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No 質問者の小学校区 質問内容 担当 

1 泉校区 県道下滝野市川線、上野町交差点について 都市整備部 

2 賀茂校区 ①未来型児童館建設について 教育委員会 

3  ②総合体育館建設について ふるさと創造部 

4  ③市立加西病院建設について 市立加西病院 

5  ・設備投資と加西市の将来財政状況について 総務部 

6 賀茂校区 地域の担い手、リーダーの育成について ふるさと創造部 

7 富合校区 ①獣害ベルト緊急整備事業について 地域振興部 

8  ②地域活性化拠点施設について ふるさと創造部 

9 富田校区 ①「人口増」と総合計画基本構想等との関係について ふるさと創造部 

10 

 ②基本構想を達成する為の手段について ふるさと創造部 

11 

 ③「人口増」が実現できている自治体との比較について ふるさと創造部 

12 

 ④「住みやすい町」の要素について ふるさと創造部 

13 泉校区 web申請・電子申請の促進について 総務部 

14 富田校区 ①熱気球事業におけるコハクチョウへの影響ついて ふるさと創造部 

15  ②水正池における道路整備について 都市整備部 

16 泉校区 ①総合体育館について ふるさと創造部 

17  ②少子高齢化について ふるさと創造部 

18  ③加西 IC産業団地について 都市整備部 

19  ④農業の再生と活性化について 地域振興部 

20  ⑤若年者への負担について ふるさと創造部 

21 下里校区 ①美しい街並み景観づくりについて 都市整備部 

22  ②ミュージアムの建設（要望）について ふるさと創造部 

23  ・加西市立図書館の利便性向上について 教育委員会    
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No １ 質問者の小学校区 泉校区 担当 都市整備部 

（質問内容） 
県道下滝野市川線、上野町交差点について 
（回  答） 
ご質問のございました上野交差点の側溝部分の蓋掛けの対応につきましては、別途区長様を通

じて、協議調整させていただきます。 
加西市総合計画における、政策10、安全性と利便性が確保された都市基盤の整備ということで、

幹線道路網の整備を行ってまいりたいと考えております。県道下滝野市川線は加西市北部を東西

に貫く重要な幹線と位置付け、整備を進めているところでございます。 
上野交差点を含む、別所交差点から広原交差点間の約 1.1 ㎞の拡幅要望につきましては、令和

元年に引き続き、令和２年１１月１８日に、兵庫県加東土木事務所長に対し、在田あいあいまち

づくり協議会、在田地区区長会の連名で要望書を提出いただいております。 
県道下滝野市川線は、別所交差点付近の改良工事、日吉小学校から和泉東交差点の間の拡幅工

事が完了し、現在、山田町地内の拡幅工事に事業着手しており、引き続き馬渡谷町地内の拡幅工

事が北播磨地区社会基盤整備プログラムに掲載され、事業化が予定されております。 
加西市といたしましては、馬渡谷町地内に引き続き、在田地区の拡幅工事及び釜坂トンネルの

早期事業化を、関係町を含め要望活動を行ってまいりたいと考えておりますので、ご協力をよろ

しくお願いいたします。  
No 2 質問者の小学校区 賀茂校区 担当 教育委員会 

（質問内容） 
未来型児童館建設について 
（回  答） 
未来型児童館については、「子育てしやすい街づくり」の一環として、庁内の各課の職員で構成

するワーキング会議を立ち上げ、昨年12月から、加西市にふさわしい「未来型児童館のあり方」

について検討を行っております。 
5年前に実施した市民アンケート結果では、大勢の親子が集える場所、子育ての支援ができる場所、
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アクセスのよい広い場所等を、希望する意見が多くありました。それから年数が経過しておりますの

