
第２回西脇市まちづくり推進審議会次第 

○平成26年10月６日(月) 午後７時00分から

○西脇市生涯学習まちづくりセンター

２階 会議室２ 

１  開  会 

２ 市民憲章朗唱 

３ 協議等 

⑴ まちづくり活動審査部会審査報告について

⑵ 西脇市参画と協働のまちづくりガイドラインの検証結果について

⑶ 西脇市参画と協働のまちづくりガイドラインの見直しの方向性について

⑷ その他

４ その他 

今後の予定について 

⑴ 第３回 西脇市まちづくり推進審議会

と き  平成26年11月頃 

ところ  西脇市生涯学習まちづくりセンター 

⑵ まちづくり活動審査部会

① 地区まちづくり実践補助事業及び市民提案型まちづくり事業の後期審査

と き  平成26年10月29日（水）19：00～

ところ  西脇市生涯学習まちづくりセンター２階 会議室２

５ 閉  会 

わたしたち西脇市民は 
一 明朗で誠実な人になりましょう  
一 健康で明るい家庭をつくりましょう 
一 支えあい住みよいまちをつくりましょう 

一 自然を愛し豊かな心を育てましょう 
一 青少年の夢と希望を育てましょう 

西脇市民憲章 



団体・事業名・事業期間・事業費 事業目的 活動内容 事業効果・今後の展開 特記事項

団体名：西脇地区コミュニティ活動
推進協議会
事業名：西脇地区コミュニティ活動
推進協議会事業（前期分）
実施期間：H26.４.１～H26.９.30
事業費：430,440円
交付要望額：160,000円

　区民によるコミュニティ活動を推進し、新しい地
域的な連帯感に支えられ、近隣社会をつくるため
に、コミュニティ活動を展開する。

①総務部会
　コミセンだよりの発行・コミセンかわら版の発
行
②文化部会
　料理教室（２回）
③体育部会
　うきうきのびのび健康体操（月４回）
④環境保全部会
　花のあるまちづくり（あいさつ橋花植え）
⑤事業運営委員会
　精霊ながし

事業効果
　コミュニティ活動の展開により、地域内の
住民相互の交流を深めることができる。「と
んど焼き」や「精霊流し」など、日本の伝統
行事を実施することで、若い世代に引き継ぐ
ことができるとともに、世代間交流の場とも
なる。
　また、高齢化率が市内ワースト１位の地区
であることから、グラウンドゴルフ大会、う
きうきのびのび健康体操を通じ、区民の健康
づくりや介護予防の一助となり得る。

今後の展開
　文化・体育及びレクリエーション活動のま
すますの充実と明るい地域づくりを行う。

団体名：西脇区まちづくり委員会
事業名：西脇区まちづくり計画実践
活動事業（前期分）
実施期間：H26.４.1～H26.９.30
事 業 費：943,860円
交付要望額：662,000円

　自分たちの住む地区を少しでもよくするために策
定した西脇区まちづくり計画の実現に向け、小さな
ことでもできることから始める。そして、活動を通
じて、希薄化していくコミュニティの再生と安全で
安心して住めるまちづくりを目指す。

①全体会
　童子山公園整備、コミセンひろば整備など
②地区整備部会
　童子山公園内の案内看板、ふれあい交流館の高
齢化対策
③生活・情報部会
　あいさつ運動、しばざくら花壇の作成
④環境部会
　童子山わらべ滝周辺整備、花植え、童子山ス
ケッチ、犬のフン対策など

事業効果
　小さなことでもできることから始めること
で、「自分たちのまちは自分たちの手でよく
していく」という自立の精神と協働の中での
コミュニティの重要性を育む。

今後の展開
　計画実現に向け、できることから少しずつ
進めていくことで、区民ひとりひとりがまち
づくりに対しての達成感や充実感を共有でき
ることを目標とします。

　童子山公園整備に関しては、
市の財産である童子山を区民の
手で美しくすることにより、区
民をはじめ市民に身近に感じて
もらい、自然に触れられる場・
憩いの場・安らぎの場になるこ
とを目指しています。市のシン
ボルとも言える童子山整備に関
しては、全額市補助金を要求し
ます。

団体名：活き生きＴＵＭＡ協議会
事業名：活き生きＴＵＭＡ協議会事
業
実施期間：H26.4.1～H27.3.31
事業費：748,000円
交付要望額：403,000円

　自然に恵まれた環境を守り育て、住民が安全・安
心で住み続けたいと思えるまちづくりを目指す「地
区まちづくり計画」の実現に向けて事業を展開す
る。

①全体会
　天神池鯉のぼり揚げ、都麻乃郷あじさいまつ
り、西脇子午線マラソン「へその市」出店
②あじさいクラブ
　あじさいの苗の育成・植栽
③広報研修部会
　広報紙発行（年３回）、講演会
④生活環境部会
　クリーン作戦、防災講習会
⑤文化体育部会
　八日山つつじ花見登山、都麻の里ウォークラ
リー、八日山登山道整備（毎月第３日曜日）

事業効果
　安全・安心のまちづくりの推進
　住民の連帯感の醸成
　地域の活性化

今後の展開
　区長会等からの補助金を柱にしながらも、
活動の中で財源を生み出す工夫をしつつ、よ
り活発な事業展開を図っていきたい。

団体名：サンパル日野の会
事業名：サンパル日野の会事業
実施期間：H26.4.1～H27.3.31
事業費：815,000円
交付要望額：300,000円

　日野地区住民の交流を豊かに広げ、安全で明るい
コミュニティの形成を図る。

①広報紙発行（毎月１回）
②日野の里フェスタでのソーラーカー、ロボット
の実演　等
③日野地区ゴミ０の日、駅伝コー美化作業
④子どもとまちの安全活動
⑤地蔵一本桜管理
⑥ハイキング
⑦腰痛予防体操
⑧元旦遥拝登山
⑨青少年健全育成講演会
⑩盆踊り大会
⑪交流文化祭
⑫心肺蘇生講習会
⑬講談落語の会

事業効果
・まちづくりへの住民の主体的な参画を推進
・安全・安心のまちづくりを推進
・地域住民の連帯感を醸成

今後の展開
・自主財源の範囲で事業を実施しつつ、他の
財源を求める。

地区まちづくり実践補助事業企画書概要一覧表
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団体・事業名・事業期間・事業費 事業目的 活動内容 事業効果・今後の展開 特記事項
地区まちづくり実践補助事業企画書概要一覧表

団体名：よいとこちがうか日野の里
推進委員会
事業名：よいとこちがうか日野の里
推進委員会事業
実施期間：H26.4.1～H27.3.31
事業費：828,400円
交付要望額：483,000円

　日野地区区長会をはじめ、日野地区内の多様な団
体、グループ等が連携・協力し、日野地区住民の誰
もが、安心・安全で暮らしやすいまちづくりを推進
するため、必要な事業を実施する。

農業体験交流
　日野小学校の児童を対象に、農業体験を実施
日野の里ふれあいフェスティバル
　サンパル日野で活動する団体・グループを中心
に、書、絵画等の作品展や舞台発表、人権講演会
等を開催
桜保全事業
　日野地区のシンボルである「日野の郷地蔵一本
桜」及び日野地区内の桜の保全と桜まつりの開催

事業効果
　地区内の各種団体が連携・協力して活動す
ることにより、地域コミュニティの活性化を
図るとともに、自分たちの地域は自分たちで
守るという意識が広がることにより地域自治
の推進が期待できる。

今後の展開
　地域のまちづくり活動において、コミュニ
ティビジネス的な手法を用いることにより、
持続可能な活動を展開する。

　桜保全事業の材料費について
は、地域住民の労力提供により
実施する事業であるため、全額
の補助をお願いする。

団体名：重春まちづくり協議会
事業名：平成26年度重春まちづくり
協議会事業
実施期間：H26.4.1～H27.3.31
事業費：143,889円
交付要望額：95,000円

　重春地区のシンボルである長明寺の『頼政まつ
り』と矢筈山を今後ともまちづくりの中心に据えて
続けることが重春地区住民の願いであり継続するこ
ととする。

　重春地区住民を対象として、歴史の誇りを持っ
てもらいたいと考えます。『頼政まつり』の弓道
演武は、それを知っていただく機会と考えており
ます。また、矢筈山整備は、安全管理上必要な整
備を行ないます。

事業効果
　シンボルである両事業を行なって、重春地
区の良さを実感していただくことができま
す。

今後の展開
　今後とも続けていきたいし、地区住民の
方々に歴史の重みを感じていただけると考え
ます。

　材料費部分については、全額
の補助をお願いしたいと考えま
す。

団体名：野村地区まちづくり推進協
議会
事業名：平成26年度まちづくり事業
実施期間：H26.4.1～H27.3.31
事業費：3,210,000円
交付要望額：1,348,000円

　「野村地区まちづくり推進計画」を基に、住民全
員が一致団結し、安心・安全、またお互いに励まし
あい隣人とのコミュニケーションがとれるまちづく
りを心がけ、文教地区として誇れる「心かよいあえ
る美しいまち」に向け努力していく。
　また、西脇市の玄関口として、JR西脇市駅を中心
に東側には国道175号が走っており、交通の便はとて
もよく、西側では商業施設とともに、新しい住宅の
開発が進んでいる。さらにまちづくりの推進に不可
欠な学校施設が集中しており、市内だけでなく県内
各地から若い力が集まっており、西脇市の縮図とい
える環境が整い、平成27年度には茜が丘複合施設が
完成予定で、これまで以上の人口の集中が期待され
ます。
　これまでの諸先輩方が築いてきた発展を無駄にす
ることなく、数々の行事、イベント、サークル活
動、ボランティア活動を通じて、人と人のつながり
による心の交流をはじめ「和をもって貴しとなす」
の精神をモットーに、まちづくりの礎を築くことを
最大の目標、目的に掲げています。

　対象者は、子どもから高齢者まで、野村地区の
方々で、一同に会しての行事・イベント
　毎年開催事業として、球技大会（ソフトボー
ル、バレーボール）、花いっぱい運動（年２回実
施）、文化祭、夏まつり、秋まつり、市駅前のイ
ルミネーション、野村地区ふれあいいきいきサロ
ン
　２年に１回開催事業として、運動会、防災訓練
　各種サークル活動として、詩吟の会、パソコン
教室、気功、木工クラブ、毛筆サークル、野々華
の会

事業効果
①各種の活動を通じて、お互いの連帯感と意
識の高揚を図る。
②各種団体との協働とボランティア活動に
よって世代間を超えた親睦と調和と交流を行
なう。
③各種活動を通じて、地域住民とのつながり
を保ちながら、コミュニケーションの大切さ
をみんなで考えて、和を育成して伴となすこ
とができるよう、支えあう心とともに共助の
精神が芽生えてくる。

今後の展開
①今後もまちづくり事業の継続はもとより、
常に前向きの姿勢で担当の方々で終わるので
はなく、地域住民全体が協力・調整・調和す
るように努力する。
②みんなが楽しみながら喜んで参加・活動い
ただけるような事業を展開する。
③各種団体が実施している活動や行事・イベ
ントをお互いが認め合い連携を取り合って調
整し、協働する。このことが一番のまちづく
りの基本理念であると考えている。
　このことを継続することによって、みんな
の関心とより良い理解が得られと思う。

　平成27年度の茜が丘複合施設
の完成、また、重春・野村地区
交流推進委員会が活動中であ
り、新たな事業を実施する段階
に入っている。
　現在、世帯や人口が急激に増
加しているが、高齢者の割合も
年々増加の一途をたどっている
のが現状。そこで、地域の活性
化には、温故知新、高齢者の知
恵と経験を基に若年層の方々の
力を結集し、中心となり進めて
いくのが最良と考えます。
　また、学園地域という特色も
表現しながら、考慮するところ
です。毎々課題となるボラン
ティア精神を養生し、メンバー
をいかに作れるかが最大の課題
といえます。
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団体名：芳田ふれあい会議
事業名：芳田地区まちづくり推進事
業
実施期間：H26.4.1～H27.3.31
事業費：1,142,000円
交付要望額：555,000円

　「芳田地区まちづくり計画の提案書（平成18年度
版）」を実践推進するため、西脇市と芳田地区住民
が協働して、住民自らが明るく心のふれあう芳田の
里づくりに向けた活動・推進を展開してきた。
　芳田地区の将来を見据え、これまでのコミュニ
ティ事業等の継続及び強化を図りながら、新たな事
業への取組も行なっていく。

芳田地区住民を対象に、次の事業を行なう。
　2014芳田ふれあいまつり（10月）、芳田の里花
いっぱい事業（通年）、芳田ふれあい直売所・ふ
れあいコーナー運営（通年）、芳田さくらまつり
（4月）、芳田クリーン作戦（8月ほか）、芳田地
区防災訓練（2月予定）、子ども見守り活動の推進
（通年）、芳田地区防犯に係る講演会（9月予
定）、芳田街道桜並木ライトアップ（5月）、芳田
街道イルミネーション（11月～1月）、芳田ふれあ
いハイキング（10月予定）、芳田ふれあいスポー
ツフェスティバル（7月）、角尾山登山道の整備
（11月予定）、桜並木の整備（9月～10月）〈新
規〉地域の自然を守る事業（ｷﾞﾌﾁｮｳ･ﾎﾀﾙの里）（5
月～7月）〈新規〉、芳田ふれあいカレンダー作成
（2月～3月）、芳田ふれあい会議・各部会の開催
ほか

事業効果
　交流事業を通して、地区コミュニティの推
進を図る。「安全・安心なまちづくり」をは
じめ、「花のある芳田の里づくり」、「地区
内の多世代間の交流拠点づくり」並びに「地
域の自然を知る・守る」などの事業展開によ
り、住民自らが明るく心のふれあう地域づく
りの効果・広がりが期待できる。

今後の展開
　心のふれあうまちづくりを目指すととも
に、芳田地域ならではの事業展開を継続し、
芳田地域の元気度を伝える。また、地域の人
口は減少傾向にあり、企業も少ないことか
ら、自主財源の確保が困難な状況にある。財
源工夫を考える必要があるが、現行の高齢化
社会や各町単位の財源も厳しい現状を考える
と難しい。
　また、本年度は角尾山登山道の整備や地域
の自然を守る新規事業を計画しており、本年
度の事業等を展開していくには、行政の継続
支援が必要不可欠となっている。

　各種事業において、住民参加
を広く求めながら、財源の一部
を負担願っているが、大きな負
担は求められない。
　企業等が少ない芳田地区は、
各種の事業に向けた自主財源の
確保が大きな課題であり、現行
では行政の支援が事業展開を左
右する。

　こみせん比也野を活動拠点とし、事業を通じて、
このまちで楽しく生き生きと安心して暮らしていけ
るまちづくりを目指す。
　企画部では、「比也野よってけライブ」をきっか
けに、地域住民交流の場を提供。「へそでちゃ」の
ＰＲと利用増進を図る。
　美化交流部では、子どもたちが主役で参加できる
事業を実施し、世代を超えたつながりを深める。日
本の伝統行事を続けていく活動をする。
　喫茶部・物販部では、地域の方々の憩いの空間づ
くりとコミュニケーションの場となるサービスと季
節感あふれる「ふるさとの味」の提供。生活必需品
など買物困難者の生活支援を行なう。
　観光事業部では、フリーマーケットを開催し、ご
みの減量と資源の再利用、地域の人々のコミュニ
ケーションの場づくりと活性化を目指す。
　歴史文化部では、比延地区の歴史を講談という形
で発信。地域の方から情報を得て歴史書に載ってい
ないような出来事等を発掘。地域住民と世代を超え
て交流を深め、地域活性化の一端を担う。
　広報部では、「みんなで歌おうクリスマス」を企
画し、子どもから年配者までが世代を超えて集い、
親交を深め、元気な人づくり、活気あるまちづくり
を目指す。
　こみせん事業として、高齢者の交流を目的に様々
な教室やサークル活動を展開。事業にかかるボラン
ティアさんがやりがいを持って活動できる環境を整
る。インターネットを利用して交流やＰＲ活動を行
い、若い世代にも活動に興味を持ってもらう。
　比也野まつりとして、こみせん比也野で、地区内
すべての団体が結集し、盛大に行なう。地区内小学
校・中学校の参加と協力、地域全体で楽しめる場と
する。

団体名：ええまち比也野里（比延地
区まちづくり協議会）
事業名：ええまち比也野里事業
実施期間：H26.4.1～H27.3.31
事業費：1,861,500円
交付要望額：864,250円

　事業の対象は、地区内外、西脇市内外
　企画部では、「よってけライブ」を年４回開催
　美化交流部では、秋の交通安全週間啓発とし
て、地区内３か所で千成瓢箪と冊子を配布、比延
幼稚園児とのサツマイモ栽培、とんど祭りを実施
　喫茶・物販部では、喫茶サロンを地域の交流の
場として提供、惣菜・定食、日用品の販売や住吉
町・中畑町へのお届けサービス実施
　観光事業部では、日本へそ公園でフリーマー
ケットを実施。100店前後の出店を予定
　歴史文化部では、講談師の旭堂南海氏による比
延地区の歴史講談の会を開催
　広報部では、西脇東中学校音楽部の合奏やええ
まち比也野里有志によるバンド演奏や余興などで
構成するみんなで歌おうクリスマスを開催
　コミセン事業として、各種教室（パソコン教
室、YOU・MEコーラス、お針箱の会、園芸教室、囲
碁教室、フォークダンスの会）の運営管理を実施
　比也野まつりとして、「ええまち比也野里」に
なり初めての比也野まつりを盛大に行なう。地域
の協力団体・小中学校の協力により11月３日に開
催。地区のまちづくり事業が大きく広まる内容に
する。

