
【資料１】

条　　文 担当課

　　対応状況
１未着手
２対応中（要拡充）
３対応完了（現状継続）
４対応不要
５その他

対応状況の説明 今後の対応

（情報の共有）
第５条　市は、広報及び広聴の充実を図ることにより、市民が
必要とする情報を把握するとともに、当該情報を積極的かつ効
果的に提供するものとします。
２　市は、前項の規定による情報の提供に当たっては、広報
紙、ホームページ等を積極的に活用し、分かりやすく、かつ、
入手しやすい方法で市民に提供するものとします。

秘書広報課
（関係各課） 2

関係各課と連携を図りながら、広報紙やホーム
ページ、フェイスブック等を活用して情報発信す
るとともに、新聞社をはじめとするマスコミへの
情報提供を行っている。

関係各課とより緊密な調整を図り、情報発信内容
のさらなる充実に努める。また、情報発信に際し
ては時期を逸さないよう継続的に庁内への周知を
図る。

（情報の公開）
第６条　市は、公正で開かれた市政を推進するため、別に条例
で定めるところにより、市民の情報の開示を請求する権利を明
らかにし、市政に関する情報を原則として公開しなければなり
ません。

総務課
（関係各課） 3

公文書開示請求があった場合には、情報公開条例
に基づき対応
情報公開コーナーにおいて予算書等が閲覧可能
毎年度、ホームページ等において施行状況を公表

現状維持

（個人情報の保護）
第７条　市は、市民の権利利益を守るため、別に条例で定める
ところにより、個人情報の保護を厳正に行うとともに、自己に
係る個人情報の開示、訂正等を請求する市民の権利に対して適
切な措置を講じなければなりません。
２　個人情報の取扱いについては、前項の条例の規定を適切に
解釈、運用するとともに、人の生命、身体又は財産を保護する
ために必要な情報を関係者間で共有するよう努めるものとしま
す。

総務課
（関係各課） 3

保有個人情報開示請求があった場合には、個人情
報条例に基づき対応
毎年度、個人情報ファイル登録書の見直しを実施
毎年度、ホームページ等において施行状況を公表

現状維持。ただし、行政機関個人情報保護法の改
正に伴い、個人情報保護条例の改正について要検
討

（市民間の情報の共有）
第８条　市民は、互いにまちづくり活動に関する情報の交換を
行い、情報の共有に努めるとともに、まちづくり活動を行うも
のは、その活動内容を積極的に公開するよう努めるものとしま
す。
２　市民は、前項の規定による情報の共有又は公開に当たって
は、個人情報の保護に十分配慮しなければなりません。

まちづくり課 2

まちづくり活動報告会を毎年開催し、まちづくり
団体（地域型・活動団体等）間の情報交換の機会
を提供
平成27年度には、「まちづくりフェスタ」を開催
し情報共有の機会を提供

まちづくり活動報告会の開催継続
まちづくりに関する市民フォーラム開催
市制等の周年事業に合わせ「まちづくりフェスタ
の開催」を検討

（参画と協働の推進）
第９条　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。

まちづくり課 2

平成26年度に「参画と協働のまちづくりガイドラ
イン」策定
平成27年度に「概要版」を作成しＰＲに活用
「まちかどミーティング」では、寸劇により参画
と協働をＰＲ

「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

自治基本条例進捗状況調査



（参画の制度）
第10条　市は、政策の立案、実施、評価及び見直し過程におけ
る参画の機会を確保するため、市民生活に重大な影響を及ぼす
ものについては、別に定めるところにより、市民に当該事項に
関する情報を提供し、意見を求めなければなりません。
２　市は、前項の規定により市民に意見を求めるときは、パブ
リックコメント、アンケート調査、公聴会の開催等適切な方法
で実施するものとします。この場合において、市民に対して十
分な情報を提供するとともに、適当な周知期間を設けなければ
なりません。
３　市民は、市に意見を提出するときは、市民間で討議を行う
よう努めるものとします。
４　市は、前項の規定による討議を促進するため、情報及び意
見交換の場の提供等を行うよう努めるものとします。

まちづくり課
（関係各課） 2

参画の手法を「参画と協働のまちづくりガイドラ
イン」で示し、全庁的な取組を推進（パブリック
コメント、アンケート調査等）
まちづくり推進審議会において市民の意見を聴取