で、今年度、新たにアンケート調査を行う予定です。市内に点在する既存の施設等との棲み分けをし

ながら、子育て支援のセンター的機能を担う児童館を目指しています。こらからも、広く市民の皆さ

んから未来型児童館に関するご意見等を賜りながら、検討を進めていきたいと考えています。 
 

No 3 質問者の小学校区 賀茂校区 担当 ふるさと創造部 

（質問内容） 
総合体育館建設について （※No16と合わせて回答させていただきます。） 
（回  答） 
総合体育館に関しては２件の質問があり、「必要がないのでは」との意見と「いつ頃の実現か」

とのご質問です。合わせて現在の考え方をご説明いたします。 
市内の体育館としては勤労者体育センターだけですが、公民館など他にもが利用可能な施設は

ございます。しかしながら、いずれの施設も床面積や観覧エリア、ロッカーやシャワー室など、

規模や機能は十分とは言えない状況です。利用者から総合体育館を求める声をいただいているの

も事実ですが、必要があるのかと疑問視するご意見もございます。 
市としましては、総合体育館を進める際には、その前段で市民の皆さまの意見を聞く機会を設

け、その必要性についても見定めたいと考えています。その上で、施設の規模や備えるべき機能

などを整理して、具体化していく流れと想定しています。 
概ね具体化されれば、設計や施工を含めて３～４年程度の期間が必要ではないかと考えています。 
 

No 4 質問者の小学校区 賀茂校区 担当 市立加西病院 

（質問内容） 
市立加西病院建設について 
（回  答） 
市立加西病院につきましては、昭和４９年に現在の地に開設されて以来、まもなく 50 年（47

年）が経過し、施設の老朽化も著しく進んでおります。 
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また、本館部分につきましては、現在の耐震基準を満たしておりません。 
仮に、現在の本館建物をそのまま活用して、耐震補強工事を行うとしましても、本館部分には

手術室をはじめ診療部門、検査部門、薬剤部門等の病院機能の中枢部門が集中しておりますので、

その機能を維持しながら補強工事を行うことは不可能でございます。 
しかも、既にコンクリート等の建築部材や建物内部の上・下水道等をはじめとする設備関係に

ついても経年による劣化が進んできておりますので、多額の費用をかけて耐震補強を行っても、

今後、数十年というその投資に見合う耐用年数が得られない状況です。 
従いまして、市立加西病院の耐震化を図るためには、改築することが最も合理的な方法である

と考えていますので、ご理解ください。 
 

No 5 質問者の小学校区 賀茂校区 担当 総務部 

（質問内容） 
設備投資と加西市の将来財政状況について 
（回  答） 
ご指摘のように、人口につきましては、減少傾向が続いております。 
一方、税収につきましては、企業の設備投資等によりまして、令和元年度決算におきましては、

過去最高の税収を確保しております。今後、新型コロナウイルスの影響による地域経済の悪化や

税収の確保は、懸念されますが、今のところ市内におきましては、企業の積極的な設備投資意欲

もあり、産業団地の整備も順次進めており、引き続き、一定の税収の確保はできるものと考えて

おります。 
このような中、市民ニーズの高い施設（未来型児童館、総合体育館）や耐震構造上建替えざる

を得ない施設（市立加西病院）につきましては、財源の確保（国等の補助金、交付金、ふるさと納

税、交付税措置の高い起債）をはかりながら、整備をすすめてまいりたいと考えております。 
こうした事業を実施するのにあたり、野放図に事業を実施し、後年にツケを回すことのないよ

うに計画的に進めてまいります。加西市では、令和２年度に、第６次総合計画の実施計画として

行財政改革プランを作成し、令和３年度からの１０年間の財政収支見通しを作成しております。 
このプランでは、市債（借金）に発行額については、制限枠（年８億円）を設けるとともに、投

資的事業や政策的経費につきましても一般財源の枠（年９億円）を設けることで、基金（貯金）

残高を一定確保しながら、財政運営を行うよう努めてまいりたいと考えております。 
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なお、歳入については、令和２年度の市税収入が６９憶円余りですが、ふるさと納税として５

