
第７回 新市まちづくり計画検討小委員会会議次第 

 
                                 と き  平成16年６月24日(木) 午後６時30分～ 
                                 ところ  西脇市生涯学習まちづくりセンター 

 

１ 開会 

 

 

 

２ 委員長あいさつ 

 

 

 

３ 会議録署名委員の指名 

 

 

 

４ 議事 

 ⑴ 新市のまちづくりの理念と将来像  【 資料 １～２ページ 】 

 

 

 ⑵ 新市の主要施策について  【 資料 ３～26ページ 】 

 

 

 ⑶ 公共的施設の統合整備と適正配置について  【 資料 27 ページ  別冊資料２ 】 

 

 
 
５ 次回の議題等について（予定） 
 ⑴ 計画素案について 
 
 
６ その他 
 ⑴ 次回の開催日程 
  日時 平成16年７月 日（ ） 
  場所 西脇市生涯学習まちづくりセンター 
 ⑵ その他 
 
 
７ 閉会



新市まちづくり計画の構成内容と検討時期 

項  目 内           容 検討時期 

 ○序 論 

合併の必要性 

と効果 

 地方分権や少子高齢化などの社会潮流、地域活性化などの観点か

ら合併の必要性を検討し、住民にとって不利益、不便が生じないよ

うな合併及び新市のまちづくりの留意点を整理する。 

第２回小委員会

（１／29） 

計画策定方針  計画の趣旨、構成、期間等について位置付ける。 
第２回協議会 

（12／19） 

 ○第１章 新市の概況 

地域の概況 

・特性 

 両市町の地勢・人口・世帯等の社会経済指標や生活環境指標の数

値や推移を把握し、地域の現状分析を行う。 

第２回小委員会

（１／29） 

主要課題の 

把握 

 両市町の既存の総合計画等から見た位置付け、住民意向調査調

査、現況分析から新市の主要課題を把握する。 

第２回小委員会

（１／29） 

 ○第２章 主要指標の見通し 

  新市の将来人口、年齢別人口、世帯数等の見通しを検討する。 
第４回小委員会

（３／15） 

 ○第３章 新市のまちづくりの基本方針 

新市の将来像 

・基本理念 

 計画推進のための新市の基本理念・将来像を定め、まちづくりの

方向性、目標を示す。 

第３・４回小委員会

（２／２３・３／１５）

第７回小委員会

 （６／２４） 

新市まちづくり

の基本方針 
 新市の将来像を実現するための基本方針を示す。 

第５・６回小委員会

（４／８・５／１９） 

新市の 

都市構造 

 地域別の土地利用の現状、交通条件等に配慮し、長期的展望から

見た新市の都市構造を示す。 

第３・４回小委員会

（2/23・３／１５）

 ○第４章 新市の施策 

施策体系 

 基本方針ごとに、より具体的な施策方針を定め、施策の体系化、

施策展開の考え方を示し、主要事業の位置付けを行う。 

（例） ◎ 産業の振興 

    ◎ 都市基盤・生活基盤の整備 

    ◎ 健康福祉の充実 

    ◎ 自然環境と共生するまちづくり など 

事業推進  基本方針を実現するための新市事業・県事業を具体的に示す。 

第５回小委員会

（４／８） 

第６回小委員会

（５／19） 

第７回小委員会

（６／24） 

 ○第５章 公共的施設の適正配置と整備 

 

 住民サービスの低下を招かないように地域の実情と財政事情を

勘案し、市役所をはじめとする公共施設の統合整備、適正配置、機

能の充実の方向について示す。 

第７回小委員会

（６／24） 

 ○第６章 財政計画 

前提条件の 

設定 

 過去の歳入・歳出の推移、合併による財政支援措置の活用を踏ま

え、財政見通しの検討のための前提条件を設定する。 

歳入・歳出の 

見通し 

 合併後の歳入、歳出に係る財政見通しを検討する。 

（計画書掲載は合併後10年分、県提出資料は合併後15年分） 

第６回小委員会

（５／19） 



 

資 料 

新市まちづくりの理念と将来像について 
 

新市の将来像を踏まえ、「自然きらきら」の意味合いを、より一層強く打ち出すため、新市

のまちづくりの理念を下線部のとおり一部修正いたします。 

 

 

☆ 新市のまちづくり理念 
 

主要課題を踏まえ、新しい西脇市において住民のみなさんと行政が連携してまちづくりを進

めていく上での根本的な考え方として、３つの「まちづくりの理念」を次のように掲げます。 

 
 

私たちが私たち自身の生活や地域の身近な課題を解決していくことができる

ように、「市民力」を高め、自立したコミュニティの形成に向けたまちづくり

を進めます。そのため、市民、企業、行政などまちづくりに関わる多様な主体

が、それぞれの役割を認識し、連携を図りながら、新しい時代にふさわしく、

既成概念にとらわれないまちづくり活動を展開していくことで、市民主導によ

る参画と協働のまちを創造していきます。 

○活力あふれる元気なまちをめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

○豊かな自然と共生しながら安心して暮らせるまちをめざします。

 

 

 

 

 

 

 

○市民主導による参画と協働のまちをめざします。 

私たちにいやしを与え、暮らしを支える豊かな自然を次代に継承していくため

に、自然環境の保全に努めるとともに循環型社会の構築を進めます。また、人

と人のつながりやふれあいを尊重し、思いやりの心、支えあい・助け合う心を

育み、真の心の豊かさとやさしさが実感できるまちづくりを進めます。そして、

人と人、人と自然の共生を図り、安心していきいきと暮らすことができるまち

を創造していきます。 

地域に生きる一人ひとりが、自立して個性と能力を発揮しながら、「個」と

しての役割に意義を見い出し、活動することで生きがいを実感できるような元

気なまちづくりを進めます。また、両市町がこれまで培ってきた互いの伝統、

産業、自然など地域資源の融合を図り、循環を促進させていくことで、経済の

活性化や文化の振興に努めます。そして、地域の持つ潜在能力を最大限に引き

出し、これまで以上に活力あふれる元気なまちを創造していきます。 
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☆ 新市の将来像 

