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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 72 ha

平成 26 年度　～ 平成 30 年度 平成 26 年度　～ 平成 年度

目標　5万人都市の活気を取り戻し、交流が盛んなまちづくりをめざす。

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人 H24 H30

－ Ｈ25 H30

都道府県名 兵庫県 加西市 西高室地区

計画期間 交付期間 30

目標１：良好な宅地の創出及び流出人口の抑制による定住人口の確保
目標２：公共公益施設のサービス向上による生活環境の充実

・当地区は、加西市の中心地である北条鉄道北条町駅周辺より南東の市街化区域の縁辺部に位置し、地区周辺は農地やため池が広がる自然環境の豊かな地区となっている。当地区を含む北条地域は、五百羅漢や酒見寺などをは
じめ、宿場町の面影を残す旧市街地地区が形成されており、旧来から加西市のまちの発展を牽引する中心的な役割をもった地域である。
・近年、わが国における少子高齢社会の移行に伴い、本市は人口減少の一途をたどっており、それに対応すべく、現在、全市的に「５万人の都市再生」を掲げ、市街化区域内においては低・未利用地の流動化の促進を図り、良好な住
宅地の開発整備と供給を進めることとしている。
・当地区は、地区全域が市街化区域であるものの、農地などの低･未利用地が広がっており、土地利用転換による宅地の創出が急務となっている。また、地元住民からも西高室地区を活気溢れるまちづくりを実現したいと強い要望が
あり、平成24年度、組合施行による土地区画整理事業が認可され、現在、事業が進められている。
・このほか、当地区内には北条東幼稚園、北条南保育所、丸山総合公園などの生活環境に寄与する公共公益施設が立地している。

「５万人都市再生」に向けて定住人口の増加と生活環境の質の向上を図ることが都市整備上の緊急の課題である。
  ・加西市では平成2年には人口約5万2千人であったが、平成22年には約4万8千人に減少し、活力が低下している。
　・当地区は、市街化区域内の中にあって、農地などの低・未利用地が広がっており、定住促進の為の良好な住宅地が不足している。
　・地区内にある北条南保育所（築42年）は老朽化しており、保育環境が十分でない。また、北条幼稚園は5歳児のみを対象とする幼稚園であり園児数も減少傾向にある。
　・丸山総合公園については、照明灯・駐車場・舗装の整備が不十分であり、また、遊具等が不足しているため、住民アンケートによる満足度が低い。

歴史･文化と都市機能が調和した交流が盛んなまちづくり
　【第５次加西市総合計画】
　・加西の元気力～加西の良さを活かした元気力の追求～を基本目標とし、古くから加西の中心として発展してきた既成市街地とその周辺を市街化区域として、既成市街地の周辺では、新たな区画整理地区への住宅開発を促進する
　　とともに、宅地化されていない土地の住宅開発を誘導するための周辺整備を行うと位置づけている。
　【加西市都市計画マスタープラン】
　・良好な宅地を創出し、加西市の都市拠点にふさわしい居住環境の形成に努めることを位置づけている。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

地区人口 本地区を含む町内の人口
近年、加西市の人口が約10％減少しているが、区画整理事業によ
る宅地創出により、人口流出を防止し、人口の現状維持を図る。 3,657 3,657

丸山総合公園の満足度指数
丸山総合公園の利用者アンケート調査における満足度合
い(5段階評価、普通を3、とても良いを5、とても悪いを1とし
た指数)

ソーラー照明灯、緑化駐車場、カラー舗装の整備の更新及び遊具
等の充実を図ることにより、現状の満足度の10％アップを図る。 3.28 3.40



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他
○交付期間中の計画の管理について
　平成25年3月に加西市西高室土地区画整理組合が設立し、交付期間中は、毎年、事業成果についての評価や事業の進め方の改善等を行い、各種の事業を円滑に進める。

方針に合致する主要な事業

整備方針１（良好な宅地の創出及び流出人口の抑制による定住人口の確保）
・流出人口を抑制し定住人口の確保を図るため、土地区画整理事業により、道路や公園など良好な公共施設と宅地の整備を行い、良好な宅地を創出す
る。

