

候で、年間を通じて温暖・

少雨であることが特徴。日

照時間が長く、降水量は年

間 1,000～ 1,400mm前後で、

梅雨期と台風時に集中し、

その他の期間は少ない。 

※９ 瀬戸内式気候 

西脇市 
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（２）沿革 

本市は、縄文後期以降、各年代にわたりさまざまな遺跡があることか

ら、住みやすい地であったことがうかがえます。 

中世においては、中央の貴族や寺社の荘園として繁栄し、這田庄、富

田庄、比延庄、黒田庄などが存在していました。 

近世においては、農業を中心とした農村集落が点在しており、早くか

ら綿作が行われ、江戸時代には農閑期の副業として綿織物が作られるよ

うになりました。また、幕藩体制当初は市域の大部分が姫路藩の所領で

したが、幕末期には天領や多くの藩の支配領地が混在していました。 

明治期の廃藩置県の後、明治９（1876）年に兵庫県となり、明治22

（1889）年の市制町村制施行に伴い、多可郡津万村ほか５村が誕生しま

した。また、この頃から江戸時代以来の家内工業であった綿織物が次第

に工場生産へと移り、「播州織」としてその名が広く知られるようにな

りました。こうした織物産業の成長と鉄道の開通に伴い、耕地整理の終

了した現在の西脇地区を中心に住宅や商店が立ち並び、市街地が形成さ

れてきたことから、大正６（1917）年に津万村が町制施行し、西脇町と

なりました。 

戦後、織物・釣針といった地場産業の興隆を背景に、歴史的・経済的

につながりの深い西脇町・日野村・重春村・比延庄村の１町３村が、昭

和27（1952）年に合併し、県内内陸部では 初の市となる西脇市が誕生

しました。さらに、昭和29（1954）年には、加西郡芳田村を編入し、播

磨内陸地域の拠点都市として発展を遂げてきました。 

また、明治期に多可郡黒田庄村として発足し、以来合併することなく、

昭和35（1960）年に町制施行した黒田庄町では、近代以降は織物・釣針

産業の興隆に伴い、西脇経済圏の一角を担うとともに、黒田庄和牛の生

産と有機土壌化の推進など、農業の振興に力が注がれてきました。 

平成17（2005）年、地理的・歴史的・経済的につながりの深い西脇市

と黒田庄町が新設合併し、新「西脇市」が誕生しました。 

なお、「西脇」の名の由来は、中心市街地を形成する西脇地区が、古

来この地の呼び名であった都麻（津万）郷の西側であること、あるいは、

室町時代に当地を治めていた城の西側に位置していたことから名付けら

れたとの説が伝えられています。 

 

（３）交通条件 

道路交通網は、東播磨臨海部と北近畿を結ぶ広域幹線道路である国道 

175号が市域中央部を流れる加古川に沿って南北に走っているほか、国

道 427号、県道黒田庄多井田線、県道上鴨川西脇線、主要地方道西脇八

千代市川線などが隣接市町を結んでいます。また、本市の南側には京阪

神地域と直結する中国自動車道が走っており、路線バスで大阪から約90
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分の距離にあります。 

鉄道は、平成16（2004）年に電化されたＪＲ加古川線が山陽本線加古

川駅と福知山線谷川駅を結んでおり、神戸から約80分の距離にあります。 
 

（４）人口・世帯 

＜人口・世帯数＞ 

ここでは、本市と同じ北播

磨地域にあり、人口規模が

近い小野市・加西市・加東

市を示し、現況の比較対象

としている。 

※10 北播磨３市 ・ 本市の人口は、北播磨３市※10（小野市・加西市・加東市）が増加又

はほぼ横ばいである中、昭和35（1960）年の51,173人をピークに減

少傾向にあり、平成17（2005）年には、43,953人となっており、県

内29市中24位となっています。また、平成12（2000）年からの減少

率では、 3.9％となっており、県内の市で23位となっています。 

・ １世帯当たりの人員も年々減少しており、平成17（2005）年には兵

庫県平均の 2.58人を上回っているものの、北播磨３市と比較して

も少なくなっており、 ３人を下回り、2.97人となっています。 

 
総人口の推移
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資料：国勢調査 

 

＜年齢別人口＞ 

・ 年齢３区分の人口は、65歳以上の高齢者人口割合が大きく増加して

おり、平成17（2005）年には兵庫県平均の19.8％を上回る23.9％と

なり、北播磨３市と比較して も高くなっています。また、ひとり

暮らしの高齢者の割合も北播磨３市と比較して際立って高く、約15

％となっています。 

・ 平成17（2005）年の５歳階級人口を兵庫県と比較すると、全体では

ほぼ同様の構成を示していますが、本市では進学・就職期に当たる

20～24歳の若年層が極端に少なくなっています。 

 

 

 

 14
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高齢者人口割合の推移
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年齢５歳階級別人口ピラミッド（2005（Ｈ17）年）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査  

 

＜人口流動・異動＞ 

・ 常住人口と昼間人口※11を比較すると、事業所・商店などの就業地や

３つの高等学校が所在していることから昼間人口の方が若干多く

なっていますが、その差は年々縮まっており、市内での就業者の割

合も低下しています。 

※11 常住人口と昼間人口 

国勢調査においては、調査

時に対象地域に常住してい

る者を「常住人口」とい

い、常住人口に通勤・通学

による流入人口と流出人口

を加減したものを「昼間人

口」という。 ・ 流入元・流出先は、隣接する多可町・加東市との結びつきが強く

なっています。 
・ 人口動態は、社会減少（転出）が拡大傾向にあるとともに、少子高

齢化の影響により、これまで増加していた自然増減も減少に転じる

傾向がみられます。 
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＜地区別人口＞ 

・ 市内の地区別の人口は、中心市街地である西脇地区で大幅な減少と

高齢化の進行がみられる一方、南部の野村地区での大幅な増加がみ

られます。 
                 ＜地区別人口の推移＞        （単位：人） 

 
1975年 

（S50） 

1980年

（S55）

1985年

（S60）

1990年

（H2）

1995年

（H7）

2000年 

（H12） 

2005年 

（H17） 

増加率 

Ｓ50→Ｈ17

西脇地区 7,035 6,291 5,703 5,293 5,041 4,659 4,353 ▲38.1％

津万地区 6,319 5,962 5,891 5,689 5,680 5,706 5,389 ▲14.7％

日野地区 7,739 7,852 8,089 8,007 7,889 7,739 7,338 ▲5.2％

野村地区 3,021 4,186 4,773 4,946 5,488 5,800 6,236 106.4％

重春地区 7,091 6,948 6,856 6,562 6,446 6,402 5,940 ▲16.2％

比延地区 4,632 4,496 4,767 5,006 4,946 4,753 4,602 ▲0.6％

芳田地区 2,272 2,568 2,691 2,727 2,767 2,709 2,410 6.1％

黒田庄地区 8,074 8,077 8,119 7,990 8,082 7,950 7,685 ▲4.8％

 資料：国勢調査

 
 

本市の人口は、出生数の減少、転出超過により減少が続いており、少子

高齢化が急速に進んでいます。さらに、市内就業者の割合が年々減少して

いることや、流入人口よりも流出人口の増加傾向が上回っていることから、

播磨内陸地域の拠点都市としての地位が低下してきているものと考えられ

ます。 

 
 

（５）産業・経済 

＜産業別就業者数＞ 

金融・保険業、不動産業、

流通業（商業）、サービス

業など、第１次産業にも第

２次産業にも分類されない

産業のこと。情報・知識を

集約する点に特徴がある。 

※12 第３次産業 ・ 産業別の就業者人口は、全国的な傾向と同じく第３次産業※12の就業

者割合が増加傾向にあり、平成17（2005）年では５割以上を占めて

います。 
・ 織物・釣針などの地場産業があることから、第２次産業※13の就業者

割合が兵庫県の平均以上となっています。 
地下資源の採取、又は（第

１次産業が生産した）材料

を加工して工業製品をつく

る産業のこと。製造業（工

業）、建設業、鉱業など。 

※13 第２次産業 

 
＜事業所数・従業者数＞ 

・ 昭和56（1981）年以降、市内の事業所数は減少傾向にありますが、

従業者数は横ばいで推移しています。また、産業分類別では、製造

業の事業所数・従業者数が大幅に減少し、サービス業の事業所数・

従業者数が増加しています。この傾向は、兵庫県・北播磨３市に共

通しています。 
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＜商業＞ 

・ 商店数・従業者数・年間販売額は、北播磨３市と比較していずれも

も多くなっていますが、商店数と商品年間販売額は減少傾向にあ

り、従業者数は横ばいで推移しています。 

・ 小売業の年間販売額を兵庫県・北播磨３市と比較すると、人口１人

当たりの年間販売額が も多くなっていますが、１店舗当たりの年

間販売額は、兵庫県の平均を下回っています。 

 
年間販売額
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資料：商業統計調査

 
＜工業＞ 

・ 平成16（2004）年の人口１人当たりの製造品出荷額等は、兵庫県平

均を上回るものの、北播磨３市と比較すると も少なくなっていま

す。また、従業者数も も少なくなっています。 

・ 産業別の製造品出荷額等は、繊維工業は著しく減少しており、播州

織の生産数量・生産金額についても減少傾向を示しています。また、

播州釣針の企業数・従業者数は減少傾向にあるものの、生産数量・

生産金額は、ほぼ横ばいで推移しています。 
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製造品出荷額等
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資料：工業統計調査

資料：播州釣針協同組合

資料：播州織工業組合
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輸出 内需 生産金額

播州織物の生産数量・生産金額の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜農業＞ 

・ 農業は水稲の生産が中心となっており、北播磨３市と比較して、田

畑に利用できる平たん地の割合も少なく、農家１戸当たりの農地面

積が狭いこと、また、地場産業である織物業関連の従事者が多かっ
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たことから、農家数・経営耕地面積・農業産出額のいずれも も少

なくなっており、年々減少傾向にあります。 
・ 畜産では、本市の特産品の柱であり、神戸ビーフを供給する「黒田

庄和牛」が、約 1,500 頭飼育されています。 

 
農業産出額

2,187

2,014

2,653

2,480

2,922

2,682

2,558

2,237

1,500

1,650

1,800

1,950

2,100

2,250

2,400

2,550

2,700

2,850

3,000

1990年
（H2）

1992年
（H4）

1994年
（H6）

1996年
（H8）

1998年
（H10）

2000年
（H12）

2002年
（H14）

2004年
（H16）

（百万円） 農業産出額の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料：近畿農政局兵庫農政事務所 
 

＜観光客数＞ 

・ 北播磨地域の観光客数が増加する中、東はりま日時計の丘公園の開

設や北はりま田園空間博物館事業の展開などにより、本市において

も観光客数が大幅に増加しており、特に日帰り観光客数については、

平成17（2005）年度には、平成６（1994）年度と比較して倍増の約

92万人となっています。 

 
＜総生産・所得＞ 

・ 就業者１人当たりの総生産額は、平成16（2004）年では約 574万円

となっており、平成２（1990）年以降、いずれの年も兵庫県平均・

北播磨３市を下回り、県内29市のうち27位となっています。 

・ 本市の総所得は、平成８（1995）年をピークに減少し、平成16

（2004）年には、約 1,020億円と平成２年以降で も低くなってい

ます。 

・ 平成16（2004）年の人口１人当たりの市民所得（雇用者報酬・財産

所得・企業所得）は、約 228万円と兵庫県平均・北播磨３市ともに

下回っており、県内29市のうち27位となっています。 

・ 平成16（2004）年の市内総生産（名目）では、北播磨３市と比較し

て、製造業の生産額・比率ともに顕著に低くなっている一方、卸売

小売業・金融保険業・サービス業の生産額・比率が高くなっていま

す。 

・ 平成15（2003）年の人口１人当たりの個人所得（課税対象所得額）

は、約 111万円と全国平均・兵庫県平均の８割程度となっており、

北播磨３市を下回っています。また、１世帯当たりの所得では、北
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播磨地域の市町で も低くなっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の産業は、一定の商業基盤が形成されており、地域の拠点になって

いるものの、基幹産業である播州織の衰退などにより製造業が低迷してお

り、このことが地域経済全体の低迷につながっていることがうかがえます。

また、この影響を受け、市内総生産・市民所得ともに、兵庫県平均や周辺

都市を下回っているものと考えられます。 

 
 

（６）土地・社会基盤・市民生活 

＜土地利用＞ 

・ 地目別面積（課税対象分）では、山林が約７割を占め、加古川と杉

原川の合流部に広がる平たん地を中心に市街地が形成され、周辺部

では農村地域が広がっ 

ています。 

・ 可住地面積※14の割合が 

29.1％と、北播磨３市 

がいずれも50％を超え 

る中、非常に少なくな 

っています。 

・ 市域面積の約６割、人 

口の約８割が住む地域 

が都市計画区域※15に指 

定されています。 

※14 可住地面積 

人が住むことができる平野

部をいい、総面積から林野

面積と主要湖沼面積を差し

引いた面積を指す。 

※15 都市計画区域 

都市計画法により、規制対

象となる地域。市町村の行

政区域にとらわれず、一体

の都市として総合的に整備

し、開発し、及び保全する

必要がある区域を都道府県

知事が指定して設定する。

本市は、東播都市計画区域

及び中都市計画区域（一

部）に含まれる。 

 

資料：兵庫県市町民経済計算 

資料：兵庫県主要統計指標 

山林 66.5%

宅地
 11.5%

畑 1.2%
田

15.6%

雑種地
5.0%牧場・原野

0.2%

地目別面積の割合（2005（Ｈ17）年） 

【西脇市】 【北播磨３市合計】 

市内総生産（名目）の構成比（2004（Ｈ16）年） 

運輸通信業
4.2%

公務
6.1%

ｻ-ﾋﾞｽ業
13.7%

不動産業
14.6%

金融保険業
1.7%

卸売小売業
5.8%

電気ｶﾞｽ水道
3.0%

建設業
3.9%

製造業
45.6%

第１次産業
1.0%

鉱業
0.4%

運輸通信業
4.9%

製造業
25.3%

鉱業
0.3%

第１次産業
0.6%

建設業
5.0%

電気ｶﾞｽ水道
2.1%

卸売小売業
10.9%

金融保険業
7.0%

不動産業
17.6%

ｻ-ﾋﾞｽ業
21.1%

公務
5.3%
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土地利用状況図 

 
 
 

＜社会基盤＞ 

・ 道路の整備状況は、平成17（2005）年では、舗装率92.4％、改良率

65.1％となっており、ともに兵庫県平均以上となっています。 

 
 
 
 
 

・ 上水道等普及率は、平成17（2005）年では99.6％、下水道等普及率

は、平成18（2006）年では97.8％となっており、整備はほぼ完了し

ています。 

・ 住環境については、平成17（2005）年では、持ち家比率が78.1％、

１世帯当たり延べ床面積は 134.5㎡となっており、ともに兵庫県の

平均を上回っています。また、一般世帯数に占める公営住宅の割合

が、 7.8％（平成18（2006）年）と近隣市町に比較して、非常に高

くなっています。 

・ 鉄道・路線バスともに、運行便数が少ないため、利便性が低くなっ

ており、利用人員は減少傾向にあります。 

・ 医療施設は、地域の中核的な医療機関として病床数 320床を擁する

市立西脇病院をはじめ、41箇所の病院・診療所（平成16（2004）

年）があります。また、人口 1,000人当たりの医療施設数は0.91箇

所、医師数は2.05人と兵庫県平均とほぼ同じであり、北播磨３市と

比較すると も多くなっています。しかし、今後は医療制度改革に

伴う地方での医師不足の深刻化が懸念されています。 

・ 福祉施設については、特別養護老人ホーム３箇所、介護老人保健施

設１箇所などが設置されており、高齢者施設は比較的に充実してい
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ます。また、保育所の施設充足率もほぼ 100％（平成18（2006）

年）となっています。 

・ 教育施設については、幼稚園・小学校が８箇所、中学校が４箇所、

高等学校が３箇所あります。高等学校を除く１学級当たりの児童・

生徒数（平成17（2005）年）は、30人以下となっています。 

・ 文化施設については、市民会館や音楽ホールなどが整備されており、

スポーツ施設については、多目的グラウンドが９箇所、屋内体育施

設が６箇所あるなど、比較的に整備されており、周辺市町と同程度

の水準にあるといえます。 

 

＜市民生活＞ 

・ 「新市まちづくり計画」策定時の市民意向調査（平成15（2003）年

11月実施）では、日用品の買物、医療・福祉施設の利用など、日常

行動の多くが市内で行われています。 

・ 文化鑑賞や高価な買物、身近な行楽地として阪神都市圏への行動が

多くみられます。 

 
 

本市では、市域の約７割を山林が占めており、河川沿いに広がった少な

い平たん地を中心に、集落や農地が形成されています。また、道路や上・

下水道などの生活基盤や、文化・スポーツ施設などもおおむね整備が進ん

でおり、市民の日常行動が主に市内で行われていることからも、一定の都

市的機能が充実していることがうかがえます。一部の日常行動では、アク

セスが比較的に容易な阪神都市圏とのつながりもうかがえます。 

 
 

（７）市民活動 

＜ボランティアやＮＰＯ※16活動、協働事業＞ 

（民間非営利組織）の頭文

字をとったもので、株式会

社や営利企業とは違い、社

会的活動を目的とし、収入

から費用を差し引いた利益

を関係者に分配せず、次の

活動に再投資する組織をい

う。 

Non Profit Organization 

※16 ＮＰＯ ・ 西脇市社会福祉協議会に登録しているボランティア団体数（平成17

（2005）年度末）は、38団体、 878人となっています。 

・ 本市を拠点としているＮ 

ＰＯ法人（平成18（2006） 

年度）は、６団体ありま 

す。 

機会があれば・可能な
範囲で参加する
　　　　51.8%

参加したい
　　　 9.2%

無回答・その他
　　 13.1%

わからない・どちら
ともいえない
　　　 18.9%

関心がない
　 7.0%

まちづくり活動への参加意識 

 

＜市民のまちづくり活動への参 

加意識＞ 

・ 「市内地区まちづくり計 

画アンケート調査」（平 

成15（2003）～18（2006） 

年度実施）の結果では、 
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「ぜひ参加したい・積極的に参加したい」が 9.2％、「機会があれ

ば参加する・可能な範囲で参加する」が51.8％となっており、何ら

かの形でまちづくり活動への参加意向を持っている人が全体の６割

を超えています。 

 

 
本市では、ボランティア団体など各種団体が活動しており、行政施策と

して市民主体のまちづくり活動に対する支援も展開されています。また、

市民のまちづくり活動への参加意識も高くなっていることから、今後は、

多様な主体によるまちづくりを進めていくため、こうした社会的活動への

参加機会の創出や、組織の育成支援に努めていくことが求められています。 

 

 

（８）行財政 

         ＜財政状況＞ 

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。 

※17 普通会計 
・ 本市（旧西脇市と旧黒田庄町の合計）の普通会計※17の歳入は年々減

少傾向にあり、平成８（1996）年度に約 213億円であったものが、

平成17（2005）年度には約 188億円と約12％減少しています。 

・ 自主財源の根幹となる市税は、平成８（1996）年度の約65億円を

ピークに年々減少傾向にあり、人口減少や景気の低迷などの影響で、

個人・法人市民税の割合が減少し、固定資産税の割合が６割近くに

増加してきています。 

・ 地方交付税※18は、国の三位一体の改革※19などの影響により、平成

12（2000）年度の約51億円をピークに減少傾向にありますが、歳入

全体の約２割（平成17（2005）年度）を占めています。 

 

 

 

 

※18 地方交付税 

すべ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。 

歳入及び地方税、地方交付税の占める割合の推移

16,000.0

17,000.0
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）

歳入 地方税の割合 地方交付税の割合

歳入、地方税・地方交付税の占める割合の推移 

 

 

 

 

 

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。2003年の６月27日に閣

議決定された、小泉内閣の

「骨太の方針第３弾」で示

された。 

※19 三位一体の改革 

 

 

 

※20 投資的経費 

経費の支出効果が固定的な

資本形成に向けられるもの

で、施設などストックとし

て将来に残るものに支出さ

れる経費をいう。予算科目

では、普通建設事業・災害

復旧事業・失業対策事業を

指す。 

資料：地方財政状況調査 

・ 普通会計の歳出は、投資的経費※20が減少傾向にある一方、特別会計※21 

への繰出金や企業会計※22などへの負担金である補助費等の割合が高 

くなっています。 
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・ 普通会計の地方債現在高※23は、平成８（1996）年度～17（2005）年

度にかけて約 150億円前後で推移しており、特別会計や企業会計の

地方債残高をあわせると 500億円以上にのぼっています。 

特定の事業を行う場合や特

定の収入で事業を行う場

合、経理を他の会計と区別

する必要があるため、法律

や条例に基づいて設置する

もの。 

※21 特別会計 

・ 積立金は、約40～60億円で推移していますが、歳入の減少に伴い、

財政調整基金※24を取り崩した厳しい財政運営が強いられています。 

 24

 

 

 

 

 

 

地方公共団体が発行する公

債（債券）の残高のこと。

いわゆる借金の残高 

※23 地方債現在高 

特別会計の中で、病院・水

道など事業収益をあげて、

その収益でまかなう会計の

ことをいう。 

※22 企業会計 

積立金現在高、地方債現在高の推移
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積立金現在高・地方債現在高の推移 

 

 

 

 

 

積立金の１つで、財政に余

裕があるときに積立て（貯

金）をして、経済不況など

による税収入の減少や、災

害などにより、予定外の支

出増を余儀なくされるよう

な場合に、取崩しを行う基

金 

※24 財政調整基金 

 
資料：地方財政状況調査 

 

財政構造の弾力性を示す指

標で、税など経常的に収入

される一般財源を、人件

費・扶助費・公債費などの

経常的に支出する経費にど

の程度充当しているかを示

す指標 

※25 経常収支比率 ・ 財政指標のうち、経常収支比率※25については、高い水準にあり、財

政の硬直化がみられます。また、財政力指数※26については、0.60

（平成17（2005）年度）となっており、北播磨３市のうち小野市・

加東市を大きく下回り、十分な自主財源が確保されていない状況に

あります。 

地方公共団体の財政基盤の

強弱を示す指標で、標準的

な行政活動に必要な財源を

どれくらい自力で調達でき

るかを表している。一般的

に１に近いほど、又は１を

超えるほど財源に余裕があ

るとされる。 

※26 財政力指数  

＜職員の状況＞ 

・ 職員数は、ほぼ横ばいで推移しており、平成18（2006）年で 727人

となっています。 
・ 北播磨３市と比較すると、市民 1,000人当たりの職員数では、病床

数 320床を擁する市立西脇病院があることから も多くなっていま

すが、普通会計部門の職員は 7.0人と小野市に次いで低くなってお

り、年々減少傾向にあります。 
 

 
 

各種福祉サービスなど社会

保障にかかわる経費をい

う。公的扶助制度である生

活保護法・老人福祉法・児

童福祉法などのほか、自治

体が独自の施策として実施

している福祉制度による経

費も含まれる。 

※27 扶助費 

本市では、地方税・地方交付税を中心に歳入が減少しており、今後も、

人口減少、国の行財政改革の推進などにより、一層の減少が見込まれる一

方、少子高齢化による扶助費※27の増大や大型事業の起債償還、さらには社

会資本※28の維持や更新に伴う経費の支出が見込まれることから、歳出の増

加は避けられず、財政状況がますます厳しくなることが懸念されます。し

たがって、限られた財源の中で、効率よく行政運営を行っていくことが求

められています。 

※28 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。 
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（９）西脇市の「強み」と「弱み」 

          本市を取り巻く現況から、本市の「強み」と「弱み」の特性を次のと

おり整理します。 
 

＜強み＞ 

 
・ 道路、上・下水道、公共施設などの一定の生活基盤が整備され

ており、市民生活を支える社会資本が比較的に整っています。 
・ 播州織や播州釣針など古くからの地場産業が基幹産業となって

います。また、一定の商業基盤が形成され、播磨内陸地域の商

業拠点となっています。農業分野では、黒田庄和牛などの地域

ブランドがあります。 

地域内に居住する定住人口

に対し、通勤・通学・文

化・スポーツ・買物・観光

などを目的として、地域外

から訪れる人をいう。 

※29 交流人口 ・ 阪神都市圏から１時間圏内に位置するため、交流人口※29が増加

しています。 
・ 北播磨３市と比較して可住地面積が狭いものの、自然環境に恵

まれており、市民意向調査では、このことが定住したい要因の

１つとなっています。 
・ まちづくり活動への市民の参加意識が潜在的に高くなっていま

す。 
・ 市町合併により、行財政の効率化と効果的な投資を図ることが

できる状況にあります。 

 

＜弱み＞ 

 
・ 少子高齢化の急速な進行と転出超過に伴い、横ばいにあった定

住人口が減少傾向にあります。 
・ 市内の総生産・市民所得も周辺都市と比較して低くなっており、

地域経済が低迷しています。 
・ 新規企業の立地が少なく、地域の経済的な依存度が高い地場産

業が低迷しているため、ぜい弱な産業構造となっています。 
・ 農業の生産力が低下している中、米作中心であるため、農産物

の加工など多様な農業施策の展開が困難となっています。 
・ 地域内外を結ぶ鉄道・路線バスなどの公共交通の利便性が低く、

利用人員が少なくなっています。 
・ 財政状況は、歳入である地方税や地方交付税が減少傾向にある

一方、今後、扶助費をはじめとする歳出の増加が見込まれ、厳

しい財政運営が予想されます。 
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第２節 市民意向  
 

（１）将来のまちづくりに必要な施策について 

「新市まちづくり計画」の策定に当たり、平成15（2003）年11月、市

民 4,000人を対象に実施した市民意向調査（回答率46.2％）では、全体

的に「まちの現状の満足度」が低い施策や、 近の地域課題として注目

されている施策の重要度が高くなっています。 

生活基盤分野では、「公共交通の利便性」が も高くなっています。

公共交通の利便性については、現状に対する満足度についても も低く

なっているため、今後の充実が強く求められていると考えられます。次

いで、「暮らしの安心・安全対策の充実」を望む割合が高くなっていま

す。 

教育・文化分野では、「生涯学習施設の充実」が も高く、次いで

「幼児教育・学校教育の充実」、「青少年の健全育成に向けた取組」と

なっています。また、若年層を中心に、生涯学習施設の充実が求められ

ているとともに、近年、社会問題となっている学校教育や犯罪の低年齢

化を反映し、50歳代以上では、青少年の健全育成に向けた施策の充実が

求められています。 

健康・福祉分野では、「病院・診療所等の医療施設の充実」と「高齢

者福祉施設の整備・支援の充実」の上位２項目の割合が他の項目と比較

して非常に高くなっていることから、医療施設や高齢者福祉施設の一層

の充実が強く求められていることがうかがえます。また、若年層を中心

に「子育てを支援する体制・施設の充実」を求める割合が高くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【分野別施策の重要度】（上位３項目） 

生

活

基

盤

教

育

・
文

化

健

康

・
福

祉 

産

業

住

民

参

加

41.5

36.7

25.8

33.8

31.6

31.1

42.0

40.8

25.0

0 20 40 60

公共交通の利便性

くらしの安心・安全対策の
充実

身近ないこいの場の充実

生涯学習施設の充実

幼児教育・学校教育の
充実

青少年の健全育成に
向けた取組み

病院・診療所等の
医療施設の充実

高齢者福祉施設の整備・
支援の充実

子育てを支援する体制・
施設の充実

55.5

33.7

28.5

30.6

25.4

20.4

0 20 40 60

地域内の雇用の確保・
労働対策の充実

新規企業の誘致・
新産業の創出

商業の振興・買物の
利便性の向上

近所と助け合い、支えあう
環境づくり

情報公開など開かれた
行政の推進

官民協働によるまちづくり
の推進

暮らし 
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産業分野では、「地域内の雇用の確保・労働対策の充実」が も高く、

他の項目と比較しても非常に高い割合となっています。現状に対する満

足度についても も低かったことから、低迷する経済・雇用情勢を反映

し、雇用の確保をはじめ経済基盤の強化が強く求められていることがう

かがえます。 

住民参加分野では、「近所と助け合い、支え合う環境づくり」、「情

報公開など開かれた行政の推進」、「官民協働によるまちづくりの推

進」が上位３項目にあげられています。地域の自治活動を活発に行うこ

とができる環境づくりとそれに対する行政の支援が求められていること

がうかがえます。 

 

（２）本市での生活実感（豊かさ）について 

やや豊かで
ある
25.8%

豊かである
4.0%

不明
3.7%

わからない
9.9%

豊かでは
ない
18.6%

あまり豊か
ではない
37.9%

この計画の策定に当たり、平成18（2006）年10月、市民 3,000人を対

象に実施した市民意向調査（回答率39.2％）では、本市での生活につい

て、「豊かである」と感じている人の割合が 4.0％、「やや豊かであ

る」が25.8％となっており、計29.8％が今の生活を豊かだと感じていま

す。一方、「あまり豊かではない」が37.9％、「豊かではない」が

18.6％となっており、あわせて56.5％と半分以上の人が「豊かではな

い」と感じている結果となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）まちづくりの方向性について 

今の西脇市での生活実感について 

前述の調査において、これからのまちづくりにおいて特に望まれる項

目について聞いたところ、「保健・医療・福祉サービスが充実した、健

康で安心して暮らせるまち」が59.7％と も多く、次いで「災害・事

故・犯罪が少ない、暮らしの安全が守られているまち」が37.7％、「産

業（農林業・商工業など）の活力にあふれ、働く場がたくさんあるま

ち」が33.6％と続いています。 
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これからの西脇市のまちづくりにおいて、特に望まれる項目

59.7%

33.6%

14.2%

37.7%

9.8%

11.7%

3.8%

15.9%

1.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

保健・医療・福祉サービスが充実した、健康で安心して暮らせるまち

産業（農林業・商工業など）の活力にあふれ、働く場がたくさんあるまち

教育（学校教育・生涯学習）環境が充実し、いきいきと活躍できるまち

災害・事故・犯罪が少ない、暮らしの安全が守られているまち

道路や生活基盤が充実した、便利で快適に暮らせるまち

豊かな自然と快適な生活環境が守られているまち

市民活動が活発で、さまざまな分野での市民参画が盛んなまち

効率的で透明性の高い行政運営がされているまち

その他

これからの西脇市のまちづくりにおいて、特に望まれる項目 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※30 市が提供するサービス 

ここでは、医療・福祉、教

育・文化、産業振興、都市基

盤整備、環境保全など、行政

が市民からの税金や手数料な

どによって、市民の生活を支

えるために提供しているサー

ビスをいう。 

市が提供するサービス※30と市民の負担のあり方については、「市が提

供するサービスのうち、自分たちでできることは自分たちで行い、サー

ビス全体の維持・向上を図り、税・公的保険料・手数料などの市民負担

は維持又は微増にとどめる。（協働によるサービス維持・向上、負担維

持・微増）」が50.0％と半数を占めていることから、今後は市民と行政

の協働による公共的なサービスの維持・向上を進めていくことが求めら

れています。 

市のサービス減少、
負担維持
27.0%

市のサービス拡大、
負担増
4.8%

不明
4.2%

わからない
9.0%

その他
4.9%

協働によるサービス
維持・向上、負担維
持・微増
50.0%

市が提供するサービスと市民の負担のあり方 
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第４章  社会潮流 

 

（１）少子高齢化の進行と全体人口の減少 

わが国の総人口は、平成17（2005）年には死亡数が出生数を上回り、

人口減少に転じたとの報告が厚生労働省から出され、今後も年少人口が

減少する一方で高齢者が増え、平成27（2015）年頃には、国民の４人に

１人が65歳以上になることが予測されています。 

こうした人口構造の変化により、高齢者を支える若年労働力人口が減

少し、社会全体の活力の低下が懸念されるとともに、医療・福祉などの

社会保障費の増加が見込まれることから、超高齢社会※31に対応した持続

可能な社会システムの整備が求められています。 

※31 超高齢社会 

人口高齢化率が20％を超える

社会で、それが長寿化による

ものばかりでなく、持続的な

出生率低下（少子化）によっ

て、急速に進んだ高齢化社会

のこと。 

また、合計特殊出生率※32は年々低下を続け、平成17年には過去 低の 

1.26となり、長期的に人口を維持できる水準である2.07を大きく下回っ

ています。このため、平成15（2003）年には「次世代育成支援対策推進

法」や「少子化社会対策基本法」が成立し、少子化対策や子育て支援に

向けた行動計画が各自治体において策定され、安心して子どもを生み育

てることのできる環境づくりや子育て支援サービスの拡充が図られてき

ており、家庭や学校だけでなく、地域社会全体での取組が求められるよ

うになっています。 

※32 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

の平均数をあらわす。 

今後は、一層の少子化対策や医療・福祉施策の充実など、人口構造の

変化に応じた効果的な施策の展開が必要となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

（２）地方分権の進展と行財政改革の推進 

平成12（2000）年には「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（いわゆる地方分権一括法）」が施行され、国から地方

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」 

総人口・年齢４区分別人口の推移 
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人口・年齢４区分別人口の推移
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への事務権限の移譲によって、住民に も身近な基礎的自治体である市

町村の役割がますます大きくなっています。 
国では、分権型システムの構築に向け、自治体規模の拡大と行財政基

盤の強化を目的に市町村合併を推進するとともに、地方自治体の自主

性・自律性を高め、財政の効率化を図ることをねらった、いわゆる三位

一体の改革に取り組んでいます。また、国・地方自治体ともに長期的な

景気の低迷によって財政状況は非常に悪化しており、近年では国の歳入

に占める国債の依存度は40％を超えています。 

このような状況の下、新たな行政課題への対応や活力ある経済社会の

創造に向け、行財政改革に取り組む必要があることから、国では「小さ

な政府※33」を目指した構造改革を推進し、地方自治体においても、効率

的な行政体制の整備や事務事業の見直しなど社会環境の変革に対応した

適切な行政運営を進めていく時代になっています。 

 30

 
 
 
 

政府の市場への介入を 小限

にし、個人の自己責任を重視

することにより、国家による

社会政策を 小限にする考

え。政府活動の割合を低下さ

せるため、低い税率と少ない

歳出を志向する。わが国で

は、公共サービスの民営化な

どの政策が進められている。 

※33 小さな政府 

国の歳出総額等の推移
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（兆円） 国の歳出総額等の推移 
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              注）2005 年は補正後予算額 資料：財務省公表資料

 

（３）情報ネットワーク社会の到来 

パソコンや携帯電話などの情報通信機器が飛躍的に普及したことによ

り、日常生活におけるインターネットの利用が急速に拡大し、平成15

（2003）年には人口普及率が60％を超えました。急速な情報化の進展は、

産業経済の発展や日常生活に新たな可能性をもたらし、今後も情報通信

機器の高度化と高速通信網の整備などに伴う利用環境の向上により、情

報通信技術を利用したサービスの進展が見込まれます。このような背景

から、国では「いつでも、どこでも、何でも、だれでも」情報通信ネッ

トワークにつながり、情報の自在なやり取りなど多様なコミュニケー

ションができるユビキタス※34社会の構築を進めています。 ※34 ユビキタス 

語源はラテン語で、「至ると

ころに存在する（偏在）。」

という意味。インターネット

などの情報ネットワークに、

いつでも、どこからでもアク

セスできる環境を指す。 

そのため、平成15年に「電子政府構築計画」を策定するとともに、住

民基本台帳ネットワークシステム※35が本格稼動するなど、情報通信技術

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E5%BA%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E5%A0%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%AC%E4%BB%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%AE%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A
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地方公共団体共同のシステム

として、居住関係を公証する

住民基本台帳のネットワーク

化を図り、４つの情報（氏

名・生年月日・性別・住所）

と住民票コード等により、全

国共通の本人確認を可能とす

る。 

※35 住民基本台帳ネット

ワークシステム 
を活用した幅広い行政サービスの展開が図られています。今後も、日常

的な情報提供をはじめ、在宅での医療・福祉、学習活動、防災情報など

情報通信技術を活用した多様なサービスの可能性が見込まれています。 

一方で、情報通信基盤の整備水準、情報通信機器の利用方法や技術の

程度による情報格差が懸念されています。また、コンピュータウィルス

や不正アクセスなどのサイバー犯罪、さらには企業の顧客情報の大量流

出が問題になるなど、情報ネットワーク社会におけるセキュリティの確

保や個人情報の保護も新たな課題となっています。 
 

（４）環境意識の高まりと持続可能な社会※36の実現に向けた取組の進展 

1987年に国連の「環境と開発

に関する世界委員会」の報告

書に基づく言葉で、環境と開

発を相反するものではなく、

互いに依存するものとしてと

らえた考え方。環境面だけで

なく、社会・経済面で、現在

の利益だけにとらわれずに、

将来の世代にも配慮した、長

期的な視点から利益を重視し

た考え方を持つ社会をいう。 

※36 持続可能な社会 世界人口の増大と社会経済活動の発展に伴って、食料やエネルギー資

源への需要がますます高まる中、地球温暖化をはじめ、熱帯雨林の減少、

酸性雨の発生、オゾン層※37の破壊など地球規模での環境問題が深刻化し

ています。 

このため、これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄型の企業活動や

ライフスタイルを見直し、環境への負荷が少ない持続可能な社会を構築

していくことが求められています。 

地上20km～25kmの成層圏にあ

るオゾンでできた層。太陽か

らの紫外線を吸収し、人体に

悪影響を及ぼす有害な紫外線

が地球に届くのを防ぐ働きが

ある。 

※37 オゾン層 このようなことを背景に、わが国では平成５（1993）年に「環境基本

法」を制定し、複雑化・多様化する環境問題に対処していくとともに、

平成９（1997）年には「京都議定書※38」を批准し、温室効果ガスの排出

量の削減に努めています。また、企業においても、環境に対する意識の

高まりから、ＩＳＯ 14001※39の認証取得件数が増加しており、環境問題

への取組を公開する企業も着実に増加するなど、環境への配慮が企業活

動において不可欠な要素となっています。 

一方、市民においても、環境保全活動に取り組むＮＰＯ法人数が増加

傾向にあり、個人レベルでの環境に配慮した行動や取組もみられるなど、

環境問題に対する意識が高まっています。 

 
 

1997年に京都市で開かれた地

球温暖化防止京都会議（第３

回気候変動枠組条約締約国会

議）で議決した議定書。正式

名称は「気候変動に関する国

際連合枠組条約の京都議定

書」。地球温暖化の原因とな

る温室効果ガスについて、先

進国における削減率を国別に

定め、約束期間内に共同で目

標を達成することとなってい

る。 

※38 京都議定書 
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組織活動や製品・サービスの

環境負荷の低減といった環境

パフォーマンスの改善を実施

する仕組みが継続的に運用さ

れるシステム（環境マネジメ

ントシステム）を構築するた

めに要求される規格 

※39 ＩＳＯ14001 

 
 

資料：日本国温室効果ガスインベントリ報告

http://ja.wikipedia.org/wiki/1997%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E7%90%83%E6%B8%A9%E6%9A%96%E5%8C%96
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E7%90%83%E6%B8%A9%E6%9A%96%E5%8C%96
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E4%BC%9A%E8%AD%B0
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（５）グローバル化の進展 

市場経済の自由化、航空ネットワークの拡大、さらにはインターネッ

トをはじめとする情報通信技術の発達により、国境を越えた人・もの・

金・情報の交流は急速に拡大しています。 

ビジネスの分野では、従来の日本企業の海外進出に加え、外資系企業

の日本市場への進出も目立ってきており、世界規模での企業の提携、再

編も繰り広げられています。近年ではＢＲＩＣｓ※40 に代表される新興

国の経済が著しく成長する中、日本経済の世界とのつながり、特に中国

をはじめとするアジア地域とのつながりは年々強まっています。しかし

一方で、国際的な競争により、製造業の拠点の海外移転が進むなど、わ

が国の産業構造は大きく変化しています。 
また、市民生活においても、海外渡航者や在日外国人の増加に加え、

インターネットの普及に伴い、海外の文化やビジネスに接する機会が増

えています。こうした海外とのつながりが強まるのに伴い、世界的な視

野で物事を考え、行動する市民の増加も見込まれます。 
このような中、わが国は、経済社会をはじめさまざまな分野での世界

標準への迅速な対応を図るとともに、新たな基準づくりの先導や国際関

係において積極的な役割を果たすことにより、国際的地位を高めていく

ことが求められています。 

 

（６）経済の低成長と雇用形態の変化 

※40 ＢＲＩＣｓ 

ブラジル・ロシア・インド・

中国の4か国の頭文字をとっ

た造語。アメリカの大手証券

会社が、2003年秋に投資家向

けにまとめたリポートで用い

た語句。現在のペースで経済

が発展していくと、巨大な国

土・人口・資源を持つこの４

か国が世界経済地図を大きく

塗り替えるという予測がされ

ている。 

バブル経済※41の崩壊後、日本経済は長期にわたり低迷を続けていまし

たが、平成13（2001）年度のマイナス成長から平成14（2002）年度には、

実質ＧＤＰ（国内総生産）成長率 0.8％とプラス成長に回復し、その後

も、平成15（2003）年度 2.0％、平成16（2004）年度 1.9％と堅調に推

移し、戦後 長の「いざなぎ景気※42」を超える景気拡大期となっていま

す。上昇傾向にあった完全失業率が低下し、有効求人倍率が上昇してい

ることから、都市部を中心に景気回復への兆しがみられますが、地方経

済は産業構造の変化、政府支出の抑制、バブル期以降さらに強まる東京

の一極集中などにより依然厳しい状況にあり、実感なき景気回復となっ

ています。 

不動産や株式などの資産の価

格が、投機によって説明可能

な価格以上に上昇し、その上

昇が魅力となって、さらなる

投機を呼ぶという循環が生じ

ている状態の経済をいう。こ 

こでは、急激な円高の進行に

より、1980年代後半から90年

代前半の過剰な投機熱が加速

した「バブル景気」をいう。 

※41 バブル経済 

※43 ジニ係数 

所得・資産分配の不平等度な

どを表す指標であり、その国

や集団の構成員の所得格差

が、全体として平均所得に対

しどれだけになるかを表す。

係数は０と１の間の値をと

り、値が１に近づくほど不平

等度が高くなる。 0.3を超

えると格差が目立つとさ

れ、総務省発表の2004年

の全国数値は0.308 

1965年から70年にかけて５年

近く続いた好景気。所得水準

の向上に伴い、消費の大きな

伸びがみられるなど、この期

間に日本経済は拡大し、世界

第２位の経済大国となった。 

※42 いざなぎ景気 

長期的な景気の低迷により、企業の雇用形態や賃金体系が大きく変化

したことから、所得格差を示すジニ係数※43が拡大傾向にあり、多くの国

民が「格差は広がっている。」との認識を持っており、所得格差の拡大

とそれに伴う社会階層の固定化が懸念されています。企業はコスト削減

のため、非正規雇用者の割合を増やしたため、ワーキングプア※44と呼ば

れる階層が生まれ、新たな社会問題となっているほか、若年層を中心に

十分な雇用機会が与えられなかったことが一因となり、近年では定職を

 32
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働いているにもかかわらず、

生活保護水準以下の収入しか

得られない働く貧困層に対す

る呼称。バブル崩壊後の企業

の雇用形態の変化により、非

正規社員として低賃金で働か

ざるを得なくなっている人々

がこうした層を形成してお

り、全国で 400万人ともいわ

れる。 

※44 ワーキングプア 持たないフリーターやニート※45が増加しています。一方で、 700万人と

もいわれる団塊の世代※46が平成19（2007）年以降に60歳を迎えることか

ら、退職者の大幅な増加が見込まれ、雇用構造の急激な変化が予想され

ます。 

景気動向と雇用環境は、人々の豊かな暮らしを支える重要な基盤であ

り、税収面でも国や地方の財政に直接的な影響を与えることから、経済

基盤の強化と雇用環境の改善に向けて積極的に取り組んでいくことが必

要です。 

 

 

 

 

 

※45 ニート 

Not in Employment，Educat-

ion or Training の略称。イ

ギリスで生まれた言葉で、

元々は職業にも学業にも就か

ず、専門的技能を取得する意

志も無い人のことを指す。厚

生労働省の「労働経済白書」

では、非労働力人口のうち、

年齢15歳～34歳で、通学・家

事をしていない者をいう。 

完全失業率、一般有効求人倍率
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第２次世界大戦直後の1947年

から1949年（1951年、あるい

は1956年まで含む場合もあ

る。）にかけての第１次ベ

ビーブームで生まれた も人

口規模が大きい世代のこと

で、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 

※46 団塊の世代 

資料：厚生労働省、日本統計年鑑 

（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 

平成７（1995）年の阪神・淡路大震災以来、災害の教訓に学び、行政

だけでなく、地域社会や国民一人ひとりに至るまで、いつでも起こりう

る大災害への備えの重要性があらためて認識されるようになりました。

さらに近年、全国各地で大雨などによる自然災害が多発していることか

ら、防災に対する意識がますます高まっています。このため、行政では

防災基盤の整備を進めるとともに、地域社会が主体となって、自分たち

の住むまちの防災力を向上させることが求められています。 
一方、近年、犯罪の発生件数が全国的に増加しており、子どもや女性

が被害者となる事件も多発するなど社会不安が増大しており、日常生活

における安全の確保が大きな問題となっています。今後は、自分たちの

住むまちの治安維持に向け、地域社会と連携した防犯体制の整備を図る

ことが求められています。 

さらに、これまでは顕在化しなかったＢＳＥ（牛海綿状脳症）や鳥イ

ンフルエンザなど動物由来感染症の発生が大きな問題となっており、今

後は地球温暖化の影響による熱帯性感染症※47の発生なども懸念されるこ

とから、これらの感染症対策をはじめ、日常生活を脅かす新たな課題に

も適切に対応していくことが必要です。 

熱帯熱マラリアやデング熱な

どの主に熱帯地域の途上国に

おいて流行している感染症を

いう。 

※47 熱帯性感染症 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%A4%A7%E6%88%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/1951%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1956%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%BA%E5%B1%8B%E5%A4%AA%E4%B8%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/1976%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1976%E5%B9%B4
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 資料：日本統計年鑑 

 

（８）市民参加型社会への流れ 

社会の成熟に伴い、住民の地域社会への貢献意識やまちづくり活動へ

の参加意識が高まっています。平成15（2003）年には、ボランティア活

動を行っている人の数は、全国で約 780万人にのぼり、昭和59（1984）

年からの20年間で約５倍に拡大しています。 

また、平成10（1998）年の「特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）」の

施行以来、全国的にＮＰＯ法人が増え、平成12（2000）年には約 1,700

団体であったものが、平成18（2006）年には約29,000団体（兵庫県内で

は 1,030団体）と飛躍的に増加しており、公共的分野における活動に取

り組む団体も増加しています。 

このように、地域における市民活動が活発化する中で、行政がＮＰＯ

団体などと協働して事業を展開する動きも多くみられ、今後はこうした

団体が、さまざまな場面で活躍していくことが期待されています。 

さらに、まちづくりに対する市民の参画意識の高まりを背景に、市民

の権利や責務を明確にし、行政との情報の共有化や意思決定過程への参

画などの自治の基本原則を定めた「自治基本条例」を制定する動きも広

がっています。 

今後、行政においては、計画策定や事業実施、さらには事後評価に至

るまで政策形成段階からの市民参画の機会を創出するとともに、行政だ

けでなく、市民やＮＰＯなど多様な主体が、コミュニティビジネス※48

にみられるような公共的サービスを提供していく仕組みを構築するなど、

市民参加型社会の実現に向けた取組が重要になっています。 

 
 

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利用

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。 

※48 コミュニティビジネス 
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 第１章  市の主要課題と求められる方向性 
 

市の現況、市民意向調査の結果、社会潮流から、本市の主要課題と求

められる方向性を次のようにとらえました。 
 

（１）健康で安心して暮らせるまちの創造 

本市では、高齢化が急速に進行しており、全国・兵庫県平均を上回る

高齢化率となっています。一方、出生率は年々低下する傾向にあること

から、将来的には人口構造の少子高齢化がますます顕著になることが予

想されており、少子・超高齢社会への対応が急務であるといえます。市

民意向調査でも、これからのまちづくりにおいて「健康で安心して暮ら

せるまち」を望む意見が最も多くなっており、保健・医療・福祉施策の

一層の充実が強く求められています。 
このため、安心して子どもを生み育てることができる環境の整備、高

齢者や障害のある人など生活支援を必要とする人々が、いきいきと暮ら

せるまちづくりを進め、住み慣れた地域の中で、すべての市民が、自分

らしく、自立した生活を営むことができるまちを創造していくことが必

要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）産業の振興と経済基盤の強化 

本市は、古くから織物・釣針といった特色ある地場産業に支えられて

発展を遂げ、これら地場産業の発展とともに商業が興隆し、播磨内陸地

域の商業都市としても発展してきました。また、黒田庄地区では、和牛

の生産や循環型農業※49をはじめとする農業振興に取り組み、地域固有の

産業基盤が形成されています。 
畜産農家から排出される家

畜ふん尿をたい肥化するこ

とで、農地などの有機土壌

化を実現し、良質な特色あ

る農産物を生産する方法を

いう。また、耕種農家は畜

産農家に稲わらを提供する

ことで、環境への負荷の軽

減に配慮した資源の有効利

用を図ることができる。和

牛の生産地である黒田庄地

区を中心に行われている。 

※49 循環型農業 

しかし、近年は、社会経済環境の変化による地場産業の停滞などが影

響し、本市の経済状況は低迷しており、市内での就業者人口割合は年々

低下するとともに、市民１人当たりの所得は、兵庫県平均や周辺都市を

下回っています。市民意向調査では、こうした厳しい経済情勢を反映し、
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産業施策に対する満足度が非常に低くなっており、その中でも特に「地

域内の雇用の確保・労働対策の充実」が重要であると考える意見が多く、

本市での生活が豊かでないと感じている市民のうち約４割が「安定した

収入が得られない」ことを理由にあげていることから、産業施策全般の

充実・強化が強く求められています。 
自立した豊かな生活を支えるためには、安定した経済基盤が不可欠な

ことから、地域経済を支えてきた地場産業など既存産業の振興を図ると

ともに、本市の特色や地域資源を生かした産業の創出や、新規産業の導

入などによって産業構造の多角化を図ることが課題となっています。ま

た、グローバル経済に左右されない地域内での経済循環を促進する仕組

みの構築も必要です。 
 

（３）未来をひらく人材の育成と共生社会の創造 

社会情勢がめまぐるしく変動し、ライフスタイルや価値観の多様化が

進む中、社会のさまざまな分野で活躍できる人材を育成することが不可

欠となっています。また、すべての人々が、さまざまな文化や多様な価

値観を受け入れ、認め合い、ともに暮らす地域社会を創造していくこと

が求められています。 
このため、次世代を担う子どもたちが、豊かな人間性と確かな学力を

身につけ、個性を最大限に伸ばすことができる教育環境の整備を進めて

いくとともに、市民一人ひとりが生涯にわたり、自己実現・自己向上を

図り、地域社会を支える人材となるよう、多様な学習の提供と活動機会

を創出していくことが必要です。さらには、すべての市民がそれぞれの

個性と能力を存分に発揮できるよう、お互いの人権を尊重し合う真の共

生社会の実現を目指し、社会環境の整備を進めていくことも必要です。 
 

（４）市民の安全を守るまちづくりの推進 

平成16（2004）年の台風23号の襲来により、本市は市街地が浸水する

など甚大な被害を受けました。このような予期しない自然災害の発生に

加え、最近の不透明な社会情勢を反映し、市内での犯罪件数も増加傾向

にあることから、これまでにも増して防災・防犯対策をはじめ、市民生

活の安全対策の強化が望まれています。 

こうした中、大雨や地震など自然災害による被害を最小限に抑えるた

め、減災に配慮した基盤整備を促進するとともに、市民一人ひとりの防

災意識を高め、自助・共助・公助が一体となった安全・安心のまちづく

りを進めていくことが必要です。 

また、さまざまな事件や事故に子どもや高齢者などの社会的弱者が巻

き込まれる事例が増えていることから、防犯・交通安全に対する意識を
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高め、地域と連携しながら犯罪や事故が発生しにくいまちづくりを進め

ていくことが必要です。さらには、食の安全や新型感染症など、市民の

暮らしを脅かすあらゆる危機対策の強化にも努めていくことが求められ

ています。 
 

（５）定住促進に資する快適な生活環境の整備 

本市では、市外への転出人口の増加が深刻化しています。特に、若年

層の転出によるまちの活力の低下が懸念されていることから、人口減少

を抑制するための総合的な施策が必要です。 

本市は、阪神都市圏と比較的近接した位置にあり、一定の都市的機能

が集積しており、豊かな自然環境にも恵まれています。市民意向調査で

も、定住意向は６割を超えており、地域への愛着や自然環境の豊かさな

どがその要因となっている一方、若年層では、その傾向が極端に低く

なっており、雇用の創出とともに、阪神都市圏を通勤・通学圏に入れた

交通アクセスの向上や子育て支援の充実、にぎわいある都市空間づくり

などが求められています。また、本市での生活が「豊かでない」と感じ

る市民のうち約３割が生活基盤の整備の遅れや日常生活が不便であるこ

とをその理由にあげ 
ています。 

これらのことから、 

定住地として魅力あ 
る居住空間の創出に 

向け、市民生活の利 

便性に資する社会基 

盤の整備や快適な生 

活環境を創造してい 

くことが必要です。 

 

（６）自然との共生と循環型社会の構築 

経済的な発展に伴い、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、人類共通の課題であるといえます。また、地球の環境容量の限

界が認識されるようになり、今後も持続的な発展を継続していくために

は、限られた資源の有効活用に努め、環境に過大な負荷を与えない社会

システムを確立していくことが求められています。 
本市は、豊かな自然に恵まれており、これら自然の多大な恩恵を享受

しながら発展を遂げてきました。しかし一方で、都市化の進行とともに、

環境にかかわるさまざまな問題も発生していることから、自然資源の保
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全と活用を図るとともに、生活や産業などあらゆる分野で環境に配慮し