 

西脇市と黒田庄町は、豊かな自然の恵みを享受し、長い歴史の中で、先人たちが伝統、文化、

産業を脈々と育み、それぞれ個性のあるまちを築いてきました。 

一方で、20世紀におけるめざましい工業の発展は、人々に利便性の高い物質的な豊かさを

もたらし、私たちの生活様式は一変しました。そして、経済社会が先導する画一的な豊かさが

達成され、本格的な成熟社会が到来する中、少子高齢化、情報化、国際化の進展など、これま

で想像しなかった大きな社会環境の変革の波に、今、私たちは直面しています。 

時代の転換期の到来を告げるこの変革の波は、市町村にも例外なく押し寄せ、地方分権への

移行、住民ニーズの多様化、地域経済の低迷による財政基盤の悪化などをもたらしました。住

民にもっとも身近な自治体である市町村の未来は、これらの変革にどのように対応し、持続可

能なまちづくりをいかに進めていくことができるか、ということにかかっているといえます。 

このような社会情勢の中、西脇市と黒田庄町は、これまで培ってきたそれぞれのまちの特性

や地域資源を存分に生かしながら、急速に変革する時代を切り拓き、未来へ飛躍するまちの構

築をめざし合併します。新しく誕生する「西脇市」の将来像（キャッチフレーズ）は、さきに

掲げた３つのまちづくりの理念を踏まえ、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、まちを築く礎となった豊かな自然との調和を図り、

かつてそうであったように、ゆるやかな連帯感とあたたかな安心感に包まれた地域社会の中で、

誰もがいきいきと活動し、心の豊かさが実感できる －人と自然、人と人が共生する－ 

そんなまちを未来に向かって創造していくことを力強く宣言するものです。 

「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、市民一人ひとりが、生

涯にわたり、健やかで安心した暮らしができるまちづくりを進めていく、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”を称する西脇市が、単なる地理的な中

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”

といった意味合い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、四方を囲む緑の山並みや加古川水系の清流など、新市の特徴でもあ

る豊かな自然環境を守り育て、大切に継承していくため、環境に配慮した社会の構築をめざし

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、人と人との関わりの中で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、新しい都市をみんなでつくっていこうという想いを

示しています。 

そして、市民が主体的にまちづくりに参画し、新市の主役として活躍するとともに、次世代

を担う子どもたちが誇りと愛着を持てるようなふるさとづくりをめざしていきます。 

この計画が想定する合併して10年後には、この将来像が示すような、うるおいある生活を

送ることができ、「合併してよかった」と思えるまちを実現していくため、市民と行政が手を

携え、さまざまな取組を展開していきます。
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４‐１ 施策の体系 
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４‐２ 新市の施策 

① ともに支えあい、みんなが笑顔で安心して暮らせるまちづくり 

 

○地域福祉の推進 

住み慣れた地域社会や家庭の中で、すべての人が、自分らしく自立して安心のある暮らしを実現し

ていくため、市民が主体となり、支えあい、助け合いの精神を基盤とした地域ぐるみでの福祉活動を

進めます。 

そのため、地域福祉計画の策定を検討するとともに、地域に密着したきめ細やかな福祉サービスが

提供できるよう、NPOやボランティアなどの育成や活動支援を行います。 

さらに、新市においては、市民の高まる福祉ニーズに適切に対応できるよう、保健・医療とも連携

した総合的な福祉サービスを提供するとともに、地域福祉活動の拠点となる施設の整備にも努めます。 

また、高齢者や障害者をはじめ、すべての人が道路や公共施設などを安全、快適に利用できるよう、

ユニバーサルデザイン1に配慮した環境整備を進め、人にやさしいまちづくりを進めます。 

 

○医療体制の充実 

災害拠点病院2や臨床研修病院3として、新市の医療の中核を担う西脇病院の機能の拡充を図るため、

施設の全面改築を進めます。 

新病院の整備にあたっては、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できるよ

う、医療機器や診療体制の充実を図るとともに、新市における将来の保健・医療・福祉の連携のあり

方を踏まえ、国の医療制度改革にともなう医療機関の体系化や機能の明確化、社会資源の有効活用な

どともあわせて考え、これまで以上に地域の医療機関と機能分担する病診連携を促進し、地域内での

医療完結をめざした医療体制を構築します。 

 

○健康づくりの推進 

健康に対する関心が高まる中、市民の健やかな生活を確保するため、疾病の予防や早期発見につな

がる予防接種や健診などの保健事業を推進するとともに、適切な情報提供を行い、これらの受診機会

の拡大に努めます。 

また、市民の健康に関する情報を一元的に管理する健康管理システムを確立し、医療・福祉への活

用を図り、市民の健康を支える環境を整備します。 

さらに、市民の健康づくりを推進するため、新市の保健計画に基づき、乳幼児から高齢者までライ

フステージに応じた健康教育や健康相談を行うなど、健康づくりへの意識の高揚を図り、自立してい

きいきと生活できる健康寿命の延伸に努めます。 

                                                  
1 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をいいます。 
2 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のことをいいます。 

 5
3 医師の臨床能力を養成するため、救急医療や高度医療を行い、研修医を指導する資質の高い指導医が在職する病院のことをいいます。 

   



 
 

 

○子育て支援の充実 

急速な少子化が進む中、子どもを安心して産み育てることができるまちの実現に向け、核家族化、

女性の社会進出などにより、多様化する市民の子育てニーズを踏まえた保育サービスの充実や保育施

設の整備を進めるとともに、学童保育4の充実にも努めます。 

また、親の子育てに対する不安を解消し、子どもを育てる充実感を高めるため、子育てに関する情

報提供や相談体制の充実に努めるほか、子育て支援や児童虐待防止に向けた市民ネットワークの拡充

を図り、親子のふれあいや子どもを育てる親同志の交流の促進にも努めます。 

そして、地域ぐるみで子育てを支援する体制の構築をめざし、次世代育成支援対策推進行動計画の

策定やファミリーサポートネットワーク5の導入を検討するなど、将来を担う子どもたちが心身とも

健やかに育つ環境整備を進めます。 

さらに、新市においては、総合的な子育て支援機能と子どもたちの健全な成長を支える機能を備え

た拠点施設の整備を進めます。 

 

