
西脇市自治基本条例に基づく
取組の検証について

R３.３.８ 西脇市まちづくり推進審議会



前回の振返り

「情報の共有」に係る市の制度及びその運営に対す
る評価を求めます。
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【検証項目①】

• 情報の提供側（市）と受け手側（市民）の感覚のズレ
を上手くマッチングさせる仕組みやツールを再度検討
する必要がある。

• 条文（第５～８条）自体の見直しの必要性というより、
運用について工夫が必要。

• 市の自己評価として、ある程度情報発信ができている
と評価していたが、情報発信の仕組みについては改善
の余地があることが分かった。

• 担当課と情報共有し、検討・改善する。

審議会の
評価

市の今後
の対応



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②

【第９条 参画と協働の推進】

市は、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ものとし

ます。

【第10条 参画の制度】

意見の聴取等の参画の制度について定めています。

【第11条 審議会等の運営】

審議会等の運営や会議等の公開等について定めています。

【西脇市自治基本条例 第５章 参画と協働】

第５章では、自治基本条例の基本原則の１つである

「参画と協働」を進めていくための具体的な制度につ

いて定めています。
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②－１ 市が描く「参画と協働」の姿

4

参画とは・・・

市民が市の政策の課題発見、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。
また、地域コミュニティや市民活動団体などに自主的・主体的

に関わること。



②－１ 市が描く「参画と協働」の姿
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協働とは・・・

市民、市民活動団体（地域コミュニティ、ＮＰＯ等）、事業者、
市などの多様な主体が、目的を共有し、知恵を出し合って協力し、
まちづくりに取り組むこと。



②－１ 市が描く「参画と協働」の姿
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まちづくりへの
意識を高め、進
んで参加します。

それぞれの主体
が積極的に情報
を提供します。

市民活動を活動
場所や資金面か
ら支援し、相談
体制を構築しま
す。

市政への参画や
各主体間の協働
を推進します。

地区のまちづく
りを推進する組
織として『地域
自治協議会』の
取組を推進しま
す。



②－２ 参画と協働の実現に向けた機会の設定
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●「参画と協働のまちづくりガイドライン」の策定・PR

●まちづくり推進審議会において市民の意見を聴取

●まちかどミーティングの開催

●まちづくり市民アンケートの実施

●パブリックコメントの実施

●各種審議会等の公募委員の登用や会議・会議録公開の推進



②－３ 参画と協働の実現に向けた機会の提供方法

8

・まちかどミーティングでの啓発

・地域自治協議会立上げ時や地区

計画再編会議等に合わせ啓発

・ＨＰへの掲載

・ＨＰ、市広報、防災無線で

開催を周知

・開催結果をＨＰで公表

まちかどミーティング参画と協働のまちづくり
ガイドライン

まちづくり
市民アンケート

・高校１年生相当年齢以上

を無作為抽出

・対象者1,000人(Ｈ29年度)

・調査結果の公表

パブリックコメント

・ＨＰ、市広報、防災無線で

実施を周知

・担当課、情報公開コーナー、

図書館で閲覧可能

・実施結果の公表

審議会等の運営

・会議の公開及び記録の公表

に関する指針の運用

・委員公募や公開状況の確認

を毎年実施



②ー４ 機会の提供結果
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●まちづくり市民アンケート

【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％

●まちかどミーティング

【実施実績】

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



②－４ 機会の提供結果（参画と協働の実質）
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●パブリックコメント（実施状況）

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

●審議会等の運営（開催状況）



②－５ 令和元年度の対応状況（自己点検）
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１未着手

２対応中（要拡充）

３対応完了（現状維持）

４対応不要

５その他

【自治基本条例】

第９条 参画と協働の推進

第10条 参画の制度

第11条 審議会等の運営

≪今後の取組≫

・「参画と協働のまちづくりガイドライン」による啓発継続
・「まちかどミーティング」の開催
・「まちづくり市民アンケート」を継続して実施予定
・各審議会等の委員公募の拡充
・「審議会等の会議の公開及び会議の記録の公表に関する指

針」の運用を継続して実施
・パブリックコメントについては、広く市民から意見を聴取で

きるよう、十分な期間を設け、意見を反映できるよう庁内の
進捗管理に努める



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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評価・検証項目③