「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
職員研修開催
まちづくり推進審議会開催

（審議会の運営）
第11条　執行機関は、審議会等の委員の選任に当たっては、市
民の多様性に配慮した委員構成に努めるとともに、原則として
委員の全部又は一部を市民から公募するものとします。
２　執行機関は、審議会等の会議について、法令等に定めのあ
るものを除き、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ものとします。

まちづくり課
（関係各課） 2

委員を公募する割合、会議を公開する割合は上昇
委員公募　　Ｈ26：41％　→　Ｈ28：47％
会議公開　　Ｈ26：68％　→　Ｈ28：75％
会議録公開　Ｈ26：77％　→　Ｈ28：81％

「参画と協働のまちづくりガイドライン」による
啓発継続
職員研修開催7/6(木)直田春夫先生

（住民投票）
第12条　市長は、市政に関わる重要事項について、直接住民の
意思を確認するため、議会の議決を経て、住民投票を実施する
ことができます。
２　住民投票に参加できる者の資格その他の住民投票の実施に
必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に定めるものとしま
す。
３　市長及び議会は、住民投票の結果を尊重しなければなりま
せん。

（関係各課） ―

事例が生じた時点で対応
（参画と協働のまちづくりガイドラインに規定）

―

（住民投票の請求及び発議）
第13条　本市において選挙権を有する者は、その総数の50分の
１以上の者の連署をもって、その代表者から、住民投票実施に
関する条例の制定について市長に請求することができます。
２　市長は、前項の規定による請求があったときは、住民投票
実施に関する条例を議会に提出しなければなりません。
３　議員は、議員の定数の12分の１以上の者の賛成を得て、ま
た、市長は必要に応じ、住民投票実施に関する条例の制定につ
いて発議することができます。
４　市長は、前２項に定める条例が可決されたときはこれを実
施しなければなりません。

（関係各課） ―

事例が生じた時点で対応
（参画と協働のまちづくりガイドラインに規定）

―



（地域自治協議会）
第14条　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（以下「地域自治協議会」といいます。）を一に
限り設立することができます。
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。
５　地域自治協議会に関して必要な事項は別に定めるものとし
ます。

まちづくり課 2

平成29年度からモデル事業実施（２地区）
モデル事業において一括交付金を活用した事業を
実施

本格実施に向けた制度設計確立
地域自治協議会条例（仮称）の必要性について検
討

（市民公益活動）
第15条　市は、自発的かつ自主的に行われる非営利かつ公益的
な市民団体の活動（以下「公益活動」といいます。）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。

まちづくり課 2

市民提案型まちづくり実践補助事業により、市民
団体等の公益的活動を支援。平成23年度から平成
28年度までの実績
団体数：25団体　補助金：11,648,000円

市民提案型まちづくり実践補助事業の継続及び、
本事業活用団体の活動に関する追跡調査実施

（市民の権利）
第16条　市民は、市政に関する情報の開示を請求する権利及び
市政に参画する権利を有します。
２　市民は、自ら考え行動するため、生涯にわたって学習する
権利を有します。

（関係各課） ―

第５条、第６条、第34条の推進により担保

（市民の役割及び責務）
第17条　市民は、自らが自治の主体であることを自覚し、互い
に尊重し、助け合うとともに、協働による自治の推進に努める
ものとします。
２　市民は、自治の推進に当たっては、次世代にも配慮し、持
続可能な地域社会を築くよう努めるものとします。
３　市民は、市政運営に関し、市が市民の信託に的確に応えて
いるか注視するよう努めるものとします。
４　市民は、前条第１項に定める権利の行使に当たっては、自
らの行動及び発言に責任を持たなければなりません。

まちづくり課
（関係各課） ―

第14条、第15条の推進により担保 「参画と協働のまちづくりガイドライン」による
啓発継続
地域自治協議会及び市民公益活動推進

（事業者の役割及び責務）
第18条　事業者は、前条に規定する役割及び責務を有するほ
か、自らの社会的責任を認識し、環境及び市民生活に配慮した
事業活動を推進するとともに、公益活動等への積極的な参加及
び支援を行うよう努めるものとします。

まちづくり課
（関係各課） ―

第14条の推進により担保 「参画と協働のまちづくりガイドライン」による
啓発継続
地域自治協議会推進

第２節　議会
第19条から第22条 ― ― ― ―

（市長の役割及び責務）
第23条　市長は、市の代表者として、市民の信託に応え、市民
福祉の向上のために権限を適正に行使するとともに、この基本
条例に定める基本理念及び基本原則にのっとり、公正かつ誠実
に市政運営を行わなければなりません。