○高齢者福祉の充実 

高齢者の増加が進む中、住み慣れた場所で安心して、生きがいを持って暮らせる長寿社会の構築を

めざし、豊富な人生経験と知識を持つ高齢者がいきいきと活躍できる環境づくりを進めます。あわせ

て、高齢者の生活機能の低下を防止し、自立した日常生活を支援するため、介護予防サービスや社会

参加、交流を促進する外出支援サービスの充実を図ります。 

そして、新市においては、在宅介護の総合的な相談窓口となる在宅介護支援センターの活動の強化

を図るため、中心となる基幹型センターと地域型センターとの連携を進め、介護が必要な人をはじめ

個々の高齢者のニーズに対応した適切な在宅・施設介護サービスの提供に努めます。 

 

○障害者福祉の充実 

ノーマライゼーション6やリハビリテーション7の考え方に基づき、障害者の自主性・主体性を尊重

しながら、すべての障害者が、地域社会の中で安心して自立した生活が送れるよう、個人の多様なニー

ズに対応する生活支援体制の整備を図り、サービスの量的・質的充実に努めるとともに、社会参加を

促進するための支援体制の整備に努めます。 

また、保健・医療サービスなどの情報提供や相談体制の整備、充実を図るとともに、地域社会の中

で、障害者の総合的な自立支援を推進していくため、新市において、拠点施設の整備に向けた検討を

行います。 

                                                  
4 小学校低学年児童を対象に、両親の就業等により放課後の家庭での保育が困難な児童を集団保育する制度をいいます。 
5 仕事と子育てを両立する人たちが、会員登録し、お互いの都合に合わせて子どもを預かり育て助け合う制度です。 
6 高齢者も若者も、障害者もそうでない人も、すべて人間として普通（ノーマル）の生活を送るため、ともに暮らし、ともに生きる社
会こそが普通の社会であるという考え方のことをいいます。  

 6
7 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指すとともに、自立と社会参加を促進する考え方をいいます。 

   



 
 

 

○安心・安全対策の充実 

犯罪の増加や予期せぬ災害の発生など、安全な暮らしへの不安が高まる中、市民の生活を脅かす危

険に対応し、地域社会と連携しながら、安心して住み続けることのできるまちづくりを進めます。 

防災については、新市において、地域防災計画を策定し、総合的・計画的な防災体制の確立に努め

るとともに、さらなる防災基盤の強化に向け、消防ポンプ自動車をはじめ、消防団施設の整備、充実

を図るほか、新市全域での防災行政無線の導入についても検討します。また、地域社会に根ざした防

災活動を行う自主防災組織の育成や支援強化に取り組むことで、防災意識を高め、地域全体の防災力

の向上を図ります。そして、自然災害の発生に備え、急傾斜地やがけ崩れの可能性のある危険箇所の

改修、整備を進めるとともに、水害防止のため、河川改修を行います。 

交通安全・防犯については、危険箇所を中心に交通安全施設や防犯灯などの設置を進めるとともに、

関係機関と連携し、交通安全や防犯意識の高揚を図り、事故や事件の未然防止に努めます。 

消費生活については、安全な消費生活を実現するため、消費者自身の判断力を高める情報提供を行

うとともに、さらなる相談体制の充実に努めます。 
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＜主要事業＞ 

施策の柱 主要事業 

◆地域福祉の推進 

○地域福祉推進体制整備事業 

○地域の支えあい促進事業 

○人にやさしいまちづくり事業 

◆医療体制の充実 
○市立西脇病院整備事業 

○地域医療連携の促進・強化 

◆健康づくりの推進 
○保健・疾病予防推進事業 

○健康づくり推進事業 

◆子育て支援の充実 

○保育サービスの充実 

○保育施設整備事業 

○子育て支援推進事業 

○子育て支援施設整備事業 

○地域子育て支援事業 

○子育て家庭環境支援事業 

◆高齢者福祉の充実 

○高齢者生きがい創出事業 

○高齢者自立支援事業 

○老人保健施設整備事業 

○在宅介護支援事業 

◆障害者福祉の充実 
○障害者福祉サービスの充実 

○障害者自立支援・社会参加推進事業 

◆安心・安全対策の充実 

○消防・防災基盤整備事業 

○地域防災推進事業 

○河川改修事業 

○交通安全対策事業 

○防犯対策事業 

○消費者対策の充実 

 

＜主な県事業＞ 

施策の柱 主要事業 

◆安心・安全対策の充実 

○砂防事業、急傾斜地崩壊対策事業、治山事業、河川改修事

業、交通安全対策事業など「社会基盤整備プログラム」計

画事業 

（砂防事業：田高谷川） 

（急傾斜地崩壊対策事業：船町地区ほか） 

（治山事業：日野地区） 

（河川改修事業：加古川、杉原川、野間川） 

（交通安全対策事業：国道427号、郷の瀬野村線、黒田 

庄滝野線） 

    

 

県事業については、県との事前協議の

中で最終確認していきます。 
8



 

 

 

② 快適な暮らしを支える生活基盤が充実したまちづくり 

 

○道路交通網の整備 

交通の利便性を生かしたまちづくりを進めるため、広域幹線道路である国道１７５号や国道４２７号、

県道黒田庄滝野線などの整備を促進し、広域的な連携や交流機能の強化を図ります。 

また、円滑な交通を確保し、市民生活の利便性を高めるとともに、合併後の新市の一体化を強める新

市中心部や主要な地域拠点を連絡する地域間道路の整備を進め、広域幹線道路と連動した体系的な道路

交通ネットワークの確立を図ります。 

市民生活に密着した生活道路については、防災機能や交通安全対策なども考慮し、利便性の向上を図

るための整備を進めます。 

 