３憶を超えるご寄付をいただいており、経費を差し引いても、２６～２７憶円が財源として活用

可能な額となっております。恒常的にあてにできる財源ではございませんが、ご寄付いただいた

方のご意向を尊重しながら、こうした資金も有効に活用してまいります。 
今後とも、市民の皆様に納めていただいた、貴重な税金を有効に活用させていただき、効率的

な財政運営を行ってまいりたいと考えております。 
 

No 6 質問者の小学校区 賀茂校区 担当 ふるさと創造部 

（質問内容） 
地域の担い手、リーダーの育成について 
（回  答） 
地域づくりにおいては、市としても地域の人材育成は重要と考えています。地域の課題を地域

で解決できるよう、ふるさと創造会議の取組も進めています。地域住民の方々により、持続可能

な自治運営が継続できるように支援してまいりたいと考えています。 
今年度に、ふるさと創造会議の統一した方向性を示すよう、「地域まちづくり指針」を策定して

まいります。各ふるさと創造会議には、地域づくりアドバイザーや、コーディネーターを適宜派

遣し、運営の支援を行うとともに、「まちづくり計画書」をまとめてまいります。まちづくり計画

書が整備できた地域には、地域づくり支援員制度を上手に活用していただき、計画の推進や組織

の機能強化に繋げていただければと思います。 
また、女性の参画の面では、加西市はまだまだ十分とは言えない状況と認識しています。女性

がその能力を十分に発揮できる環境を整えるとともに、また一方、そのリーダーとなる資質を育

成する取組も進めてまいります。今年度には、女性リーダー養成講座「ウィメンズネット 加西
塾」を開催します。女性が地域や組織で活躍できる、女性が様々な場面で意思決定に加わる、同

じ志を持つ女性が交流できる、そういった事業とする予定です。 
コロナ禍の行方についてですが、地域づくりに関する視点で申し上げますと、感染拡大防止の

ため、様々な形で外出の自粛や活動抑制を強いられています。人と人との交流や、地域活動、冠

婚葬祭などの場面が失われ、地域コミュニティが急激に希薄化していくことが懸念されます。ま

ずは徹底したコロナ対策が必要ではありますが、コロナ後を見据えたコミュニティの再構築や新

たな地域づくりが求められます。地域の皆さまの力もお借りし、共に地域の維持と発展を目指し

てまいりたいと考えています。 
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No 7 質問者の小学校区 富合校区 担当 地域振興部 

（質問内容） 
獣害ベルト緊急整備事業について 
（回  答） 
獣害対策については、集落をまたいだ広域での対策を実施することが有効となります。しかし、

金網柵の設置に関しては、柵の設置に関する出役や地権者への同意等が必要となることから、集

落単位での取組となっております。原則、集落をまたぐ対策が必要な場合は、隣接町で協議いた

だき、各集落より申請をお願いします。 
ご質問中にあります、市が隣接集落に対して、直接、指導を行い対策を強いることはできませ

んが、隣接集落が集まって協議をされる場に参加させていただき、対策の必要性や協力のお願い

を行うことは可能ですので、個別に農政課までご相談ください。 
加西市では、令和３年度より住民主体の獣害対策に取り組んでいただける集落に対して、必要

な支援を行う新たな獣害対策を推進しています。 
また、令和３年３月には、兵庫県の獣害対策チームの支援を受けて、市内の全ての集落を対象

として研修会を開催するなど、市内全域に獣害対策の必要性や意識の向上が図れるよう取り組ん

でいます。 
 

No 8 質問者の小学校区 富合校区 担当 ふるさと創造部 

（質問内容） 
地域活性化拠点施設について 
（回  答） 
現在、来春オープン予定の地域活性化拠点施設をはじめ、鶉野飛行場跡地の周辺整備に取り組

んでいるところです。 
青野原俘虜収容所跡についても、市内に存在する近代戦争遺産として鶉野飛行場跡遺跡と共に、

非常に貴重な地域資源と考えています。 
そのため、地域活性化拠点施設の展示コーナーには、歴史的背景として青野原俘虜収容所に関

する概要を展示する予定です。 
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また、開館後には特別展等の機会をとらえ、青野原俘虜収容所をテーマとした展示や、市域に

