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第５次播磨町総合計画策定方針 

１．策定の趣旨 

○播磨町では、2010 年度に「第４次播磨町総合計画」（以下、「第４次総合計画」という。）

を策定し、その中で掲げられた将来像「まちが いきいき きらめくはりま ～未来につ

なげる みんなのまちづくり～」の実現に向けた取り組みを進めてきたところである。 

◯また、2015 年度には、2060 年までの長期的な人口目標について展望する「播磨町人口ビ

ジョン」（以下、「人口ビジョン」という。）を策定するとともに、その達成に向け「播磨

町まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下、「総合戦略」という。）を策定し、人口減少

対策に取り組んでいる。 

○こうした中、2020 年度には「第４次総合計画」の計画最終年度を迎えることから、新たに

2021 年度からの計画として「第５次播磨町総合計画」（以下、「第５次計画」という。）を

策定する。 

２．策定の考え方 

（１）「総合戦略」との一体的な計画づくり 

◯「総合戦略」の計画最終年度が 2019 年度であることから、これを見直し、新たに「第２

期播磨町まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下、「第２期総合戦略」という。）を策定

する必要がある。 

◯また、人口減少対策がますます重要になってくることを踏まえ、「第５次総合計画」につ

いては、「総合戦略」との一体的な策定が求められるところである。 

◯こうした状況を踏まえ、現行の「総合戦略」の計画期間を１年延長し、「第５次総合計画」

の立案・検討と並行しながら、「第２期総合戦略」についても立案・検討を行い、「第２期

総合戦略」と一体的・統合的な「第５次総合計画」の策定を行うものとする。 

（２）ＰＤＣＡサイクルによるマネジメントの視点をもった計画づくり 

◯計画の進行管理の基本となる評価手法を確立し、明確な目標管理型のＰＤＣＡサイクルに

よる円滑な計画マネジメントができる計画とする。 

◯特に、「総合戦略」で行われている毎年度の計画進捗評価の客観性・実効性を高める観点

から、ＫＰＩの設定に関しては毎年度の目標値の明確化を図る。 

（３）住民参画・職員参画による計画づくり 

◯住民の声を幅広く把握するため、アンケート調査（３種類）やワークショップ、パブリッ

クコメントなど、計画策定への様々な住民参加機会を設け、住民のニーズと意向を十分に

反映させるとともに、住民の視点からもわかりやすい計画とする。 

◯庁内若手職員によるプロジェクトチームを組織し、住民意向を踏まえた計画づくりへの参

画機会を創出する。  

資料４ 
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３．計画の位置づけと構成 

◯播磨町におけるまちづくりの最上位計画として位置づけられる「第５次総合計画」は、「基

本構想」と「基本計画」により構成する。 

◯「基本構想」は、播磨町が目指す将来都市像（ビジョン）を明らかにするとともに、その

実現に向けた基本的な政策・方向性を示すものである。 

◯「基本計画」は、「基本構想」に示された基本的な方向性を踏まえ、まちづくりの諸分野

ごとのビジョンと目標を明らかにするものである。 

◯「第２期総合戦略」については、その計画期間（後述参照）を踏まえ、「基本計画」にお

いて戦略プロジェクトとして位置づけることにより、「第５次総合計画」と一体的な計画

として内包されるものとする。 

４．計画の期間 

◯計画期間については、基本構想は 10 年（2021 年度から 2030 年度）、総合計画は前期計画

５年（2021 年度から 2025 年度）、後期計画５年（2026 年度から 2030 年度）とする。 

〇制度的に策定が要請されている「第２期総合戦略」の目標年度（2024 年度）を１年延長す

ることで、「前期基本計画」の最終年度、「後期基本計画」と一致させるものとする。 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

第４次総合計画              

   第５次総合計画（基本構想）     

   前期基本計画         

        後期基本計画    

             第６次総合計画 

総合戦略 延長              

   第２期総合戦略         

        第３期総合戦略    

 

５．策定体制 

（１）住民参画 

◯アンケート調査 

・一般住民向け（3,000 票程度）、中学生向け（300 票程度）、企業向け（100 票程度）の３

種類のアンケート調査を実施する 

◯住民ワークショップ 

・これからのまちづくりについて考える住民ワークショップ（40 人程度を想定）を実施す

る  
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・実施に際しては、協働の視点から、住民と庁内職員とが一緒にまちづくりについて考え