「地域自治組織等」の推進をはじめと

する地域自治を推進するための施策等

が適切に実施され、市民や市民団体の

公益的な活動が推進されているか評価

を求めます。
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評価・検証項目③

【第14条 地域自治協議会】

市民は、地域の特性を生かした自治を推進するため、一定のま

とまりのある地域内において、多様な主体で構成する地域自治組

織（地域自治協議会）を一に限り設立することができます。

【第15条 市民公益活動】

市は、自発的かつ自主的に行われる非営利かつ公益的な市民活

動を尊重するとともに、必要に応じその活動に対して支援を行う

ものとします。

【西脇市自治基本条例 第６章 地域自治組織等】

第６章では、地域自治を推進するための基本となる

「地域自治組織」及び「市民公益活動」について定め

ています。
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評価・検証項目③

【西脇市自治基本条例 第６章 地域自治組織等】

第６章では、地域自治を推進するための基本となる

「地域自治組織」及び「市民公益活動」について定め

ています。
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《第６章のねらい》

地縁による結び付きを生かした活動、また地域を超

えたテーマ別の市民公益活動について、それぞれの活

動を支援することを通して、市民の皆さんが考える、

“やりたいこと”、“するべきと考えること”を形にし、

市民が主体となった自主的・自発的なまちづくり活動

を促進することで参画と協働をより一層推進します。



評価・検証項目③

【地域自治組織等地縁型とテーマ型の市民公益活動のイメージ】
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まちづくり協議会

自治会 など

地域自治協議会などの地縁型のまちづくり活動と、市民活動団

体などのテーマ型の活動を支援し、同時に互いの連携・協働を進

めることで、多様な主体による地域自治の推進を図ります。



③－１ 地域自治協議会
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条例で地域自治協議会について定めたねらいは？

○ 少子高齢化が進む中で、安全・

安心な豊かで住みよい地域社会を

つくっていくためには、身近な課

題はできるだけ市民に近いところ

で主体的に解決し、地域の特性を

生かした地域づくりを進めていく

必要があります。

黒田庄まちづくり協議会
による福祉送迎車運行事業



③－１ 地域自治協議会
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条例で地域自治協議会について定めたねらいは？

○ 地域の人々が、将来どのような

暮らし方をしたいか、そのために

はどのようなまちをつくっていき

たいかという地域が目指す将来像

を自ら描き、実現に向け主体的に

取り組んでいくためにも、区長会

や地区内の各種団体・グループな

どが連携して活動する

“地域自治協議会”

を形成し、お互いに補完できる体

制をつくっていくことが必要です。
地域自治協議会のイメージ



③－１ 地域自治協議会
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⇒ 地域自治協議会を地区単位で設立し、地区まちづくり計画に基づく

取組に対し市は必要な支援を行います。

（地域自治協議会の設立・運営支援、一括交付金の交付など）

条例で地域自治協議会について定めたねらいは？

【第14条 地域自治協議会】より抜粋

２ 地域自治協議会は、公共的団体として、民主的で透明性のある運

営を行い、地域の課題を解決するものとします。

３ 地域自治協議会は、自らの責任の下に、自主的かつ主体的な活動

に取り組むものとします。

４ 市は、地域自治協議会の活動を尊重し、その活動に対して必要な

支援を行うものとします。

【第14条 地域自治協議会】より抜粋



③－１ 地域自治協議会

○平成27年度

市内全８地区の “まちかどミーティング” で地域自治協議会

の制度説明を実施
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地域自治協議会の設立を進めるために

○平成27年度～

市民参画の “まちづくり推進審議会” 及び庁内の “自治基本条

例推進本部会議“ において協議を重ね、地域自治協議会の制度

設計を進めるとともに地域自治協議会事業一括交付金を予算化

○平成27年度～

各地区の地域会議にまちづくり課職員が参加し、地域自治協

議会の制度説明や地域自治協議会設立のメリット、設立に向け

たスケジュール調整を行うなど、地域に寄り添う形で推進



③－１ 地域自治協議会
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地域自治協議会の設立を進めるために