二つの世界大戦の戦争遺産が存在する強みを生かした企画を考えていきたいと思っています。 
俘虜収容所に関する施設整備については、市が保管している収容棟解体部材の活用と合せ、教

育委員会生涯学習課が検討しております。 
現在は、大学名誉教授や音楽家らでつくる実行委員会で構成された「青野原オーストリア 2019

プロジェクト」により、捕虜たちが当時演奏していた曲を鶉野飛行場跡地で演奏していただくよ

うな企画も上がっており、これらソフト事業を中心にももこの 11（イレブン）・青野原俘虜収容

所跡保存会の皆様と連携し活用を進めております。 
 

No 9 質問者の小学校区 富田校区 担当 ふるさと創造部 

（質問内容） 
「人口増」と総合計画基本構想等との関係について 
（回  答） 
今回の総合計画と人口増に向けた関係性についてですが、本日の配布資料概要版の６ページを

ご覧ください。基本理念と将来都市像のページで将来の人口ビジョンを折線グラフで掲載してい

ます。 
国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計では、加西市の人口が２０６０年に２３，４０

０人程度と推計していますが、これを３６，０００人程度に人口減少を留めたいという目標です。

この人口目標を達成するために、７ページにあるように、基本構想として４つの基本方針に基づ

く施策体系を組み立てたものでございます。 
この施策体系に基づき、様々な施策を実施していくことにより、住みやすい、魅力あふれるま

ちを目指し、そして、住み続けたい人を増やしていくことに繋げていきたいと考えています。 
 

No 10 質問者の小学校区 富田校区 担当 ふるさと創造部 

（質問内容） 
基本構想を達成する為の手段について 
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（回  答） 
基本構想を達成するための手段についてですが、基本構想に掲げている４つの基本方針に基づ

いた、様々な施策を実施することにより、人口増といいますか、人口減少を抑制したいという考

えです。「人口」は、先ほどご説明した人口ビジョンの達成する「目標」と考えています。 
この目標を達成するため、施策体系を組み立てていますので、施策体系のもとで実施する各種

の取組が手段になると考えます。市の実施する事業に加え、国や県の施策を組み合わせることに

より、相乗的な効果も生み出していきたいと考えています。 
 

No 11 質問者の小学校区 富田校区 担当 ふるさと創造部 

（質問内容） 
「人口増」が実現できている自治体との比較について 
（回  答） 
まず人口の状況ですが、北播磨の５市、三木、小野、加東、西脇、加西における、ここ５年間の

人口推移では、加東市のみ概ね横ばいで、他の４市はすべて人口減少で、その度合いが異なると

いった状況です。 
他市との色々な要素の比較については、市でも以前から実施しており、病院、学校、子育て支

援施策、住宅着工数、賃貸住宅の家賃、企業給与水準、交通アクセス、代表的なチェーン店の配

置などについて調査・比較しています。これらの状況を鑑みながら、どういった施策を実施すべ

きかを検討していますが、人口増は非常に難しい目標です。広く多くの方々の意見も伺いながら、

より効果的な形で進めていきたいと考えています。 
 

No 12 質問者の小学校区 富田校区 担当 ふるさと創造部 

（質問内容） 
「住みやすい町」の要素について 
（回  答） 
「住みやすいまち」の要素ということですが、人それぞれで考えや求めるものは異なるとは思
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いますが、生活していくにあたり必要なものがあり、その環境が整っていることかと思います。 
具体的なものでは、必要な医療や福祉を受けられる、日常生活に必要な買い物ができる、周辺

環境が生活に適している、生活に係る費用が抑えられる、十分な保育や教育を受けられる、治安

が良い、災害が少ない、など様々な要素があげられるのではないかと考えています。 
総合計画に沿って各施策を実施することにより、住民満足度の高い、住みよいまちづくりの実

