
第３期　市長マニフェスト100

　活力あふれる地域づくり 担当課

1 北条旧市街地の活性化 きてみて住んで課・ふるさと創造課

2 市内宿泊施設を活用したまちのにぎわいづくり きてみて住んで課

3 北条旧市街地の石畳風舗道の整備 土木課

4 旧庁舎をリノベーションし地域創生拠点の整備 産業振興課・人口増政策課

5 市街化区域での宅地化の推進 都市計画課

6 市街化調整区域での規制緩和(住宅・事業所等)による地域の活力再生 都市計画課

7 加西空き家対策専門家協議会(え～がい加西)と連携した空き家相談のワンストップ化の推進 きてみて住んで課

8 空き家改修によるお試し滞在施設の整備 きてみて住んで課

9 歩行者のための街灯りの整備　 都市計画課

10 ふるさと創造会議の小規模多機能自治への発展 ふるさと創造課

11 ふるさと創造会議の活動拠点の整備 ふるさと創造課

12 若者・女性がチャレンジ・活躍できるまちづくり ふるさと創造課

13 都市部との交流と都市部人材の受入体制整備による関係人口の増加 きてみて住んで課

14 シティプロモーション(イーナカサイ)条例の制定 きてみて住んで課

15 熱気球を活用した観光事業の推進と加西チームの立ち上げ 文化・観光・ｽﾎﾟｰﾂ課

16 青野運動公苑天然芝テニスコートを活用した大会の誘致 文化・観光・ｽﾎﾟｰﾂ課

17 アラジンスタジアムの硬式化 文化・観光・ｽﾎﾟｰﾂ課

18 播磨国風土記を次世代へつなぐ活動へ 文化・観光・ｽﾎﾟｰﾂ課

19 こども狂言塾の市外・県外・海外公演 文化・観光・ｽﾎﾟｰﾂ課

　産業の活性化 担当課

20 加西インター周辺の産業団地造成と企業誘致・雇用の創出 開発推進課

21 規制緩和による商工業エリアの創出 都市計画課

22 地元企業の設備投資や事業拡大支援 産業振興課

23 労働者や若者向けに雇用促進住宅の活用 産業振興課

24 UJIターンによる起業、就業者の創出 産業振興課・きてみて住んで課

25 産官学連携による地域創生インターンシップ事業の開始　 産業振興課

26 産官金が連携した加西市独自の奨学金制度の創設　 産業振興課・人口増政策課

27 外国人人材の積極的受け入れ 産業振興課・人口増政策課

28 地元企業のプロフェッショナル人材の受け入れを促進　 産業振興課

29 地域創生に向けたSDGs(持続可能な開発目標)の推進　　 人口増政策課

30 女性、高齢者、障がい者の新規就業の促進　 産業振興課

31 空の駅を中心とした鶉野飛行場跡地周辺の整備と活用 鶉野未来課

32 加西版観光DMO(地域観光を主導する組織)の形作り 文化・観光・ｽﾎﾟｰﾂ課

33 宿泊型観光や体験型観光の創出 文化・観光・ｽﾎﾟｰﾂ課

34 温浴施設の整備 人口増政策課
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35 国道３７２号のバイパス化と道路の整備 土木課