― ― ― ―



（市職員の責務）
第24条　市職員（以下「職員」といいます。）は、全体のため
に働く者として、法令を遵守し、市民の立場に立って創意工夫
し、公正で誠実かつ効率的に職務を遂行しなければなりませ
ん。
２　職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めな
ければなりません。
３　職員は、自らも市民であることを自覚し、積極的に地域活
動等に参加するよう努めなければなりません。
４　職員は、地域の課題解決に向け、必要に応じて市民と市と
の意思疎通を図るための役割を担うよう努めなければなりませ
ん。

まちづくり課
総務課 2

庁議等の設置及び組織に関する規程で定める地域
対策委員として地域の課題解決に取り組む。
地域に飛び出す公務員を応援する首長連合への市
長の参加及び首長サミットに参加した職員による
研修報告会開催（毎年度実施）
自治基本条例に関する職員研修開催（平成29年度
開催）

地域対策委員制度について、全地区において持続
可能なものとするための制度変更検討
職員研修開催
地域に飛び出す公務員の活動支援

（総合計画）
第25条　市長は、この基本条例で定める基本理念及び基本原則
に基づき、市の最上位計画として、基本構想、基本計画及び行
動計画により構成される総合計画を策定し、総合的かつ計画的
な市政を運営するものとします。
２　市長は、総合計画の策定、見直し及び進行評価に当たって
は、市民の意見を適切に反映するため、広く市民の参画を得る
ものとし、基本構想については、別に条例で定めるところによ
り、議会の議決を経るものとします。
３　執行機関は、個別政策分野に係る計画を策定するときは、
総合計画との整合を図るものとします。
４　市長は、総合計画について市民への周知を図り、その進行
管理を適正に行うとともに、社会情勢に十分配慮し、必要に応
じて見直しを図らなければなりません。

次世代創生課 2

Ｈ19.9に基本構想を議決・策定、Ｈ25.2に後期基
本計画を策定、毎年度行動計画を策定
毎年度まちづくり市民アンケートを実施し、まち
づくり指標の継続調査を実施
まちづくり指標に基づき、総合計画の検証を実
施。Ｈ28年度に担当課による中間評価を実施
総合計画の進捗状況等について、ふるさと経営推
進市民会議で検証・報告を実施

基本構想・後期基本計画が平成30年度で終期を迎
えることから、市民参画を得て、次期総合計画を
策定

（説明責任）
第26条　市は、市政運営における公正を確保し、透明性を向上
させるため、政策及び計画の立案、実施、評価及び見直しの各
段階における過程及び結果について市民に分かりやすく説明す
るものとします。

都市経営部 2

審議会等での審議内容のＨＰ等における公表
パブリックコメント等による策定段階で意見募集
一部の計画等においては、指標等の把握や検証、
見直しが未実施

指標等の継続調査、審議会等での検証等が実施さ
れ、当該内容がＨＰ等で公表されているか調査・
把握し、必要に応じて改善・指導を実施

（応答責任）
市は、市民からの意見、要望、提案等に対し、迅速かつ適切に
対応するものとします。

秘書広報課
（関係各課） 2

広聴管理システムを導入し進捗状況を把握すると
ともに、同システムを用いて対応状況や回答内容
について情報を共有している。なお、受付後２日
以内に要望者本人に連絡をとることとし（ファー
ストアクション２日以内）、原則として概ね１週
間以内に回答することとしている。

引き続き、「ファーストアクション２日以内、回
答１週間以内」を実践するとともに、当該ルール
の周知を図る。
各町区長、町内会長、自治会長からの要望書＝ま
ちづくり課で管理
上記以外の要望書＝秘書広報課で管理

（行政組織）
第28条　市は、市民に分かりやすく、簡素かつ機能的な組織を
編成するとともに、組織相互の連携が適切に行われるよう努め
なければなりません。

総務課 3

平成27年度に組織改編を行い、現体制を維持しつ
つ臨時又は特別の事務事業に関して臨機に対応し
てきた。

現状維持。ただし、今後も情勢に応じた組織とな
るよう適宜対応していく。

（人事政策）
第29条　市長は、職員と組織の能力が最大限に発揮できるよ
う、職員の適切な任用及び配置に努めなければなりません。
２　市は、職場環境づくりに取り組むとともに、研修の充実及
び人事考課制度の有効活用を図ることにより、職員の能力を向
上させ、多様化する市民ニーズ及び地域課題に対応できる人材
育成を図らなければなりません。