○公共交通の充実 

高齢者や障害者、学生など交通弱者の移動手段として、また、通勤や買い物など市民の日常生活を支

える交通機関として利便性を高めるとともに、移動需要の高い阪神都市圏との交通機能を強化するため、

バスや鉄道など公共交通機関の充実に取り組みます。そのため、新市においては、交通体系や既存の公

共交通全般の実態を把握し、総合的な公共交通のあり方について検討します。 

また、既存の民間バス路線については、路線維持に向けた運行支援を行うとともに、コミュニティバ

ス8の運行形態についても検討します。 

さらに、平成16年度に電化が完成したＪＲ加古川線の運行本数の増加や時間短縮に向け、引き続き、

事業者との調整や利用促進に取り組むとともに、地域のにぎわいを創出する活動・交流拠点として駅舎

の整備や沿線活性化に取り組み、鉄道が利用しやすい環境づくりに努めます。 

 

○定住基盤の整備 

若年層を中心に、市外への転出を抑制し、定住化を促進するとともに、都市部や周辺市町からの移住

者の受け入れを図るため、多様な世代の暮らしを支える快適な居住環境の整備を進めます。 

そのため、都市的集積や良好な農地や山林など地域の現状や特性に配慮した計画的な土地利用を図る

とともに、土地区画整理事業や良好な宅地の供給、公営住宅の整備にも努め、自然環境・都市環境が調

和した、快適で魅力ある生活空間を創造します。 

さらに、市民の憩いの場、コミュニティ形成の場となる公園や広場の整備を進めます。 
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8 地域内の交通不便者などの移動の確保と利便性向上などのため、小型バスを使用し、市町村が主体となって、積極的に運行システムの構
築・維持に関わっているバス運行サービスのことをいいます。 



 

 

 

○上下水道の整備 

安全で安定した水の供給を図るため、老朽化した配水管など水道施設の整備、補修を行うとともに、

今後も水需要の増大が予測されることから、新たな水資源の確保に努め、浄水処理の高度化など質の高

い水道水の供給を視野に入れた施設の整備を進めます。 

また、快適で良好な居住環境づくりに向け、未整備地域において、公共下水道など、地域の実情に応

じた生活排水処理施設の整備を進めます。 

 

○情報通信基盤の整備 

情報通信技術の急速な進展にともない、市民一人ひとりが情報に接する機会が増大し、利用環境の整

備が求められていることから、高速大容量の情報の受発信が可能となる通信基盤の整備や日常生活に不

可欠な通信手段である携帯電話・PHS9の利用環境を高める不感地域の解消に向け、民間通信事業者へ

の要請を行うなど、高度情報化社会に対応したまちづくりを進めます。 

また、行政においても、地域情報化計画を策定するとともに、個人情報の保護や安全対策に留意しな

がら、情報通信技術を活用した行政情報の提供など新たなサービスの提供を検討します。 

                                                  

 10   
9 Personal Handyphone Systemの略称で、簡易型携帯電話システムのことです。 
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＜主要事業＞ 

施策の柱 主要事業 

◆道路交通網の整備 
○市道整備事業 

○橋梁整備事業 

◆公共交通の充実 

○総合交通体系の整備 

○既存バス路線の維持・運行支援 

○コミュニティバス運行事業 

○鉄道利用促進・環境整備事業 

◆定住基盤の整備 

○快適な住環境の創出 

○土地区画整理事業 

○土地利用計画の策定 

○公園・広場整備事業 

○定住促進・宅地供給事業 

○公営住宅整備事業 

○人にやさしいまちづくり事業＜再掲＞ 

◆上下水道の整備 

○上水道整備事業 

○公共下水道整備事業 

○生活排水処理施設整備事業 

◆情報通信基盤の整備 
○地域情報化推進事業 

○移動体通信サービス地域の拡大 

 

＜主な国・県事業＞ 

施策の柱 主要事業 

◆道路交通網の整備 

○国道175号西脇北バイパス整備事業 

○道路整備事業、街路事業など「社会基盤整備プログラム」

計画事業 

（国道427号、西脇停車場線、黒田庄滝野線 ほか） 

◆定住基盤の整備 
○県営住宅整備事業 

（日野ヶ丘、旭ヶ丘、春日台、谷町テラス） 

 



 

 

 

③ 地域の特色を生かした活気とにぎわいを創出するまちづくり 

 

○商工業の振興と拠点整備 

地域の経済的発展を支えてきた播州織や播州釣針など、産業の構造的不況により低迷する地場産業を

はじめとする工業の活性化を図るため、生産技術の高度化や構造転換など既存事業への支援に取り組み

ます。 

また、播磨内陸地域の商業拠点としての機能の再生を図るため、関係団体との連携により、既存の商

店街の活性化に対する取り組みを支援するとともに、行政・経済をはじめ、さまざまな都市集積を擁す

る中心市街地の活性化に向け、商業環境の更新やＴＭＯ10の支援などに取り組み、「新市の顔」として

ふさわしい整備を進めます。 

 

○農林業の振興 

地域特性を生かした活力ある農林業を支えていくため、安定した農産物の供給に資する生産基盤や農

地や山林の持つ公益的機能の維持に向け、ため池や排水路、ほ場などの整備・改良を進めるともに、経

営の安定化に向け、農地利用の集積など集団化の推進、多様な担い手の確保・育成にも努めます。 

また、特産品である黒田庄和牛のさらなる普及を図るとともに、牛の堆肥を利用した有機土壌化を進

め、農産物の高付加価値化、地域ブランド化による産地づくりに取り組むことで、環境に配慮した循環

型農業の実現に向けた生産システムの構築をめざします。そして、循環型農業の推進により、安全・安

心な「食」の提供を確立するとともに、地産地消11の仕組みづくりに取り組みます。 

さらに、農業の持つ多面性に着目し、一次産業だけにとどまらず、二次・三次産業化も視野に入れた

新しい農業のまちづくりを進めます。 

 