現を目指してまいります。 
 

No 13 質問者の小学校区 泉校区 担当 総務部 

（質問内容） 
web申請・電子申請の促進について 
（回  答） 
ご提案ありがとうございます。昨年度より、国の押印廃止の動きに連動し、加西市では、市民

の皆さまにお願いする手続きを含め押印を要する約９５０の手続きについて見直しを行い、法令

等での定めのあるものを除き約８割の手続きの押印を廃止しました。 
押印の廃止により、多くの手続きで電子申請等が可能になると考えられます。これを踏まえて、

昨年度（令和２年度）より、このご質問を入力いただきましたようなフォームを作成するソフト

の試行導入を行い、今年度（令和３年度）より本格導入しました。 
今後、申込・申請等の業務においてＷｅｂ申請用可能なものについて、順次フォームを作成し、

ネット上で完了できる手続きを増やしてまいります。 
 

No 14 質問者の小学校区 富田校区 担当 ふるさと創造部 

（質問内容） 
熱気球事業におけるコハクチョウへの影響ついて 
（回  答） 
加西市では「気球の飛ぶまち」として普及推進を行っていますが、合わせて、ハクチョウが越



「第６次加西市総合計画」市民報告会 事前質問（回答） 

10 

冬で飛来する地であることも大切にしていますので、ハクチョウと気球が共存できるよう努めて

います。 
対策としては、ハクチョウがいる池の周辺は離着陸及び飛行の禁止として、パイロットには毎

回その当日に禁止エリアの説明をしています。 
万が一、飛行禁止区域に侵入してしまった場合は、サイレントバーナーの使用と飛行の高さを

上げるよう指示しています。また、違反が繰り返される場合は、エリア管理者より注意を行い、

飛行を禁止する措置等もルール化しています。 
ハクチョウの状況を把握するため、観察・保護活動をしている「ねひめ白鳥の会」ともシーズ

ン前の協議や情報交換などを随時行っています。こういった対策を行いながら共存に努めてまい

ります。 
 

No 15 質問者の小学校区 富田校区 担当 都市整備部 

（質問内容） 
水正池における道路整備について 
（回  答） 
現在計画中の市道鶉野飛行場線、豊倉日吉線の線形につきましては、先ずは、地元地権者のご

意向を第一に、ため池を極力潰さず、貯水量を可能な限り減じない方法を基本として設計を行っ

ております。 
県道三木宍粟線と、これら計画市道の交差点部分につきましては、兵庫県や警察機関と交差点

協議を行う中で、地理的制約や道路設計上の構造的な制約等もあり、ため池の水面部分を一切通

らない道路計画は立てられず、熟慮の結果、現在の線形計画としております。 
また、地元地権者の方々には、この線形計画についてご協議いただき、一定のご承諾を頂いて

おり、何卒、皆様にもご理解いただきたいと考えております。 
なお、工事施工中並びに工事完成後の環境保全につきましても、地元からご意見を伺っており、

細心の注意を払い、極力、環境に影響を及ぼさないよう施工したいと考えておりますので、工法

等に関しましてご意見がございましたら、是非お伺いしたいと考えております。 
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No 16 質問者の小学校区 泉校区 担当 ふるさと創造部 

（質問内容） 
総合体育館について 
（回  答） 

※No3と合わせて回答させていただきます。 
 

No 17 質問者の小学校区 泉校区 担当 ふるさと創造部 

（質問内容） 
少子高齢化について （※No20と合わせて回答させていただきます。） 
（回  答） 
少子高齢化の流れは全国的な問題であり、加西市も同様で大変重要な課題と考えています。若