総務課 3

定員管理計画に基づき、職員の適切な任用及び配
置に努めている。また、職員研修計画に基づき、
計画的に研修を実施するとともに、人事評価制度
の活用により、職員の能力向上と人材育成に努め
ている。

現状維持



（政策法務）
第30条　市は、自主的かつ自律的な市政運営を行うため、法令
等の適切かつ自主的な解釈及び運用のもと、条例、規則等を制
定する権限を行使するものとします。

総務課 3

法令等の適切かつ自主的な解釈及び運用を図るた
め、職員研修計画に基づき、毎年度、政策法務研
修に派遣するなど、職員の能力向上に努めてい
る。

現状維持

（法令遵守及び公益目的通報）
第31条　市は、市政運営の透明性の向上を図るとともに、公正
な職務の執行を確保するため、法令遵守制度について必要な措
置を講ずるよう努めなければなりません。
２　市長は、市政運営上の違法行為及び公益の損失を防止する
ため、職員の公益目的通報に関する制度について必要な措置を
講ずるよう努めなければなりません。

総務課 2

職員の法令遵守については、服務規程や依命通
知、通達等により、公正な職務の遂行の確保を
図ってきたところであり、公益目的通報について
は、平成28年に西脇市公益通報の処理に関する規
則を制定し、運用しているところである。

職員の倫理規範となる例規整備を検討中である。

（行政手続）
第32条　市は、市民の権利利益を保護するため、別に条例で定
めるところにより、処分、行政指導及び届出に関する手続に関
し、公正の確保及び透明性の向上を図らなければなりません。

総務課 3

西脇市行政手続条例により適宜対応。また平成28
年には一部改正を行い、市の機関が行う行政指導
にも対応した。

現状維持

（危機管理）
第33条　市は、安全で安心な市民生活を確保するため、常に災
害等の不測の事態に備えるとともに、的確に対応するための体
制を整備しなければなりません。
２　市は、災害等の発生時には、市民及び関係機関と連携し、
速やかに状況を把握し、的確に対処しなければなりません。
３　市民は、災害等の発生時には、自らの安全を確保するとと
もに、果たすべき役割を認識し、相互に協力して対処しなけれ
ばなりません。

防災安全課 2

地域防災会議を開催、地域防災計画を見直し。
地域防災計画に基き、災害等の発生時の体制整備
を実施。
H28 総合防災訓練を開催、市と関係防災機関、市
民との連携強化。
H28 市民防災ガイドを作成し全戸配布。災害発生
時の市民の安全確保のための周知を実施。
各地域で実施される自主防災訓練に参加。

災害発生時の市の更なる体制強化。
自主防災訓練への参加と、市民の安全確保の方法
を普及啓発。

（生涯学習）
第34条　市は、市民の多様な学習活動を支援し、市民主体のま
ちづくりを推進するため、生涯にわたって学習する機会を提供
するよう努めるものとします。 生涯学習課 2

「いつでも、どこでも、だれでも」生涯にわたっ
て学ぶことのできる生涯学習の実現に向けて、個
人の教養や趣味を深め、生活の質を高めるための
生涯学習講座、公民館講座等を幅広く開催し、多
様なニーズに応える学習環境の整備に努めてい
る。

市民ニーズに対応した学習プログラムを提供する
ために、受講生等に対し、適時アンケート調査を
実施し、講座等に対する意識・要望を把握する。
また、大学などの教育機関、民間企業等の人材と
連携して、気軽に取り組むことのできる学習機会
の創出を図っていく。

（財政運営の基本方針）
第35条　市長は、総合計画を実現するための財政計画を定める
とともに、行政評価を踏まえ、財源を効率的かつ効果的に活用
し、健全な財政運営を行わなければなりません。

財政課 3

事業に優先順位を付け、「選択と集中」により財
源を効率的かつ効果的に活用している。

引き続き「選択と集中」により財源を効率的かつ
効果的に活用していく。

（予算編成、執行及び決算）
第36条　市長は、予算の編成及び執行に当たっては、この基本
条例及び総合計画を踏まえ、最少の経費で最大の効果を発揮で
きるよう努めなければなりません。
２　市長は、予算の編成方針を明らかにするとともに、予算及
び決算について分かりやすく公表しなければなりません。