事業効果
　企画部は、「よってけライブ」が住民のみ
なさんにも定着し、交流の場となっている。
また、「へそでちゃ」の利用につながるとと
もに、地区の活性化に繋がっている。
　美化交流部は、地域内での信頼関係と防犯
や事故防止にもつながる。
　喫茶・物販部は、地元の食材を見直し、生
産者のやりがいにつながる。また、喫茶サロ
ンで地域の方の絆づくりにつながる。
　観光事業部は、家庭での不用品のリサイク
ルと地域の認知度アップにつながる。
　歴史文化部では、地域への愛着を高めるこ
とができる。
　広報部は、地域の一体感の強化に役立って
いる。
　コミセン事業は、趣味や習い事を通してコ
ミュニケーションを図ることができる。また
社会貢献を目指すボランティアとしての資質
向上を図る研修を行なうことで、やりがいを
もって活動に参加できる。
　また、比也野まつりは、地区のイベントと
して地域の絆を深め、楽しめる場が提供でき
る。

今後の展開
　「つながるまち比也野」をめざし、次の世
代へ引き継げるよう、コミセンの収益事業を
しっかりと確立し、それぞれの立場の方がや
りがいをもって活動できるように継続してい
く。比延地区の特徴を活かしこの地区に合っ
たまちづくりを進めていきたい。

（美化交流部）
　交流事業の裾野を広げ、安
全・安心な比延地区にしていき
たい。子どもたちとの交通安全
運動はドライバーのみなさんに
も大変好評です。
（歴史部・広報部）
　これまで比也野里まちづくり
委員会が中心になり活動してき
たイベントはすっかり定着して
おり、毎回盛況で続けていきた
い活動です。クリスマス会や歴
史講談、フリーマーケット、キ
クイモの栽培と販売を今後も行
い、宣伝活動を積極的に進めて
いきたいと考えます。たくさん
の方々に楽しんでいただけるよ
う鹿野町公民館を借りて実施す
る予定です。
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団体・事業名・事業期間・事業費 事業目的 活動内容 事業効果・今後の展開 特記事項
地区まちづくり実践補助事業企画書概要一覧表

団体名：黒田庄地区まちづくり住民
会議　福祉生活部会
事業名：黒田庄地区住民主体運行
「つくしバス」事業
実施期間：H26.4.1～H27.3.31
事業費：3,140,000円
交付要望額：3,010,000円

　平成21年度から運行されてきた市コミュニティバ
ス「つくしバス」が平成23年度９月末をもって運行
を終了することとなった。
　終了後は、黒田庄地区と津万地区がバス空白地域
となってしまうため、黒田庄地区まちづくり住民会
議が主体となって、黒田庄地区の住民ボランティア
による「つくしバス」を運行し、高齢者を中心とし
た交通弱者の移動手段を自らの手で維持・確保しよ
うとするものである。

　主に高齢者など、日常の移動に不便を来たす方
を対象に、月・水・金曜日の週３日間、黒田庄地
区から西脇病院を結ぶ３つのルートを１日３往復
している。
　運行車両については、８人乗りワゴン車２台を
黒田庄地区まちづくり住民会議で購入して運行
し、運転も地元の住民の方に務めていただいてお
り、まさしく地域でつくる、地域に根ざした運行
としている。
　運賃については、現在は、収受せず無料での社
会実験的な運行をしている。

事業効果
◇いずれの便も商業施設、病院など、主要施
設を通るルート設定とし、高齢者などの交通
弱者の買物、通院などの移動手段を確保でき
る。
◇高齢者の外出を促進することで、自立した
生活の維持や元気づくりにもつながる。
◇運営のすべてを地域住民が担うことによ
り、参画と協働の実践の場となり、地域の絆
がさらに強まるとともに、市が推進する「参
画と協働」のモデルケースとなる。

今後の展開
　バス運行を切り口として、ＮＰＯ法人を設
立し、運賃を収受できるよう、市のアドバイ
スなどもいただきながら所定の手続を行い、
自主独立運営に向けた取組を進めていきたい
と考えており、将来的に持続可能な事業展開
を目指す。

　市のコミュニティバスの運行
が終了し、住民主体運行に転換
したものであるので、相当の補
助をお願いします。

団体名：黒田庄地区まちづくり住民
会議　福祉生活部会
事業名：福祉送迎車運行事業
実施期間：H26.4.1～H27.3.31
事業費：320,000円
交付要望額：160,000円

　黒田庄地区まちづくり住民会議が主体となって、
黒田庄地区の住民ボランティアによる「福祉送迎
車」を運行し、高齢者及び障害者の生活支援及び積
極的な社会参加を容易にしようとするものである。

　西脇市黒田庄町の区域に住所を有し、かつ、居
住し、身体に支障があって、つくしバスに乗車で
きない高齢者及び障害者であって、事前に会員登
録された方を対象に、自宅から在宅福祉サービス
もしくは、介護予防事業を提供する施設又は医療
機関への送り届けのみを行なう。ただし、黒田庄
地区内の施設等を利用する場合は、自宅と施設等
の間の送迎を行なう。
　運行車両については、車椅子でも利用できるリ
フト付ワゴン車で、運転は地元の住民の方に務め
ていただいている。
　利用料は、無料としている。

事業効果
◇高齢者及び障害者の通院などの移動手段を
確保できる。
◇高齢者及び障害者の生活支援をすること
で、積極的な社会参加を容易にできる。
◇運営のすべてを地域住民が担うことによ
り、参画と協働の実践の場となり、地域の絆
がさらに強まるとともに、市が推進する「参
画と協働」のモデルケースとなる。

今後の展開
　運賃を収受できるよう、市のアドバイスな
どもいただきながら所定の手続を行い、自主
独立運営に向けた取組を進めていきたいと考
えており、将来的に持続可能な事業展開を目
指す。

団体名：黒田庄地区まちづくり住民
会議　黒っこふれあい広場利活用実
行委員会
事業名：黒っこふれあい広場管理・
イベント開催事業
実施期間：H26.4.1～H27.3.31
事業費：114,000円
交付要望額：48,000円

　黒っこふれあい広場を住民が気軽に集って、日常
的に活用できるよう管理を行なう。
　また、賑わいを呼び込むイベントを開催するな
ど、旧黒田庄町の中心部に賑わいを取り戻す。そし
て、“黒っこふれあい広場”の利活用と人の集いを
促進し、今後に継承したい。

一般市民を対象に
１　日常的に活用できるよう、芝生の整備やプラ
ンターの植栽管理
２　喜多市とあわせて黒田庄軽トラ市の開催
３　掲示板に黒田庄つうしん・チラシ・ポスター
などを掲示して情報発信

事業効果
　黒っこふれあい広場では、幼児の子守にあ
たるおばあちゃんやお母さんのコミュニケー
ションの場が期待できる。
　また、買物が楽しめる軽トラ市の開催や情
報提供など、住民に親しみの持てる場所とし
て定着することを願う。
　さらに、別途事業予定として、子どもアー
ト作品の展示で多くの人が立ち寄ってくれ
る。

今後の展開
　黒田庄地区まちづくり住民会議の黒っこふ
れあい広場利活用実行委員会が中心となっ
て、軽トラ市の開催と通常の広場修景管理を
行なう。また、地元ボランティアグループ
“きたむら夢舞台”が実施予定のフェンス利
用のアート作品を共同で継承したい。
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団体・事業名・事業期間・事業費 事業目的 活動内容 事業効果・今後の展開 特記事項
地区まちづくり実践補助事業企画書概要一覧表

団体名：黒田庄地区まちづくり住民
会議
事業名：日時計の丘公園周辺地域活
性化事業
実施期間：H26.4.1～H27.3.31
事業費：600,000円
交付要望額：100,000円

　日時計の丘公園とその周辺の施設や豊富な自然環
境を連携させ、都市と農村の交流、地域内の人々の
交流を促進させ、もって地域の活性化を図ることを
目的に事業を行う。

　日時計の丘公園を核とする周辺地域の活性化方
法について、平成24年度は兵庫県の「ふるさと自
立計画推進モデル事業」の採択を受け計画策定を
行った。
　今年度はその計画に基づき、実践トライやる事
業として、地域内外の人たちを対象に農村ワーク
ショップ、イベント、そばの栽培体験等を実施す
る。

事業効果
　恵まれた自然環境の中で都市と農村の交流
を促進する活動を展開することにより、地域
の活性化が期待できる。
　また、活動には周辺地域住民だけではな
く、黒田庄地区全体の住民の協力が必要であ
り、多くの住民の参画と協働による地域づく
りに貢献することができる。

今後の展開
　現在、活動を担う団体「ＮＰＯ法人日時計
の丘」設立されており、今後は独立して活動
を担うことになる。

団体名：重春・野村地区交流推進委
員会
事業名：重春・野村地区交流推進委
員会事業
実施期間：H26.4.1～H27.3.31
事業費：609,150円
補助要望額：609,000円

　県民交流広場事業も５年目となり、来年度の新施
設に向けて活動に努力が必要となります。そのため
の企画推進に向けて、住民交流を盛り上げる必要が
あると思っております。
　したがって、サンキュー会館の利用が多くなると
思いますのでよろしくお願いします。

　重春地区・野村地区の住民の方々により交流を
盛んにし、次の施設に関して協働で活動できるよ
うにいたします。
　基本的な事業は継続することとしますが、より
効率的な事業内容とします。

事業効果
　サンキュー会館の利用及び交流事業の活動
が常時駐在職員の設置により効率的になりま
す。

今後の展開
　次の「みらいえ」コミュニティセンターへ
の移動に有効であるとともに、両地区住民の
方々の交流が常態化できるよう努めます。

　重春・野村地区のコミュニ
ティセンター的施設の事務局人
件費として全額の補助をお願い
します。
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平成 26年８月６日

西脇市長  片  山  象  三  様

西脇市まちづくり推進審議会

会長  直  田  春  夫  

西脇市地区まちづくり実践補助事業の審査結果の答申に

ついて  

 西脇市地区まちづくり実践補助金交付規程に基づき、平成 26年度前

期申請について、平成 26年７月７日開催の当部会において審査した結

果、下記のとおり取りまとめましたので、西脇市まちづくり推進審議

会の意見として答申します。  

記

団体名 事業名 事業費 補助金額 補助率

西 脇 地 区 コ ミ ュ ニ

テ ィ 活 動 推 進 協 議

会  

体育部会 132,000 33,000 25 

事務局 36,000 12,000 50 

総務部会 90,440 45,000 50 

文化部会 44,000 16,000 25､50 

事業運営委員会 128,000 54,000 50 

合計 430,440 160,000 

西 脇 区 ま ち づ く り

委員会  

環境部会 193,000 151,000 50､100 

生活情報部会 114,100 97,000 50､100 

地区整備部会 415,560 304,000 50､100 

事務局 30,000 15,000 50 

川下神社夏祭 191,200 95,000 50 

合計 943,860 662,000 

活 き 生 き Ｔ Ｕ Ｍ Ａ

協議会  

全体会 128,000 26,500 50､100 

あじさいクラブ 70,000 60,000 100 

広報研修部会 265,000 129,000 50 

生活環境部会 35,000 12,500 50 

文化体育部会 186,000 143,000 50､100 

その他事務経費 64,000 32,000 50 

合計 748,000 403,000 
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団体名 事業名 事業費 補助金額 補助率

サンパル日野の会 会議費、事務処理費 51,000 24,000 50 

広報費 100,000 50,000 50 

日野の里フェスタ 30,000 15,000 50 

日野地区ゴミ０の日 63,000 32,000 50､60 

安全活動 20,000 10,000 50 

地蔵一本桜管理 7,000 4,000 50､60 

ハイキング 100,000 0 0 

腰痛予防体操 20,000 10,000 50 

元旦遥拝登山 80,000 17,000 50 

青少年健全育成 70,000 45,500 70 

盆踊り大会 160,000 42,500 50 

ふれあいフェスティバル 80,000 35,000 50 

心肺蘇生講習 10,000 5,000 50 

講談の会 20,000 10,000 50 

予備費 4,000 0 0 

合計 815,000 300,000 

よ い と こ ち が う か

日 野 の 里 推 進 委 員

会  

農業体験交流 30,000 15,000 50 

日野の里ふれあいフェスティバル 262,000 100,000 50 

桜保全事業 350,000 275,000 50､100 

運営費 186,400 93,000 50 

合計 828,400 483,000 

重 春 ま ち づ く り 協

議会  

頼政まつり 119,889 71,000 50 

矢筈山トレッキング 24,000 24,000 100 

合計 143,889 95,000 

野 村 地 区 ま ち づ く

り推進協議会  

まちづくり推進 620,000 205,000 25、 50 

球技大会 200,000 42,000 50 

文化祭 240,000 37,000 50 

サークル費 100,000 32,000 25､50 

長寿いきいき費 57,000 36,000 50､100 

広報 780,000 390,000 50 

花いっぱい 80,000 70,000 100 

イベント 363,000 151,000 50 

安全対策 20,000 10,000 50 

防災訓練 750,000 375,000 50 

合計 3,210,000 1,348,000 
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団体名 事業名 事業費 補助金額 補助率

ええまち比也野里 企画部 150,000 75,000 50 

美化交流部 72,000 52,500 50､100 

喫茶部 100,000 50,000 50 

観光事業部 145,000 72,500 50 

歴史部 216,000 121,000 50､100 

広報部 120,000 75,000 50､100 

コミセン事業 731,500 176,500 25、 50 

比也野まつり 327,000 163,500 50 

合計 1,861,500 786,000 

芳田ふれあい会議 芳田ふれあいまつり 200,000 57,000 25､50 

地域活性部会 371,000 297,000 
25､50､

100 

安心・安全部会 56,000 28,000 50 

イベント部会 270,000 103,000 50 

ふれあいカレンダー作成 70,000 27,000 50 

会議総会等事務費 109,000 43,000 25､50 

予備費 66,000 0 0 

合計 1,142,000 555,000 

黒 田 庄 地 区 ま ち づ

くり住民会議  

つくしバス 3,140,000 3,010,000 95､100 

福祉送迎車運行事業 320,000 160,000 50 

黒っこふれあい広場管理イベント開催事業 114,000 48,000 50 

日時計の丘公園周辺地域活性化事業 600,000 100,000 50 

合計 4,174,000 3,318,000 

重 春 ・ 野 村 地 区 交

流推進委員会  
事務局人件費 609,150 609,000 100 

合計 609,150 609,000 

総計 14,906,239 8,719,000 

※  各団体の補助金等の詳細については、別紙補助充当表のとおり

とする。
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西脇市市民提案型まちづくり事業審査個表

対象地域 市内全域 実施期間
26.5.1～
27.3.31

対象地域 市内全域 実施期間
26.4.1～
27.3.31

対象地域 市内外全域 実施期間
26.5.22～
26.12.31

予算 280,000¥ 要望額 280,000¥ 補助対象額 280,000¥ 予算 315,000¥ 要望額 300,000¥ 補助対象額 315,000¥ 予算 430,000¥ 要望額 290,000¥ 補助対象額 290,000¥ 

事 業 効 果

　地域の医療をより良くするには地域住民の大きな理解が力となる。
昨年度「医者にかかる10箇条」の資料を配布したところ好評であった
ため、今年度は子ども向けの小冊子「いのちとからだの10カ条」を利
用し、他団体等と連携して市民の健康、患者の命を守る観点から啓発
活動を展開し、意識を向上させる。また、「命を脅かすシリーズ」の
チラシを出前講座に合わせて配布し、病気の未然防止、命の主人公は
本人であることの自覚を持ってもらう。

今 後 の 展 開

・市民の立場から関係機関等々と連携し、市民が知りたいミニ情報を
発信
・市民からの医療等に対する意見を聞ける場を設けたい。
・安心して医療サービスが受けられる課題等に取り組み、改善策を提
案
・西脇市民病院との懇談会を年２～３回開催する。

①できるだけ多くの花苗を提供し、美しい町並みを広げる②市内公共
施設の花壇等に植栽③市内各地区のまちづくり計画と連携し、花苗を
安価で提供する等の協力④多くの人たちが花や緑に興味関心を持ち、
花育ての楽しみを知って頂けるような活動を展開し、仲間を増やす⑥
活動を体験することで、ボランティア活動の第一歩を踏み出してくれ
る人が増えるようＰＲ⑦西脇北高の育苗ハウスを拠点に、高校生を対
象とした講座を実施し交流を図ると共に花苗を安定して育苗できるよ
うにする

　結婚を望む独身男女が生涯のパートナーとの出会いを通して、西脇
市に住み続けたいと思えるよう、イベント内容の検討など需要にあっ
た見直しを続けながら、今後も継続して事業を進めていきたい。

事 業 の 特 色

　西脇病院の患者へのチラシ配布や、いきいきサロンへの出前講座、
看護師の職場環境アンケート調査の実施、地域医療検討会への意見提
案などを通じ、病院サイド、市民サイド及び医療機関サイドの立場を
尊重し、中立で正確に情報などを地域市民に発信し地域医療体制の環
境づくりを目指している。

①市内に花いっぱいの美しい町並みが広がる。
②育苗・植栽など園芸技術に関する知識を深めることができる。
③会員同士や他のグループとの交流を通して、仲間作り、世代間交
流、コミュニケーションの楽しさを体験することができる。

　西脇市、多可町の男性を募集しているため、結婚後の定住率が高
く、夫婦やその子どもを含め人口増加が期待できる。
　メンバーそれぞれの特技や能力を活かしながら、心を込めた手作り
感のある出会いのパーティーを開催することで、男女の出会いを創出
するとともに、地域貢献活動の一環としてのモデル事業となる。ここ
数年参加希望者が増加傾向にある。芸人を司会に招き、打ち解け易い
雰囲気作りをするなど創意工夫をしている。