・西高室地区土地区画整理事業（基幹事業/土地区画整理事業）

整備方針２（生活環境の改善に資する公共公益施設の整備）
・地区内に立地する北条東幼稚園の隣接地に北条南保育所を移転し、幼保一体化施設として子育て環境の向上を図る。
・丸山総合公園においてソーラー照明灯、緑化駐車場、カラー舗装の更新及び遊具等を整備し、快適性の向上を図る。
・幹線道路（丸山バイパス）の整備により中心市街地等へのアクセス向上のための施設整備を図る。

・丸山総合公園整備事業（基幹事業/公園事業）
・北条東幼児園整備事業（提案事業/地域創造支援事業）
・主要地方道三木宍粟線改築工事（丸山バイパス）（関連事業）



様式３　目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路

道路

道路

道路

公園 加西市 直 Ｈ29 H30 Ｈ29 H30 55 55 55 0 55 －

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設

高質空間形成施設

高次都市施設

中心拠点誘導施設

生活拠点誘導施設

高齢者交流拠点誘導施設

既存建造物活用事業（高次都市施設）

土地区画整理事業 組合 間 9.3ｈａ Ｈ24 Ｈ31 Ｈ26 Ｈ29 960 242 242 0 242 －

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 1,015 296 296 0 296 …A

提案事業（継続地区の場合のみ記載）

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

加西市 直 Ｈ26 Ｈ26 Ｈ26 Ｈ26 83 83 83 0 82.5

加西市 直 Ｈ30 Ｈ30 Ｈ30 Ｈ30 5 5 5 0 5

合計 88 88 88 0 88 …B

合計(A+B) 384
（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
兵庫県 国土交通省 L=608ｍ ○ 平成17年度 平成30年度 1,400

合計 1,400

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費

主要地方道三木宍粟線改築工事（丸山バイパス） 加西市北条町内

事業活用調
査

事業効果分析調査 地区全体

まちづくり活
動推進事業

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

地域創造
支援事業

北条東幼児園整備事業 北条南保育所、北条東幼稚園

規模事業 事業箇所名 事業主体 直／間

住宅市街地
総合整備
事業

西高室地区

直／間 規模
（参考）事業期間

153.6 国費率 0.4

丸山総合公園

交付期間内事業期間
事業箇所名

連携生活拠点誘導施設

交付対象事業費 384 交付限度額

細項目
事業 事業主体

統合したB／Cを記入してください 



都市再生整備計画の区域

西高室地区（兵庫県加西市） 面積 72 ha 区域 北条町北条、横尾、東高室、西高室、東高室、東南の各一部

・加西市立図書館 
・地域交流センター 
・男女共同参画交流センター 

加西市役所 

・加西市民会館 
・中央公民館 

加西警察署 

加西消防署 

加西市立総合教育センター 

加西病院 

健康増進センター 

健康福祉会館 

・加西球場 
・多目的グラウン

・勤労者体育センター 
・加西テニスコート 

西高室地区（72ｈａ） 

北条東幼稚園 

北条南保育所 



目標：5万人都市の活気を取り戻し、交流が盛んなまちづくりをめざす。 地区人口 （人） 3,657 （平成24年度） → 3,657 （平成30年度） 

 目標１：良好な宅地の創出及び流出人口の抑制による定住人口の確保 丸山総合公園の満足度指数 - 3.28 （平成25年度） → 3.40 （平成30年度) 

 目標２：公共公益施設のサービス向上による生活環境の充実 

 西高室地区（兵庫県加西市） 整備方針概要図 

目標 
代表的 

な指標 

■基幹事業 

西高室地区土地区画整理事業 

■基幹事業 

丸山総合公園事業 

■提案事業 
北条東幼児園整備事業 

□提案事業 

< 地区全域 > 
・事業効果分析調査 

○関連事業 

主要地方道三木宍粟線改築工事（丸山バイパス） 