たまちづくりを進め、人と自然にやさしい循環型社会を構築していくこ

とが必要です。 
 

（７）協働による地域自治※50（ローカル・ガバナンス）の実現 

社会の成熟化に伴い、多様化・複雑化する地域課題に適切に対応して

いくためには、地域自治のシステムを従来の「ガバメント」（＝政府・

自治体など行政が統治すること）から、「ガバナンス」（＝行政・企

業・市民などの各主体が協働で自治を行うこと）へ転換していくことが

求められています。 

また、限られた財源の中で、行政があらゆる市民ニーズを充足する

サービスを提供していくことにはおのずから限界があります。このよう

な中、「自分たちのことは、できるだけ自分たちの手で行う。」という

意識の下、これまでの地域活動を支えてきた自治会や社会的目的を持つ

ボランティア組織・ＮＰＯ団体なども行政とともに、まちづくりの担い

手となり、相互協力と役割分担により、よりきめ細かで、質の高い公共

的サービスを提供していくことが期待されています。 

このため、行政は、身近な課題への対応など地域社会が本来持ってい

た社会的機能の回復に向けた支援に努めるとともに、市民・各種団体・

行政など地域社会を構成する多様な主体が、それぞれ自らの責任と役割

を認識し、まちづくりに参画する「協働による地域自治」（ローカル・

ガバナンス）の実現に向けた体制の構築を進めていくことが必要です。 

 

（８）効果的・効率的な行政経営の推進 

※50 地域自治 

市町村など自分たちが住ん

でいる地域において、自分

たちに関することを自らの

責任において処理すること

をいう。地方自治の本旨で

ある「住民自治」を指し、

地域内の課題解決に向け

て、広く地域住民が参加

し、自治体と地域住民が同

じ立場で活動・実施するこ

と。 

市民ニーズの多様化、少子・超高齢社会の到来、厳しい経済状況など

により、多くの自治体で財政がひっ迫しています。本市においても厳し

い財政状況の下、地方分権に対応できる自立性・自律性の高い自治体運

営を行うためには、限られた経営資源で、最大限の効果を生み出してい

かなければなりません。これまでの固定観念にとらわれることなく、行

政内部の改善・改革を進め、成果志向に基づく効果的・効率的な行政経

営を推進していくことが求められています。 
このため、行政は「選択と集中」の理念に基づき、実施事業の優先度

を明確にし、適切な事業選択と経営資源の重点配分を行うことが必要で

す。また、「補完性の原則※51」に基づき、従来の行政体制や市民サービ

スのあり方についても再検討を行うなど、行政の役割を抜本的に見直す

とともに、時代と市民ニーズに応じた創造的な行政を展開していくこと

が必要です。 

 

47ページで詳しく説明 

※51 補完性の原則 
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第２章  市の都市像と将来像 

 
第１節 都市像 

 

都市像は、本市が存在する限り、恒久的なまちのあるべき姿をあらわ

したものです。旧西脇市においては、昭和50（1975）年に「緑と清流の

文化・工芸都市」を新・都市像として制定しましたが、市町合併による

本市の誕生に伴い、都市像を次のように定めます。 

 
 
 
 
 

かつて、田園に住まう人々は、都市にはない支え合い、助け合いの仕

組みをごく自然な形で生み出し、それらを大切にし、豊かな人間性やコ

ミュニティを築き、その中で、独自の文化を培ってきました。 

近年、社会や人間関係の希薄化が進む中、「こころ」の大切さが再認

識され、持続可能なコミュニティの形成と、より人間らしく生きること

の価値観が重要視される時代となっています。 

そうした中、西脇市と黒田庄町の２つのまちが合併し、新たな西脇市

としてスタートを切りました。 

私たちは、この２つのまちが持つこころ豊かな人々や魅力ある資源・

特性を融合させ、ともに力を合わせ、そこに住まう人々がいきいきと輝

き、未来への広がりが期待できる新しいまちを希求し続けていきたいと

考えます。 
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第２節 将来像 
 

本市の都市像を受け、この計画において本市の目指すべき姿である将

来像（キャッチフレーズ）を次のように定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この将来像は、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、だれ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。 

「いのちいきいき」には、活力ある経済と薫り高い文化に支えられ、

生涯にわたり健やかに安心して暮らしながら、自分の夢を実現していく

ことができるまちを創造していく、という想いを示しています。また、

「いのち」としたのは、「日本のへそ」を称する本市が、地理的な中心

であるということだけを示すのではなく、「へそ」の持つ「生命の始ま

り」、「つながり」といった意味を大切にしていきたい、という想いを

含んでいます。 

「自然きらきら」には、市域を囲むように広がる山や森、加古川水系

の清流など本市の貴重な財産である豊かな自然環境を大切に継承してい

くため、環境と調和した社会の構築を進めていく、という想いを示して

います。 

「共生のまち」には、人と自然、人と人とのかかわりの中で、支え合

い、理解し合いながら暮らしていくことの大切さを認識し、持続的に発

展していくことができるまちをみんなで力を合わせつくっていこう、と

いう想いを示しています。 

そして、まちづくりの主役として市民一人ひとりがさまざまな場面で

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きます。 
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第３章  都市経営の基本的な考え方   

 
ここでは、将来像を実現するための前提条件となる都市経営の基本的

な考え方について、まず整理します。 
都市経営とは、本市において市民や行政など多様な主体が、共通の目

標を達成するため、連携して行う活動をいいます。 
 
第１節 社会環境の変化 

 
近年、道路や公共施設などの社会資本の整備や社会保障制度の充実な

どにより一定のナショナル・ミニマム※52が充足されてきており、今後は

社会の成熟化や少子高齢化の進行などによる社会構造の変化に伴う多様

な価値観の下での生活の質的向上が求められることが予想されます。そ

のため、「市民生活に必要なサービスの範囲（＝公共的領域）」とその

対象はますます拡大し、行政の果たすべき役割への市民の期待は大きく

なってくるものと思われます。しかし一方で、膨大な長期債務残高も抱

え、国の財政状況は極めて厳しいものとなっており、全体人口が減少に

転じる中、今後は右肩上がりの社会成長が望めないことから、行政サー

ビスの最大の財源となる税収の拡大が困難な状況となっています。 

※52 ナショナル・ミニマム 

国家が国民に対して保障す

る最低限の生活水準。明確

な定義はないが、狭義では

憲法25条に規定する生存権

の保障をいい、広義ではさ

まざまな行政分野において

国民が全国どこでも同等の

公的サービスが受けられる

状況を意味する。また、そ

の内容は時代背景や社会構

造により変化するものとさ

れている。 

市町村においては、地方分権の進展に伴う権限委譲が進められ、業務

が拡大する中、自立した行政運営が求められていますが、三位一体の改

革に伴う国庫補助金や地方交付税の削減などにより、財政的に厳しい状

況が続いています。さらに今後は、市町村合併や行政事務の効率化のた

めの職員削減によるマンパワーの縮小、情報通信技術の高度化への対応

やこれまで整備してきた社会資本の維持更新が大きな課題となってきて

います。 
このような中、公共的領域を一手に担うこ

れまでの行政運営を持続していくことにはお

のずと限界があります。一方で、市民側にお

いても主体的な公益活動が活発化してきてお

り、「地域の身近な課題は自分たちの手で解

決する。」という意識の高まりとともに、行

政依存的思考からの変化も見受けられます。 
こうした社会環境の変化を、市民は公共的

領域への参画の、一方で行政は自己変革の絶

好の機会ととらえ、これまでの考え方を転換

し、持続可能な都市経営を確立していくこと

が必要です。 
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第２節 これからの都市経営のあり方 
 

持続可能な都市経営を確立していくために、市民と行政との関係にお

い

① 行政サービス拡大、市民負担増 

民の経済的負担を増やし、行政

 

 行政サービス減少、市民負担維持 

の経済的負担はできるだけ現

 
 協働によるサービス維持・向上、市民負担維持・微増 

の維持又

  
の社会環境を考慮すると、全体的に市民負担の軽減を図りながら、

行

いずれの経営方針に転換していく場合において

も

、市民のみなさんか

ら

て、大きく分けて、次の３つの選択肢があるものと考えます。 
 

 税・公的保険料・手数料などの市

が市民に提供するサービスの充実・拡大を図る。 

②

 税・公的保険料・手数料などの市民

状を維持し、限られた財源の中で、行政が市民に提供するサービ

スを必要最小限に絞り込む。 

③

 税・公的保険料・手数料などの市民の経済的負担は現状

は微増にとどめ、行政が市民に提供するサービスと市民自身や地

域などで担う活動に分け、サービス全体の維持・向上を図る。 

今後

政が直接提供するサービスを拡充させていくことは、もはや不可能な

状況となっています。 
このような中、上記の

、まずは行政自身の自助努力が求められます。そのため、本市では、

「市民ニーズに応じた、負担に見合った満足度の高いサービス」の提供

に向け、行政改革を進め、効果的・効率的な行政経営を推進していくこ

とを経営方針の転換に当たっての前提とします。 
本市では、これからの都市経営の基本方針として

最も多く支持された③の「市民の経済的負担は現状を維持又は微増に

とどめ、行政が市民に提供するサービスと市民自身や地域などで担う活

動に分け、サービス全体の維持・向上を図る。」こととします。 
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 行政運営の限界 … すべての公共的領域には対応できない。 

行政サービス拡大 

市民負担増 
協働によるサービス維持・向上 

市民負担維持・微増 

行政サービス減少 

市民負担維持 

＜考えられる都市経営の進め方＞ 

 
 

これからの都市経営のあり方

 社会環境の変化 
 
 
 
 
 
 
 

■ 行政資源の縮小・更新 

・税収、補助金の減少 

・職員の減少 

・情報通信技術の高度化 

 への対応 

・社会資本の維持更新 

         など 

■ 市民ニーズの拡大 

・価値観の多様化 

・社会構造の変化  

         など 
 

■ 市町村業務の拡大 

・地方分権の進展 

相反する環境

 
 
 

このため 

持続可能な都市経営の確立が必要 

 
 
 

の活発化 

◆市民主体の公益活動 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公共的サービス分野への積極

的な参入 

【企業がすべき前提条件】

地域の身近な課題を市民自身

で解決し、公共的サービスの

担い手となる。 

【市民がすべき前提条件】

市民ニーズと負担に応じた行

政サービスの提供に向けた効

率的・効果的な行政経営 

【行政がすべき前提条件】 

 
 
 

 

税・公的保険料・手数料などの市民の経済的負担は現状の維持又

は微増にとどめ、行政が市民に提供するサービスと市民自身や地

域などで担う活動に分け、サービス全体の維持・向上を図る。 

本市の都市経営の基本方針
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都市経営の転換が必要な今、「地域の課題は市民自らの意志に基づき、

自らの責任において処理していく。」という「住民自治」の原点に立ち

返り、市民一人ひとりがサービスの受け手としてだけでなく、担い手と

しても都市経営に積極的にかかわっていくことで、社会的コスト※53が最

適化された満足度の高い社会を構築していかなければなりません。そう

した真の豊かさが実感できる社会が、今後求められている本市の姿であ

ると考えます。 

ここでいう「社会的コス

ト」とは、公共的領域の活

動に要する金銭的価値（経

費）や労働力などの人的価

値をいう。 

※53 社会的コスト 

これまで行政が、公共的領域におけるサービスの主体として独占的・

主導的に活動してきた結果、市民や地域社会が従来持っていた課題解決

能力や社会的連帯の低下を招き、「地域課題の多くは行政が担うもの」

という行政依存型の社会が形成されてきました。一方、行政においては、

「役所の論理」を重視した行政本位の業務が進められてきたため、市民

から見えにくい行政運営や高コストで満足度の低い多くのサービスを抱

えることとなり、立場と特性が異なる「行政」と「市民」が互いにかけ

離れた存在になってきました。 
このような事態を真しに受け止め、「公共的領域≒行政の業務」との

認識を改め、行政は自己変革に努めるととともに、地域社会を構成する

市民・各種団体・企業・行政など多様な主体が、共通の目標を達成する

ため、対等な立場で連携しながら、それぞれの責任と役割を認識し、公

共的領域を担っていく「協働による地域自治」（ローカル・ガバナン

ス）を実現する仕組みを構築していくことで、持続可能な都市経営を確

立していきます。 
 



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

 46

 
 

協働による地域自治（ローカル・ガバナンス）のイメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自治組織、ＮＰＯ、各種団体などが
すべきことは・・・ 
●地域の身近な課題を市民自身で解決する組織づくり 
●企業・行政と対等な立場として活動できる基盤づくり 
●コミュニティビジネスへの発展など、自立した活動を

行える組織づくり              
など 

行政がすべきことは・・・ 
●行政サービスの提供 
●行政組織の再編・スリム化 
●民間の経営手法を導入 
●財政基盤の強化 
●事務の外部委託化・民営化の促進 
●自治組織・ＮＰＯ・ボランティアなど

の育成 
              など 

民間企業、外郭団体・公社が 
すべきことは・・・ 

●自治組織・ＮＰＯ・各種団体との積極的な連携

促進              
                   など 

●公共的サービス分野への参入 
●企業市民としての社会貢献活動の促進 
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「協働による地域自治」を実現していくためには、「補完性の原則」

に基づき、各主体が行動していくことが求められます。 
「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については、よ

り大きな単位で対応する考え方をいいます。国からの地方分権もこの考

え方を踏まえて進められており、地方自治の基本原理となるものです。 
そのため、地域においては、身の回りの問題については、まず個人や

家庭が対応（自助）に当たり、次に個人や家庭で対応できない問題は地

域社会で対応（共助）に当たり、それでも対応できない問題は市町村な

どの行政が担う（公助）ということが原則となります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 また、「補完性の原則」には、それぞれの主体の自己決定と自己責任

が伴うものであることから、この原則に基づく具体的な役割分担につい

ては、行政がその役割を限定し、市民に押し付けるのではなく、市民の

自発的意思や主体的な取組を尊重しながら、市民とともに検討していく

ことが重要であると考えます。 
こうした考え方に立ち返り、本市の将来像を実現するために、「行政

が果たすべき役割」と行政以外の多様な主体の「市民に期待される役

割」を明確にし、それぞれの

主体が都市経営を担っていく

ことが求められます。 
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第４章  市の使命と市民に期待される役割 市の使命と市民に期待される役割 

  
第１節 市の使命 第１節 市の使命 

  
これからの都市経営において、本市の使命（＝行政が果たすべき役

割）について、次のとおり整理します。 
これからの都市経営において、本市の使命（＝行政が果たすべき役

割）について、次のとおり整理します。 
  

＜安心できる暮らしを保障する行政本来の役割を担います。＞ ＜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。＞ 

・ 行政の本来的役割である、法令などで実施が定められている

サービス、市民生活の安全や安心を支える最低限の社会保障

（セーフティネット※54）や相対的に公共性の高いサービスにつ

いて責任を持って担い、市民福祉の向上に努めます。 
 

・ 行政の本来的役割である、法令などで実施が定められている

サービス、市民生活の安全や安心を支える最低限の社会保障

（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、失敗を恐れず演

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

さまざまな対策をいう。 

※54 セーフティネット ※54）や相対的に公共性の高いサービスにつ

いて責任を持って担い、市民福祉の向上に努めます。 
 

＜市民起点※55の効果的・効率的な行政経営を実践します。＞ ＜市民起点※55の効果的・効率的な行政経営を実践します。＞ 

・ これまでの「行政運営」から、市民志向と成果志向の「行政経

営」へ転換します。そのため、限られた経営資源を効果的・効

率的に配分し、行政サービスの実施主体としての役割と責任を

明確にします。 
 

・ これまでの「行政運営」から、市民志向と成果志向の「行政経

営」へ転換します。そのため、限られた経営資源を効果的・効

率的に配分し、行政サービスの実施主体としての役割と責任を

明確にします。 
 

行政が提供するサービスを

行政側からの一方的な視点

ではなく、サービスの受け

手である市民の立場を出発

点に、必要なものや改善す

べきものなどをとらえ、政

策・施策を展開していく考

え方をいう。 

※55 市民起点 

＜行政活動への市民の参画を進め、協働を実践します。＞ ＜行政活動への市民の参画を進め、協働を実践します。＞ 

・ 政策形成・施策立案・実施・評価など行政活動のさまざまな段

階において、市民の参画を促進する環境整備を行うとともに、

市民意向の積極的な把握に努めます。 

・ 政策形成・施策立案・実施・評価など行政活動のさまざまな段

階において、市民の参画を促進する環境整備を行うとともに、

市民意向の積極的な把握に努めます。 
・ 協働の実践に向け、行政情報を積極的に提供するとともに、説

明責任を十分に果たし、市民との信頼関係を深めていきます。 
 

・ 協働の実践に向け、行政情報を積極的に提供するとともに、説

明責任を十分に果たし、市民との信頼関係を深めていきます。 
 

＜市民活動への支援を行い、市民の力・地域の力を高めます。＞ ＜市民活動への支援を行い、市民の力・地域の力を高めます。＞ 

・ 個人や地域のエネルギーを高め、都市経営をともに担っていく

ため、市民や地域社会の主体的な活動に対する側面的支援や環

境整備を行います。 

・ 個人や地域のエネルギーを高め、都市経営をともに担っていく

ため、市民や地域社会の主体的な活動に対する側面的支援や環

境整備を行います。 
・ 市内各地区での「地区まちづくり計画」の策定及び計画の実現

に向けた支援を行います。 
・ 市内各地区での「地区まちづくり計画」の策定及び計画の実現

に向けた支援を行います。 
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第２節 市民に期待される役割 
 

これからの都市経営において、本市の「市民に期待される役割」につ

いて、次のとおり整理します。 
 
＜自己実現・自己向上に努め、自立する。＞ 

・ 市民一人ひとりが、自主性を持って自分の夢や目標に向かって

努力し、自己実現・自己向上を図るとともに、それぞれの立場

や状況に応じて自立し、ともに支え合い、助け合いながら「自

助」の強化に努めることが期待されます。 
 

＜地域社会へ貢献し、相互扶助・連帯感を形成する。＞ 

・ 市民一人ひとりが、お互いに支え合い、地域の身近な課題につ

いて積極的に対応できる地域社会を構築するため、地域社会に

参画・貢献し、「共助」の強化に努めることが期待されます。 
 

行政だけでなく市民・企業

など地域社会を構成する多

様な主体が役割分担・協働

して担う公共的領域をい

う。 

※56 新しい公共 ＜市政に関心を持ち、行政活動や新しい公共※56に参画する。＞ 

・ 市民一人ひとりが、地域社会の一員として市政への関心を高め、

多様な主体とのパートナーシップ※57の下、さまざまな形で行政

活動や新しい公共を創出する活動など「公助」への参画に努め

ることが期待されます。 
 

 

協力関係・共同・提携。立

場の異なる組織や人同士が

明確な目的の下に、対等な

関係を結び、それぞれの得

意分野を生かしながら、連

携し協力し合うこと。 

 

※57 パートナーシップ 
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第５章  行政経営の考え方 行政経営の考え方 

  
都市経営のひとつの主体である本市（行政組織）の行政経営の推進に

向けた考え方とその方法について、次のとおり整理します。 
都市経営のひとつの主体である本市（行政組織）の行政経営の推進に

向けた考え方とその方法について、次のとおり整理します。 
  

【基本的な考え方】 【基本的な考え方】 

市民起点の行政経営を実現するため、事業の「選択と集中」を図り

ながら、効率的で質の高い行政サービスを提供し、利用者である市民

の満足度の向上を図ります。 

市民起点の行政経営を実現するため、事業の「選択と集中」を図り

ながら、効率的で質の高い行政サービスを提供し、利用者である市民

の満足度の向上を図ります。 

【基本方針】 【基本方針】 

① 最少の経費で最大の効果を上げるため、常にサービス精神とコ

スト意識を持ち、スピード感のある、市民にとって便利でわかり

やすい行政サービスを提供します。 

① 最少の経費で最大の効果を上げるため、常にサービス精神とコ

スト意識を持ち、スピード感のある、市民にとって便利でわかり

やすい行政サービスを提供します。 
② 社会経済環境の変化に的確に対応するため、民間の経営感覚・

発想・視点（市場メカニズム）を取り入れ、「民間でできること

は民間に」を基本に、行政の担う分野の「選択と集中」を図りま

す。 

② 社会経済環境の変化に的確に対応するため、民間の経営感覚・

発想・視点（市場メカニズム）を取り入れ、「民間でできること

は民間に」を基本に、行政の担う分野の「選択と集中」を図りま

す。 
※58 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（ＣＨＥＣ

Ｋ）→改善（ＡＣＴＩＯＮ）

という工程（マネジメントサ

イクル）を継続的に繰り返す

ことで、結果を計り、貢献度

や有効性などを客観的に評価

し、改善方策につなげていく

手法をいう。 

③ ＰＤＣＡサイクル※58の各過程に市民の意見を反映することが

できるシステムを構築し、このサイクルに従って、常に行政サー

ビスの検証と見直しを行います。また、その過程や成果を市民に

公表し、説明責任※59を果たします。 

③ ＰＤＣＡサイクル※58の各過程に市民の意見を反映することが

できるシステムを構築し、このサイクルに従って、常に行政サー

ビスの検証と見直しを行います。また、その過程や成果を市民に

公表し、説明責任※59を果たします。 
④ 迅速な意思決定ができる簡素で柔軟な組織を整備するとともに、

柔軟な思考や発想を持った意欲ある職員を育成します。 

④ 迅速な意思決定ができる簡素で柔軟な組織を整備するとともに、

柔軟な思考や発想を持った意欲ある職員を育成します。 

  

元々は会計学の「アカウンタ

ビリティ」の訳語で、その事

柄について理解しようとする

人に対し十分な情報を提供

し、理解してもらうことをい

う。行政においては、行政機

関や公務員個人が行う判断や

行為に関して、事前・事後に

地域住民が納得するよう説明

することをいう。 

※59 説明責任 
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第６章  構想推進に当たっての視点 

 
成長社会から本格的な成熟社会へ移行する中、めまぐるしく変化する

時代の要請に対応しつつ、持続可能な社会を構築し、魅力あるまちを次

代へ引継いでいくためには、この計画の期間を超えた超長期的な展望を

持って、まちづくりを進めていくことが求められています。 
この計画の基本構想の期間は、市町合併による基本的な自治体の枠組

みが変化した直後であるとともに、行政の経営資源が大幅に縮小してい

く時期に当たります。このような厳しい状況を乗り切るため、新たな都

市経営の基盤を速やかに構築し、行政においても、より効率的かつ創造

的な行政経営を実現することで、経営基盤の定着・育成を図っていかな

ければなりません。 
そこで、この基本構想の期間を本市の経営基盤の「構築・育成期」と

位置付け、その後の創造的かつ戦略的な政策を展開していく「創造・展

開期」、さらにより豊かな社会を実現する「充実・飛躍期」へのステッ

プアップを図っていくための第１ステージとしてとらえます。 
また、「構築・育成期」の中においては、前期基本計画を新たな都市

経営と市民起点の行政経営の基盤を構築、定着させていく期間とし、後

期基本計画をその基盤を確固たるものとして確立、さらに育成していく

期間として位置付けます。 
 

 
 
 

 
 
 

前期基本計画 後期基本計画

基 本 構 想 

次期総合計画以降 

「充実・飛躍期」

「創造・展開期」
「構築・育成期」

新たな都市経営
構築 → 定着 → 育成

超長期的な展望を持ったステップアップ
平成30年度 

（2018年度） 
平成19年度 

（2007年度） 
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第７章  分野別の展望  

この計画では、将来像である「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～」の実現を目指しますが、それぞれの政策分野における目指すまちの

姿、市民の生活像は、次のとおりです。  

 
 
 
 
 
 
 
 

（１） 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） 

・ 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すべての人

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。 
 

（２） 産業が元気！活力とにぎわいあふれるまち 

（産業・経済） 

・ 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。 
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（３） 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） 

・ 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・文化にふれ、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。 
 

（４） 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） 

・ 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、日ごろから地域で見守り、

助け合う体制が整っているまちにしていきます。 
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（５） 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） 

・ 交通の利便性が一層高まり、すべ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。 
 

（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 

（自然・環境共生） 

・ 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。 
 
（７） 多様な主体による地域自治が確立したまち 

（地域自治） 

・ 支え合いの精神と確かな連帯感を持つ、顔の見える地域社会が形成

され、持てる力を発揮し、地域の身近な課題について自ら積極的に

対応し、解決する市民の自治力が高いまちにしていきます。 
・ 地域社会を構成する多様な主体が、それぞれの責任と役割分担を認

識し、ともに考え、行動する自治体制が構築されているまちにして

いきます。 
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（８） 時代に対応した行政経営が確立したまち 

（行政経営） 

・ 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、補完性

の原則に基づき、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。  
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基本構想の体系 

 
将来像 都市像  

 
本市の主要課題 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（（１１））健健康康でで安安心心ししてて暮暮ららせせるるまま

ちちのの創創造造  

（（２２））産産業業のの振振興興とと経経済済基基盤盤のの

強強化化  

（（３３））未未来来ををひひららくく人人材材のの育育成成とと

共

 

共生生社社会会のの創創造造  

（（４４））市市民民のの安安全全をを守守るるままちちづづくく

りりのの推推進進  

（（５５））定定住住促促進進にに資資すするる快快適適なな

生生活活環環境境のの整整備備  

（（６６））自自然然ととのの共共生生とと循循環環型型社社

会会のの構構築築  

（（７７））協協働働にによよるる地地域域自自治治（（ロローー

カカルル・・ガガババナナンンスス））のの実実現現  

（（８８））効効率率的的・・効効果果的的なな行行政政経経営営

のの推推進進  
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分 野 別 の 展 望  
 

都市経営の基本方針 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

●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。 

●市民起点の効率的・効果的な行

政経営を実践します。 

●安心できる暮らしを保障する行

政本来の役割を担います。 

 

【市の使命】 

 

【 健康・子育て・福祉 】 

ともに支え合い、笑顔輝くあたたかなまち 

【 産業・経済 】 

産業が元気！活力とにぎわいあふれるまち 

【 教育・文化・スポーツ 】 

こころ豊かな人が育ち、いきいきと活躍できるまち 

【 生活安全・安心 】 

暮らしの安全を守り、安心が実感できるまち 

【 都市基盤・生活環境 】

快適な暮らしを支える生活基盤が充実したまち 

 

【 自然・環境共生 】 

持続可能な循環型社会を築き、人と自然が共生するまち

【 地域自治 】 

多様な主体による地域自治が確立したまち 

【 行政経営 】 

時代に対応した行政経営が確立したまち 

（ローカル・ガバナンス）の実現 

協働による地域自治 
 

協働によるサービス維持・向上、

市民負担維持 ・ 微増 
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第８章  構想の基本フレーム 

 
第 1 節 推計人口 

 

（１）人口総数 

推計人口については、平成17（2005）年10月に実施された国勢調査に

よる人口の実数値を基準として、コーホート要因法※60によって将来人口

を推計しました。 
ある基準年の男女別・年齢

別人口を基に、「コーホー

ト」と呼ぶ年齢５歳ごとの

階層に分け、各階層が１年

後にどれだけ増減するか

（「生残率」と呼び、「出

生率」－「死亡率」＋「社

会的増減（転出入）率」で

求められます）を考慮して

計算する人口推計の手法を

いう。 

※60 コーホート要因法 

移動率については、平成12（2000）年と平成17年の本市の国勢調査人

口から導いた数値を、出生率・生残率については、国立社会保障・人口

問題研究所の「都道府県の将来推計人口（平成14（2002）年３月推

計）」の兵庫県の仮定値を用いて推計をしました。 

その結果、平成32（2020）年における本市の推計人口は、 36,597人

となります。 

 

 

平成12年 

（2000年） 

実績値 

平成17年 

（2005年） 

実績値 

平成22年 

（2010年） 

推計値 

平成27年 

（2015年） 

推計値 

平成32年 

（2020年） 

推計値 

西脇市総人口  

（人） 
45,718 43,953 41,788 39,297 36,597

兵庫県総人口 

 （千人） 
5,551 5,619 5,643 5,621 5,554 

 

※兵庫県総人口については、国立社会保障・人口問題研究所「都道府県の将来推計人口（平成14年3月

推計）」から引用 

 
 

36,597

39,297

41,788

43,953

45,718

5,554
5,6215,643

5,551 5,619
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（２）年齢３区分別人口 

  

12.6％

  

11.1％

  

12.2％

  

13.8％

  

15.0％

  

15.8％

  

60.5％

  

54.8％

  

56.3％

  

58.7％

  

61.1％

  

63.6％

  

26.9％

  

34.1％

  

31.5％

  

27.5％

  

23.9％

  

20.6％

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

平成12年 
（2000年) 

平成17年 
（2005年) 

平成22年 
（2010年) 

平成27年 
（2015年) 

平成32年 
（2020年) 

平成32年 
（2020年) 
兵 庫 県 

年少人口
0 歳～14 歳

生産年齢人口
15 歳～64 歳

高齢者人口
65 歳以上

平成32（2020）年における年齢３区分別人口の割合では、年少人口

（0歳～14歳）が11.1％、生産年齢人口（15歳～64歳）が54.8％、高齢

者人口（65歳以上）が34.1％となっており、兵庫県全体よりも少子化・

高齢化が進行する推計結果となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２節 土地利用構想 
 

（１）土地利用の概況 

本市は、市域面積の約70％を森林が占め、豊かな自然に恵まれていま

す。市街地は加古川と杉原川の合流部付近に広がっており、これら加古

川・杉原川、野間川などの河川沿いに集落や農地が形成されています。 

都市計画上の区分としては、「東播都市計画区域」、「中都市計画区

域」（一部）と都市計画区域外のいわゆる「白地」に区分されており、

旧黒田庄町地域全域を含む市域東北部は白地となっています。また、本

市の可住地面積の割合は、29.1％（ 38.52㎢）と北播磨３市と比較して、

半分以下となっており、開発可能なエリアは限定されます。 
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（２）目指す姿 

土地利用の現状や都市機能の集積などの特性を踏まえ、計画的なまち

づくりを進めていくため、本市の土地利用における目指す姿を次のよう

に定めます。 
市民一人ひとりが、安全、快適で環境への負荷の少ないコンパクトで

利便性の高い住環境が享受でき、自然環境と都市環境の調和がとれた発

展を可能にするまちを目指します。 
特に、整序※61や保全といった規制・誘導型の土地利用を基本に進め、

暮らしの中で実感できる生活空間のあり方に視点を置いたまちづくりを

進めます。 
 

（３）土地利用の基本方針 

※61 整序 

秩序ある土地利用を図るた

め、都市計画法などの規制

や開発指導などを行うこと

により、無秩序な開発を防

止する手法をいう。 

① 自然環境と都市環境の調和のとれた発展を促すため、無秩序な開

発を抑制し、秩序ある土地利用を進めます。 
② 「市街化区域」では、用途の純化や秩序ある用途の共存により、

都市機能を明確化し、コンパクトで快適な市街地形成に努めます。 
③ 「市街化調整区域」では、無秩序な開発を抑制する一方、これま

での規制によって人口減少や地域が持っている資源や特性の低下が

進む地域においては、地域のまちづくりと一体となった土地利用を

図っていくことが必要なことから、地域住民とともに「特別指定区

域制度」などの活用についての協議を進めます。 
④ 農地・山林については、農林業の生産基盤や緑地資源として不可

欠なものであることから、無秩序な開発を防ぎ、その維持・保全に

努める一方、新たな農業施策等の導入を図り、積極的な環境整備に

努めます。 

⑤ 工業については、市街化区域内において大規模な工場を誘致する

ために、必要な用地の確保が困難なことから、企業誘致の受け皿と

して市街化調整区域に産業誘致地区を指定し、積極的な産業の集積

を図ります。 
 

（ア）市街化区域の土地利用 

市街地については、地域コミュニティを考慮しながら整序型の規制・

誘導を基本にした土地利用を進めます。 
●既成市街地 

既成市街地においては、防災・防犯対策の充実を図るとともに、本市

らしいまちなみなどの保全に配慮した生活環境の改善を進めます。 
特に、中心市街地においては、老朽化した密集市街地の居住環境や防

災力の向上を図るため、都市計画の適切な誘導手法などにより、安全な
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市街地の再生を進める一方、子どもから高齢者まですべての人にやさし

く、快適な歩いて暮らせるまちづくりを目指します。 
●新市街地 

新市街地においては、農地や低未利用地の有効活用を促進するととも

に、質の高い良好な住宅地の形成を目指します。 
●商業・業務系用地 

中心商業地・沿道型商業地・大型商業核を中心に、土地の高度利用や

商業集積のネットワークの形成を図り、商業基盤や商業環境の改善を目

指します。 

●工業系用地 

工業系用途地域内の用途混在については、既存の工場地を当面維持し

ながら、可能な区域から工場・住宅を街区単位に集約化し、緩衝空間な

どを設置し、秩序ある用途混 
在を進めることにより、環境 
改善を図ります。また、工業 
系用途地域内の低未利用地に 
ついては、周辺の土地利用と 
の整合を図りながら適切な土 
地利用の誘導を行います。 

 
（イ）市街化調整区域の土地利用 

●工業系用地 

既成市街地の住工混在の解消や生産性の向上、さらには新たな産業を

導入することで、産業構造の多様化による地域経済の安定と本市の産業

基盤強化を図るため、市街化調整区域内に適切な規模と機能を持った

「産業誘致地区」を４箇所（比延山麓産業誘致地区、鹿野産業誘致地区、

平野西産業誘致地区、平野東・中産業誘致地区（いずれも仮称））指定

し、工業系用地の戦略的な計画・誘導を行います。 
●農業系用地 

「農業振興地域の整備に関する法律」により農業振興地域に指定され

ている地域は、農用地区域の維持・保全に努め、良好な田園環境の形成

を図ります。 

その他の地域においては、市街化動向や今後の開発需要を見極め、市

民の生活環境や自然環境、農用地などの周辺環境との調和を図りながら、

計画的な市街地形成に向けた検討を行います。 
●自然環境保全地域 

旧西脇市域の外縁部に当たる森林地域や河川・ため池周辺の水辺空間

においては、市民が豊かな自然環境を享受できるよう、適切な維持・保

全を図ります。 
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（ウ）白地区域（都市計画区域外） 

旧黒田庄町区域等の白地については、兵庫県の「緑豊かな地域環境の

形成に関する条例」（いわゆる「緑条例」）により良好な環境を保全す

るとともに、土地利用上の規制などが特に必要な地域においては、都市

計画手法による整序を検討します。 
 

（４）都市構造 

【自然環境保全ゾーン】 

うるおいある暮らしを支える豊かな森林や水辺環境、多様な生態系な

どの自然資源を保全・育成し、後世へ継承していくとともに、市民が親

しみやすい環境整備を進めることにより、人と自然が健やかに共生でき

るゾーンの形成を図ります。 
【田園環境・農地保全ゾーン】 

良好な農村集落の住環境と豊かな田園風景を維持しつつ、優良農地の

保全や遊休地・耕作放棄地の改善を進めることにより、農業や畜産業の

持続的発展を目指した生産環境が整ったゾーンの形成を図ります。 
【都市機能ゾーン】 

本市の中心部に集積する商業基盤や地場産業の充実を図り、市のにぎ

わいと活力を生み出す産業の振興に努めるとともに、都市機能をコンパ

クトに集約し、市の核となるゾーンの形成を図ります。 
【産業誘導ゾーン】 

広域的な交流や流通に適した立地を生かし、計画的・戦略的に産業機

能の誘導に努め、本市の新たな魅力や活力を生み出すゾーンの形成を図

ります。 
【居住環境保全ゾーン】 

良好な自然環境や農村環境の恩恵を受けつつ、近接している都市的機

能が享受できる環境づくりを進め、だれもが住みたい、住み続けたいと

思う居住ゾーンの形成を図ります。 
【広域連携軸】 

広域交通網であるＪＲ加古川線、国道 175号、国道 427号などの道路

網の整備を進め、利便性を向上させることにより、人・もの・経済・情

報などの流れを活発にし、広域的な連携と交流の促進を図ります。 

【地域間連携軸】 

県道黒田庄多井田線をはじめ、広域連携軸に準じる本市の各地区や近

隣市町を結ぶ道路網の整備を進めることにより、地域間の連携と交流を

一層強化するとともに、広域連携軸とのネットワーク化を図り、本市の

一体的な発展を促進します。  
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     基本計画の構成  

 

序 章 

基本計画は、将来像を実現していくための具体的な施策や事業につい

て、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・主要事業の３つの階層から構成され

ます。 

具体的には、「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、今後本市が目標とする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。さらに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」を明らかにし

ます。 

なお、事務事業の全体像については、別途作成する実施計画で明らか

にします。 
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また、効果的な計画行政を展開していくため、ここに提示している基

本計画は、前期６年間（平成19（2007）年度～平成24（2012）年度）の

ものであり、それ以降の後期計画（平成25（2013）年度～平成30

（2018）年度）については、前期計画の進状況や社会環境の変化などを

適切に反映させるため、後年度において策定するものとします。 

 

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 

政策を実現するための具体的な方策・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 

基本構想 

基本計画 

実施計画 
事務事業 
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基本計画は、８つの章から構成されており、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 

～ 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 

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
の
構
成 
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基本計画の読み方 

  

基本計画は、次のような構成となっています。 

 

 第○章 ○○○○○○ 
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施策 … △△△ 

施策 … △△△ 

政策 … □□□□□□□□□□ 

施策 … △△△ 

施策 … △△△ 

施策 … △△△ 

政策 … □□□□□□□□□□ 

施策 … △△△ 

施策 … △△△ 

施策 … △△△ 

政策 … □□□□□□□□□□ 

施策 … △△△ 

分野別の展望（基本政策） … ○○○○○○○○○○ 

 

  ■ 分野の展望 

 

 

  ■ 分野の現状と課題 

 

 

  ■ 分野の政策・施策体系 

 

 

 

 

 

  

基本構想の分野別の展望 

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。 

分野を構成する政策・施策の一覧を体系的に示します。 
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 第□節 □□□□□□ 
 

  ● 現状と課題 ● 

 

 

  ● 目指す姿 ● 

 

 

  ● 展開方針 ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ● まちづくり指標 ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ● 施策の展開 ● 

 

 

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。 

【行政の果たすべき役割】 

「目指す姿」を実現していくため、行政としてどのような方針でサービス

の提供や取組を行っていくのかを示します。 
【市民に期待される役割】 

  総合計画策定市民会議などの議論を踏まえ、今後のまちづくりにおける市

民のかかわり方（市民にできること・期待されること）について示します。 
 ※なお、ここでいう「市民」とは、個人・家庭・地域・ＮＰＯ・企業など地

域社会を構成する多様な主体をいいます。 

 

市民と行政がそれぞれの役割を果たすことにより、実現したいまちの姿、市

民の生活像を示します。 

「目指す姿」についての具体的な市民や社会の状態として説明し、その成果

内容を数値で表すための尺度として用います。現状を客観的な数値で示すとと

もに、目標として前期基本計画の期限となる平成24（2012）年度における方向

性を矢印で示します。 

 

指     標 現状値 
平成 24 年度に 

おける方向性 

  

 

政策を実現するための具体的な方策・対策を体系化して説明します。また、

前期基本計画期間内に実施を予定する主な事業については、「主な取組事業」

として示します。 

分野別の展望を実現するための政策 
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政策体系 

政   策  
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分野別の展望（基本政策） 

 
ともに支 え合 う地 域 の福 祉 体 制 の整 備  

地 域 の医 療 体 制 と社 会 保 障 の充 実  

自 立 生 活 を支 える健 康 づくりの推 進  

 
 
 
 
 

ともに支え合い、笑顔輝く 

あたたかなまち 
健 やかな子 育 てを支 える環 境 づくり 

 【健康・子育て・福祉】  
いきいきと暮 らせる高 齢 者 福 祉 の充 実  

地 域 でともに暮 らす障 害 者 福 祉 の充 実  

 
 

活 気 とにぎわいある商 業 の振 興  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

活 力 を生 み出 す地 場 産 業 ・工 業 の振 興  産業が元気！活力とにぎわい

あふれるまち 地 域 資 源 を生 かした多 様 な観 光 と交 流 の促 進

地 域 特 性 と魅 力 を高 めた農 林 業 の振 興  【産業・経済】   

暮 らしを支 える産 業 の創 出 と就 労 環 境 の向 上  

人 間 力 を培 う教 育 環 境 の充 実  

豊 かな人 間 性 をはぐくむ生 涯 学 習 の推 進  こころ豊かな人が育ち、 

いきいきと活躍できるまち 多 彩 な文 化 と生 涯 スポーツ活 動 の振 興  

共 生 社 会 をはぐくむ人 権 意 識 の高 揚  【教育・文化・スポーツ】 

男 女 がともに参 画 する社 会 の形 成  

地 域 を守 る消 防 ・救 急 体 制 の強 化  

災 害 に強 いまちづくりの推 進  

総 合 的 な交 通 安 全 対 策 の推 進  

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】 
安 全 で明 るい暮 らしを守 るまちづくり 

安 全 で快 適 な道 路 の整 備  

円 滑 な移 動 を支 える公 共 交 通 の整 備 ・充 実  

多 様 な世 代 が暮 らす快 適 な定 住 環 境 の形 成  

環 境 と調 和 した計 画 的 なまちづくりの推 進  

市 民 がふれあうやすらぎと憩 いの場 の創 出  

安 全 で良 質 な水 道 水 の安 定 供 給  

生 活 排 水 の適 切 な処 理 の推 進  

生 活 の利 便 性 を高 める地 域 情 報 化 の推 進  

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】 
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分野別の展望（基本政策） 政   策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

持続可能な循環型社会を築

き、人と自然が共生するまち 
環 境 にやさしい資 源 循 環 型 社 会 の形 成  

自 然 と暮 らしが調 和 する環 境 保 全 対 策 の推 進
【自然・環境共生】 

市 民 主 役 のふるさとづくりの推 進  

地 域 課 題 に対 応 する市 民 自 治 体 制 の構 築  
【地域自治】 

多様な主体による地域自治が

確立したまち 

市民満足度の向上を図る市民起点の行政経営の実現

持 続 可 能 な行 財 政 運 営 の確 立  

職員の能力を最大限に発揮した市政運営の推進

快 適 で利 便 性 の高 い窓 口 サービスの提 供  

広 域 連 携 による自 立 的 な地 域 づくり 

【行政経営】 

時代に対応した行政経営が 

確立したまち 
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ともに支え合い、笑顔輝くあたたかなまち  

 

 

 

 

■ 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すべ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 

・市民意向調査では、今後、求められるまちづくりの方向性として、「保健・医療・福

祉サービスが充実した、健康で安心して暮らせるまち」が最も高くなっており、住み

慣れた地域で、健やかに安心して暮らせる施策が強く求められています。 

・全国や兵庫県平均と比較して、速いペースで高齢化が進行する一方、出生率は年々低

下する傾向にあることから、人口構造の少子高齢化が一層顕著になることが予想され

ます。 

・高齢者福祉や子育て支援のための各種行政サービスは、これまでも社会福祉協議会や

民生委員・児童委員などと連携しながら充実に努めてきましたが、日常生活のきめ細

かな支援を含め、すべての市民ニーズを公的福祉サービスで対応していくことには限

界があります。 

・医療・健康面においては、高齢化の進行に伴う医療ニーズの増大はもとより、食生活

や生活様式の変化に伴う生活習慣病が増加してきています。 

・病気や要介護の状態になって対処する事後対策から、予防に重点を置いた事前対策を

重視していくことが重要です。 

・市民一人ひとりが、自らや家族はもちろん、身近に生活する人々の健康状態や生活状況に

関心を持ち、互いに支え合う関係を築いていくことによって、地域全体で、支援を必要と

する人が、必要なときに、支援を受けることができる社会を形成していくことが課題と

なっています。 

第１章 
＜ 健康・子育て・福祉 ＞
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 ■ 分野の政策・施策体系 

 

1-201 病院施設の整備・機能強化 

1-202 地域医療体制の整備・充実 

1-204 医療保険・福祉医療の充実 

1-205 国民年金制度の啓発・推進 

1-206 生活保護の適正実施の推進 

1-203 安心できる医療体制の確保と病院経営の健全化 

第２節 地域の医療体制と社会保障の充実 

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システムの構築 

1-103 福祉サービスの充実と利用者の権利擁護 

第１節 ともに支え合う地域の福祉体制の整備 

1-601 住み慣れた地域での自立生活の支援 

1-604 ともに暮らし、支え合いで築く共生社会の実現 

1-602 障害児の健やかな成長と学習の支援 

1-603 障害者の社会参加と自己実現の支援 

第６節 地域でともに暮らす障害者福祉の充実 

1-401 子どもを安心して生み育てることができる環境の整備 

1-404 地域の子育て力の向上 

1-402 子育てと仕事の両立の支援 

1-403 子育て支援拠点施設の整備・充実 

第４節 健やかな子育てを支える環境づくり 

1-501 社会参加・自立生活の支援 

1-502 高齢者福祉サービスの充実 

1-503 包括的な地域ケア体制の推進 

1-301 自主的な健康づくり活動の推進 

1-302 保健サービスの充実 

1-303 食育の推進 

第３節 自立生活を支える健康づくりの推進 

第５節 いきいきと暮らせる高齢者福祉の充実 
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第１節 

  ともに支え合う地域の福祉体制の整備 
 

● 現状と課題 ● 

福祉とは、幸せや公的扶助による生活の安定・充足という意味を持ち、特定の人だけで

なく、すべての人を対象としているものです。また、地域福祉とは、住み慣れたまちで自

立しながらいつまでも安心して暮らし続けることのできる地域社会を実現するため、地域

住民や行政、民間の福祉サービス事業者など、みんなで力を合わせて行うさまざまな活動

をいいます。平成12（2000）年に改正された「社会福祉法」においても、市民参加による

地域福祉の推進に努めなければならないとする考え方が明らかにされています。 

本市では、ほぼ４人に１人が65歳以上という高齢社会※を迎え、さらには核家族※化や少

子化も進んでいることから、地域における人のつながりが希薄になる中で、日々の生活に

不安やストレスを感じる人、子育てや介護で悩んでいる人、ひとり暮らし高齢者など、何

らかの手助けや支援を必要とする人が増加しており、こうした人たちが社会的に孤立する

といった問題も生じています。 

手助けや支援を必要としている人たちが抱えている日常生活上の課題の解決に向け、本

市では福祉サービスを充実してきましたが、日常生活のきめ細やかな支援を含め、すべて

の市民ニーズを公的福祉サービスだけで対応していくことには限界があります。また、社

会環境の変化により、地域の相互扶助機能が低下する中、市民一人ひとりが自立した生活

を心がけながら、市民が持っている思いやりの心を紡ぎ出し、地域の身近な課題は、助け

合いと支え合いによって、主体的に解決するという地域づくりが求められています。 

これまでも民生委員・児童委員※や社会福祉協議会※、行政などが中心となって地域福祉

活動を推進してきましたが、今後は地域住民・ボランティア・ＮＰＯなど多様な主体がこ

うした活動にかかわり、「地域の福祉力」を重層的に結集し、地域社会全体で支える仕組

みを構築していくことが重要です。そのためには、ひとりでも多くの市民が主体的に地域

福祉活動に参加できるよう、意識の啓発や福祉教育、担い手の育成を進めるとともに、活

動の場や機会を積極的に提供していくことが必要です。 

一方で、安心して利用できる福祉サービスの提供に向けて、サービスの質の向上はもと

より、利用者に対する権利を守るとともに、福祉サービスの第三者評価の充実を図ること

も重要な課題となっています。 

 
※高齢社会 

 国際連合の定義では、総人口に占める65歳以上の高齢者の割合が14％を超えた社会をいう。 

※核家族 

米国の人類学者が、人類に普遍的ですべての家族の基礎的な単位という意味で用い始めた"nuclear family"という

用語の和訳で、一組の夫婦とその未婚の子どもからなる家族をいう。 

※民生委員・児童委員 

民生委員法に基づき、社会福祉の増進に努めることを任務として、住民の相談に応じ、必要な援助が受けられるよ

う連絡調整を行う民間の奉仕者。あわせて、児童福祉法により、児童や妊産婦の保護・保健などに関する援助・指

導などを行う児童委員を兼務する。 
※社会福祉協議会 

社会福祉法で規定されている社会福祉団体。民間組織としての自主性と地域住民や社会福祉関係者に支えられた公

共性という２つの側面を持ち、地域の福祉課題の解決に取り組み、住民が参加する福祉活動を推進する役割を担

う。 
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● 目指す姿 ● 

すべての市民が、住み慣れた地域で自立して、その人らしい生活が送れるように、

多くの市民が、思いやりの心を持って地域の福祉活動に参画し、地域で支え合い、助

け合うことのできる社会になっています。 

 

 

 

 

● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・「西脇市地域福祉計画」を策定し、地域の中で支援が必要な人が、自立し、安心して暮

らせるよう、助け合いと支え合いを基盤にした、あたたかい地域福祉体制を構築します。 

・市民一人ひとりが、福祉サービスの受け手としてだけでなく、地域福祉活動の担い手と 

なるよう福祉意識の啓発や福祉教育を推進します。 

・社会福祉協議会など関係機関と連携し、ボランティアやＮＰＯをはじめ、地域での多様

な福祉活動を担う組織や人材の育成に努めます。 

・安心して利用できる福祉サービスに向け、サービスの充実と相談窓口の強化を図るとと

もに、利用者の権利を守ります。 

【 市民に期待される役割 】 

・市民一人ひとりが自立するとともに、地域の中で、助け合い、支え合う活動を実践しま

しょう。 

・ボランティアとして、また自己実現の場として、地域福祉活動へ積極的に参加しましょ

う。 

・近隣に住む高齢者などの要援護者や生活に支援が必要な人に対する声かけ、見守り活動

を推進しましよう。 

・地域での世代間の交流活動を積極的に推進しましょう。 
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● まちづくり指標 ● 

指  標 現状値 
平成24年度に 

向けた方向性 

福祉サービスの紹介や相談体制が整って

いると感じている市民の割合 
29.6％  

身近な地域の支え合いの輪に参加すべき

と考える市民の割合 
58.9％  

社会福祉協議会のボランティアセンター

の登録団体数 
41 グループ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

● 施策の展開 ● 

  
 1-101 市民主体の地域福祉活動の推進 

地域福祉活動への積極的な市民参加を促進するため、あいさつ運動や声かけ活動など、

地域のつながりを深め、互いに支え合い、助け合える環境づくりを支援します。また、多

様な福祉ニーズに適切に対応するため、社会福祉協議会などに、市民の福祉意識の醸成と

地域における福祉活動を担うコーディネーター※やリーダーとなる人材、ボランティアの

育成を働きかけるとともに、ＮＰＯの育成や地域が抱える福祉課題の解決に向けたコミュ

ニティビジネスの展開、さらには有償ボランティア※制度についても検討を行います。 
  一方、地域社会における世代間交流を促進するため、地域の公民館の開放による高齢者

や子どもの交流の場、居場所づくりを支援します。 
 

 
 ○ 福祉ボランティアとなる人材の発掘・育成 
 ○ 地域における福祉意識の啓発の推進 
○ （仮称）「よろず屋システム※」の検討     など

 

主な取組事業 

 
 
 
 
1-102 地域の安心ネットワークシステムの構築 

自治会や民生委員・児童委員と連携しながら、ひとり暮らし高齢者などの要援護者を近

隣住民が見守る体制を構築します。そのため、相談支援事業者や関係機関と連携し、支援

を必要としている要援護者の把握に努めるとともに、民生委員・児童委員に対する情報提

供や、市民一人ひとりが地域福祉活動への理解を深め、参画意識を高めるための講習や研

修の充実に取り組みます。 
 

 ○ 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充実       など

主な取組事業  
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1-103 福祉サービスの充実と利用者の権利擁護 

保健・医療・福祉など関係機関が連携し、相談窓口の充実に取り組むとともに、より親

切で丁寧な相談サービスを提供するため、担当職員の資質の向上を図り、訪問による相談

も実施します。あわせて、相談事業者や共助に基づく地域の中での相談体制の構築も進め

ます。 
一方、判断能力の低下した認知症※高齢者や知的障害者などが適切な福祉サービスを受

けられるよう、成年後見制度※の周知を進めるなど、利用者の権利を守ります。さらに、

福祉サービス利用者の苦情解決に取り組み、サービス事業者への第三者評価制度の導入の

促進を働きかけます。 
 

 ○ 職員研修の実施・充実 
 ○ 苦情解決に向けた取組の推進 
 ○ 福祉サービス事業者の評価制度の導入促進 
 ○ 福祉サービス利用者の権利擁護の推進     など 

 

主な取組事業 
 
 
 
 

※コーディネーター 

 いろいろな要素を統合したり調整したりして、１つにまとめあげる人をいう。物事の調整役 

※有償ボランティア 

無償を前提とするボランティアに対し、活動に際して、対価のあるボランティアをいう。 対価の内容は、労働力の

提供以外にかかる交通費などの金銭だけでなく、ボランティア活動をポイントで換算し、地域でサービスを受ける

際に使える地域通貨などの場合もある。 

※よろず屋システム 

 市民相互の支え合いや助け合いの精神に基づき、労働力を提供する市民が登録し、ひとり暮らし高齢者などの生活

支援サービスを行うシステムの仮称。利用・登録に当たっては、行政が仲介することを想定している。 

※認知症 

高齢者などが後天的な脳の器質的障害により、いったん正常に発達した知能が低下した状態をいう。介護保険法で

は、「脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度

にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態」として定義されている。 
※成年後見制度 

精神上の障害により判断能力が十分でない人が、財産管理や契約などで不利益を被らないように、本人の行為能力

を制限するととともに、本人のために法律行為を行い、又は本人による法律行為を助ける者を選任する制度。裁判

所の審判による法定後見と、本人の判断能力が十分なうちに候補者と契約をしておく任意後見がある。 
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第２節 