る機会となるよう、庁内職員の参加についても検討する 

◯パブリックコメント 

・計画策定に際しては、計画案に対する住民の意見・意向を反映する機会として、パブリ

ックコメントを実施する 

（２）長期総合計画審議会 

◯学識経験者や住民代表等で構成される「長期総合計画審議会」を設置し、「第５次総合計

画」策定に向けた審議を行い、計画案の答申をしていただく（２年度で６回程度開催予定）。 

（３）庁内体制 

◯庁内体制として、「総合計画策定委員会」を設置する（２年度６回程度開催予定）。 

◯「総合計画策定委員会」には、計画づくりへのより深い職員参画の体制として、庁内若手

職員を中心とする「専門部会（プロジェクトチーム）」を設置する（２年度で８回程度開

催予定）。 

◯企画グループは、計画策定に関する事務局機能を担う。 
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時 期 会 議 主要テーマ 

2019 年度 

７月 
第１回 専門部会 ◇キックオフ研修会 

９月 

第１回 策定委員会 

◇次期計画策定方針について 

◇今後のスケジュール等 

◇第１回審議会開催に向けて（資料確認等） 

第２回 専門部会 

◇町民意識調査について（主要設問の集計結果を推

察・予測） 

◇町民の実態・ニーズについて新たな視点から考える 

第１回 審議会 

◇委嘱・諮問 

◇現行計画評価 

◇人口の見通し 

10 月 
第３回 専門部会 

◇町民意識調査について（予測結果との比較） 

◇今後の主要課題について 

第２回 策定委員会 ◇第２回審議会開催に向けて（資料確認等） 

11 月 第４回 専門部会 ◇まちづくりビジョンについて 

第２回 審議会 
◇アンケート結果概要 

◇ワークショップ結果概要 

12 月 第３回 策定委員会 ◇第３回審議会開催に向けて（資料確認等） 

1 月 第３回 審議会 ◇基本構想案について 

2020 年度 

５月 第５回 専門部会 
◇「総合戦略」等についてレクチャー 

◇人口対策としての主要テーマ 

第６回 専門部会 
◇戦略テーマ別のＷＳを編成 

◇ロジックツリーの検討 

６月 
第７回 専門部会 

◇ロジックツリーに基づく「総合戦略」の検証 

◇新たな取り組みの検討 

第８回 専門部会 ◇新たな取り組みの検討（体系とコア事業） 

７月 第４回 策定委員会 ◇第４回審議会開催に向けて（資料確認等） 

第４回 審議会 ◇基本計画案について 

９月 第５回 策定委員会 ◇第５回審議会開催に向けて（資料確認等） 

第５回 審議会 
◇総合計画（素案）について 

◇パブリックコメントの実施について 

10 月 パブリックコメント 

11 月 第６回 策定委員会 ◇第６回審議会開催に向けて（資料確認等） 

第６回 審議会 

◇パブリックコメントの結果について 

◇総合計画（パブコメ反映版）について 

◇答申 

12 月 播磨町議会 上程 
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６．策定スケジュール 

[2019 年度] 

◯人口ビジョンの検証・修正 

◯「第４次総合計画」「総合戦略」の評価・検証 

◯アンケート調査の実施 

◯住民ワークショップ 

◯トップインタビュー 

◯「基本構想」案の検討 

 

 
2019 年度 

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 

次期計画策定方針の検討             

地域特性等の把握・分析             

人口ビジョン検証・修正             

現行計画等の評価・検証             

 

評価シートの作成              

調査（配布～回収）               

整理・評価・検証               

アンケート調査の実施             

 

調査票の検討・作成              

印刷等の発送準備              

調査（配布～回収）             

入力・集計・分析               

住民ワークショップ実施             

トップインタビュー        ●     

基本構想案の策定支援             

基本計画案の策定支援             

 

施策シートの作成             

調査（配布～回収）             

整理、補完ヒアリング             

長期総合計画審議会      ●  ●  ●   

総合計画策定員会    ● ● ●    

 プロジェクトチーム    ●  ● ● ●     
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[2020 年度] 

◯「第２期総合戦略」案を含む「基本計画」案の検討 

◯パブリックコメントの実施 

◯「第５次総合計画」の作成 

 

 
2020 年度 

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 

基本計画案の策定支援             

 
施策等の整理・検討             

ＫＰＩ等の検討             

総合計画とりまとめ             

 
パブコメ用素案作成             

パブコメ反映版作成             

パブリックコメント             

成果図書の印刷・製本             

次期計画の進捗管理             

町議会（上程）         ●    

長期総合計画審議会    ●  ●  ●     

総合計画策定員会    ●  ●  ●     

 プロジェクトチーム  ●● ●●          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