○観光の振興・交流の促進 

北はりま田園博物館構想に基づく地域づくり活動の推進をはじめ、新市の恵まれた自然・文化などさ

まざまな地域資源を活用し、都市と農村との交流を図ることで、地域の活性化につなげていきます。 

そのため、観光地・交流拠点の整備やネットワーク化、景観の保全に努めるとともに、魅力とふれあ

いを創出する交流イベントの開催、豊かな自然環境を生かした滞在型の来訪者やリピーターの増加につ

ながる体験型観光などのグリーンツーリズム12を進めます。 

また、文化、教育、スポーツ、観光など幅広い分野での国際交流・地域間交流を通じて、姉妹都市・

友好都市をはじめ、国内外との都市との親善を深め、出会いと絆を大切にする新市の魅力を広く発信し

ます。 

                                                  
10 Ｔown Ｍanagemnt Ｏrganization の略称で、まちづくりの企画・運営・管理し、さまざまな主体が参加するまちの運営を横断的、総合
的に調整する機関をいいます。 
11 「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という意味です。 

 12   
12 緑豊かな農村地域において、自然・文化などを生かし、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動のことをいいます。 



 

 

 

○地域経済の活性化・雇用の創出 

成熟社会を迎え、産業・経済が長期に渡り低迷を続ける中、市民の生活基盤の安定を図り、ゆとりあ

る暮らしを守るため、就労環境の整備を進めるとともに、自立した地域経済の構築をめざします。 

そのため、勤労者の生活支援に取り組むとともに、就労機会の拡大に向け、人材能力の開発支援や就

業情報の提供、さらには企業誘致にも努め、若年層の定住やＵＩＪターン13の促進を図ります。 

また、地域の特色や産業集積を生かした産業の創出や身近な課題を解決するため、市民活動を主体に

したコミュニティビジネス14の起業支援やＮＰＯの設立・活動支援にも努め、多様な雇用形態に対する

要請を踏まえたワークシェアリング15の導入、地産地消の推進を図るなど、地域内での経済循環を促進

する仕組みづくりに向けた検討を進めます。 

                                                  
13 【Uターン】＝都市部などに転出した地方出身者が出身地に戻ること、【Iターン】＝都市部で生まれ育った者が地方へ移住すること、ま
たは地方出身者が、出身地以外の地域に移住すること、【Jターン】＝地方出身者が出身地に戻らず、大都市と出身地の間の他の地域に移住
すること、または出身地の近くの地域に移住すること、をいいます。 
14 地域コミュニティの活性化や地域の課題の解決に向け、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、地域住民が主
体となって自発的に地域の問題に取り組み、ビジネスとして成立させていく事業活動をいいます。 

 13   
15 仕事をより多くの労働者で分かち合うことにより雇用を維持することをいいます。 
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＜主要事業＞ 

施策の柱 主要事業 

◆商工業の振興と拠点整備 

○商店街活性化事業 

○中小企業支援事業 

○地場産業振興事業 

○中心市街地活性化事業 

◆農林業の振興 

○農業生産基盤整備事業 

○農業経営支援事業 

○循環型農業推進事業 

○特産品開発推進事業 

○農村環境整備事業 

○畜産業振興事業 

○森林整備事業 

○地産地消の推進 

◆観光の振興・交流の促進 

○観光振興事業 

○北はりまハイランド構想推進事業 

○交流拠点整備事業 

○市民交流イベント開催事業 

○農村交流体験推進事業 

○国際・地域間交流促進事業 

◆地域経済の活性化・雇用の創出 

○勤労者支援事業 

○企業誘致推進事業 

○雇用確保・創出支援事業 

○地産地消の推進＜再掲＞ 

 
＜主な県事業＞ 

施策の柱 主要事業 

◆農林業の振興 

○農業生産基盤整備事業 

（中山間地域総合整備事業：クリエイティブハイランド北

はりま地区） 

（ため池等整備事業：合山口池地区） 



 

 

 

④ こころ豊かな人を育み、いきいきと活躍できるまちづくり 

 

○幼児教育の充実 

幼児期の元気で健やかな子どもの発育を促し、親が安心して子どもが預けられるよう、幼稚園施設を

はじめ教育環境の整備を進めるとともに、人間形成の基礎をつくり、豊かな個性を育むことにつながる

教育内容の充実に努めます。 

また、多様な子育てニーズを踏まえ、幼稚園での保育時間を延長する預かり保育の充実を図るなど、

子どもを持つ親への支援を強化していきます。 

 

○学校教育の充実 

少子化が進行する中、柔軟な施設運営も視野に入れ、子どもたちが快適に安心して学習できる環境づ

くりに向け、校舎やプールなど老朽化した小・中学校施設の改築・整備を進めるとともに、子どもたち

の健康を重視し、引き続き安全でおいしい給食を提供するため、新市において学校給食施設の適切な運

営、施設の整備に向けた検討を行います。 

また、子ども一人ひとりの個性や能力を伸ばし、たくましく生きる力を育むため、豊かな国際感覚の

養成や情報活用能力の向上など、多様なカリキュラム16の展開を図り、これにともなう基盤整備にも努

めます。 

さらに、交流や体験活動を通じ、こころ豊かな資質を持ち、新市の将来を担う人材の育成につながる

よう、教育内容の充実を図ります。 

障害児教育については、一人ひとりの障害の状態に応じた自立活動への意欲を高める教育を進めます。

一方で、いじめや不登校、学級崩壊など複雑化・多様化する教育環境をめぐる課題に対応していくため、

子どもたちや親の相談体制の充実に努めます。 

そして、地域に開かれた特色ある学校をめざし、学校・家庭・地域社会が一体となって教育環境の充

実を進めていきます。 

 