  地域の医療体制と社会保障の充実 
 

● 現状と課題 ● 

病床数 320床、診療科目20科を擁する市立西脇病院は、来院者の約半数が市外の居住者

であり、近隣市町からの救急車の搬送率についても３割を超えていることから、地域医療

の中核施設として重要な役割を担っているといえます。 

こうした中、平成20（2008）年度中の完成を目標に、病院施設の全面改築を進めていま

す。新病院の整備に関する患者のアンケート調査では、高齢者や疾病者が安心して医療が

受けられることが強く期待されており、多様化する患者ニーズに応じた質の高い医療サー

ビスの提供が求められています。一方、新臨床研修医制度※による地方部を中心とした医

師不足や偏在は、市立西脇病院においても例外ではなく、市民の医療需要にこたえ、安定

した病院経営を行うためには、勤務医師の確保が大きな課題となっています。 

さらに、地域内で医療を完結できる体制を整備し、市民が健康で安心して暮らせるよう、

北播磨地域の病院間の連携（病病連携）や、かかりつけ医※制度の充実のため、病院と身

近な診療所の連携（病診連携）を一層推進していくことが必要です。   

また、わが国の社会保障制度の根幹となっている国民皆保険・皆年金体制は、医療保険

制度間における年齢構成や所得水準などの格差の拡大、年金制度に対する将来への不安感

による未納者の増加などが、近年問題となっています。今後は、国の制度改革の動向も踏

まえながら、医療保険や公的年金の意義や役割について、市民の理解を深め、保険税や保

険料の納付の促進を図っていくことが重要になります。一方、兵庫県では、高齢者や障害

者、子育て世帯を対象に医療費などを一部助成する福祉医療制度が導入されており、本市

においても、平成19（2007）年度から義務教育就学前の子どもの医療費助成を拡大するな

ど、健康で安心して暮らせる体制の構築を進めてきました。さらに、平成20年度からは、

医療制度改革の大きな柱の一つとして、75歳以上の後期高齢者等を被保険者とする独立し

た後期高齢者医療制度が創設されることとなっています。 

社会保障制度における最後のセーフティネットとして、生活に困窮する国民に対し、そ

の最低限度の生活を保障し、自立を助長することを目的として実施されている生活保護に

ついては、全国的な傾向と同様、本市の被保護世帯数は増加傾向にあります。被保護世帯

のうち高齢者世帯が約半分、傷病障害世帯が約３割を占めており、保護受給期間が７年以

上の世帯が４割以上を占めるなど、受給期間の長期化や自立更生率の低下などが問題と

なっていることから、今後は、就労支援をはじめ、被保護世帯の自立助長に向けた支援に

取り組んでいくことが課題となっています。 

 
※新臨床研修医制度 

 幅広い分野での基本的な診療能力の習得を目的として、医師国家試験合格者に対し、2004年度から２年間の臨床研

修が義務付けられた。この制度の導入に伴い、都市部での研修医が増加する一方で、地方部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、地方部を中心に医

師が不足している。 

 

 

 
※かかりつけ医 

診察だけでなく、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

場合などには、適切な病院を紹介することにより、中核病院との機能分担を図る。
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● 目指す姿 ● 

地域の中核病院である市立西脇病院とかかりつけ医の連携により、症状に応じた適

切な医療サービスが提供され、また、安定した社会保障制度が構築されることによっ

て、すべての市民が安心して健やかに暮らせる社会になっています。 

 

 

 

 

● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

[市立西脇病院] 

・病院施設の全面改築を進め、地域医療の中核施設として、高度で良質な医療サービスを

提供します。 

・市民が、安心して医療サービスが受けることができるよう、病病連携や病診連携を推進

し、北播磨地域内で医療が完結できる体制を整備します。 

・保健・医療・福祉の連携を促進し、市民が安心して健やかに暮らせる体制を構築します。 

・勤務医師の確保に向け、臨床研修医の獲得に積極的に努めるとともに、常に経営改善に

努め、病院の経営基盤の強化を図ります。 

[社会保障] 

・国民健康保険については、医療費の適正化を図りながら、国民健康保険特別会計の財政

基盤の安定に努めます。 

・安定した年金が確保できるよう、年金制度に関する市民の理解を深め、保険料の納付を

促進します。 

・国の動向を踏まえながら、生活保護受給者の実態に応じた適正な保護の実施と自立に向

けた支援を行います。 

【 市民に期待される役割 】 

・日ごろから安心して診察を受けられる、かかりつけ医の確保に努めましょう。 

・市立西脇病院における勤務医の不足や偏在についての理解に努めましょう。 

・健康管理や生活管理など長期的な観点から、自身の人 

生設計に努めましょう。 

・国民健康保険や国民年金の制度に対する理解を深め、 

各種サービスを主体的に利用することができるように、 

手続を適正に行うとともに、保険税・保険料の納付義 

務を果たしましょう。 
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● まちづくり指標 ● 

指  標 現状値 
平成24年度に 

向けた方向性 

市立西脇病院の救急医療が整っていると

感じる市民の割合 
35.0％  

市立西脇病院の高度・専門医療の対応に

満足している市民の割合 
27.8％  

市立西脇病院における他の医療機関から

の患者紹介比率 
39.1％  

いざというとき安心して利用できる医療

機関（かかりつけ医）を持つ市民の割合
66.0％  

社会保障が整い、傷病に陥っても安心し

て生活できると感じている市民の割合 
18.3％  

国民年金保険料の納付率 68.0％  

生活保護率 3.2‰  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 施策の展開 ● 

  
 1-201 病院施設の整備・機能強化 

市民に信頼される質の高い医療の提供を目指し、病院施設の全面改築を進め、災害拠点

病院※としての機能を強化するとともに、新たな医療機器の導入などによる診療機能の充

実と病室の居住性を高め、療養環境の向上を図ります。 

また、施設の全面改築に伴い、患者情報の一元的な管理が可能な電子カルテ※を導入す

るとともに、屋上緑化の整備やガスコージェネレーションシステム※を採用するなど、地

球環境にも配慮した施設運営を行います。 
 

 ○ 市立西脇病院施設の全面改築 
 ○ 医療機器の更新・導入（放射線治療装置など） 
 ○ 電子カルテの導入              など

 

主な取組事業  
 
 
 
 
1-202 地域医療体制の整備・充実 

市民のかかりつけ医制度を推進し、病診連携による患者紹介率の向上を図るとともに、

入院患者への医療の比重を高め、地域の中核病院としての機能を強化します。また、近隣

市町の公的病院との病病連携の強化にも努め、病状に応じた適切な医療サービスを受ける

ことができる体制を構築します。 

さらに、病院内に設置した地域医療室※においては、患者ニーズに応じた療養生活の支
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援に努めるとともに、健康の保持、疾病の早期発見と治療、リハビリテーション、在宅ケ

アにいたるまで、健康で自立した市民生活を支えるため、保健・医療・福祉の連携体制を

関係機関とともに構築します。 

 
 ○ かかりつけ医制度の推進 
 ○ 地域医療室による患者支援事業        など

主な取組事業  

 
 
 
1-203 安心できる医療体制の確保と病院経営の健全化 

臨床研修医制度の改正に伴い、勤務医の不足が深刻化していることから、新病院施設の

機能を十分に活用し、研修医確保のためのプログラムの充実や勤務医師の処遇改善に努め、

必要な医師の確保を図り、病院収益の向上と地域の中核病院としてふさわしい医療サービ

スの提供に取り組みます。また、公立病院の使命である公共の福祉※の増進に努めながら、

病院経営健全化計画に基づき、経営改善に努めます。 

 
 ○ 勤務医師の確保 
 ○ 病院事業の経営基盤の強化          など

主な取組事業  

 
  

 
1-204 医療保険・福祉医療の充実 

急速な高齢化や疾病構造の変化などに伴い、医療費は増加傾向にあり、国民健康保険会

計を圧迫していることから、収納強化対策による保険料収入の確保と診療報酬明細書の点

検強化、適正受診の指導などによる医療費の適正化に努めます。また、市民健康講座の開

催などを通じて、健康を自己管理するという意識の高揚に努めるとともに、特定健診や保

健指導による疾病予防対策の推進を図ります。医療保険制度を補完する福祉医療について

は、対象者の福祉の増進に向け、適正な実施と充実に努めます。 
 

 ○ 国民健康保険事業の適正な運営 
 ○ 後期高齢者医療事業の適正な運営（広域連合※への加入）

○ 福祉医療の実施・充実            など

 

主な取組事業  
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1-205 国民年金制度の啓発・推進 

国民年金制度に関する市民の理解を深めるため、制度の普及啓発や相談業務の充実に努

めます。また、市民の確実な年金受給権の確保に向け、未加入者の加入と保険料納付の促

進に努めます。 

 
 ○ 国民年金制度の啓発・相談事業         など主な取組事業 

 
 
 
1-206  生活保護の適正実施の推進 

保護率が上昇傾向にある中、個々の実情に応じた適正な保護の実施に努めるとともに、

関係機関との連携を図り、就労支援など自立更生に向けた支援を行います。今後は保有し

ている居住資産の有効活用など、生活保護制度の適正な運用に向けて、国において新たな

検討が進められていることから、こうした動向も踏まえながら、保護世帯の早期の自立支

援を図っていきます。 

 
 ○ 生活保護の適正な実施 
 ○ 自立支援プログラムの推進          など

主な取組事業  
 
 ※災害拠点病院 

 大規模災害に備え、24時間対応可能な緊急体制を有し、高度医療機能を備えた病院 

※電子カルテ 

従来医師が診療の経過を記入していた紙のカルテを電子的なシステムに置き換え、電子情報として一括に編集・管

理し、データベースに記録する仕組み。物理的な管理が不要となり、長期の大量保存も容易にすることができると

ともに、病院内をネットワーク化することにより、任意の場所でカルテを呼び出して参照することができる。 

※ガスコージョネレーションシステム 

 ガスエンジンやガスタービンにより発電機を駆動させ、電気を発生させるとともに、排ガスや冷却水の熱を給湯や

冷暖房に利用する。１つのエネルギーから、電気と熱という2つ以上のエネルギーを発生させることができるエネル

ギーの有効利用システムをいう。 

※地域医療室 

 2005年４月に市立西脇病院内に開設した患者が安心して治療が受けられるよう、地域医療の連携や患者相談の業務

を担っている部門 

※公共の福祉 

 社会一般に共通する幸福や利益をいい、個人の利益や権利に対立ないしは矛盾する場合がある。また、社会一般の

利益を指すものとして用いられることも多い。 

※広域連合 

 1995年に創設された制度で、地方自治の強化に向け、複数の普通地方公共団体等が行政サービスの一部を共同で行

うことを目的として設置する地方自治法に規定された組織をいい、特別地方公共団体となる。処理する行政事務

は、一部事務組合と同じであるが、権限などが強くなっている。
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  第３節 

  自立生活を支える健康づくりの推進 
 

● 現状と課題 ● 

自立した快適な生活を営むためには、健康であることは最も大切な条件です。わが国で

は、食生活の欧米化や生活様式の変化などによる運動不足や過栄養が、内臓脂肪症候群

（メタボリックシンドローム）をもたらし、心臓病・高血圧・がんなどの生活習慣病※を

抱える人やその予備群が増加傾向にあります。また、死亡原因においても、がん・心疾

患・脳血管疾患の三大疾病によるものが６割を占めており、本市においても同様の傾向が

みられます。これらの疾病の増加は、個人の問題だけにとどまらず、介護などによる家族

の負担や医療費をはじめとする社会的な負担の増加にもつながっており、持続可能な社会

保障制度を維持していくためには、病気になってから対処する事後対策から予防に重点を

置いた事前対策に転換していくことが必要となっています。 

  市民一人ひとりが、健康寿命※を長く保つため、「自分の健康は自分で守る。」という

意識を持ち、若い時期から健康づくりに取り組み、定期的に健康診断を受けて自分の体の

状態を把握しておくことが不可欠であり、そのためには、市民の意識啓発をはじめ、日常

的な健康づくり活動を促進・支援していくことが求められています。本市においても事前

対策として町ぐるみ健診※をはじめ、さまざまな健診や保健事業を実施しており、市民の

受診を一層促進していくとともに、市民一人ひとりに応じた、適切な健康づくりに取り組

めるよう、保健指導の充実を図っていくことが求められています。 

  また、母子保健に関しては、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、子育てに悩む親の増加が問題となっています。小児アレルギーや発達に関する問題な

ど、子育てに関する不安材料も増加傾向にあり、少子化が進行する中、子どもと親が安心

して健やかに成長できるような環境整備を進めていくことが重要です。 

一方、生活様式の変化に伴う食の外部化や簡便化により、食習慣の乱れが進んでおり、

健全な食生活が失われつつあります。また、食品の安全をめぐる社会問題も多く発生して

いますが、食に関する情報がはん濫しており、正確な情報を的確に選別し、活用すること

が難しい状況になってきています。こうした中、国民が健全な心身を培い、総合的かつ計

画的に食育※を推進することを目的に、平成17（2005）年には「食育基本法」が成立しま

した。生涯を通じて、健全な食生活を実現することで、自らの健康を維持するとともに、

食の重要性について考え、適正な判断力を養うため、本市においても積極的に食育を推進

していくことが必要です。 
 ※生活習慣病 

 糖尿病・高脂血症・高血圧・高尿酸血症など、生活習慣が主な発症原因であると考えられている疾患の総称で、一

般に30～40歳代以上の世代から発症しやすくなる。 
 

 ※健康寿命 

「何年生きられるか。」を示す平均寿命とは異なり、健康で自立した生活を送ることができる年数をいう。 

※町ぐるみ健診 

市民の健康の維持・増進に向け、市内各地区で定期的に実施する血圧や心電図などの基本健診、胃がんや肝炎ウイ

ルスなどの特定の検診をいう。 

 

 

※食育 

さまざまな経験を通じて、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についての総合的な教育をいう。 
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● 目指す姿 ● 

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、自分にあった健

康づくりや健康管理を実践し、子どもからお年寄りまで、だれもが健やかに生活して

いる社会になっています。 

 

 

 

 

● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・「自分の健康は自分で守る。」という意識の下、市民が自主的な健康づくり活動に取り

組める支援を行います。 

・健康寿命を伸ばすため、町ぐるみ健診をはじめ各種健診の積極的な受診を働きかけると

ともに、健康相談や保健指導の充実に努めます。 

・母子保健事業については、定期健診の充実に努めながら、子育てに不安や悩みを抱く親

の負担軽減を目的とした事業の展開を図ります。 

・健康の維持・増進の一翼を担う食育については、「西脇市食育推進計画」を策定し、計

画に基づき、さまざまな機会を通じて食育の推進を図ります。 

【 市民に期待される役割 】 

・「自分の健康は自分で守る。」という自覚を持って、日常的な運動や健康づくり活動を

行うとともに、健診を適切に受診しましょう。 

・市民の知恵を入れた「遊び」の要素のある健康づくりメニューの考案や、知人・友人と

の活動の輪づくりなど健康づくり活動へ積極的に参画しましょう。 

・既存の運動施設などを有効利用した健康づくりを行いましょう。 

・正しい食生活の習慣を身に付け、栄養バラン 

スが整った食事を摂取するなど、適切な食生 

活に心がけましょう。 

 

 

 

 

 

● まちづくり指標 ● 

指  標 現状値 
平成24年度に 

向けた方向性 

日ごろから健康であると感じている市民

の割合 
69.1％  

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 
41.4％  

町ぐるみ健診の受診率 42.1％ 
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● 施策の展開 ● 

  
 1-301 自主的な健康づくり活動の推進 

市民一人ひとりが「自分の健康は自分で守る」という意識を高めるため、運動の習慣づ

けなど、健康的な生活習慣の普及・啓発に努めます。また、ウォーキング教室など市民の

主体的な健康づくり活動を支援するとともに、地域の中で健康づくりが取り組める体制づ

くりを進めます。 
 

 ○ 健康増進プログラムの提供 
 ○ 健康相談事業の実施             など

主な取組事業  
 
 
 
1-302 保健サービスの充実  

生活習慣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

診を推奨し、市民の受診率の向上を図ります。あわせて、保健指導や健康相談などの充実

を図り、市民の健康づくりを積極的に支援します。 

歯科保健については、関係機関と連携しながら、市民が80歳になったとき20本以上の歯

を残すことを目標にした「8020運動」を展開し、歯科健診の充実を図ります。 

母子保健については、乳幼児の定期健診を推進するとともに、育児不安を抱く親の支援

や発達相談など、多様化する子育てニーズに対応した事業の充実を図ります。 

また、予防接種の個別接種化を進め、接種機会の拡大に努めます。 
 

 ○ 各種健診（町ぐるみ健診など）の受診の推進 
 ○ 特定保健指導事業の推進 
 ○ 乳幼児発達相談事業・親力アップふれあい講座の実施 

○ 予防接種の個別接種化の推進          など 

 

主な取組事業 
 
 
 
 
  

 1-303 食育の推進  

生涯を通じて健全な食生活を実現し、健康を確保するため、関係機関と連携しながら、

幅広い市民参加の下、学校や地域などあらゆる場所と機会を通じて、食に関する知識の普

及と正しい食生活の実践、さらには地産地消※の拡大に向け、食育の推進を図ります。そ

のため、本市における食育を総合的に推進する食育推進計画を策定します。 
 

 ○ 食育推進計画の策定 
 ○ 食事バランスガイドの普及 
○ 正しい食育に関する知識の普及        など 

 

主な取組事業  
 
 

※地産地消 

 「地元生産地元消費」の略で、地域で生産された農産物などの食材をその地域で消費すること。  
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  第４節 

  健やかな子育てを支える環境づくり 
 

● 現状と課題 ● 

核家族化や生活様式の多様化による家族形態の変化、地域における人間関係の希薄化な

どにより、家庭や地域における子育て力が低下しており、子育てに対する負担感や不安感

が高まっています。また、個人の価値観の多様化や子育てと仕事の両立の難しさ、さらに

は子育てに対する経済的負担が増していることを背景に、今後ますます少子化が進行する

と予想されており、少子化の進行は本市の将来に大きな影響を与える問題となっています。 

本市の年間出生数は近年約 400人程度で推移しており、女性１人当たりの平均的な出生

数を示す合計特殊出生率は、全国・兵庫県平均や北播磨地域の他市町に比べてやや高めに

推移しています。しかしながら、晩婚化・未婚化が進行している上に、婚姻期間が短くな

る傾向がみられることから、本市においても合計特殊出生率の減少は否めない状況にあり、

社会移動による人口減少も進行していることから、若い世代の親が子どもを安心して生み

育てられるような子育て支援施策を講じていくことが求められています。 

このため、本市では、子どもを安心して生み、健やかにいきいきと育てられる環境整備

を進めており、子どもを持つ親が悩みを相談できる支援体制や、働きながら子育てができ

るような保育サービスの充実を図るとともに、医療費の助成による経済的負担の軽減やひ

とり親家庭の支援など、さまざまなニーズに応じた子育て支援を展開しています。 

また、親と子がともに育ちあうことを目標に、子育て学習センター※を拠点として子ど

もたちの遊びや交流の場にとどまらず、子育てを行う保護者同士のネットワークや仲間づ

くり、サークルづくりを支援するなど、子育てに不安や悩みを抱える保護者同士が、お互

いに支え合い、助け合うことができる体制を構築し、子育ての楽しさが実感できる環境づ

くりを進めています。 

さらに、「地域の子どもは地域で育てる。」という意識の下、地域で子育てを担ってい

くことのできるコミュニティづくりを進め、地域の子育てネットワークを構築していくこ

とが求められています。さらには、こうしたネットワークを核として、本市全体のネット

ワークへ広げていくことにより、保護者の不安や負担を軽減するとともに、多様な世代が

子育てにかかわり、健やかで心あたたかい子どもが育つ環境づくりを進めていくことが重

要です。 

 ※子育て学習センター 

 子育ての不安や悩みに対応し、親が子育てを学習するため、子育て相談や情報の発信、遊びを通した親子のふれあ

いを深める事業や、自主的なグループ活動の支援などの機能を有する施設 
 

 

● 目指す姿 ● 

子育てに大きな不安や負担を感じることなく、地域の中で、安心して子どもを生み

育てられる社会になっています。 
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● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・安心して子どもを生み育てることができるように、多様な市民ニーズに対応した子育て

支援サービスを充実します。 

・子を持つ親の支援を通じて、家庭における子育て力の向上を図ります。 

・保育と就学前の教育の一体的な提供を視野に入れ、保育所と幼稚園の機能のあり方につ

いて検討を進めます。 

・多様化する子育てニーズに対応するため、子育て学習センターの機能の充実を図るとと

もに、総合的な子育て支援を行う拠点施設の整備を進めます。 

・地域に根ざした子育て支援ネットワークの構築を市内各地区で推進し、地域における子

育て力の向上を図ります。 

【 市民に期待される役割 】 

・子どもを持つ親としての自覚を持ち、基本的な生活習慣や社会規範を子どもの身に付け

させましょう。 

・児童の放課後の見守りや、乳幼児健診などの場を利用した親子の子育てネットワークづ

くりなどさまざまな体験を通じて、子育てをする親と子がともに交流し、互いに支え合

う環境づくりに参加しましょう。また、各自治会単位での行事への積極的な参加とその

ような場を通じて、子育ての成功体験の共有に努めましょう。 

・子育て学習センターなどで、インストラクターによる指導を受けた利用者が他の親の子

育てを支援できるようになりましょう。 

・地域の公民館などを活用し、地域単位での子育て支援組織を市民主体で設置するなど、

子育ての場づくりへ積極的に参加しましょう。 

・地域では、「地域の子どもは地域で育てる。」という意識を持ち、子どもたちをあたた

かく見守ることができるような支援体制づくりを進めましょう。 

 

● まちづくり指標 ● 

 
指  標 現状値 

平成24年度に 

向けた方向性 

地域で安心して子育てができると感じて

いる市民の割合 
42.9％  

子育てをする親の子育て学習センター

（２箇所）の年間利用者数 
9,283 人  

合計特殊出生率 1.43  

 
 
 
 
 
 
 

  
 



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

 88

● 施策の展開 ● 

  
 1-401 子どもを安心して生み育てることができる環境の整備 

子育て家庭の経済的・精神的な負担を軽減するため、児童手当※の支給や医療費の助成、

保育料の多子軽減などを行うとともに、子どもの健やかな育成に資する医療環境の整備に

も努めます。また、子育てに対する不安感や孤独感を和らげ、児童虐待を未然に防止する

ため、情報提供や相談体制の充実を図ります。 

さらに、妊娠初期段階から幼児期にいたるまで、発達段階に応じた親の役割についての

研修を充実することにより、子育て力の向上を図り、子どもを育てる喜びと自信を養成し

ます。一方、障害を持つ子どもの親やひとり親など、個々の実情に応じたきめ細やかな対

応を必要とする家庭の支援を充実します。 
 

 ○ 子育て家庭の経済的負担の軽減 
（児童手当の支給・保育料の軽減・医療費の助成など）

○ 家庭児童相談事業（療育相談※など） 
○ 乳幼児発達相談事業・親力ふれあい講座の実施【再掲】

○ 乳幼児健診事業                など 

 

主な取組事業 

 
 
 
 
 
 

 
1-402 子育てと仕事の両立の支援 

核家族化や共働き家庭の増加に伴う市民ニーズの多様化に対応した多種・多様な保育

サービスの充実を図ります。また、「認定こども園※」の制度が導入されたことから、保

育所と幼稚園の機能のあり方についての検討を進めるなど就学前児童対策を推進します。 

さらに、事業者に対し、子育てと仕事の両立に向けた職場環境づくりや子育てをしなが

ら安心して働き続けることのできる環境づくりに向けた普及や啓発を図るとともに、出産

や子育てにより退職した女性の再就労に向けた取組を推進します。 
 

 ○ 保育サービス・学童保育※の充実（特別保育事業など）

 ○ 就学前児童対策の推進 
○ 次世代育成支援対策推進行動計画の推進       など  

 

主な取組事業  

 

 

 
 

1-403 子育て支援拠点施設の整備・充実 

子育てに関する相談業務や子どもを持つ親の交流の場、さらには子育て自主サークルの

活動の場である市内２箇所の子育て学習センターの機能の充実を図るとともに、子どもの

健全な成長を促し、多様化する子育てニーズに今後も的確に対応していくため、本市の子

育て支援の中核となる新たな拠点施設の整備を進めます。 
 

 ○ 子育て学習センター機能の充実 
 ○ 茜が丘複合施設整備事業           など  

主な取組事業 
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1-404 地域の子育て力の向上  

子どもに地域社会の一員としての意識を育てるとともに、地域のおとなが地域の子ども

をあたたかく見守ることができるような体制づくりを進めることにより、地域の子育て力

の向上を図ります。そのため、既存の子育て支援ネットワークをモデルに、地域における

子育ての手助けや子どもを見守る体制づくりなどを促進し、地域に根ざした新たなネット

ワークを構築します。 

また、学校や幼稚園、保育園などの関係機関とも連携しながら、地域が主体となって、

子育てを担っていくことのできるコミュニティづくりを市内各地区で進めるとともに、市

全体の支援ネットワークを構築していきます。 
 

 ○ 地域に根ざした子育て支援ネットワークの構築・拡充 
 ○ 市全体の子育て支援ネットワークの構築に向けた検討 

     など 

 

主な取組事業  
 
 

※児童手当 

 児童を養育している家庭の生活安定と児童の健全な育成・資質の向上を図るため、児童手当法に基づき、小学校６

年生までの児童を養育している者に支給される手当。対象者には一定の所得制限限度額がある。 

※療育相談 

身体の機能に障害などで心配がある乳幼児や児童を対象に、専門医による診察や相談、医療給付制度などの指導を

行う。 

※認定こども園 

保育所・幼稚園などのうち、保育と幼児教育を一体的に提供し、地域における子育て支援を実施する機能を備える

施設。2006年10月に施行された「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」に基

づき、都道府県知事が別途定めた条例によって認定する。 

※学童保育 

小学校の児童を対象に、親の就業などにより、放課後や長期休暇中の家庭での保育が困難な児童を集団保育する制

度 
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  第５節 

  いきいきと暮らせる高齢者福祉の充実 
 

● 現状と課題 ● 

平成17（2005）年の国勢調査によると、本市の高齢化率は23.9％と兵庫県平均の19.8％

より高くなっており、ほぼ４人に１人が65歳以上の高齢者となっています。また、本市で

は、ひとり暮らしの高齢者数が、近隣市町と比べて高い比率となっていることが特徴とし

てあげられます。高齢化率は、平成32（2020）年には34.1％に達すると予測されており、

市民の３人に１人以上が65歳以上の高齢者となり、高齢者世帯はますます増加していくこ

とが予想されます。こうした中、本市では、平成18（2006）年３月には、「西脇市高齢者

安心プラン」を策定し、高齢者にかかわる保健福祉施策を総合的に推進しています。 

住み慣れた家庭や地域の中で、高齢者が心身ともに健やかに生きがいと喜びを感じなが

ら、安心して自立した生活ができるように、高齢者自身がいきいきと暮らそうとする意識

改革を図るとともに、就労意欲のある高齢者への働く場の創出や地域のコミュニティ活動

への参加などを促進していく必要があります。また、平成17（2005）年の介護保険制度※

の改正に伴い、高齢者が要支援や要介護状態になることを未然に防ぐため、体力づくりや

健康管理を行う介護予防に重点が置かれるようになりました。こうした中、地域が主体と

なった身近な公民館での介護予防の集いなども開催されており、高齢者の健康づくりや地

域での交流を一層促進していくことが求められています。 

一方で、寝たきりや認知症などにより介護や生活支援を必要とする高齢者の数も急速に

増加しています。平成19（2007）年には、市内に４箇所目となる特別養護老人ホーム※が

開設され、本市の施設入所定員数は 349人となるなど、高齢者施設の基盤整備が進み、介

護サービスの利用は大幅に増えています。しかし、「高齢者虐待防止法」の制定にみられ

るように、身体的虐待や介護の放棄など社会的立場の弱い高齢者を取り巻くさまざまな問

題が発生しており、さらには要介護者だけでなく、介護者の高齢化や介護疲れによる介護

機能の低下など、介護者自身の支援も求められています。 

このような背景から、市民相互のふれあいや支え合いを日常的に展開し、高齢者を地域

全体で見守り、支えることができる地域ケア体制の整備を図っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

※介護保険制度 

 社会の高齢化に対応し、2000年度から施行された社会保険制度。要介護状態にある高齢者などが介護サービスを利

用する際、その費用を被保険者から保険料で徴収する。サービスの利用に先立って、利用者は介護が必要な状態で

あることを公的に認定される必要がある。 

※特別養護老人ホーム 

身体上又は精神上、著しい障害があり、要介護の認定を受けた人が利用可能な老人福祉法上の福祉施設。常時の介

護が必要な寝たきり状態や認知症の高齢者の入所が多い。 

 

● 目指す姿 ● 

高齢者が自ら持てる能力を発揮して地域社会に貢献し、心身ともに健やかに生きが

いを持って生活を送ることができ、支援が必要となった場合には、安心して福祉サー

ビスが受けられる体制が整っている社会になっています。 
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● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・高齢者が心身ともに健やかに暮らせるよう、社会参加の機会の拡充を図ります。 

・健康づくりや介護予防事業を推進し、高齢者の自立生活の支援を行います。 

・利用者と介護者のニーズに応じた介護保険サービスや各種福祉サービスを提供するとと

もに、介護者の支援や相談体制の充実を図ります。 

・地域包括支援センター※を拠点に、高齢者施策の総合的な相談体制を確立するとともに、

高齢者の権利擁護に向けた支援を行います。 

・災害発生時における安否確認や避難支援など、要援護者を地域で見守り、支えることの

できる地域ケア体制の整備を図ります。 

【 市民に期待される役割 】 

・高齢者自身が自立の気持ちと生きがいを持って生活し、積極的に社会参加を行い、持て

る能力の活用を図りましょう。 

・隣近所や民生委員・愛育班※との連携による高齢者の見守り活動を積極的に行いましょ

う。 

・自治会などの自治組織が中心となって、地域活動への参加の声かけやラジオ体操などを

実施し、身近な地域を単位とした高齢者の介護予防や健康づくり活動の運営・支援を行

いましょう。 

・高齢者の「困っていること」、「支援してもらいたいこと」と、市民の「支援できるこ

と」を一致させる仕組みづくりを行政と協働で進め、こうした活動へ積極的に参加しま

しょう。 

 

● まちづくり指標 ● 

指  標 現状値 
平成24年度に 

おける方向性 

高齢者に対する生活支援サービスに満足

している市民の割合 
23.3％  

65歳以上の要支援・要介護認定者率 16.7％  

 

 

 

  

● 施策の展開 ● 

  
 1-501 社会参加・自立生活の支援 

高齢者が心身ともに健やかで、地域社会の一員として活躍できるよう、就労機会の拡大

や多様な学習活動の充実を図るとともに、さまざまな地域活動の担い手として、持てる力

を存分に発揮できるような環境づくりに努めます。 
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また、できるだけ長く自立した生活が送れるように、運動機能の維持・向上や食生活の

改善などによる生活習慣病の予防など、個々の高齢者の状態に応じた介護予防事業を推進

します。その一環として、自治会や社会福祉協議会などの関係機関と連携しながら、地域

の公民館などを拠点とした介護予防教室を拡大していきます。 
 

 ○ 介護予防教室の拡充 
 ○ いきいきサロン事業の充実 
 ○ 老人クラブ活動事業への支援          
○ 元気高齢者の就労・地域活動の支援       など 

 

主な取組事業 
 
 
 
  

 
 

1-502 高齢者福祉サービスの充実 

住み慣れた地域や家庭の中で、安心した暮らしを続けられるように、高齢者の実態や希

望に沿った介護保険サービスや各種福祉サービスを提供します。また、介護者の負担軽減

につながる在宅サービスの充実に努めます。 

介護保険事業については、利用者と介護者のニーズに応じた必要なサービス量の確保と

質の向上に努めます。また、関係機関や事業者と連携しながら、在宅生活を支えるサービ

スを提供するとともに、高齢者の活動範囲の拡大を図るための外出支援策についても検討

します。さらに、高齢者の運動機能の維持や増進を図り、家庭における自立生活への復帰

を支援する「しばざくら荘」については、老朽化に伴う施設の改修を進めます。 
 

 ○ 介護保険事業の円滑な実施・運営 
 ○ 介護保険法外の高齢者福祉サービスの実施 

（外出支援サービス、軽度日常生活支援事業など） 
 ○ 介護老人保健施設の改修・整備             など

 

主な取組事業 
 
 
 
 
 

 
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を中心に、関係機関と連携しながら、高齢者施策の総合的な相談

支援体制を構築します。また、高齢者虐待の防止や成年後見制度の利用支援などに努め、

高齢者の権利を守る施策を進めます。さらに、災害時や緊急時などにおける近隣協力者に

よる要援護者への支援体制づくりを働きかけ、民生委員や愛育班などによる従来の活動と

あわせ、高齢者を見守る体制の構築に取り組みます。 
 

 ○ 地域包括支援センターと在宅介護支援センター※の連携

 ○ 在宅介護支援センターの活動の充実 
○ 近隣協力者による高齢者の見守り体制の構築    など 

 

主な取組事業 

※地域包括支援センター 

 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・虐待防止などさまざまな課題に対して、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。 

※愛育班 

地域住民の健康づくり活動に取り組むボランティアグループ 

※在宅介護支援センター 

市内５箇所にある高齢者の介護・福祉・医療・保健に関する総合相談窓口。介護の相談だけでなく、地域での高齢

者の自立した生活への助言や社会福祉サービスへつなげるための連絡調整を行う。 
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  第６節 

  地域でともに暮らす障害者福祉の充実 
 

● 現状と課題 ● 

障害者が、地域社会の中で、自立した生活をすることができる共生社会の実現が求めら

れています。本市においては、身体障害者手帳をはじめ各種の障害者手帳を所持している

人数は、平成18（2006）年３月末現在で 2,126人と全人口比の 4.6％を占めており、その

割合は年々増加傾向にあります。 

国では、ノーマライゼーション※とリハビリテーション※の理念に基づき、障害者の主体

性を尊重した社会参加を推進する中、平成14（2002）年度からは精神障害者を対象とする

居宅生活支援事業が市町村において実施されることとなりました。また、平成15（2003）

年度からは、措置制度から利用者が障害福祉サービスや事業者を選択する支援費制度※に

移行し、障害者の地域生活を支える制度として重要な役割を果たしてきました。さらに、

平成17（2005）年４月には発達障害者の支援のあり方を定めた「発達障害者支援法」が制

定され、平成18（2006）年４月には、障害種別間のサービス格差や複雑なサービス体系な

ど制度上の多くの課題解決に向け、「障害者自立支援法」が施行されるなど、ここ数年、

障害者を取り巻く環境はめまぐるしく変化してきました。 

こうした中、本市では、平成19（2007）年２月に、「西脇市障害者基本計画・障害福祉

計画」を策定し、本市の今後の障害者施策の基本的な方針を示すとともに、計画に基づき、

障害者の自立支援にかかわる総合的な福祉サービスの提供を図っていくこととしています。 

「障害者自立支援法」では、障害者施設に依存していた障害者の地域移行が求められてお

り、そのための日常生活などに対する支援が必要とされています。しかし、本市の在宅障

害者の多くは、市外の障害者施設の福祉サービスを利用していることから、市内でもこう

したサービスが受けられるような拠点施設の整備についても検討していく必要があります。 

また、就労環境においては、地域活動支援センター※や小規模作業所※などのいわゆる福

祉的就労から一般就労を望む障害者も増えてきており、公共職業安定所など関係機関と連

携を図りながら、障害者の持てる能力を就労に結びつける環境整備を進めていくことが必

要です。さらに、障害者が地域社会の一員として、いきいきと暮らせるように、市民一人

ひとりの障害者に対する理解を深め、自立した生活を支えていく地域社会の形成が求めら

れています。 

 ※ノーマライゼーション 

 障害に対するあらゆる社会の障壁を取り除くことで、だれもがひとつの社会の中で互いを尊重しながら、普通の生

活を送ることができる社会を目指すという考え方 
 ※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 

※支援費制度 

障害者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービスの提供を基本として、事業者との対等な関係に基づき、障害者

自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組みをいう。 

※地域活動支援センター 

 

 
地域で生活する障害者の自立と社会参加に向け、日常生活の支援や生活相談、地域交流活動を行う施設 

※小規模作業所 

一般企業などで働くことが困難な在宅の障害者が日常生活訓練や軽作業を障害程度に応じて行う施設 
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● 目指す姿 ● 

障害のある人もない人も、互いを尊重し合い、ともに助け合い、支え合いながら、

その人らしく自立した生活を送ることができる社会になっています。 

 

 

 

● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・国の障害者福祉計画の基本的理念を踏まえ、「西脇市障害者基本計画・障害福祉計画」

を推進し、障害者サービスの一層の充実を図るとともに、地域生活を支える体制の整

備・充実に努めます。 

・障害のある子どもが、持てる能力と可能性を十分に発揮できるよう、健やかな成長と学

習の支援を早い時期から行います。 

・障害者が適性と能力に応じて働くことができるよう、就労の場の確保を図るとともに、

外出支援や社会参加の促進を図ります。 

・障害者に対する認識や理解を深め、障害の有無にかかわらず、地域でともに暮らせるソ

フトのバリアフリー※化とハードのバリアフリー化を推進します。 

【 市民に期待される役割 】 

・地域で生活する障害者に対して、偏見のない理解を深め、手助けが必要なときには支援

を積極的に行いましょう。 

・企業や事業者は、障害者の法定雇用率を遵守しま 

しょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

● まちづくり指標 ● 

 
指  標 現状値 

平成24年度に 

おける方向性 

障害のある人の自立と社会参加の支援が

できていると思う市民の割合 

 

16.3％  

施設入所からの地域生活移行者数 １人  

 
※バリアフリー 

 生活を送る上で妨げとなる障害や障壁（バリア）が社会から取り除かれた状態をいう。障害や障壁には、建物や公

共交通機関などにある階段や段差などの物理的な障害物だけでなく、人間関係の形成における人々の意識も含む。 
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● 施策の展開 ● 

  
 

住み慣れた地域において自立した生活を送ることができるよう、障害者一人ひとりの

ニーズと特性に応じた在宅生活を支える障害福祉サービスの提供体制を整えるとともに、

地域生活を支援する環境整備を推進します。また、障害程度の重度化を防ぎ、生活能力の

向上を図るため、医療の給付やリハビリテーションを推進します。さらに、障害者の日常

生活における不安や悩みに関する相談体制を充実するとともに、障害者の権利や尊厳が守

られるよう働きかけます。 
 

 
 
  

1-601 住み慣れた地域での自立生活の支援 

○ 障害者の在宅生活の支援 
 ○ 地域での居宅の提供 
○ 精神障害者の地域移行支援の推進        など 

 
主な取組事業 

 
 

1-602 障害児の健やかな成長と学習の支援 

身体的な障害や発達障害のある子どもが、その能力と可能性を十分に発揮できるように

成長していくため、関係機関と連携しながら、早い時期から継続的に対応できる相談・指

導体制を構築するとともに、障害の有無にかかわらず、子どもたちが互いに理解し、とも

に学び、育つことのできる環境整備を推進します。また、こうした事業の効果的な推進に

向け、障害に関する知識と理解を深めるための研修を強化し、教職員の専門性と資質の向

上を図ります。 

さらに、学齢期を終えた障害者には、生涯学習の場の提供や個々の能力を生かした社会

参加の機会の確保に努めます。 

 
 ○ 特別支援教育の支援 
 ○ 障害児の学童保育事業            など 

主な取組事業  

 

 
 
1-603 障害者の社会参加と自己実現の支援

障害者の経済的な自立に向け、公共職業安定所など関係機関と連携し、障害者の就労の

場の確保を事業者に働きかけ、法定雇用率※の向上に努めます。また、障害者が自らの意

思に基づき、スポーツ活動や文化活動など、さまざまな活動への参加する機会の充実に努

めます。あわせて、障害者の社会参加を支援するボランティア組織の育成や活動支援にも

努めます。 
 

 ○ 地域生活支援事業 
 ○ 障害者の外出・コミュニケーション支援事業  など

主な取組事業 
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1-604 ともに暮らし、支え合いで築く共生社会の実現 

障害の有無にかかわらず、互いを尊重し合い、手助けが必要なときには、支え合い、助

け合うことができる、ともに暮らせる地域社会の実現に向け、地域に根ざした福祉システ

ムの構築や障害者に対する理解を深めるため、ソフトのバリアフリー化に向けた啓発活動

を推進します。また、障害者をはじめ、すべての人が道路や公共施設を安全、快適に利用

できるよう、ハードのバリアフリー化を計画的に推進します。 
 

 ○ 地域に根ざしたあたたかい福祉システムの構築 
 ○ 人にやさしいまちづくり事業（段差の解消など）など

主な取組事業 
 

 
※法定雇用率 

 障害者の雇用の促進等に関する法律では、一定数以上の規模の企業などに対して、雇用している労働者に占める身

体・知的障害者の割合が定められている。例えば、48人以上の官公庁では 2.1％、56人以上の民間企業では 1.8％

と法定雇用率が定められている。 
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産業が元気！活力とにぎわいあふれるまち  

 

 

 

 

■ 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 

・市民意向調査では、本市での生活が豊かでないと感じる人が５割を超えており、その

うちの４割近くの人が「安定した収入が得られないこと」をその理由にあげています。

また、低迷する地域の経済情勢を反映し、産業の活性化や雇用対策が強く求められて

います。 

・本市には、地域の商業拠点として機能してきた商店街や、織物や釣針といった地場産

業、ブランド和牛の生産などの特色ある産業があり、従来その振興に努めてきました

が、産業構造の変化などに伴い、経済的に低迷しています。 

・地域の産業の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、事業者が消

費者や来訪者の声に耳を傾け、戦略的に連携体制を構築しながら、時代のニーズに応

じた商品や技術、サービスを多様な手段で提供していくことが必要です。 

・雇用と地域経済の活性化のため、企業の誘致が大きな課題となっていますが、事業者

が進出しやすい基盤整備に加え、市民全体で魅力ある地域を築き、事業者を受け入れ

る環境を創出していくことが重要です。 

・新しい産業の創出に向けては、地域の現況を十分に分析し、地域資源を生かしながら

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

業やグローバル経済に左右されない地域内での経済循環の創出に向けた経済戦略を検

討していくことが必要です。 

 

第２章 
＜ 産業・経済 ＞
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 ■ 分野の政策・施策体系 

 
 
 
 
 
 
 

 2-201 地場産業の振興 

2-202 中小企業への支援 

2-101 商業活動の活性化支援 

2-102 商業経営体制の強化・支援 

2-103 播州織ファッション特区事業の推進 

2-203 企業誘致の推進 

第２節 活力を生み出す地場産業・工業の振興 

第１節 活気とにぎわいある商業の振興 

2-301 観光資源の整備・発掘と交流イベントの実施 

2-302 地域資源を生かした交流の促進 

第３節 地域資源を生かした多様な観光と交流の促進 

2-401 持続可能な農業の推進 

2-404 畜産物の安定した生産体制の強化 

2-402 消費者に求められる農業の推進 

2-403 生産を支える農業農村基盤の整備と維持管理 

第４節 地域特性と魅力を高めた農林業の振興 

2-405 森林の整備と適正管理 

2-501 雇用の安定と就労の促進 

2-502 地域経済の活性化による就労機会の拡大 

2-503 勤労者福祉の充実 

第５節 暮らしを支える産業の創出と就労環境の向上 
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第１節 

  活気とにぎわいある商業の振興 
 

● 現状と課題 ● 

本市は基幹産業である播州織※の発展に伴い、古くから播磨内陸地域の広域商業拠点と

して機能してきました。市内には、中心市街地の「中央通り商店街」、旧黒田庄町中心部

の「黒田庄商店街」、上野・下戸田地区に形成された「自遊空間きらら」、野村地区の沿

道型商店街「しばざくら通り商店会」の４つの商業地区が形成されています。また、交通

網の発達による購買圏の拡大に対応するため、国道 175号と国道 427号が分岐する市街地

の東部を商業核と位置付け、大型商業店舗の出店を進めてきました。 

しかし、播州織の停滞や近隣市町での大型商業店舗の立地などの影響により、本市の商

業拠点としての機能が弱まってきており、平成９（1997）年以降、商業総販売額は減少傾

向にあります。特にかつて隆盛を誇った中心市街地の商店街では、居住人口の減少による

空洞化が進行し、商業従事者の高齢化や駐車場不足など消費者ニーズへの対応の遅れに加

え、大型専門店やコンビニエンスストアなどの新しい商業形態が進出したこともあり、廃

業などによる空き店舗が増加しており、商業機能の低下が顕著に現れています。 

このような中、平成18（2006）年度から、中心市街地活性化と地場産業の振興を図るた

め、地域からの提案による「播州織ファッション特区事業」が展開されています。また、

国においても、郊外部への大規模集客機能の拡散的立地を抑制し、中心市街地の衰退を食

い止めるため、「中心市街地活性化法」、「大規模小売店舗立地法」、「都市計画法」、

のいわゆる「まちづくり三法」が改正されました。商業の活性化は、本市にとって重要な

課題であり、今後、これら法制度に基づく商業機能の適正な立地誘導を図りながら、まち

づくりの観点から各商業地区の個性化とネットワーク化などの方策を関係機関と協力しな

がら、検討していく必要があります。 

今後、商店街の活性化に向けては、市民生活に密着した地域の商店としての特性を生か

した店舗づくりに努めるとともに、さまざまな活動が行える交流空間として、にぎわいを

創出していくことが求められています。また、道路整備と連動した商業環境の整備やマー

ケティング※・情報発信機能の強化など、商店の近代化・合理化を図っていくことも必要

となっています。 

さらに近年は、教育や福祉、外食やレジャー、情報などのサービスに対する需要が高

まっており、これに伴うサービス産業の拡大もみられることから、今後の地域の発展に向

けて、こうした動向も視野に入れながら、商業の構造的な転換についても検討していくこ

とが必要です。 

 

 

 

 

 本市を中心に、兵庫県内陸部で栄えてきた綿織物業の呼称。江戸時代後期に始まり、第二次世界大戦後、黄金期を

迎えた。まず、糸を各種の色に染め上げ、これらの色糸を使ってさまざまな模様に織り上げる先染織物であり、先

染綿織物としては、全国シェアの約80％を誇っている。 

※マーケティング 

顧客のニーズを的確に把握し、製品計画を立て、最も有利な販売経路を選ぶとともに、販売促進努力により、需要

の増加と新たな市場開発を図る企業の諸活動をいう。 

※播州織 
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● 目指す姿 ● 

商業者・行政・関係機関が一体となった地域密着型の商業の振興や、魅力ある商店

街づくりが行われることにより、活気とにぎわいが創出されたまちになっています。 

 

 

 

● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・商工会議所などの関係機関との連携を図りながら、にぎわい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。 

・商業環境の向上や商業地域の拡大に向けた都市基盤の整備を検討するとともに、潜在的

な商業需要を発掘するため、コミュニティビジネスについての研究を進めます。 

・融資制度など商業経営の安定化に向けた各種支援策を推進するとともに、商業の担い手

の育成支援を行います。 

・空洞化する中心市街地の求心性を高めるため、「播州織ファッション特区事業」を推進

します。 

【 市民に期待される役割 】 

・商業者としての経営努力を怠らず、独自の商品を作る、積極的な販売促進を図る、市民

との対話のある商売を心がけるなど、魅力ある商店と商店街づくりを進めましょう。 

・市民と商業者が互いの有用性を認め合い、「バイ・イン・西脇市」を標語に、市民は市

内で積極的に商品を購入しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● まちづくり指標 ● 

指  標 現状値 
平成24年度に 

おける方向性 

魅力ある商店や買物ゾーンが形成されて

いると思う市民の割合 
34.8％  

市内での日常的な買物が不便であると感

じている市民の割合 
32.2％  

商業年間販売額 11,077 千万円 
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● 施策の展開 ● 

  
 

商店街や商工会議所などの関係機関と連携を図り、イベントの開催、共通商品券の発行

など消費者の利便性の向上や購買を促進するための支援を行い、商店街への来街者や市内

での購買者の増加に努めます。 

また、本市の特産品を材料とする新商品の開発や、販路の拡大とともに、複雑化・多様

化する消費者ニーズに素早く、きめ細かく対応するため、情報通信技術を活用したサービ

スなど、新たな形態のサービスを展開する商店づくりを支援します。さらには、商業環境

の向上のため、道路やまちなみ整備についても検討を進めます。 

一方、潜在的な商業需要の発掘に向け、地域が主体となって展開していくコミュニティ

ビジネスの研究も進めます。 
   

 
 
 
 
 
 
 

2-101 商業活動の活性化支援  

2-102 商業経営体制の強化・支援 

 ○ 地域商業対策事業 
（産業フェスタ・あきんど塾事業など） 

 ○ 地域商業活性化支援事業 
（共通商品券の発行支援・商業振興イベントの開催など）

○ 商工業振興事業（商工会議所・商工会の補助） など 

 

 

主な取組事業 

商工会議所など関係機関との連携を強化しながら、融資制度や助成制度などの金融支援

策を推進し、商店街の育成と商業者の経営安定を図ります。また、後継者や意欲ある新規

参入事業者など商業の担い手育成を支援するため、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。 
 

 ○ 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              など 

 

主な取組事業  
 

 

 
 
2-103 播州織ファッション特区事業の推進 

中心市街地の活性化と地場産業である播州織の振興を図るため、播州織ファッション特

区事業の支援を行い、芸術系大学などとの産官学の連携による新商品の開発や、空き家を

改装したデザイナーショップなど販売店舗の立ち上げ、さらには播州織の象徴であるのこ

ぎり屋根※の工場跡を活用した展示ギャラリーや生地の販売を行う工房の開設を進めます。 
 

 ○ まちづくり連携商店街活性化事業 
  （中心市街地播州織ファッション特区事業）   など

主な取組事業  
 

 かつて全国各地で見られた織物工場の建築様式で、工場内の作業に適した光を採り入れるため、北側の傾斜面に天

窓があるのこぎりの歯のような小刻みに傾斜角の異なる屋根をいう。 

※のこぎり屋根  
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第２節 

  活力を生み出す地場産業・工業の振興 
 

● 現状と課題 ● 

本市を代表する地場産業としては、 200有余年の伝統を誇る播州織と播州釣針※があり

ます。特に播州織は、基幹産業として本市の発展を古くから支え、市内には関連産業も多

く集積していますが、オイルショック※や円高の進行による打撃が大きく、低価格な海外

製品の流入や原材料などの高騰も加わり、平成17（2005）年の生産量は、ピーク時である

昭和62（1987）年の４分の１を割り込んでいます。このため、播州織のブランド化や輸出

強化に取り組む一方、小ロット※・短納期に対応できる体制づくり、さらには、播州織産

地の組合組織の一本化など産地の構造改革が求められています。 

また、播州釣針は、本市を中心とする播磨内陸地域が国内の９割近くの市場占有率を

誇っており、その中には、国指定の伝統的工芸品※で、地域ブランド※として商標登録を受

けた播州毛鉤があり、高度な熟練した技能による手づくりの製品は全国的に高い評価を得

ています。一方で、こうした技術の継承者や若年労働者の不足といった問題が生じてきて

おり、事業所間格差の拡大や生産工程の一部海外移転などもみられ、近年は釣り人口が減

少傾向にあることから、先行きが不透明な状況にあります。 

市内の事業者の多くが中小企業であることから、地場産業をはじめ、工業の振興におい

ては、急速な技術革新や産業の情報化に対応するため、経営の改善や人材育成、異業種間

交流などによる新たな事業展開が求められています。 

こうした工業の振興とともに、地域の特性を生かした新たな企業立地を促進するため、

交通網や情報通信基盤など産業基盤の整備を図っていくことが不可欠です。本市では、平

成４（1992）年に半導体製造工場が立地したことにより、工業製品出荷額が伸びているこ

とから、企業需要に速やかに対応できる工業用地の確保に努めることにより、新規産業の

導入を促進し、不況に強い多様な産業構造を構築する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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る産品で、2006年度末で全国に 210

品目ある。指定の主な要件としては、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。 

※地域ブランド 

 商品名に特定の地域名を冠した商標。地域名と商品名のみからなる文字商標の場合には、全国的な知名度がなけれ

ば商標登録は不可能であったが、近年、ブランドとして他の産地との差別化を図る動きが広がってきたことから、

2005年に商標法が改正され、出願団体がそのブランドを地元などに広めたことが確認できれば、地域団体商標とし

て登録が認められるように要件が緩和された。 

※ロット 

仕入・製造などの業務で発生する製品単位 

 江戸時代から本市を中心に生産が始まった地場産業。高い技術力が要求される疑似餌の「播州毛鉤」は、1987年に

伝統的工芸品に指定されている。 

※オイルショック 

アラブ産油国の原油生産削減と価格の大幅な引上げにより、石油を主なエネルギー資源とする先進工業諸国にもた

らされた深刻な経済的混乱をいう。第１次は1973年、第２次は1979年に発生した。石油危機ともいう。 

※播州釣針 
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● 目指す姿 ● 

地場産業をはじめとする既存工業の活性化はもとより、新規企業の誘致や新産業の創出

などで産業が活性化することにより、経済的な豊かさや生活のゆとりを実感できる活力と

活気があふれるまちになっています。 

 

 

 

 

● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・地場産業の振興のため、地域ブランドの確立に向けた取組や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。 

・中小企業の経営安定に向けた支援制度を充実するとともに、起業に向けた支援を行いま

す。 

・技術高度化や市場ニーズの多様化に対応するため、各種研修制度の活用を促進し、企業

の人材育成を支援します。 

・不況に強い産業構造を構築するため、新たな企業誘致活動を積極的に展開します。 

【 市民に期待される役割 】 

・事業者自らが、誇りと進取の気風を持ち、常に意識改革を行いながら、産官学連携によ

る新しい商品開発や販路の拡大などを進めましょう。 

・播州織や播州釣針などの地場産業の製品を「メイド・イン・西脇」として、市民自らが

誇りに思い、その良さを幅広くＰＲしていきましょう。 

 

● まちづくり指標 ● 

 
指  標 現状値 

平成24年度に 

おける方向性 

工業製品年間出荷額 11,349 千万円  

 

 

 

 

 

 

● 施策の展開 ● 

  
 2-201 地場産業の振興  

地場産業の活性化を図るため、業界団体と連携し、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支援します。

また、播州織を地域ブランドとして確立するため、「播州織ブランド委員会」などを設置

し、産地製品の高品質化を図るとともに、ファッションショーや見本市※などを通じて市

場にＰＲすることで、需要の喚起に努め、販路開拓と産地活性化の促進を支援します。 
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さらに、中心市街地での「播州織ファッション特区事業」を展開するとともに、都市部

に播州織アンテナショップ※を開設するなど、その魅力を広めます。また、播州毛鉤につ

いては、技術継承者などの人材育成に努めます。 

 
 ○ 財団法人北播磨地場産業開発機構の支援 
 ○ 中小企業団体振興事業（製品開発研究の支援など） 
 ○ まちづくり連携商店街活性化事業【再掲】 

（中心市街地播州織ファッション特区事業）   など 

 