36 釜坂トンネルの整備促進 施設管理課・土木課

37 北播磨ハイランド・ふるさと街道４車線化の促進 施設管理課・土木課

38 市街地と加西インターを結ぶ道路整備 土木課

39 加西市の農作物の知名度向上と新たな農産物ブランドの創出 農政課

40 酒米(山田錦)の品質向上 農政課

41 農産物の輸出への取り組みとＧＡＰの取得推進 農政課

42 新規就農者のための支援制度の拡充 農政課

43 農業の担い手の育成と女性の就農の推進 農政課

44 営農組織化、法人化等の推進による強い経営体の育成 農政課

45 神戸大学、播磨農業高校等との連携を実施　　　 農政課

46 農業基盤の整備(大規模圃場への再整備、パイプライン化)　 農政課

47 農業用機械や施設整備にかかる補助の拡充 農政課

48 鳥獣被害対策の強化 農政課

49 ＩＣＴ技術等を活用したスマート農業の推進 農政課

　子育て支援・教育環境の充実 担当課

50 保育料の無料化 こども未来課

51 こども園・幼保施設の給食費無料化 こども未来課

52 総合体育館の建設 文化・観光・ｽﾎﾟｰﾂ課

53 南部給食センターの新築 教育総務課

54 学校給食の地産地消拡大による食の安全確保と食育の推進　 教育総務課

55 未来型児童館の建設 人口増政策課・こども未来課

56 学童保育施設の充実 こども未来課

57 小・中学校の将来のあり方についての検討 教育総務課・人口増政策課

58 健康教育の推進と学校検診の充実 学校教育課・健康課

59 学力向上に向けた教育の推進 学校教育課

60 市内高校支援による活性化 人口増政策課・農政課

61 サテライト大学・ラボ開設 人口増政策課・産業振興課

　住みよいまちづくり 担当課

62 水道料金の１０％値下げ 上下水道管理課

63 新北部公民館の建設 生涯学習課

64 元気な高齢者の知恵と活力を活かしたまちづくり 長寿介護課

65 高齢者向け配食サービスの拡充　 長寿介護課

66 買い物難民対策の実施　 長寿介護課・人口増政策課

67 IOT(インターネット)を活用した高齢者見守りサービスの推進　 長寿介護課

68 ICT(情報通信技術)を活用した地域ぐるみの認知症対策の推進 長寿介護課

69 高齢者等が一人でも安心して暮らせる「孤立死ゼロ」のまちづくり　 長寿介護課

70 農福連携による障がい者雇用の創出　 農政課・地域福祉課
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71 手話言語条例に基づく市民理解の促進と普及の拡大　　 地域福祉課

72 コミュニティ型食堂を通した地域の見守りと居場所づくり　　　　 地域福祉課

73 スマートフォンを活用した歩くまちづくり事業の充実 健康課

74 外国人との多文化共生自治体を目指す拠点施設の整備　 産業振興課・人口増政策課

75 日本語学校の設置　 産業振興課・人口増政策課

76 図書館、地域交流センターの活性化　　 図書館・ふるさと創造課・人口増政策課

77 北条鉄道のレール交差化による利便性の向上と経営改善 人口増政策課

78 北条鉄道の電子決済化 人口増政策課

79 公共交通の充実による生活ネットワークの構築 人口増政策課

80 高速バス増便による利便性の向上　　　 人口増政策課

81 高速バス泉バス停南側に駐車場の新設とトイレの洋式化 人口増政策課

82 高速バス北条バス停に送迎用待機所の整備 人口増政策課

83 歩行者に優しい運転マナーの推進 危機管理課

84 防犯カメラ・防犯灯の増設 危機管理課

85 防災無線等の緊急情報の伝達設備整備 危機管理課

86 消防団の活動支援の充実 危機管理課

87 新備蓄倉庫を活用した防災力の強化　 危機管理課

88 道路・河川等の整備の促進 土木課

89 ため池の耐震化の推進 農政課

90 温室効果ガス目標排出量などを定めた気候エネルギー行動計画の策定 環境課

91 太陽光発電の設置について環境や安全性に配慮した指導 都市計画課

　行財政改革の推進 担当課

92 加西病院の経営健全化と連携強化による医療の充実 加西病院

93 ふるさと納税受入額10億円達成 きてみて住んで課

94 公共サービスや観光事業などの広域連携の推進 人口増政策課

95 行財政改革プランの推進 財政課・人口増政策課

96 民間活力を活用した行政サービスの向上 総務課・人口増政策課

97 就学前教育での民間活力の導入 こども未来課

98 下水道処理施設の統合と公共下水道への接続の推進 上下水道課

99 上水道鴨谷配水池の新設による既存給水・配水施設の統廃合 上下水道課

100 重点・緊急・専門分野の任期付職員の新規採用 総務課
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