財政課 3

市の主要な事業等を市民の方に知っていただくた
め、平成29年度「わかりやすい予算説明書」を作
成するとともに、ホームページ等で公表してい
る。

引き続き「選択と集中」により財源を効率的かつ
効果的に活用していくとともに、予算等について
分かりやすく公表することに努める。

（財産管理及び財政状況の公表）
第37条　市長は、市が保有する財産の適正かつ計画的な管理及
び運用に努めるとともに、予算の執行状況並びに財産、地方債
及び一時借入金の現在高その他財政に関する状況について、分
かりやすく公表しなければなりません。

財政課 3

予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入
金の現在高その他財政に関する状況について、毎
年２月と８月に「財政事情」を発行している。

引き続き「財政事情」を発行し、分かりやすく公
表することに努める。



（行政評価）
第38条　市長は、効率的かつ効果的な市政運営を図るため、行
政評価を行うよう努めるとともに、行政評価に関する情報を分
かりやすく公表しなければなりません。
２　市長は、前項の規定による行政評価の実施に当たっては、
必要に応じて市民等が参画する外部評価を実施するものとしま
す。

財政課 2

終期を迎える補助金等について、他部署の職員に
よる事務事業評価を行い、その評価結果を公表し
ている。

外部評価の導入に向けて、先進自治体の事例研究
及び視察を行う。

（国及び県との連携）
第39条　市は、自律した自治体として国及び兵庫県と対等な立
場で、適切な役割を担いながら、連携して自治の推進に努める
ものとします。

関係各課 ―

適切な役割を担いながら適切に対応できている。 今後も継続する。

（他の自治体等との連携）
第40条　市は、共通する課題を解決するとともに効率的、効果
的な行政運営を行うため、他の自治体等と積極的に連携するも
のとします。

関係各課 ―

適切な役割を担いながら適切に対応できている。 今後も継続する。

（国際及び国内交流）
第41条　市民及び市は、平和と人権を重んじる国際社会の一員
であることを自覚し、環境や経済、文化、教育など各分野にお
いて、国内及び海外の自治体、市民団体等との交流及び連携に
努めるものとします。

秘書広報課 2

友好都市である富良野市とは、「北海へそ祭り」
「へその西脇・織物まつり」「子午線マラソン大
会」において、相互に職員を派遣するとともに、
市民ツアーを開催し、教育・文化・スポーツなど
さまざまな分野で積極的に交流を深めている。姉
妹都市であるアメリカ・ワシントン州レントン市
とは、西脇市国際親善交流協会と協力しながら、
毎年中学生使節団を相互に派遣することに加え、
概ね５年に１度、市民使節団を派遣することによ
り積極的に異文化交流を深めている。
また、西脇市国際親善交流協会では、国際理解を
深めるための在住外国人とのふれあい交流や、に
ほんごきょうしつを運営しており市民の国際理解
や国際性の向上を喚起している。

今後とも市民等の派遣を通じて、富良野市及びレ
ントン市との交流を深めていく。
また、2020東京オリ・パラにおけるオーストラリ
ア卓球チームの事前合宿招致が決定すれば、国際
親善交流協会と連携を図りながら、チームを支援
するほか、異文化交流にも努める。

（条例の位置付け）
第42条　この基本条例は、本市における自治についての基本規
範であり、市民及び市は、この基本条例を遵守しなければなり
ません。
２　市は、他の条例、規則等の制定、改正及び廃止に当たって
は、この基本条例の趣旨を尊重し、整合を図らなければなりま
せん。

まちづくり課
（関係各課） 2

まちづくり推進審議会開催
職員研修開催

まちづくり推進審議会において検証
職員研修開催

（条例の運用及び見直し）
第43条　市長は、この基本条例を適正に運用するとともに、社
会情勢の変化等に応じ、適切な時期に検討を行い、その結果に
基づき見直し等の必要な措置を講ずるものとします。
２　市長は、前項の規定による検討等を行うに当たっては、市
民の参画を得るものとします。

まちづくり課
（関係各課） 2

全庁的な推進状況について平成28年度までは「ふ
るさと経営推進市民会議」で進捗を報告し、市民
の御意見を運営に反映

平成29年度からは、まちづくり推進審議会で審議
し、必要に応じて見直し等について諮問