主な取組事業 
 

 

 

 

  
 2-202 中小企業への支援  

商工会議所など関係機関との連携を図り、市内の企業間の交流を促進するとともに、競

争力や生産力の向上を目指した新技術の導入や新製品の開発などの促進を支援します。ま

た、産業技術の高度化や市場ニーズの多様化に対応するため、地域職業訓練センター※を

拠点に技術指導や経営指導などの研修制度の活用や人材の育成を支援します。中小企業の

経営安定や設備改善に向けては、低利融資制度を充実します。 

さらに、ＩＴ関連、福祉などの新分野における将来性のある企業の受入体制を整えると

ともに、起業の育成支援にも努めます。 

 
 ○ 商工業振興事業（商工会議所・商工会の補助）【再掲】

 ○ 中小企業事業資金の融資【再掲】 
○ 中小企業事業資金保証料の補給【再掲】     など  

 

主な取組事業  

 

 

  
 2-203 企業誘致の推進  

就業機会の拡大を図るため、総合的な土地利用の方針や交通体系の整備を視野に入れ、

市街化調整区域※に地区計画※や特別指定区域制度※を活用した産業誘導地区を整備し、新

たな企業の誘致を進めます。また、産業誘導地区以外においても、市街化区域内の工業系

用途地域の空き地活用による企業の進出や工場の集約化を促進します。 

 
 ○ 産業誘致地区計画の策定 
○ 特別指定区域制度の活用            など

主な取組事業  

 
※見本市 

企業が新しい商品や製品などを展示・陳列し、紹介・宣伝しながら取引を行う展示会 

※アンテナショップ 

 

製造・流通業者などが、新製品などを試験的に販売する店。消費者の反応を探り、情報収集を主な目的としている。

※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や施設の提供など、職業能力の開発・向上を図るため

の施設。本市には、兵庫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。 

※市街化調整区域 

 都市計画法に定める区域の１つで、市街化を抑制すべき区域。開発行為は一定のものを除いて許可されない。 

※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街区を整備・保全するための計画をいう。 

※特別指定区域制度 

 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、住民が地域の課題を解決に取り組み、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。 
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第３節 

  地域資源を生かした多様な観光と交流の促進 
 

● 現状と課題 ● 

北播磨地域では観光客数が増加傾向にあり、平成17（2005）年度の本市の観光客数は約 

1102万人となっています。本市には、「日本へそ公園」や全国的にも高い人気と利用率を

誇る「東はりま日時計の丘公園」のオートキャンプ場などの観光施設がありますが、小規

模な観光資源が点在していることから、大半が日帰りの観光客となっています。一方で、

京阪神都市部から近距離にありながら、豊かな自然や文化を有していることが、本市の観

光客増加の要因となっていることから、新たな地域資源の発掘や地域が主体となった交流

活動を促進することにより、自然や地域文化に親しむ機会を創出し、観光客を増やしてい

くことが課題となっています。  

本市では、兵庫県や隣接する多可町とも連携し、地域活性化と都市との交流の促進に向

け、平成６（1994）年に「北はりまハイランド構想※」を策定し、「北はりまハイランド

推進協議会」を設置して、計画の推進に取り組んでいます。この構想に基づき、平成14

（2002）年には、地域全体を屋根のない博物館と見立てた「北はりま田園空間博物館構

想」を立ち上げ、その情報発信拠点として「北はりま田園空間博物館総合案内所」を開設

し、ＮＰО法人による事業運営が展開されています。また、平成15（2003）年には、大正

期に建造され、国登録有形文化財※である旧来住家住宅の一般公開が始まるなど、観光交

流の拠点整備を進めてきました。さらに、兵庫県や近隣市町とも連携しながら、北播磨地

域全体での交流イベントの開催にも取り組んでいます。 

定住人口の減少が進む中、地域の活性化のためには、継続的に交流人口の増加を図って

いくことが不可欠となっています。特に県外からの観光客数の増加や将来にわたって本市

を訪れるリピート客層の創出に向け、観光資源の有効活用や各観光資源間のネットワーク

化を進めながら、体験型観光エリアの整備を図るなど、ツーリズム※客数の増加に取り組

み、新たな観光需要を生み出すとともに、地域からの情報発信能力を高めていくことが必

要です。 

さらに、観光要素である「見る」、「食べる」、「遊ぶ」をトータル的にコーディネー

トし、あたたかい「おもてなし」の心で迎え、本市での滞在を楽しめる施策について検討

していくことが必要です。 

 

 
※北はりまハイランド構想 

 本市と隣接する多可町において、豊かな自然の中で、地域特性を生かした都市部との交流を促進し、地域の活性化

を図っていくことを目的とした構想 

※国登録有形文化財 

近代の文化財建造物を後世に幅広く継承していくため、文部科学大臣が文化財登録原簿に保存・活用についての措

置が特に必要とされる文化財建造物を登録する制度 

※ツーリズム 

 

 

 
「観光」を意味し、広義では業務も含む旅行そのものと解釈されている。物見遊山的な観光に対し、ツーリズムと

は体験型観光として位置付ける動きも進んでいる。 
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● 目指す姿 ● 

豊かな自然や歴史文化、伝統産業など多様な地域資源を活用し、魅力に満ちた地域

づくりが進められ、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、に

ぎわいと活力があふれるまちになっています。 

 

 

 

 

● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・既存の観光施設の整備を進めるとともに、近隣市町と連携しながら、観光施設の広域的

なネットワーク化を図ります。 

・魅力ある観光資源の発掘に努めるとともに、地域資源に関する情報を積極的に発信しま

す。 

・観光案内を行うグループや地域での交流イベントの支援を行います。 

・「北はりまハイランド構想」に基づく、都市との交流舞台づくりを推進するため、北は

りま田園空間博物館事業などを通じて、その実現に努めます。 

【 市民に期待される役割 】 

・市民のだれもが、本市のすばらしい地域資源を愛し、誇りを持ち、広く地域情報を発信

していきましょう。 

・本市の来訪者を、市民があたたかい「おもてなし」の心を持って受け入れ、応対しま

しょう。 

・播州織をはじめ、誇れる地場産業や身近な地域資源を観光資源として積極的に活用し、

地域の活性化に取り組んでいきましょう。 

 

● まちづくり指標 ● 

指  標 現状値 
平成24年度に 

おける方向性 

市民参加型のイベントが必要であると感

じる市民の割合 
664.7％  

北はりま田園空間博物館総合案内所の来

場者数（サテライト案内含む。） 
225 千人  

北はりま田園空間博物館の登録サテライ

ト数（市内） 
93 箇所  

特産品開発研究商品数 ２品  
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● 施策の展開 ● 

  
 
「日本へそ公園」や「東はりま日時

計の丘公園」などの観光施設の整備や

リニューアルに努めるとともに、近隣

市町とも連携し、周遊性のある観光

ルートの設定や新たな観光資源の発掘

に努めます。また、おもてなしの心で

来訪者を迎え、観光案内を行うグルー

プの養成を図ります。 
さらに、本市が「日本のへそ」であ

ることから名付けられた「へその西

脇・織物まつり」を市民が主体となっ

て実施する祭りとして、内容の充実に努めるとともに、観光協会や自治会など地域が主体

となった観光・交流イベントの開催を支援します。 
   

 
 

 

 
 

2-301 観光資源の整備・発掘と交流イベントの実施 

2-302 地域資源を生かした交流の促進 

 ○ 観光協会補助事業 
 ○ 北はりま田園空間博物館構想の推進 
 ○ へその西脇・織物まつり委託事業       など  

 

主な取組事業 

「北はりまハイランド構想」に基づく北はりま田園空間博物館事業の積極的な展開を図

り、都市との交流促進につながるイベントを開催するとともに、地域資源の掘り起こしと

活用を推進します。また、地域の農産物の直売や豊かな自然とのふれあいなどをテーマと

したグリーンツーリズム※を推進します。さらに、播州織や播州釣針の産地であることを

生かし、地場産業の施設見学や加工体験など、来訪者と地域住民や産業従事者とのふれあ

いを生み出す交流メニューづくりを進め、リピーター※の増加につなげます。 
一方、来訪者の増加に向け、ホームページの活用や情報誌の発行により、地域情報を広

く発信していくとともに、観光事業者との連携についても検討します。 
 

 ○ 北はりま田園空間博物館構想の推進【再掲】 
○ 伝統的工芸品産業振興事業           など  

主な取組事業  
 

※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をいう。 

※リピーター 

繰り返す人。旅行などで同じ場所を再び訪れる人や、同じ商品を気に入って何度も購入する人を指す。 
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第４節 

  地域特性と魅力を高めた農林業の振興 
 

● 現状と課題 ● 

本市には、加古川上流域を中心に優良な農地が多くあり、「有機の里づくり※」や市場

から高い評価を得ている黒田庄和牛の生産などに取り組んできました。 

しかし、全国的な傾向と同様、農業従事者の高齢化と若年層の農業離れによって農業を

担う人材不足が深刻化しており、農業生産の減少と農地の遊休化が進んでいます。こうし

た中、わが国の農業政策においても、特定農地貸付事業※による農業への企業参入が認め

られ、平成19（2007）年度から、認定農業者※などの営農意欲の高い農業者を対象とした

経営所得安定政策へと大きく変わろうとしています。このような現状を踏まえ、農地の利

用集積を積極的に進めるとともに、認定農業者を中心とした中核農家の育成や複合経営的

な集落営農組織※の育成が急務となっています。 

農業生産においては、米だけでなく、地域の特性を生かした農産物を生産し、差別化や

地域ブランド化を図っていくことも必要です。現在、水稲では山田錦・コシヒカリ、野菜

ではレタス・白ねぎなどの８品目が「ひょうご食品認証制度※」の認証を受け、また、本

市の地域ブランドとして西脇メロンなどが販路を確保しつつありますが、栽培面積も少な

いことから、栽培農家や栽培面積の拡大に向けた技術支援などを継続していくことが必要

です。また、農業の持つ多面性に着目し、生産から加工・販売まで一手に担う活動組織の

設立や農業生産グループの育成も重要な課題となっています。 

安全・安心でおいしい農産物が求められている今日、産地から食卓に至るまで食の安全

性を確保し、消費者から信頼を得ることが販路拡大のために必要な条件となっています。

これまで本市においては、畜産農家と連携し、化学肥料を控え、たい肥を活用した有機農

法による農産物の生産に取り組んできましたが、今後もこうした取組を拡大し、資源循環

型農業を確立していくことが必要です。また、地域の農産物を生かし、優れた食文化の継

承と健全な食生活を実践する食育の推進も求められています。 

農業生産の基盤となる農地や農業施設については、ほ場整備はおおむね完了しているも

のの、老朽化の進んでいる用排水路や井せき、ため池などが数多くあります。ため池につ

いては、重要度・危険度の高い箇所から優先的に改修していますが、用排水路や井せきな

どについては、補助金の削減や農家戸数減少に伴う地元負担の増加などの理由により、改

修に着手できない施設も数多くあり、今後はこうした施設の適正な維持管理が課題となっ

ています。 

一方、林業については、木材価格の低迷が続く中、森林所有者の世代交代などにより、

荒廃した森林が広がりつつあります。今後は、森林組合などの関係機関と連携しながら、

県民緑税※などを活用し、森林の公益的機能の維持に向けた整備を推進することが求めら

れています。 
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 ※有機の里づくり 

 耕種農家と畜産農家が連携した資源循環型の農業生産体制を確立するとともに、化学肥料や化学合成農薬の使用を減

らし、農地の有機土壌化を進めることで、安全で安心な農産物を生産する取組をいう。 

※特定農地貸付事業 

 
 

地域活性化と農地の有効利用の観点から、市町村が別途定めた区域において、農業生産法人以外の法人のリース方

式による農地の権利を取得すること。  
※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をいう。認

定農業者になると低利融資や税制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、農業生産の全部又は一部について共同で取り組む組織 
 ※ひょうご食品認証制度 

 2004年に創設された制度で、環境に配慮した生産方法や品質の個性・特長があり、安全性や安心感が確保されてい

る兵庫県産の農林水産物とこれらを主原料として製造された加工食品を対象に認証するもの。 

※県民緑税 

 
 

 豊かな緑を次世代に引継ぎ、緑の保全・再生を社会全体で支えていくため、2006年度から導入された兵庫県独自の

目的税。徴収した税は、森林の整備や都市の緑化推進などに充当される。  
 

● 目指す姿 ● 

美しい農山村空間の中で、地域特性を生かした魅力ある農業が振興し、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、多様な農業の担

い手が誇りと生きがいを持って、いきいきと暮らすまちになっています。 

 

 

 

 

● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・持続可能な農業の推進に向け、認定農業者や集落営農組織をはじめとする担い手農家の

育成強化を図るとともに、需要に応じた米づくりと農作物の産地化を推進します。 

・農業の持つ多面的機能に着目し、生産から加工・販売に至るまで一貫した事業の展開や、

地域特性に適した農業生産について検討を行います。 

・農地の有機土壌化を推進し、有機農産物の生産や農産物の各種認定制度の活用を図り、

安全・安心な農作物の生産と地域ブランドの確立に努めるとともに、地産地消を推進し

ます。 

・農業生産と農村生活を支える基盤と環境の整備・保全を推進します。 

・黒田庄和牛をはじめとする畜産農家の生産力の向上と販路の拡大を推進します。 

・森林の公益的機能の維持と増進に向け、適正な保全に努めるとともに、人と自然のふれ

あいの場として、里山の有効活用を図ります。 

【 市民に期待される役割 】 

・生産関係者は、効率的な農業経営に向け、認定農業者の活用や集落営農などの組織化を

主体的に推進し、その自立と強化に取り組みましょう。 

・生産関係者は、農産物のブランド化や特産品開発に向けて、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みましょう。 

・生産関係者は、持続可能な農業の推進に向け、需要に応じた米づくりと農作物の産地化
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に、積極的に取り組みましょう。 

・生産関係者は、農業・農村体験やイベントを積極的に展開し、消費者との交流を深めま

しょう。 

・市民は、地元農産物・畜産物を積極的に購入・消費し、地産地消に心がけましょう。 

・生産関係者と市民は、農業農村基盤の長寿命化を図るとともに、美しい農村環境を保全

するため、基盤施設などの適正な維持管理に取り組みましょう。 

・本市を代表する特産品である黒田庄和牛のブランド化の定着に向け、市民は積極的にＰ

Ｒを心がけるとともに、生産関係者はさらに安全でおいしい畜産物の提供に向け、技術

向上に努めましょう。 

 

● まちづくり指標 ● 

 
指  標 現状値 

平成24年度に 

おける方向性 

地元農産物・畜産物を意識して購入する

市民の割合 
42.9％  

有機農産物を意識して購入している市民

の割合 
40.5％  

担い手農業者（認定農業者）数 17 人 
 

 

「ひょうご食品認証」の品目数 ８品目  

農業産出額 1,880 百万円  

畜産飼養頭数 
乳用牛   445 頭

肉用牛  1,472 頭
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● 施策の展開 ● 

  
 2-401 持続可能な農業の推進  

生産性の合理化と経営の安定を図るため、意欲的に農業に取り組む認定農業者や、集落

営農組織などの担い手農家の育成・強化を支援するとともに、水田農業をはじめとする農

業の推進に取り組みます。また、農村の活性化を図るため、市民農園※などを利用した都

市住民との交流活動を支援するとともに、学童を対象とした農業体験学習を実施します。 
さらに、生産だけにとどまらない農産物の加工や販売を手がける活動組織の設立や育成

を支援し、本市の特性に適した魅力のある農作物の栽培や、特産品開発と販売に向けた検

討を行います。 
   

 
 ○ 担い手育成総合支援協議会の補助 
 ○ 担い手育成対策の推進 
 ○ いきいき農業体験事業 

○ 特産品の開発振興事業             など 

 

主な取組事業  

 

 

 
 
2-402 消費者に求められる農業の推進 

消費者ニーズに合った、安全・安心で信頼される農産物の生産に向け、畜産たい肥を活

用した農地の有機土壌化を推進し、農薬や化学肥料の使用を控えた有機農業を普及してい

きます。また、こうした有機農法の推進により、安全・安心で高付加価値化を実現した有

機農産物や特産品を本市の地域ブランドとして確立していきます。そのため、良質なたい

肥を生産するための拠点施設として土づくりセンターを整備するとともに、各種生産物評

価システムを導入し、農産物などの各種認証制度の活用を図ります。 
また、学校給食をはじめ、地元での消費拡大や食育の展開などにより、地産地消を推進

します。 
 
 
 
 
 

 ○ 自然にやさしい農業の推進 
 ○ 土づくりセンターの施設整備 
○ 地産地消の推進（地元農産物の学校給食での利用など）

○ 担い手育成対策の推進【再掲】 
○ 特産品の開発振興事業【再掲】          など  

 

主な取組事業 

 
 
 
2-403 生産を支える農業農村基盤の整備と維持管理 

農産物を安定供給するため、用排水路施設など農業生産基盤や農村環境の整備を推進す

るとともに、警戒ため池※の改修などにより、生産と生活の場である農村の総合的な整備

を図ります。また、既設の生産基盤については、施設の長寿命化に向け、適正な維持管理

と保全の強化に努めます。さらに、有害鳥獣による農作物の被害を防ぐため、防護さくの

設置などを進めます。 
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 ○ 農業農村基盤整備事業の推進（警戒ため池の改修など）

 ○ 美しい村づくり総合整備事業（黒田庄地区） 
 ○ 土地改良施設維持管理の適正化の推進 
○ 農地・水・環境保全向上活動の推進          など 

 

主な取組事業 

 

 
 
2-404 畜産物の安定した生産体制の強化 

本市の特産品の柱である黒田庄和牛をはじめ、畜産物の安定供給に向け、耕種農家や農

業協同組合など関係機関と連携し、安全な飼料の増産を支援するとともに、畜産農家の認

定農業者支援や後継者となる新規就農者の育成に努め、生産力と品質の向上に努めます。

また、黒田庄和牛のさらなる普及とブランド力の強化に向け、畜産農家に対する生産技術

の向上を図る研修会を関係機関と連携して実施するとともに、販路拡大に向けた取組を推

進します。 

 

 

 

 ○ 土づくりセンターの施設整備【再掲】 
 ○ 畜産振興事業（研修の実施など） 
 ○ 畜産業の担い手育成             など

 

主な取組事業 

 

 
 
2-405 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などさまざまな公益的機能を持つ森林づくりに向け、

県民緑税を活用し、兵庫県や森林組合など関係機関と連携しながら、間伐や防除などに取

り組むことにより、森林の荒廃防止と適正な保全に努めます。また、生活に結びつき、多

様な生物が息づく里山※については、人と自然がふれあう場として中畑林間ファミリー園

などの整備を行ってきましたが、市民の憩いや子どもたちの学習体験の場として活用する

ため、森林ボランティアの協力による森林体験活動の取組を推進するとともに、良好な状

態を保全する環境整備と維持管理を強化します。 
 
 
 
 

 ○ 森林整備活動の支援 
 ○ 緊急防災林整備事業 
 ○ 治山事業 
○ 環境対策育林事業（人工林の間伐助成など） 
○ 分収造林事業                              など 

 

主な取組事業 

 
 

※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。 

※警戒ため池 

老朽化による決壊などの危険度が高く、改修が必要なため池で、兵庫県が指定する。 

※里山 

 
 
  集落・人里に接した山。かつては、薪・炭の供給や落葉によるたい肥づくりなど、地域の経済活動と密着した山で

あったが、石油エネルギーへの転換や開発などで失われたり、人の手が入らなくなってきている。近年、多様な生

物が生育・生息している空間として見直されはじめ、保全活動も推進されている。 
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第５節 

  暮らしを支える産業の創出と就労環境の向上 
 

● 現状と課題 ● 

雇用情勢は景気の回復とともに、全国的に緩やかな回復傾向にあり、西脇公共職業安定

所（西脇市・小野市・加西市・加東市・多可町を管轄）管内の有効求人倍率も、平成19

（2007）年３月現在で1.28倍となっており、徐々に回復傾向にあります。しかし、本市に

おいては、地域経済の中核をなす地場産業が低迷しており、新規産業の立地による新たな

雇用創出についても、本市全体の雇用安定にまでは至っていない状況です。平成16

（2004）年度の就業者１人当たりの市内総生産、人口１人当たりの市民所得、ともに県内

29市のうち27位となっており、兵庫県平均や近隣都市と比較して低い水準にあります。ま

た、市民意向調査においても、本市での暮らしについて「豊かである」と感じている人が

３割程度にとどまっており、５割を超える「豊かでない」と感じている人の多くが、その

理由として、「安定した収入が得られないこと」をあげています。 

このため、企業の誘致や新たな産業を創出し、就労機会の拡大を図るとともに、就労機

会に関する情報提供体制を充実させ、多くの市民の働く場が確保され、経済的に自立して

豊かに暮らすことができるまちづくりが強く求められています。 

一方で、地域の雇用や経済の活性化につながる企業誘致に当たっては、土地利用の方針

や環境の保全に十分配慮しつつ、基盤整備を進める必要があります。本市は、市街化区域

内に工場用地として有効活用ができる適地が少なく、市街化調整区域に用地の確保を求め

ざるを得ないことから、「平野東・中・西地区」、「比延山麓北地区」、「鹿野地区」に

ついて、地元と調整を図りながら企業誘致を推進していくことを検討しています。こうし

た市街化調整区域内での工場適地の開発に向け、開発可能な遊休地の活用について調査研

究を行い、都市計画法の地区計画や特別指定区域制度の活用を積極的に検討していく必要

があります。 

また、新たな産業の創出に向けては、地域が抱えるさまざまな課題を事業化して対応す

るコミュニティビジネスや、雇用形態の多様化を踏まえたワークシェアリング※などにつ

いても検討を進めていく必要があります。さらには、就労環境の向上と自立した地域経済

の構築に向け、グローバル経済に左右されない地域内での経済循環の仕組みについても、

今後研究していくことが必要です。 
 
 

※ワークシェアリング 

 仕事をより多くの労働者で分かち合うことにより、雇用の維持や増大を図ることをいう。 

 

● 目指す姿 ● 

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っており、安心して働くこと

ができる社会になっています。 
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● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・公共職業安定所など関係機関との連携を図り、就労機会に関する情報提供や相談体制を

充実します。 

・安定した雇用確保に向け、地域職業訓練センターを中心に、労働者の技術の高度化や能

力開発を支援するための事業を展開します。 

・就労機会の拡大を図るため、企業誘致活動を積極的に展開します。 

・地域経済の活性化に向けて、新たな産業の創出など総合的な経済政策についての調査研

究を進めます。 

・勤労者の快適で安定した生活を保障するため、勤労者福祉の充実を図ります。 

【 市民に期待される役割 】 

・市民一人ひとりが、就労のための努力を行い、チャレンジ精神を持って、専門的な知識

や技術の習得に努め、働くことに生きがいと喜びを感じましょう。 

・企業誘致に当たっては、さまざまな機会を通じ、本市のＰＲに努め、市民の持っている

企業誘致の情報を行政に提供するなど、積極的に協力しましょう。 

・コミュニティビジネスなど新たな産業の創出に向けて、ともに考え、活動の受け皿づく

りに協力しましょう。 

 

● まちづくり指標 ● 

指  標 現状値 
平成24年度に 

おける方向性 

就労の場が充実していると感じている市

民の割合 
9.4％  

市内の就業者数 21,616 人  
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● 施策の展開 ● 

  
 

公共職業安定所やシルバー人材センター※などの関係機関と連携しながら、若年者・高

齢者・障害者・性別など世代や特性に応じた就労機会に関する情報提供の体制を充実する

とともに、就労に向けた支援を行います。 

また、中小企業への融資制度の活用や経営改善指導の充実や、団塊世代の退職に対応し

た高齢者継続雇用制度の普及・啓発により、企業の経営安定化を図り、雇用の拡大と確保

に努めます。さらに、国・兵庫県をはじめ、関係機関と連携しながら、働きやすい職場環

境の整備や職業意識の啓発を行うとともに、労働者の技術向上や能力開発に向け、地域職

業訓練センターでの各種事業を支援します。 
   

 
 

 

 
 

2-501 雇用の安定と就労の促進 

2-502 地域経済の活性化による就労機会の拡大 

 ○ 中小企業の訓練推進事業 
 ○ シルバー人材センター補助事業 
  ○ 中小企業事業資金の融資【再掲】        など  

 

主な取組事業 

市内における就労機会の拡大を図るため、市街化調整区域に地区計画や特別指定区域制

度を活用した産業誘導地区を整備し、新たな企業誘致を進めます。 

また、地域経済の活性化に向けて、新たな産業の創出や地域社会の多様な社会ニーズを

満たすコミュニティビジネスなどの起業支援、市民の多様な雇用ニーズに対応するワーク

シェアリングの検討、さらには地産地消など地域内の経済循環を促進する仕組みづくりに

ついても調査研究を進めます。 
 

 ○ 産業誘致地区計画の策定【再掲】 
 ○ 特別指定区域制度の活用【再掲】 
○ コミュニティビジネスなど新たな産業の創出の検討 

                         など  

 

主な取組事業 
 
 

 

 

  
 2-503 勤労者福祉の充実  

勤労者住宅資金融資制度などの貸付事業の充実に努め、勤労者の生活の安定と福祉の向

上を図ります。また、勤労者福祉サービスセンターなど関係機関と連携し、福利厚生活動

の支援や相談体制の充実に努めるとともに、中小企業者の退職共済制度への加入の促進を

図るなど、勤労者が安心して働き続けることができる環境づくりを進めます。 

 
   

 

 ○ 中小企業勤労者福祉共済事業 
 ○ 勤労者住宅資金の融資 
 ○ 勤労者ゆとり創造資金の融資         など  

 

主な取組事業 

 
※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、地域の臨時的・短期的な仕事についての情報を提供する組織で、1986年の高年齢

者雇用安定法によって法制化された。 
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こころ豊かな人が育ち、いきいきと活躍できるまち 

 

 

 
 

■ 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 

・市民意向調査では、今後、求められるまちづくりの方向性として、「教育環境が充実

し、いきいきと活躍できるまち」を、また、本市の生活を豊かでないと感じる理由を

「教育や文化水準が低いから」とあげている人の多くが、子育て世代であることから、

こうした世代を中心に教育施策の充実が強く望まれています。 

・平成18（2006）年12月に、わが国の教育理念の柱である「教育基本法」が改正される

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。 

・子どもたちの確かな学力と豊かな人間性の育成に向けては、学校での教育のみならず、

家庭や地域での教育力を向上していくことが重要です。そのため、本市の未来を担う

子どもたちを地域社会全体で育てていくという思いを共有し、学校・地域・家庭が連

携して、具体的な行動に取り組んでいくことが求められます。 

・市民一人ひとりが心の豊かさを感じ、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ることから、自己実現や社会参加能力

の養成を図り、地域社会をともに支えていく市民を支援する環境整備を進めていくこ

とが重要です。 

・お互いの人権を尊重する真の共生社会の実現に向けて、市民一人ひとりがさまざまな

人権問題の実態を十分に理解するとともに、それぞれの存在を認め合うことが重要で

す。そのため、市民や事業者に対する啓発活動や多様な価値観を持つ人々が、理解し

合える機会を充実していくことが必要です。 

第３章 
＜ 教育・文化・スポーツ ＞
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 ■ 分野の政策・施策体系 

 
 
 

3-201 生涯学習環境の充実 

3-202 生涯学習施設の整備・充実 

3-101 基礎・基本教育の充実と質の高い学習の展開 

3-102 家庭・地域・学校の連携の促進 

3-103 青少年の健全育成活動の推進 

3-203 学習成果を社会で生かす活動の推進 

第２節 豊かな人間性をはぐくむ生涯学習の推進 

第１節 人間力を培う教育環境の充実 

3-301 文化・芸術活動の推進 

3-302 地域スポーツ活動と交流の推進 

3-303 文化財の保存と活用 

3-401 学習機会の充実による人権文化の創造 

3-402 人権啓発活動の推進と隣保館機能の充実 

第４節 共生社会をはぐくむ人権意識の高揚 

3-501 男女共同参画社会の形成に向けた意識啓発 

3-502 女性の社会参画の促進 

3-503 男女共同参画社会の形成に向けた環境整備 

第５節 男女がともに参画する社会の形成 

3-104 学校園施設の整備と充実 

第３節 多彩な文化と生涯スポーツ活動の振興 
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第１節 

  人間力を培う教育環境の充実 
 

● 現状と課題 ● 

近年の社会経済情勢の急激な変化は、家庭環境や地域コミュニティにも大きな影響を及

ぼしており、家庭や地域における教育力の低下が大きな課題となっています。その結果、

学力の低下をはじめ、不登校児童・生徒の増加、いじめや児童虐待の多発、社会生活にお

けるモラルの欠如など子どもたちを取り巻くさまざまな問題が表面化してきています。ま

た、多様なメディアによってはん濫する情報により、青少年を取り巻く環境は著しく悪化

してきており、非行や青少年自身が加害者となった凶悪犯罪が全国各地で発生しています。 

このような中、すべての子どもたちが豊かな人間性と確かな学力・体力を備え、元気で

明るく安全に日常生活が過ごせる環境づくりが重要な課題となっており、人間力や生きる

力※を備えた子どもたちが育つよう、学校・家庭・地域が一体となった取組を推進してい

くことが求められています。 

一方、平成18（2006）年12月に、わが国の教育理念の柱である「教育基本法」が改正さ

れ、教育における国や自治体の責務を明らかにし、「教育振興基本計画」を定めることな

どが新たに盛り込まれました。さらに、公教育の再生や家庭・地域の教育力の向上を目指

した教育再生会議※が設置されるなど、教育を取り巻く状況は大きく動き始めています。 

本市における子どもたちの現状においても、基礎学力や家庭・地域の教育力の低下など、

全国的な状況と同様の実態がみられ、幼稚園児や小・中学生を対象とした生活リズム調査

においても、朝食をとらない、読書をしない、家庭学習をしないなど、日常生活の乱れや

学習意欲の減退がみられる子どもたちの増加が明らかになっています。 

こうした現状を踏まえ、社会を生き抜く幅広い人間力の養成に向け、子どもたち自らが

楽しみを見出し、個々の能力を高めていくことのできる教育を推進することが重要です。

あわせて、ふるさとに誇りの持てる教育やコミュニケーション能力を高める教育、ボラン

ティアなどの社会体験の充実を図っていくことも必要です。こうした子どもたちを育てて

いくためには、家庭や地域との連携が不可欠であることから、学校からは、家庭や地域に

向けた積極的な情報提供に努めるとともに、家庭や地域においては、学校とともに、子ど

もたちの基本的な生活習慣や社会への適応能力の養成を図り、学校教育を取り巻くさまざ

まな問題に適切に対応していく姿勢を持つことが重要です。 

さらに、安全で快適な教育環境の下、より高度な教育内容を推進するため、老朽化した

学校園施設の改修整備はもとより、設備や教材の充実、社会の変化に対応したカリキュラ

ム※の充実などに努めなければなりません。 

 ※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。1996年の中央教育審議会の答申で使われた言葉 

※教育再生会議 

 教育改革・再生への取組を強化するため安倍内閣によって2006年10月に設置された機関。首相など閣僚と民間の有

識者などで構成されており、ゆとり教育の見直しなどをうたった報告書を提出した。 

※カリキュラム 

児童・生徒が学習するため、系統立てされた教育課程をいう。 
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● 目指す姿 ● 

学校・家庭・地域社会・行政が一体となって、ハード・ソフト両面で教育環境の充

実に取り組むことによって、子どもたちが意欲的に学習を行い、健やかに安心して育

つまちになっています。 

 

 

 

 

● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・学校教育における基礎・基本の学力の確実な定着を図るとともに、それぞれの子どもの

ニーズに対応した学習体系を充実します。 

・社会の要請に対応した教育内容の充実を図り、幅広い人間力を培う教育活動を推進しま

す。 

・学校園・家庭・地域など、それぞれの主体が連携を深め、特色を生かした教育活動の推

進を通じて地域教育力を高めるとともに、学校園の情報を積極的に提供し、地域全体で

学校園の運営を支援する仕組みを確立します。 

・地域全体で青少年の健全育成に取り組むとともに、学校生活を取り巻くさまざまな問題

の解決に向け、児童・生徒の指導・相談体制の充実を図ります。 

・学校園関係施設の計画的・効率的な整備を推進し、安全で快適な教育環境の確保に努め

ます。 

【 市民に期待される役割 】 

・学校教育に関する意見の提示や行事への参加などを通じて、学校との信頼関係を築き、

学校での教育活動を支援しましょう。 

・子どもの教育を学校まかせにせず、家庭においても自習や規則正しい生活習慣の形成、

社会生活に適応する能力を身に付けましょう。 

・「地域の子どもは地域で育てる。」という意識を高め、地域の子どもに関心を持ち、声

かけや見守り活動、あいさつ運動などを実践しましょう。 

・いじめや暴力・非行に対して、家庭においても注意を払うとともに、すべての市民がこ

うした行為を絶対に許さない社会づくりを進めましょう。 
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● まちづくり指標 ● 

指  標 現状値 
平成24年度に 

おける方向性 

快適な教育環境の中で子どもたちが学習

していると感じている市民の割合 
41.0％  

地域・家庭・学校が連携して子どもたち

の教育に取り組んでいると感じている市

民の割合 

36.7％  

生徒の安全確保や特色あるカリキュラム

などへの地域の人材の登用者数 
1,146 人  

小・中学校、幼稚園の耐震化率 52.0％ 
 

 

不登校児童・生徒の在籍比率 
小学校  0.17％ 

中学校  2.45％ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

● 施策の展開 ● 

  
 3-101 基礎・基本教育の充実と質の高い学習の展開 

学校園においては、教職員の資質・能力の向上に努めるとともに、少人数学習や子ども

の能力に応じた個別指導などの充実により、基礎・基本の学力の確実な定着を図ります。

また、習熟度にあわせ、理解力を高める細やかな教科指導や応用力を伸ばす発展的な学習

など、子どもたちの個性や能力に応じた学習体系を充実します。 
さらに、豊かな人間性をはぐくみ、社会生活に適応する能力を身につけるため、読書の

奨励や徳育※・食育・環境教育はもとより、地域への関心を高める教育を推進するととも

に、情報教育や英語指導助手（ＡＬＴ）を活用した国際理解教育など、社会的要請に対応

した教育内容の充実を図ります。 
こうした子どもたちの学力の向上や幅広い人間力の養成を効果的に図っていくため、学

校園が連携し、一貫した授業体系の構築を進めるとともに、行事の共同開催などを通じて、

教職員と子どもたち相互の交流を深め、円滑な学校生活の移行を図ります。 
   
 

 

 ○ 学力・学習状況調査と指導の充実 
 ○ スクールアシスタントの配置など個別指導体制の充実 
 ○ 教職員人事評価育成システムの充実 
 ○ 特色ある学校園づくりの推進         など 

 

主な取組事業 

 
 
 
 
3-102 家庭・地域・学校の連携の促進 

子どもの通学時や学校園での「子ども見守りチーム」による活動、「総合的な学習の時

間※」でのゲストティーチャーとしての招へいなど、地域の人材が持つ知識や能力を積極
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的に活用し、子どもと地域の交流を促進することで、地域の教育力の向上を図ります。 

また、教育現場と家庭・地域など各主体の認識を双方向で深めるため、オープンスクー

ル事業や「トライやる・ウイーク※」の充実を図ります。さらに、学校評議員※やＰＴＣＡ

活動の展開により、地域ぐるみで支える学校運営を確立し、外部評価を含めた学校教育評

価についての検討を進めます。 

※ 

 
 ○ 地域教育力の向上の推進 
 ○ ゲストティーチャーなど地域教育資源の活用拡大 
 ○ 外部評価を含めた学校評価の実施・公開     など  

 

主な取組事業  
 
 
 
 
3-103 青少年の健全育成活動の推進 

青少年の豊かな心の育成と健やかでたくましい成長を図るため、家庭・地域・学校など

関係機関が連携し、野外活動や社会体験などの体験活動を充実するとともに、「西脇ハー

ティネス・メンバーズ運動」をはじめとするボランティア活動を推進します。また、いじ

めや不登校といった学校生活をめぐるさまざまな課題の解決に向け、カウンセラーによる

相談体制や不登校児童・生徒の学校生活への復帰に向けた適応教室の充実を図ります。 
 
 
 

 ○ 少年体験学習事業の推進 
○ 西脇ハーティネス・メンバーズ運動の展開 

 ○ 適応教室「はればれ教室」の実施       など  

 

主な取組事業 

 
 
 
3-104 学校園施設の整備と充実 

安全で快適な教育環境を確保するため、幼稚園や学校施設の耐震補強や大規模改修、教

育機材の整備を計画的に推進します。また、幼稚園と保育所の機能分担をはじめ、国の動

向を踏まえた学校園のあり方について、検討を進めます。 

一方、安全で安心して過ごせる学校生活を守るため、外部からの不審者の侵入を防止す

るインターホンの設置や、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の配備を推進します。また、市

内２箇所の学校給食センターについては、栄養バランスのとれたおいしい給食を効率的に

提供するため、運営の民間委託や老朽化する施設の整備・合理化に向けた検討を行います。 
 

 
 

 ○ 校舎・プールの改築事業（西脇南中学校校舎など） 
 ○ 学校園へのインターホンの設置 
 ○ 学校給食センター施設の整備・民間委託の検討 など  

 

主な取組事業 

 
 
 

※徳育 

 道徳心のある、情操豊かな人間性を養うための教育 

※総合的な学習の時間 

地域や学校の実態にあわせ、教科の枠を越えて、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。2002年度から小・中学校などで完全実施されている。 

※トライやる・ウイーク 

 兵庫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はぐくみ、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さまざまな体験活動 

※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 

※ＰＴＣＡ 

 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を発展させ、地域社会（Community）を加えた組

織。健全な校外生活、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た活動を行う。 
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第２節 

  豊かな人間性をはぐくむ生涯学習の推進 
 

● 現状と課題 ● 

社会の急激な変化や価値観の多様化に伴い、市民の学習意欲も高まりを見せており、職

業上必要な知識や技能、生きる力としての能力開発、自己実現力の充実など生涯学習への

要求や行動が成熟化してきています。 
個人の趣味や教養を深めるものにとどまらず、自己決定能力を養い、地域社会に主体的

に参加し、さまざまな課題解決に向けた能力を開発していくことが生涯学習の本来の目的

であることから、こうした高度な学習支援をしていくことが今後は求められています。特

に団塊の世代が定年を迎えることにより、生活の場を職域から地域へ転換する人たちが増

加することから、このような要求がますます高まることが予想されます。 
これまで本市では、施設の活用や各種講座の充実、自主活動サークルへの支援など、学

習環境の整備に努めてきており、中央公民館をはじめ関係施設において、多くの市民が生

涯学習活動に参加しています。しかし一方で、講座内容や受講生の固定化、関係施設間で

の事業内容の重複がみられ、学習成果も個人の意欲を満たす領域にとどまっており、社会

とのかかわりが不明確になっています。こうした問題を改善し、より多くの市民の多面的

なニーズにこたえつつ、「ふるさと西脇」を高め、文化的・経済的・社会的に地域社会を

ともに支えていく市民集団を養成していかなければなりません。 
このため、市民ニーズをとらえた学習プログラムの開発を進めるなど、これまで実施し

てきた講座内容の改善や充実を図っていくことが必要です。また、ＩＣＴ※を利用した幅

広い学習機会の提供に努めるとともに、ＮＰＯなどへの民間委託や、市民自身が生涯学習

活動を企画・運営するシステムの確立を図り、市民の学習活動に広がりを持たせる事業展

開が求められています。一方で、学習意欲を持っているものの生涯学習活動に参加できな

い市民への働きかけや、ネットワークづくりにも努めていくとともに、生涯学習活動の拠

点となる生涯学習まちづくりセンターや公民館、図書館などの既存施設の有効活用を含め、

施設の整備を進め、大学や研究機関との連携を図っていくことも必要です。 
さらには、生涯学習活動とまちづくり活動との一層の連携を促進し、地域社会の発展に

つながり、市民の主体的な実践活動に生かせるような仕組みを確立していくことが重要で

す。 

 

logy：情報技術）がある。 

Information and Communication Technology（情報通信技術）の略。同様の言葉としてＩＴ（Information Techno-

※ＩＣＴ 

 
 

● 目指す姿 ● 

生涯学習の成果が、地域社会や市民活動などでも生かすことができるような環境が整っ

ており、市民の学習意欲が一層高まり、心豊かに暮らすことができる社会になっていま

す。 
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● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・生涯学習活動の参加機会の創出や、参加しやすい環境づくりに努めるとともに、学校な

ど公共施設の有効活用を図り、参加する市民の拡充を進めます。 

・市民ニーズや社会潮流をとらえた学習講座を展開するため、講座の民間委託や市民によ

る主体的な企画・運営を推進します。 

・生涯学習活動を総合的に支援する拠点施設の機能強化・充実を検討するとともに、生涯

学習情報ネットワークシステムの充実を進めます。 

・生涯学習の成果をまちづくりやボランティア活動に生かせるよう、学校や福祉施設など

との連携を強化し、幅広い分野で「ふるさと西脇」の活性化に向けた意識を醸成し、地

域社会に貢献できるような取組を進めます。 

・大学や研究機関との連携の強化を図り、生涯学習活動のさまざまな政策や地域課題につ

いての共同研究を推進し、相互交流を促進します。 

【 市民に期待される役割 】 

・個人がひとりの人間として、充実した生涯を過ごすため、生涯学習の機会を積極的に活

用し、意欲的に学習に取り組みましょう。 

・自らが持つ技能や特技を活用し、市民自身が講師になるなど、学習講座の企画・運営に

主体的にかかわりましょう。 

・自ら受講した生涯学習プログラムの体験談や感想を積極的に発信するとともに、生涯学

習インストラクターとして、指導や助言を行いましょう。 

・まちづくりやボランティア活動などを通じて、生涯学習活動によって得た成果を地域社

会で生かしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● まちづくり指標 ● 

指  標 現状値 
平成 24 年に 

おける方向性 

各種講座や研修会など生涯学習活動に参

加している市民の割合（過去１年間） 
25.0％  

市民が講師を務める講座数 25 講座 
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● 施策の展開 ● 

  
 3-201 生涯学習環境の充実  

「いつでも、どこでも、だれでも」生涯学習に取り組むことができるよう、大学などの

教育機関や企業をはじめ、多彩な人材と連携しながら、生涯学習情報ネットワークを構築

し、学習機会の創出を図ります。 

また、講座の実施に当たっては、ＮＰＯなどへの民間委託や、市民が主体的に企画・運

営するシステムの導入を進め、環境問題や裁判員制度※に関する学習講座など、市民ニー

ズや社会潮流をとらえた特色あるプログラムの開発に努めます。さらに、市民の生涯学習

活動を支えるため、既存施設の有効活用を図るなど、環境整備を進めます。 
   

 ○ 学習講座のＮＰＯ等民間委託の推進 
 ○ 生涯学習推進ネットワークの構築 
 ○ 学習講座プログラムの開発           など

 

主な取組事業  
 

 

  
 3-202 生涯学習施設の整備・充実 

生涯学習活動の拠点施設である生涯学習まちづくりセンターや公民館、図書館の機能強

化を図るため、社会潮流や市民ニーズに対応した施設のあり方について検討を進めます。

特に図書館については、書籍の貸出し、必要な資料や情報を提供するレファレンスだけで

なく、総合的な知的情報の集積拠点としての機能強化に向けた検討を行います。 
   

 ○ 生涯学習施設の有効活用の推進 
 ○ 図書館機能の充実・強化の検討 
○ 教育・文化資源を活用した生涯学習まちづくりの推進 

                         など  

 

主な取組事業 
 
 

 

 

  
 3-203 学習成果を社会で生かす活動の推進 

生涯学習の成果を発表する機会の拡充を図り、こうした機会を通じて、市民や活動団体

の交流を促進します。また、生涯学習の受講修了者を中心とした生涯学習指導者の登録制

度を進めます。さらに、学習成果をボランティア活動や地域のまちづくり活動に発展させ

ることができるような仕組みづくりと人づくりを推進します。 
   

 ○ 人材登録・活用制度の整備 
○ 講座・イベントの企画・運営への市民参画システム 

づくりの推進               など  

 

主な取組事業  
 

 

※裁判員制度 

一定の刑事裁判において、国民から事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する裁判制度。「裁判員

の参加する刑事裁判に関する法律」により規定され、2009年５月までに開始される予定 
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第３節 

  多彩な文化と生涯スポーツ活動の振興 
 

● 現状と課題 ● 

価値観の多様化や自由時間の増大、健康に対する関心の高まりなどにより、文化・芸術

活動やスポーツ・レクリエーション活動に対する市民ニーズは一層の高まりをみせていま

す。 

本市では、地場産業の発展に伴い、早くから文化・芸術活動が盛んであったため、北播

磨地域で最も早く整備された市民会館をはじめ、アピカホールや岡之山美術館など多くの

文化施設を有しており、さまざまな文化団体やグループが活発に活動しています。また、

市民参加型の事業運営も数多くみられるなど、文化・芸術に対する市民の意識は非常に高

くなっています。文化・芸術活動は、人々の創造性をはぐくむとともに、心豊かな活力あ

る社会の形成につながるものであることから、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・芸術を身近なものとして、市民が触れる機会の充実を図るなど、多様な

文化がはぐくまれる環境整備を進めていくことが必要です。 

一方、スポーツ分野に関しても、さまざまな市民団体による活動が行われており、各種

スポーツ大会に多くの市民が参加しています。スポーツ活動の場としては、総合市民セン

ターをはじめ、屋内体育施設や多目的グラウンドなどの各種施設が整備されており、学校

体育施設の開放とあわせ、インターネットによる予約システムが導入されており、市民が

利用しやすい環境が整っています。今後は、競技スポーツ団体やスポーツクラブ21※など

の関係団体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い、多くの市民

が気軽にスポーツを楽しみ、日常生活に取り入れることにより、健康の増進だけでなく、

地域や世代間の交流を促進する生涯スポーツ社会の実現に努めていくことが必要です。し

かしながら、こうした文化・スポーツ活動の拠点となる市民会館や総合市民センターなど

の施設は老朽化が進んでいることから、今後は施設の再整備と効率的な施設運営に向けた

検討を進めていくことが必要となっています。 

また、国指定登録文化財である旧来住家住宅をはじめ、本市の貴重な財産である文化財

についても、その保護や保存にとどまらず、積極的な活用に努め、後世に継承していくこ

とが求められています。 

 
※スポーツクラブ21 

 コミュニティの形成と子どもの健全育成を目指して、2000年度から兵庫県内すべての小学校区に設立された地域のス

ポーツクラブ 
 

● 目指す姿 ● 

市民が優れた文化や芸術に触れ、文化活動を展開する機会が多くあり、また、健康

の増進や多世代交流につながる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・健康的な生活が送ることができる社会になっています。 
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● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・心豊かな活力ある社会の形成に向け、市民が文化・芸術に触れる機会の創出を図るとと

もに、自主的な文化活動が実践できるような環境整備を進めます。 

・スポーツ活動を通じて、地域交流や世代間交流を促進するとともに、「西脇市スポーツ

振興計画」を策定し、生涯スポーツ社会の実現に努めます。 

・地域スポーツ活動の定着と発展を図るため、地区の交流・活動拠点となるスポーツ施設

の整備を推進するとともに、地域のスポーツクラブの支援と指導者の育成に努めます。 

・貴重な文化財の調査研究活動を推進し、その保護や保存、活用を図ります。 

【 市民に期待される役割 】 

・個人鑑賞や事業の企画・運営など、さまざまな形で芸術・文化活動に関心を持ち、積極

的に参加しましょう。 

・日常的なスポーツ活動に参加し、健康への関心を高めるとともに、家族や仲間との交流

を深めましょう。 

・市内の文化財や伝統文化などの地域資源について、その歴史的な価値を学ぶとともに、

後世に受け継いでいきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

● まちづくり指標 ● 

 

 

指  標 現状値 
平成24年度に 

おける方向性 

文化施設の利用者数 

                 ※１
275,672 人 

 

 

スポーツ・レクリエーション活動を日常

的に取り組んでいる市民の割合 
18.1％  

市が所管するスポーツ施設の利用者数 

※２
300,406 人 

 

 

スポーツクラブ 21 の登録会員数 1,125 人 
 

 
 

※１ 市民会館・岡之山美術館・音楽ホール・郷土資料館・緑風台古窯陶芸館などの芸術・文化財関係施設 

 

 

※２ 都市公園関係スポーツ施設：西脇公園野球場・テニスコート・屋内ゲートボール場 

   教育委員会関係スポーツ施設：総合市民センター体育館をはじめとする屋内外体育施設 
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● 施策の展開 ● 

  
 3-301 文化・芸術活動の推進  

優れた芸術を鑑賞できる機会を創出するため、西脇市文化・スポーツ振興財団などの関

係機関と連携し、本市の特色を生かした魅力ある文化・芸術の企画やイベントを開催する

とともに、市民の自主的な文化活動を支援します。市民会館や音楽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、芸術鑑賞や文化・芸術の活動拠点としてふさわ

しい整備を進めます。また、文化団体の連携促進を支援し、後継者やリーダー育成を進め、

文化活動の一層の振興に努めます。 

   
 ○ 文化・芸術イベントの開催 
 ○ 自主的な文化活動支援事業 
○ 文化団体の後継者・リーダー育成の推進     など

 

主な取組事業  
 

 

  
 3-302 地域スポーツ活動と交流の推進 

多くの市民が気軽にスポーツに参加し、交流を深めることができる機会の創出に向け、

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、スポーツイベント

の開催を支援します。また、地域に根ざしたスポーツ活動の定着と活性化に向け、スポー

ツクラブ21の支援を続けていくとともに、体育指導委員をはじめ、身近なスポーツ活動の

指導者の育成に努めます。 

一方、多目的グラウンドをはじめ、スポーツ活動や地域交流の拠点となる施設について

は、活動環境のさらなる充実に向け、既存施設の改修や未整備地区での整備を進めます。

さらに、生涯にわたり、個々の年齢や体力、目的に応じたスポーツ活動を楽しむことがで

きる生涯スポーツ社会の実現に向け、スポーツ振興計画の策定を進めます。 

   
 ○ スポーツ教室・スポーツイベントの開催 
 ○ 地域スポーツ活動の定着化と指導者育成の推進 
 ○ スポーツ施設の整備・充実 
  ○ スポーツ振興計画の策定           など 

 

主な取組事業 
 
 

 

 

  
 3-303 文化財の保存と活用  

郷土の貴重な財産である有形・無形の文化財の調査研究を推進し、後世に継承していく

ため、その保護と保存に努めます。あわせて、旧来住家住宅をはじめ、文化財の観光資源

や教育資料としての活用も積極的に図ります。また、郷土資料館を拠点に、本市の歴史や

伝統文化、文化財の普及活動を推進します。 

   
○ 文化財の調査研究活動 

 ○ 文化財の活用の推進 
○ 伝統文化の普及活動の推進          など  

 

主な取組事業  
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第４節 

  共生社会をはぐくむ人権意識の高揚 
 

● 現状と課題 ● 

人権は、人が生まれながらに持っている人間らしく生きていくためのだれからも侵され

ることのない基本的な権利です。だれもが平等で、いきいきと暮らせる社会を実現するた

めには、多様な考え方や価値観を認め合い、お互いをかけがえのない存在として尊重し合

う共生社会を実現していくことが求められています。 

しかし、社会環境の変化に伴い、いじめや児童・高齢者など社会的弱者※に対する虐待

の深刻化をはじめ、インターネットへの不特定の書き込みにみられるような匿名性を持つ

新たな人権侵害の発生など、人権をめぐる課題は多岐にわたっています。このような現状

に対応するためには、同和問題をはじめとしたさまざまな人権問題に適切に対応しつつ、

人権を尊重する理念が、家庭・地域・職場・学校などにおいて生活に定着するような人権

文化※をはぐくみ、人権教育を推進していくことが求められます。 

本市においては、これまで自治会や地区を単位とした世代間交流型の学習会や強調月間

における講演会、さらには企業や各種団体における研修などを通じて、多くの市民が人権

問題に触れる機会を創出し、人権意識の向上を図ってきました。今後は、こうした施策の

展開はもとより、人権施策をまちづくり活動や生涯学習体系に位置付け、関係団体と連携

しながら、総合的・体系的に推進していくことが求められています。また、さまざまな人

権問題の解決に向け、地域の拠点として設置されている市内４箇所の隣保館※については、

相談活動などの人権関連事業に取り組むとともに、人権文化を発信し、地域住民の交流活

動の拠点となるコミュニティセンターとして、活用していくことが求められています。 

一方、学校教育においては、子どもたちが発達段階や生活実態に応じて人権意識を高め

ていくための知識や技能を身に付けることが重要となります。このため、人権に視点を当

てた「総合的な学習の時間」や「親子人権学習」などを実施し、学校内外におけるさまざ

まな体験活動を通じて、人と人のつながりの中で、知識とともに豊かな感性や相手を思い

やる心を培い、生きる力を身に付けさせていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

※社会的弱者 

社会の中で、弱く、不利益を受けやすい立場にある人々。子ども・高齢者・病者・障害者・低所得者・失業者・郊外

の被害者などをいうことが多い。 

※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

をいう。 

※隣保館 

地域社会全体の中で、福祉の向上と人権啓発を図り、住民交流の拠点として、生活上の各種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  



                                           基本計画       
 

 129

● 目指す姿 ● 

子どもから高齢者まで、多くの市民の参画と協働により、市民主体の学習活動が展開さ

れ、人権文化が生活に根付き、すべての市民がいきいきと幸せに暮らすことができる社会

になっています。 

 

 

 

 

● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・関係団体との連携を図り、学習会の開催支援や研修を通じて、地域における人権文化の

創造に努めます。 

・人権の視点を持った施策をまちづくり活動においても展開するとともに、生涯学習とし

て総合的・体系的に人権教育を推進します。 

・学校教育においては、地域との連携を深めながら、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います。 