○生涯学習の充実 

市民誰もが自己実現に向け、自ら主体的に学ぶことができるよう、生涯学習施設の基盤整備を進める

とともに、公民館活動など学習内容の充実を図り、多様化・高度化する市民の学習意欲に応じた生涯学

習活動の場と機会の創出を図ります。 

そして、学習成果を地域社会に還元するため、学習によって知識や技能を得た人材が主体的に活躍で

きるよう、環境整備を進めます。 

また、青少年の健全育成については、地域社会との連携を図り、青少年が社会の一員として、誇りと

責任を自覚し、健やかに、たくましく成長していくよう、さまざまな体験活動の支援や見守り体制の充

実に努めます。 
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16 児童・生徒が学習するため、系統立てされた教科課程をいいます。 



 

 

 

○文化・スポーツの振興 

優れた文化や芸術に触れる機会を創出し、市民文化の高揚と地域文化の創造を図るため、新市の特色

を生かした文化・芸術イベントの開催や市民の自主的な文化活動を支援するとともに、活動・交流の拠

点となる施設の整備についても検討します。新市の貴重な財産である文化財については、後世に継承す

るための保存に努めます。 

また、健康の増進や市民交流・世代間交流につながるスポーツ活動の一層の振興を図るため、地域で

のスポーツ活動の拠点となる施設の整備を進めるとともに、既存施設の有効活用を図ります。 

そして、子どもからお年寄りまで、市民誰もが気軽に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、関係機関との連携を図りながら、スポーツイベントの開催、団体の育成や地域の

スポーツクラブの定着を図るなど、スポーツ活動の活性化に努めます。 

 

○人権施策の推進 

市民一人ひとりが、人権や価値観を尊重し、お互いを思いやる意識を育んでいけるよう、人権意識の

啓発活動の推進と学習機会の提供などにより、あらゆる差別のない、ともに生きる地域社会の実現をめ

ざします。 

また、男性と女性がともに、自らの意思で、社会のあらゆる分野で対等に参画し、その個性や能力を

十分に発揮できるよう、固定的な性別役割の観念や慣行の見直しに務めるほか、女性の尊厳を傷つける

ドメスティック・バイオレンス17やセクシャル・ハラスメント18の防止を図るなど、男女共同参画社会

の実現に向け、取り組みます。 

                                                  
17 家庭内で発生するすべての暴力を指す言葉で、特に夫婦や恋人など男女間において、男性が女性に加える身体的・精神的な暴力をいいま
す。 

 16   
18 「性的いやがらせ」のことを意味し、広くは相手方の望まない性的言動すべてをいいます。 
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＜主要事業＞ 

施策の柱 主要事業 

◆幼児教育の充実 
○幼児教育施設整備事業 

○幼児教育環境の整備・学習内容の充実 

◆学校教育の充実 

○小・中学校施設整備事業 

○学校給食施設整備事業 

○学校教育環境の整備・学習内容の充実 

○こころの教育推進事業 

○就学支援事業 

◆生涯学習の充実 

○生涯学習施設整備事業 

○生涯学習推進事業 

○青少年健全育成事業 

◆文化・スポーツの振興 

○文化施設整備事業 

○芸術・文化活動振興事業 

○文化財保護・活用事業 

○社会体育施設整備事業 

○スポーツ活動振興事業 

◆人権施策の推進 

○人権啓発活動事業 

○人権教育推進事業 

○男女共同参画社会推進事業 



 

 

 

⑤ うるおいある暮らしを守り、人と自然が共生するまちづくり 

 

○自然環境の保全と活用 

私たちの暮らしを支える緑豊かな山々や加古川水系の恵まれた水資源など、新市のかけがえのない財

産である良好な多自然環境を保全、活用するとともに、農地や森林の持つ公益的機能の維持に向けた整

備に努めます。 

また、緑化の推進や親水性を高めた動植物の生息空間の保全に努め、緑や水、生物との多様な生態系

を育むとともに、身近な自然の持ついやしとうるおいが享受できる環境づくりを進めます。 

さらに、自然と調和した快適な生活環境を守るため、自然との共生に配慮した開発や公害の防止に向

けた取り組みを進めます。 

 

○循環型社会の構築 

環境への負荷が少ない、人と自然にやさしい自立・循環型の地域社会を創造するため、ごみの減量化、

リサイクル活動の推進やエネルギー資源の有効利用などに向けた取り組みを進めます。 

また、新市では、和牛の産地として適切な生産環境づくりを図るとともに、牛の排泄物を資源として

有効利用するため、堆肥の生産を行う拠点施設の整備を進め、人と自然にやさしい循環型農業の推進体

制を構築し、環境に負荷の少ないシステムを導入します。 

 

○環境保全体制の推進 

経済成長にともない、地球規模で深刻化する環境問題に対応し、豊かな恵みをもたらす自然と共生で

きる持続可能な社会を実現するため、その指針となる環境基本計画を新市において策定します。 

また、深刻化する地球規模での環境問題への取り組みの一環として、地球温暖化対策を進めていくと

ともに、地球環境の保全や再生に関する活動の支援、啓発や教育を充実するなど、市民一人ひとりの環

境に対する意識の高揚を図り、環境保全に向けた取り組みを進めます。 
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＜主要事業＞ 

施策の柱 主要事業 

◆自然環境の保全と活用 

○緑化推進事業 

○河川・水辺景観整備事業 

○公害防止対策事業 

○自然環境保全事業 

○森林整備事業＜再掲＞ 

○農村環境整備事業＜再掲＞ 

◆循環型社会の構築 

○畜産環境対策施設整備事業 

○循環型農業推進事業＜再掲＞ 

○循環型エネルギー導入推進事業 

◆環境保全体制の推進 

○環境保全・啓発推進事業 

○環境教育・学習推進事業 

○地球温暖化対策事業 

 
＜主な県事業＞ 

施策の柱 主要事業 

◆自然環境の保全と活用 
○河川・水辺景観整備事業 

（加古川、杉原川） 

 



 

 

 

４‐３ 推進方策の具体的取り組み 

 

地域自治の再構築の必要性 

 