①景観（町並みや風景）が美しい西脇市を創る。（視覚的な効果）
②自分の住むまちに関心を持ち、ふるさと西脇市を大切に思う、心豊
かな市民が増えていく。（情緒的な効果）
③活動を通して、生きがいや喜び、達成感などを味わうことができ
る。（精神衛生的効果）
④ボランティア精神を大切にした人づくりは、魅力あるまちづくりに
つながる。

　人生のパートナーとの出会いにより、結婚を望む男女に結婚を促
し、ひいては西脇市の定住者の増加や出生による人口の増加に寄与す
ることが期待できる。

事 業 内 容

　少子高齢化が進む中で、子どもから高齢者までを対象とし、「命を
脅かすシリーズ」「いのちとからだの10カ条」のチラシや小冊子を利
用して啓発活動に取り組む。地域医療を身近な問題として取り上げ、
地域や団体等に出向いてディスカッションを行うため「地域医療出前
講座」を年数回開催する。賢い患者になるための手法集「医者にかか
る10箇条」のポイントの調査報告書を作成する。医師に依頼し、医療
セミナーの開催をする。

①花や緑の育苗（播種・鉢上げ・挿し木等）
②市内公共施設（交通島・西脇病院・旧来住家住宅・市役所・市民会
館・サンパル日野・しばざくら荘等）での花や緑の植栽・管理
③一般の方を対象に寄せ植え等のセミナーを開催し、自然や花、緑に
対して興味関心を持ってもらう。

・対象者　西脇市、多可町在住25～40くらいまでの独身男女
・内　容　９月28日にパーティーを開催予定。自己紹介メリーゴーラ
ンドや食事、フリートークなどをし、男女の出会いの場を創出する。

事 業 目 的
　市民が安心して医療サービスが受けられるため行政、病院、医療機
関及び自治体・地域住民等と連携し、地域医療を支えることを目的と
する。

①花や緑が豊かで、美しい西脇市の町並みづくり
②人と人、人と自然のつながりを大切に活動すること。
③ふるさと西脇市に興味関心を持ち、ボランティア活動に参加しよう
とする市民を増やすこと。

　近年は未婚化や晩婚化が進むとともに、子育てに対する不安や負担
の高まりを背景にして、ますます少子化が進行していると言われてい
る。
　西脇市においても、出生者数が死亡者数を下回る自然減、転出者数
が転入者数を上回る社会減により、人口減少が顕著になっている。
　結婚を望みながら出会いの場が少ない独身男女が西脇市で新たな家
庭を築き、住み続けるという選択ができるように出会いの場を創出
し、いずれは結婚という幸福な生活を実現できるサポートをすること
を目的とする。

事 業 名

西脇未来予想図の会
　　　　　　　　代表　萬浪友子（会員５名）

事 業 種 類 チャレンジ事業 チャレンジ事業 チャレンジ事業

地域医療を支える市民の会
　　　　　　　　代表　生田頼夫（会員９名）

しばざくらフルール
　　　　　　　　代表　米田育子（会員37名）
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西脇市市民提案型まちづくり事業審査個表

事 業 効 果

今 後 の 展 開

事 業 の 特 色

事 業 内 容

事 業 目 的

事 業 名

事 業 種 類 対象地域 市内全域 実施期間
26.9.1～
27.3.31

対象地域 市内外全域 実施期間
26.4.1～
27.3.31

対象地域 市内全域 実施期間
26.4.1～
27.3.31

予算 300,000¥ 要望額 300,000¥ 補助対象額 300,000¥ 予算 294,600¥ 要望額 254,000¥ 補助対象額 294,600¥ 予算 310,000¥ 要望額 300,000¥ 補助対象額 310,000¥ 

・朗読・朗読講座を継続し、その成果発表をする。
・図書館祭り、学校、障がい者施設、高齢者施設などへの出張講演
（朗読劇をする）
・西脇図書館、新西脇図書館のPRをする。
・西脇図書館が本の貸出し等の本来の役割に加え、西脇の文化、情報
発信、市民交流の場となるように、様々な試みやイベントを企画実施
していく。

　障がいをもつ子どもと大学生が交流しつつ、親どうしでもコミュニ
ケーションが図れるような事業を展開していく。また、親どうしが繋
がり、悩み相談などが気軽にできるコミュニティが生まれるような活
動や日頃抱えている悩みなどを解消できるような、講師を招いての勉
強会の開催などの活動を展開していく。
　障がい児の親の会や支援団体のネットワークづくりの広がりを支援
していく。

　本校のみで行っている企画運営をさらに広げるため、西脇市の４中
学校や高校３校に呼びかけ、共同で地域の独自性や伝統・文化に関す
るプログラムの企画運営を行い、地域の中・高校生が一体となって地
域の活性化に主体的に関与できるよう活動の推進を図る。

・若い高校生のフレッシュなアイデアによる企画運営で地域の活性化
に寄与する。
・ふるさとを愛する心を育み、将来地域活性化を担うリーダーとして
活躍する人づくりを行う。

・言葉を声で表現する「朗読・朗読劇」は言葉と文章の殿堂である図
書館に最もフィットする表現手段である。この分野を強化し、西脇図
書館のアピールポイントとする。
・森脇京子先生の認知度を生かし、今まで図書館に興味がなかった
方々にも広くアピールできる。

・障がいをもつ子どもたち一人ひとりに対し、大学生などの年齢の近
い大人が一人ずつペアになることで、大学生と子どもがより綿密にか
かわることができる。
・障がいをもつ子どもの親が、意見交換する場を作ることができる。
・親たちが日ごろ抱える悩みやストレスを、専門の先生方に打ち明
け、相談することで、少しでも心が和らぐことが期待される。
・ミュージックケア体験セミナーでは、子どもの成長、発達の支援に
つながる。

　テレビ、ラジオドラマの脚本家であり、また俳優経験のある森脇京
子先生をお招きし、「本」の魅力や「朗読・朗読劇」の基本等の指導
を受け、少しでも多くの方に認知してもらうとともに図書館サポート
隊のレベルアップを目指す。
　新しい西脇図書館の市民へのPR効果を高めることができる。

　障がいを持つ子どもが大学生などと関わり、普段できないことを体
験することで自己肯定感が高まり、元気に、笑顔になる効果が得られ
る。また、その親どうしの意見交流や専門の先生を交えての相談会、
勉強会を通して日頃抱える悩みを和らげることを狙う。今現在、障が
いをもつ子どもの親どうしの交流の場があまりないため、今後もこの
ような活動を続け、親どうしのコミュニティを広げることを狙う。生
きづらさを抱えた障がい児・者の理解と理解の上にたつ支援の輪が広
がることにつながる。

　高校生のボランティア活動による地域文化の発信と地域の活性化

①花いっぱい運動(前年度に当事業を活用し完成させた温室を地域交流
拠点と位置付け、地域ボランティア団体の指導を受けながら花を種か
ら育て、市内30か所以上にプランターを配布。四季に応じて花を楽し
めるよう年に数回花を替え回収配布をする)
②地域の銘木『日野の郷地蔵一本桜』を地域と共に守る活動(日野の郷
地蔵一本桜についての学習会や周辺環境整備などを保存会等と連携し
ながら実施)
③地域ボランティア活動(西脇TMOや商工会議所、自治会と連携し、催
しなどに参加)

　高校生が地域の祭りや行事に参加することで、地域活性化の一翼を
担う。また、ふるさとを愛する心を育み将来地域活性化を担うリー
ダーとして活躍する人材を育成する。
　他中学校、高等学校と連携し、合同で行うことで西脇市の全中高生
に地域を大切にする心を育む。

　本が好きな老若男女すべてを対象とし、西脇市出身の脚本家の先生
をお招きし、講演または講座を開催する。秋ごろに実施する予定。

・親子＆子どもニコニコふれあいイベント
平成26年8月31日に社児童館「やしろ子どもの家」において、発達障が
いや身体障がいを持つ子どもとその親を対象に、簡単クッキングや
ミュージックケアなどの室内遊びと親の相談会、勉強会や交流会を行
う。
・ミュージックケア体験セミナー
講師をお呼びしてミュージックケア体験セミナー及び交流会を行う。
(日時等未定)

朗読、朗読劇を通じて本との出会いの場を提供し、「本」の魅力をよ
り一層高め、図書館の活性化、文化・芸術水準の向上に寄与すること
を目的とする。

・発達障がいや身体障がいなどの障がいを持つ子どもが、大学生など
の「お兄さん、お姉さん」と関わりながら、普段できないような体験
をする。
・発達障がいや身体障がいなどの障がいを持つ子どもの親が、普段で
きない悩み相談などを親どうしでしたり、悩みを専門の先生に相談で
きる場を作る。
　上記のように、子どもの成長に心配や不安を抱えておられる保護者
の方々の支援、また生きづらさ抱えた障がい児・者の理解と理解の上
にたつ支援の輪を広げることを目的とする。

TenTous　(テントウズ)
　　　　　　　　　　代表　黒田位子（会員21名）

よつばのクローバー
　　　　　　　　代表　布垣孝美　（会員20名）

県立西脇北高等学校ボランティア部
　　　　　　　　部長　平山知恵佳（会員257名）

チャレンジ事業 チャレンジ事業 チャレンジ事業
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西脇市市民提案型まちづくり事業審査個表

事 業 効 果

今 後 の 展 開

事 業 の 特 色

事 業 内 容

事 業 目 的

事 業 名

事 業 種 類 対象地域 市内外全域 実施期間
26.8.1～
26.11.30

予算 232,140¥ 要望額 180,000¥ 補助対象額 198,140¥ 

・ＮＨＫドラマ「軍師官兵衛」の放映が終わっても野球大会は継続開
催し、官兵衛の里のＰＲと、少年硬式野球を通じてのスポーツ振興を
図っていく。
・県下の硬式野球チームが一堂に会する大会となるよう働きかけてい
く。
・西脇市プロ野球出身者による野球技術指導も検討し、子ども達はも
ちろん、指導者のレベルアップも図っていく。

・黒田官兵衛生誕地として、より一層大きなＰＲ効果がある
・子ども達に将来のプロ野球選手への夢を育むことができるととも
に、野球が盛んな西脇市のＰＲとスポーツ文化度の高さをアピールで
きる。
・黒田官兵衛関係市の相互交流が図れる。

　西脇市では「黒田官兵衛」を市をあげて観光地としての魅力を発信
するなどの積極的な取組が行われている。そこで、官兵衛ゆかりの県
下各市の中学生が硬式野球を通じて交流を深めるとともに、官兵衛生
誕地西脇市の更なるＰＲを行うことを目的とする。
　また、西脇市は鈴木啓示氏をはじめ多くのプロ野球選手を輩出して
おり、子ども達もプロ野球選手を目指し、日々汗を流しているところ
であるが、本大会の開催をきっかけに、より一層の少年スポーツ振興
と、野球のまち西脇を広くアピールするとともに地域に活力を与える
ことを目的とする。

「黒田官兵衛杯」
とき：10月に開催、場所：黒田庄ふれあいスタジアム、内容：少年硬
式野球大会
対象としては西脇市はもちろん、主に黒田官兵衛の三木城攻めに関わ
る県下８市（姫路市、三木市、加東市、高砂市、伊丹市、神戸市、明
石市）から８チームの参加を募る予定

・黒田官兵衛を通じて西脇市生誕説のＰＲと、関係各市との交流が図
れる。
・例えば三木市が姫路市に勝てば、三木城攻めの雪辱戦ともなるな
ど、官兵衛を切り口とした宣伝効果が高い。
・少年野球を通じ、子ども達の体力向上、交流、規律、感謝などの健
全育成が図れる。
・鈴木氏のほか丸山完二氏、森脇浩司氏などをはじめ、多くのプロ野
球選手を輩出している西脇市の更なるアピールができる。

チャレンジ事業

ＮＰＯ法人スポーツアカデミーＳｈｉｎｅ
　　　　　　　　　代表　竹本武志（会員11名）
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平成 26年８月６日

西脇市長  片  山  象  三  様

西脇市まちづくり推進審議会

会長  直  田  春  夫  

西脇市市民提案型まちづくり事業企画書の審査結果について

 西脇市市民提案型まちづくり事業補助金交付規程に基づき、平成 26

年度申請について、平成 26年７月 24日開催の当部会において審査した

結果、下記のとおり取りまとめましたので、まちづくり活動審査部会

の意見として答申します。  

記

※  各団体の補助金等の詳細については、別紙審査個票のとおり。

団体名 事業名
事業費  

（補助要望額）  

補助金額  

（補助対象額）  

補 助 率

(％ ) 

地域医療を 支 え る 市

民の会  

健 康 管 理 シリーズ  

子 ど も ＆ 高齢者事業

280,000円  

（ 280,000円）  

280,000円  

（280,000円） 
100 

しばざくらフル ー ル
花 い っ ぱ い の ま ち づ く り

事 業  

315,000円  

（ 300,000円）  

300,000円  

（315,000円） 
95.2

西脇未来予想図 の 会
結 婚 活 動 応 援 ！ 男 女 の 出

会 い と 交 流 の 場 創 出 事 業  

430,000円  

（ 290,000円）  

290,000円  

（290,000円） 
67.4

ＴｅｎＴｏｕｓ

（テントウズ）

『 本 の 魅 力 ア ッ プ !!』

朗 読 劇 推 進 事 業  

300,000円  

（ 300,000円）  

300,000円  

（300,000円） 
100 

よつばのクロー バ ー

親 子 ＆ 子 ど も ニ コ ニ コ ふ

れ あ い イ ベ ン ト 、 ミ ュ ー

ジ ッ ク ケ ア 「 音 楽 療 法 」

体 験 セ ミ ナー事業  

294,600円  

（ 254,000円）  

254,000円  

（294,600円） 
86.2 

県立西脇北 高 校学 校

ボランティア部  

高 校 生 に よ る ボ ラ ン テ ィ

ア 地 域 活 性化事業  

310,000円  

（ 300,000円）  

300,000円  

（310,000円） 
96.8

ＮＰＯ法人スポ ー ツ

アカデミー Shine 

「 黒 田 官 兵衛杯」  

少 年 硬 式 野球大会事業

232,140円  

（ 180,000円）  

180,000円  

(198,140円) 
77.5

合 計
2,161, 74 0円  

(1,904,000円) 

1,904,000円  

(1,987,740円) 
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西脇市参画と協働のまちづくりガイドライン検証一覧表 

Ⅰ 意識改革と参加の促進  

  まちづくりへの意識改革と主体的な参加を促進します 

１ 市民のまちづくりへの意識を高めていきます 

⑴ まちづくりについての市民意識調査を行います

若い世代を含めた広く市民を対象に、アンケートやヒアリングなど、まちづくりへの意識や参

加したい活動などについての調査を行います。 

  【主な取組】 

ア 電子会議室の充実 充実 新規 

 インターネット上でのコミュニティの形成を図るため、新しい参加の仕組としてインター

ネットを活用した電子会議室の推進を図ります。 

 なお、パソコン利用者のみの活用や、パソコンを利用できない人への対応などの課題はあり

ますが、意見や提案を市政の推進に活かすよう、テーマごとの会議室の設置も進めます。 

【取組目標】 

 （仮称）「西脇市地域情報化計画」と合わせ、平成17年度から電子会議室の充実について検

討を行います。 

【取組状況】 

電子会議室の充実について検討を行いました。 

【今後の取組】 廃止 

 会議時間を設定したチャット形式であれば可能ですが、期間設定では議論が成立せず、意見

の取りまとめが困難であると判断しました。 

 電子アンケートや電子モニター制度などで市民ニーズの把握や提案等を募集する仕組を検討

します。 

ウ パブリックコメントや市民提案制度の推進 充実 新規 

 これまでにも市民の意見、提案、思いなどを受け止める制度として、市長への手紙、市民懇

談会、アンケート調査、ご意見箱などを実施しています。 

 今後は、さらに積極的な提案を受け止めるとともに、政策立案におけるパブリックコメント

の実施や政策形成における市民提案制度についても検討を進めます。 

【取組目標】 

イ 住民投票制度の調査研究 充実 新規 

 住民投票制度については、民意を反映させる最も直接的な手段ですが、二者択一的選択の適

否や、議会との関係において課題がありますが、引き続き、制度の必要性やあり方についての

調査研究を行います。 

【取組目標】 

引き続き、制度のあり方について調査研究を行います。 

【取組状況】 

 西脇市自治基本条例（平成25年４月１日施行）第５章（第12条及び第13条において、個別設

置により行うことを定めています。 

【今後の取組】 継続 

 個別設置により行うことは定めていますが、制度の詳細について十分な検討ができていない

ため、継続して調査研究を行います。 
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 従来の制度は引き続き継続するとともに、平成17年度にパブリックコメント制度について検