・市民への人権意識の啓発活動を推進するとともに、隣保館については、地域住民の交流

拠点となるコミュニティセンターとしての機能の充実を図ります。 

【 市民に期待される役割 】 

・さまざまな人権問題の実態についての理解を深めましょう。 

・自治会・地域・企業などを単位とした人権に関する学習会や研修などに積極的に参加し、

人権に対する正しい理解と認識を持つように努めましょう。 

・日常生活の中で、子どもたちが人権に関する理解を深め、人権感覚を研ぎ澄ますことが

できるよう、さまざまな学習・体験の機会を創出しましょう。 

 

● まちづくり指標 ● 

 

 

 

 

 

指  標 現状値 
平成 24 年に 

おける方向性 

人権意識が高まっていると感じている市

民の割合 
27.6％  

人権教育指導者講座・人権文化をすすめ

る市民運動推進強調月間における講演会

の参加者数 

1,450 人 
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● 施策の展開 ● 

  
 3-401 学習機会の充実による人権文化の創造 

人権意識を高め、人権文化を地域に根付かせるため、学習効果の向上につながる情報や

資料の提供に努めます。また、市民が主体となり、豊かな人権感覚を備えることができる

活動を継続的に展開できるように、人権施策をまちづくり活動や生涯学習体系の中に位置

付け、総合的・体系的に推進します。そのため、学習方法や指導方法を身に付けることが

できる研修を通じ、指導者の養成を図ります。 

さらに、子どもたちの人権意識を高めるため、学校においては、地域との連携を深めながら、

校外での体験学習の充実を図るなど、さまざまな学習機会を提供するとともに、教職員の研修

の充実にも努めます。 

   
○ 「人権文化をすすめる市民運動」推進強調月間事業の 

実施 
 ○ 人権教育推進リーダーの育成 
○ 人権文化創造活動支援事業（体験活動を通じた豊かな 

 人権感覚の養成）の推進             など  

 

主な取組事業 

 
 

 

 

 

  
 3-402 人権啓発活動の推進と隣保館機能の充実 

市民一人ひとりが、さまざまな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ような支援を行うとともに、市民にわかりやすい啓発活動を推進しま

す。 

また、隣保館については、地域に密着した人権啓発活動の拠点としての機能とあわせ、

地域住民の交流拠点となるコミュニティセンターとしての機能の充実を図ります。 

 
 ○ 人権教育啓発資料の作成・発行 
 ○ 隣保館における地域住民交流事業の充実 
○ 隣保館のコミュニティセンター機能の充実    など  

 

主な取組事業  
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第５節 

  男女がともに参画する社会の形成 
 

● 現状と課題 ● 

わが国では、憲法に男女平等が規定されているにもかかわらず、社会のさまざまな分野

において、意思決定の場が男性で占められており、女性の参画は極端に低く、職業におけ

る待遇や家庭生活での役割などにおいても、女性の社会的地位が低い状況がみられました。 

このような背景から、平成11（1999）年には、「男女雇用機会均等法」が改正されると

ともに、「男女共同参画社会基本法」が施行され、男女が性別にとらわれず、社会の対等

な構成員として、能力や個性を十分に発揮できる男女共同参画社会の形成が進められてい

ます。 

旧西脇市においても、男女共同参画社会の実現に向けた基本的な考え方と具体的な施策

を示した「西脇市男女共同参画基本プラン」を平成14（2002）年３月に策定しており、平

成19（2007）年３月には、内容の一部改定をしています。平成18（2006）年に実施した

「男女共同参画に関する市民調査」では、「男は仕事、女は家庭」という性別にこだわっ

た考え方は減ってきていますが、社会のあらゆる分野で、男女がともにいきいきと活躍で

きるようにするためには、市民一人ひとりが平等意識を持ち、性別による固定的な役割分

担意識や、能力・適正に関する偏見をなくし、男女格差を是正していくことが必要です。 

このような中、旧西脇市で当初に「西脇市男女共同参画基本プラン」の策定にかかわっ

たメンバーが中心となって、「男女共同参画セミナー企画運営委員会」を組織し、講演会

などの企画や運営を自主的に行っており、こうした団体と連携しながら、男女共同参画の

意識を広める活動支援や環境整備を進めていく必要があります。 

また、女性の社会参画を示す指標のひとつである本市の審議会等の女性委員の割合は、

平成18年度で14.6％と依然として低い状況にあり、国の目標値である30％に向け、積極的

な女性の登用を図り、男女がともに地域を支えていく社会づくりを進めていくことが求め

られています。さらに、各種団体や企業などに対しても、指導的地位への女性の参画の拡

大に向け、継続的に協力要請や支援を行う必要があります。 

一方、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※などの行為は人

権を著しく侵害し、決して許されるものではありません。国においても、「配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（ＤＶ防止法）などの法整備が進められてい

ますが、市民調査においても、ドメスティック・バイオレンスによる被害経験者が19.3％

と少なからずみられることから、こうした行為の根絶に向けた啓発活動の推進や相談体制

の充実が求められています。 

 

 

 「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すべてをいう。 

※セクシュアル・ハラスメント 

夫婦や恋人など親密な間柄の男女間において、主に男性から女性に加えられる身体的・精神的・性的な暴力をいう。

※ドメスティック・バイオレンス 
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● 目指す姿 ● 

性別にとらわれることなく、個々の人権が尊重され、家庭・職場・地域社会などの

あらゆる分野において男女がともに参画し、一人ひとりの能力や個性が発揮できる社

会になっています。 

 

 

 

 

● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・「西脇市男女共同参画基本プラン」に基づき、男女共同参画社会の形成に向けた総合的

な取組を推進します。 

・男女がともに自立し、対等な立場で、いきいきと暮らしていくため、啓発活動の推進や

学習機会の提供を行います。 

・さまざまな分野における女性の社会参画拡大に向けた環境整備を推進するとともに、必

要な役割を担える人材育成を支援します。 

・男女間における暴力行為の根絶に向けた啓発活動や相談体制を充実するとともに、男女

共同参画社会を促進する拠点施設の整備を検討します。 

【 市民に期待される役割 】 

・日常生活の中で、男女共同参画に関する理解を深め、お互いの存在を尊重し合いながら

暮らしましょう。 

・家庭や地域社会などあらゆる分野において、男性・女性という性別による固定的な役割

の概念を払しょくし、男女が協力し合い、さまざまな役割にチャレンジしましょう。 

・男女共同参画の理念や意識啓発に関する学習機会に、積極的に参加しましょう。 

・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暴力行為の根絶に向 

け、こうした行為を許さない環境づくりに努 

め、地域や職場などにおける啓発活動にも参 

加しましょう。 

 

 

● まちづくり指標 ● 

平成24年度に 

おける方向性  指  標 現状値 

「男は仕事、女は家庭」という意識を持

つ市民意識の割合 
36.4％  

男女共同参画セミナーの参加者数 197人 
 

 

市の審議会等委員への女性の登用率 14.6％ 
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● 施策の展開 ● 

  
 3-501 男女共同参画社会の形成に向けた意識啓発 

性別にとらわれず、男女がともにあらゆる分野に参画できる社会の実現に向け、広報紙

やホームページを活用した啓発活動を推進するとともに、男女共同参画セミナー企画運営

委員会などの関係団体とも連携しながら、講演会や学習会の開催、さらには、出前講座な

どの学習機会を提供し、男女共同参画意識の周知と啓発を進めます。 

また、将来を担う子どもたちが、性別にとらわれず、個性と能力を伸ばし、思いやりの

心を培うための研修や啓発の機会を提供します。 

   
 ○ 男女共同参画セミナーの開催 
 ○ 広報啓発活動の推進、啓発資料の作成・配布 
○ 学校での男女共同参画に関する研修の実施    など

 

主な取組事業  
 

 

  
 3-502 女性の社会参画の促進  

政策の決定や実施過程における女性の参画機会を拡大するため、審議会などにおける委

員や、市の管理・監督職への女性の登用割合の向上に努めます。また、企業などに対し、

指導的地位への女性参画の拡大や、家庭と仕事が両立できる就労環境の整備を働きかけ、

関係機関とも連携しながら、再チャレンジの支援に努めます。 

さらに、各種団体や地域社会などあらゆる分野における女性の参画に向け、活動しやす

い環境づくりを進めるとともに、求められる役割を担う人材の育成を推進します。 

 
 ○ 審議会等の委員への女性登用の促進 
 ○ 女性の社会的地位・能力向上に向けた学習機会の拡大 
 ○ 市役所の女性管理・監督職の積極的な登用 
○ 保育サービス・学童保育の充実【再掲】     など 

 

主な取組事業 
 
 
 
 
  

 3-503 男女共同参画社会の形成に向けた環境整備 

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、主として女性に対

する暴力行為を根絶していくための啓発活動や環境づくりを推進し、特にドメスティッ

ク・バイオレンスの被害者に対する相談体制の充実を図ります。また、男女共同参画社会

の形成に向け、活動拠点となる施設の整備についても検討します。 

 
 ○ 男女間の暴力根絶に向けた意識啓発 
 ○ ドメスティック・バイオレンス被害者の相談体制の整備

 ○ 男女共同参画活動拠点施設の整備の検討     など  

 

主な取組事業  
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暮らしの安全を守り、安心が実感できるまち 

 

 

 

 

■ 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、日ごろから地域で見守り、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 

・市民意向調査では、今後、求められるまちづくりの方向性として、「災害・事故・犯

罪が少ない、暮らしの安全が守られているまち」が、健康・福祉分野に次いで高く

なっており、日常生活の中で、安全・安心が実感できるまちづくりが、多くの市民に

求められています。 

・近年、地球規模での異常気象と連動した集中豪雨などによる自然災害の発生や、不透

明な社会情勢を反映した凶悪犯罪をはじめ、子どもや高齢者が巻き込まれる事件・事

故など、市民の日常生活を不安に陥れる事態が増加しています。 

・日常生活を取り巻くさまざまな危険要素に対する安全性や安心感は、無条件に与えら

れるものではなく、市民・事業者・行政など多様な主体が、それぞれの役割を果たし

ながら、日常の活動を通じて、自ら高めていくものであるという意識を持つことが重

要です。 

・災害発生危険箇所や、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、多くの市民が災害や事件・事故に関する情報や知識を共有し、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、あらゆる場

において、啓発活動や訓練の実践を促進していくことが必要です。 

 

 

 

第４章 
＜ 生活安全・安心＞
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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 災害発生時に対応できる人材の育成 

4-203 災害に強い仕組みづくり 

第２節 災害に強いまちづくりの推進 

4-101 常備消防・救急体制の強化・充実 

4-102 消防団の体制強化・活性化 

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・救急体制の強化 

4-301 交通安全教育と啓発の推進 

4-302 交通安全施設の整備 

4-303 交通量の抑制対策 

第３節 総合的な交通安全対策の推進 

4-401 防犯活動の支援・防犯対策の充実 

4-402 安全な消費生活の確保 

4-403 危機管理体制の充実と危機対応力の向上 

第４節 安全で明るい暮らしを守るまちづくり 
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第１節 

  地域を守る消防・救急体制の強化 
 

● 現状と課題 ● 

本市の消防・救急業務は、隣接する多可町と共同設置している一部事務組合※の「にし

たか消防本部」で行っています。 

本市の火災発生件数は、近年ほぼ横ばいで推移しています。全国的には、住宅火災によ

る死者数が増加傾向にあり、平成17（2005）年には 1,200人（放火自殺者等を除く。）を

超えており、そのうち約７割が逃げ遅れによるものとなっています。こうした住宅火災に

よる死者の多くが高齢者であることから、高齢化の進行に伴い、本市においても火災によ

る被害者の発生が懸念されます。また、平成18（2006）年の「消防法」の改正により、す

べての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられましたが、火災の発生を防ぐため

には、まず市民一人ひとりが、日ごろから火災予防に対する意識の高揚を図り、万一発生

した場合には、早期発見と初期消火が非常に重要となります。 

このため、地域における初期消火体制を充実し、消防施設や消火栓・防火水槽など消防

水利の一層の整備を進めていくことが必要です。こうした中、消防団は、地域の消防・防

災の要として大きな役割を果たしてきましたが、少子高齢化の進行や就業構造の変化、地

域の連帯感の希薄化などの影響により、団員の確保が困難になってきています。日中、地

元で活動できる消防団員は２割程度にとどまっており、昼間消防力が低下していることか

ら、消防団の充実・強化に向けた対策が求められています。 

一方、救急需要は増加傾向にあり、救急出動件数は、平成18年には 1,438件と前年比約

10％の増加となっています。しかし、利用者の約半数が軽症を占めていることから、市民

が救急医療への理解を深め、節度ある利用に心がけることが求められます。 

また、病院外での心臓停止者を救命するＡＥＤ（自動体外式除細動器）が、市内の公共

施設などに26台（平成19（2007）年３月末現在）設置されています。ＡＥＤの使用方法や

心肺そ生法についての研修会も実施していますが、心臓停止者を救命するためには、一刻

も早く電気的除細動を行うことが必要であることから、一人でも多くの市民にＡＥＤに関

する知識や使用方法を普及していくことが重要です。 

 

＜火災発生件数・救急出動件数の推移＞                       単位：件 

  
平成11年 

(1999年) 

平成12年 

(2000年) 

平成13年

(2001年)

平成14年

(2002年)

平成15年

(2003年)

平成16年 

(2004年) 

平成17年 

(2005年) 

平成18年

(2006年)

火災発生件数 38 38 30 34 26 30 31 38 

救急出動件数 1,194 1,192 1,217 1,242 1,316 1,326 1,306 1,438 

資料：にしたか消防本部 

※一部事務組合 

 単独の市町村では対応できない、あるいは広域で取り組んだ方が効率的な事務などを共同処理するために、複数の

市町村から構成される組合で、特別地方公共団体になる。 
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● 目指す姿 ● 

消防・救急体制が十分整っており、あわせて、防火や救命に関する市民の意識も高

まることで、火災や救急事故による被害が軽減され、安心して暮らせる地域社会に

なっています。 

 

 

 

 

● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・火災や救急はもとより、不測の事態や大規模災害にも適切に対応できるように、消防資

機材などの基盤整備を進めるとともに、消防職員の能力と技術を高め、市民が安心して

暮らせる消防体制を構築します。 

・消防・救急無線のデジタル化や消防指令業務の共同化、さらには国の方針を踏まえた消

防本部の広域化の検討など、消防組織の運営の効率化に努めます。 

・消防団員の条例定数の確保に努めるとともに、自治会などと連携しながら、昼間消防力

の低下を補うため、地域における初期消火体制の整備に取り組みます。また、地域の実

情や時代に応じた消防団のあり方について検討を進めます。 

・法令に基づき、事業所への適切な指導や検査を実施するとともに、あらゆる機会を通じ

て、市民への防火意識の普及・啓発を図ります。 

【 市民に期待される役割 】 

・「自分の生命・財産は、自分で守る。」という意識を持ちましょう。 

・地域の自主防災組織などによる訓練や講習会に積極的に参加し、初期消火活動やＡＥＤ

の使用方法など、救急救命活動に必要な知識と技術の習得に努めましょう。 

・火災による被害を軽減するため、消防法により義務付けられた住宅用火災警報器等を設

置しましょう。 

・救急需要の増加と救急医療への理解を深め、救急車の適正利用に心がけましょう。 
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● まちづくり指標 ● 

指  標 現状値 
平成24年度に 

おける方向性 

年間火災発生件数 38 件 
 

 

年間救急車出動件数 1,438 件 
 

 

消防団員定数の充足率 98.4％ 
 

 

消防協力員数 51部 251人 
 

 

消防団の消防車両数 
ポンプ車    18台 

積 載 車    41台 

 

 

消防消火栓・防火水槽の設置数 
消 火 栓 1,043基 

防火水槽  213基 

 

 

年間救急救命講習受講者数 

普及員     ４人 

上 級     11人 

普 通     292人 

短 期  1,433人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 施策の展開 ● 

  
 4-101 常備消防・救急体制の強化・充実 

消防・救急需要の拡大・高度化に対応するため、消防体制整備計画を策定し、消防車両

や高規格救急車※、消防資機材の計画的な整備・更新を進めます。また、防火対象物や危

険物施設などの事業所への査察や検査を行い、火災予防が的確に実施されるよう指導しま

す。さらに、傷病者の救命率の向上を目指し、認定救急救命士※の養成を一層進めるなど、

消防職員の能力と技術の向上を図ります。 

一方、国の方針を踏まえ、効率的かつ高度な消防・救急体制の構築に向け、消防・救急

無線のデジタル化への移行や消防指令装置の共同化を推進するとともに、消防本部の広域

再編についての検討を進めます。   
 

 ○ 消防車両・消防資機材の整備・充実 
 ○ 火災予防査察の推進 

○ 消防本部の運営効率化・広域再編の推進    など 

 

主な取組事業  

 

 

  
 4-102 消防団の体制強化・活性化 

消防団の消防車両や消防資機材の更新を行うとともに、消火栓・防火水槽など消防水利

の整備を進めます。また、消防団員の年齢制限緩和について取り組むとともに、女性消防

団員の採用を含め、消防団の再編に向けた検討を自治会などと連携しながら進めます。さ
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らに、消防団員が活動しやすい環境づくりに向け、消防団協力事業所表示制度の採用につ

いて検討します。 
 

 ○ 消防団の消防車両・消防資機材の更新 
 ○ 消防団員の定員確保・年齢制限の緩和の推進 
○ 消防団体制の再編の検討                   など 

 

主な取組事業  

 

 

  
 4-103 防火意識の高揚と救命技術の普及 

火災を未然に防ぐため、関係機関と連携して、市民の防火意識の高揚に努めます。また、

市内の公共施設を中心に、ＡＥＤを設置するＡＥＤ街角ステーション構想を推進し、多く

の市民が応急救命処置を行うことができるよう、救急救命講習やＡＥＤ講習などを通じて、

救命技術の普及に努めます。さらに、自主防災組織※の育成を推進し、地域の消防団と連

携した防火訓練など、安全なまちづくりに向けた地域ぐるみの活動を支援します。 
 

 ○ 救急救命講習、ＡＥＤ講習の実施 
 ○ 地域における防火訓練の実施         など

主な取組事業  

 

※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 

※救急救命士 

 救急救命士法に基づく資格で、病院到着までに救急患者に対し、医師の指示の下、気道確保・除細動・輸液点滴な

どの高度な応急処置を行う者 

※自主防災組織 

自主的な防災活動を実施することを目的に、自治会など近隣の地域住民を単位とした組織。大規模な災害時などに

は、行政だけでの対応が限界となるため、初期消火や被災者の救出救護、避難などを担う。 
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第２節 

  災害に強いまちづくりの推進 
 

● 現状と課題 ● 

本市の市街地は加古川・杉原川・野間川が合流する平地に開けており、多くの集落もこ

れらの河川に沿って形成されています。こうした背景から、過去にも大雨による大規模な

浸水被害が発生しており、これまで河川整備や排水ポンプ場設置による市街地の内水対策

など防災基盤の整備を進めてきました。 

しかし近年、異常気象による局地的な集中豪雨※が全国的にも多発しており、本市にお

いても、平成16（2004）年10月の台風23号に伴う大雨により、市内を流れる河川の水位が

急上昇したため、堤防の損壊・越水・内水はん濫などが起こり、市街地を中心とした市域

の広い範囲で未曾有の浸水被害を受けました。また、平成18（2006）年には、本市におけ

る７月の月間降雨量が観測史上最多を記録するなど、今後も想定を超える集中豪雨の発生

が懸念されています。一方、地震災害では、広範囲での被害が予想される南海・東南海地

震※や山崎断層※系の地震の発生が懸念されています。 

こうした自然災害を未然に防ぎ、被害をなくすことは困難であることから、災害発生時

に迅速に対応し、被害をできる限り抑え、減災※を目標にした災害に強いまちづくりを推

進していくことが求められています。 

このため、河川改修や低地における浸水対策を早急に進めていくとともに、地震などい

つ発生するかわからない災害による被害を最小限に抑えるため、公共施設や一般住宅をは

じめ、生活基盤の耐震化などハード面での強化に努める一方、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、地域での自主的な活動が大きな力となることから、市

民一人ひとりの防災に対する意識の高揚を図り、市内各地区での自主的な防災体制づくり

を進め、災害に強いコミュニティを形成していくことが必要となります。 

また、学校や地域における定期的な防災訓練の実施を通じ、各家庭での地震災害などへ

の備え、避難や救助などに関する的確な判断と行動、避難所での受け入れ態勢の確保、さ

らには、こうした体制整備に必要となる正確な災害情報の収集と発信方法の確立などを市

民と行政の連携によって進めていくことが求められています。 

 ※集中豪雨 

  比較的に狭い地域に、短時間に多量に降る強い雨。気象学的には明確な定義はない。 

※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、連動性が指摘されており、21世紀中に発生する可能性が高い。 
 

※山崎断層 

 岡山県美作市から兵庫県三木市にいたる活断層で、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は、他の断層と比較して高いと判定されている。 

※減災 

 災害時において発生し得る被害を最小化するための取組をいう。防災が被害を出さない取組であるのに対して、あ

らかじめ被害の発生を想定した上で、その被害を低減させていこうとするものである。 
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● 目指す姿 ● 

防災基盤の整備が整い、日常の取組はもとより、災害発生時には市民の高い防災意

識の下、自助・共助の精神に支えられた市民活動や、市民・行政・関係機関の連携に

よる災害対応が展開される災害に強いまちになっています。 

 

 

 

 

● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・河川改修や浸水対策、建築物の耐震性の向上などを推進し、災害に強い基盤を整備しま

す。 

・市民・地域・職員など、それぞれの主体に応じた研修や訓練を関係機関と連携しながら

実施し、災害発生時に迅速かつ的確な対応ができるように、災害に強い人材を育成しま

す。 

・防災行政無線による情報伝達手段を確立するとともに、要援護者の避難支援の体制など

災害時の地域における協力体制を構築し、災害に強い仕組みづくりを進めます。 

【 市民に期待される役割 】 

・「自分の生命・財産は自分で守る。」という意識を持ち、日ごろからさまざまな災害を

想定し、それに応じた防災対策や災害対策を自ら講じましょう。 

・地域の自主防災訓練をはじめとする防災活動に積極的に参加し、地域コミュニティの育

成に努めましょう。 

・災害発生時には、災害情報の入手に努めるとともに、避難所など安全な場所に避難しま

しょう。 

・近隣の要援護者を把握し、日ごろから声かけなどを積極的に行い、災害発生時には地域

の中で避難協力を行いましょう。 

 

● まちづくり指標 ● 

 
指  標 現状値 

平成24年度に 

おける方向性 

災害に強いまちになってきたと感じてい

る市民の割合 
35.0％  

自分たちの生命、財産は自分たちで守る

という意識を持つ市民の割合 
90.3％  

自主防災組織数 59 組織  

自主防災組織等による年間防災訓練数 10 回  
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● 施策の展開 ● 

  
 

浸水被害の防止を図るため、加古川河川激甚災害対策特別緊急事業による抜本的な河川

改修を行うとともに、事業区間以外の河川などについても、計画的に整備を進めます。ま

た、市街地の浸水対策事業や黒田庄地区における低地浸水対策事業などを推進します。 

一方、地震などの大規模な自然災害の発生に備え、学校をはじめとする公共施設や民間

住宅の耐震化を促進するとともに、避難路の整備の検討や山地災害を防ぐ治山事業などの

土砂災害防止対策を進めます。 
 
 
 
 

 

 

  
 

4-201 防災基盤の整備・強化  

4-202 災害発生時に対応できる人材の育成 

○ 加古川河川激甚災害対策特別緊急事業の推進 
 ○ 市街地・低地（黒田庄地区）浸水対策事業の推進 
 ○ 避難路の整備（都市計画道路西脇上戸田線） 
 ○ 公共施設・民間住宅等の耐震化の推進 
 ○ 治山事業【再掲】              など 

 

 

主な取組事業 

災害発生時に災害本部対策要員となり、迅速で的確な対応が必要な職員については、実

践的な訓練や研修を通じて、防災意識の高揚と災害対応力の向上を図ります。また、災害

の規模や内容により、行政だけでの対応が難しい事態も予想されることから、消防本部な

どの関係機関と連携しながら、学校や地域における定期的な防災訓練の実施を通じ、市民

一人ひとりの「自分たちの地域は自分たちで守る。」という防災や減災※の意識の高揚と

災害発生時に自主的な防災活動が担えるような対応能力の向上を図ります。あわせて、こ

うした活動の中心となる自主防災組織の組織化と活動の活性化にも取り組みます。 
 

 ○ 市職員の訓練・研修の実施 
 ○ 学校・地域における防災訓練の実施 
○ 自主防災組織の組織化・活動の活性化     など

 

主な取組事業  
 
 
  

 4-203 災害に強い仕組みづくり 

災害発生時の被害を最小限に抑えるため、災害対策本部の機能強化を図るとともに、全

市域に防災行政無線を整備し、市民に対する情報伝達体制の充実・整備を図ります。また、

要援護者の安否確認や避難支援のために、日ごろから要援護者ごとに複数の協力者を指定

する近隣協力体制づくりや、地域の消防力の強化などに努め、地域の防災力の向上を図り

ます。さらに、関係機関や他市町との連携により、災害発生時の相互支援体制の強化を図

ります。 
 

 ○ 防災行政無線整備事業（旧西脇市域） 
 ○ 災害時要援護者避難支援体制づくりの推進 
○ 災害支援協力体制の強化            など 

 

主な取組事業  
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第３節 

  総合的な交通安全対策の推進 
 

● 現状と課題 ● 

本市では、これまで市民や自動車運転者への啓発活動、高齢者や児童を対象とした交通

安全教室の実施など、関係機関と連携しながら、安全意識の高揚と事故防止に取り組んで

きましたが、市内での交通事故発生件数は減少しているとはいえない状況にあります。 

平成16（2004）年には、死者１名、傷者 460名と交通事故の死傷者数が近年で最悪の水

準となり、翌年の平成17（2005）年には、傷者数が 338名と大きく減少する一方で、死者

数は８名にのぼりました。また、全国的な傾向と同様、本市においても高齢者が当事者と

なる事故が件数・死傷者数ともに増加しており、高齢化の進行に伴い、今後もこうした事

故の一層の増加が懸念されるため、高齢者の事故防止対策が急務となっています。 

本市は、住宅密集地を中心に、道幅が狭く、歩道が未設置の道路が多くあり、交通安全

施設の整備が十分とはいえない状況にあります。このため、危険箇所を中心に、道路の拡

幅や歩道の整備、カーブミラーの設置など交通安全施設の整備・充実に取り組んでいくこ

とが必要です。しかしながら、拡幅を伴う道路整備には、沿道地権者との協議に相当の時

間を要することから、通過交通の流入抑制や走行車両の速度規制、事故多発箇所への指導

員の配置などとあわせた総合的な安全対策を検討していくことが求められています。 

また、飲酒運転や駐車違反に対する取締まりや罰則が強化されるなど、交通事故の抑制

に向けたドライバーの交通安全ルールの徹底が重要な課題となっています。一方、自転車

利用者においても、携帯電話を利用しながらの運転など危険行為が多くみられます。この

ため、学校・地域・事業所などにおいて、各年代に応じた交通安全教室の実施や街頭での

啓発を通じ、日常的に交通マナーの遵守を訴えかけていくことが必要です。 

 
 

交通事故発生件数の推移（人身事故）
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● 目指す姿 ● 

安全性の高い道路が整備され、ドライバーは交通安全のルールを守り、すべての市

民が行動しやすい、安心と思いやりのある交通社会になっています。 

 

 

 

● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・「第８次西脇市交通安全計画」に基づき、警察や公安委員会など関係機関と協議・連携

しながら、効果的な交通安全対策を進めます。 

・学校・地域・事業所における交通安全啓発を徹底するとともに、自分自身の安全を守る

ための教育や、人を大切にするドライバー教育を推進し、交通安全意識の高揚を図りま

す。 

・市民や地域による主体的な交通安全活動を支援します。 

・歩道と車道を分離した道路など、交通安全機能が向上した道路整備を進めるとともに、

自動車交通量の抑制対策についても検討します。 

【 市民に期待される役割 】 

・行政や関係機関と連携しながら、自治会・老人会・子ども会などによる地域での主体的

な交通事故防止活動を実施しましょう。 

・地域における道路交通の危険箇所などの情報収集・把握に努め、地域で広く共有しま

しょう。 

・通学・通園時間帯を中心に、地域の子どもの見守り活動に参加しましょう。 

・路上駐車や屋外広告物の設置など、 

交通事故発生の原因ともなりうる 

交通の支障となる行為を自粛しま 

しょう。 

 

 

 

 

 

● まちづくり指標 ● 

指  標 現状値 
平成24年度に 

おける方向性 

交通事故（人身）の年間発生件数・死傷

者数 

発生件数  281 件

死 者 数    8 人

傷 者 数  338 人

 

交通安全教室の年間参加者数 3,570 人 
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● 施策の展開 ● 

  
 4-301 交通安全教育と啓発の推進 

警察など関係機関と連携しながら、交通安全運動をはじめとする啓発活動や情報提供を

行い、交通安全思想の普及を図ります。また、これまで実施している幼稚園や小・中学校

での交通安全教室に加え、あらゆる世代に対する継続的な啓発活動や指導が必要であるこ

とから、各種団体や事業所などを対象にした多様な交通安全教育を推進します。 
特に被害者としても、また加害者としても、高齢者の事故が急増していることから、高

齢者大学のカリキュラムや老人クラブの活動における定期的な交通安全教育や巡回訪問に

よる個別指導を実施していきます。 
 

○ 学校園における交通安全教室事業 
 ○ 市民・高校生・運転者への交通安全啓発 
○ 高齢者の事故防止啓発             など 

 

主な取組事業  

 

 

  
 4-302 交通安全施設の整備  

交通事故の危険性の軽減と円滑な交通の確保に向け、自転車や歩行者の通行が多い箇所、

交差点や危険箇所を中心に、歩道の設置や道路改良を図ります。また、カーブミラー・

ガードレール・道路照明など、交通安全施設の一層の整備を進めるとともに、走行車両の

速度抑制に向けた工夫にも取り組みます。 

 

 

 

 

 ○ 交通安全施設整備事業（交差点改良・歩道の設置など）

 ○ 人にやさしいまちづくり事業（歩道の段差解消など） 
【再掲】 

○ 道路照明設置事業               など 

 

主な取組事業 

 

  
 4-303 交通量の抑制対策  

増え続ける自動車の交通量を抑制するため、マイカー以外の交通手段の確保を図るとと

もに、地球環境の保全や市民の健康づくりの観点から、近距離の移動については、自動車

から二輪車・自転車・歩行への転換を促し、自動車利用の適正化を進めます。 

 
○ 公共交通ネットワークの充実 
○ 公共交通機関・自転車等の利用促進       など  

主な取組事業  
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第４節 

  安全で明るい暮らしを守るまちづくり 
 

● 現状と課題 ● 

社会情勢の不透明感が広まり、全国的に犯罪件数が増加傾向にある中、西脇警察署（西

脇市・多可町を管轄）管内においても犯罪の発生件数は増加傾向にあり、平成14（2002）

年には、 1,154件に急増しました。発生件数に対する検挙件数についても、全国的な傾向

と同様に低下しており、市民の日常生活への不安感は高まっています。こうした中、警察

をはじめとする関係機関の取組により、平成18（2006）年には、管内の犯罪発生件数は 

772件にまで減少しましたが、依然として空き巣や不審者による子どもへの声かけなどの

事件が発生しており、当地域の犯罪の特徴として、車上ねらいも多く発生しています。 

近年、子どもをねらった犯罪が増加していることから、子どもの安全確保に対する市民

の意識は非常に高まっています。こうした犯罪の増加に対する市民の不安を解消していく

ことは、行政にとっても大きな課題となっており、本市においても防犯灯の設置や青少年

センターの青色回転灯装着車※による市内巡回を行っていますが、一方で子どもの通学時

の見守り活動や自主防犯組織の立ち上げによる巡回活動など、市民自身の手で地域の暮ら

しの安全を守っていこうとする動きもみられます。また、社会的立場の弱い高齢者や障害

者などをねらった架空請求※や悪質商法をはじめ、消費生活に関するトラブルも増加して

おり、社会問題となっています。このような犯罪や事件が多発する要因のひとつには、地

域の連帯意識の希薄化があげられます。このため、市民一人ひとりが犯罪に対する危機意

識を持つとともに、学校・家庭・地域・行政が一体となった取組を行い、犯罪者にねらわ

れない、犯罪者をつくらない、地域社会を形成していくことが求められています。 

さらに、高病原性鳥インフルエンザ、ＳＡＲＳ（重症急性呼吸器症候群）やＢＳＥ（牛

海綿状脳症）の発生にみられるように、食の安全や新型感染症など、市民の安全な暮らし

を脅かす新たな事象や事態が発生しています。また、平成16（2004）年には、武力攻撃事

態などに備えて、国民の生命・身体・財産の保護を図ることを目的とした「国民保護法」

が施行されるなど、有事における対策も課題となってきています。このような影響が広範

囲に及ぶ課題に対しては、国や県とも連携を図りながら、危機管理を総合的な視点からと

らえ、不測の事態に備えた万全の準備と対応策を検討していくことが求められています。 

 

 

 

※青色回転灯装着車 

 一般の自動車に回転灯を装備することは法令で禁止されているが、2004年12月から一定の条件を満たす団体には、

防犯パトロールに使用する自動車へ青色回転灯を装備することができるようになった。青色回転灯は、住民に安心

感を与え、防犯意識の向上につながるとともに、犯罪の抑止効果も高いと考えられている。 

※架空請求 

さまざまな手口で、根拠のない請求を行い、金品をだまし取ることをいう。  

 

● 目指す姿 ● 

犯罪や事件の発生が少なく、日常生活を脅かす不測の事態やあらゆる危機からも市

民一人ひとりが守られ、不安を感じることなく、明るく暮らせるまちになっていま

す。 
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● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・市民の防犯活動への参加意識を高め、防犯活動組織の立ち上げや活動支援を行うととも

に、関係機関による連絡・協議体制の構築に努めます。 

・夜間の犯罪防止や通学時の安全確保のため、防犯灯などの防犯施設の整備を進めます。 

・消費生活や防犯に関する各種啓発や相談体制の充実を図り、事前対策と被害発生時の早

期解決に努めます。 

・食の安全や新型感染症などに関する正確な情報の提供に努めるとともに、不測の事態が

発生した場合には、迅速な対応により、混乱を防止する体制を構築します。 

・感染症などの事前予防や発生時の流行・拡大の防止に向け、防疫体制を確立します。 

・国・兵庫県と連携しながら、「西脇市国民保護計画」に基づく、本市の役割を実施しま

す。 

【 市民に期待される役割 】 

・戸締まりや防犯ブザーの設置など、自主的な防犯対策を講じましょう 

・自主的な防犯活動に参画し、地域の安全に関するさまざまな情報を収集・把握し、広く

情報を共有しましょう。 

・地域における声かけなどを積極的に行い、近隣の人の顔と名前がわかるコミュニティづ

くりに努めましょう。 

・悪質商法をはじめ消費生活問題に対する知識を深め、消費者として自身の判断力を高め

るとともに、近隣の高齢者などが被害者とならないよう、日ごろから積極的に声かけや

見守りを行いましょう。 

・食品や新型感染症などに対する知識を深め、 

感染の予防や被害の拡大防止などに向けた 

適正な対処法を身につけましょう。 

・安全な暮らしを脅かす不測の事態の発生時 

には、迅速な対応ができるよう、市民・地 

域・事業所などが連携し、事前対策をして 

おきましょう。 

 

● まちづくり指標 ● 

指  標 現状値 
平成24年度に 

おける方向性 

防犯活動をしている市民の割合 24.8％ 
 

 

年間刑法犯罪認知件数 672 件 
 

 

消費生活相談における年間あっせん不調

件数 
０件 
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● 施策の展開 ● 

  
 

地域における犯罪抑止力を高めていくため、防犯活動組織の立ち上げを推進し、従来か

らの活動組織とあわせ、防犯活動の支援を行います。また、こうした活動組織と警察署・

学校など関係機関による連携を深め、連絡・協議する体制を構築していきます。さらに、

犯罪被害の防止と発生時の被害の軽減や早期解決に向け、広報紙などを通じた啓発を行う

とともに、自治会単位での市民のつながりを基盤にした、安心して暮らせる地域づくりに

向けた啓発や提案を市民とともに検討していきます。一方、夜間の犯罪防止や通学時の安

全確保のため、防犯灯の整備などを進めるとともに、青色回転灯装着車による巡回を実施

します。 
   

 
 

 

 
 

4-401 防犯活動の支援・防犯対策の充実 

4-402 安全な消費生活の確保  

 ○ 自主防犯活動グループの設立・活動支援 
 ○ 防犯対策のための連絡・協議体制づくり 
  ○ 防犯施設整備事業（防犯灯の設置など）     など

 

主な取組事業 

悪質商法など消費生活における被害者救済のため、専門知識を持った職員による消費生

活相談を開設し、問題解決に向けた助言や処理手続の支援を行います。こうした被害を未

然に防止するため、広報紙などを通じた啓発を行うとともに、高齢者や各種団体など幅広

い市民を対象に、被害の実例を伝える市民出前講座をはじめとした消費者教育を推進しま

す。また、消費生活の身近なリーダーとして、消費者協会の会員などを通じて、消費生活

をめぐるさまざまな問題に関する情報提供や啓発活動を推進し、消費者自身の判断力の向

上を図ります。 
 

 ○ 消費生活相談体制の充実 
 ○ 市民出前講座などによる消費者教育・啓発の推進 
 ○ 消費生活リーダーの育成             など

 

主な取組事業  

 
 
 
 
4-403 危機管理体制の充実と危機対応力の向上 

行政が対処すべき、市民の安全な生活を脅かすさまざまな危機に対して、迅速かつ適切

な対応ができるよう、危機管理体制の強化・充実を図ります。あわせて、市民・地域・行

政それぞれの主体の役割分担を明確にし、連携することによって、市全体での危機対応力

の向上を図り、不測の事態に備えます。 

また、国民保護については、国・県と連携しながら、国民保護計画に基づき、有事など

不測の事態が発生した場合には、情報伝達・避難誘導・救援などの支援を行います。 

  
 ○ 対象となる事態における市民の役割・対策の啓発・周知

  ○ 庁内の危機管理体制強化に向けた職員研修・訓練実施 
○ 避難訓練の実施の検討             など 

 

主な取組事業  
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快適な暮らしを支える生活基盤が充実したまち 

 

 

■ 分野の展望 

・交通の利便性が一層高まり、すべ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 

・市民意向調査では、今後、求められるまちづくりの方向性として、生活基盤の充実を

求める優先順位はそれほど高くないものの、道路や公共交通の整備など個別の政策で

はその充実を求める意向が高くなっています。また、定住意向は高いものの、若年層

の定住意向が、全体の中で低くなっています。 

・転出人口が増加する中、特に、若年層の転出によるまちの活力の低下が懸念されてお

り、市民生活の利便性に資する社会基盤の整備や快適な生活環境の創出により、転出

人口の抑制と定住者の確保を図るとともに、来訪者の呼び込みによる交流人口の増加

が求められています。 

・定住人口の確保につながり、交流の活性化に資する社会基盤として、道路交通機能の

強化が求められています。また、通勤・通学や本市への来訪の利便性を高めるため、

広域的な公共交通の充実や、市内での移動手段の確保が大きな課題となっています。 

・居住環境面においては、定住促進の受け皿となる住宅供給に加え、老朽化の進む公営

住宅の改築、水道・下水道といった生活基盤の機能強化や充実、さらには秩序ある土

地利用などによる快適な住環境の整備が求められています。 

・社会基盤の整備には、初期投資に加え、以降の維持管理費も必要となることから、そ

の必要性を含め、市民意向を十分に反映するとともに、整備に当たっては、説明責任

を十分果たし、市民意識の醸成を図っていくことが求められています。また、道路や

公園、公共施設の維持管理への市民参画を推進するなど、効率的・効果的な社会基盤

の整備と維持管理体制の確立が課題となっています。 

■分野の政策・施策体系 

 

 5-101 体系的な道路交通網の整備の推進 

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整備の推進 

第１節 安全で快適な道路の整備 

第５章 
＜ 都市基盤・生活環境 ＞
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5-301 定住の促進に向けた環境整備 

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 優れた景観の保全と創出 

5-403 中心市街地の活性化の推進 

第４節 環境と調和した計画的なまちづくりの推進 

5-501 公園・広場の整備・維持管理 

5-502 自然環境の保全とふれあう場の創出 

第５節 市民がふれあうやすらぎと憩いの場の創出 

5-601 安定した水源の確保 

5-602 計画的な水道施設の整備 

5-603 水道事業の健全な財政運営 

第６節 安全で良質な水道水の安定供給 

5-701 水洗化の促進 

5-702 下水道施設の整備・維持管理 

5-703 下水道事業の経営健全化 

第７節 生活排水の適切な処理の推進 

5-201 利用者にやさしい公共交通の整備 

5-202 公共交通機関の利用促進 

第２節 円滑な移動を支える公共交通の整備・充実 

5-203 民間活力による交通手段の開発・確保 

5-801 情報通信基盤の整備の促進 

5-802 地上デジタルテレビ放送に関する支援 

5-803 携帯電話難通話地域の解消 

第８節 生活の利便性を高める地域情報化の推進 

5-804 情報リテラシーの向上 

第３節 多様な世代が暮らす快適な定住環境の形成 

5-302 住宅セーフティネットの構築 

5-805 行政分野での情報通信技術の活用 
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第１節 

  安全で快適な道路の整備 
 

● 現状と課題 ● 

道路は市民生活や地域の経済活動を支える重要な社会基盤であるとともに、地域の骨格

の形成や公共空間の確保に資する重要な役割を担っています。 

本市の道路網は、南北に縦貫する国道 175号と 427号、及び国道を補完する県道や幹線

市道によって周辺市町とのネットワークが形成されており、さらに生活に密着した道路が

市内各地区とのアクセスを担っています。 

本市の道路整備状況をみると、平成19（2007）年４月１日現在、道路延長が 488.0km、

舗装率が95.7％、改良率68.5％となっており、いずれも兵庫県全体を上回っています。道

路交通量では、国道 175号や 427号などを中心に交通量が多くなっており、これら国道へ

のアクセス道路の交差点などでは、交通集中による渋滞の発生がみられます。また、古く

から市街地が形成されたことから、中心部では狭あいな道路が多く、緊急車両が進入でき

ないなど、市民生活の利便性や安全性の確保が課題となっています。 

現在、地域高規格道路「東播丹波連絡道路※」として、国道 175号バイパスの整備が進

められており、今後は国道 427号や県道、都市計画道路※の整備を促進し、幹線道路の

ネットワークを強化していくことが求められています。あわせて、早期に完成した幹線道

路への歩道の設置や、危険箇所への交通安全施設の整備といった安全対策を実施するとと

もに、生活に密着した道路の整備を進めていくことが必要です。また、既設道路の老朽化

に伴う維持管理経費の節減に向けた工夫についても求められており、特に生活に密着した

道路については、利用する地域住民によって美化や清掃などの維持管理が行われることに

より、地域への愛着やまちづくりへの参加意識が醸成されることも期待されます。 

＜道路整備状況＞（平成19（2007）年４月１日現在） 

種  別 国 道 県 道 市 道 合  計 

実 延 長 21.6km 74.2km 392.2km 488.0km 

舗 装 率 100.0％ 100.0％ 94.7％ 95.7％ 

改 良 率 100.0％ 89.5％ 62.8％ 68.5％ 

資料：建設経済部  
 

 

 

 

 

※地域高規格道路「東播丹波連絡道路」 

 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をいい、「東播丹波連

絡道路」は、中国自動車道滝野社ＩＣと北近畿豊岡自動車道氷上ＩＣの約30kmを結ぶ。 

※都市計画道路 

都市生活と機能的な都市活動が確保されるよう、都市計画法に基づき、決定した都市の骨格となる道路 

● 目指す姿 ● 

歩行者や自動車の移動のみならず、市内での円滑な物流の確保、災害の拡大抑制や

避難誘導、市民や来訪者によるにぎわいや交流の創出など、道路が持つ多面的な機能

が十分に発揮され、地域が活性化し、安全で快適な市民生活ができる社会になってい

ます。 
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● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・国道 175号などの広域幹線道路や地域間を連絡する幹線道路の整備を促進し、体系的な

道路ネットワークを確立します。 

・交通安全対策の充実や人と車両がともに利用しやすい通行空間の確保に努め、安全で快

適な道路環境の整備を図ります。 

・市民生活に密着した生活道路の整備を進めるとともに、市民との協働による生活道路の

維持管理体制を確立します。 

【 市民に期待される役割 】 

・道路整備についての理解を深め、協力しましょう。 

・清掃や除草、植栽の管理など、道路の維持管理作業を行政と協働で行いましょう。 

・身近な道路の損傷状況や障害物などについて、市などの道路管理者に報告しましょう。 

 

● まちづくり指標 ● 

指  標 現状値 
平成24年度に 

おける方向性 

市内の道路はさらに整備していくことが

必要であると感じている市民の割合 
62.9％  

市内の道路を通行するときに安全に通行

できると感じている市民の割合 
39.７％  

身近な道路の清掃など維持管理に協力し

ている市民の割合 
51.0％  

都市計画道路の整備率 63.6％  
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● 施策の展開 ● 

  
 5-101 体系的な道路交通網の整備の推進 

経済活動をはじめ、広域的な連携や交流機能の強化を図るため、幹線道路の整備を促進

し、体系的な道路ネットワークを確立します。高速道路を補完する地域高規格道路「東播

丹波連絡道路」である国道 175号バイパスの整備促進を支援するとともに、全区間の事業

化に向けた国への働きかけを行います。また、国道 427号や県道黒田庄多井田線などの

国・県道や主要市道についても、道路の拡幅や橋りょうかけ替、渋滞の緩和に向けた交差

点改良などの整備を進め、交通の利便性の向上を図ります。 
 

 
 ○ 国道 175号バイパスの整備促進の支援 

 ○ 国道 427号、県道黒田庄多井田線・和布郷瀬線の道路 

拡幅などの整備 

 ○ 広域道路ネットワーク事業の推進        など 

 

主な取組事業 
 
 
 
 
 

交通量の多い幹線道路や自転車・歩行者の通行が多い箇所を中心に、安全で安心して通

行できるよう、歩道や自転車道の設置、段差の解消や拡幅などの改良を進めます。また、

カーブミラー・ガードレール・道路照明などの交通安全施設の整備を進め、道路の安全性

と快適性を確保します。 
 
 
 
 

 

 
 
 

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整備の推進 

 ○ 県道郷の瀬野村線リニューアル工事の支援 
   （歩道の拡幅・段差解消、電線類の一部地中化など） 

○ 県道西脇八千代市川線の交差点改良 

 ○ 交通安全施設整備事業（交差点改良・歩道の設置など）

   【再掲】 

○ 道路照明設置事業【再掲】           など 

 

 

主な取組事業 

災害発生時における火災の延焼防止や円滑な救急・避難誘導など、道路の有する防災機

能が十分に発揮できるよう、市民生活に密着する生活道路の拡幅などの整備を進めます。 

また、清掃や除草作業、植栽の管理など、身近な生活道路の維持管理作業については、

市民との協働で実施することにより、維持管理の効率化を図ります。 

○ 市単独道路改良・舗装事業 
 ○ 道路の維持・修繕事業 

○ 道路アドプト制度※の検討           など 

 

主な取組事業 
 

 

※アドプト制度 

 「養子にする。」という意味で、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・除草などの維持作業や環境保全活動を行う制度をいう。 
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第２節 

  円滑な移動を支える公共交通の整備・充実 
 

● 現状と課題 ● 

全国的に公共交通事業は、モータリゼーション※の進展に伴う自家用自動車の普及や、

少子化による通学利用者の減少などにより、厳しい経営環境にあります。 

その一方で、自動車の運転ができない高齢者や障害者、年少者などの移動手段として、

また ＣＯ2の排出抑制による地球環境への負荷軽減や、まちの活性化に向けた観光・商業

の振興対策として、公共交通は近年その重要性を増しています。 

本市では、バス交通として大阪・神戸方面と近隣市町、市内地域間を結ぶ民間の路線バ

スと市内を循環するコミュニティバス※が運行されています。平成８（1996）年に運行を

開始したコミュニティバスは、運行路線を拡大しながら、市民の身近な移動手段として順

調に利用者数を伸ばしてきましたが、ここ数年は年間１万５千人程度と頭打ちの状況が続

き、平成17（2005）年度には大きく減少に転じたことから、今後もこうした傾向は続くこ

とが予想されます。また、黒田庄地区はバス交通の空白地となっていますが、福祉送迎車
※による輸送サービスを実施しており、高齢者や障害者など交通弱者の移動需要にこたえ

ています。 

一方、鉄道については、市街地中心部を走るＪＲ鍛冶屋線が平成２（1990）年に廃線と

なり代替バスに転換されて以降、ＪＲ加古川線が唯一の路線となっており、平成17年度に

は約 220万人が利用しています。平成16（2004）年12月に電化開業し、所要時間の短縮や

一部区間での増便が図られ、全体の利用者は増加しましたが、西脇市駅以北については、

電化後も運行本数が少ないことから、依然として利便性が低く、利用者の減少が続いてい

ます。 

このような中、バス交通の空白地や不便地の解消に向け、利用者負担のあり方や利用者

の需要を的確に把握し、コミュニティバスや地域での支え合いを基盤にした移動システム

についての調査・研究を進めるなど、公共交通体系の総合的な整備・充実が求められてい

ます。 

また、厳しい財政状況の中、市民や来訪者に対する移動サービスの維持・向上を図るた

め、地域交通の総合的な基本計画を定め、市内各地域の実情に応じた利便性の確保に努め

るとともに、他市町との連携による広域的な視野に立った利便性の確保に向けても検討し

ていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

※モータリゼーション 

 自動車が生活必需品として普及する現象。自動車の大衆化 

※コミュニティバス 

自治体が住民の移動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、従来の路線バスを補う公共交通サービスとして普及している。バス会社に運行を委託し、必要に

応じて、自治体が経済的な支援を行うことが多い。 

※福祉送迎車 

高齢者や障害者、その介護者を対象に、通院などの生活支援や社会参加を促進するため、普通ワゴン車を利用した

送迎サービス。社会福祉協議会に事業委託し、運行している。 
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● 目指す姿 ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・地域公共交通を構成する交通機関の現状と課題を抽出し、その役割や機能について検証

するとともに、バス交通を中心に地域の公共交通整備のあり方を検討するため、「地域

バス交通計画」を策定します。 

・持続性を持った公共交通事業の実施を図るため、３Ｅ（経済性・効率性・有効性）の視

点から、定期的な見直しを行います。 

・交通体系の有機的なネットワークの強化・充実を図るとともに、市民が利用しやすい環

境整備に努め、公共交通機関の利用を促進します。 

・地域ぐるみで公共交通を支えるため、地域によるバスの自主運営や有償ボランティア輸

送の活用など、新たな移動手段の研究や検討を進めます。 

【 市民に期待される役割 】 

・日常生活の足として、多くの市民が公共交通を積極的に利用しましょう。 

・支え合いと助け合いの精神を基盤とした移送サービスの実現に向け、協力をしましょう。 

 

● まちづくり指標 ● 

公共交通が整備・充実されることにより、高齢者・障害者や年少者をはじめ、すべての

人が日常生活において、安心して、円滑に移動できる社会になっています。 

指  標 現状値 
平成24年度に 

おける方向性 

公共交通を利用している市民の割合 

（過去 1 年間） 
46.3％  

買物や通院・通学のための移動に不便を

感じている市民の割合 
53.0％  

市内運行バス（生活交通バス・コミュニ

ティバス）の年間利用者数 

路線バス 136,093 人

コミュニティバス 11,869 人
 

市内ＪＲ７駅の年間乗降客数 274,755 人  
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● 施策の展開 ● 

  
 5-201 利用者にやさしい公共交通の整備 

市民や事業者などで構成する地域公共交通会議を設置し、地域バス交通を中心に、本市

の公共交通について総合的な検討を行い、地理的条件や利用目的、利用者の年齢などに応

じた課題を整理します。また、市民アンケートや実証運行により市民ニーズを的確に把握

し、地域の実情に即した地域バス交通計画の策定を進め、利用者にやさしく、利便性の高

い公共交通の整備に努めます。 

   
 ○ 地域公共交通会議の設置 

 ○ 公共交通に関する市民アンケート・実証運行の実施 

○ 地域バス交通計画の策定         など  

 

主な取組事業  
 

 

  
 5-202 公共交通機関の利用促進 

車中心の社会から、高齢社会や環境問題にも適切に対応した公共交通システムが構築さ

れた社会への転換を図っていくため、だれもが利用しやすい公共交通の環境整備を進める

とともに、市民の意識啓発や利用促進に努めます。また、播磨内陸地域の拠点都市として

交通の利便性をより一層高めていくため、広域圏・地域間の連携強化を図りながら、交流

の促進に向けた交通体系の整備を進めます。 

一方、大量輸送に優れ、地域住民の日常生活を支え、非常時における幹線鉄道のう回

ルートとしても、その重要性が再認識されたＪＲ加古川線については、地域の交流拠点と

しての駅舎の活用やパークアンドライド※など、鉄道を利用しやすい環境の整備に努め、

関係市町と連携しながら、利用者の維持・確保に向けた取組を進めます。 

   
○ 近隣市町のコミュニティバスとの連携の推進 

 ○ 駅舎活用・駅周辺整備の検討 

○ 西脇市駅西駐車場の利用環境整備       など  

 

主な取組事業  
 

 