これまでの行政は、社会の経済的成長を前提に、増大する住民ニーズに応え続け、その社会的役割を

拡大してきました。この社会システムは、成長期においては人々の生活の向上に大きな成果を収めてき

ましたが、成長社会から本格的な成熟社会への移行期にある現在、国・地方ともに深刻な財政状況の悪

化をもたらしています。また、経済成長によりもたらされた物質的な豊かさは、人々のライフスタイル

や価値観の多様化を招き、少子高齢化の進行や地域社会への帰属意識の低下などにつながっています。

今後は、全体人口が減少し、社会の停滞が懸念される状況の下で、さらなる住民ニーズの多様化・複雑

化が進み、「住民生活に必要なサービス（＝公共的サービス）」の担い手として行政の役割は、ますま

す重要になっていくことが予想されますが、増大し続ける住民ニーズを行政だけで吸収していくことは、

もはや困難な状況にあります。 

国においても、地方分権改革をめぐる論議の中で、地方自治体の行政体制の整備や行財政運営のあり

方について、行政のみならず地域社会を構成する多様な主体との公私協働による公共的サービスの提供

や行財政運営における経営的視点の導入などについての言及がなされており、成熟社会に対応した持続

可能な行政システムを構築していくことが必要です。 

一方、地域住民においても、余暇活動・自由時間の増大、価値観の多様化などにともない、住民や社

会性を持つ組織による各種の自主的な公益活動が活発化しており、「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、従来の行政依存型の住民像からの変化が見受けられます。 
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これらの背景を踏まえて、行政は限られた財源の中で、効率的かつ効果的な行政運営を行い、最大限

の公共的サービスを提供していくためには、「住民や自治組織、あるいは社会的目的を持った組織が実

施した方が効果的であること（＝地域コミュニティ単位の身近なサービス）」や「民間企業が実施した

方が効果的であること（＝市場が発達しており、安価で質の良いサービスが市場に出回っているもの）」

を、行政主体から住民や自治組織、民間企業などに任せていくことにより、行政運営をスリム化し、財

政基盤の強化を図っていくことが可能となります。 

また、住民においては、「公共」部門の中の「共」に関わる部分、言い換えると「自分たちの手によっ

て協力して実施できること、した方が良いこと」を主体的に担っていくことが必要です。例えば、身近

な福祉活動（隣近所の子どもを預かったり、お年よりの簡単なお世話をしたり）や文化活動（趣味サー

クル、お祭り、イベントなど）、地域の公共空間の清掃、管理（公園や墓地など）などについては、一

人ひとりが支え合い、助け合いの意識を持つことで、従来は行政が担っていた公共的サービスの供給が

可能になると考えられます。 

 

このように、行政は、これまで独占してきた公共的サービスの実施にあたり、政策形成への住民参画

の推進や実施主体の多様化に向けた自己改革に努める一方、住民は、過度の行政依存の体質をあらため、

従来、地域社会の持っていた社会的エネルギーを高めていくことにより、新市ではまちづくりを担う多

様な主体（住民、行政、民間企業、各種団体）が、それぞれの役割を認識し、協働による地域自治（ロー

カル・ガバナンス）を実現していくことが求められています。 
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行政がすべきことは・・・ 
●行政組織の再編・スリム化 
●民間の経営手法を導入 
●財政基盤の健全化 
●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

等の育成 
             など 

民間企業、各種団体がすべき 
ことは・・・ 
●公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 
●自治組織・ＮＰＯ・ボランティア団体との 
 積極的な連携促進         など 

自治組織、ＮＰＯ、ボランティア団体等が 
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 

新しい自治体制（ローカル・ガバナンス）のイメージ 

   



 

 

 

①多様な主体による参画と協働の推進 

 

○参画と協働の推進 

自分たちの住むまちをより住みやすいまちにするために、市民、企業、NPO、行政など、まちづくり

に関わる多様な主体が自らの持つ能力や知恵を出し合い、共に力を合わせて新しい時代にふさわしいま

ちづくりを進めます。そのために、まちづくりのルールとなる「参画と協働のガイドライン」の策定を

行い、その中でそれぞれの役割と責任を明確にした参画と協働によるまちづくりの実現に努めます。 

また、まちづくり学習会や講習会を行い、市民の意識啓発を図ることによって、積極的なまちづくり

への参画を促すとともに、まちづくりの人材育成につなげていきます。 

さらに、行政が率先して市民参画モデル事業や協働による事業を実践していくとともに、行政情報の

積極的な公開・提供を行い、市民の提案や意見を広く市政へ反映していく仕組みづくりを進めます。 

 

○市民自治体制の確立 

地域課題の解決や地域ニーズに対応するため、従来の自治会組織、女性団体、PTA、子ども会など特

定の地域活動を集約化することによって、「公共」部門のうち、「共」に関わる事務等を担う地域自治

の組織の設置を検討していきます。また、各地域の意見を行政へ反映させる仕組みを構築します。 

さらに、近年、市民ニーズの多様化が進み、公共的サービスの需要が高まる中、公益性・社会性の高

い活動を行うボランティア組織やＮＰＯなどの市民組織が注目を集めています。新市でも、新たな公共

的サービスの供給の担い手として、それらの組織の育成を図り、積極的に活動支援を進めていきます。 

特に、地域コミュニティの再構築や、公益的・社会的活動の促進を図るために、互いに支え合う、助

け合うことのできる地域通貨などの導入も検討していきます。 

また、これらの地域自治を担う組織や、公共的サービスの担い手となるボランティア組織・ＮＰＯな

どの活動支援には、財源となるまちづくり振興基金の設立の検討や、指針となる「（仮称）まちづくり

基本条例」などの制定を検討するとともに、県民交流広場事業1を活用するなど、あらゆる側面からの積

極的な支援策を検討し、多様な主体による自治体制の確立をめざします。 
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1 地域のさまざまな場面で培われつつある住民相互の参画と協働の取組を基盤として、住民一人ひとりが身近な地域において、芸術・文化、
子育て、スポーツ活動など、多彩な分野で実践活動や生涯学習に取り組むことができる交流の広場づくりを進める事業のことで、平成17