討を進めます。 

また、市民提案制度についても平成18年度から検討を進めます。 

【取組状況】 

 まちかどミーティングやアンケート調査、ご意見箱などを引き続き実施しています。パブ

リックコメント制度については、平成21年度から試行しており、正式運用への切り替えについ

て検討していきます。 

また、市民提案制度については、特に検討を行っていません。 

【今後の取組】 継続又は拡充 

 まちかどミーティングやアンケート調査、ご意見箱など市民のご意見、提案、思いなどを受

け止める制度は引き続き実施するとともに、パブリックコメント制度については、正式運用に

向けた検討を行います。 

市民提案制度については、制度についての調査研究を行います。 

エ アンケート、モニター調査などによる市民ニーズの把握 充実 

 これまでにもアンケート調査やモニター制度など、市民ニーズの把握に努めてきましたが、

今後も調査方法の改善や分析方法の研究などを進めながら、より的確な市民ニーズの把握を行

います。 

【取組目標】 

引き続き、アンケート・モニター調査など、市民ニーズの把握の充実に取り組みます。 

【取組状況】 

 毎年、市民アンケートを実施していますが、回答者の半数が60歳以上となっています。ま

た、必要に応じて、区長など対象者を限定したアンケートやホームページを入り口としたアン

ケートなども実施しています。 

【今後の取組】 継続 

今後は、さらに幅広い年齢層からの意見を反映できるよう検討を進めます。 

オ 企業や団体を対象にした意見聴取の推進 充実 

これまでにも、総合計画など、多くの施策・事業において、企業や団体から意見聴取を行

い、パートナーシップのもとに事業を進めてきました。 

今後も、アンケート調査などの実施の際には、必要に応じて企業や団体も対象とするなど。

意見聴取の充実を図り、政策への的確な反映を行います。 

【取組目標】 

引き続き、意見聴取の充実に取り組みます。 

【取組状況】 

各種計画策定の際の審議会等の委員に各種団体の長（代表者）に参画いただいています。 

 また、区長会などの団体を対象としたアンケートや意見交換会も実施し、施策に対するご意

見を伺っています。 

【今後の取組】 継続 

引き続き、意見聴取の充実に取り組みます。 

⑵ 市民のまちづくりへの関心、参加意識を高めます

市民のまちづくりへの関心、参加意識を高めるため、市広報紙やホームページなどで、市民活

動など様々な情報を発信します。 

また、市民、団体、行政が連携して、まちづくりに係るイベントやフォーラム、シンポジウム
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などを開催します。 

  【主な取組】  

ア 参画と協働のまちづくりパンフレットの作成 新規 

 市民のまちづくりへの関心や参加意識を高めるため、「参画と協働のまちづくりガイドライ

ン」の啓発パンフレットを作成し、市民に配布します。また、審議会などの公開基準やパブ

リックコメント実施基準、出前講座運営マニュアルなど、参加手法やその実施方法についてま

とめた総合的ガイドブックの作成についても検討を進めます。 

【取組目標】 

「参画と協働のまちづくりガイドライン」の啓発パンフレットを作成します。 

また、総合的ガイドブックの作成についても検討を進めます。 

【取組状況】 

 ガイドラインについては、市ホームページに掲載するとともに概要版を作成し配布しました

が、その他の啓発事業は行っていません。 

また、総合的ガイドブックの作成についても検討していません。 

【今後の取組】 継続 

 平成26年度にガイドラインの検証・見直しを行い、参画と協働によるまちづくりをさらに推

進します。 

また、総合的ガイドブックについても各種基準等の策定に合わせ検討します。 

イ 「広報にしわき」「西脇市のホームページ」に市民活動欄の設置 充実 

「広報にしわき」「西脇市のホームページ」の市民活動欄を充実します。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

 広報にしわきの「みんなのまちづくり」コーナーにおいて市民活動について積極的にお知ら

せするとともに、facebookを活用し市民活動の紹介を行っています。 

【今後の取組】 継続 

引き続き、取り組みます。 

ウ 市民や団体との連携によるまちづくりイベントなどの開催 充実 

 参加意識の高揚を図るために、市民や団体との連携によるまちづくりイベントやフォーラム

などを開催します。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

 病院フェスタなど継続的なイベントについて、関係市民団体と連携して事業の企画・実施を

行っています。また、自治基本条例市民フォーラムや環境セミナーなどについても、委員会等

のメンバーが中心となって開催しました。 

【今後の取組】 継続 

 引き続き、市民団体等との連携により、まちづくりイベントやフォーラムなどを開催しま

す。 

エ 自治会・町内会に入会していない世帯への情報発信 充実 

 広報などによる情報提供については、主に自治会・町内会を通じて発信していますが、自治

会・町内会に入会していない世帯への広報等の行政情報については、ホームページや郵送など
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での対応を行います。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

 広報等の配布物については、自治会・町内会を通じて配布しています。自治会・町内会に加

入していない世帯については、ホームページで広報の内容を閲覧できるようにしています。ま

た、広報紙が必要な場合には個別対応しています。 

【今後の取組】 継続 

引き続き、取り組みます。 

オ 広報紙の充実と制作への参加 充実 

 情報の媒体として、広報紙の占める割合は大きいものがあります。広報紙の充実と、制作へ

の参加を進めます。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

 様々な活動に取り組む市民の方々に紙面に登場いただくなど、紙面の充実と制作への参加を

推進しています。 

【今後の取組】 継続 

引き続き、取り組みます。 

⑶ 学習の場を設け、まちづくりを担う人材を養成します。

生涯学習の実践の中で、まちづくりについて、市民が学習する機会を充実します。

また、まちづくりや市民活動をサポートする人材の養成を促進します。

【主な取組】

ア 「まちづくり講座」の実施 充実 

 まちづくりを進める上で、リーダーの養成が不可欠です。平成16年度から実施している「ま

ちづくり講座」を引き続き行います。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

 まちづくり活動のリーダーを養成する「まちづくり仕掛け人養成講座」やまちづくりのあり

方について学ぶまちづくり講座を開催しました。 

【今後の取組】 継続 

引き続き、取り組みます。 

イ 市職員による「出前講座」の充実 充実 

 地域で関心の高い施策・事業などを市民によく知ってもらうために、市民の求めに応じて担

当職員が直接地域に出向いて説明する「出前講座」の充実を図ります。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

 自治会・町内会や各種団体等からの要望により、自治基本条例や介護保険制度、認知症サ

ポーター養成講座、防犯・交通など様々な出前講座を実施しています。 

【今後の取組】 継続 
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引き続き、取り組みます。 

⑷ 学校などで、まちづくり教育に取り組みます

児童、生徒のまちづくり意識を高めるため、小・中・高校の総合的な学習の時間などで、市民

の協力を得ながら、まちづくりをテーマにした学習を推進します。 

また、授業や放課後において、福祉や自然保護など、実際にボランティア活動を体験できる場

づくりや、幼稚園や保育園において、親子でまちづくりを楽しむことのできる場づくりに努めま

す。 

さらに、子ども議会の開催も引き続き行います。 

【主な取組】 

ア 「まちづくり」をテーマとした総合的な学習の時間の実施 充実 

 まちづくりについての意識を子どもの時から高めるため、小・中・高校の総合的な学習の時

間などで、市民の協力を得ながら、まちづくりをテーマにした学習を推進します。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

小学校３年生の市内公共施設等の見学を行っています。 

また、関係課からの要請によりまちづくりに係る取組を行っています。 

【今後の取組】 継続 

引き続き、取り組みます。 

イ 高齢者による「ふるさと学習」の実施 充実 

高齢者の持つ豊富な知識や技術を教育の場で活用します。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

各学校園においてゲストティーチャーを招聘しています。 

【今後の取組】 継続 

引き続き、取り組みます。 

ウ ボランティア活動を体験できる場づくりの推進 充実 

 福祉や自然保護など、実際にボランティア活動の体験の促進や、幼稚園や保育園において

も、親子でまちづくりを楽しむことのできる場づくりに努めます。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

トライやるアクションやソーシャルボンド・キッズプランを実施しています。 

【今後の取組】 継続 

引き続き、取り組みます。 

エ 「子ども（ちびっこ）議会」の開催 

児童・生徒が市政やまちづくりへの関心を高めるため、子ども議会を開催します。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 
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子ども議会は、実施していません。 

【今後の取組】 継続 

議会改革の一環として、必要に応じて実施します。 

２ 市民のまちづくりへの主体的な参加を促進します 

⑴ ボランティア活動を促進します

保健、福祉、環境、美化、観光など様々な分野において、市民のボランティア活動を促進しま

す。 

また、ボランティア活動の輪を広げるために、ボランティアの有償化、活動の分だけ福祉サー

ビスなどを受けることができるエコマネー、ボランティアの日、保険制度の導入などを進めます。 

【主な取組】 

ア エコマネーの導入、ボランティアの日の設定などの推進 新規 

 ボランティアの有償化、活動の分だけ福祉サービスなどを受けることができるエコマネー、

ボランティアの日の設定、ボランティア保険制度の導入などを検討します。 

【取組目標】 

平成17年度から導入に向けて検討を進めます。 

【取組状況】 

エコマネーの導入等については、検討を行っていません。 

【今後の取組】 継続 

地域福祉推進のための新しい仕組みづくりに関する調査・検討を行います。 

イ 「ボランティア講座」の実施 充実 

 ボランティア活動を進めるため、ボランティアコーディネーターの養成も含めたボランティ

ア講座の充実を図ります。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

ボランティア講座については、行っていません。 

【今後の取組】 継続 

実施内容等を検討し、必要に応じて実施します。 

⑵ 魅力ある市民活動の場をつくり、参加の呼びかけを促進します

多くの市民がまちづくり活動に参加したいと思えるような、魅力ある活動テーマの設定や活動

内容の工夫を行います。 

また、活動にあたっては、市民同士が積極的に、学校や各種サークル等に参加を呼びかけると

ともに、若い世代が集まって、楽しんでまちづくりに取り組むことができる場づくりを促進しま

す。 

【主な取組】 

ア 「（仮称）地区コミュニティセンター」の設置 充実 新規 

 公的施設だけでなく商店街や企業などの協力を得ながら、商店街の空店舗、企業などの利用

可能なスペースを活用し、市民誰もが情報を得たり、意見交換を行ったり、時には、まちづく

りの専門家とともに地域課題の発見を行うなど、身近な活動の拠点となる「（仮称）地区コ

ミュニティセンター」の設立を進めます。 

 また、既存の生涯学習まちづくりセンターやコミュニティセンターの充実、学校施設の地域

開放などを進めます。 
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【取組目標】 

平成17年度から「（仮称）地区コミュニティセンター」の調査や整備、検討を進めます。 

また、既存施設の充実に向けて検討を進めます。 

【取組状況】 

 西脇地区・日野地区・比延地区・黒田庄地区にコミュニティセンターを設置するとともに、

津万地区・芳田地区については、隣保館をコミュニティセンターに位置付け地域のまちづくり

活動の拠点としています。 

 また、平成27年度茜が丘に重春・野村地区２地区の活動拠点となるコミュニティセンター

（複合施設）を設置することで、市内全地区においてコミュニティセンターの整備が完了しま

す。 

【今後の取組】 継続 

地区の活動拠点として、施設の充実に努めます。 

イ 学習会など、地域での自主的活動のきっかけとなる取り組みの推進 充実 

 地域での自主的な活動を生み出すためには、何より地域の人々が自分たちの住んでいる地域

社会をもう一度見直すことが必要です。 

 地域の伝統産業や文化、地元で活動している人々や団体について知ることは、地域社会はそ

こに住む人々が育んでいるという意識を高めるのに役立つとともに、地域に対する愛着や誇り

を高め、地域における活動を始めるきっかけとなります。 

 そのため、「地域マップづくり」や「まち歩き」など、地域住民が参加し、意見交換できる

取組や、環境、福祉、教育、防災などの問題を地域で学習する機会の充実が必要です。 

 また、子どもたちの体験や学習できる機会としての「トライやるウィーク」や「トライやる

アクション」については、年間を通して地域と連携した活動としての充実を図ります。 

【取組目標】 

 引き続き、まちづくり委員会などを通じて、地域に対する愛着や誇りを高め、地域における

活動を進めます。 

また、「トライやるウィーク」や「トライやるアクション」については、充実を図ります。 

【取組状況】 

 平成20年度で市内全８地区において地区まちづくり計画を策定し、計画に基づき地域に対す

る愛着や誇りを高めるための様々なまちづくり活動を展開するとともに、平成25年度から各地

区計画の見直しを順次行っています。 

 また、トライやるウィークやトライやるアクションについては、各事業所の協力により引き

続き行っています。 

【今後の取組】 継続 

 引き続き、各地区まちづくり協議会などが中心となり、地域に対する誇りを高め、地域にお

ける活動を進めます。 

また、「トライやるウィーク」や「トライやるアクション」については、充実を図ります。 

⑶ 自治会など、コミュニティ組織による地域活動を活性化します

地域住民にまちづくり活動への参加を促進するため、自治会などコミュニティ活動の活性化を

図ります。 

【主な取組】 

ア 自治会などコミュニティ活動の活性化 充実 

まちづくりを進めるためには、自治会などコミュニティ活動の活性化が不可欠です。 

【取組目標】 
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自治会などへの支援を含めて、引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

 各地区、自治会・町内会でのコミュニティ活動の参考とするため、各地区区長会での視察研

修及び各地区区長会長による視察研修に対する補助を行っています。 

また、今年度は全ての区長・町内会長・自治会長を対象とした区長研修会を実施しました。 

【今後の取組】 継続 

各地区区長会等への視察補助や区長研修会等、引き続き、取り組みます。 

⑷ 企業のまちづくり活動への参加を進めます

従業員が市民活動に参加しやすい環境づくりへの協力を求めていきます。また、企業によるま

ちづくり活動の実施や市民活動への参加を促進します。 

【主な取組】 

ア 従業員が市民活動に参加しやすい環境づくりへの協力促進 充実 

 企業の協力なしにまちづくりは進みません。従業員が市民活動に参加しやすい環境づくりへ

の協力を促進します。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

 西脇市自治基本条例第18条に事業者の役割及び責務として、従業員が市民活動に参加しやす

い環境づくりについて定めています。また、関係団体を通じて企業・事業所へ啓発活動を行っ

ています。 

【今後の取組】 継続 

引き続き、取り組みます。 

イ 企業によるまちづくり活動や市民活動への参加促進 充実 

企業自らのまちづくり活動の実践や市民活動への参加を促進します。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

 西脇市自治基本条例第18条に事業者の役割及び責務として、従業員が市民活動に参加しやす

い環境づくりについて定めています。また、関係団体を通じて企業・事業所へ啓発活動を行っ

ています。 

【今後の取組】 継続 

引き続き、取り組みます。 

⑸ 市民力・地域力を高めます

市民力とは、市民一人ひとりの個人の持っている力、地域力とは地域が持っている資源や人な

どの力といえます。 

豊かな市民生活を築くには、市民や地域が持っている力をまちづくりに十分発揮するとともに、

実践的な活動を通じて、さらに力を高めていくことが必要です。 

地域にある人的資源や企業など様々なストックを生かしたまちづくりに取り組みます。 

  ア 市民力・地域力を集める取組を進めます 

地域に暮らす様々な市民の思いや力を集め、地域の活動に結び付ける取組を進めます。 

【主な取組】 

① 「まちづくり人材バンク」の整備 充実 新規 
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 様々な職業や分野（文化・自然・福祉・環境・スポーツ・教育など）についての豊富な知識

や経験・技能を有する多くの市民がおられます。このような地域住民の才能や能力を地域のま

ちづくりや交流に活かしていくため、活用しやすい「まちづくり人材バンク」の充実に取り組

みます。 

 また、「いきいき学校応援事業」へ登録した豊かな人材の学校などでの活用や子どもたちの

学習への協力支援も進めます。 

【取組目標】 

引き続き、「まちづくり人材バンク」の充実を図ります。 

【取組状況】 

「まちづくり人材バンク」の整備については行っていません。 

【今後の取組】 新規 

 本市における多様な人材の持つ能力を有効に活用するため、まちづくり人材バンクの整備に

ついて検討し、実施に向けて取り組みます。 

② 学生や若者の力を地域づくりに活かす取組の推進 充実 

学生や若者の声を聞き、それらの声を地域活動に生かす取組を進めます。 

 多くの若者にとって、地域との関係は十分ではなく、若い力を地域の活性化に活かすこと

は、その地域活動の経験が、将来の地域づくりを支える人材を育成するという点でも非常に重

要です。 

例えば、既に実施している商店街とタイアップしたシャッターのデザインやパソコンの指導

など、若者の活動の機会を広げる地域づくりを進めます。 

【取組目標】 

引き続き、充実に向けて取り組みます。 

【取組状況】 

 黒田官兵衛を核にしたまちづくり活動において、関西学院大学と域学連携によって様々なイ

ベント等を企画・実施しています。  

【今後の取組】 継続 

ニーズ把握を十分に行い、引き続き、充実に向けて取り組みます。 

イ 市民力・地域力を高める取組を進めます 

市民力・地域力を高める取組としては、ＮＰＯ活動の支援や、地域の人的・物的資源の結び

付きを強めるとともに、地域のまちづくり活動のリーダーやキーパーソン（中心となる人材）

の養成、専門的なアドバイザー派遣などを行います。 

   【主な取組】 

① ＮＰＯ活動への支援 充実 新規 

 営利目的でなく様々な活動を自主的・自発的に行うＮＰＯ活動が充実することにより市民

力・地域力が高まります。このため、ＮＰＯ活動支援の充実を図ります。 

【取組目標】 

 広義で言えば、各地区のまちづくり委員会やボランティアグループなどもＮＰＯであり、引

き続き、支援するとともに、平成17年度から活動支援の具体化に向けた検討を進めます。 

【取組状況】 

 各種団体やボランティアグループ、ＮＰＯ法人などを対象とした「市民提案型まちづくり事

業」により活動を支援しています。 

また、ＮＰＯ法人の立ち上げに際して、必要に応じて人的支援なども行っています。 

【今後の取組】 継続 
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引き続き、補助金の交付や情報提供、人的支援など様々な支援を行います。 