  
 5-203 民間活力による交通手段の開発・確保 

「地域の移動手段は地域で守る。」という気運を盛り上げ、市民参画による生活路線の

確保につなげていきます。そのため、市民による乗車運動の展開や地域の公共交通を支え

る地域ぐるみのサポート体制の確立、民間事業者による10人乗りワゴンやセダンなどを利

用した乗合タクシーの運行、さらには自治会やＮＰＯによる自主運営バスなど、新たな運

行システムの導入や民間の活力を利用した交通手段の開発と確保を図ります。 

   
 ○ 乗合タクシー・自主運営バス導入に向けた調査・研究 

 ○ 地域ぐるみのサポート体制の確立       など  
主な取組事業  

 
※パークアンドライド 

 自動車などを鉄道駅やバスターミナルに設けた駐車場に駐車し、鉄道や路線バスなどの公共交通機関に乗り換えて

目的地に行く方法。交通量自体が減少するため、渋滞の緩和、排気ガスによる大気汚染の軽減やＣＯ2の削減といっ

た効果が期待される。 
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第３節 

  多様な世代が暮らす快適な定住環境の形成 
 

● 現状と課題 ● 

本市の一般世帯の持ち家比率は、平成17 

（2005）年では、77.6％となっており、兵 

庫県平均である64.8％を上回っており、近 

隣都市とほぼ同じ水準にあるといえます。 

また、１世帯当たりの延べ床面積の水準も 

同じような状況にあります。 

播州織の発展に伴う経済成長や核家族化 

の進行などによる住宅需要の拡大に対応す 

るため、本市では、昭和30年代から40年代にかけて公営住宅を積極的に整備したことから、

一般世帯数に占める公営住宅の比率が１割近くを占めており、近隣市町と比較して非常に

高くなっています。また、入居者の４割以上が65歳以上の高齢者世帯となっています。 

一方で、全体人口は減少傾向にあり、特に若年層を中心に、市外へ転出する人口が増加

しており、まちの活力の低下が懸念されています。市民意向調査による定住意向は、全体

で６割を超える高い割合を示していますが、若年層では、その割合が低くなっており、す

べての世代が地域に愛着を持ち、いきいきと暮らせる定住環境の整備が求められています。 

こうした多様な世代の暮らしを支える魅力ある定住環境の形成に向け、野村地区に計画

人口約 1,500人の住宅用地「茜が丘」を開発し、分譲を進めています。また、市営住宅に

ついては、その多くが老朽化による更新時期を迎えていることから、日野ヶ丘団地の建替

事業をはじめ、安全で快適な居住環境を備えた住宅整備を計画的に進めています。一方で

密集市街地を中心に、現在の建築基準に満たない住宅が多くあり、地震災害による倒壊の

危険性などが指摘されていることから、こうした住宅の耐震補強を早急に進めていくこと

が必要です。 

今後は、社会情勢の変化を踏まえながら、多様な居住ニーズや豊かな住生活の実現に向

け、公営住宅のあり方を含めた本市の住宅政策の基本方針を定め、総合的な住まいづくり

を推進していくことが必要となっています。 
 

＜住宅環境の状況＞           

 

  

住宅に住む

一般世帯数

（世帯） 

持ち家数 

（世帯） 

１世帯当たり

延べ床面積

（㎡） 

持ち家比率 

西脇市 14,220 11,031 134.5 77.6％ 

小野市 15,462 12,039 127.9 77.9％ 

加西市 14,478 12,251 160.1 84.6％ 

加東市 12,632 8,797 133.0 69.6％ 

兵庫県 2,091,341 1,354,187 92.6 64.8％ 

 

 

 

 

資料：国勢調査（平成 17（2005））年 
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● 目指す姿 ● 

快適な居住環境が形成され、定住者や転入者が増えることで、多様な世代間の交流

が盛んな、活気にあふれ、住みやすくやすらぎを感じることができる「住んでよかっ

たまち」になっています。 

 

 

 

 

● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・多様な世代の定住に向け、茜が丘の宅地分譲を進めるとともに、居住環境の向上を図る

ための施策を推進します。 

・市民の多様な居住ニーズに的確に対応していくため、「西脇市住生活基本計画」を策定

し、総合的な住宅政策を展開していきます。 

・市営住宅の適正な維持・管理に努めるとともに、計画的な整備を推進します。 

・公営住宅と民間賃貸住宅などによる住宅セーフティネットの構築を図ります。 

【 市民に期待される役割 】 

・法令による規制・誘導について理解を深め、秩序あるまちづくりに積極的に協力しま

しょう。 

・住宅の耐震性については、居住者自身がその把握に努め、必要な改修を進めましょう。 

・市営住宅の入居者は、市民共有の財産として、適性に使用しましょう。 

 

● まちづくり指標 ● 

指  標 現状値 
平成24年度に 

おける方向性 

西脇市に住みたい、住み続けたいと思う

市民の割合 
62.5％  

持ち家比率の割合 78.1％  

茜が丘の分譲宅地数（市分譲分） 76 区画  
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● 施策の展開 ● 

  
 5-301 定住の促進に向けた環境整備  

茜が丘の宅地分譲を進めるとともに、法令による規制・誘導を進め、さらには土地区画

整理事業※などの面的整備についても検討しながら、居住環境の向上を図り、若年層を中

心に多様な世代の定住化を促進します。また、耐震性に問題がある住宅の耐震診断を促進

し、耐震強化に向けた普及・啓発に努めるとともに、耐震改修に取り組みやすい環境整備

を進めます。 

   
 ○ 住生活基本計画の策定 

 ○ 土地区画整理事業の推進 

○ 簡易耐震診断の推進                 など  

 

主な取組事業  
 

 

  
 5-302 住宅セーフティネットの構築 

本市における住宅や住環境について、今後の方向性を明らかにするとともに、その実現

に向けた住宅政策を総合的に推進するため、住生活基本計画を策定します。また、住宅に

困窮する低額所得者のための市営住宅については、老朽化に伴う整備を計画的に進め、バ

リアフリー化など人にやさしい快適な居住空間の確保を図るとともに、適正な維持管理に

努めます。 

さらに、社会環境の変化や地域の特性を踏まえた住宅セーフティネットの構築に向け、

公営住宅だけでなく、民間賃貸住宅を含めた賃貸住宅の役割を見直し、高齢者などの住宅

弱者が安心して住宅を確保できる仕組みを構築するとともに、子育て世帯など入居者の家

賃負担の軽減を図るための支援施策について検討します。 

   
○ 市営住宅（日野ヶ丘団地など）の整備 

 ○ 市営住宅の適正な維持・管理の推進 

○ 住生活基本計画の策定【再掲】        など  

 

主な取組事業  
 

 
※土地区画整理事業 

 土地区画整理法に基づき、都市計画区域内で、公共施設の整備改善や宅地の利用の増進を図るために行われる土地

の区画形質の変更、公共施設の新設・変更などに関する事業 
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第４節 

  環境と調和した計画的なまちづくりの推進 
 

● 現状と課題 ● 

本市は総面積の約７割が山林であるため、活用できる土地は限られており、効率的で計

画的な土地利用を推進していくことが求められます。 

また、市域の約６割に当たる 7,805haが都市計画区域に指定されており、そのうち西脇

地区を中心とした 607haが市街化区域になっています。市街化区域では、これまでに土地

区画整理事業などの市街地整備が５地区で行われてきましたが、現在でも地場産業である

織物関連の工場が立地しており、住工混在の土地利用がみられます。中心部では、住宅や

商店が密集市街地を形成していますが、商業の停滞や空洞化が進んでおり、衰退に歯止め

をかけるため、活性化に向けた取組と防災機能の向上を図っていくことが重要な課題と

なっています。市街化調整区域においては、既存宅地制度による開発地や地場産業の工場

が点在するなど、土地利用の混乱が生じており、優良な農地や集落環境、良好な景観の保

全が課題となっていますが、一方では、新規企業誘致のための産業誘導地区の確保も急務

となっています。このような中、都市計画区域では、市街化調整区域における一定規模で

の土地利用の弾力的運用が可能となる一方、大規模な開発行為が制限される方向にあり、

計画的な土地利用を推進するための方針を早急に定める必要があります。 

また、都市計画区域以外の区域においては、平成17（2005）年に兵庫県が「緑豊かな地

域環境の形成に関する条例」を施行しており、当条例に即して地域の環境特性にふさわし

い土地利用の誘導を図ってきました。これまで、こうした区域では大規模な開発はみられ

ませんでしたが、市街化調整区域での開発規制が強化されることを受け、今後は交通の利

便性が高い黒田庄地区での開発の増加も考えられるため、都市計画手法による規制・誘導

を含め、環境と調和した土地利用の検討を進めていくことが必要です。 

土地利用に関するさまざまな制度は、開発行為を規制するためのみの手法ととらえがち

ですが、住みよい、魅力あるまちづくりの手法として、市民参画を推進しながら、積極的

に利用していくことが求められます。また、今日では魅力的な都市景観の創出と自然景観

の保全は、まちづくりにおける重要な要素となっており、美しいまちなみをつくり、優れ

た景観を将来にわたって守っていくためには、 

市民一人ひとりの協力が不可欠です。 

総合的な土地利用の推進のために必要な地 

図情報として地籍調査がありますが、本市の 

進ちょく率は全国・兵庫県平均と比較して著 

しく低い状況にあります。土地の有効活用を 

図り、まちづくりを円滑に進めるためには地 

籍の明確化が不可欠であることから、地籍調 

査を早期に実施していくことが必要となって 

います。 
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● 目指す姿 ● 

計画的な土地利用に基づき、市民が「住みよい」と感じることができる都市環境や

農村環境が形成されているまちになっています。 

 

 

 

● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・「西脇市都市計画マスタープラン」を策定し、都市計画区域における総合的・計画的な

土地利用の推進を図ります。 

・市街化調整区域における地域の活性化に向け、「特別指定区域制度」を活用し、市民と

の協働で適正な土地利用計画の策定を進めます。 

・快適で魅力ある都市の形成に向け、地域の実情に応じた良好な景観づくりを推進します。 

・地域住民とともに、中心市街地の活性化に向けた取組を推進します。 

・土地の有効活用を図り、まちづくりを円滑に進めるため、地籍調査を推進します。 

【 市民に期待される役割 】 

・都市計画制度や規制・誘導など土地利用についての理解を深め、秩序あるまちづくりに

積極的に協力しましょう。 

・土地利用計画の策定に、積極的に参加しましょう。 

・まちの景観の重要性を認識し、良好な景観の形成に努めましょう。 

・現地調査の立会いなど、地籍調査の推進に協力しましょう。 

 

● まちづくり指標 ● 

 

 

 

 

指  標 現状値 
平成24年度に 

おける方向性 

西脇市に住みたい、住み続けたいと思う

市民の割合 
62.5％  

魅力ある商店や買物ゾーンが形成されて

いると思う市民の割合 
34.8％  

居住環境が整備され、快適な生活が確保

されていると感じる市民の割合 
40.3％  

都市計画法に基づく地区計画の決定数 ３地区  

地籍調査の進ちょく率 11.7％  
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● 施策の展開 ● 

  
 5-401 総合的・計画的な土地利用の推進 

都市計画区域におけるまちづくりの将来像や総合的な土地利用の方針などを示し、土地

利用の誘導や都市基盤の整備を図るため、都市計画マスタープランを策定します。また、

土地利用の混在の解消に向け、区域や用途に応じ、規制や誘導などの手法により、秩序あ

るまちづくりを推進します。特に市街化調整区域においては、特別指定区域制度を活用し、

新規産業の導入を図るための産業誘致地区や地縁者の住宅区域の設定など、地域の活性化

に向け、市民と協働で土地利用計画の策定を進めます。一方、都市計画区域以外の土地利

用については、「緑豊かな地域環境の形成に関する条例」に基づく良好な環境保全に努め

ます。特に黒田庄地区においては、今後の開発動向などを見極めながら、土地利用のあり

方についての検討を進め、必要と認められる場合には、都市計画区域の指定により、無秩

序な開発を抑止し、計画的な土地利用を図ります。 
 

 
 ○ 都市計画マスタープランの策定 

 ○ 都市計画法による地区計画の策定 

 ○ 市街化調整区域における土地利用計画の策定 

 ○ 都市計画区域の検討              など  

 

主な取組事業 
 
 
 
 
 

都市空間における緑地の適正な保全と緑化の推進による良好な生活環境の形成に向け、

その指針となる緑の基本計画を策定します。また、優れたまちの景観の保全と創出に向け、

街路樹などの植栽による道路の緑化を推進するとともに、屋外広告物※の規制や指導を行

います。さらに、地域とも協調しながら、まちなみや自然景観の保全に向けた取組を進め

ていきます。 
 
 
 
 
 
 
 

5-402 優れた景観の保全と創出 

5-403 中心市街地の活性化の推進 

 ○ 緑の基本計画の策定 

 ○ まちなみ緑化事業（公園・空地などの緑化の補助） 

 ○ 屋外広告物の規制・指導  

○ 保全すべきまちなみ・景観の検討         など  

 

主な取組事業 

居住人口の減少や商業機能の停滞などに伴い、空洞化が進む中心市街地の再生に向け、

適正な土地利用や基盤整備により、居住環境や防災力の向上を図るため、地域住民ととも

に検討を進めます。 

また、播州織ファッション特区事業など中心市街地の活性化に向けたまちづくり活動を

担うＴＭＯ※の支援を行います。 
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 ○ 都市計画道路（西脇上戸田線など）事業化の検討 

 ○ 都市計画による規制・手法等の検討 

 ○ ＴＭＯ運営支援の推進 

（中心市街地播州織ファッション特区事業など） 

    など  

 

主な取組事業 

 

 

 

 
 
 
5-404 地籍調査の推進  

土地の適正な把握と管理を行うため、総合的な土地利用計画に欠かせない地図情報の充

実を図るとともに、公共事業の推進や土地取引の円滑化、課税の公平化などにつながる地

籍調査を推進します。 
 

 ○ 地籍調査事業の推進               など  主な取組事業 
 
 

※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。 

※ＴМО 

Town Management Organization の略称で、まちづくりを企画・運営・管理し、商店街・市民・事業者・行政など、

さまざまな主体が参加し、まちの運営を横断的・総合的に調整する機関 
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第５節 

  市民がふれあうやすらぎと憩いの場の創出 
 

● 現状と課題 ● 

都市公園をはじめとする緑地や河川の親水空間は、市民生活にうるおいをもたらし、身

近な交流と憩いの場としての役割を持つほか、防災拠点としての機能も持っています。 

また、本市は山に囲まれ、加古川など多くの河川が流れる豊かな自然環境に恵まれてお

り、公園だけでなく、里山や河川など自然に親しむことができる空間が数多く存在してい

ます。 

本市において、都市公園の整備に着手したのは古く、昭和29（1954）年の西脇公園の整

備が 初となります。以後、「日本のへそふるさと文化公苑群構想※」に基づく拠点施設

の整備など、計画的な整備を進めてきた結果、平成18（2006）年には、都市計画区域内の

人口１人当たりの都市公園面積は約12㎡となっており、国の目標である10㎡を上回ってい

ます。しかし一方で、早期に整備された公園施設では老朽化が進んでおり、市民の需要に

対応できなくなっているため、ユニバーサルデザイン※化をはじめ、公園施設の計画的な

リニューアルを推進していくことが課題になっています。また、市街地における公園・広

場については、地域コミュニティの場としての機能だけでなく、災害発生時の避難場所や

緩衝地帯など防災機能も考慮した適切な配置が求められます。さらに近年は、子どもをね

らった犯罪への警戒感が強まっていることから、外部からの見通しがよく、防犯対策に留

意された公園づくりなど、子どもが屋外で安全に遊べる環境づくりも求められています。 

平成元（1989）年には、市街地を流れる杉原川が「ふるさとの川モデル事業※」の指定

を受け、親水護岸が整備されるなど、公園とともに都市空間における貴重なオープンス

ペースを提供しています。現在進められている河川改修においても、治水機能の向上とと

もに、環境保全や親水性の確保などに配慮した水辺空間を創出していくことが期待されて

います。 

公園や河川など自然に親しむことのできる公共空間を地域の財産ととらえ、地域が主体

となった美化活動が広がってきていることから、今後も市民との協働による公共空間の維

持管理を推進していくことが求められます。 

 

 1987年から始まった「まちの顔」となる河川を対象に、自然環境の保全・創出や周辺環境との調和を図りつつ、地

域整備と一体となった改修を行い、良好な水辺空間の形成を図ることを目的とした事業 

※ふるさとの川モデル事業 

※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すべ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。 

※日本のへそふるさと文化公苑群構想 

 日本へそ公園・天神池・西脇公園の各拠点の整備を進め、芸術・科学、スポーツ、レクリエーションの機能を結合

し、地域の活性化を図る構想のこと。 
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● 目指す姿 ● 

適切に配置された公園・広場や、自然に親しむことのできる空間が、市民の憩いと

やすらぎの場として大切に愛されており、コミュニティの場としても機能しているま

ちになっています。 

 

 

 

 

● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・市民の憩いの場である公園・広場の計画的な施設の更新を行い、市民との協働による適

切な維持管理を推進します。 

・うるおいある暮らしを支える豊かな自然環境の保全に努めるとともに、自然にふれあう

ことのできる公共空間の創出を図ります。 

【 市民に期待される役割 】 

・公園・広場・河川などの公共空間を地域や市民共有の財産ととらえ、その維持管理に参

画しましょう。 

・自然や公園・広場にある施設を大切に扱い、市民共有の財産として、快適な利用に心が

けましょう。 

 

● まちづくり指標 ● 

指  標 現状値 
平成24年度に 

おける方向性 

居住環境が整備され、快適な生活が確保

されていると感じる市民の割合 
40.3％  

市民１人当たりの公園・緑地・広場の面

積 
12.4 ㎡  

親水護岸の整備箇所 

※
５箇所  

 

※ 親水護岸の整備箇所 

加古川 … 西部井せき両岸（黒田庄町小苗・船町） 

          津万井せき左岸、大垣内右岸 

  杉原川 … 西脇～和田町両岸、市原町右岸 
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● 施策の展開 ● 

  
 5-501 公園・広場の計画的な整備・維持管理 

市民にうるおいとやすらぎをもたらす公園や広場を、だれもが安心して快適に利用でき

るよう、市民ニーズを踏まえた遊具など施設の計画的な更新を行います。また、こうした

公園や広場を地域の財産としてとらえ、アドプト制度など市民が積極的に参画し、協働で

維持管理できる仕組みの構築を図ります。 
 

 ○ 公園・広場の施設・環境の整備 
 ○ 公園の維持管理事業（アドプト制度の推進など）など 

主な取組事業  
 

 
 
5-502 自然環境の保全とふれあう場の創出 

緑地の適正な保全と緑化の推進を図るため、緑の基本計画を策定します。また、森林や

河川など豊かな自然環境の保全に努め、憩いの場としての活用を図ります。特に河川にお

いては、日本へそ公園一帯の加古川河川敷や市街地の杉原川などで実施された河川整備に

引き続き、環境保全と親水性に配慮した整備を推進し、快適な水辺空間の創出に努めます。

あわせて、河川環境の向上を図るため、ごみ拾いをはじめとする、市民が主体となった美

化活動を支援します。 
 
 

 

 ○ 緑の基本計画の策定【再掲】 
 ○ まちなみ緑化事業（公園・空地などの緑化の補助） 
   【再掲】 

○ 河川環境・親水護岸の整備           など 

 

主な取組事業 
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第６節 

  安全で良質な水道水の安定供給 
 

● 現状と課題 ● 

本市の水道事業は、西脇地区水道事業と黒田庄地区水道事業、さらに簡易水道事業※の

３つに分かれています。 

西脇地区水道事業では、昭和32（1957）年の給水開始以来、６回におよぶ拡張事業を実

施し、現在は第７次拡張事業を実施しています。一方、黒田庄地区水道事業では、昭和45

（1970）年の給水開始以来、２回の拡張事業を実施し、平成12（2000）年度から平成17

（2005）年度にかけて、全３箇所の浄水施設に対し、高度浄水処理が可能な膜ろ過方式※

による整備を行いました。また、昭和57（1982）年からは、芳田地区全域に簡易水道事業

による給水を行っています。これらをあわせた平成18（2006）年度末の給水人口は、

45,262人（西脇地区35,110人、黒田庄地区 7,905人、簡易水道 2,247人）となっており、

水道普及率は99.7％と市内全域にわたっています。 

近年、市民の安全意識の高まりとともに、安心でおいしい水が求められていることから、

本市においても、より安全で良質な水道水の安定的な供給に努める必要があります。また、

水道は、日常生活を支える必要不可欠な生活基盤であり、災害時には重要なライフライン
※となるため、施設の耐震化などの防災対策を進め、機能強化を図っていくことが重要で

す。 

このため、西脇地区水道事業においては、安定供給に必要な水源を確保するとともに、

老朽化の著しい水道施設の抜本的な改修と更新を行う必要があります。一方、黒田庄地区

水道事業と簡易水道事業においても、創設期に整備した水道施設が老朽化してきているた

め、計画的な改修を進める必要があります。 

こうした水道施設の整備に当たっては、多額の事業費を要することとなります。本市の

財政状況が厳しい中、公営企業である水道事業においては、業務の効率化や経費の節減を

図るなど一層の経営努力を行い、適正な料金設定の下、健全な財政運営を推進していくこ

とが求められています。 

 

 

 

 

 

※簡易水道事業 

 水道法において、給水人口が 100人を越え 5,000人以下である水道事業をいう。 

※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 

※ライフライン 

 電気・ガス・水道などの公共公益設備、電話・インターネットなどの通信設備、さらには各種物品を搬出入する運

送や人的な移動手段である鉄道など、都市機能を維持し、日常生活を送る上で必要な諸設備 

 

● 目指す姿 ● 

安全で良質な水が安定供給され、市民がいつでも安心して水道水を使っているまち

になっています。 

 

 



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

 168

● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・水道水の安定供給を図り、事業効果が早期に発揮できるよう、効率的な施設整備を計画

的に推進するとともに、適正な維持管理に努めます。 

・安全で質の高い水道水の供給を図るため、高度浄水処理施設の整備を行います。 

・公営企業として水道事業の健全な財政運営を図るため、民間委託の実施に向けて積極的

に取り組むなど、業務の効率化や経費の節減に努め、適正な料金設定を行います。 

・旧西脇市の区域と旧黒田庄町の区域の料金体系が異なることから、将来的な統合に向け

た検討を進めます。 

【 市民に期待される役割 】 

・水道水を限りある大切な資源として認識し、常に節水に心がけましょう。 

・給水サービスの質の向上とコスト負担の関係を理解するように心がけましょう。 

・水道料金の納付期限内の支払を心がけ、口座振替を積極的に利用しましょう。 

 

● まちづくり指標 ● 

指  標 現状値 
平成24年度に 

 
おける方向性 

 
 

 

 

 
 

 

年間配水管漏水件数 12 件 
 

年間給水管漏水件数 115 件 
 

 

有収率※ 85.7％ 
 

 

 
※有収率 

 給水量のうち料金収入など収益につながった水量（有収水量）の割合を表す比率で、水使用の有効性を示す指標 
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● 施策の展開 ● 

  
 5-601 安定した水源の確保  

水道水の安定供給を確保するため、新たな水源として、西脇地区水道事業において兵庫

県水道用水供給事業からの受水に必要な施設を整備するとともに、既存の水源の改良を計

画的に行います。また、老朽化が進む春日浄水場については、兵庫県水道用水供給事業か

らの受水後の水需要の動向などを見極めながら、段階的な縮小を図ります。 

 
 

 ○ 県水受水施設の整備 

 ○ 既設水源の改修               など 
主な取組事業 

 
 
 

より安全で質の高い水道水を供給するため、膜ろ過方式など高度浄水処理が可能な浄水

施設の整備を順次進めます。また、老朽化が進む配水管の更新をはじめ、災害発生時のラ

イフラインとして十分な機能が発揮できるよう、耐震化にも配慮しながら、計画的に施設

の改修や整備を進め、漏水の防止や有収率の向上など効率的な水道水の供給を図ります。 
 
 
 
 
 
 

5-602 計画的な水道施設の整備 

5-603 水道事業の健全な財政運営 

○ 高度浄水施設等整備事業（膜ろ過方式による処理など）

 ○ 水道管路近代化推進事業（老朽管の更新など） 

○ 緊急時給水拠点確保等事業         など

 

主な取組事業 

水道事業の健全な財政運営と安定経営を確保するため、料金収納や施設管理などの民間

委託に取り組みます。また、より計画性の高い企業経営の実現を目指し、水道事業中期経

営計画を踏まえ、経営目標を設定し、コスト縮減や料金の適正化など経営基盤の強化を図

ります。また、現在別体系となっている旧西脇市の区域と旧黒田庄町の区域の料金体系に

ついては、経営状況を見据えながら、段階的に調整し、将来的に統合する方向で検討を進

めます。 

 ○ 業務（窓口・料金収納・施設管理など）の民間委託の 

推進 

○ 水道料金の適正化・一元化に向けた検討     など

 

主な取組事業 
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第７節 

  生活排水の適切な処理の推進 
 

● 現状と課題 ● 

下水道は、居住環境の改善や公衆衛生の向上など、市民の快適な暮らしに欠かすことの

できない大切な役割を担っているとともに、生活排水を適切に処理することによって、河

川や海域等の公共用水域の水質保全にも資する施設です。 

本市の公共下水道事業は、昭和56（1981）年に着手し、平成21（2009）年３月末の建設

事業完了に向け、未整備地域での整備を進めています。旧西脇市の区域の公共下水道は、

市街化区域を中心とした集落を対象に「加古川上流流域下水道※」として本市を含めた６

市で整備が進められており、一方、旧黒田庄町の区域の公共下水道は、都市計画区域の設

定がなかったことから、特定環境保全公共下水道※として整備されています。また、人家

が集中している農村地帯の農業集落排水事業や小規模な生活排水処理施設であるコミュニ

ティプラント※事業の整備は、平成17（2005）年度末に完成しています。 

平成19（2007）年３月末現在の整備状況は、下水道処理区域内人口45,023人に対し、整

備済み人口は44,760人となっており、下水道普及率は99.4％と高い水準にありますが、水

洗便所などを設置している割合を示す水洗化率は、78.8％にとどまっています。今後は、

未接続世帯の下水道への接続を促進することで、水洗化率の向上を図っていくことが求め

られています。 

下水道事業の経営については、普及率と水洗化率の向上により使用料収入は増加してい

るものの、基盤整備の建設財源である地方債の元利償還金が使用料収入を大きく上回って

おり、市の一般会計からの赤字補てんに頼らざるを得ない状況であり、本市の財政を圧迫

しています。平成18（2006）年度末の下水道事業関連の起債残高（借入金の返済残高）は、

約 315億円となっており、現状のままでは今後、ますます一般会計からの赤字補てんが増

える見込みとなっています。 

さらに今後は、生活排水を送る管きょや処理場などの老朽化による改修や維持管理に伴

う経費の増大が見込まれる中、下水道施設の効率的な維持管理や業務改善による経費節減

を図るとともに、水質保全や公衆衛生の向上に対する市民意識の啓発に努め、適正な使用

料の設定や使用料収入の増加につながる水洗化の促進を図っていくことが大きな課題と

なっています。 

 
※流域下水道 

  複数の市町村の枠を超え、広域的・効率的な下水道の処理を目的としたもので、幹線管きょと終末処理場の施設か

らなり、都道府県が設置・管理を行う。「加古川上流流域下水道」は、本市と神戸市・三木市・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をいう。 

※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をいう。 
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● 目指す姿 ● 

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、より一層

衛生的で快適な生活を送ることのできるまちになっています。 

 

 

 

● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・快適な市民生活を支える公衆衛生の向上と公共用水域の水質保全を図るため、水洗化の

促進を積極的に推進します。 

・未整備地域の下水道整備を推進するとともに、下水道施設の計画的な更新や改築、統廃

合の検討を行い、効率的な維持管理に努めます。 

・下水道事業の経営の健全化を図るために、適正な使用料の設定、業務の効率化や経費の

節減に努めるとともに、地方公営企業法の適用化を推進します。 

【 市民に期待される役割 】 

・下水道施設は、市民共有の財産であることを認識し、適切な排水処理に心がけましょう。 

・未接続世帯においては、早期の水洗化に向けた努力を行いましょう。 

・下水道使用料は、納付期限内の支払に心がけ、口座振替を積極的に利用しましょう。 

 

● まちづくり指標 ● 

 
指  標 現状値 

平成24年度に 

おける方向性 

水洗化率 78.8％ 
 

 

下水道事業の有収水率 90.8％ 
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● 施策の展開 ● 

  
 5-701 水洗化の促進  

市民の生活環境の改善や公共用水域の水質保全のため、広報紙やホームページ、さらに

は自治会や戸別訪問による啓発を行い、下水道の必要性や重要性について積極的なＰＲに

努めます。また今後は、使用料収入の増加にもつながる、下水道に未接続の住宅や事業所

などの水洗化の促進を積極的に図ります。 

 
 ○ 水洗化の啓発の推進 

 ○ 水洗便所等改造資金の利子補給事業の推進   など
主な取組事業  

 
 
 

未整備地域の早期解消に向け、計画処理区域内の公共下水道の整備を推進します。また、

下水道施設の適正な維持管理を行いながら、老朽化が進む管きょやマンホールポンプ※な

どを計画的に更新していくとともに、処理場の施設改築や統廃合についても検討します。 
 
 
 
 
 
 

5-702 下水道施設の整備・維持管理 

5-703 下水道事業の経営健全化 

○ 公共下水道事業（施設整備・維持管理など） 

 ○ 生活排水処理事業（処理施設の機能強化など） 

○ 維持管理事業の民間委託の推進        など

 

主な取組事業 

下水道事業の経営の健全化を図るため、適正な使用料の設定や使用料収納などの業務の

民間委託に取り組み、業務改善による経費節減に努めます。また、事業の経営状況や財政

状態をより明確にし、経営基盤の強化を図るため、下水道事業の地方公営企業法の適用化

に向けた取組を推進します。 
 

○ 使用料の適正化の推進 

 ○ 業務（窓口・使用料収納など）の民間委託の推進 

○ 地方公営企業法の適用の推進       など

 

主な取組事業  

※マンホールポンプ 

 道路のマンホールの下に設置している小規模なポンプ装置。通常、下水道は自然流下させるため、こう配をつけて

埋設していることから、所々でポンプで揚水し、再び自然流下させる必要がある。 
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第８節 

  生活の利便性を高める地域情報化の推進 
 

● 現状と課題 ● 

ＩＣＴの急速な進展により、パソコンや携帯電話をはじめとする情報機器が普及し、イ

ンターネットの利用をはじめ、現在では市民生活を支える重要な社会基盤となっています。 

本市では、光ファイバ※による高速大容量通信サービスが、一部地域を除き提供されて

いますが、既にサービスが提供されている地域内であっても、人口密集度が低く、需要が

少ない地域では、こうしたサービスが利用できないのが実情です。今後、テレビ放送や映

像配信事業をはじめ、さまざまな用途において高速大容量通信サービスの需要が見込まれ

る中、地域間の情報通信格差を是正し、市内全域での高速大容量通信基盤の整備が課題と

なっています。 

ＩＣＴの進展に伴い、行政サービスに対する市民ニーズも高度化・多様化しています。

市民から自治体に対しては、インターネットを通じた地域や行政情報の提供、防災情報や

災害時の緊急情報の伝達、さらには行政への各種申請手続などの手段として、ＩＣＴを活

用した市民サービスの展開が望まれています。将来的には、在宅診療や要介護者支援など

幅広い分野でのＩＣＴの活用が見込まれていますが、その一方で、高齢者をはじめとする

情報弱者の情報リテラシー※の向上やセキュリティ対策も課題となっています。 

また、地上アナログテレビ放送は平成23（2011）年７月に終了し、地上デジタルテレビ

放送※に完全移行するため、各家庭における受信対応とともに、共同受信施設を所有する

自治会などでは、受信対応に向けた施設の改修が必要となります。テレビ放送は、市民に

も身近な放送メディアであり、日常生活に欠かすことのできない情報基盤となっていま

すが、地上デジタルテレビ放送への移行に関する認知度は十分とはいえず、早急に市民へ

の周知を図るとともに、市内の全世帯で地上デジタルテレビ放送の視聴が可能な手段を確

保することが求められています。 

一方、市内の携帯電話の難通話地域は、通信事業者によるアンテナ設置が進んだことか

ら縮小していますが、谷間など一部地域では依然として難通話の状況がみられます。携帯

電話は事故や災害時などの緊急時の連絡手段として活用されることも多いことから、市内

全域で良好な通話が可能となる基盤整備が求められています。 

 

 

 

 

 

 地上（陸上）のデジタル方式の無線局により行われるテレビジョン放送のこと。従来の地上アナログ放送と比較し

て、高画質・高音質であり、携帯電話などへの移動体向け放送、番組情報・天気予報などのデータ放送や双方向

サービスなどの機能が付加されている。 

 「情報活用能力」を意味する。「リテラシー」は本来の「識字力」の意味が拡大され、種々のものについての「活

用能力」を意味するようになった。パソコンを操作できるという能力だけでなく、得られる大量の情報の中から必

要なものを探し、組み合わせ、加工できる基礎的な知識や技能の集合を指す。 

※地上デジタルテレビ放送 

※情報リテラシー 

※光ファイバ 

 離れた場所に光を伝える伝送路で、光の透過率が高いガラスやプラスチックでできている。電磁誘導ノイズの影響

を受けない安定した通信が可能であり、レーザー光を使用した場合、高速かつ長距離の伝送が可能となる 
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● 目指す姿 ● 

市内に居住しているだれもが、インターネットや地上デジタルテレビ放送、携帯電

話などＩＣＴを利用して提供されるあらゆるサービスを受けることができ、ＩＣＴの

恩恵や利便性を実感できる社会になっています。 

 

 

 

 

● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・ＩＣＴを利用したさまざまなサービスが市内全域で享受できるように、高速大容量通信

サービスを提供する民間通信事業者に対して、サービス提供地域の拡大に向けた要望を

行います。 

・地上アナログ放送終了に対する市民の認知度の向上を図るとともに、円滑な地上デジタ

ルテレビ放送の移行に向けた支援を行います。 

・携帯電話の難通話地域の解消に向け、市内の難通話地域の把握に努め、民間事業者に難

通話解消の要望を行います。 

・情報通信機器の所有状況や操作技能の習熟度により、さまざまな情報を得る機会に格差

が生じないよう、公共の場にパソコンなどの情報通信機器を設置するとともに、市民・

行政双方の情報リテラシーの向上を図ります。 

・効率的で質の高い行政サービス提供するため、ＩＣＴ活用に関する「西脇市地域情報化

計画」を策定し、総合的・計画的に情報化政策を展開します。 

【 市民に期待される役割 】 

・情報通信技術を利用するサービスを多くの市民が利用することによって、事業者による

整備が進むことから、積極的に情報通信基盤を活用しましょう。 

・地上デジタルテレビ放送の移行についての理解を深め、自宅や事業所のテレビの受信対

応を行いましょう。 

・パソコンなど情報通信機器の操作技能の習得や利活用に努めるとともに、ＩＣＴの活用

能力を持っている人がリーダーとなって、自主的に個人指導や研修会を開催することで、

市民全体の情報リテラシーの底上げに努めましょう 

・ＩＣＴによる行政情報や行政サービスを積極的に利用しましょう。 

 

● まちづくり指標 ● 

指  標 現状値 
平成24年度に 

おける方向性 

情報化にふさわしい便利な生活を送って

いると感じている市民の割合 
26.1％ 

 

市のホームページの月間アクセス件数 21,033 件 
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 ● 施策の展開 ● 

  
 5-801 情報通信基盤の整備の促進 

ＩＣＴの基盤となる高速大容量通信サービスの提供地域の拡大に向け、民間の通信事業

者への要望を行います。また、市が運用する情報通信ネットワークは民間事業者の光ファ

イバ回線を借用して整備していることから、こうした回線を利用した市民対象の高速大容

量通信サービスの提供についても検討します。 

 
 

 ○ 民間通信事業者への整備要望 

 ○ 公共施設間ネットワーク整備事業       など  
主な取組事業 

 
 
 
5-802 地上デジタルテレビ放送に関する支援  

平成23（2011）年７月に実施される地上デジタルテレビ放送への完全移行に対する市民

の認知度を向上するため、情報提供に努めます。また、共同受信施設の改修に対する補助

や、ＣＡＴＶ※などによる新たな視聴方法の提案など、地上デジタルテレビ放送への円滑

な移行に向けた支援を行います。 
 

○ アナログ放送終了の認知度向上の啓発の推進・多様 

な視聴方法の提案 

○ 共視聴設備改修に係る補助金制度の要望    など  

 

主な取組事業  
 
 
 
 
5-803 携帯電話難通話地域の解消 

山間部や谷間など一部地域では、携帯電話の難通話状態が解消されていないことから、

市内の難通話地域の把握に努め、民間事業者に対し、難通話地域の解消に向けた要望を積

極的に行います。 

 
 ○ 難通話地域の状況把握 

 ○ 民間通信事業者への基地局整備の要望       など 
主な取組事業  
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5-804 情報リテラシーの向上  

小・中学校などの教育現場における児童・生徒の情報リテラシーや、すべての市民のコ

ンピュータ活用能力の向上を支援するため、市民開放端末の設置やＩＣＴ講習会などを実

施します。また、ＩＣＴを利用したさまざまな行政サービスを提供するため、研修などを

通じ、市職員の情報リテラシーの向上を図ります。 

 
 ○ 小・中学校でのＩＣＴ教育の推進 

 ○ 市民・市職員対象のＩＣＴ講習会の実施        など 
主な取組事業  

 

 
 
5-805 行政分野での情報通信技術の活用 

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、従来市役所窓口で行ってきた

申請手続や証明書の交付などについて、ＩＣＴを活用し、家庭や職場から行えるようにす

るなど、情報化社会に対応した行政サービスの提供を推進します。また、地域や行政情報

の発信、市民からの提案や意見集約の手段として、ＩＣＴの活用を図るなど、情報セキュ

リティに十分配慮しながら、市民サービスの向上に努めます。 

 
 ○ 地域情報化計画の策定 

 ○ ＩＣＴを活用した行政サービスの提供      など 
主な取組事業  

 

※ＣＡＴＶ 

 ケーブルテレビ。同軸ケーブルや光ケーブルなどを用いて行われる有線テレビ放送サービス。山間部や人口密度の

低い地域など地上波テレビ放送の電波が届きにくい地域でもテレビの視聴を可能にするという目的で開発された。

近年では、多チャンネルや高速なインターネット接続サービスなどにより、都市部でも加入者を増やしている。
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持続可能な循環型社会を築き、 

人と自然が共生するまち  
 

 

■ 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 

・市民意向調査では、本市での生活が豊かであると感じる人の多くが「自然環境に恵ま

れていること」をその理由にあげていることから、今後も豊かな自然環境の保全を

図っていくことが必要です。 

・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・循環型システムの構築に向けては、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、ごみの減量化や資源・エネルギーの有

効利用など具体的行動を実践していくことが非常に重要です。そのため、市民や事業

者に対する継続的な啓発活動や、環境への負荷の軽減に効果的な具体的手法に関する

情報発信が必要です。 

・本市の有する豊かな自然環境は、多様な生物のすみかであるとともに、市民にうるお

いを与え、産業の発展に寄与するなど、多様な価値を有しています。市民一人ひとり

が自然環境の価値を十分に理解し、関心を持つことにより、身近な環境保全に向けた

活動に積極的に参画していくことが求められています。 

■ 分野の政策・施策体系 

 
 

第６章 
＜ 自然・環境共生 ＞

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 環境にやさしい資源循環型社会の形成 

6-201 地球環境保全対策の推進 

6-202 環境保全対策の強化と自然環境の保全 

6-203 環境学習と環境保全活動の充実 

第２節 自然と暮らしが調和する環境保全対策の推進 
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第１節 

  環境にやさしい資源循環型社会の形成 
 

● 現状と課題 ● 

地球規模での環境問題が深刻化する中、ごみの問題については、排出量の規模だけでは

なく、環境への負荷の軽減という観点からとらえることが必要です。大量生産・大量消

費・大量廃棄型の社会経済システムが継続する中、廃棄物の焼却や埋立処分を繰り返すこ

とにより、自然環境に重大な影響を及ぼしてきました。 

本市においてもごみの排出量、特に生活系ごみの排出量が大幅に増加しており、平成17

（2005）年度の可燃ごみの排出量は、市民１人当たり年間 193kgと北播磨清掃事務組合

（みどり園）の構成市町の中で最も多くなっており、10年間で約20％も増加しています。

こうした排出ごみの増加に伴い、従来は２基あるごみ焼却炉を交互に稼動していましたが、

２基の焼却炉を同時に使用する日が多くなってきており、焼却炉の耐用年数の短縮につな

がることが懸念されます。また、資源の有効利用のため、平成11（1999）年度から、ペッ

トボトルを分別収集の対象に加え、さらに平成19（2007）年度からは、容器包装プラス

チックの分別収集を新たにはじめるとともに、可燃ごみとこれらの分別収集を行うごみに

ついては、有料の指定収集袋制度を導入しました。 

ごみの適正処理からごみ減量へ、さらに日常生活から産業活動までの諸活動に伴う廃棄

物などの環境負荷をできる限り低減するため、廃棄物の発生を抑え、ゼロエミッション※

を目指す時代となっています。自然環境への負荷を軽減するには、日常生活や企業活動に

おいて、５Ｒ※を意識した取組に心がけるなど、社会経済システムを変えていくことが必

要であり、行政がこうした取組を支援していくことが求められています。さらに、製造・

流通や消費・排出の各段階において、ごみの減量や再利用・再資源化が図られるよう、市

民・事業者・行政が一体となって、環境への負荷が少ない資源循環型社会を形成していく

ことが必要です。本市においても、これまで市民や事業所に働きかけ、ごみ排出量の抑制

に向け、さまざまな施策を講じてきましたが、依然として減少する傾向がみられないため、

今後も市民や事業所の意識を高め、ごみの減量やリサイクルへの取組を総合的かつ継続的

に進めていく必要があります。 

また、自然エネルギーや自然資源を有効活用することは、資源循環型社会の構築に向け

て極めて重要な取組となります。太陽光などの自然エネルギーをはじめとする再生可能な

自然資源の活用を図るとともに、省資源や省エネルギーに向けた具体的な取組を進めてい

くことが求められます。 

 
※ゼロエミッション 

 国連大学の研究者が提唱した構想で、産業の製造工程で排出される廃棄物を他の製造工程や産業で資源として再利

用することによって、社会全体の廃棄物をゼロにするという考え方 

※５Ｒ 

兵庫県が資源循環型社会の推進に向けて提唱するライフスタイルで、①リデュース（Reduce：廃棄物の発生抑制）、

②リユース(Reuse：再利用)、③リサイクル（Recycle：再生利用）、④リフューズ（Refuse：不要な物を断る。）、

⑤リペア（Repair：修理して長期間使う。）の５つの活動の頭文字をとっていう。 
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● 目指す姿 ● 

 

 

 

 

 

市民・事業所・行政が一体となって、「ごみゼロ」社会の実現を目指し、５Ｒ生活

に積極的に取り組むことにより、廃棄物の減量化・資源化を進めるとともに、再生可

能な自然資源の活用を図ることで、環境への負荷が少ない資源循環型の社会になって

います。 

● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・北播磨清掃事務組合と連携しながら、ごみの減量化や分別の徹底によるごみの資源化に

向けた取組を推進します。 

・環境にやさしいライフスタイルの実践に向け、市民・事業者への啓発や情報発信を行う

とともに、環境学習を推進します。 

・エネルギー資源の有効活用に努め、人と自然にやさしい循環型社会の構築を進めます。 

【 市民に期待される役割 】 

・ごみの減量化やごみの分別に対する意識を高め、積極的に取り組みましょう。 

・ごみステーションの適正利用に心がけましょう。 

・車の利用を減らし、節水・節電に心がけるなど、日ごろから省エネルギーや省資源に向

けて具体的に行動し、環境にやさしいライフスタイルを実践しましょう。 

 

● まちづくり指標 ● 

 
指  標 現状値 

平成24年度に 

おける方向性 

日ごろから省エネや省資源など環境に配

慮した生活をしている市民の割合 
63.6％  

市民１人当たりの年間ごみ排出量 193 kg 
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● 施策の展開 ● 

  
 6-101 ごみ減量化と適正処理の推進 

北播磨清掃事務組合や保健衛生推進委員会※などの関係機関と連携し、収集ごみの有料

指定袋導入による「ごみ減量20％大作戦」として、分別の徹底や資源ごみの回収を推進す

ることで、焼却や埋立処分するごみの減量を図ります。また、資源ごみとして回収し、再

利用・再資源することの意義や環境負荷の軽減の必要性についての認識を深めるため、市

民や自治会などへの啓発活動を推進します。 

   
○ 資源リサイクル運動の推進 

 ○ ごみステーションパトロール活動 

○ 環境パトロール活動の充実           など

 

主な取組事業  
 

 

  
 

限られた資源を有効活用するとともに、自然環境を守るため、事業所や関係団体などと

連携し、買物袋の持参や商品の簡易包装の促進、再利用が可能な商品の推奨など、環境に

配慮した５Ｒ生活の実践に向けた啓発や具体的な取組を推進します。また、市民活動や学

校教育と連携し、家庭生活における環境負荷量を計算する環境家計簿の普及や出前講座の

開催などを通じて、環境学習を推進し、環境意識の高揚を図ります。 

   
 
 

 

  
 

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 

○ 環境にやさしい買物運動の推進 

 ○ マイバック持参運動の推進 

○ （仮称）「環境にやさしいお店」宣言の推進   など

 

主な取組事業 

人と自然にやさしい資源循環型社会の構築を目指し、自然エネルギーやリサイクルエネ

ルギー※の有効活用と従来型エネルギーの節減や新たな活用を図ります。そのため、西脇

病院の改築に伴うコージェネレーションシステムや食料廃油を利用した公用車の導入を進

めるとともに、家畜ふん尿のたい肥化施設で発生するエネルギー資源の活用についても検

討を進めます。 

   
 ○ エネルギーの有効活用の推進（食料廃油の再利用など）

 ○ 新エネルギーの導入の検討           など
主な取組事業  

 

 ※保健衛生推進委員会 

 市民の健康維持・向上と衛生面での意識を高めていくため、自治会から推薦された約 180人の委員から構成され

る。ごみ減量化対策への支援、環境美化・生活排水浄化の啓発などの活動を行う。 

※リサイクルエネルギー 

 

 
家庭から出るごみをただ焼却するだけでなく、固形燃料化したり、残滓（ざんし：残りかす）から発生させた可燃

ガスを利用したりするなど、捨てていたものを活用することで得られるエネルギー 
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第２節 

  自然と暮らしが調和する環境保全対策の推進 

 

● 現状と課題 ● 

科学技術や社会経済の進展に伴い、生活の

快適性や利便性が大きく向上した反面、地球

環境から身近な生活環境にまで及ぶ、さまざ

まな環境問題が発生しています。このような

中、市民が将来にわたって、豊かな自然環境

の恵み受け、健康で文化的かつ安全な暮らし

を続けていくためには、こうした環境をめぐ

るさまざまな問題を重要な地域課題としてと

らえ、対応していく必要があります。 

生活上の利便性や生産活動と自然保護や地球環境の保全とを比較した場合、「環境を守

ることは大切なことである。」という意識を持っている市民は多いものの、前者が優先さ

れることが多くあり、実際の日常行動との間に大きな開きがあります。そのため、日ごろ

から、自然保護の意義、環境破壊の影響や危険性に対する理解を十分に深め、環境問題を

公害や乱開発などの特定の問題として認識するのではなく、住んでいるまちの環境美化な

ど、市民一人ひとりの生活レベルでの問題としてとらえ、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。 

本市の貴重な財産である良好な環境を将来に受け継いでいくため、本市では、その指針

となる「環境基本計画」を策定するなど、これまでも環境保全に取り組んできました。こ

うした中、今後も、深刻化が予測される地球環境の保全に貢献する取組を推進していくと

ともに、市民や関係団体との連携を図りながら、公害防止のための監視活動やクリーン作

戦などの美化活動、さらには自然保護など身近な環境保全に取り組み、市民一人ひとりが

豊かな自然環境と生活環境が実感できるようなまちづくりを進めていくことが重要です。

また、市民による自主的な環境保全活動の展開や、環境を見守る市民リーダーの養成を

図っていくことも不可欠となっています。 

市民・事業者・行政が、環境に配慮した行動を心がけ、環境保全活動を着実に推進する

ことにより、豊かな自然環境と快適な生活環境が調和した、人と自然が共生するまちを創

造していくことが求められています。 

 

● 目指す姿 ● 

豊かな自然環境の保全に取り組むことにより、安全で快適な生活環境が守られ、人と自

然が共生する社会になっています。 
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● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・「西脇市役所地球温暖化対策実行計画」に基づき、地球環境保全に向けた具体的な取組

を推進するとともに、こうした取組の拡大・浸透を図ります。 

・関係機関と連携しながら、快適な生活環境を破壊する行為の監視と抑止に努めます。 

・本市の貴重な財産である豊かな自然環境の保全と育成を図ります。 

・環境学習活動や自然保護活動の機会を充実し、市民の環境意識の醸成を図るとともに、

環境保全に配慮した行動の実践を進めます。 

【 市民に期待される役割 】 

・アイドリングストップ※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を心

がけましょう。 

・生活環境の悪化や汚染につながる行為をしないように心がけましょう。 

・地域のクリーン作戦や緑化活動など、環境保全にかかわるさまざまな活動に、積極的に

参加しましょう。 

・身近な環境を見守り、大切にする姿勢を心がけ、あらゆる環境に関する情報の提供に努

めましょう。 

 

● まちづくり指標 ● 

指  標 現状値 
平成24年度に 

おける方向性 

住んでいる地域がごみのないきれいなま

ちであると感じている市民の割合 
44.4％  

環境保全のための具体的な行動を実践し

ている市民の割合 
38.3％  

自然観察会や環境学習会などの環境保全

活動に参加している市民の割合 
14.0％  

環境保全にかかわる活動団体数 ２団体  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

● 施策の展開 ● 

  
 6-201 地球環境保全対策の推進 

温暖化をはじめ、深刻化する地球環境問題に対処するため、西脇市役所地球温暖化対策

実行計画に基づき、市役所などの公共機関が、アイドリングストップやクールビズ※など

具体的な取組を推進するとともに、市民や事業所にこうした取組を拡大・浸透させていき

ます。また、市民エコ会議などの市民団体と連携し、地域・職場・家庭などあらゆる場で
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地球環境保全に向けた意識啓発を行うとともに、学校や事業所を対象とした地域版ＩＳＯ
※認定制度や、環境配慮店認定制度などの導入について検討を進めます。 

 
 

 ○ 西脇市役所地球温暖化対策実行計画の推進 

 ○ 地域版ＩＳＯ普及事業の推進 

 ○ （仮称）「環境にやさしいお店」宣言の推進【再掲】 

 ○ 市民エコ会議の充実              など  

 

主な取組事業 
 
 
 
 
 
6-202 環境保全対策の強化と自然環境の保全 

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

や警察など関係機関と連携しながら、定期的な巡回の実施や看板の設置などによる意識啓

発に努めるとともに、規制や指導を行います。 

また、本市の貴重な財産である豊かな自然環境を将来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、多様な生態系をはぐくむ自然環境の保全に努めます。

さらに、里山の育成や親水空間の創出を図るとともに、自然と調和した美しい景観形成や

緑化の推進に努め、日常生活の中で自然の持つうるおいとやすらぎが実感できる環境整備

を進めます 
 

○ 自然と文化のふるさと事業の推進 

 ○ 環境パトロール活動の充実【再掲】 

 ○ 環境対策育林事業【再掲】 

○ 河川環境の整備【再掲】 

○ まちなみ緑化事業【再掲】           など 

 

 

主な取組事業 

 
 
 
 
 
 
 
6-203 環境学習と環境保全活動の充実  

市民の環境意識の高揚を図るため、広報紙やホームページなどを通じ、環境情報の発信

に努め、これまでにも実施している市民かんきょう大学の内容を一層充実するなど、環境

学習の機会の拡大や環境保全活動への参加機会の創出、さらには活動リーダーの育成に努

めます。 

また、環境問題と日常生活とのかかわりについての理解を深めるため、小・中学校にお

ける環境教育を充実するとともに、子どもたちが参加できる自然保護や環境学習活動のプ

ログラムの作成と活動拠点の設定に努めます。 

○ 市民かんきょう大学の充実 

 ○ （仮称）「となりのエコリーダー」の育成 

○ 学校園における環境学習の支援         など 

 

主な取組事業 
 

 

※アイドリングストップ 

 自動車の停車時にエンジンを止めて、無駄なエネルギーを消費しないこと。燃費節約と大気汚染防止につながる。 

※クールビズ 

 

 室温28度のオフィスでも涼しく効率的に働ける夏向きの軽装で、基本的にはノー上着、ノーネクタイのスタイル 

※ＩＳＯ 

国際標準化機構。1947年に設立され、現在 147か国が参加している工業標準の策定を目的とする国際機関で、各国

の標準化機関の連合体。品質管理や環境マネジメントなどの国際規格を発行している。 



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

 

 184

 多様な主体による地域自治が確立したまち 

 

 

 

 

■ 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 

・市民意向調査では、「市民自身が行うべき役割」について、「自治会・子ども会活動

などの地域活動に参加する。」が約８割、「身近な支え合いの輪に参加する。」が約

６割、「ＮＰＯやボランティアなどの市民団体活動に参加する。」が約５割と、多く

の市民がこうした活動に参加すべきと考えており、市民の力をまちづくりに生かして

いくことが求められています。 

・集落単位の自治会をはじめ、地域を基盤とした組織の活動は活発であり、地域課題の

解決に向けた取組も、徐々にではありますが進んでいます。しかし一方で、こうした

従来の組織に参加しない住民が増えつつあります。 

・地域を基盤としないＮＰＯやボランティアなどの活動も活発化しており、これまでの

「サービスの受け手」という立場から、広範囲な分野でのまちづくり活動に主体的に

参画しようとする市民の動きが増しており、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。 

・地域社会を構成するさまざまな組織や団体などの集約を図り、地域において市民が主

体となったまちづくり活動が、機能的に連携する仕組みづくりを進めていくことが必

要となっています。 

・市民・事業者・行政など多様な主体が連携を図り、お互いの特性を発揮し、協働する

ためのプラットホームづくりが必要となっています。あわせて、まちづくりの理念や

市政運営の基本原則を示した自治基本条例を制定し、多様な主体によるまちづくり活

動を継続していくことができる仕組みづくりの推進が求められています。 

・多様な主体による地域自治の実現に向け、行政や地域の活動組織や団体が持っている

情報の共有化を推進していくことが急務となっています。 

 

第７章 
＜ 地域自治 ＞
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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確立 

7-102 意識改革と主体的な参加の促進

7-103 情報の共有化の推進 

第１節 市民主役のふるさとづくりの推進 

7-104 選挙制度への理解・関心の向上 

第２節 地域課題に対応する市民自治体制の構築 

7-201 活動組織の集約と連携の推進 

7-202 「地区からのまちづくり」の推進 

7-203 地域課題の解決に向けた活動環境の整備 
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第１節 