者の流出対策、転入対策は、とのご質問ですが、加西市では人口減少を最大の課題と考え、様々

な取組を進めています。 
しかしながら、これをすれば即解決できる、というものではなく、現在においても更なる必要

な施策を検討しながら対策を行っている状況です。 
具体的には、若者を対象にしたＵターン支援、通学支援、起業や就農支援など、結婚時期や子

育て世代を対象にした家賃補助や住宅取得補助、妊娠や出産サポート、保育料の無料化や減額な

ど、これらは転出の抑制に繋げたい考えです。 
一方、転入を促進するものとしては、空家バンクの充実とＰＲ、オンラインの移住相談、空家

の改修費用補助などがございます。 
市内に残る若者への負担軽減を、とのご質問ですが、地域における自治会や各種団体の活動の

際に、負担感が増してくる、とのご意見もそのとおりと考えています。先ほど申し上げた人口増

対策を講じることは間接的に負担軽減にも繋がると思います。 
また、各種の団体では、既にその影響が出てきている、若しくは間近に迫ってきている、と認

識されています。 
市としましては、より積極的で具体的な支援が必要と考えますので、負担感を軽減し持続可能

な形を目指して、共に考え柔軟に対応してまいりたいと思います。 
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No 18 質問者の小学校区 泉校区 担当 都市整備部 

（質問内容） 
加西 IC産業団地について 
（回  答） 
加西市にございます、既存の産業団地におきましては、進出された企業で構成される「産業団

地連絡協議会」が設置されており、協議会において、地元要望対応、交通安全立ち当番、クリー

ンキャンペーン等の、治安や交通安全への対応を実施していただいており、地域住民と良好な関

係を築いて頂いております。 
加西インター産業団地におきましても、既存の産業団地の例に習い「産業団地連絡協議会」を

設置していただき、同様の取り組みを行っていただく予定でございます。 
また、これまで産業団地へ進出された企業、加西市及び関係自治会との間で、公害を防止し、

生活環境の保全に努め、地域住民の健康の保護と生活の安定を図ることを目的として「公害防止

協定」を締結しております。（※加西市民の美しい環境をまもる条例第９条及び第15条に基づく） 
加西インター産業団地に進出される事業者との間におきましても「公害防止協定」を締結し、

下請け関連企業も含めて公害防止に取り組んでいただく予定でございます。 
※「産業団地連絡協議会」は鎮岩工業団地以外の３産業団地（加西工業団地・加西南産業団地・

加西東産業団地）で結成されている。 
 

No 19 質問者の小学校区 泉校区 担当 地域振興部 

（質問内容） 
農業の再生と活性化について 
（回  答） 
地域農業をとりまく環境の変化もあり、集落営農や担い手に農地を集積することで、農業の効

率化と生産性の向上をはかり、農産物の生産額を上げる「農業の大規模化」が推進されてきまし

たが、一方で、集落営農や大規模農家への農地の集約が進んだ結果、農作業から離れていく世帯

が増えております。 
このような状況のもと、地域の農業を今後どのように進めるか、担い手をどうするか等を集落
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内で話し合いを進め、将来像を作る人・農地プランの作成を進めております。 
また、加西市として地域農業の担い手として、新規就農者の受け入れを進めております。令和

３年度は３名の新規就農を予定しており、就農相談は多く寄せられています。 
若い世代の農業への参加を地域として検討していただくとともに、他地域から就農を希望する

者の受入を検討していただき、新たな担い手による農業の活性化を進めたいと考えております。  
No 20 質問者の小学校区 泉校区 担当 ふるさと創造部 

（質問内容） 
若年者への負担について 
（回  答） 

※No17と合わせて回答させていただきます。 
 

No 21 質問者の小学校区 下里校区 担当 都市整備部 

（質問内容） 
美しい街並み景観づくりについて 
（回  答） 
わが国では、戦後の急速な都市化の進展の中で、経済性や効率性、機能性が重視された結果、

各地で景観の乱れが進行し、先進的な自治体では、自主的に景観条例を制定し取組んでまいりま

した。 
この景観権という考え方は、居住環境に関わる類似の権利である日照権とよく比較されます。

この日照権は多くの判例で権利が認められておりますが、日照の場合、日照時間など基準が定量

的で明確であるのに対し、景観の良し悪しの感じ方が主観的で計測できないこと、また、日照の

場合は加害・被害の関係が明確であるのに対し、景観の場合は利益を享受する者、あるいは被害

を受ける者が限定されておらず、その影響範囲が明確でないところがございます。 
これらの理由から、仮に景観権が認められると、景観を侵害するとされる他者の財産権が制限