② 「市民コーディネーター」の養成 充実 

 地域におけるまちづくり活動や課題を解決するために、市民リーダーやコーディネーターの

存在が重要となっています。 

 まちづくりの理念や参加手法など、知識と技術について学ぶための「まちづくり講座」の実

施や、地域活動のリーダー、コーディネーターの養成を進めます。 

【取組目標】 

 市民リーダー、コーディネーター養成も含めた「まちづくり講座」などを引き続き開設しま

す。 

【取組状況】 

 まちづくり活動のリーダーを養成する「まちづくり仕掛け人養成講座」やまちづくりのあり

方について学ぶまちづくり講座を開催しました。 

【今後の取組】 継続又は充実 

引き続き、取り組みます。 

③ 専門家の派遣 充実 

 地域でのまちづくりには、技術的な課題や法的な問題などに対応するため、専門家の力が必

要です。 

 まちづくり全般や都市計画、環境、福祉、防災などの広い分野で、地域への専門家の派遣や

相談、アドバイスが行えるよう体制を整えます。 

【取組目標】 

 国、県などの専門家派遣を引き続き進めるとともに、平成17年度から専門家の派遣体制につ

いて検討します。 

【取組状況】 

 兵庫県や公益法人等の事業を活用し、まちづくり計画の策定及び再編において専門家の派遣

を行いました。 

【今後の取組】 継続又は充実 

引き続き、県や公益法人などの事業を活用し、派遣を行います。 

④ 地区間交流の推進 充実 

 「まちづくり」は「まねづくり」とも言われます。地域のまちづくりについては、他の地域

のまちづくりを参考にするのも必要です。市内各地区のコミュニティ活動推進協議会やまちづ

くり委員会、さらに、他地域との連携や交流を促進し、意見交換の場として、「（仮称）まち

づくり交流協議会」の設置の検討を進めます。 

【取組目標】 

 引き続き、取り組むとともに、平成17年度から、市内７地区のコミュニティ推進協議会やま

ちづくり委員会の交流の推進や意見交換の場として、「（仮称）まちづくり交流協議会」の設

置の検討を進めます。 

【取組状況】 

 地区まちづくり実践補助事業活動報告会を実施し、各地区まちづくり協議会などの活動につ

いて情報共有を行っています。 

【今後の取組】 継続又は充実 

 引き続き活動報告会を実施するとともに、定期的に各地区まちづくり協議会等が意見交換を

行う場の設置について検討します。 
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⑹ 次世代のための市民参画を進めます

地域、学校、家庭の連携による、次世代を担う児童・生徒や青少年のまちづくり活動を推進し

ます。 

【主な取組】 

ア 市民のよりよい学校づくりへの参加促進 充実 

よりよい学校づくりへ市民の持つ技術や知識などを活かす取組を進めます。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

各学校園においてゲストティーチャーを招聘しています。 

【今後の取組】 継続 

引き続き、取り組みます。 

イ 地域活動、ボランティア活動への児童などの参加促進 充実 

 子どもの時からまちづくり意識を高めるため、地域活動、ボランティア活動など、まちづく

りへの参加を推進します。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

ソーシャルボンド・マイプランを実施しています。 

【今後の取組】 継続 

引き続き、取り組みます。 

ウ まちづくり活動への青少年の参加促進 充実 

 青少年の地域活動やボランティア活動など、まちづくりへの参加が少なくなっていることか

ら、地域団体と連携して、青少年の参加促進を図ります。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

 各地区のまちづくり活動において、小中学校や高校生に参加を呼びかけ、ボランティア活動

を行っています。 

【今後の取組】 継続 

引き続き、取り組みます。 

⑺ 参画と協働のモデル事業推進による市民意識の向上を図ります

政策によっては、事業の実施の前に社会実験やモデル事業を行うことによって、その社会的影

響度を図り、完成度を高めることも必要なものがあります。 

このため、参画・協働の取組として市職員も参加した中でモデル事業を実施し、意識の向上を

図ります。 

【主な取組】 

ア 参画と協働モデル事業の推進 新規 

 参画・協働の取組として市職員も参加した中での、例えば、公園づくり、ゴミステーション

の美化、花壇緑化など、モデル事業を実施し、意識の向上を図ります。 

【取組目標】 

平成17年度からモデル事業の検討を行います。 
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【取組状況】 

市民提案型まちづくり事業実施団体と連携し、花壇整備などを行っています。 

【今後の取組】 継続又は拡充 

引き続き、取り組みます。 

３ 市民相互の交流・連携を促進します 

⑴ 市民団体のネットワークを強化します

地域におけるまちづくり活動などの活性化を図るためには、まちづくり委員会や市民団体など

活動成果の交流やネットワークが必要です。 

地域のまちづくりは、地域の特性や様々な条件によってその解決方法は異なりますが、まちづ

くりの実践活動の経験は他の地域にも参考になります。 

それぞれの取組について、情報交換や経験を語り合う場を用意し、交流を通じた新たなネット

ワーク化を促進します。 

【主な取組】 

ア 「（仮称）市民団体連絡協議会」の設立 新規 

 各種団体の活動の活性化を図るとともに、連携したまちづくりを展開するため、「（仮称）

市民団体連絡協議会」を設立し、市民団体のネットワークを強化します。 

【取組目標】 

 平成17年度から「（仮称）市民団体連絡協議会」の設立を検討し、市民団体のネットワーク

を強化します。 

【取組状況】 

（仮称）市民団体連絡協議会は設立していせん。 

【今後の取組】 継続 

 各種団体やボランティアグループ、ＮＰＯ法人などを対象に活動についての意見交換・情報

交換ができる場の設置について検討します。 

イ 「（仮称）地区コミュニティセンター」の設置 充実 新規 

 情報交換、経験を語り合う場など、交流を通じて新たなネットワークが図られるよう「（仮

称）地区コミュニティセンター」の設置を進めます。 

【取組目標】 

平成17年度から調査や整備検討を進めます。 

【取組状況】 

 西脇地区・日野地区・比延地区・黒田庄地区にコミュニティセンターを設置するとともに、

津万地区・芳田地区については、隣保館をコミュニティセンターに位置付け地域のまちづくり

活動の拠点としています。 

 また、平成27年度茜が丘に重春・野村地区２地区の活動拠点となるコミュニティセンター

（複合施設）を設置することで、市内全地区においてコミュニティセンターの整備が完了しま

す。 

【今後の取組】 継続 

地区の活動拠点として、施設の充実に努めます。 

ウ まちづくり委員会など地域活動組織づくりへの支援 充実 

 各地区で、コミュニティ活動推進協議会やまちづくり委員会などが設立され、活発な活動が

行われていますが、さらに、市民力、地域力の向上につながるまちづくり委員会などへの支援

の仕組を整えます。  

【取組目標】 
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平成17年度に補助金も含め、支援の仕組を整えます。 

【取組状況】 

 平成19年度から「地区まちづくり実践補助事業」により、各地区まちづくり協議会等の活動

を支援しています。 

【今後の取組】 継続又は充実 

 引き続き、各地区まちづくり協議会等の支援を行うととに、補助制度について検証・見直し

を行い、活動の充実に努めます。 

エ 地区間交流の推進 充実 

 地区のまちづくりについては、他の地区のまちづくりを参考にするのも必要です。また、参

加者のやりがいや意欲を高めるため、地区のまちづくりの経験や取組の成果の発表、表彰な

ど、市内７地区のコミュニティ推進協議会やまちづくり委員会による地区活動の活性化とネッ

トワークづくりを図る「（仮称）まちづくり交流協議会」の設置や、先進的な事例から市民自

らが学び、実践していくため、他地域のまちづくり事業との連携や交流を推進します。 

【取組目標】 

平成17年度から「（仮称）まちづくり交流協議会」の設置の検討を進めます。 

【取組状況】 

 「（仮称）まちづくり交流協議会」等の連絡組織は設置していませんが、毎年まちづくり活

動の報告会を開催し、まちづくり活動に関する意見交換を行っています。 

【今後の取組】 充実 

 引き続き、活動報告会を開催するとともに、まちづくり活動について意見交換を行うための

組織の設置について検討します。 

４ 幅広い市民を対象とした広聴の充実に努めます 

⑴ 幅広い市民を対象とした広聴の充実に努めます

幅広い市民から市政に対する意見を収集するため、市民懇談会やご意見箱、電子メールなど、

広聴の充実に努めます。 

【主な取組】 

ア 地区・町・世代・団体別懇談会の開催 充実 

 これまでにも、幅広い市民から市政に関する意見や市民の声を収集するため、地区別懇談会

や町別懇談会などを実施していますが、さらに、世代・団体別などを含めた懇談会の充実に努

めます。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

 各地区や団体、グループなどを対象に「まちかどミーティング」を実施し、市の重要な施策

に関する報告や地区や団体からの要望事項など、様々な意見交換を行っています。 

【今後の取組】 継続又は充実 

まちかどミーティングを対象者を工夫しながら、引き続き開催します。 

イ 市政モニター制度の実施 充実 

 これまでにも市政に関する意見を収集するためモニター制度を実施してきましたが、より一

層の充実に努めるとともに、調査結果の分析や評価結果のホームページでの公表などを進めま

す。 

【取組目標】 
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引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

 市政モニター制度については、市民アンケートに移行して実施しており、アンケート結果に

ついても分析を行い、市ホームページなどで公表しています。 

【今後の取組】 廃止 

市政モニター制度は廃止し、市民アンケートとして引き続き実施します。 

ウ 市職員による「出前講座」の充実 充実 

 地域での関心の高い施策・事業などを市民によく知ってもらうために、市民の求めに応じて

担当職員が直接地域に出向いて説明する「出前講座」の充実を図ります。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

 自治会・町内会や各種団体等からの要望により、自治基本条例や介護保険制度、認知症サ

ポーター養成講座、防犯・交通など様々な出前講座を実施しています。 

【今後の取組】 継続 

引き続き、取り組みます。 

エ 定期的な市民アンケートの実施 充実 

 幅広い市民から市政に関する意見や声を収集するため、定期的に市民アンケートを実施しま

す。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

毎年度政策的な評価を実施するために、市民アンケートを実施しています。 

また、各種計画の策定などに際しても、必要に応じて市民アンケートを実施しています。 

【今後の取組】 継続 

 引き続き、定期的なアンケートを実施するとともに、必要に応じて市民の意見を収集するた

めのアンケートを実施します。 

オ ホームページによる市民意見の収集 充実 

ホームページによる市民意見の収集を充実します。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

 平成23年度のホームページリニューアル以降、市政への意見や要望などをホームページでも

収集しています。 

【今後の取組】 継続 

引き続き、ホームページによる市民意見の収集を行います。 

カ 市民の意見や提案の対応内容の公開 充実 

 市民にとって、自分の意見がどのように市政に反映され、活かされたか実感できることが必

要です。 

 市民の意見がどのように反映されたのかが明らかになるよう、パブリックコメントや、その

他の意見提出手続において、意見・提案の取扱や対応について市民に知らせていくための仕組
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みづくりをホームページなどの活用も含めて進めます。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

 パブリックコメントでいただいた意見については、意見に対する結果を取りまとめ、ホーム

ページで公開しており、その他いただいたご意見については、２週間を目途に、原則として本

人に回答しています。 

また、アンケートでの主要なご意見についても広報紙等にその回答を掲載しています。 

【今後の取組】 継続 

引き続き、取り組みます。 
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Ⅱ 情報の共有化 

  市民活動や市政情報を積極的に公開・提供しみんなで共有します 

市民活動や行政情報を的確で分かりやすく市民に知らせることは、市民参加の前提条件です。 

市政情報に対する市民の関心や需要は高く、行政はその需要に応えていくことが必要ですが、情

報に関する需要の質や、情報整備に係る費用対効果を十分に考慮しながら、多くの市民が知りたい

情報、知らせるべき情報については、十分な提供を、一部の市民だけが求める情報については、希

望に応えられるよう、情報を整理しておくことが必要です。 

また、これまで市民が情報を得るには、市役所に足を運ばなければならないことも多かったので

すが、ＩＴ（情報通信技術）の進展に伴い、インターネットが市民の身近なものになり、行政情報

も手軽に入手できるような環境が徐々に整ってきています。 

今後は、インターネットを最大限に活用することにより、市民への説明責任（アカウンタビリ

ティ）を十分果たしていきます。 

また、本市のホームページを、行政情報の書庫として活用するなど、積極的な情報提供や情報公

開の推進に努めます。 

１ 市民活動に関する様々な活動やイベントなどの情報を収集し、提供します 

⑴ 市民団体の様々な活動やイベントなどの情報を収集し、提供します。

様々な市民団体やグループなどがあっても、その活動内容が知られていない状況があります。

市民団体の様々な活動やイベントなどの情報を収集し、提供します。 

【主な取組】 

ア 市民団体のデータベースの作成 新規 

 様々な市民団体やグループなどからの積極的な情報提供に基づき、データベースを作成し、

それぞれのＰＲや情報提供を行います。 

【取組目標】 

平成17年度から取り組みます。 

【取組状況】 

 市民団体のデータベース作成に向け情報収集を行っています。今後はデータベースを作成

し、団体のＰＲや情報提供を行います。 

【今後の取組】 継続 

引き続き、取り組みます。 

⑵ 各種メディアを活用し、市民活動に関する様々な情報を発信します

収集した市民活動に関する様々な情報を、市広報紙、ホームページ、新聞など各種メディアを

活用して発信していきます。また、ＣＡＴＶや有線放送、コミュニティＦＭ、防災無線など、新

しい情報通信機能の導入についても検討を進めます。 

【主な取組】 

ア 新しい情報通信機能（ＣＡＴＶなど）の導入の検討 新規 

 情報の共有化の中で、市民会議から最も意見の多かったＣＡＴＶや有線放送、コミュニティ

ＦＭ、防災無線など、リアルタイム、双方向等を含めて新しい情報通信機能の導入について、

地上デジタル放送の進捗状況とも合わせて検討を進めます。 

【取組目標】 

平成18年度から検討を進めます。 

【取組状況】 

 facebookを活用して行政情報やまちの話題を提供するとともに、facebook上でのコミュニ

ケーションを可能にしました。 
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また、防災行政無線により、行政情報や防災情報を提供しています。 

【今後の取組】 継続 

既存の情報通信機能を活用しつつ、新しい機能の導入に向け検討を行います。 

イ 市民活動情報誌の発行 充実 新規 

 以前に発行していた「ウエストサイドストーリー」のような、様々な市民活動情報を発信す

る情報誌の再発行を進めます。 

【取組目標】 

平成17年度から発行に向けての取組を進めます。 

【取組状況】 

実施していません。 

【今後の取組】 廃止 

 各地における活動については、各地区団体が広報紙を発行しており、市ではそれらをホーム

ページで閲覧可能としているため再発行はしないこととします。 

 その他ボランティア団体等の活動についても、ホームページ等により情報発信ができるよう

情報収集を行います。 

ウ 参画・協働に関する情報コーナーの設置 充実 新規 

 今、どんな施策や事業が、どんな形で進められているかの情報を的確に市民に提供するとと

もに、計画・実施・評価・見直しの各過程で、市民が参画できる機会を明らかにしていくこと

が必要です。 

 このため、ホームページ上で可能な限り審議会などの内容や日程、委員公募のスケジュー

ル、パブリックコメントの実施予定などの情報コーナーを設置します。 

 同時に、審議会などの傍聴者の募集などをホームページ上で参加申込みができるように進め

ます。 

【取組目標】 

平成17年度から取組を進めます。 

【取組状況】 

 審議会等の会議の開催情報、会議資料、会議録等については、市ホームページで積極的に公

開・公表しています。傍聴者の募集について、ホームページでの参加申込みは行っていませ

ん。 

【今後の取組】 継続又は充実 

 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に基づき、引き続き審議会等の会

議の公開を行います。 

エ インターネット版「広報」の発行 充実 新規 

 インターネットによる広報を充実するため、広報（全市版）概要版の希望者へ電子メール配

信や、携帯端末への配信、広報アーカイブ（過去の「広報」のストック）の作成、関連情報へ

のリンクなどを進めます。 

【取組目標】 

平成17年度から取組を進めます。 

【取組状況】 

 広報紙はすべて、市ホームページで閲覧できるようにしています。また、平成23年以降はス

マートフォンにも適した表示ができるようになっています。 

【今後の取組】 継続 
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引き続き、取り組みます。 

オ ホームページによる行政情報の的確な提供の推進 充実 新規 

 インターネットによる的確な情報提供を図るため、全ての所属においてホームページの作成

を行い、インターネット上の行政情報ライブラリー（図書館）づくりを進めます。 

 また、インターネット上に生涯学習の講座「（仮称）ネット西脇塾」の開設を検討し、障害

のある方や育児・介護中の人でも自由に講座の受発信ができるよう学習環境のバリアフリー化

を進め、社会参加活動に対する意欲の向上を図ります。 

【取組目標】 

平成17年度から、全所属でホームページ作成に向けて取り組みます。 

 平成17年度から行政情報ライブラリーや「（仮称）ネット西脇塾」の開設に向けて検討を進

めます。 

【取組状況】 

 全所属がホームページでの情報発信を行っていますが、「（仮称）ネット西脇塾」にういて

は検討していません。 

【今後の取組】 継続・縮小 

 ホームページについては、全所属により積極的な情報発信を行いますが、「（仮称）ネット

西脇塾」については、ウェブカメラを活用した通信教育を行う民間事業者も多いことから開設

しないこととします。 

カ 広報資料のホームページ上での提供 充実 

 広報発表した情報をホームページ上で提供することにより、市民に対して、多くの情報の迅

速化に取り組みます。 

また、データベース化することにより、利便性の向上を図ります。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

 平成23年度のホームページリニューアルの際に、情報の整理を行い、利便性を向上させまし

た。 

【今後の取組】 継続 

引き続き、取り組みます。 

キ 広報紙の充実と政策への参加 充実 

 広報紙は全戸に配布されるため、市民が知りたい情報、市役所がぜひ市民に知って欲しい情

報を確実に提供できるという効果があります。 

 広報紙が市民と情報共有を図る手段として一層効果的に活用されるために、市政課題につい

て市民が考えるきっかけづくりとなる企画など、引き続き多彩な紙面づくりを進めます。 

 また、記事の企画提案など、市民がより多く関わる紙面づくりや、紙面評価などの仕組みの

導入も検討します。 

【取組目標】 

広報の充実については、引き続き、取り組みます。 

平成17年度から記事の企画提案など、市民が関わる紙面づくりなどを検討します。 

【取組状況】 

できるだけ市民の皆さんが知りたい情報を届けるように努めています。 

【今後の取組】 継続 
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引き続き、多彩な企画を検討していきます。 