○平成29年度～

比延地区、黒田庄地区（令和元年度から津万地区）で地域自

治協議会モデル事業を３カ年にわたって実施いただき、地域自

治協議会事業の実証実験を実施

○平成30年度

地域自治協議会モデル事業の実績を基にまちづくり推進審議

会で効果の検証を行い、これからの地域づくりに特に有効であ

る旨の答申を得られたため、制度の本格実施に移行

○令和２年度

地域自治協議会事業のより一層の推進を図り、市民への周知

を行うため、地域自治協議会ハンドブック等を発行



③－１ 地域自治協議会

○平成29年５月

市内で初めての地域自治協議会として

比延地区で「比延地区自治協議会」が、

黒田庄地区で「黒田庄まちづくり協議会」

が設立され、地域自治協議会モデル事業を

実施
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地域自治協議会の設立の状況

○令和元年５月

津万地区で市内で３つ目の地域自治協議

会「津万地区自治協議会」が設立

津万地区自治協議会設立総会

黒田庄まちづくり協議会設立総会



③－１ 地域自治協議会
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地域自治協議会の設立の状況

○令和２年

☆ 地域自治協議会については令和２年度現在で、全８地区中３地区で

設立済み、２地区で設立準備会や勉強会の開催を行っている状況です。

また、その他の３地区においても今後地域からの要望等により設立

準備会や勉強会などの開催に関して支援を進めます。

芳田地区においては地域自治協議会を設立するため

に令和２年度に設立準備委員会を発足し、設立に向け

て協議を進めている。

また、野村地区においては地域住民による地域自治

協議会についての勉強会を実施している。



③－１ 地域自治協議会
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各地区の地域自治協議会の活動事例

《津万地区自治協議会》

「みんなの家『あじさい』」オープン

高齢者へのお便り活動

・ 高齢者へのお便り活動など見守り活動を

実施

・ 地区内の空き家を改修し、新たなにぎわ

い創出・交流拠点を整備

・ 秋こいフェスティバルなど交流促進事業

を実施

・ 広報紙やFacebookを活用し地区の情報

を広く発信

など



③－１ 地域自治協議会
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各地区の地域自治協議会の活動事例

《比延地区自治協議会》

移動販売車の運行事業

特産加工品の開発・販売

・ 地域の見守り機能を兼ねて移動販売車を

運行

・ 地域店舗の運営や特産加工品の開発販売

を実施

・ 防犯、防災のため防犯カメラ設置事業を

実施

・ 比也野まつりなど交流促進事業の実施

など



③－１ 地域自治協議会

26

各地区の地域自治協議会の活動事例

《黒田庄まちづくり協議会》

黒っ娘おばんざいの活動

子ども見守り活動の強化

・ 高齢者や障害のある方の外出支援として

福祉送迎車を運行

・ 黒っ娘おばんざいを結成し、特産品開発

を実施

・ 子ども見守り活動隊を組織し、見守り活

動を実施

・ 組織内にNPO法人を設立し取組の事業化

を実施

など



③－１ 地域自治協議会
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まちづくり推進審議会による地域自治協議会の効果の検証

西脇市自治基本条例に基づく地域自治協議会が実施している地

域自治協議会モデル事業においては、一括交付金を活用し、地域

の特性を生かした地域づくり事業が活発に展開されている。当審

議会においてモデル事業における一括交付金の活用方法や事業の

成果についての検証を重ねた結果、一括交付金の交付目的に基づ

いた適正な執行と、地域コミュニティの活性化及び地域課題の解

決につながる成果、効果が得られていることが認められるため、

一括交付金を活用した地域自治協議会事業のさらなる推進を要望

する。

（平成30年度西脇市まちづくり推進審議会からの答申より抜粋）



③－１ 地域自治協議会
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まちづくり推進審議会による地域自治協議会の効果の検証

⇒ 一括交付金の交付を継続して行い、地域自治協議会の運営・活

動を引き続き支援します。また、地域自治協議会未設立の地区に

おいては設立支援を積極的に行います。



③－１ 地域自治協議会
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まちづくり推進審議会による地域自治協議会の効果の検証

（平成30年度西脇市まちづくり推進審議会からの答申より抜粋）

地域自治協議会を市内全域に展開していくことを目標とし、その仕

組みや活動方法等について、市民が理解しやすい手引書等を市が作成

し、組織の設立・運営の支援に引き続き取り組むよう努められたい。



③－１ 地域自治協議会
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まちづくり推進審議会による地域自治協議会の効果の検証