  市民主役のふるさとづくりの推進 
 

● 現状と課題 ● 

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は、生活の質を重視し、画一

性や効率性から多様性を優先する方向へと変化しています。 

こうした中、成熟社会の市民ニーズに的確に対応し、市民満足度の高い市政を実現させ

るためには、行政がまちづくりの主体となって、市民のあらゆるニーズを充足していく、

従来の行政主導型のまちづくりから、市民と行政がそれぞれの責任を自覚し、適切な役割

分担の下、ともに考え、ともにつくる「市民主役のふるさとづくり」へ転換していくこと

が不可欠となっています。そのため、市民と行政、それぞれが主体となる領域への参画と

協働の体制づくりが求められており、こうした体制が確立され、効果的に機能することに

よって、「自分たちのまちを住み良く、暮らしやすくするため、知恵や力を出しあい、み

んながすべきことはみんなで決めて、取り組んでいく。」という、市民主役のふるさとづ

くりへと結びついていくものになります。このような認識に基づき、本市では、市民と行

政が一緒になって、まちづくりに取り組んでいくための基本的な考え方や具体的な取組方

針を取りまとめた「参画と協働のガイドライン」を策定しています。 

「市民主役のふるさとづくり」を推進していくためには、市民と行政が対等な立場で参

画と協働が展開されるような環境が整っていることが不可欠となります。そのため、地域

や行政の持つ情報の共有化を進め、行政施策の市民に対する説明責任や審議会などの情報

公開、さらには事業推進の各段階における情報をわかりやすく発信するとともに、市民の

提案や意見を反映する仕組みを構築し、市民と行政がともに考えていく機会を創出してい

くことが必要です。また、まちづくり活動への参加に向けては、市民意識の高揚を図るだ

けでなく、行政職員の意識改革を図り、こうした活動への自発的な参加を促進し、市民と

協力しながら取り組む活動の対象や範囲を広げていくことが重要です。一方、市民が主権

者としての権利を適正に執行するため、選挙制度への理解を深め、市議会活動への関心を

高めていく取組も必要となります。 

さらに、多様な市民参画によるまちづくりの一層の推進に向け、本市のまちづくりの理

念や市政運営の基本原則などを明らかにした自治基本条例※の制定についても、早急に検

討すべき課題であるといえます。 

 

 

 

※自治基本条例 

 自治体における自治や行政運営の基本原則などを定めるもので、「自治体の憲法」とも呼ばれる。国と対等な地方

の政府として、地域・市民の視点から自治の再定義を行い、国の法令などに規定されていない自治の原則を新たに

提起して自治体系を確立し、条例という形で法的根拠を持たせるものである。2001年に北海道ニセコ町が「まちづ

くり基本条例」を施行したのを皮切りに、策定する自治体が増えている。 
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● 目指す姿 ● 

「住んでよかった」、「住み続けたい」と思えるまちを目指し、市民と行政がお互

いの責任や役割を分担し、ともに考え、協力してまちづくりに取り組むまちになって

います。 

 

 

 

 

● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・市民と行政との「協働による地域自治」の推進に向けた体制を確立します。 

・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の制定を進めます。 

・市民のまちづくりに対する参画と協働の意識を高めていくとともに、まちづくり活動に

おいて主体的に活躍する人材の育成を図ります。 

・職員のまちづくり活動に関する意識改革と能力の向上を図り、市民とともに行動し、信

頼にこたえられる人材の育成に努めます。 

・行政情報や地域情報を市民が受発信できるように、広報・広聴体制を充実します。 

・市政への関心を高めるため、選挙制度への理解を深め、投票率の向上に努めます。 

【 市民に期待される役割 】 

・行政との協働による地域自治の確立に向け、自己決定と自己責任の下、行政と具体的な 

 取組に向けた協議を進めましょう。 

・市政に対する関心を高め、市民意見を反映する場や制度を通じて、積極的に意見を発信

しましょう。 

・市民活動に関するさまざまな情報を行政に発信・提供しましょう。 

・市民一人ひとりが選挙に関心を持ち、積極的に投票を行いましょう。 

 

● まちづくり指標 ● 

 
 

 

 

 

 

指  標 現状値 
平成24年度に 

おける方向性 

各種講座や研修会など生涯学習活動に参

加している市民の割合（過去１年間） 
25.0％  

行政情報・地域情報がわかりやすく提供

されており、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 

17.6％  

市政に関心を持っている市民の割合 71.8％  

市長・市議会議員選挙の投票率 72.3％  
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● 施策の展開 ● 

  
 7-101 市民と行政の協働体制の確立 

多様化する市民ニーズを的確にとらえ、市民主役のふるさとづくりを進めていくため、

市民意向が政策形成過程に反映できるようなシステムの構築を図ります。そのため、政策

形成段階から実施・評価、見直しに至るまで、あらゆる段階において、情報を共有しなが

ら、市民と行政が協議する場や制度づくりに取り組むとともに、審議会委員の公募や市民

意識調査など、参画と協働のガイドラインに示す施策を推進します。 

また、効果的な参画と協働の推進に向け、自治会や地域に根ざしたさまざまな活動を行

う組織や団体の集約を図り、地区まちづくり推進組織の立ち上げに努めるとともに、行政

組織内の横断的なネットワークを構築します。 

さらに、こうした市民と行政の協働によるまちづくりを継続していくため、市民・事業

者・行政など地域社会を構成する多様な主体の役割分担や責務などを明確にするとともに、

市政運営の基本原則を定めた自治基本条例の制定を進めます。 
   

 
 ○ 政策形成過程における市民参画の推進 
○ 地区まちづくり推進組織の設立 

 ○ 自治基本条例制定の推進           など

 

主な取組事業 
 

 

 
 
7-102 意識改革と主体的な参加の促進 

市民のまちづくりへの関心と参画意識を高めていくため、まちづくりに関する市民意識

調査を継続的に実施していくとともに、パブリックコメント※制度の導入を推進し、さら

には事業や計画の初期段階からの市民意見を反映するパブリックインボルブメント※の制

度化についても検討します。 

また、市民や各種団体などと連携したまちづくりイベントの開催、学校教育や生涯学習

などのあらゆる機会をとらえて、こうした意識の醸成を図るとともに、主体的にまちづく

りの実践活動を担っていく人材の育成を進めます。さらに、まちづくりに対する職員意識

の改革を進め、職員も地域の一員であるという自覚を持ち、まちづくりの知識や技術を持

ち、自ら行動し、市民の信頼にこたえることができる人材の育成を図ります。 
 
 
 
 
 

○ パブリックコメント制度の導入 
○ パブリックインボルブメントの制度化の推進 

 ○ まちづくり活動を担う人材の育成 
 ○ 地域対策委員の充実 

○ 市民との協働に向けた職員研修の実施      など 

 

主な取組事業 

 
 
 
7-103 情報の共有化の推進  

市民活動や政策形成過程での行政情報をわかりやすく市民に知らせ、情報の共有化を進

めることは市民参画の前提条件であることから、広報紙やホームページなどを通じて、市
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政の情報提供の充実に努めるとともに、新しい情報システムの導入についても検討を進め

ます。特に広報紙やホームページについては、市民にとってより身近な媒体とするため、

市民参画を得ながら必要な情報の選定を行い、内容のリニューアルを進めます。また、ま

ちづくりに関する市民と行政の意見交換の場である地区別懇談会の定期的な開催などを通

じて、市民意向の把握に努めます。 
 
 
 

 ○ 市民活動情報や行政情報の共有化の推進 
○ 広報紙・ホームページの充実 

 ○ 地区別懇談会の開催             など

 

主な取組事業 

 
 
 
7-104 選挙制度への理解・関心の向上 

市政に関心を持ち、市民が主権者として選挙制度に対する理解を深め、積極的に投票に

参加できるよう、明るい選挙推進協議会などの関係機関と連携し、投票率の向上に向けた

啓発を進めます。 

 

 
 ○ 選挙啓発の推進                など 主な取組事業 

 

 

施策の立案や事業計画の段階から、さまざまな情報媒体を通じて住民に情報を公開した上で、広く意見を集め、その

内容を計画や事業に反映させる制度 

※パブリックインボルブメント 

※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意思決定

を行う制度 
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第２節 

  地域課題に対応する市民自治体制の構築 
 

● 現状と課題 ● 

本市では、市内を８地区に分け、これらの地区を単位とし、それぞれの地域資源や特色

を生かした市民主体のまちづくり活動を推進しています。 

旧西脇市では、昭和53（1978）年の「西脇区コミュニティ活動推進協議会」の発足には

じまり、各地区において「まちづくり委員会」などが設立される一方、旧黒田庄町におい

ても、自治体単位での活発なまちづくり活動が進められてきました。これらの活動は、地

域の親ぼくや交流、イベントの開催などが中心となっており、地域課題の解決に向けた取

組については、徐々に進められているのが現状です。今後は、行政主導から自立して、主

体的な活動を行うことが求められており、行政と対等な立場で、協力関係を保持しながら、

「自分たちのまちのことは、まず自分たちで対応する。」という自己決定・自己責任の気

運を高め、地域が抱えるさまざまな課題を解決に向けた主体的な実践活動が展開できる体

制づくりを進めていくことが重要な課題となっています。あわせて、こうした市民が主体

的に活動する領域を拡大することで、地域内分権ともいえる「地区からのまちづくり」を

推進していくことも必要です。しかし一方、市民意向調査では、「市民自身が行うべき役

割」として、「自治会や子ども会活動などの地域活動に参加すべき」が80.2％、「ＮＰＯ

やボランティアなどの市民団体の活動に参加すべき」が50.6％となっていますが、実際に

こうした地域での活動や市民団体への活動に参加している市民の割合は22.9％にとどまっ

ており、市民の意思と実際の行動がかけ離れていることがうかがえます。 

「地区からのまちづくり」を推進するため、平成14（2002）年度から各地区において、

「地区まちづくり計画」の策定を順次進めており、既に策定済みの地区については、計画

内容の実践やその組織づくり、活動拠点の整備など市民が地域コミュニティ活動を主体的

に展開していくために、「地区まちづくり応援プログラム」として制度化し、側面的な支

援を行っています。今後は、既存の地域に根ざしたさまざまな組織や団体の集約化を図り、

こうした支援策の充実に努めるとともに、特定の目的や課題解決のための集団であるＮＰ

Ｏやボランティア組織の設立や運営に対して、積極的な支援と組織間や地域コミュニティ

組織との連携を進めることにより、多様な主体による地域の自治体制を確立していくこと

が求められています。 

 

● 目指す姿 ● 

市民が自分たちのまちの良さを認識し、地域におけるふれあいや連帯感を高め、地

域社会を構成する多様な市民が結集し、主体的に地域課題に対応する市民自治体制が

構築されたまちになっています。 
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● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・地域に根ざした活動を行う組織の集約化を図るとともに、まちづくりにかかわる多様な

主体のネットワーク化を促進し、市民自治体制を確立します。 

・市内各地区の「地区まちづくり計画」の策定と、その実現に向けた側面的な支援を行い、

「地区からのまちづくり」を推進します。 

・地区のまちづくり活動や地域住民の交流の拠点施設については、既存施設の活用も視野

に入れ、整備を進めます。 

・地域課題の事業化による解決方法について検討するとともに、事業の実施主体となる市

民組織や団体が活動しやすい環境整備を進めます。 

 

【 市民に期待される役割 】 

・地域や近所でお互いの顔がわかる関係を築き、あいさつや声かけなどを通じて、連帯意

識の形成を図りましょう。 

・身の回りのことは、まず自分や家庭で対応し、地域の課題については、まず地域で話合

い、解決するように努めましょう。 

・自治会などの地域活動やボランティア活動など、さまざまな市民活動に積極的・主体的

に参加しましょう。 

・地域でのさまざまな活動を行う組織や団体は、組織・団体間の連携に努め、共通の課題

解決に向け、協働に努めましょう。 

・地域活動や市民活動を行う組織は、行政と連携しながら、ともに考え、適切な役割分担

の下、自立的に行動し、地域の自治を担いましょう。 

 

● まちづくり指標 ● 

指  標 現状値 
平成24年度に 

おける方向性 

自分たちの住んでいるまちのよいところ

を説明できる市民の割合 
23.7％  

地域をよくするため、市民や企業が地域

に貢献していると感じる市民の割合 
24.4％  

自治会・子ども会などの地域活動に参加

するべきと考える市民の割合 
80.2％  

市民活動や地域活動（各種ボランティア

やまちづくり活動など）に参加している

市民の割合 

22.9％  

「地区まちづくり計画」の策定地区数 ４地区 
 

 

自治会・各種団体が一体となった地区ま

ちづくり推進組織の設立地区数 
５地区 
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● 施策の展開 ● 

  
 

地区でのまちづくり活動の活性化を図るため、自治会や特定の地域活動を行う既存組織

や団体の集約化を行い、地区まちづくり推進組織の設立を支援し、地域コミュニティの再

生を図ります。また、こうした地域に根ざした活動組織とＮＰＯやボランティア組織、市

民活動団体やグループ、事業者も含めた幅広い市民組織のネットワーク化を推進するとと

もに、支援体制づくりにも努め、市民力や地域力の向上を図ります。 
   

 

 

 
 

地域課題の主体的な解決に向け、市内各地区で総合計画の地区別計画として位置付ける

地区まちづくり計画の策定を進めます。また、この計画などに基づき、地区まちづくり推

進組織などが、地域の活性化や課題解決に向けた実践活動に対して、市民税の一部を充当

する地区まちづくり応援プログラムによる支援を行うとともに、県民交流広場事業※の活

用を図ります。さらに、地域による主体的な活動の推進と活動領域の拡大に向け、こうし

たプログラムなどが活用しやすい環境整備にも努めます。 

一方、地区の活動や交流の拠点となる施設については、コミュニティセンターや隣保館

などの既存施設を活用し、機能の充実を図るとともに、未設置地区での整備を進めます。 
 
 
 
 
 

 
 

7-201 活動組織の集約と連携の推進 

7-202 「地区からのまちづくり」の推進  

7-203 地域課題の解決に向けた活動環境の整備 

 ○ 地区まちづくり推進組織の設立【再掲】 
 ○ 市民団体・組織のネットワーク化の推進     など 

主な取組事業 

 ○ 地区まちづくり計画の策定・推進 
 ○ 地区まちづくり応援プログラムの推進 
 ○ 活動拠点施設・コミュニティセンターの整備・充実 
   （茜が丘複合施設整備事業など）        など  

 

主な取組事業 

複雑化・多様化する地域が抱える公共的課題を解決するため、地域が主体となって実践

するコミュニティビジネスや地域通貨※の導入について検討します。また、特定の目的や

課題解決に向けて活動するＮＰＯやボランティア組織、市民グループなどに対し、まちづ

くり活動支援事業などによる助成制度を充実し、こうした組織や団体が活動しやすい環境

整備を進めます。 
 

 ○ コミュニティビジネスの企業支援・活用の推進 
 ○ ＮＰＯ・ボランティア組織の活動支援・活動環境整備 
 ○ まちづくり活動支援事業の推進

 
 

 

主な取組事業 
 

○ 市民団体・組織のネットワーク化の推進【再掲】など  
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 ※県民交流広場事業 

 身近なコミュニティ施設などを活用して整備される活動の場で、そこで営まれる住民による活動を総称したもの。

地域を舞台とした子育て・防犯・環境・生涯学習・文化・まちづくりなどの活動支援に向け、整備費や活動費の助

成を行う兵庫県の事業 

※地域通貨 

特定の地域・分野だけで流通する限定通貨。ボランティア活動などの対価として、商品やサービスの提供が受けられ

るものなど、さまざまな形態がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
地区まちづくり推進組織 

◎構成（区長会をはじめ各種団体グループなど） 

・区長会        ・消防団 

・民生児童委員会    ・老人会 

・子ども会       ・○○グループ 

・○○会社       ・個人 

・まちづくり委員会   ・ＮＰＯ など

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地区別計画など 

 ○ 地区課題・特性  
 

・花いっぱい運動 
・子ども見守り活動 
・自主防災活動 
・福祉送迎システム など 

 ○ 交流・親ぼく・イベント 
 

・運動会 
・タウンウォッチング 
・文化祭 
・フリーマーケット など 

 ○ 施設などの整備 
 

・子ども広場整備 
・水路整備 
・案内看板設置 など 

組 織 

計画策定 

実践内容 

・コミュニティセンター
・既存施設活用 
  （隣保館 など） 

まちづくり拠点整備

実践活動補助（活動補助金・原材料費・使用料 など） 

○○地区○○協議会 

｢地区まちづくり応援プログラム｣のイメージ 

◎ 地区まちづくり計画
事務局 ◎ 地 域 福 祉 計 画 

◎ ○ ○ ○ プ ラ ン 
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時代に対応した行政経営が確立したまち 

 

 

 

■ 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 

・市民意向調査では、市民意見を反映した市政運営や行財政運営に関する満足度が低く

なっており、市民サービスの向上と透明性が高く、成果が見える自治体運営が求めら

れています。 

・平成12（2000）年の「地方分権一括法」の施行を契機に、事務権限の委譲や地方財政

制度の見直しなどの構造改革が進められており、市町村は自立した経営を進めていく

ことが求められています。 

・社会経済情勢の変化に伴い、複雑化・多様化する市民ニーズを的確にとらえ、きめ細

かで、質の高い市民本位のサービスを提供していくことが求められています。 

・地域経済は低迷した状態が続いており、本市の財政状況は、歳入面では、市税や地方

交付税などが減少傾向にある一方、歳出面では、少子高齢社会の進行に伴う扶助費の

増加に加え、都市基盤の整備に伴う起債の償還など、大変厳しい状況にあります。そ

のため、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。 

・厳しい財政状況の下、行政の業務が多岐にわたり複雑化する中、行政の持つ経営資源

には限界が生じており、すべての公共的領域を行政が担う総合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います。 

・平成17（2005）年10月に市町合併を行いましたが、旧市町の職員をすべて新市に引き

継いだため、合併本来の目的である行政の効率化・合理化を図るためには職員数の削

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ことが課題となっています。 

・人口減少をはじめ、社会環境の構造的変化が今後も続くことが予測されることから、

新たな社会的課題に対応できる行政経営システムを早急に構築していくことが求めら

れています。こうした課題に対応していくためには、近隣市町などとの広域的な連携

についての検討も進めていく必要があります。 

第８章 
＜ 行政経営 ＞



                                         Ⅲ 基本計画       
 

 195

 

 
 

 

 

 

8-101 行政経営システムの構築 

第１節 市民満足度の向上を図る市民起点の行政経営の実現 

8-102 行政事務の改善と見直し 

8-103 民間委託等の推進 

8-401 窓口サービスの向上 

8-402 適切な市民相談業務の実施 

第４節 快適で利便性の高い窓口サービスの提供 

8-301 定員適正化計画の推進 

8-302 将来の西脇市を担う人材の育成・能力の向上 

8-303 公正・中立的な公平委員会事務の執行 

第３節 職員の能力を最大限に発揮した市政運営の推進 

8-501 市町間の連携・広域行政事業の推進 

8-502 行政事務の広域化に向けた調査研究 

第５節 広域連携による自立的な地域づくり 

8-201 財政健全化プランの推進 

8-204 公共施設の適正配置と有効活用 

第２節 持続可能な行財政運営の確立 

8-202 自主財源の確保 

8-203 行政経費の効率的な運用 

8-205 柔軟でスリムな組織・機構の整備 

8-206 適正な収入支出事務と検査事務の執行 

8-207 監査業務体制の充実・強化 

8-104 政策形成への市民参画の推進 

8-105 情報公開制度と個人情報保護制度の適切な運用 

■ 分野の政策・施策体系 
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第１節 

  市民満足度の向上を図る市民起点の行政経営の実現 
 

● 現状と課題 ● 

社会経済情勢の変化に伴い、複雑化・多様化する市民ニーズを的確にとらえ、きめ細か

で、質の高い市民本位のサービスを提供していくことが求められています。そのため、市

民の求める成果や市民満足度の向上を図ることを最大目標に、市民起点の「行政経営」を

実現することが必要となっています。 

しかしながら、厳しい財政状況の下で、行政の業務が多岐にわたり、複雑になってきて

いる中、行政の持つ経営資源には限界が生じており、すべての公共的領域を行政が担う総

合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います。将来にわたって、真に

豊かな市民生活を実現するためには、補完性の原則に基づき、「市民の担う役割」と「行

政の担う役割」を明らかにするとともに、市民と行政が目標を共有し、強い信頼関係を築

き、「協働による地域自治」を基本にした都市経営に転換していくことが必要です。 

こうした考え方に基づき、本市では平成18（2006）年12月に「西脇市行政改革大綱」を

策定しており、今後は大綱に示された改革項目を着実に推進していくことが重要です。特

に複雑化・多様化する行政を取り巻くさまざまな課題を市民起点で考え、市民の合意形成

を図りながら解決していくため、行政内部では総合計画を最上位に、財政運営、組織・人

事、行政改革が効果的・効率的に機能するシステムを構築することが急務です。 

また、政策の企画・立案・決定などの各過程を明らかにし、市民参画の下、事業の効果

や成果を十分議論・検証するシステムの構築も必要です。一方、行政情報については、こ

れまでも原則公開となっていますが、市民からの要求を受け、行政の価値基準により内容

を開示するだけでは、必ずしも市民の満足度や利便性を満たしたものとはいえず、市民意

向調査においても、「行政情報・地域情報がわかりやすく提供されており、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が17.6％と低くなっており、市民の期待に

こたえられているとはいえない状況にあります。 

こうしたことから、「行政を経営する。」という視点を常に持ち、従来の手法や取組に

ついても市民起点に基づく実施内容の再検討を行うとともに、行政情報を積極的に市民に

対し発信することで透明性の向上に努め、行政の担う分野の「選択と集中」を図り、最小

の経費で最大の効果を達成するため、改革・改善の取組を強力に推進していくことが必要

です。 

 

● 目指す姿 ● 

市民との適切な協働と役割分担の下、成果志向・市民志向に基づいた、市民起点の

行政経営が行われています。 
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● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・「西脇市行政改革大綱」を推進し、成果志向・市民志向に基づく市民起点の「行政経

営」への転換を図り、それを実現する行政経営システムを構築します。 

・補完性の原則に基づき、市民と行政の役割と責任領域を明確にし、「真に行政しか担え

ない公共分野」を担当することを基本に、市民サービスを提供します。 

・市民参画によるＰＤＣＡサイクルを確立し、事業の検証と見直しを常に行います。 

・「民間にできることは民間に」の考え方を基本に、行政事務の一部について民間委託な

どを推進します。 

・政策の企画・立案過程の段階から、市民が参画することができる制度づくりを進め、市

民意見を反映した施策の展開を図ります。 

・広報紙やホームページなどの充実を図り、市民が真に必要とする行政情報の発信とわか

りやすく丁寧な情報の提供に努めます。 

【 市民に期待される役割 】 

・市の経営について関心を持ち、政策などについて、懇談会やパブリックコメントなどの

さまざまな制度や機会を通じて意見を述べ、市政に参画しましょう。 

・広報紙やホームページなどを通じて、市政情報についての理解を深めましょう。 

 

● まちづくり指標 ● 

 
 

指  標 現状値 
平成24年度に 

おける方向性 

行政情報・地域情報がわかりやすく提供

されており、市民の意向が市政に反映さ

れていると感じている市民の割合 

17.6％ 

 

パブリックコメントの実施件数 ― 
 

ホームページの「市役所へのご意見」受

付件数 
― 
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● 施策の展開 ● 

  
 

市民参画の下、総合計画を最上位に、財政運営、組織・人事管理、行政改革が機能的に

連携する行政経営システムを構築します。また、進行管理の方策として、行政組織と職員

個人の目標設定や進ちょく状況の管理を行うとともに、行政評価システムを導入し、成果

指標を用いた効率性などの検証を行い、実効力の確保に努めます。 
   

 
 

 

 
 

8-101 行政経営システムの構築 

8-102 行政事務の改善と見直し 

 ○ 行政経営システムの構築 
 ○ 経営戦略会議の設置・運営 
 ○ トップマネジメントの強化           など  

 

主な取組事業 

行政関与の妥当性の観点や事業の優先順位などから事務事業の検証を行い、事務事業評

価制度※を確立するとともに、ＰＤＣＡサイクルによる継続的な見直しを行うシステムを

構築します。その際、事業仕分の手法や市民意向を継続して調査する市民評価員制度など

を活用し、市民参画の下で進めます。 
また、自治体ＥＡ※の考え方に基づき、業務の可視化やマニュアル化を図ることにより、

市民サービスの質と業務効率の向上に努めます。さらに、市が交付する補助金については、

補助金等交付指針を策定し、従来の交付方式の見直しを図ります。 
 
 
 
 

○ 事務事業評価制度の導入 
 ○ 市民参画によるＰＤＣＡサイクルの構築 
 ○ 行政事務の可視化・マニュアル化の推進 
 ○ 補助金等交付指針の策定・推進         など 

 

主な取組事業 

 
 
 
8-103 民間委託等の推進  

学校給食センターをはじめ、民間への業務委託や公立保育所の民営化を推進するため、

その方針を示したガイドラインを策定します。また、指定管理者制度※については、指定

管理者制度運用指針により、推進を図ります。 

さらに、高品質な公共サービスを提供するＰＦＩ※をはじめとするＰＰＰ※の手法につい

ても必要に応じて検討を進めるとともに、平成18（2006）年に成立した行政事務の民間開

放に関する「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」に基づく、市場化テス

ト※についても国の動向を踏まえ、その導入についての研究を進めます。 
 

 ○ 民間委託ガイドラインの策定・推進 
 ○ 学校給食センターの民間委託の検討 
○ 公立保育所の民営化の推進         など  

 

主な取組事業  
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8-104 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、市民の意向を反映するため、市の基本的な計画などについ

て素案を事前に公表するパブリックコメント制度を導入するとともに、政策の企画・立案

段階から市民の意見を採り入れるパブリックインボルブメントの制度化についても検討し

ます。また、各種審議会などの委員の公募や、インターネットを活用した市政への意見・

提言の募集を行うほか、政策形成から実施・見直しまでの各段階において、市民参画を進

める制度づくりに取り組みます。 
こうした市政への市民参画を推進するためには、市政に対する市民の理解と信頼が必要

であることから、市の方針や政策、財政運営の状況などの市政情報を広報紙やホームペー

ジなどの媒体、住民懇談会などを通じて積極的に発信・提供し、市民と行政の情報共有を

進めます。 
 
 
 
 
 

○ パブリックコメント制度の導入【再掲】 
○ パブリックインボルブメントの制度化の推進【再掲】 
○ インターネットを活用した市民の意見・提言の募集 

 ○ 市政情報の発信・提供による情報共有の推進 
○ 審議会等委員の公募の推進【再掲】          など 

 

主な取組事業 

 
 
 
8-105 情報公開制度と個人情報保護制度の適切な運用 

従来から実施している情報公開制度については、請求者の利便性を考慮しつつ、適切な

運用を図ります。また、市の保有する個人情報の保護並びに開示、訂正及び利用停止を請

求する権利を定めた個人情報保護制度の適切な運用を図ります。 
 

 ○ 情報公開制度・個人情報保護制度の適切な運用  など主な取組事業 
 
 

※ＰＰＰ 

Public Private Partnershipの略で、「公民連携」を意味する。従来行政が提供していたサービス事業を民間に開放

し、参入してもらうことにより、コストの低減や質の向上、サービス提供形態の革新を実現しようとする取組。一般

的な方法としては、業務の民間委託や組織の独立行政法人化などがあげられる。 

※市場化テスト 

「民間にできることは民間に」という政府の規制改革・民間開放推進会議の方針で、公共サービスの担い手を幅広く

官民の競争入札で決定する試み。行政サービスのコストや質が適切かどうかを民間事業者との競争入札で比較し、官

より優れていれば民間に業務を移管する仕組み

※ＰＦＩ 

Private Finance Initiativeの略で、従来公共部門が提供していたサービスを民間主導で実施することにより、設

計、建設、維持管理・運営に民間の資金や技術、経営ノウハウを活用し、効果的・効率的なサービスの提供を図る。

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。2003年の地方自治法の一部改正までは、こうした施設の管理運営は、

自治体とその外郭団体に限定されていた。 

※指定管理者制度 

※自治体ＥＡ 

ＥＡ（Enterprise Architecture）とは、組織全体を通じた業務・システムの最適化を図る設計手法をいう。住民満

足度の向上を目的に、行政改革の視点を取り入れることにより、業務とシステムが「見える形」になることで、個人

や縦割りの組織単位で保有されていた業務ノウハウを組織全体で共有できるようになり、全体最適の視点に立った業

務・システムの改革が可能となる。 

※事務事業評価制度 

 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。その評価結果を予算編成や政策形成に生かすことにより、効果的・効率的な

行財政運営を目指す。 
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第２節 

  持続可能な行財政運営の確立 
 

● 現状と課題 ● 

平成12（2000）年の「地方分権一括法」の施行を契機に、分権型行政システムの構築に

向け、国から地方への事務権限の委譲や地方財政制度の見直しなどの構造改革が進められ、

地方自治体は自立した経営を進めていくことが強く求められています。 

このような中、都市部を中心に景気は回復基調にありますが、地方においてはその実感

がなく、本市においても基幹産業である播州織は停滞傾向にあり、地域経済は低迷した状

態が続いています。本市の財政状況は、景気の低迷や人口構造の変化による市税収入の減

少に加え、「三位一体の改革」に伴う地方交付税の縮減や国庫補助負担金の廃止・削減な

どにより、歳入が減少傾向にある一方、歳出面では、少子高齢社会の進行に伴う扶助費の

増加に加え、下水道事業などの基盤整備や新病院建設に伴う起債の償還による大幅な負担

増が見込まれ、大変厳しい状況にあります。今後、行財政改革を推進しない場合の財政収

支見通しでは、平成22（2010）年度には、貯金に当たる財政調整基金が枯渇し、約４千万

円の赤字が発生することが予測されています。 

景気回復や地価上昇の影響が本市に到達するには、相当の時間を要すると考えられ、こ

うした中、地域経済は今後も厳しい状況で推移すると予想されることから、徹底した事務

事業の見直しと収入の確保による健全な行財政基盤の確立が急務となっています。平成18

（2006）年12月に策定した「西脇市行政改革大綱」では、足腰の強い行財政基盤の確立に

向けた改革項目を示しており、「収入を基本とした財政運営」への転換を基本的な考え方

とし、「選択と集中」による徹底した行政施策の見直しを進め、限られた経営資源を効果

的かつ重点的に投入できる仕組みづくりや、経営感覚を重視した行財政運営の確立などを

あげています。また、平成19（2007）年３月には、「西脇市財政健全化プラン」を策定し、

健全な財政運営に向けた具体的な数値目標の設定と健全化策を明らかにしていますが、内

容の達成に向け、全職員が使命感を持ち、一丸となって推進していくことが必要です。一

方で、こうした財政基盤の強化に向けた環境整備とともに、公費の管理や処理に当たって

は、透明性を十分に確保することも求められています。 

行政課題の対応や市民サービスの提供を行う行政組織については、複数部門での類似し

た事務事業の実施や、セクショナリズム※などの弊害がみられます。効果的・効率的な市

民サービスの提供には、行政組織の横断的な連携が必要であり、市民にとってスリムでわ

かりやすい組織機構の整備を進めるとともに、事務改善を行うことが求められています。 

 

 

※セクショナリズム 

組織内で、自分の属する部局の立場に固執し、他と協調しない傾向をいう。派閥主義。縄張り意識 

● 目指す姿 ● 

効果的・効率的な行政経営の下、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。 
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● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・「西脇市財政健全化プラン」に基づき、「収入を基本とした財政運営」への転換を図る

ことにより、持続可能な財政運営を確立します。 

・自立・安定した財政基盤を確立するため、新たな財源の発掘や未収金対策の強化に努め、

自主財源の確保を図ります。 

・行政事務の執行にかかわるコストの削減と効率化に努めます。 

・財政事情や市民ニーズなどを考慮しながら、公共施設の統合整備や有効活用を図ります。 

・市民にわかりやすく、多様化する行政課題に迅速かつ柔軟に対応できる組織・機構を整

備します。 

・適正な会計事務と計画的かつ的確な監査業務の執行に努めます。 

【 市民に期待される役割 】 

・市政運営の方針や市の財政状況、市の公費の取扱いなどについて関心を持ち、理解を深

めるとともに、都市経営の主体者として、懇談会やパブリックコメントなどのさまざま

な機会や制度を通じて意見を述べるなど、ともに考えましょう。 

・税金や各種受益者負担の役割と必要性について理解を深め、適正に納付しましょう。 

 

● まちづくり指標 ● 

 
 

指  標 現状値 
平成24年度に 

おける方向性 

税金が公平・有効に使われていると感じ

ている市民の割合 
9.5％ 

 

市税の現年度徴収率 98.1％ 
 

実質公債費比率※ 16.9％ 
 

 

 

 

 

 

● 施策の展開 ● 

  
 8-201 財政健全化プランの推進 

財政構造の原点に立ち、「収入を基本とした財政運営」への転換を図るため、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、財政健全化に向けた具体的な数値目標

の設定と健全化策を着実に推進し、将来にわたり安定した財政運営基盤を確立します。 

   
 

 ○ 財政健全化プランの推進（自主財源の確保・人件費 
の削減・事務事業の見直しなど） 

○ 行政組織別の健全化目標の設定と検証     など

 

主な取組事業 

 



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

 202

 
 
8-202 自主財源の確保  

安定した自主財源の確保に向け、産業の振興や企業誘致に積極的に取り組み、市税の増

収に努めます。また、市税や公共料金などの未収金対策については、庁内に対策チームを

設置し、着実な取組を推進するとともに、未納者に対する行政サービスの制限などについ

ても検討します。 
使用料や手数料については、受益者負担の適正化を図るとともに、未利用の市有地や財

産の有効活用、市の発行物や公共施設などへの有料広告の掲載などについても検討を進め、

新たな財源の確保に努めます。 
 
 
 

 ○ 未収金対策チームの設置・運営 
○ 使用料・手数料の受益者負担の適正化 

 ○ 有料広告掲載事業の推進              など

 

主な取組事業 

 
 
 
8-203 行政経費の効率的な運用 

公共工事の総合的なコスト削減に向け、公共工事コスト縮減対策行動計画に基づき、効

率的な事業の実施を図ります。また、公営企業の健全化の推進や下水道事業の公営企業法

の適用化に向けた取組を進めるとともに、市の出資団体などのあり方を示す指針を策定し

ます。 
さらに、行政事務の電子化による効率化を進めるとともに、電子入札※の検討や行政情

報の管理を一元的に行っている情報センターの業務形態を見直し、効率的な電算処理シス

テムを構築します。 
 
 
 
 
 

○ 公共工事コスト縮減対策行動計画の策定・推進 
○ 各種事業（水道事業・下水道事業・病院事業）の経営 

健全化計画の策定・推進 
○ 行政事務の効率化に向けた情報システム整備【再掲】 

など 

 

主な取組事業 

 
  

 8-204 公共施設の適正配置と有効活用 

これまで整備してきた公共施設については、 

維持管理経費の負担や施設の老朽化、さらに 

は市民ニーズの変化による利用実態などを踏 

まえ、市民参画の下、総合的な観点から統合 

整備や利活用に向けた検討を進めます。また、 

市町合併に伴い、機能が重複する施設や必要 

性の低下がみられる施設については、機能転 

換や統廃合についての検討を進めます。 
   

 
 ○ 庁内検討チームの設置・運営 
○ 公共施設のあり方の検討             など 

主な取組事業 
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行政組織については、職員数が減少する中、市民にわかりやすく、多様化する行政課題

に迅速に対応できる柔軟でスリムな少数精鋭の組織づくりを進めます。そのため、グルー

プ制※の導入などフラットな組織体制を検討するとともに、業務の可視化・マニュアル化

による業務改善などを通じて、行政事務の効率化を図り、適切な組織編成や人員配置を行

います。 
また、黒田庄地域総合事務所については、市町合併から５年を目途に、地域の実情など

を踏まえ、支所機能の見直しを行います。 
 
 
 
 
 

  
 

8-205 柔軟でスリムな組織・機構の整備 

8-206 適正な収入支出事務と検査事務の執行 

 ○ グループ制の導入の検討 
○ プロジェクトチームの導入の推進 
○ 行政事務の可視化・マニュアル化の推進【再掲】 

 ○ 支所機能の見直しの検討            など  

 

主な取組事業 

会計業務には、迅速かつ正確な出納事務が求められることから、法令などの遵守に努め、

適正な事務を執行します。また、公正な検査事務の執行のため、関係部署との連携を図り、

事務取扱基準などの改善に努めます。 
   

 

 

○ 会計業務の適正な実施 
○ 検査事務の適正な実施             など

主な取組事業 

  
 8-207 監査業務体制の充実・強化 

監査委員の監査業務の執行に当たっては、監査人員の確保と組織体制の強化を図り、計

画的かつ的確な監査業務の充実に努めるとともに、監査結果については、従来の法令等の

規定による公表に加え、ホームページなどで公表を検討します。 

また、今後の国の動向などを踏まえ、公認会計士など外部の専門家による外部監査制度

の導入についての調査研究を行います。 

   
 

 

○ 監査業務の的確な実施・監査結果の公表 
○ 外部監査制度の導入の調査研究         など

主な取組事業 

 ※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、公営企業（特別会計を含む。）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。18％以上になると地方債の発行に許可が必要となる。 

※電子入札 

 国や地方自治体が発注する工事などの入札手続をインターネット上で実施するシステム 

※グループ制 

 行政需要の多様化などに対応するため、柔軟性のある組織運営に向け、より大きな組織単位のリーダーの下、組織

内の階層を少なくすることで、縦割りでなく、横のつながりを重視した組織体制をいう。 
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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の推進 
 

● 現状と課題 ● 

地方分権の推進や市民ニーズの多様化・高度化、厳しい財政状況など行政を取り巻く環

境は大きく変化しています。このような中、本市では市町合併を行いましたが、旧市町の

職員をすべて引き継いだため、合併本来の目的である行政の効率化・合理化を図るために

は、人件費の抑制や職員数の削減を行い、行政組織のスリム化を図る必要があります。そ

のため、平成19（2007）年１月に「新西脇市定員適正化計画」を策定し、行政需要の動向

を見定めながら、計画的に職員数の適正化を進め、さまざまな行政課題に必要最小限の職

員数で対応できる行政組織を構築するとともに、人員の適正配置を行うこととしています。 

また、効率的な行政運営の下、適切な市民サービスを提供するためには、「職員の資質

向上」と「業務執行体制の最適化」の２つの取組が不可欠です。一方で、平成28（2016）

年までの10年間で、４割以上の職員が退職することから、これまでの市政運営のノウハウ

を受け継ぎ、分権型社会を担う人材として経営感覚と専門性の高い知識を持ち、独創性や

柔軟性にあふれた職員を早急に育成していくことが必要です。そのため、平成19年２月に

策定した「西脇市人材育成基本方針」に従い、効果的な研修制度の実施による職員の能力

開発や職務意欲の向上を図るとともに、成果をあげた職員が報われる人事考課制度を具体

的に構築し、職員の能力を最大限に伸ばしていくことが必要です。あわせて、組織の目標

をあらゆる手法で具現化していくことにより、組織マネジメントを向上させ、職員個人の

業績考課と連携させる制度づくりも必要となっており、将来的には人事管理と研修制度、

人事考課、給与などが総合的に作用し、連動する総合的な人事制度を構築していくことも

求められます。 

一方、民主的な行政運営を確保するため、職員の利益保護と公正な人事権の行使を保障

することも求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 目指す姿 ● 

職員が、意欲を持って仕事に取り組み、持てる能力を最大限に発揮できる職場環境

が整備され、効率的な執行体制となっています。 
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● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・「新西脇市定員適正化計画」に基づき、職員数の適正化を図り、効率的に機能する行政

組織を構築します。 

・人材育成のビジョンとなる「西脇市人材育成基本方針」に基づき、市政運営に必要な知

識と能力を身につけ、意欲を持って仕事に取り組む職員を育成します。 

・採用・配置・人事考課・給与・研修の各システムが連動する総合的な人事制度を構築し

ます。 

・中立的な立場で、職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障する公平審査事務の執

行に努めます。 

【 市民に期待される役割 】 

・職員の対応や行政組織に関する意見をさまざまな機会を通じて述べましょう。 

・民間のノウハウや経営方法についての情報を提供しましょう。 

 

● まちづくり指標 ● 

 
 

指  標 現状値 
平成24年度に 

おける方向性 

市職員数  699 人  

市職員は、市民の声に耳を傾け、仕事に

取り組んでおり、信頼できると感じてい

る市民の割合 

28.2％  

市職員の窓口対応に満足している市民の

割合 
42.5％  

 

 

 

 
                            

● 施策の展開 ● 

 
 
8-301 定員適正化計画の推進  

限られた経営資源で最大限の効果が発揮できる自治体を構築するため、行政改革大綱の

最重点項目のひとつである職員の定員の適正化を推進します。 
適正化に当たっては、事務事業の見直しやアウトソーシング※などによる職員の削減を

行うことを基本にして、団塊世代の大量退職による市民サービスの低下を防ぐため、一定

の期間、再任用制度※や任期付職員の任用制度など、多様な雇用形態による弾力的な組織

運営を行い、将来にわたり職員年齢が平準化した組織の構築を進めます。 
 

 ○職員定員の適正化の推進             など  主な取組事業 
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8-302 将来の西脇市を担う人材の育成・能力の向上 

市民との協働によるまちづくりに取り組み、多様な地域課題に対応できる能力と資質を

持つ職員を育成するため、人材育成基本方針に基づき、業績と職務遂行能力を評価する人

事考課制度を確立します。また、職場の目標や方針を明確にし、管理職や組織全体のマネ

ジメント能力を高めていくための環境づくりを進めます。あわせて、職員個人の職務意欲

の自覚につながり、能力開発の原点となる研修制度の充実や能力育成期におけるジョブ・

ローテーション※の確立を図ります。さらに、将来的には、人事管理と研修制度、人事考

課制度、給与などが総合的に作用し、連動する総合的な人事制度を構築します。 
 
 
 

 ○ 職員研修の実施・充実【再掲】 
○ 人事考課制度の導入 
○ 人材育成に向けた職場環境づくり           など

 

主な取組事業 

 

 
 
8-303 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、その勤務条件の適正化を図るため、

公正・中立の立場を堅持し、公平審査事務を行います。 
 

 ○公平審査事務の公正な実施                     など 主な取組事業 
 
 ※アウトソーシング 

 既存の業務形態を見直し、専門的な業務について外部の企業などに委託して効率化を図る業務形態を指す。外部に

管理・運用を任せるため、委託する側は中心業務に集中することができ、人件費や時間などのコストを節減できる

メリットがある。 

※再任用制度 

 定年などにより退職した職員を従前の勤務実績などに基づき、１年以内の任期を定めて採用する制度。勤務形態や

給与体系は退職前とは異なり、現行の職員定数の枠内で行う。 

※ジョブ・ローテーション 

 人材育成基本方針などに基づき、職員に多くの仕事を経験させるように、定期的に職務の異動を行う仕組み 



                                         Ⅲ 基本計画       
 

 207

第４節 

  快適で利便性の高い窓口サービスの提供 
 

● 現状と課題 ● 

行政が提供する各種サービスには、住

民票の写しや印鑑登録証明書の発行など、

住民情報に基づく窓口業務があります。

こうした窓口には、多くの市民が訪れる

「市役所の顔」となる部門であることか

ら、快適で利用しやすい窓口業務のあり

方が求められています。 

市町合併により、本市では市役所だけ

でなく、支所となった旧黒田庄町役場に

おいても、市民の利便性を確保するため、

生活に必要な一定の窓口業務の機能を置いています。また、市民生活の多様化や利便性の

向上の観点から、平成13（2001）年からは一定の窓口業務については、毎週火曜日に午後

７時までの時間延長を行っており、平成15（2003）年からは、住民基本台帳カード※を発

行するなど、市民サービスの向上を図ってきました。市町合併後は、市役所本庁の窓口を

利用する市民が増えたことから、手続に長い時間を要することや、複数の窓口での手続が

必要なこともあり、利用者にとって負担となっている場合もあります。窓口業務について

は、迅速な対応によるサービスの提供と適切な処理が求められており、情報通信技術の活

用も図りながら、サービスの質と利便性の向上に努め、市民満足度の高い窓口サービスを

実施していくことが求められています。 

市民生活に関する相談業務も、関係各部門で行っており、法律相談など専門的な知識が

必要な相談には、専門の相談員を配置し、その対応に当たっています。こうした中、社会

環境の変化により、市民生活を取り巻く環境も大きく変化してきているため、相談事案が

年々増加しており、内容も複雑化・深刻化したものとなっています。このため、今後は、

市民ニーズの拡大に応じた相談体制のあり方についても、十分に検討していかなければな

りません。 

一方、本市では、各種事業の実施に必要な多くの市民情報を保管しています。近年、情

報通信技術の進展などにより、個人情報の漏えいが問題になっていることから、これまで

と同様、厳格に市民の個人情報の管理に努め、個人情報の漏えい防止に向けた改善策を進

めていくことが求められています。 

 

 

 

※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録さ

れたＩＣカードで、交付を希望した住民に対し、市町村が有償で交付する。多目的カードとしての活用も検討され

ている。 
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● 目指す姿 ● 

市民情報が適切に管理され、正確で丁寧な応対によって、市民満足度の高い窓口サ

ービスが提供されています。 

 

 

 

● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・個人情報保護に十分配慮しながら、市民が必要とするサービスを迅速に提供できる、市

民にとって利用しやすい窓口づくりを進めます。  

・市民ニーズを踏まえ、市民の満足度を高める相談業務の実施に努めます。 

【 市民に期待される役割 】 

・窓口での各種証明書など、交付に関する手続や制度の趣旨についての理解に努めましょ

う。 

 

● まちづくり指標 ● 

 
 

 

 

 

 

 

指  標 現状値 
平成24年度に 

おける方向性 

市職員の窓口対応に満足している市民の

割合 
42.5％  

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 
37.8％  

住民基本台帳カードの交付率 0.53％ 
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● 施策の展開 ● 

 
 8-401 窓口サービスの向上  

窓口サービスにおける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、きめ細やかな応対を心がけるとともに、市民にわか

りやすく、利用しやすい窓口づくりに努め、市民サービスの向上を図ります。一方、支所

における窓口業務についても、本庁との連携をとりながら、市民生活の利便性に配慮した

窓口機能を確保します。 

また、市民の利便性の向上と行政事務の効率化に向け、申請手続や証明書の交付などの

窓口業務については、家庭や職場から必要な手続や申請ができるようにするなど、ＩＣＴ

を活用した行政サービスの提供を推進します。 

   
 

 

○ 窓口環境の充実・サービスの改善 
○ ＩＣＴを活用した行政サービスの提供【再掲】 など  

主な取組事業 

  
 
8-402 適切な市民相談業務の実施 

法律相談や人権相談など市民生活に関する各種相談業務については、社会環境の変化や

市民ニーズを踏まえ、内容の充実や見直しを進めるとともに、新たな相談業務や相談体制

の充実についても検討していきます。また、専門的に開設している相談業務だけでなく、

各部門において日常的に対応する市民の相談業務についても、わかりやすく、丁寧な対応

に努め、市民満足度の向上を図ります。 

   
 

 

○ 市民相談業務の充実 
○ 職員研修の実施・充実【再掲】        など  

主な取組事業 
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第５節 

  広域連携による自立的な地域づくり 
 

● 現状と課題 ● 

本格的な地方分権時代を迎え、自立的・個性的な地方自治の推進が求められています。 

こうした中、本市は多様化する地域課題に適切に対応し、自立した個性豊かなまちづく

りを進めるため、平成17（2005）年10月に市町合併を行い、新たな自治体として発足しま

した。しかしながら、今後も人口減少をはじめ、社会環境の構造的変化が続いていくこと

が予測されることから、新たな社会的課題に対応できる行政経営システムを構築していく

ことが求められます。一方で、こうした課題に適切に対応していくためには、単独の自治

体で対応することに限界があり、また、必ずしも効率的ではないものもあることから、近

隣市町との広域的な連携について、検討を進めていく必要があります。 

本市では、ごみ・し尿・消防・農業共済※・介護や障害の認定審査などの行政事務につ

いて、近隣市町と一部事務組合を組織して共同処理を行っており、平成19（2007）年４月

からは後期高齢者医療保険制度の運営のために創設された広域連合にも参加しています。

また、本市を含む北播磨地域の５市１町では、国の広域市町村圏構想※に基づき、昭和45

（1970）年に「播磨内陸広域行政協議会」を結成し、広域行政を推進しています。さらに、

地域の活性化を図っていくことを目的に、隣接する多可町との「北はりまハイランド推進

協議会」や、全国６市町と「全国へそのまち協議会」を結成しており、幅広い交流の促進

に努めています。 

今後も、自治体の枠組みを超えた地域課題や広域的な行政需要が増大する中、近隣市町

とも連携しながら、新たな広域行政のあり方について、調査研究を進めることが必要です。

また、事務の共同処理や施設の共同利用、政策連携などを推進し、効果的・効率的な広域

行政の展開を図っていくことも必要です。 

 

 

 

 

 

※農業共済 

農業災害補償法により、全国の農家が掛金を出し合って共同準備財産を作り、自然災害による損害が発生したとき

に共済金の支払を受けるという農家の相互扶助を基本とした共済保険の制度 

※広域市町村圏構想 

住民の日常生活において、通常必要とされるものが、ほぼ充足される都市と周辺農村地域を一体とした圏域で、お

おむね10万人以上の規模を有し、一定の要件を備えた生活圏を形成している地域に設定されている。圏域内の市町

村は共同して広域行政機構（一部事務組合又は協議会）を設置している。 

● 目指す姿 ● 

 近隣市町をはじめ、他の自治体との連携を図り、広域的な視点から自治体の枠組み

を超えたさまざまな課題に柔軟に対応しています。  
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 ● 展開方針 ● 

【 行政が果たすべき役割 】 

・近隣市町との連携・協力体制の充実を図るとともに、「播磨内陸広域市町村圏計画」な

どに基づき、魅力ある地域づくりや広域の行政課題に適切に取り組みます。 

・日常生活でつながりの深い近隣市町や、共通の地域資源を持つ自治体との多様な交流を

図り、活力ある地域づくりを進めます。 

・国の動向や社会環境を踏まえ、行政事務の広域化に向けた調査研究を行います。 

【 市民に期待される役割 】 

・自治体の枠組みを超えた広域圏での地域づくり活動に積極的に参加しましょう。 

・来訪者への「おもてなし」の心をはぐくみ、交流を図りましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 施策の展開 ● 

  
 8-501 市町間の連携・広域行政事業の推進 

広域市町村圏計画に基づき、地域が一体となった活性化施策を積極的に展開し、魅力あ

る地域づくりに取り組むとともに、生活行動の広域化に対応した基盤整備や事務事業の共

同処理などの広域事務を推進します。また、道路整備の促進をはじめ、近隣市町と一体的

に取り組むことが有効な課題についても、広域的な連携を図り、取り組みます。さらに、

「北はりまハイランド構想」の推進や「全国へそのまち協議会」での交流事業の充実など

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。 

   
 

○ 播磨内陸広域行政協議会の事業の推進 
 ○ 広域連携の推進 

○ 北はりまハイランド構想の推進         など

 

主な取組事業 
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8-502 行政事務の広域化に向けた調査研究 

消防業務の広域化や教育委員会の共同設置など、国の動向や社会環境を踏まえ、一部事

務組合の複合化や広域連合のあり方、新たな事業の共同運営主体の設置などについての調

査研究を行います。また、道州制※の導入や、さらなる市町村合併についての議論も進め

られていることから、広域圏での市町合併など地方自治制度についての調査研究を進めま

す。 
 

 

 

○ 行政事務の広域化の調査研究 
○ 地方自治制度の調査研究・情報収集       など

主な取組事業 

 ※道州制 

現行の都道府県を廃止して、複数の都道府県を統合した面積規模を持つ広域行政体をつくり、国から大幅な権限を

移譲する制度。2006年２月、首相の諮問機関である地方制度調査会の「道州制のあり方に関する答申」では、３つ

の区割案（９・11・13道州）が提示されている。 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 Ⅳ 計画の推進に当たって  
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 第１節  前期計画期間における人口・財政推計 
 

（１） 人口 

前期計画期間における人口推計については、基本構想と同様、平成17

（2005）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、わが国の総人口が平成16（2004）年12月をピークに減少に転

じており、人口の減少とともに、今後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

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、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。 
 

 
平成17年

(2005年)

平成20年

(2008年)

平成22年

（2010年）

平成24年 

(2012年) 

平成27年

(2015年)

総人口 43,953 42,654 41,788 40,792 39,297

年少人口 

（0～14歳） 
6,567 6,087 5,767 5,378 4,794

生産年齢人口 

（15～64歳） 
26,865 25,463 24,529 23,567 22,124

高齢者人口 

（65歳以上） 
10,521 11,104 11,492 11,847 12,379

※ 平成20年・24年の数値は、コーホート要因法による推計値から等差級数法により算出 

 

 
【年齢３区分別人口の割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 .2%

13 .2%

13 .8%

14 .3%

15 .0%

56 .3%

57 .8%

58 .7%

59 .7%

61 .1%

31 .5%

29 .0%

27 .5%

26 .0%

23 .9%

年少人口 生産年齢人口 高齢者人口

平成20(2008)年

平成22(2010)年

平成27(2015)年

平成24(2012)年

平成17(2005)年
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（２） 財政 

この計画の実現を図るためには、これを担保する確かな財政基盤が必

要です。しかしながら、市税収入の低迷に加え、少子高齢化の進行や行

政需要の拡大などにより、財政の硬直化が進んでおり、財政構造の改革

が本市の緊急の課題となっています。 

このような中、本市では、効率的な行政経営の実現を目指し、平成18

（2006）年12月に「西脇市行政改革大綱」を策定するとともに、今後ま

すます厳しくなることが予想される財政状況を改善し、将来にわたり持

続可能な財政基盤を確立するため、平成19（2007）年３月に「西脇市財

政健全化プラン」を策定しました。 

財政健全化プランでは、歳出においては、職員の不補充による人件費

の削減などによって、義務的経費が減少するものの、病院事業や下水道

事業への経費負担により、繰出金などは増加していくことが予想されま

す。一方で、歳入においては、税源移譲により、市税は増収が見込まれ

るものの、地方交付税とその他収入は減額となり、全体的には大幅な減

収が予想されます。 

財政健全化プランの開始年度となる平成18年度以降は、現在の財政状

況に対して、何らの対策を行わない場合、普通会計の収支見通しでは、

多額の歳入不足が発生するため、財政調整基金で不足分を補てんするこ

ととなりますが、平成22（2010）年度には財政調整基金も枯渇し、なお

も歳入が不足する極めて厳しい状況が見込まれています。 

このような状況を回避するため、この計画の第８章に掲げる施策を中

心に展開し、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市政運営の確立に向けた財政健全化策を着実に

実施していきます。 

なお、行政改革大綱及び財政健全化プランの計画期間が平成22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、これら計画に掲