⑶ 情報が集まり、情報を得ることができる場、交換できる場をつくります

市民が気軽に立寄って、まちづくりの情報を得ることができる場、個々の情報を発信できる場、

市民の間で「知りたいこと」と「知らせたいこと」の情報交換などができる場を確保します。 

【主な取組】 

ア 「（仮称）地区コミュニティセンター」の設置 充実 新規 

 情報交換、経験を語り合う場など、交流を通じて新たなネットワークが図られるよう「（仮

称）地区コミュニティセンター」の設置や既設のコミュニティセンターの充実を図ります。 

【取組目標】 

平成17年度から調査や整備検討を進めます。 

【取組状況】 

 西脇地区・日野地区・比延地区・黒田庄地区にコミュニティセンターを設置するとともに、

津万地区・芳田地区については、隣保館をコミュニティセンターに位置付け地域のまちづくり

活動の拠点としています。 

 また、平成27年度茜が丘に重春・野村地区２地区の活動拠点となるコミュニティセンター

（複合施設）を設置することで、市内全地区においてコミュニティセンターの整備が完了しま

す。 

【今後の取組】 継続 

地区の活動拠点として、施設の充実に努めます。 

⑷ 行政内で市民活動に係る情報を共有します

行政内においても、市民活動に係る情報を各課・職員が交換し共有する体制づくりを推進しま

す。 

【主な取組】 

ア 市民活動推進に係る担当組織の充実 充実 

市民活動への支援などを担当する組織の充実を図ります。 

【取組目標】 

引き続き、充実に向けて取り組みます。 

【取組状況】 

ふるさと創造部まちづくり課を設置し市民活動の支援を行っています。 

また、地域対策委員を委嘱し、地域と行政の連携が図れるよう努めています。 

【今後の取組】 充実 

 引き続き、まちづくり課が中心に市民活動の支援を行います。また、地域対策委員制度につ

いても検証・見直しを行い、充実に努めます。 

２ 情報の公開・提供を積極的に推進します 

⑴ 情報の公開・提供を積極的に推進します

公開の対象となる情報の拡大や、情報のわかりやすい表現化を進めます。

また、事業などの計画・立案・実施・評価・見直しの各段階において、その内容をわかりやす

く、具体的に公開・提供していくとともに、市民が行政情報を気軽に得ることができるように、

情報コーナーや市ホームページの一層の充実を図ります。 

【主な取組】 

ア 行政文書のわかりやすい表現化の推進 充実 

行政文書の内容が理解されるよう、わかりやすい表現化を進めます。 
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【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

 全所属において、分かりやすい表現に努めています。また、会議での説明に際しても、パ

ワーポイント等を活用し分かりやすく伝えるよう努めています。 

【今後の取組】 継続 

引き続き、取り組みます。 

イ 公共施設などにおける情報コーナーの充実 充実 

 市役所をはじめ、市民の身近にある図書館、公民館、病院、コミュニティセンターなどに、

総合計画や分野別の計画、市の予算、事務事業概要など市政の動きの分かる資料を常備すると

ともに、市ホームページに接続しているパソコンを配備し、いつでも市民が情報を得られるよ

うに取り組みます。 

【取組目標】 

引き続き、充実に向けて取り組みます。 

【取組状況】 

 市民が使用できるインターネットに接続可能なパソコンについては、図書館に集中させ、台

数も増やしました。 

【今後の取組】 充実 

 閲覧用のパソコンに合わせて、公衆無線ＬＡＮ環境を整備するとともに、タブレット端末の

貸し出しについても検討します。 

ウ 公共施設以外の施設での市広報紙などの閲覧の推進 充実 

公共施設以外の病院や金融機関などでの市広報紙の閲覧など、情報提供を進めます。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

病院や金融機関等に広報を配布し、情報提供を進めています。 

【今後の取組】 継続 

引き続き、取り組みます。 

エ 情報公開条例・個人情報保護条例の適切な運用 充実 

 西脇市情報公開条例（平成13年）・西脇市個人情報保護条例（平成15年）の適切な運用を図

ります。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

西脇市情報公開条例、西脇市個人情報保護条例の適切な運用を行っています。 

【今後の取組】 継続 

引き続き、取り組みます。 

⑵ 審議会や委員会などの公開を推進します

審議会や委員会などの内容を多くの市民が知ることができるよう、会議記録の原則公開を進め

ます。 

【主な取組】 
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ア 審議会や委員会などの原則公開 充実 

審議会や委員会などの会議や会議記録の原則公開を進めます。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

 審議会等の会議及び会議の記録の公開に関する指針を試行し、審議会等の会議の公開に努め

ています。 

【今後の取組】 継続 

 試行している基準の検証を行い、規程又は規則として制定します。制定後は決定事項に基づ

き適正な運用を行います。 

イ 公文書公開請求におけるＩＴ（情報通信技術）の活用 充実 

 現在、行政の各種の申請に、インターネットやファクシミリ、電子メールの活用が可能に

なってきています。 

 情報公開制度においても、請求者の利便を図るため、インターネットやファクシミリ、電子

メールを活用した請求を進めます。 

【取組目標】 

実現に向けて平成17年度から検討を進めます。 

【取組状況】 

申請の際の本人確認が必要となるため、インターネット等による手続は行っていません。 

【今後の取組】 継続 

今後、実現に向けて検討を継続します。 

ウ 外郭団体における情報公開の推進 充実 

市の行政組織だけではなく、外郭団体の情報公開を推進します。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

外郭団体に関する情報についても、できる限りホームページなどへの掲載に努めています。 

【今後の取組】 継続 

引き続き、取り組みます。 

エ 議会資料の一般公開の推進 充実 

 議会の会議録については既に公開していますが、その他資料についても一般公開の検討を進

めます。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

政務活動費や公費で参加した研修の報告等についてはホームページで公開しています。 

【今後の取組】 継続 

引き続き、取り組みます。 
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Ⅲ 市民活動の支援 

  市民活動の支援を推進します 

１ 市民活動に必要な場所、設備、人材の確保を支援します 

⑴ 会議室や機材などを自由に利用できる市民活動の拠点をつくります

市民や市民団体が、会議や交流のための部屋やコピー機、パソコンなどを自由に利用すること

のできる「（仮称）地区コミュニティセンター」をはじめとする活動場所の確保を図ります。 

また、市民活動の場としてコミュニティセンターなどの公共施設が利用しやすくなるように、

利用規則や利用料金、利用時間などの見直しを進めます。 

さらに、小・中学校の余裕教室の開放や、市民活動を紹介する機関紙やホームページなどで作

成の技術面などに関してサポートできる人材の確保に努めます。 

【主な取組】 

ア 「（仮称）地区コミュニティセンター」の設置 充実 新規 

 情報交換、経験を語り合う場など、交流を通じて新たなネットワークが図られるよう「（仮

称）地区コミュニティセンター」の設置を進めます。 

【取組目標】 

平成17年度から調査や整備検討を進めます。 

【取組状況】 

 西脇地区・日野地区・比延地区・黒田庄地区にコミュニティセンターを設置するとともに、

津万地区・芳田地区については、隣保館をコミュニティセンターに位置付け地域のまちづくり

活動の拠点としています。 

 また、平成27年度茜が丘に重春・野村地区２地区の活動拠点となるコミュニティセンター

（複合施設）を設置することで、市内全地区においてコミュニティセンターの整備が完了しま

す。 

【今後の取組】 継続 

地区の活動拠点として、施設の充実に努めます。 

イ コミュニティセンターなど公共施設の利用条件の見直し 充実 新規 

 公共施設が利用しやすくなるように、利用規則や利用料金、利用時間などの見直しを進めま

す。 

【取組目標】 

平成17年度から見直しを行います。 

【取組状況】 

公共施設の開館日等については、利用実績等も勘案し必要な変更を行っています。 

【今後の取組】 継続 

引き続き、開館日や開館時間、使用料などについて検討を行い、必要な見直しを行います。 

ウ 小・中学校の体育館などの開放 充実 

 市民の活動場所として小・中学校の体育館などは既に開放していますが、さらに、学校支援

ボランティア等の活動拠点となることを目指して余裕教室の活用を進めます。 

【取組目標】 

体育館などの開放は引き続き取組みます。 

引き続き、余裕教室の活用について検討を進めます。 

【取組状況】 

新築された西脇南中学校や双葉小学校には、外部開放スペース（教室）等を設置していま
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す。 

【今後の取組】 継続 

体育館などの開放は引き続き取組みます。 

引き続き、余裕教室の活用について検討を進めます。 

エ 機関紙やホームページなどの作成をサポートできる人材の確保 充実 

 ホームページの設置や、メールマガジン・機関紙の発行などを作成するための技術面でサ

ポートできる人材の確保を進めます。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

要望に応じて相談に乗るなど支援を行いました。 

【今後の取組】 継続 

引き続き、取り組みます。 

⑵ 市民や企業などによる活動場所や設備の提供を促進します

市民や企業などが所有する会議室や設備、空き店舗などを市民や団体などに貸し出すことを促

進します。 

【主な取組】 

ア 会議室や設備などの貸し出しの推進 充実 

 一部、民間の空き店舗などのスポーツ団体への貸し出しが行われていますが、さらに、市民

や企業などの協力による、会議室や設備、空き店舗などの市民団体への貸し出しを進めます。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

 地域でのイベントなどを中心に、ニーズのある企業等が持つ施設等の貸し出しを実施してい

ます。 

【今後の取組】 継続 

引き続き、取り組みます。 

⑶ 市民活動に利用できる場所や設備の情報を整理し、情報提供を行います

市民活動に利用できる公共はもとより民間の施設、設備についても情報を収集し、その提供を

推進します。 

また、活動に必要な場所やものを求めている市民や団体などと、貸し出すことができる市民や

団体などを結びつける仕組みづくりを推進します。 

【主な取組】 

ア 活動場所・設備データベースの作成 新規 

 市民活動に利用できる公共や民間の施設、設備について情報を収集し、データベース化を図

るとともに、その情報提供を推進します。 

【取組目標】 

平成17年度から検討を進めます。 

【取組状況】 

実施していません。 

【今後の取組】 充実 

今後、検討を行い、情報収集等を行います。 
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イ 「貸してください」「貸します」掲示板の設置 新規 

 活動に必要な場所やものを求めている市民や団体などと、貸し出すことができる市民や団体

などを結びつける「貸してください」「貸します」掲示板の設置をホームページなどで推進し

ます。 

【取組目標】 

平成17年度から検討を進めます。 

【取組状況】 

検討は行いました。 

【今後の取組】 縮小 

 営利目的や不適切な表現など市民や団体が自由に投稿等できるようにすることは難しいと判

断しています。申請を受け付け、審査実施後に掲載する方式であれば実施可能と考えていま

す。 

ウ 各種情報のデータベース化（行政情報・市民団体情報など） 新規 

様々な市民団体やグループなどのデータベースを作成し、ＰＲや情報提供を行います。 

【取組目標】 

平成17年度から検討を進めます。 

【取組状況】 

 市民団体のデータベース作成に向け情報収集を行っています。今後はデータベースを作成

し、団体のＰＲや情報提供を行います。 

【今後の取組】 継続 

引き続き、取り組みます。 

⑷ 人材を求めている人と提供できる人が結びつく仕組みをつくります

まちづくりに係る知恵や技術を持った人を、それを求めている市民や団体などに紹介・あっ旋

する仕組みづくりを推進します。 

【主な取組】 

ア 「まちづくり人材バンク」の整備 充実 新規 

 まちづくりに係る知恵や技術を持った人が市内でも多くおられます。市内外にかかわらず、

それを求めている市民や団体などにアドバイザーやコンサルタントなどを紹介・あっ旋する仕

組みづくりを推進します。 

【取組目標】 

引き続き、充実に向けて取り組みます。 

【取組状況】 

「まちづくり人材バンク」の整備については行っていません。 

【今後の取組】 拡充 

 本市における多様な人材の持つ能力を有効に活用するため、まちづくり人材バンクの整備に

ついて検討し、実施に向けて取り組みます。 

２ 市民活動に必要な資金などの確保を支援します 

⑴ 市民活動の助成制度を整えます

市民活動を資金面から支援するため、既存の補助金制度の見直し・整理・交付基準の明確化を

図ります。 

助成にあたっては、各市民団体の活動内容の審査、成果の評価を行い、助成の内容や活動結果
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の公表を行います。 

【主な取組】 

ア まちづくり活動助成制度の充実 充実 

 まちづくりを行う団体やグループなどを支援する「まちづくり活動助成」を引き続き進めま

す。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

 まちづくりを行う団体やグループなどを支援する制度として、平成23年度から「西脇市市民

提案型まちづくり事業」を整備し、支援を行っています。 

【今後の取組】 継続又は充実 

 引き続き、まちづくり団体等の支援を行うととに、補助制度について検証・見直しを行い、

活動の充実に努めます。 

イ 補助金の見直しと基準の明確化 充実 

既存の各種補助金制度の見直し・整理を行い、交付基準の明確化を図ります。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

補助金については、原則３年間の期限を設定し、見直しを行っています。 

【今後の取組】 継続 

今後、補助制度全体のあり方についても検討・見直しが必要となります。 

ウ 補助団体の決算の公開 充実 

 補助を行った団体などの活動内容の審査、成果の評価を行い、助成内容や活動結果の公表を

行います。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

 一部の団体に限られますが、事業実施状況及び活動結果等をホームページなどで公開してい

ます。 

【今後の取組】 継続又は充実 

引き続き、補助団体の事業実施状況や活動結果等の公開に取り組みます。 

⑵ 助成制度の情報提供を行います

どのような助成制度があるか、活用できるかなど、市や県、国、各種の公益法人などの助成制

度に係る情報を取りまとめ、市民や団体などに提供します。 

【主な取組】 

ア 助成制度の情報提供 充実 

市や県、国、各種の公益法人などの助成制度に係る情報提供を推進します。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

自治会やまちづくり協議会等に様々な助成制度の情報提供を行っています。 

【今後の取組】 継続又は充実 
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 引き続き、市や県、各種公益法人などの助成制度について、自治会・町内会、各地区まちづ

くり協議会、各種団体、ボランティアグループ等に情報提供を推進します。 

⑶ 市民活動資金となる「（仮称）まちづくり基金」の創設を進めます

市民活動への協賛金による協力を促進するとともに、様々な市民活動を資金面から支援する募

金の実施や「（仮称）まちづくり基金」の創設を進め、市民や企業の協力を求めていきます。 

【主な取組】 

ア 「（仮称）まちづくり基金」の創設 新規 

市民活動資金となる「（仮称）まちづくり基金」の創設を進めます。 

【取組目標】 

平成17年度から検討を進めます。 

【取組状況】 

「（仮称）まちづくり基金」について、検討を行っていません。 

【今後の取組】 廃止 

 まちづくり関係の支援については、ふるさと寄付金や地域振興基金を財源として行っている

ため、基金の創設は不要と判断しました。 

⑷ まちづくりにおけるエコマネーの導入を進めます

市民や市民団体がまちづくりにおいてできることを登録し、活動することによってポイントを

受け、そのポイントを用いて、他の市民などに協力を求めることができる、互助と互酬の仕組み

である「地域通貨（エコマネー等）」の導入を進めます。 

【主な取組】 

ア 「地域通貨（エコマネー等）」の導入 新規 

 ボランティア活動の推進とコミュニティへの参加意欲を高めるため、互助と互酬の仕組みで

ある「地域通貨（エコマネー等）」の導入を進めます。 

【取組目標】 

平成17年度から検討を進めます。 

【取組状況】 

制度の導入についての検討は、特に行っていません。 

【今後の取組】 継続 

 「地域通貨」や「時間預託」など地域内で持続可能な互助・互酬のシステムについて検討

し、必要性を判断します。 

３ 市民活動への相談や支援を進めます 

⑴ 活動の進め方や活動資金づくりなどの相談を行います

行政の担当組織や「（仮称）地区コミュニティセンター」などで、活動の立ち上げ方や進め方、

まちづくりのための制度の活用、活動資金づくりなどの相談を行います。 

【主な取組】 

ア まちづくりアドバイザー制度の導入 新規 

 まちづくりに係る知恵や技術を持った人が市民・団体などの相談・支援を行うアドバイザー

制度の導入を検討します。 

【取組目標】 

平成17年度から導入に向けて検討します。 

【取組状況】 

県や公益法人等の制度を活用し、ちづくりアドバイザーの派遣を行っています。 
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【今後の取組】 継続 

引き続き、検討の事業を活用し、アドバイザー派遣を行います。 

イ 市民活動推進に係る担当組織の充実 充実 

 活動の立ち上げや進め方、まちづくりのための制度の活用、活動資金づくりなどの相談を行

う担当組織の充実を図ります。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

行政においては、ふるさと創造部まちづくり課を設置し市民活動の推進を図っています。 

【今後の取組】 継続 

引き続き、市民活動の支援に取り組みます。 

⑵ ＮＰＯ活動や法人の設立・運営への支援を進めます

ＮＰＯ活動や法人の設立、運営に係る支援を行政だけでなく、市民団体等も含め進めます。

【主な取組】

ア ＮＰＯ活動や法人化、運営などの支援 充実 

 福祉、環境、文化など、様々な分野で非営利の活動団体（ＮＰＯ）が増えています。活動の

支援や法人化への相談体制、情報提供などの充実を行政だけでなく、市民団体等も含め進めま

す。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

ＮＰＯ法人の設立に際し、人的な支援を行うとともに、情報提供等を行っています。 

【今後の取組】 継続・充実 

 引き続き、活動支援や法人化への相談体制を整えます。また、中間支援を行うＮＰＯ法人の

設立についても検討を行います。 

⑶ 行政の総合的活動支援を進めます

市民活動の推進には、市民の自主的・主体的な行動が必要ですが、併せて、行政の市民活動の

活性化に対する支援も重要です。 

【主な取組】 

ア 「（仮称）地区コミュニティセンター」を拠点とした市民活動の推進 

充実 新規 

 市民活動を活性化するには、興味や関心があっても、どう行動を起こしていいのか分からな

いといった市民の声に的確に応える必要があります。 

 このため、市民をはじめＮＰＯやボランティア団体などを総合的に支援する「（仮称）地区

コミュニティセンター」を拠点とし、情報提供、相談、交流など様々な支援活動を展開してい

きます。 

【取組目標】 

平成17年度から検討を進めます。 

【取組状況】 

 西脇地区・日野地区・比延地区・黒田庄地区にコミュニティセンターを設置するとともに、

津万地区・芳田地区については、隣保館をコミュニティセンターに位置付け地域のまちづくり

活動の拠点としています。 
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 また、平成27年度茜が丘に重春・野村地区２地区の活動拠点となるコミュニティセンター

