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西脇市自治基本条例に基づく取組の検証について

【西脇市自治基本条例の目的】

●参画と協働を基本とした、自主・

自立のまちづくりを推進

●市民・議会・行政が協力して住み

よい西脇市を考え、つくりあげる

◆自治基本条例に基づく市政運営ができているか

検証
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検証の方法

○内部評価

○外部評価 まちづくり推進審議会

各担当課
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評価・検証項目①

「情報の共有」に係る市の制度及び

その運用に対する評価を求めます
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評価・検証項目①

●市民が市政に参画するには、市の施策に関する情報が不可欠

●市が市民と情報を共有することから参画や協働が始まる

●市民が自主的なまちづくりを行うときにも、行政情報や地域情

報が不可欠

【西脇市自治基本条例に定める基本原則（第４条）】

① 補完性の原則（第17・18・23・24条）

② 多様性の尊重

③ 情報の共有（第５～８条）

④ 参画と協働（第９～11条）

自治を推進するに
当たっての
基本とする

４つの行動原則

➡市は自主的かつ積極的に情報を発信することが求められる
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①－１ 情報の提供⑴

広報紙
フェイスブック

インスタグラム
LINE

ホームページ

対応中（要拡充）

対応状況（担当課評価）
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①－１ 情報の提供⑵

必要な情報を
実際に探してみましょう！
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①－２ 情報の公開⑴

情報公開制度とは、市政に対する市民の皆さんのご理解
を深めていただくとともに、市民参画によるまちづくりを
より一層進めるために、公文書の開示を請求できる権利を
条例で定めたもの。

手続きの方法
知っていますか？
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①－２ 情報の公開⑵

【手続きの流れ（ＨＰ掲載）】

公文書開示請求書
の提出

原則15日以内に
開示・不開示の決定

情報公開コーナーで
お求めの文書を特定

Ｈ30 Ｒ１ 差引

開示請求 ６件 ６件 ０

内 訳

開 示 １件 １件 ０

部分開示 ５件 ５件 ０

不 開 示 ０件 ０件 ０

不服申し立て ０件 ０件 ０

情報提供 91件 82件 －９

【運用状況（ＨＰ掲載）】

対応完了

（現状維持）

対応状況（担当課評価）
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①－３ 個人情報の保護
個人情報保護制度とは、市が保有している個人情報に関する情報の

取扱いについて必要な事項を条例で定め、個人の権利を保護すること
を目的としている。具体的には、個人情報の開示、訂正、利用停止を
請求する権利を定めている。

【手続きの流れ】
原則15日以内に

開示・不開示の決定
開示請求書の提出

Ｈ30 Ｒ１ 差引

開示請求 19件 16件 －３

内 訳

開 示 ７件 ３件 －４

部分開示 ７件 10件 ＋３

不 開 示 ５件 ３件 －２

訂正請求 ０件 ０件 ０

利用停止請求 ０件 ０件 ０

不服申し立て ０件 ０件 ０

口頭による開示請求（簡易開示） 13件 ８件 －５

【運用状況（ＨＰ掲載）】

訂正請求

利用停止の請求

対応完了

（現状維持）

対応状況（担当課評価）
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①－４ 市民間の情報の共有

毎年開催

まちづくり活動報告会

まちづくりフェスタ

まちなかフォーラム

まちなか連絡会議

対応中

（要拡充）

対応状況（担当課評価）

【第８条】●市民は、互いにまちづくり活動に関する情報共有に努めること

●市民は、その活動内容を積極的に公開するよう努めること
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まとめ（評価・検証項目①）

「情報の共有」に係る市の制度及び

その運用に対する評価を求めます

【検証ポイント】

● 市民が必要とする情報が分かりやすく、かつ、入
手しやすい方法で市民に提供されているか

● 市民間でまちづくり活動に関する情報の交換が活
発に行われているか
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評価・検証項目②

「参画と協働の推進」をするため、

市民の市政への参画や学習の機会を

提供する制度・施策が適切であるか

評価を求めます。
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評価・検証項目①

【参画】市民が市政の施策の課題発見、解決策の立案、実施、評

価及び見直しの各段階に自らの役割と責任を自覚して、

自主的、主体的に関わること

【協働】自治の推進のために市民と市がそれぞれの果たすべき役

割と責務を認識し、対等な立場で協力・連携すること

【西脇市自治基本条例に定める基本原則（第４条）】

① 補完性の原則（第17・18・23・24条）

② 多様性の尊重

③ 情報の共有（第５～８条）

④ 参画と協働（第９～11条）

自治を推進するに
当たっての
基本とする

４つの行動原則
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②－１ 参画と協働の推進

平成27年度「まちかどミーティング」
まちづくり推進審議会委員による
【朗読劇】により参画と協働をＰＲ

対応中

（要拡充）

対応状況（担当課評価）

【第９条】参画と協働による市政を推進するため、情報及び学習の機会を提

供するとともに、必要な制度及び施策を講ずること
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②－２ 参画の制度⑴

●まちづくり推進審議会において市民の
意見を聴取

●各種審議会等の公募委員の登用の推進

≪まちづくり市民アンケート≫

「総合計画」を効果的に推進していくため、市民の皆
さんの声を政策のバロメータとして活用していくこと
をねらいに実施

【平成29年度】
無作為抽出1,000人→回収420人（回収率：42.0％）

【アンケート回収率の推移】

実施年度 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

回収率 47.4％ 49.4％ 50.2％ 51.0％ 46.1％ 42.0％
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②－２ 参画の制度⑵

≪まちかどミーティングの開催≫

全市にわたる共通のテーマや各地区や団体

ごとにテーマ等を設定し、市長や市幹部と市

民が自由に意見交換を行う手法

内容 参加者

Ｈ27年度
・参画と協働のまちづくりガイドラインＰＲ
・人口減少時代の地域づくり
・意見交換

547人

Ｈ30年度
・第２次総合計画について
・新庁舎、市民交流施設の整備について
・意見交換

600人

【実施実績】
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②－２ 参画の制度⑶

≪パブリックコメントの実施≫

市の計画や方針等について、市民の意

見を求め、寄せられた意見や市の考え方

等を公表するとともに、必要に応じて原

案の修正を行う手法

実施件数
提出意見

意見提出者数 総意見件数

Ｈ29年度 ３件 11名 34件

Ｈ30年度 12件 37名 100件

Ｒ１年度 ６件 22名 38件

【実施状況の公表（ＨＰ掲載）】

対応中

（要拡充）

対応状況（担当課評価）

政策等の案の公表
（ＨＰ、広報紙等）

意見提出
（おおむね１か月間の

提出期限）

・意見を参考に最終案を決定
・概要の公表

【手続きの流れ（ＨＰ掲載）】
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②－３ 審議会等の運営

対応中

（要拡充）

対応状況（担当課評価）

【第11条】●市民の多様性に配慮した委員構成に努める

●原則として委員の全部又は一部を市民から公募する

●会議について、原則として公開するとともに、開催
情報、会議の記録等を公表する
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まとめ（評価・検証項目②）

【検証のポイント】

● パブリックコメントやアンケート調査等市民が市
政へ参画するための制度が適切に運用されているか

「参画と協働の推進」をするため、
市民の市政への参画や学習の機会を
提供する制度・施策が適切であるか

評価を求めます。
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