（平成30年度西脇市まちづくり推進審議会からの答申より抜粋）

⇒ 地域自治協議会ハンドブック、パンフレット及び地域自治協議

会事業一括交付金の手引書を作成し発行。今後も市民への制度の

周知に努めます。



③－１ 地域自治協議会

第１項 地域自治協議会の設立について規定

第２項 地域自治協議会の役割について規定

第３項 地域自治協議会の責務について規定

第４項 地域自治協議会に対する市の責務について規定

対応中

（要拡充）

対応状況（担当課評価）
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【西脇市自治基本条例 第14条 地域自治協議会】

市は、市民主体の自治を推進するため

地域自治協議会の制度を確立させ、地域

自治協議会の活動を尊重し、引き続き活

動資金に関することや情報の提供など、

協働の原則に基づく支援を行います。



③－２ 市民公益活動
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施策①

≪市民提案型まちづくり事業補助金の交付≫

○ 市民活動団体が自主的、主体的に行うまちの魅力を高める

又は社会的課題を解決する公益的な事業に対し補助金を交付

市民公益活動を促進するために

施策②

≪中間支援事業の実施≫

○ まちの活性化や地域課題の解決に取り組む団体等を支援す

る中間支援をＮＰＯ法人に委託



③－２ 市民公益活動
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≪市民提案型まちづくり事業補助金の交付≫

○ 市民活動団体が自主的、主体的に行うまちの魅力

を高める又は社会的課題を解決する公益的な事業に

対し補助金を交付。

上限：30万円／交付回数上限：１団体につき３回

市民公益活動に対する支援 ①

【実績（Ｈ23～Ｒ１）】

＊補助団体数：29団体 ＊補助件数：66件 ＊補助総額：16,568,000円

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27

補助額(円) 1,285,000 2,010,000 1,836,000 1,904,000 2,503,000 

補助件数 7 9 7 7 9 

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ 合計

補助額(円) 2,110,000 2,380,000 1,570,000 970,000 16,568,000 

補助件数 8 9 6 4 66 
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親子交流
子育て支援

花いっぱいの
まちづくり

地域医療の
環境づくり

高校生による
まちづくり活動

地産地消
の推進

音楽を通じた
人・地域の交流

出会いの場
の創出

スポーツを通じた
健全育成

学習支援

郷土愛の
醸成歴史・文化

の継承 障害者支援

◆市民提案型まちづくり事業採択例◆

市の委託事業に発展した活動も（29団体中３団体）

市民と行政の協働
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≪令和元年度から中間支援事業を開始≫

○ まちの活性化や地域課題の解決に取り組む

団体等を支援する中間支援をＮＰＯ法人に委

託

○ 市民活動を支援する相談窓口を市内に開設

市民公益活動に対する支援 ②

西脇135°（旧料理旅館）

【相談実績】

相談件数
相談内容（重複有）

起業 運営 助成金 就業 その他

Ｒ１（１年間） 111 41 34 14 0 39

Ｒ２（４～12月） 106 24 24 9 1 49

合 計 217 65 58 23 1 88
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◆西脇135° 相談内容等例◆

○ 起業・運営に関する相談（法人格の取得）

○ 助成金に関する相談

○ コミュニティ・ビジネス、ソーシャル・ビジネスに関する

相談

○ 空き家活用支援

○ 社会貢献活動に関する相談

○ 人材募集に関する相談

○ 各種セミナーの開催

思いを形にするための寄り添った支援（＝伴走型支援）



③－２ 市民公益活動
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対応中

（要拡充）

対応状況（担当課評価）

【今後の取組】

○ 市民提案型まちづくり事業の継続実施

○ ＮＰＯ法人と連携した中間支援事業の充実



まとめ（評価・検証項目③）

【検証のポイント】

● 地域自治協議会や市民提案型まちづくり事業、中

間支援事業などの市の施策を基にして、市民や市民

団体の公益的な活動が活発に進められているか

「地域自治組織等」の推進をはじめとする地

域自治を推進するための施策等が適切に実施

され、市民や市民団体の公益的な活動が推進

されているか評価を求めます。
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