（複合施設）を設置することで、市内全地区においてコミュニティセンターの整備が完了しま

す。 

【今後の取組】 継続 

地区の活動拠点として、施設の充実に努めます。 

イ 地区単位でのまちづくりへの取組と拠点整備の推進 充実 新規 

 市民の身近なエリアである地区単位でのまちづくりの推進が重要で、地区まちづくり・コ

ミュニティの拠点としてコミュニティセンターや隣保館などが、まちづくりに果たす役割は非

常に大きなものがあります。 

 地区単位での「まちづくり計画」の策定を推進するとともに、地域のまちづくりを支援する

ための地域対策委員の充実など、きめ細かい支援体制の促進を図ります。 

【取組目標】 

引き続き、平成19年度まで地区別まちづくり計画の策定に取り組みます。 

平成17年度から、地域のまちづくりに対する支援体制のあり方について検討を進めます。 

【取組状況】 

 平成20年度末において、市内８つのすべての地区で地区別まちづくり計画を策定し、計画の

実践を行っています。計画策定から概ね10年を経過することから、平成25年度から計画の再編

に着手しており、本年度で２地区目の計画再編を行っています。 

また、まちづくり課の担当職員と地域対策委員により人的支援を行っています。 

【今後の取組】 継続 

 引き続き、各地区まちづくり計画の再編に取り組むとともに、地域対策委員制度のあり方に

ついても検討します。 
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Ⅳ 市政への市民参画・協働 

  政策形成での市民参画・協働を進めます 

１ 施策の計画・実施・評価・見直しの各段階における市民参画を推進します 

⑴ 施策の計画・実施・評価・見直しの各段階における市民参画を推進します

施策の計画・実施・評価・見直しの各段階における市民参画を推進します。また、審議会など

の委員についても、性別、年齢、地域、職業などに配慮し、様々な立場の市民が参加できるよう

努めるとともに、会議に参加しやすいように、開催の日時や場所、会議の進め方、託児などに配

慮します。 

併せて、市職員の勤務時間の弾力化を図ります。 

また、広報紙や市ホームページなどで、重要な施策について、その必要性、内容案、費用、効

果などを公開し、広く市民の意見を募集する「パブリックコメント」の制度化を推進します。 

さらに、各種市民サービスやイベント、公園などの整備事業などについて、実施・運営の両面

での市民の参画や「アドプトシステム」を推進します。 

また、庁内における行政評価の内容公開を図るとともに、市民による評価の実施を進めます。 

ア 政策の計画過程での市民参画 

   【主な取組】 

① パブリックコメントの制度化と市民提案制度の推進 新規 

 本市では、パブリックコメントの制度化はしていないものの、これまでにも総合計画など、

多くの計画策定の過程において市民の意見を募集してきましたが、今後は、重要な制度の創設

などにおいて市民の意見を募集するパブリックコメントの制度化を進めます。 

また、政策形成における市民からの提案制度についても検討を進めます。 

【取組目標】 

平成17年度に、パブリックコメントの制度化を検討します。 

平成18年度から市民提案制度についても検討を進めます。 

【取組状況】 

 平成21年度からパブリックコメント制度を試行しており、市民生活に関係の深い計画や条例

等の制定に際してパブリックコメント制度を実施しています。 

市民提案制度については、検討していません。 

【今後の取組】 充実 

パブリックコメント制度の正式運用に向け検討・調整を行います。 

② 審議会などの委員公募の推進 充実 新規 

 本市では、これまでにも各種審議会や委員会などにおいて、委員を公募していますが、今後

も、さらに多くの審議会などにおいて、委員公募に取り組みます。 

【取組目標】 

 引き続き、「審議会等の設置及び運営に関する指針」（平成16年度）に基づき、原則として

全ての審議会などで委員公募を進めます。 

【取組状況】 

 平成26年４月から「西脇市審議会等の委員の公募に関する指針」を試行し、各種審議会等に

おいて委員公募を行っています。 

【今後の取組】 継続 

現在試行している指針の内容について検証し、本格的な運用に向け検討・調整を行います。 
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③ 市民との意見交換の場づくり 充実 

 これまでにも、事業の実施に当たり市民との意見交換は行っていますが、引き続き、意見が

施策に反映できるよう、市民との意見交換の場づくりを進めます。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

 市長と市民の皆さんの意見交換の場として「まちかどミーティング」を行っています。ま

た、事業実施に当たり、地元住民の皆さんとの意見交換の場として、各説明会や検討委員会な

ども設けています。 

【今後の取組】 継続 

引き続き、市民の皆さんとの意見交換の場づくりを進めます。 

④ 審議会や委員会などの原則公開 充実 

 様々な政策について審議される審議会などは、行政の政策形成過程の中でも重要な位置を占

めています。 

 これまでにも総合計画審議会をはじめ、多くの審議会などで、委員の合意により、その議論

の公開などを行っていますが、今後も、取り組みを進めます。 

【取組目標】 

 引き続き、「審議会等の設置及び運営に係る指針」（平成16年度）に基づき、原則として全

ての審議会などの公開や審議内容の情報提供を行います。 

【取組状況】 

 平成26年４月から「西脇市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」を試

行し、審議会等の会議の公開、会議の記録の広報を行っています。 

【今後の取組】 継続 

現在試行している内容について検証し、本格的な運用に向け検討・調整を行います。 

⑤ 幅広い市民層からの審議会などの委員への参画推進 充実 

 本市では、これまでにも、多くの審議会などにおいて市民団体の代表や女性、若い世代など

市民参加を求めてきました。今後も、さらに各種団体の代表や女性、外国籍市民、若者など幅

広い市民層からの委員の参画を推進します。 

【取組目標】 

引き続き、幅広い市民層からの参加を進めます。 

 女性委員の参加促進については、「西脇市男女共同参画基本プラン」に基づき、平成23年度

において少なくとも女性委員比率30％を目指します。 

【取組状況】 

 審議会等の委員の選任に当たっては、各種団体の代表者や公募委員など、幅広い市民層から

の参加を進めています。 

また、各審議会等において、女性委員の割合が３割以上となるよう努めていますが、３割に

満たない審議会等も見られます。 

【今後の取組】 継続 

 引き続き、幅広い市民層からの参加を進めるとともに、女性委員比率についても、30％以上

となるよう努めます。 

イ 政策の実施過程での市民参画 

【主な取組】 
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① アドプトシステムの推進 充実 新規 

 これまでにも、道路清掃や美化活動など、市民による維持管理が行なわれているものもあり

ますが、政策の実施過程での市民参画の一つとして、市民や事業者が公共施設の植栽や清掃な

どの維持管理を行なう「アドプトシステム」の推進を図ります。 

【取組目標】 

平成17年度にアドプトシステムの制度化の検討を進めます。 

【取組状況】 

 県のアドプトシステムにより道路脇花壇の整備をまちづくり協議会が行っていますが、市と

しての制度化は行っていません。 

【今後の取組】 継続 

アドプトシステムについて検討を行い、必要に応じて制度化します。 

② 市民のよりよい学校づくりへの参画推進 充実 

 全国的に教育問題への関心が高まっている中、地域ぐるみの教育をより推進するとともに、

保護者や地域住民が意見を述べることを通して、よりよい学校づくりに参画する学校評議員制

度の充実を図ります。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

市内の全学校園で学校評議員を委嘱し、学校運営等に助言をいただいています。 

【今後の取組】 継続 

引き続き、取り組みます。 

③ 市民との意見交換の場づくり 充実 

 市民との意見が施策に反映できるよう、政策の実施段階で、市民との意見交換の場づくりを

進めます。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

 市長と市民の皆さんの意見交換の場として「まちかどミーティング」を行っています。ま

た、事業実施に当たり、地元住民の皆さんとの意見交換の場として、各説明会や検討委員会な

ども設けています。 

【今後の取組】 継続 

引き続き、市民の皆さんとの意見交換の場づくりを進めます。 

④ ワークショップなど意見を効果的に事業に活かす取組の推進 充実 

 これまでにも、数多くのワークショップを実施し、市民の知恵と力を活かしてきました。今

後も、引き続き施策・事業にワークショップを積極的に導入します。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

 地区まちづくり計画の策定や自治基本条例の検討など意見を出しやすいワークショップの手

法を用いて行いました。 

【今後の取組】 継続又は充実 

ワークショップだけでなく、議論を促進させるための手法について検討し、それぞれの会議
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において適切な方法で行います。 

⑤ 事業の実施において団体や企業などが参画する機会の確保 充実 

 市政の運営には、一人ひとりの市民はもとより、地域団体、ＮＰＯ・ＮＧＯ、業界、企業な

ど様々な組織や団体との協働が必要です。 

 これまでにもこれらの団体や企業から意見や要望を聞くなど、ニーズの把握に努めるととも

に、事業実施段階においても、協働による取組を進めてきました。 

 今後も、市民、企業、行政が一体となった地域課題解決に向けた取組など、様々な組織や団

体などとの協働による事業の実施を進めます。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

 各種団体やまちづくり協議会、ボランティアグループ等との協働により事業を行っていま

す。 

【今後の取組】 継続又は充実 

引き続き、事業の実施段階においても、様々な団体等と協働できるよう取り組みます。 

⑥ 公共施設の運営への市民や団体の参画推進 充実 

 公共施設については、言うまでもなく、利用者である市民や団体が使いやすい運営を図る必

要があります。 

 このため、これまでにも利用者アンケートなどの実施により、利用者の声を聞き、運営に活

かしていきましたが、今後も、運営についての市民や団体、ＮＰＯなどの参画促進を図ってい

きます。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

 公共施設の管理運営を指定管理者制度により行っています。また、施設の改修等にあたって

も利用者アンケートを実施するなど、利用者の意見を聴き、反映しています。 

【今後の取組】 継続又は充実 

引き続き、可能な限り公共施設の指定管理者による管理運営を行ないます。 

ウ 政策の評価過程での市民参画 

【主な取組】 

① 市民の視点に立った行政評価システムの導入 充実 新規 

 本市では、現在、行政内での行政評価は行っていますが、市民参画の視点に立って行政活動

の業績や成果を可能な限り数値化するなど、わかりやすい形で示す総合的な行政評価システム

や行政評価の市民参画を進めます。 

【取組目標】 

引き続き、充実に向けて取り組みます。 

【取組状況】 

 事務事業評価については、行政内部で実施していますが、評価結果をホームページ等で公開

しています。また、評価に際しては市民アンケートも活用しています。 

【今後の取組】 継続又は充実 

引き続き、取り組むとともに、行政評価への市民参画についても検討します。 
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② 学校教育活動への外部評価の導入 充実 新規 

 特色ある学校づくりの一層の推進に向け、各学校において、教育目標の達成状況を把握し、

成果や課題を明確にしながら教育活動の充実を図ることが重要です。 

 そのため、評価項目や観点、基準を明確にした「自己評価」の仕組みを整えるとともに、ア

ンケートなどにより、保護者・地域の方の学校教育活動への意見などを把握する外部評価の充

実を図ります。 

【取組目標】 

引き続き、充実に向けて取り組みます。 

【取組状況】 

 各学校長から年度当初の目標管理シートの提出、中間報告による達成状況の把握等により評

価・指導を行っています。 

また、学校自己評価及び外部評価の結果について報告を受けています。 

【今後の取組】 継続 

引き続き、充実に向け取り組みます。 

③ 市民との意見交換の場づくり 充実 

 市民の意見が施策に反映できるよう、政策の評価段階で、市民との意見交換の場づくりを進

めます。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

 市長と市民の皆さんの意見交換の場として「まちかどミーティング」を行っています。ま

た、事業実施に当たり、地元住民の皆さんとの意見交換の場として、各説明会や検討委員会な

ども設けています。 

【今後の取組】 継続 

引き続き、市民の皆さんとの意見交換の場づくりを進めます。 

④ アンケート、モニター調査などによる市民意見の活用 充実 

 事業実施後において、その主旨や目的に沿って事業が達成できたかを確認し、次の施策に活

かしていくことが必要です。 

 本市では、これまでにもシンポジウムや公開フォーラムなどの参加者に対するアンケート調

査や施設利用者に対するモニター調査などを行ってきましたが、より一層、事業実施の際のア

ンケート調査やヒアリングを充実するとともに、調査結果の分析と評価の結果をホームページ

で公表するなど、市民意見に基づくより良い運用を積極的に進めます。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

 毎年「まちづくり市民アンケート」を実施し、市民の皆さんの意見を伺っています。また、

ファーラムや各種説明会、意見交換会、講演会等の際にもアンケートを実施し、その結果を

ホームページ等で公開しています。 

【今後の取組】 継続又は充実 

引き続き、アンケートやヒアリング等を実施し、施策に活かしていきます。 

エ 政策の見直し段階での市民参画 

【主な取組】 
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① 市民の意見を聞く場づくり 充実 

 計画・実施・評価を踏まえて、さらに次に生かすための見直しの段階においても、市民の意

見を聞く場づくりを進めます。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

 各種計画の見直し・改定の際にも市民ワークショップを開催するなど市民の皆さんの意見を

聞く場づくりを進めています。 

【今後の取組】 継続又は充実 

引き続き、施策の見直しの際にも、市民の意見を聞く場づくりを進めます。 

２ 市民と行政の協働による市政運営を推進します 

⑴ 市民が自主的に市政を考え、行政に提案する場をつくります

市民が主体となって、市民の意見を集約し、まちづくりの課題について話し合い、行政に提案

する体制を整えます。 

【主な取組】 

ア 「（仮称）市民団体連絡協議会」の設立 新規 

 各団体の活動の活性化と、各団体が連携したまちづくりを展開するため、「（仮称）市民団

体連絡協議会」を設立し、市民団体のネットワークを強化するとともに、市民の意見を集約

し、まちづくりの課題について話し合い、行政に提案する体制を整えます。 

【取組目標】 

平成17年度から「（仮称）市民団体連絡協議会」の設立に向けて検討を進めます。 

【取組状況】 

 地区まちづくり実践補助事業及び市民提案型まちづくり事業実施団体の活動報告会ならびに

意見交換会を実施していますが、「（仮称）市民団体連絡協議会」の設立については検討して

いません。 

【今後の取組】 新規・充実 

 引き続き、活動報告会ならびに意見交換会を実施するとともに、市民団体連絡協議会の設置

について検討します。 

⑵ 市民と行政の協働による事業実施や市民団体への事業委託を推進します

市民・市民団体と行政の協働による事業の実施や、市民サービス提供などの事業の市民団体へ

の委託を推進します。 

【主な取組】 

ア 市民と行政の協働による市民提案事業の実施 新規 

 市民のアイデアに基づく提案や市民自らが主体的に取り組む事業提案について、市民と行政

との協働を前提として事業化を図る市民提案事業を進めます。 

【取組目標】 

平成18年度から検討を進めます。 

【取組状況】 

 市民が主体的に取り組む活動については、市民提案型まちづくり事業で支援していますが、

市民からの事業提案による協働事業は実施していません。 

【今後の取組】 新規 

市民の事業提案による協働事業について検討を進めます。 
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イ コミュニティビジネスの育成・支援 新規 

 福祉、環境、リサイクル、商店街の活性化、特産品販売など、地域が抱える問題をＮＰＯな

どを含め、地域住民が主体となってビジネス（事業）として解決するコミュニティビジネスの

育成・支援を進めます。 

【取組目標】 

平成17年度から検討を進めます。 

【取組状況】 

 コミュニティビジネス講座を実施しました。また、各地区まちづくり協議会や特産開発グ

ループ、環境団体などが主体となり、環境、特産品開発等による事業を展開しています。 

【今後の取組】 継続又充実 

引き続き、コミュニティビジネスの育成・支援を進めます。 

ウ ＮＰＯや市民団体などへの事業委託の推進 充実 新規 

 コミュニティビジネスの推進とも併せて、ＮＰＯや市民団体などへの事業委託の推進を図り

ます。 

【取組目標】 

平成17年度から委託できる事業を再点検し、委託の検討を進めます。 

【取組状況】 

 地区まちづくり協議会やＮＰＯを指定管理者として指定し、公共施設の管理運営を行なって

います。 

【今後の取組】 継続又は充実 

引き続き、委託できる事業を点検し、委託に向けた検討を進めます。 
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Ⅴ まちづくりへの体制づくり 