されることから、景観権が想定する「どの程度行為制限するかという景観の保全水準」に、社会
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的合意を得ることが非常に難しいことがございます。 
住みよい住環境づくり、美しい街並みは、市民の皆様はもちろん、加西市におきましても目指

す所ではございますが、残念ながら、今回の総合計画に係る市民アンケートにおきましても、街

づくりにおける重要度・関心度は低い結果となっており、住民のお一人お一人が住環境に関心を

持ち、合意形成していただくことが重要であると考えております。 
加西市におきましても、兵庫県が策定した「兵庫県景観の形成等に関する条例」に基づき、   
北条町旧市街地の歴史的景観資源の保全に取り組んでおります。北条旧市街地は古くは住吉神社、

酒見寺の門前町として、江戸時代には４つの街道が交わる交通の要衝の在郷町として栄えた名残

が残っており、これら歴史的景観の保全を目指し、約３年にわたる地域住民との協議を経て、  
平成24年に県条例に基づく「歴史的景観形成地区」の指定を受けております。 
「今風の住宅が建てにくい。」とのご批判を受けることもございますが、建築物の建築、工作物

の設置において色彩など景観への配慮をお願いしているところでございます。 
また、市役所周辺やフラワーセンター付近、玉丘史跡公園付近のメインとなる県道、市道の植

込みの管理に関してもご意見を頂いております。加西市では今年度から市道草刈りに対し、関係

自治体への補助制度をスタートさせるなど、道路管理に注力してまいりたいと考えております。

また、県道につきましても、メインとなる道路を中心に、草刈り時期や回数について、県に協力

を求めてまいりたいと考えております。 
また、加西市では「加西市花いっぱい運動」として、118 名のボランティアや老人クラブ連合

会、県立播磨農業高校と連携し、年２回花を育てる地域や公共施設の花壇に植えていただくこと

で、豊かでうるおいのある明るい郷土づくりを進めております。少しでの多くの方にご賛同をい

ただき、地域にうるおいを与える力をお貸しいただければと考えております。 
 

No 22 質問者の小学校区 下里校区 担当 ふるさと創造部 

（質問内容） 
ミュージアムの建設（要望）について 
（回  答） 
加西市の主要な通りの景観向上についてのご意見ですが、そのとおりであり、まちのイメージ

であったり雰囲気や空間づくりは、その街の住民にとっては大切な要素であると思います。 
ここの説明は都市整備部長からありましたので、ミュージアムに関する部分についてご説明い
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たします。 
文化や芸術の発展や、市民の皆さまがそれらに触れ親しむ機会の拡充など、市としましても強

く推進してまいります。 
今年度から市の文化連盟への事業補助金も拡充しています。既に活動されている皆さまの支援

や、高齢化や固定化が進む各団体の強化を図りたいという考えです。 
ミュージアムの構想は今回の総合計画の中に明記はされていませんが、その価値は理解できま

す。一つの提案として受け止め、今後、必要性や機運の盛り上がりなどの推移を見ながら検討し

ていくもの考えています。 
 

No 23 質問者の小学校区 下里校区 担当 教育委員会 

（質問内容） 
加西市立図書館の利便性向上について 
（回  答） 
日頃から加西市立図書館のご利用等、誠にありがとうございます。この度の、ご意見並びにご

要望等につきましては、総合計画の中にも「幅広く高度な情報が提供できるよう、図書館サービ

スの拡充に努め、図書館の活性化を図ります。」と記しましたように、幅広い利用者が望まれる、

最良な本との出会いについて、それぞれの満足度が上がるように、サービスの向上に努めていき

たいと考えています。 
そのための企画や特集等について、特に重点をおいた図書館運営を図って参ります。いただい

たご意見はもとより、広く多くの皆さんのご意見等を参考にして、図書館の活性化を図って参り

ます。  