年度から本格実施される兵庫県事業のことをいいます。 
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＜主要事業＞ 

施策の柱 主要事業 

◆参画と協働の推進 

○参画と協働のガイドラインの策定 

○まちづくり学習・人材育成・意識啓発推進事業 

○市民活動情報発信事業 

○情報公開の推進 

○市政参画促進事業 

○相談や支援を行う庁内組織づくり        

◆市民自治体制の確立 

○新たな自治の仕組みづくりの検討 

○コミュニティ施設整備事業 

○地域づくり活動推進事業 

○ボランティア・ＮＰＯなどの育成・支援事業 

○（仮称）まちづくり基本条例などの制定検討 

○地域通貨導入検討事業             

 



 

 

 

②時代に対応した行財政運営の確立 

 

○行政体制の整備 

限られた財源の中で、最大限の効果を発揮できる自治体への変革をめざし、行政改革大綱の策定や民

間の経営手法などを導入し、「選択と集中」を視点とした効果的・効率的な施策展開を可能とする行政

運営を進めます。 

特に、行政評価システムの有効性を高めるため、従来から実施している行政内部による事業評価シス

テムから、市民が評価に参画できるシステムへの移行を進めるとともに、政策から事業までの一体的な

評価体系に基づき、計画・実行・評価・見直しが効果的に機能する評価システムの構築をめざします。 

また、「市民ができることは市民へ」「民間企業ができることは民間企業へ」の考え方を基本として、

市民・企業・行政の各主体のまちづくりにおける役割分担を明確にし、PPP（パブリック・プライベー

ト・パートナーシップ）19を推進します。 

新市の組織体制については、外郭団体の整理・統合により、行政事務の受け皿となる組織の強化を図

るとともに、行政内部の事務を軽減し、職員の適正配置によるスリム化を図ります。また、組織のフラッ

ト化20やスタッフ制21などの導入を検討し、迅速で柔軟な意思決定や事務対応が可能な組織づくりを進

めるとともに、地域の自治活動やコミュニティ活動の支援など、地域の身近な行政ニーズに柔軟に対応

する体制づくりに努めます。 

さらに、行政情報の電子化を図り、庁内の情報共有を容易にするとともに、積極的な情報の受発信を

行い、あらゆる情報を市民と共有することによって、透明性の高い市民に開かれた自治体づくりをめざ

します。 

 

○財政運営の効率化 

財源プログラムや財政健全化計画の策定をすすめ、財政基盤の強化を進めるとともに、「選択と集中」

に重点をおいたメリハリのある施策展開と長期的な視野に立った実効性の高い計画的な財政運営を推進

します。また、事務効率の向上や職員のコスト意識の高揚を目的として、各部各課の業務改善活動や、

行政評価システムと予算の連動を図ります。 

 

○新しい制度によるまちづくり 

政府がすすめる「構造改革特区」や「地域再生計画」など、地域の独自性を尊重した支援施策を活用

し、地域経済の活性化に寄与する規制緩和や雇用促進施策を積極的に展開することにより、地域の経済

循環を活発化させるとともに、自主財源の基盤強化を図り、自立した財政運営が図られるよう努めます。 

                                                  
19 公共サービスを行政のみならず民間企業や住民等と連携しながら提供しようとする概念・手法をいいます。 
20「組織規模が小さくなることによる目的意識の明確化」「意志決定の機動性や迅速性の向上」「職員の自発性の向上によるモラルの向上」
などを目的として、中間管理職を廃し、グループに一人のリーダー（管理職）のみを配置するなど、従来の縦割ではない、横のつながりを

重視した組織体制をいいます。 
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21 従来の課・係など、縦割管理体制ではなく、職員一人ひとりがスタッフとして、特定の目的やプロジェクトに応じてグループを形成し、
業務を行う体制をいいます 
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＜主要事業＞ 

施策の柱 主要事業 

◆行政体制の整備 

○NPM1導入推進事業 

○行政事務効率化の推進 

○PPP推進事業 

○情報公開の推進＜再掲＞ 

○電子自治体推進事業 

○広域行政の推進 

◆財政運営の効率化 

○財政健全化の推進 

○下水道・農業集落排水・コミュニティプラント事業会計の

公営企業化 

◆新しい制度によるまちづくり ○構造改革特区・地域再生計画推進事業 

 

 

 

                                                  
1 ニュー・パブリック・マネジメント（New Public Management）の略で、民間企業の経営管理方式や、それを支える考え方などを公共部門
に適用し、従来の行政管理のスタイルを改革しようとするものです。主な特徴としては、①行政事務の能率・効率の向上、②民営化やアウ

トソーシング（外部委託）の促進、③競争原理の導入によるインセンティブ（公的サービスの向上に対する意欲）の供与、④成果によるコ

ントロールを通じた公共サービスの質の向上、⑤顧客、もしくは消費者としての市民の位置づけ、⑥柔軟で分権的な行政管理組織体制の創

出、⑦アカウンタビリティ（説明責任）の明確化とその確保、などがあげられます。 



 

 

 

 

 

 

公共的施設については、市民生活に急激な変化を及ぼさないよう、これまでの実績を踏まえ、利便性

にも十分配慮し、地域の特性やバランス、さらには財政事情を考慮しながら、計画的に統合整備を推進

していきます。 

また、新市の一体的、効率的なまちづくりをすすめていくため、施設の統合整備に当たっては、事業

の効果や効率性について、市民の意見等を踏まえ、十分に議論するとともに、既存施設の有効活用や重

複する施設の機能転換なども視野に入れ、検討していきます。 

なお、合併にともない支所となる黒田庄町役場庁舎については、当分の間、「地域総合事務所」とし

て整備し、地域住民に一定の行政サービスを提供するとともに、地域振興の拠点として必要な機能を担

う現地解決型の事務所とします。
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