  参画・協働を進めるための体制づくり整えます 

１ 市民活動に関する相談や支援を行う組織を充実します 

⑴ 市民活動に関する相談や支援を行う庁内組織を充実します

市民活動に関する総合相談や支援、情報提供などを担当する組織の充実を行います。

【主な取組】

ア 勤務時間のフレックス化などの推進 充実 

 市民窓口業務において一部導入しているものの、市民の参画・協働に対応するため、必要に

応じて勤務時間のフレックス化など、勤務条件についての対応や研究をさらに進めます。 

【取組目標】 

引き続き、調査・研究を進めます。 

【取組状況】 

すべての部署に導入を促し、制度の効果的な利用促進に努めています。 

【今後の取組】 充実 

引き続き、利用促進に努めます。 

イ 市民活動推進に係る担当組織の充実 充実 

 行政内の市民活動への支援や相談などを担当する組織の充実を図ります。併せて、分かりや

すい対応を図ります。 

【取組目標】 

引き続き、充実に向けて取り組みます。 

【取組状況】 

地域対策委員を委嘱し、地域との連携の強化に努めています。 

【今後の取組】 充実 

地域対策委員の役割やあり方について検討し、連携強化に努めます。 

ウ 庁内情報の共有手段となる市役所イントラネットの推進 充実 

 市民参加をより充実したものにするには、市職員が市民の目線で横断的に庁内情報を把握し

ていることが不可欠です。電子情報による情報共有を進めるために、市役所イントラネット上

での提供を促進するなど庁内の情報化をさらに推進します。 

【取組目標】 

（仮称）「西脇市地域情報化計画」に基づき取り組みます。 

【取組状況】 

庁内グループウェアを導入し、庁内情報の共有を促進しています。 

【今後の取組】 継続 

引き続き、取り組みます。 

⑵ 市民によるまちづくり支援組織を育成します

市民活動の相談や支援を行う組織の設立・育成を推進します。

【主な取組】

ア 市民によるまちづくり支援組織の設立 新規 

市民による市民活動の相談や支援を行う組織の設立・育成を推進します。 

【取組目標】 

平成17年度から検討を進めます。 
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【取組状況】 

中間支援組織の設立については検討していません。 

【今後の取組】 新規 

中間支援組織の設立について検討を進めます。 

２ まちづくりに対応できる職員を養成します 

⑴ まちづくりの知識・技術を有する職員を養成します

参画と協働のまちづくりをより一層充実したものにしていくためには、市職員の理解と能力の

向上を図るとともに、参画と協働の取組が円滑に進む庁内体制づくりが必要です。 

市職員が参画・協働に関する理解を深め、力量を高めるとともに、必要な行政情報を共有でき

るシステムを整え、市民のニーズに迅速かつ的確に対応できる体制づくりを進めます。 

【主な取組】 

ア 重要事務事業庁内説明会の開催 新規 

 各部の所管する重要な事務事業について、市職員向けの事業説明会を定例的に行い、職員間

の情報共有と的確な伝達を図ることによってアカウンタビリティ（説明責任）の基盤づくりを

進めます。また、職員のプレゼンテーション能力の向上を図ります。 

【取組目標】 

平成18年度から、特に市民に説明を要する事業を中心に取り組みます。 

【取組状況】 

 特に取り組みを行っていませんが、庁内グループウェアを活用し、重要な施策についての情

報共有を図っています。 

【今後の取組】 継続 

引き続き、取り組みます。 

イ 市民活動や参画・協働に係る研修の実施 充実 

 広く職員が、参画・協働について理解を深めるため、様々な講演会や講座の受講を促進する

など、市民の意見を反映した主体的な政策形成を進めるための職員研修の充実を図ります。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

 人材育成基本方針に基づき、意欲や創造性を引き出し、マネジメント力、政策形成能力に優

れたプロの人材を育成するため、職員研修を実施しています。 

 併せて、職員自らの意思で参加できる部門別エントリー制の実務型研修にすることにより、

職員のやる気に基づく「選択と集中」を図り、研修成果の向上に努めています。 

【今後の取組】 継続又は充実 

引き続き、取り組みます。 

⑵ 市職員の市民活動や地域活動への積極的な参加を推進します

市民団体や地域団体の活動や地域活動への市職員の自発的な参加を推進します。

【主な取組】

ア 市民団体や地域団体活動への職員の自発的参加の推進 充実 

 職員も市民の一人であることを自覚し、市民団体や地域団体などへの自発的な参加を推進し

ます。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 
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【取組状況】 

地域対策委員により、各地区まちづくり協議会のイベント等へ積極的に参加しています。 

【今後の取組】 継続又は充実 

引き続き、取り組みます。 

イ 地域対策委員の充実 充実 

 地域と行政とのパイプ役と併せて、職員の地域活動への参加推進等、地域対策委員の充実を

図ります。 

【取組目標】 

引き続き、取り組みます。 

【取組状況】 

地域対策委員を委嘱し、地域と行政のパイプ役、地域活動への参加を進めています。 

【今後の取組】 継続又は充実 

引き続き、取り組みます。 

３ 参画・協働によるまちづくりを推進するための制度づくり 

⑴ 「（仮称）まちづくり基本条例」などの検討を進めます

市民と行政の責任と役割を明確にするとともに、市政運営の各過程への多様な市民参画による

まちづくりが一層推進されるよう「（仮称）まちづくり基本条例」や「（仮称）まちづくり憲

章」などの制定に取り組みます。 

【主な取組】 

ア 「（仮称）まちづくり基本条例」や「（仮称）まちづくり憲章」などの制定 

  新規 

 まちづくりの理念、目的、行政と市民の役割・責務、参加形態などについての基本事項を定

める（仮称）まちづくり基本条例や（仮称）まちづくり憲章などの制定を検討します。 

【取組目標】 

平成17年度から検討を進めます。 

【取組状況】 

平成25年４月１日に西脇市自治基本条例を施行しました。 

【今後の取組】 廃止 

 西脇市自治基本条例を制定したため、この項目は廃止とし、「自治基本条例の推進」などの

項目を設定します。 
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Ｐ 項目番号 質疑等内容 回答

全般

各種のアンケート・モニター調査、市民の意
見、パブリックコメント等のデータ分析は表と
裏があって、受け取り方で事業が推進され
ているか停滞しているか見えてこない部分
があり、具体的な生の声を吟味することも大
切と思う。

例えば、住民説明会やまちかどミーティング
をあわせるなど、できるだけ多くの意見を多
様な方法で聴くことができるよう努めます。

13 Ⅰ-１-⑴-イ
住民投票制度について、「継続して調査研
究を行います。」となっているが、期限を設け
る必要があるのではないか。

住民投票制度は、自治基本条例において個
別設置と定め、個別の事案に応じて設計す
るため、現段階では調査研究にとどめたい
と考えています。

13 Ⅰ-１-⑴-ウ 「市民提案制度」とはどのようなものか。

市民の皆さんや各種団体などから本市にお
ける課題を解決するための事業の提案を受
け、内容により、事業委託や市と市民との協
働により事業を実施する制度です。

14 Ⅰ-１-⑴-ウ
「市民提案制度」について、「調査研究を行
います。」となっているが、期限を設ける必要
があるのではないか。

制度の必要性も含め、期限の設定について
検討します。

15 Ⅰ-１-⑵-エ
「自治会・町内会に入会していない世帯」は
何％程度あるのか。

正式な調査を行っていないため正確な数値
ではありませんが、５％程度の世帯が未加
入であると思っています。

16 Ⅰ-１-⑶-ア
「まちづくり仕掛け人養成講座」の開催状況
は。

現ガイドライン策定前の平成15年度から平
成18年度まで実施しましたが、受講希望者
の減少により平成19年度以降実施していま
せん。
講座については、４回の連続講座で、合意
形成を図るためのワークショップ講座やまち
歩きなどを行っています。
また、平成26年度から内容を新たに講座を
再開することとしています。

17 Ⅰ-１-⑷-ウ
「トライやるアクション」や「ソーシャルボンド
キッズプラン」の具体例は。

「トライやるアクション」とは、中学校１～３年
生が長期休業中などに、まちづくり活動など
のイベント補助等地域貢献活動を行う活動
で、トライやる・ウィークの拡大版のことをい
います。（しばざくら通り100円商店街、西脇
ＴＭＯ「七夕・ゆかたまつり、西脇保育所夏ま
つり　ほか）
「ソーシャルボンドキッズプラン」とは、幼稚
園児が保護者とともに清掃活動等の地域活
動を行うもので、ソーシャルボンドマイプラン
の幼稚園版のことをいいます。（公園の清
掃、レントン通りのお花の水遣り、病院フェス
タへの参加、子育て学習センターでの手伝
い　ほか）

西脇市参画と協働のまちづくりガイドラインの検証に係る質疑について
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18 Ⅰ-１-⑷-エ
開催目的が「児童・生徒の関心を高めるた
め」とあるが、意見を市政やまちづくりに生
かすことも考えられるのではないか。

現状においては、子ども議会の開催目的を
「児童・生徒の関心を高めるため」としていま
す。
これは、西脇市議会基本条例第20条に規定
する議場等の開放の主旨である「講演会や
イベントなどで、市民に議場、委員会室等を
開放することにより議会に親しみを持ってい
ただくとともに、市民との懇談を通じて、議会
活動の活性化を目指す」ことを受けて、その
目的としたものです。
ご指摘の通とおり、「子ども議会」を開催した
場合、上記の「議会に親しみをもっていただ
くとともに、「議会活動の活性化を目指す」た
め、その際の提案や発言は、必要に応じ
て、議会活動や議員活動を通じて、市政や
まちづくりに生かせるよう理事者へ提案しな
ければならないものです。
ご指摘の部分につきまして、今後、開催目
的に加え、明示いたします。

18 Ⅰ-１-⑷-エ
「子ども（ちびっこ）議会の開催」について、
「議会改革の一環として、必要に応じて実施
します。」とあるが、どういう意味か。

現在、西脇市議会では、地方自治法の遵守
とともに、情報公開、市民参加を積極的に推
進していくこと、透明性、公平性及び公正性
を確保すること等を進めるため、議会基本条
例を基調に取り組む一連の活動を「議会改
革」としています。
例えば、本会議のインターネット配信、議場
開放、議会報告会の開催、議員の企画・編
集による議会だよりの発行、市政に関する
政策的な意見交換をする一般会議などが挙
げられます。
ご指摘の「子ども議会」についても「議場開
放」の取組の中で実施するもので、総称して
「議会改革の一環」と表現したものです。

18 Ⅰ-２-⑴-ア

「エコマネーの導入、ボランティアの日の設
定などの推進」について、「地域福祉推進の
ための新しい仕組みづくりに関する調査・検
討を行います。」とあるが、担当部署はどこ
か。

地域福祉計画を策定し、実践につなげてい
く観点から福祉総務課が担当になります
が、福祉総務課だけでなく関係各課の協力
のもと調査・検討を行います。

18 Ⅰ-２-⑴-イ

「ボランティア講座」については、「必要に応
じて実施します。」とあるが、社会のニーズに
応じたボランティア実践講座を実施する必要
がある。社会に役立つという実感を持つ温
かい人間関係が築け、こころ豊かな暮らしが
実現すると考える。

ご指摘のとおり必要な講座であると考えます
が、実施主体についても検討を行う必要が
あります。

18 Ⅰ-２-⑵-ア

「（仮称）地区コミュニティセンターの設置」に
ついて、「隣保館をコミュニティセンターに位
置付け地域のまちづくり活動の拠点としてい
ます。」とあるが、メリット・デメリット等を検討
して、今後の方向付けをする必要があるの
ではないか。

メリット・デメリットだけでなく、今後の隣保館
のあり方について検討が必要と考えていま
す。

20 Ⅰ-２-⑶-ア

「各地区区長会での視察研修及び各地区区
長会長による視察研修に対する補助を行っ
ています。」とあるが、まちづくり協議会へも
同様の補助が必要ではないか。

地区まちづくり実践補助事業により補助金
の交付は可能です。
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23 Ⅰ-２-⑹-ア
「各学校園においてゲストティーチャーを招
聘しています。」とあるが、招聘に際して現状
行っている支援策は。

ゲストティーチャーの招聘に関しては、学校
園がよく知っている方に来ていただきたいと
の思いから学校園にお任せする状態になっ
ています。今後は学校園との意思疎通をさ
らに図っていく必要があると考えています。

23 Ⅰ-２-⑹-イ 「ソーシャルボンド・マイプラン」の具体例は。

幼稚園では、保護者の方と話し合い、自分と
社会とのつながりを考え、地域活動などに
参加し、自分の力を活かす良い機会と捉え
取り組んでいます。（園周辺のゴミ拾い、夏
まつりへの参加、地域の高齢者とのふれあ
い交流会への参加、公園の草引き　ほか）
小・中学校では、自分と社会とのつながりを
考え、「ふるさと役立ちプラン」として、長期休
業期間を中心に取り組んでいます。（地域の
イベントやまつりへの参加、地域の清掃活
動、高齢者施設のイベント補助　ほか）

24
25

Ⅰ-３-⑴-ア
Ⅰ-３-⑴-エ

「（仮称）市民団体連絡協議会」と「（仮称）ま
ちづくり交流協議会」の違いは。

「市民団体連絡協議会」は、各種団体やボラ
ンティアグループなどの市民団体が連携す
る組織で、「まちづくり交流協議会」は各地区
まちづくり協議会等の地区まちづくり団体が
連携する組織になります。

28 Ⅱ-１-⑴-ア
「市民団体のデータベースの作成」の「情報
収集」はどのように行っているか。

「市民提案型まちづくり事業」実施団体や社
会福祉協議会への登録団体について情報
収集を行っていますが、さらに効果的な方法
について検討が必要と考えています。

40 Ⅲ-３-⑶-イ
「「地域対策委員制度のあり方」について、
市民はほとんど知らないので検討を願う。

地域対策委員制度については、各地区によ
り取組状況も異なっており、そのあり方につ
いて検討し、より効果的な制度となるよう検
討が必要と考えています。

18,24
31,34
42,43
45

「コミュニティセンター」と「市民との意見交換
の場づくり」について、取組状況の内容が同
じになっているが、それぞれの項目に応じた
視点での検証が必要ではないか。

ご意見を踏まえ、検証内容を見直します。
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追加資料 １ 

参画と協働のまちづくりガイドライン見直しについて

◎  参画と協働のまちづくりガイドラインの見直しについて、第１章

「参画と協働のまちづくりガイドラインの策定にあたって」から第

３章「市民会議の主要プロジェクト」部分について、基本的な考え

方は同様であると考えていますが、現ガイドライン策定当時の社会

情勢等と異なる点もあることから、次の視点に基づき見直しを行う

必要があると考えています。  

第１章  参画と協働のまちづくりガイドラインの策定にあたって

１  なぜ「参画と協働のまちづくりガイドライン」を策定するのか

（Ｐ２）

⇒ 現ガイドラインの考え方を基本としますが、計画策定時と現状

との違いを踏まえ、「なぜ、見直しを行うのか」について記載

します。  

２  参画と協働のまちづくりとは

⑴ 「参画と協働」の意味（Ｐ３）

⇒ 平成 25年４月１日に西脇市自治基本条例を施行しており、条

例に定める定義等に改める必要があると考えています。

⑵ 「市民」とは、「行政」とは（Ｐ３）

⇒ 参画と協働を推進する中で、どのような主体があるのかを記

載します。特に「市民」については、西脇市自治基本条例で定

める「市民」の範囲を踏襲すべきと考えています。  

⑶ 「参画と協働のまちづくり」の取り組みの目標（Ｐ４）

⇒ 「参画の手法」「協働の手法」等について現ガイドラインに

は詳しく記載されていないため具体例を含めて記載し、「市民

と行政の協働の領域」を図示するなど、参画・協働をイメージ

しやすいよう記載する必要があると考えています。  

 また、「市民参加のはしご」（Ｐ５）については、基本的な

考え方として認識する必要があると考えるため残す予定ですが、

「これまでの西脇市の取組」（Ｐ６）については、合併前の西

脇市の取組に関する記載であるため記載しない方がいいと考え

ています。

⑷ 「参画と協働のまちづくり」の取り組みがもたらすもの（Ｐ

８）

⇒ 基本的に現ガイドラインと方向は変わらないと考えています。
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追加資料 １ 

３  参画と協働のまちづくりを進めるために

⑴ 参画と協働のまちづくりの基本原則（Ｐ９）

⇒ 協働推進の基本原則としてもう少し詳しく記載し、「参画と

協働のまちづくりとは」の⑶の欄（Ｐ４）に移動させて記載し

てはどうかと考えています。  

⑵ まちづくりを進めるための市民と行政の役割（Ｐ９）

⇒ （Ｐ 10）４『誰がどのように「参画と協働のまちづくり」を

進めるのか』で記載するとともに、第４章の具体的な取組（Ｐ

20～）において、それぞれの主体について検討を行う必要があ

ると考えています。  

第２章  参画と協働のまちづくりを進めるための基本的な方向

（Ｐ 12～）

基本的に現ガイドラインの５本の柱で考えていますが、現状にそ

ぐわない記載については修正を行う必要があると考えています。  

また、「５  まちづくりへの体制づくり」については、地域自治

を推進するための組織として「地域自治協議会」の方向性を記載す

る必要があると考えています。  

第３章  市民会議の主要プロジェクト（Ｐ 16～）

現ガイドラインの「交流」「場所」「情報」を柱に考えますが、

現状に合わない項目もあることから、現状に即した内容に変更する

か、または、場合によっては削除することも検討する必要があると

考えています。  

また、現ガイドラインでは欠けている視点として、「地域のあり

方」や「地域とＮＰＯの関係性」等についても記載すべきか検討す

る必要があると考えています。  

第４章  参画と協働のまちづくりを進めるための具体的な取組

（Ｐ 20～）

それぞれの項目について、検証結果の概要及び今後の取組につい

てとりまとめを行っていますが、ガイドラインへの記載については

内容をさらに精査する必要があると考えています。  

また、このガイドラインに記載されているそれぞれの取組につい

ては、行政が中心になって行うべきものだけではありませんので、

誰が中心になって取り組むべきかという「主体」について検討を行

い、記載する方向で調整する必要があると考えています。  
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