げる健全化策を推進していく中で、進ちょく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。 

また、この推計は、策定時点での諸条件を前提としたものであり、今

後の国の地方財政をめぐる改革、景気の動向や社会経済環境の変化に伴

う前提条件の変動により、変わることがあります。 
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  財政推計（財政健全化方策実施後・普通会計・一般財源ベース）    （単位：百万円） 

 

 

 平成17年度

(2005年度)

平成18年度

(2006年度)

平成19年度

(2007年度)

平成20年度 

(2008年度) 

平成21年度 

(2009年度) 

平成22年度

(2010年度)

 

 

市   税 5,711 5,678 5,759 5,768 5,673 5,710

地方交付税 4,290 4,380 4,034 4,149 4,185 4,171

 
そ の 他 2,153 2,352 1,919 1,928 1,935 1,935

 
歳 入 総 額 12,154 12,410 11,712 11,845 11,793 11,816

 
義務的経費 5,246 5,136 5,125 5,085 4,946 4,951

 
投資的経費 741 478 419 464 370 285

 
補 助 費 等 2,708 2,837 2,847 3,194 4,600 4,219

 

 

 

 

 

 

 

繰 出 金 2,197 2,453 2,714 2,722 1,052 1,057

そ の 他 1,621 1,692 1,424 1,398 1,367 1,384

歳 出 総 額 12,513 12,596 12,529 12,863 12,335 11,896

歳入歳出不足額合計 Ａ △359 △186 △817 △1,018 △542 △80

    基金取崩額  Ｂ 581 186 817 1,018 542 207

 うち財政調整基金 500 108 723 123 5 0

 再差引 （Ａ＋Ｂ） 222 0 0 0 0 127

財政調整基金残高 1,947 1,957 1,241 1,123 1,122 1,126

※ 平成17年度のみ実績値  
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第２節  計画の基本原則と推進方法 

 
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 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。 

もとより計画づくりは、理想とするまちづくりを実現していくための

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などについて、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。 

（２） 計画の変更手続について 

      ○基本構想 

基本構想は、地方自治法第２条第４項の規定に基づき、市議会の議決

を経て策定しており、平成19（2007）年度から平成30（2018）年度まで

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、総合計画審議会で審議し、あらた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

定するものとします。そのため、後期計画については、後年度に策定す

るものとします。 

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

計画審議会で審議し、内容を変更するものとします。 
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（３） 計画の進行管理 

計画の進ちょく状況については、ＰＤＣＡサイクルに従い、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・総合計画策定市民会議を組織し、この計画を策定

しています。これに基づき、年次ごとに別途「実施計画」を策定し、

具体的な事業を明らかにしていきます。 

       ・ Ｄ（Do＝実施）での役割  

 行政は実施計画に基づき、施策・事業を実施します。また、市民は

基本計画の「市民に期待される役割」を踏まえた主体的な行動が望ま

れます。 

       ・ Ｃ（Check＝確認）での役割  

 政策・施策の展開による市民の意識や満足度を探るため、市民評価

員制度（仮称）を導入し、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を聴取します。 

また、将来的には、前期計画中に構築予定の行政評価システムを導

入し、成果指標を用いた行政活動の検証を行います。 

       ・ Ａ（Action＝改善）での役割  

市民評価員制度による調査結果、行政評価システムの活用による政

策・施策の達成状況などを踏まえ、行政活動の内容の見直しを行いま

す。また、後期基本計画にも反映していきます。 

なお、前期基本計画の「まちづくり指標」の設定項目については、

今回はじめて設定したものであることから、後期基本計画では、より

精度の高いものに切り替えていきます。 

 

Ｐ（計画） 

総合計画の策定

Ｄ（実施） 

施策・事業の実施
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

（改訂・見直し）

Ｃ（確認） 

市民意見の聴取 
評価システムに 
よる検証 
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（４） 地区まちづくり計画との関係について 

市内８地区では、自治会や地域住民が主体となって、自分たちの生活

圏である身近な地区の課題解決に向けて、自らが取り組む活動方針など

を取りまとめた「地区まちづくり計画」の策定が進められています。ま

た、策定された計画の内容の実現に向けて、行政としても支援していく

こととしています。 

全地区での「地区まちづくり計画」の策定が進んだ後は、総合計画の

地域版として、後期基本計画の策定に当たり、その方針や内容を尊重し

ていくこととします。 

 

（５） 個別の行政計画との関係について 

行政はまちづくりの各分野において各種計画の策定が必要であり、こ

れら個別の行政計画については、原則として本市の 上位計画である総

合計画の内容を踏まえ、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・期間などはさま

ざまですが、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

すものであることから、総合計画を各分野において補完し、具体化して

いくものとして位置付け、総合計画の内容との整合性を確保していきま

す。それぞれの個別計画を着実に実行することにより、この計画が推進

されることとなります。 

 

 

総合計画 
福祉

環境 行財政 

都市 
教育 

補 完 

具体化 

反 映 

【個別の行政計画】 

（分野別の計画） 

など 
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（６） 総合計画を推進するための個別計画 

 
青字は策定中・予定の計画 

 

 

西 脇 市 総 合 計 画 ○ は旧西脇市の計画を継承 

■ は旧市町の計画をそれぞれ継承

※ 複数の分野にまたがる主に関係

する分野の視点で整理  
 
 
 
 
 

地域福祉計画、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画、 

地域福祉計画 ○保健計画 食育推進計画  

高齢者福祉計画・介護保険事業計画 ■次世代育成支援対策推進行動計画

障害者基本計画・障害福祉計画 ■福祉のまちづくり重点地区整備計画  

ともに支え合い、笑顔輝くあたたかなまち 

産業が元気！活力とにぎわいあふれるまち 

農業経営基盤強化の基本計画 農業振興計画 環境保全型農業推進方針 

■農村環境計画 酪農・肉用牛生産近代化計画 森林整備計画 

こころ豊かな人が育ち、いきいきと活躍できるまち 

スポーツ振興計画 ○男女共同参画基本プラン  

暮らしの安全を守り、安心が実感できるまち 

交通安全計画 地域防災計画・水防計画 国民保護計画  

快適な暮らしを支える生活基盤が充実したまち 

都市計画マスタープラン 緑の基本計画 住生活基本計画  

○中心市街地活性化基本計画 地域情報化計画 

持続可能な循環型社会を築き、人と自然が共生するまち 

 ○環境基本計画 生活排水処理計画 

多様な主体による地域自治が確立したまち 

○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） 

時代に対応した行政経営が確立したまち 

 行政改革大綱 人材育成基本方針 定員適正化計画 財政健全化プラン 



 

 

 

 

 

 

 
 

 Ⅴ 参 考 資 料  
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１ 策定体制・策定経過 

（１）策定体制 

 

市 議 会  

 

 

 

 

 

 

 

報告 依頼 

 
審議会の下で、個別事項について専門

的に検討・協議  
○ 委員20名 

（審議会委員の代表・地区選出・ 
公募市民） 

総合計画策定市民会議 

基本計画の施策分野別の内容について

検討・協議  
○ 主幹・課長補佐・主査級職員で構成

庁内検討組織 
（施策づくりワークショップ）

 
市政の総合的な計画の策定・推進に関

する重要事項を調査審議するための市

長の諮問機関 ＜条例設置＞ 
○ 委員17名 

  （市民代表・学識経験者・ 
元合併協議会委員・行政関係者）

総合計画審議会 

庁内検討体制市民参画体制 

協議

審議会の部会として、都

市像の制定について協議

○ 委員４名 

都市像制定部会 

諮問 答申

提示 

○ 市民意向調査 
○ 市民懇談会 
○ 市民意見聴取（計画素案に対する意見提出制度） 
○ 広報・ホームページでの情報提供 

一部委員 
が兼務 

総合計画の方針・内容の審議・策定を

推進する庁内意思決定機関 
 
○ 市長・副市長・教育長・各部長で 

構成 

総合計画策定本部会議 

指示 提示 

総合計画の全体調整 
○ 部を代表する次長・課長で構成 

策定本部幹事会 

意見 

指示 提示 

提案（基本構想） 議決（基本構想） 

市  長 
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（２）策定経過 

 

   平成17（2005）年 

10月～ 新市総合計画の策定方針の立案 

11月 個別行政計画策定状況調査 

 11月28日 「新市総合計画策定に当たっての基本的な考え方」提示 

    

平成18（2006）年 

２月１日 「新市総合計画の策定に当たっての基本方針」決定 

２月27日 第１回総合計画策定本部会議 

３月28日 西脇市総合計画審議会条例制定 

４月５日 市長・助役ヒアリング実施 

４月14日 第１回総合計画審議会 

・総合計画の策定について市長より審議会に諮問 

４月17日 第２回総合計画策定本部会議 

４月26日 庁内研修会「経営と一体化できる総合計画について」 

５月12日 第１回総合計画策定市民会議 

５月31日 第２回総合計画策定市民会議 

６月９日～14日  「新市まちづくり計画」に係る庁内ヒアリング実施 

６月15日 第３回総合計画策定市民会議 

６月28日 第２回総合計画審議会 

７月３日 第３回総合計画策定本部会議 

７月11日～12日 施策づくりワークショップ作業担当者研修会 

７月24日 講演「これからのまちづくり」 

（審議会会長 中川幾郎帝塚山大学大学院教授） 

第４回総合計画策定市民会議 

８月29日 第３回総合計画審議会 

９月１日 

 

第４回総合計画策定本部会議 

第５回総合計画策定市民会議 

９月25日 第６回総合計画策定市民会議 

９月28日 第１回総合計画策定本部幹事会 

10月12日 総合計画策定市民会議 産業・経済部会 

10月19日～31日 総合計画策定に係る市民意向調査 

10月19日 総合計画策定市民会議 健康・福祉部会 

10月20日 総合計画策定市民会議 教育・子育て部会開催 

11月９日 第７回総合計画策定市民会議 
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 11月15日 第４回総合計画審議会 

12月１日 第５回総合計画策定本部会議 

12月８日 第８回総合計画策定市民会議 

12月23日 第１回都市像制定部会 

12月27日～ 

 １月18日 

基本計画に係る庁内ヒアリング実施 

 

平成19（2007）年 

１月７日 第２回都市像制定部会 

１月16日 第３回都市像制定部会 

１月22日 第９回総合計画策定市民会議 

１月29日 第４回都市像制定部会 

第５回総合計画審議会 

２月１日～21日 基本構想案に対する市民意見聴取 

２月６日～20日 地区別懇談会（市内８地区） 

２月９日 第５回都市像制定部会 

２月19日 第６回都市像制定部会 

２月26日 第10回総合計画策定市民会議 

２月27日 第６回総合計画審議会 

３月23日 第６回総合計画策定本部会議 

３月29日 講演「分権型社会における自治体改革の基本視点～総合計

画策定を契機として～」 

（審議会会長 中川幾郎帝塚山大学大学院教授） 

第７回総合計画審議会 

４月10日 第11回総合計画策定市民会議 

 ４月25日 第８回総合計画審議会 

 ５月１日～15日 基本計画案に対する市民意見聴取 

 ５月１日 第７回総合計画策定本部会議 

 ５月９日 第12回総合計画策定市民会議 

 ５月21日 総合計画市民懇談会（市民会館） 

 ５月29日 第９回総合計画審議会 

・総合計画（基本構想・基本計画）について市長へ答申 

 ６月７日 市議会に基本構想提案 

 ８月８日 総合計画特別委員会審査 

 ９月４日 基本構想議決 
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２ 諮問・答申 

（１）諮問 

 
う～０３７ 

18．４．14 

 

西脇市総合計画審議会会長 様 

 

西脇市長   來 住 壽 一 

   

   西脇市総合計画の策定について（諮問） 

 

 平成17年10月１日の西脇市及び黒田庄町の合併に伴い誕生した新・西脇市は、

市町合併という自治体の基本的な枠組みの変化に加え、厳しい財政状況の下、

多様化、複雑化するさまざまな地域課題に的確に対応することが求められてい

ます。 

このような社会的背景を十分に認識した上で、分権時代にふさわしい社会ビ

ジョンを描き、地域特性を生かしながら市民本位のふるさと運営を行い、心豊

かな地域社会を築いていくために、西脇市総合計画の策定について、西脇市総

合計画審議会条例の規定により、貴審議会の意見を求めます。 

 
 

（２）答申 

 
平成19年５月29日 

 

     西脇市長 來 住 壽 一 様 

 

西脇市総合計画審議会 

                         会 長 中 川 幾 郎 

 

西脇市総合計画の策定について（答申） 

 

 平成18年４月14日付う～０３７号で諮問のありましたみだしのことについて、当

審議会において慎重に審議を重ねた結果、別添のとおり取りまとめましたので答申

します。 

 なお、計画の推進に当たっては、当審議会の審議過程で各委員から出された意見 
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だけでなく、総合計画策定市民会議や市民懇談会などで出された市民の意見を十分

に尊重し、都市像「人輝き 未来広がる 田園協奏都市」を目指し、計画期間の将

来像である「いのちいきいき 自然きらきら 共生のまち にしわき」の実現に努

められるとともに、特に次の事項に配慮されるよう要請します。 
 

記 
 

１ 市政運営の最上位に位置付けられる計画の役割や内容については、市民に十分

理解されているとはいえないことから、わかりやすい形で公表し、積極的に周知

を図ること。 
２ 総合計画の形骸化が指摘される中、実効性の高い計画行政を確立するため、予

算と連動する実施計画の策定に心がけること。 
３ 計画の適切な進行管理を行うため、市民を含めた推進組織を整備し、計画の実

施状況や成果を明らかにすること。 
４ 基本計画の第７章「多様な主体による地域自治が確立したまち」と第８章「時

代に対応した行政経営が確立したまち」については、将来像の実現に向け、すべ

ての政策の推進動力となる部分であることから、重点的な政策展開に努め、持続

可能な都市経営を実現すること。 
５ 行政の守備範囲が問い直される中、豊かで活力ある地域社会の創造に向け、市

民をはじめとする多様な主体との参画と協働を推進し、時代にふさわしい都市経 
営の推進体制を整備すること。あわせて、地域の組織・団体ごとや行政機構別に 
分散しているさまざまな課題の解決に向け、地域社会で活動する多様な主体の結

集を図り、地区を単位とした住民自治組織の形成に力を入れること。 
６ 計画において、今回初めて設定されている「まちづくり指標」については、政

策の成果内容を数値で示す尺度として、今後も継続して追跡調査を行うとともに、

前期基本計画期間中の評価を踏まえ、市民満足度による主観的指標だけでなく、

それを補完する統計などによる客観的指標についても積極的に設定するなど、指

標設定の考え方を再整理すること。 
７ 市内各地区で策定が進む「地区まちづくり計画」については、地域別計画とし

ての位置付けを明確にし、後期基本計画への反映に努めること。 
８ 市民と行政など多様な主体によるまちづくりを効果的に推進するため、西脇市

におけるまちづくりの理念や住民自治の基本原則を示した「自治基本条例」の制

定に向け、早急に取り組むこと。 
 
また、上記のほか、計画の策定に向け、当審議会の下で、熱心な協議が重ねられ

た「総合計画策定市民会議」からの提言についても、留意されることをあわせて申

し添えます。 
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３ 西脇市総合計画審議会の概要 

（１）西脇市総合計画審議会条例 

 
（設置） 

第１条 市の総合的な計画の策定及び推進に関する重要事項について調査審議する

ため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第 138条の４第３項の規定に基づき、

西脇市総合計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 （組織） 

第２条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。 

２ 審議会は、専門の事項を調査審議するため、必要に応じ、部会を置くことがで

きる。 

 （委員） 

第３条 委員は、次に掲げる者について、市長が任命し、又は委嘱する。 

 ⑴ 民間各種団体を代表する者 

 ⑵ 学識経験を有する者 

 ⑶ 市民を代表する者 

 ⑷ 関係行政機関の職員 

 ⑸ その他市長が特に必要と認める者 

２ 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任され、又は解嘱されるも

のとする。 

 （会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会の議長は、会長がこれに当たる。 

３ 審議会は、委員の半数以上の者の出席がなければ、会議を開くことができない。 

４ 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

 （意見の聴取） 

第６条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、委員でない者の出席を

求め、その説明又は意見を聴くことができる。 

 （庶務） 

第７条 審議会の庶務は、企画担当部において処理する。 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 
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       附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成18年４月１日から施行する。 

 （西脇市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正） 

２ 西脇市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成17

年西脇市条例第45号）の一部を次のように改正する。 

  以下略 

 

（２）審議会委員名簿 

 

氏    名 所 属 等 備  考 

竹 内 泰 彦 西脇市連合区長会 会長 副会長 

藤 井 良 己 西脇商工会議所 会頭  

繁 縄 昌 之 西脇市民生委員・児童委員連合会 会長  

藤 原 忠 雄 西脇市老人クラブ連合会 会長  

神 月 和 美 子育て支援サークル 都市像制定部会委員

高 瀬 幸一郎 西脇市連合ＰＴＡ 会長  

遠 藤   明 西脇市消防団 団長  

天 野 孝 美 男女共同参画セミナー企画運営委員  

中 川 幾 郎 帝塚山大学大学院教授 会長 

直 田 春 夫 帝塚山大学非常勤講師、ＮＰＯ理事長 都市像制定部会座長

浅 田 康 子 元合併協議会委員 市民会議委員兼任 

西 村 萬里子 元合併協議会委員     〃 

長谷川 俊 雄 元合併協議会委員 〃 

小 林 茂 夫 元合併協議会委員    〃 

西 山 孝 彦 元合併協議会委員    〃 

伊 藤 大 典 兵庫県北播磨県民局企画調整・市町担当参事 ～18年５月31日 

景 井 宏 明    〃 18年７月１日～ 

多 井 俊 彦 西脇市副市長 西脇市助役 
（～19年３月31日）
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（３）審議経過 

 

開催回 開催月日 主 な 議 題 ・ 内 容 

第１回 平成18年 

４月14日 

○ 委員委嘱 

○ 会長・副会長の選出 

○ 諮問「総合計画の策定について」 

○ 審議会の運営方法等について 

○ 総合計画の策定方針について 

○ 市民会議の設置について 

○ 今後の策定スケジュールについて 

○ 新市まちづくり計画の概要について 

第２回  ６月28日 ○ 総合計画（序論～都市像・将来像）について

○ 将来像について 

○ 都市像の取扱いについて 

第３回  ８月29日 ○ 市民会議の活動報告 

○ 基本構想案について 

第４回  11月15日 ○ 市民会議の活動報告 

○ 基本構想案について 

○ 市民意向調査について 

○ 基本計画の構成について 

○ 都市像の制定について 

第５回 平成19年 

１月29日 

○ 市民会議・都市像制定部会の活動報告 

○ 市民意向調査の結果について 

○ 行政改革大綱について 

○ 基本計画の進ちょく状況について 

○ 基本構想案について 

○ 基本構想素案に対する市民意見聴取について

○ 地区別懇談会の開催について 

第６回  ２月27日 ○ 市民会議・都市像制定部会の活動報告 

○ 地区別懇談会の報告 

○ 都市像について 

○ 基本構想案について 

○ 基本計画案（第１章）について 

第７回  ３月29日 ○ 計画策定作業の進ちょく状況の報告 

○ 基本構想案について（最終審議） 

○ 基本計画案（第２章～第４章）について 

第８回  ４月25日 ○ 市民会議の活動報告 

○ 基本計画案（第５章～第８章）について 

○ 基本計画素案に対する市民意見聴取について

○ 懇談会の開催について 

第９回  ５月29日 ○ 市民会議の活動報告・提言書について 

○ 懇談会の報告 

○ 基本計画案（全体）について 

○ 今後の予定について 

○ 答申「総合計画の策定について」 
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４ 西脇市総合計画策定市民会議の概要 

（１）西脇市総合計画策定市民会議開催要領 

 
１ 設置 

西脇市総合計画（以下「計画」という。）の策定に関し必要な事項を調査検討

するため、西脇市総合計画策定市民会議（以下「市民会議」という。）を設置す

る。 

２ 所掌事項 

市民会議は、西脇市総合計画審議会（以下「審議会」という。）の依頼を受け、

計画の策定に関し次に掲げる事項について、検討し、その結果を審議会に報告す

る。 

 ⑴ 都市像及び将来像に関すること。 

⑵ 分野別展望及び施策に関すること。 

⑶ その他基本構想案及び基本計画案に関すること。 

３ 組織 

市民会議は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者について、市長が選

任する。 

⑴ 審議会委員のうち市民を代表する者 ５人以内 

⑵ 市内各地区から選出する者 ８人以内 

⑶ 公募により選出する者 ７人以内 

４ 委員の任期 

委員の任期は、所掌事項に係る調査及び検討が終了する日までとする。 

５ 審議会への報告 

市民会議における調査及び検討結果の審議会への報告は、審議会委員を兼任す

る委員が行うものとする。 

６ 庶務 

市民会議の庶務は、企画担当部において処理する。 

７ その他 

この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

１ この要領は、平成18年５月12日から施行する。 

２ この要領は、市民会議の設置目的が終了した時点をもって、その効力を失う。 
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（２）市民会議委員名簿 

 

氏    名 選出区分・備考 グループ 

浅 田 康 子 審議会委員（元合併協議会委員） 産業・経済 

西 村 萬里子 〃 健康・福祉 

長谷川 俊 雄 〃 産業・経済 

小 林 茂 夫 〃 産業・経済 

西 山 孝 彦 〃 教育・子育て 

来 住 泰 幸 地 区 選 出（西 脇） 健康・福祉 

 松 下 岩 根 〃 （津 万） 産業・経済 

篠 原 嘉 一 〃 （日 野） 産業・経済 

藤 原 孝 三 〃 （重 春） 産業・経済 

元 井   孝  〃 （野 村） 健康・福祉 

生 田 忠 之 〃 （比 延） 産業・経済 

内 藤 正 義 〃 （芳 田） 産業・経済 

森 口 嘉 克 〃 （黒田庄） 産業・経済 

岩 本 理 香 公募選出・都市像制定部会委員 教育・子育て 

富 永 信 義 〃 教育・子育て 

藤 井 敬 子 公 募 選 出 教育・子育て 

長谷川 智 春 〃 健康・福祉 

水 島 智 子 〃 教育・子育て 

柴 田 田鶴子 〃 健康・福祉 

稲  美 知 子 〃 健康・福祉 
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（３）協議経過 

 

開催回 開催月日 主 な 議 題 ・ 内 容 

第１回 平成18年 

５月12日 

○ 市民会議の役割・今後のスケジュールについて

○ 西脇市の現況について 

○ 会議の進め方について 

○ ワークショップ 

「西脇市の将来イメージについて」 

第２回  ５月31日 ○ 西脇市の現況（人口・経済）について 

○ ワークショップ 

 「西脇市の将来イメージについて」 

 「重要な施策分野について」 

第３回  ６月15日 ○ ワークショップ 

 「西脇市の将来イメージについて」 

 「重要な施策分野について」 

第４回  ７月24日 ○ 総合計画審議会の報告 

○ ワークショップ 

 「重要な施策分野について」 

 「分野別の展望の優先度について」 

第５回 ９月１日 ○ 総合計画審議会の報告 

○ ワークショップ 

 「これからのまちづくりの方向性について」 

 「施策分野ごとの取組アイディアについて」 

第６回  ９月25日 ○ ワークショップ 

 「施策分野ごとの取組アイディアについて」 

産業・経済部会 10月12日 ○ 分野に係るワークショップ 

健康・福祉部会 10月19日 ○ 分野に係るワークショップ 

教育・子育て部会 10月20日 ○ 分野に係るワークショップ 

第７回 11月９日 ○ 分野別ワークショップ 

 「施策ごとの行政の役割・市民の役割」 

第８回  12月８日 ○ 総合計画審議会の報告 

○ 分野別ワークショップ 

 「施策ごとの行政の役割・市民の役割」 

第９回 平成19年 

１月22日 

○ ワークショップ 

 「市民参画・協働分野における取組について」

第10回  ２月26日 ○ 総合計画審議会の報告 

○ ワークショップ 

 「市民参画・協働分野における取組について」

第11回  ４月10日 ○ 総合計画審議会の報告 

○ 基本計画素案（前半）の意見について 

○ ワークショップ 

   「市民会議からの提言について」 

第12回  ５月９日 ○ 総合計画審議会の報告 

○ 基本計画素案（後半）の意見について 

○ ワークショップ 

   「市民会議からの提言について」 
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（４）提言書 

 
新しい西脇市の総合計画の推進に向けて 

総合計画策定市民会議からの提言 

 

○提言に当たって 

 

平成17年10月、市町合併により、新しい西脇市が誕生しました。 

このような中、市政運営の最上位に位置付けられ、まちづくりの基本方針を示す

新しい総合計画が策定されることとなり、私たちは、「総合計画策定市民会議」の

委員として、新しいまちづくりへの期待を込め、生活実感に根ざした“市民の視

点”から、自由な発想に基づき、協議を重ねてきました。 

私たちは、このまちの将来について、それぞれの“願い”や“熱い思い”を何回

にもわたり、真剣に話し合ってきました。それは、今を生きる私たちだけでなく、

次世代を担う子どもたちのためにも、明るい夢や希望が持てる西脇市を受け継いで

いきたい、という純粋な想いからであります。 

私たちが想い描く西脇市を実現していくためには、行政だけではなく、市民や事

業者など、まちを構成する多様な主体が連携しながら、まちづくりに取り組んでい

くことが必要です。そのため、私たち市民も、単なる傍観者となるのではなく、住

みよいまちづくりに向け、主体的に関わっていかなければなりません。 

今回の総合計画策定に関し、集まった私たち市民会議委員は、総合計画の内容が

着実に実行されることを期待するとともに、「いのちいきいき 自然きらきら 共

生のまち にしわき」の実現に向け、次のことを提言します。 

 

平成19年５月 

 

西脇市総合計画策定市民会議委員一同 
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１ 今後の総合計画の推進に向けた提言 

  

「市民に期待される役割」や「まちづくり指標」など、新たな視点を取り入れ、

策定した今回の総合計画を“単なる理想”に終わらせることなく、計画に掲げて

いる施策を着実に実施していくことが必要である。 

もとより、計画は策定することではなく、実行することが、その目的であるこ

とは言うまでもない。そのため、次のことを重視して進めていくことを求める。 
 

 ○「市民との協働による都市経営」が総合計画の基本的な考え方であることから、 

・総合計画の実施状況や成果などについて、わかりやすく市民に公表するとと

もに、評価・検証するための市民組織を設置する。 

  ・政策形成のあらゆる段階における情報開示と、市民の意見を聴取する仕組み

を構築する。 

   ・市政運営の基本原則を明らかにする自治基本条例の制定を早急に進める。 

○基本計画に沿って別途策定する実施計画についても、市民に公表する。    

 

２ 総合計画の「分野別の展望」に向けた提言 
 

  ともに支え合い、笑顔輝くあたたかなまち  

○市民が地域で支え合い、助け合う「よろず屋システム」の立ち上げに向けた支

援を積極的に推進する。 

○新病院の整備に伴い、市立西脇病院においては、 

    ・病状が相談できる窓口の設置 

・地域医療支援病院の指定をめざした取り組み 

を求める。 

○将来を担う子どもたちの健やかな成長を促すため、 

・子育てをする親同士のネットワークづくりの促進 

・子育てに関する悩みの軽減に向けた相談窓口の充実 

・親の子育て力のアップに向けた支援 

を求める。 

○子ども・成人・高齢者など、地域の中で、世代間の多様な交流を生み出す仕組

みづくりを進める。 

○地域の中で、高齢者や子どもを見守る体制づくりを促進する。 

  産業が元気！活力とにぎわいあふれるまち  

○市民の豊かな暮らしを支えるためには、経済基盤の強化、特に働く場を確保し

ていくことが必要であることから、 

・情報提供者への成功報酬制度の創設や、立地要件の大幅な緩和など、前例に

とらわれない市の熱意を見せる積極的な企業誘致の展開 
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・豊かな自然、誇れる地場産業、有機の里など、地域の資源・特性を生かした

新たな産業の創出とその支援 

を求める。    

○チャレンジ精神を持って取り組む起業家に対する支援を行う。 

○まちの活性化に向け、市民や事業者、専門知識を持つ大学などとも連携し、市

の産業戦略を構築する。 

○播州織のＰＲに広く努める。また、市民は播州織の製品を１人１品持つように

心がける。 

○地域経済が循環する仕組みづくりを研究する。また、市民は農産物などの地産

地消（地商）に努めるとともに、買い物には市内の商店の利用を心がける。 

     こころ豊かな人が育ち、いきいきと活躍できるまち  

○子どもの基礎学力の向上を図るため、小・中学校での学習内容の充実と教育環

境の整備を進める。 

○「開かれた学校」づくりに向け、広報やホームページなどを通じて学校の情報

を発信するとともに、地域との交流を深める。 

○地域・家庭・学校が連携を図りながら、子どもの基本的な生活習慣や社会生活

のルールの習得を進める。 

○男女が対等な立場で、ともに活躍し、いきいきと暮らせる社会に向け、専門的

な窓口や施設の整備を進める。 

     暮らしの安全を守り、安心が実感できるまち  

○自助や共助の精神に基づき、市民は災害時に的確な対応ができる地域コミュニ

ティづくりを進める。 

○災害時や緊急時に、ひとり暮らし高齢者など支援が必要な人が、安全に避難で

きる近隣協力体制づくりを市内全域で早急に構築する。 

○災害時の避難場所の周知を徹底するとともに、支援が必要な人や避難場所の位

置が一目でわかる防災マップづくりを進める。 

   ○多重債務者など、経済的な生活問題を抱えている人が増加していることから、

こうした課題に対応する相談体制を充実する。 

   ○市民は、地域における消防・防災の砦となる消防団活動への理解を深め、団員の

確保に向けて、積極的に協力する。 

     快適な暮らしを支える生活基盤が充実したまち  

○活力あるまちづくりに向け、若年層を中心に定住化の促進が重要であることか

ら、定住意向や市外転出者の転出理由などの調査・分析を行い、今後の定住施

策に反映する。 

○快適な生活に不可欠な基盤整備に当たっては、計画的に進める。 

○持続的な都市の発展をめざし、広域的な視点に立ち、都市計画など土地利用に 
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関する規制の緩和や見直しを積極的に図る。 

○新婚世帯など若年層が住みたいと思うまちになるよう、魅力あるまちづくりを

進め、家賃補助などの支援策を創設する。 

○自然環境や景観に配慮したまちづくりを行う。 

     持続可能な循環型社会を築き、人と自然が共生するまち  

○循環型社会をめざし、製品の特性に合わせた最終処分を必要としない「完全リ

サイクル」システムの構築を進める。 

   ○自然に親しみ、環境を大事にするこころを養うため、地域や学校において、子

どもたちの環境教育を進め、「エコキッズ」の育成に努める。 

   ○公共施設の整備に当たっては、木材の利用や太陽光発電など、自然資源を生か

した工夫をする。 

   ○環境保全に向けた啓発にとどまらず、自然資源の再生を図り、自然に親しむこ

とができる場づくりを進める。 

     多様な主体による地域自治が確立したまち  

○まちづくりに関わる多様な主体のコーディネーターとして、行政がその役割を

存分に発揮することを求める。 

○市民の手で策定された「地区まちづくり計画」の実践に向けた支援を継続して

行うとともに、多くの職員が実践活動に関わる仕組みづくりを進める。 

○市民と行政の役割や責任を明確にするため、どういったことをそれぞれが担っ

ていくのかを、ともに考え、話し合う場を設定する。 

○「まちづくりは行政に任せておけばよい」といった市民の意識改革を図るため、

多くの市民をまちづくり活動に巻き込むような仕掛けづくりを進める。 

○広報紙に、行政からの情報発信だけでなく、市民や地域からの情報が発信でき

る「市民の声」を届けることができるコーナーを作る。 

○まちづくり活動を行う団体やグループのネットワーク化を促進する。 

   ○職場から現役を引退した市民は、自分の持っている能力を地域社会の中で、十

分生かすよう心がける。 

     時代に対応した行政経営が確立したまち  

○「もったいない」という意識を、常に持った行政経営に努め、貴重な財源の有

効活用を進める。 

○気持ちのよい窓口応対に努めるなど、市民が訪れやすい、敷居が高くない市役

所づくりを進める。 

○市民の意見や提言を聞き入れ、そこに行けば、さまざまな相談ができる総合的

な窓口の整備を進める。 

○「行政のプロ」にふさわしい、職員の能力の養成・向上を図る。 

                                   以 上 
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５ 西脇市総合計画策定本部の概要 

（１）西脇市総合計画策定本部設置規程 

 

 （設置） 

第１条 市の総合的かつ計画的な行政運営の指針となる西脇市総合計画（以下「計

画」という。）を策定するため、西脇市総合計画策定本部（以下「本部」とい

う。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。 

⑴ 基本構想及び基本計画の策定に関すること。 

⑵ その他計画策定に係る重要事項に関すること。 

 （組織） 

第３条 本部は、西脇市庁議等の設置及び組織に関する規程（平成17年西脇市訓令

第３号）第３条第２項に規定する部長会の構成員をもって組織する。 

２ 本部に本部長及び副本部長を置く。 

３ 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。 

 （会議） 

第４条 本部は、本部長が必要に応じて招集する。 

２ 本部長は、会議を統括し、本部を代表する。 

３ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、本部長にあらかじめ

指名された副本部長がその職務を代理する。 

４ 本部は、その審議のため必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を

聴くことができる。 

 （幹事会） 

第５条 本部に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、本部長の指示を受け、計画策定に関する総合調整並びに具体的な事

項の調査及び検討を行うものとする。 

３ 幹事は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 

４ 幹事会は、企画担当課長が招集し、会議の議長となる。 

 （部会） 

第６条 本部に必要があると認めるときは、庁内検討部会（以下「部会」とい

う。）を置くことができる。 

２ 部会は、幹事会の指示を受け、部門別の施策を専門的に調査、検討及び調整を

行うものとする。 

３ 部会の組織等については、別に定める。 

 （専門委員） 

第７条 所掌事務に関する専門的な助言を聴くため、本部及び幹事会に専門委員を
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置くことができる。 

２ 専門委員は、学識経験を有する者のうちから本部長が選任する者をもって充て

る。 

 （庶務） 

第８条 本部、幹事会及び部会の庶務は、企画担当部において処理する。 

 （その他） 

第９条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。 

 

   附 則 

 この訓令は、公布の日から施行し、本部の設置目的が終了した時点をもって、そ

の効力を失う。 

   附 則（平成18年３月31日訓令第６号） 

 この訓令は、平成18年４月１日から施行する。 

   附 則（平成19年３月２日訓令第２号） 

 この訓令は、平成19年４月１日から施行する。 

  

別表（第５条関係） 略 

 

 

（２）関係名簿 
 
    ○本部会議名簿               ○幹事会名簿 

 

 

             

市  長 

副 市 長 

教 育 長 

ふるさと創造部長 

福祉生活部長 

総務部長 

理  事 

技  監 

上下水道部長 

黒田庄地域総合事務所長 

建設経済部長 

教育部長 

西脇病院事務局長 

監査・公平・選挙管理委員会事務局長

議会事務局長 

理事付次長 

まちづくり課長 

福祉総務課長 

商工労政課長 

建設総務課長 

総務課長 

財政課長 

地域振興課長 

西脇病院事務局管理課長 

上下水道部管理課長 

教育総務課長 

企画課長 
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 ６ 市民意向調査・懇談会・市民意見聴取 

（１）市民意向調査 

 
    ○目的 

     市民の生活実感や現状の行政施策に対する満足度、市の目指すべき方向性などの

市民意識を把握し、市民の意向を反映した総合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に実施 

    ○対象者数 

     平成18（2006）年10月１日に、本市に居住する平成３年（1991）年４月１日以前

に生まれた者（高校１年生相当年齢以上）のうち、男女・年代別比率を調整の上、

無作為抽出した 3,009人 

     （全対象者の 7.7％、全世帯数の18.9％が調査対象） 

    ○調査期間 

     平成18年10月19日～31日（投かん締切） 

    ○調査方法 

     郵送による調査票の送付・回答 

    ○配布数・回答数 

     配布： 3,009票  回答： 1,180票（回答率 39.2％） 

    

（２）懇談会 

 
    ○目的 

     計画素案について、市民に説明するとともに、広く意見を聴取することを目的に

実施 

    ○日程      

開 催 日 地 区 名 場 所 

19年 ２月６日 津 万 大野隣保館 

２月７日 黒田庄 黒田庄公民館 

２月８日 比 延 鹿野町公民館 

２月９日 日 野 サンパル日野 

２月13日 野 村 野村町公民館 

２月15日 西 脇 西脇区コミュニティセンター 

２月16日 芳 田 芳田の里ふれあい館 

２月20日 重 春 板波町公民館 

５月21日 全 体 市民会館 
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○行政出席者 

     市長・副市長・教育長・理事・技監・関係部長・事務局（企画課）職員 

 

（３）市民意見聴取 

 
    ○目的 

     審議会において作成した計画素案について、市民の幅広い意見を反映することを

目的に実施 

    ○実施期間 

     基本構想素案 平成19（2007）年２月１日～21日 

     基本計画素案     〃   ５月１日～15日 

    ○計画素案の公表方法 

     市ホームページ、指定場所（市役所・黒田庄地域総合事務所）での閲覧 

    ○意見の提出件数 

     基本構想素案 ３件（ファックス） 

     基本計画素案 １件（ファックス） 
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７ まちづくり指標一覧 

 

まちづくり指標・説明 現状値 方向性 現状値の根拠 

■ 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＞ 

第１節 ともに支え合う地域の福祉体制の整備 

福祉サービスの紹介や相談体制が整ってい

ると感じる市民の割合 
29.6％ 

 
H18.10 市民意向調査 

身近な地域の支え合いの輪に参加すべきと

考える市民の割合 
58.9％ 

 
H18.10 市民意向調査 

社会福祉協議会のボランティアセンターの

登録団体数 
41グループ 

 H19.3  

社会福祉協議会資料 

第２節 地域の医療体制と社会保障の充実 

市立西脇病院の救急医療が整っていると感

じる市民の割合 
35.0％ 

 
H18.10 市民意向調査 

市立西脇病院の高度・専門医療の対応に満

足している市民の割合 
27.8％ 

 
H18.10 市民意向調査 

市立西脇病院における他の医療機関からの

患者紹介比率 
39.1％ 

 H18上半期（1月～９月） 

西脇病院データ 

いざというとき安心して利用できる医療機

関（かかりつけ医）を持つ市民の割合 
66.0％ 

 
H18.10 市民意向調査 

社会保障が整い、傷病に陥っても安心して

生活できると感じている市民の割合 
18.3％ 

 
H18.10 市民意向調査 

国民年金保険料の納付率 68.0％ 
 

 
H17.3 担当課データ 

生活保護率 3.2‰ 
 

 

H18.10 社会福祉統計 

（保護者数／人口） 

第３節 自立生活を支える健康づくりの推進 

 

日ごろから健康であると感じている市民の

割合 
69.1％ 

 
H18.10 市民意向調査 

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 
41.4％ 

 
H18.10 市民意向調査 

町ぐるみ健診の受診率 42.1％ 
 

 
H18 担当課データ 

第４節 健やかな子育てを支える環境づくり 

地域で安心して子育てができると感じてい

る市民の割合 
42.9％ 

 
H18.10 市民意向調査 

子育てをする親の子育て学習センター（２

箇所）の年間利用者数 
9,283 人 

 
H17 担当課実数調査 

合計特殊出生率 1.43 
 

 

H17国勢調査に基づく、

兵庫県作成資料 

第５節 いきいきと暮らせる高齢者福祉の充実 

高齢者に対する生活支援サービスに満足し

ている市民の割合 
23.3％ 

 
H18.10 市民意向調査 

 

65歳以上の要支援・要介護認定者率 16.7％ 
 

 

H18.4 

介護保険事業報告 
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まちづくり指標・説明 現状値 方向性 現状値の根拠 

第６節 地域でともに暮らす障害者福祉の充実 

障害のある人の自立と社会参加の支援がで

きていると思う市民の割合 
16.3％ 

 
H18.10 市民意向調査 

 

施設入所からの地域生活移行者数 １人 
 H19.3 担当課データ 

 

 (H19.3末施設入所者対象)

■ 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＞ 

第１節 活気とにぎわいある商業の振興 

魅力ある商店や買物ゾーンが形成されてい

ると思う市民の割合 
34.8％ 

 
H18.10 市民意向調査 

市内での日常的な買物が不便であると感じ

ている市民の割合 
32.2％ 

 
H18.10 市民意向調査 

商業年間販売額 11,077千万円
 

 
H16 商業統計調査 

第２節 活力を生み出す地場産業・工業の振興 

工業製品年間出荷額 11,349千万円
 

 
H17 工業統計調査 

第３節 地域資源を生かした多様な観光と交流の促進 

市民参加型のイベントが必要であると感じ

る市民の割合 
64.7％ 

 
H18.10 市民意向調査 

北はりま田園空間博物館総合案内所の来場

者数（サテライト案内含む。） 
225 千人 

 
H17 担当課データ 

北はりま田園空間博物館の登録サテライト

数（市内） 
93 箇所 

 
H19.3 担当課データ 

特産品開発研究商品数 ２品 
 

 
H19.3 担当課データ 

第４節 地域特性と魅力を高めた農林業の振興 

地元農産物・畜産物を意識して購入する市

民の割合 
42.9％ 

 
H18.10 市民意向調査 

有機農産物を意識して購入している市民の

割合 
40.5％ 

 
H18.10 市民意向調査 

担い手農業者（認定農業者）数 17 人 
 

 
H19.3 担当課データ 

「ひょうご食品認証」の品目数 ８品目 
 

 
H19.3 担当課データ 

農業産出額 1,880 百万円
 

 

H17～18  

第55次兵庫農林水産統計年報

畜産飼養頭数 

乳用牛 

445 頭

肉用牛   

1,472 頭

 

H18 家畜飼養台帳 

第５節 暮らしを支える産業の創出と就労環境の向上 

就労の場が充実していると感じている市民

の割合 
9.4％ 

 
H18.10 市民意向調査 

 

市内の就業者数 21,616 人 
 

 
H17  国勢調査 
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まちづくり指標・説明 現状値 方向性 現状値の根拠 

■ 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＞ 

第１節 人間力を培う教育環境の充実 

快適な教育環境の中で子どもたちが学習し

ていると感じている市民の割合 
41.0％ 

 
H18.10 市民意向調査 

地域・家庭・学校が連携して子どもたちの
教育に取り組んでいると感じている市民の
割合 

36.7％ 
 

H18.10 市民意向調査 

生徒の安全確保や特色あるカリキュラムな

どへの地域の人材の登用者数 
1,146 人 

 H17(年度) 

担当課データ 

小・中学校、幼稚園の耐震化率 52.0％ 
 

 
H18.3 担当課データ 

不登校児童・生徒の在籍比率 
小学校 0.17％

中学校 2.45％
 H19.3 

担当課データ 

第２節 豊かな人間性をはぐくむ生涯学習の推進 

各種講座や研修会など生涯学習活動に参加

している市民の割合（過去１年間） 
25.0％ 

 
H18.10 市民意向調査 

市民が講師を務める講座数 25 講座 
 

 
H17（年度） 

担当課データ 

第３節 多彩な文化と生涯スポーツ活動の振興 

 

文化施設の利用者数 275,672 人 
 

 

H17(年度) 

社会教育施設利用状況 

スポーツ・レクリエーション活動を日常的

に取り組んでいる市民の割合 
18.1％ 

 
H18.10 市民意向調査 

市が所管するスポーツ施設の利用者数 300,406 人 
 

 

H17(年度) 

担当課データ 

スポーツクラブ 21 の登録会員数 1,125 人 
 

 
H17 事業報告書 

第４節 共生社会をはぐくむ人権意識の高揚 

人権意識が高まっていると感じている市民

の割合 
27.6％ 

 
H18.10 市民意向調査 

人権教育指導者講座・人権文化をすすめる
市民運動推進強調月間における講演会の参
加者数 

1,450 人 
 

 H18 担当課データ 

第５節 男女がともに参画する社会の形成 

「男は仕事、女は家庭」という意識を持つ

市民意識の割合 
36.4％ 

 
H18.10 市民意向調査 

男女共同参画セミナーの参加者数 197人 
 

 
H17 担当課実数調査 

 

市の審議会等委員への女性の登用率 14.6％  H18 
女性の公職参加状況調査

■ 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＞ 

第１節 地域を守る消防・救急体制の強化 

年間火災発生件数 38 件 
 

 

H18  

にしたか消防本部資料 

 

年間救急車出動件数 1,438 件 
 

 

H18  

にしたか消防本部資料 
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まちづくり指標・説明 現状値 方向性 現状値の根拠 

消防団員定数の充足率 98.4％ 
 

 
H19.3 担当課データ 

 
消防協力員数 51部 251人

 
H19.3 担当課データ 

ポンプ車 18台
消防団の消防車両数 

積載車  41台

 
H18 担当課データ 

消防消火栓・防火水槽の設置数 

消 火 栓  

1,043基 

防火水槽 

213基 

 

H18 事業計画 

年間救急救命講習受講者数 

普及員   4人

上 級   11人

普 通  292人

短 期1,438人

 

H17 

にしたか消防本部資料 

第２節 災害に強いまちづくりの推進 

災害に強いまちになってきたと感じている

市民の割合 
35.0％ 

 
H18.10 市民意向調査 

自分たちの生命、財産は自分たちで守ると

いう意識を持つ市民の割合 
90.3％ 

 
H18.10 市民意向調査 

 
自主防災組織数 59 組織 

 
H19.4 担当課データ 

 
自主防災組織等による年間防災訓練数 10 回 

 
H18 担当課データ 

第３節 総合的な交通安全対策の推進 

交通事故（人身）の年間発生件数・死傷者

数 

発生件数281件

死者数  8人

傷者数 338人

 

H17 交通事故統計 

 
交通安全教室の年間参加者数 3,570人 

 
H17 担当課データ 

第４節 安全で明るい暮らしを守るまちづくり 

防犯活動をしている市民の割合 24.8％ 
 

 
H18.10 市民意向調査 

年間刑法犯罪認知件数 672 件 
 

 
H17 西脇警察署資料 

 

消費生活相談における年間あっせん不調件

数 
０件 

 
H18 担当課データ 

■ 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＞ 

第１節 安全で快適な道路の整備 

市内の道路はさらに整備していくことが必

要であると感じている市民の割合 
62.9％ 

 
H18.10 市民意向調査 

市内の道路を通行するときに安全に通行で

きると感じている市民の割合 
39.7％ 

 
H18.10 市民意向調査 

身近な道路の清掃など維持管理に協力して

いる市民の割合 
51.0％ 

 

 
H18.10 市民意向調査 

 

都市計画道路の整備率 63.6％ 
 

 
H19.4 担当課データ 
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まちづくり指標・説明 現状値 方向性 現状値の根拠 

第２節 円滑な移動を支える公共交通の整備・充実 

公共交通を利用している市民の割合 

（過去 1年間） 
46.3％ 

 
H18.10 市民意向調査 

買物や通院・通学のための移動に不便を感

じている市民の割合 
53.0％ 

 

 
H18.10 市民意向調査 

市内運行バス（生活交通バス・コミュニ

ティバス）の年間利用者数 

路線バス 

136,093 人

コミュニティバス 

11,869 人 

 

H18 バス会社実績報告 

市内ＪＲ７駅の年間乗降客数 274,755 人
 

 

H17  

北播磨県民局提供資料 

第３節 多様な世代が暮らす快適な定住環境の形成 

西脇市に住みたい、住み続けたいと思う市

民の割合 
62.5％ 

 
H18.10 市民意向調査 

持ち家比率の割合 78.1％ 
 

 
H17 国勢調査 

茜が丘の分譲宅地数（市分譲分） 76 区画 
 

 
H19.3 担当課データ 

第４節 環境と調和した計画的なまちづくりの推進 

西脇市に住みたい、住み続けたいと思う市

民の割合 
62.5％ 

 
H18.10 市民意向調査 

魅力ある商店や買物ゾーンが形成されてい

ると思う市民の割合 
34.8％ 

 

 
H18.10 市民意向調査 

居住環境が整備され、快適な生活が確保さ

れていると感じる市民の割合 
40.3％ 

 
H18.10 市民意向調査 

都市計画法に基づく地区計画の決定数 ３地区 
 

 
H18.4 担当課資料 

地籍調査の進ちょく率 11.7％ 
 

 

H19.3 

北播磨県民局提供資料 

第５節 市民がふれあうやすらぎと憩いの場の創出 

居住環境が整備され、快適な生活が確保さ

れていると感じる市民の割合 
40.3％ 

 
H18.10 市民意向調査 

市民１人当たりの公園・緑地・広場の面積 12.4 ㎡ 
 

 
H18.4 担当課資料 
（公園広場面積／人口統計） 

親水護岸の整備箇所  ５箇所 
 

 
H19.4 担当課データ 

第６節 安全で良質な水道水の安定供給 

年間配水管漏水件数 12 件 
 

 
H18 担当課データ 

年間給水管漏水件数 115 件 
 

 
H18 担当課データ 

有収率 85.7％ 
 

 

H18(年度) 

担当課データ 

第７節 生活排水の適切な処理の推進 

 

水洗化率 78.8％ 
 

 
H19.3 担当課データ 
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まちづくり指標・説明 現状値 方向性 現状値の根拠 

下水道事業の有収水率 90.8％ 
 

 
H19.3 担当課データ  

第８節 生活の利便性を高める地域情報化の推進 

情報化にふさわしい便利な生活を送ってい

ると感じている市民の割合 
26.1％ 

 
H18.10 市民意向調査 

 

市のホームページの月間アクセス件数 21,033 件 
 

 
H18.9 担当課データ 

■ 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＞ 

第１節 環境にやさしい資源循環型社会の形成 

日ごろから省エネや省資源など環境に配慮

した生活をしている市民の割合 
63.6％ 

 
H18.10 市民意向調査 

市民１人当たりの年間ごみ排出量 193kg 
 

H17 担当課データ 

第２節 自然と暮らしが調和する環境保全対策の推進 

住んでいる地域がごみのないきれいなまち

であると感じている市民の割合 
44.4％ 

 
H18.10 市民意向調査 

環境保全のための具体的な行動を実践して

いる市民の割合 
38.3％ 

 
H18.10 市民意向調査 

自然観察会や環境学習会などの環境保全活

動に参加している市民の割合 
14.0％ 

 
H18.10 市民意向調査 

 

環境保全にかかわる活動団体数 ２団体 
 

 
H19.3 担当課データ 

■ 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＞ 

第１節 市民主役のふるさとづくりの推進 

各種講座や研修会など生涯学習活動に参加

している市民の割合（過去１年間） 
25.0％ 

 
H18.10 市民意向調査 

行政情報・地域情報がわかりやすく提供さ

れており、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 

17.6％ 

 

H18.10 市民意向調査 

 
市政に関心を持っている市民の割合 71.8％ 

 
H18.10 市民意向調査 

 
市長・市議会議員選挙の投票率 72.3％ 

 
H17.11 選挙結果 

第２節 地域課題に対応する市民自治体制の構築 

自分たちの住んでいるまちのよいところを

説明できる市民の割合 
23.7％ 

 
H18.10 市民意向調査 

地域をよくするため、市民や企業が地域に

貢献していると感じる市民の割合 
24.4％ 

 
H18.10 市民意向調査 

自治会・子ども会などの地域活動に参加す

るべきと考える市民の割合 
80.2％ 

 
H18.10 市民意向調査 

市民活動や地域活動（各種ボランティアや

まちづくり活動など）に参加している市民

の割合 

22.9％ 

 

 H18.10 市民意向調査 

 

「地区まちづくり計画」の策定地区数 ４地区 
 

 
H19.4 担当課データ 
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まちづくり指標・説明 現状値 方向性 現状値の根拠 

 自治会・各種団体等が一体となった地区 

まちづくり推進組織の設立地区数 
５地区 

 

 
H19.4 担当課データ 

■ 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＞ 

第１節 市民満足度の向上を図る市民起点の行政経営の実現 

行政情報・地域情報がわかりやすく提供さ

れており、市民の意向が市政に反映されて

いると感じている市民の割合 

17.6％ 

 

H18.10 市民意向調査 

パブリックコメントの実施件数 ― 
 

 
H19.3 実績 

ホームページの「市役所へのご意見」受付

件数 
― 

 

 
H19.3 実績 

第２節 持続可能な行財政運営の確立 

税金が公平・有効に使われていると感じて

いる市民の割合 
9.5％ 

 
H18.10 市民意向調査 

市税の現年度徴収率 98.1％ 
 

 
H17 決算書 

実質公債費比率 16.9％ 
 

 
H17 決算統計 

第３節 職員の能力を最大限に発揮した市政運営の推進 

市職員数  699 人 
 

 
H19.4 担当課データ 

市職員は、市民の声に耳を傾け、仕事に取

り組んでおり、信頼できると感じている市

民の割合 

28.2％ 

 

 H18.10 市民意向調査 

市職員の窓口対応に満足している市民の割

合 
42.5％ 

 

 
H18.10 市民意向調査 

第４節 快適で利便性の高い窓口サービスの提供 

市職員の窓口対応に満足している市民の割

合 
42.5％ 

 

 
H18.10 市民意向調査 

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 
37.8％ 

 

 
H18.10 市民意向調査 

 

住民基本台帳カードの交付率 0.53％ 
 

 

H18.9 兵庫県市町別住

基カード交付状況 
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