
市長マニフェスト100進捗状況　（第3期目　令和元年6月～） 進捗状況調査１回目（令和２年３月末現在）

　活力あふれる地域づくり 担当課
進捗状況
R2.3現在 令和２年3月末までの進捗状況説明

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 △
R1.4～　北条旧市街地の活動を側面支援。関係人口創出事業の活動場所として利用。地
域おこし協力隊による北条コンネ等の支援（H30年5月～）

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 △
R1.10～　ゲストハウスを会場としたリノベ4施設ワークショップの立上げ。大晦日に初の合
同イベントを開催。

3 北条旧市街地の石畳風舗道の整備 土木課 △ R01 北条旧市街地（北条の宿）の景観にマッチングした石畳舗装の施工　L=130m

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 △
令和2年度基本計画策定予定
R1.12　第1回キックオフミーティング実施
R2.3　第2回キックオフミーティング実施

5 市街化区域での宅地化の推進 開発推進課・都市計画課 〇

（西高室土地区画整理事業）
H27～　土地区画整理工事の着手
H28～　保留地販売開始
R2.3　　保留地71/71区画販売完了

（中野町上山地区）
H30.9　 中野町まちづくり協議会発足、上山地区のまちづくり構想図作成
H30.10 中野・下宮木地区の用途地域の変更告示
R元.5　 まちづくり協定締結（市、町）
R元.8　 ため池廃止手続き完了
R2.3 　 民間事業者による、測量、設計、一部用地買収

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 〇

（尾崎町北条高校前地区）
H29.6　尾崎町北条高校前地区地区計画の決定告示
H29.7～土地売買契約締結、開発許可、開発工事着手
R元.8～宅地販売開始（13区画）
R2.3　　建築確認申請手続き（7/13区画）

（宇仁地区）
H23.5　新規居住者住宅区域の指定
R元.10　　 　　　　〃　　 　　　の拡大、県下初の店舗兼用住宅等の建築が可能な地域活力
再生等区域を指定

市長マニフェスト　R2.3月調査　　　1 / 12 ページ



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 〇 R1.4～　団体側面支援。11月に連携協定を締結し、団体の周知を後押し。

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 × R2.3～　空き家を活用したお試し居住施設の取組協議

9 歩行者のための街灯りの整備 土木課・都市計画課 ×

R元年度　街灯り整備事業の実施に向けた検討
　　　　　　　整備箇所選定に関するルール作りの検討
　　　　　　（危機管理課、産業振興課との調整、各地区ふるさと創造会議等による整備箇
所の検討）

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 △

・ふるさと創造会議とはつらつ委員会との連携・統合に向けた合同説明会の実施（R2年2
月）
・「島根大学まちづくり共同研究事業（R2年度～2ヶ年事業）」の実施に向けた調整。（R1年
12月～）

11 ふるさと創造会議の活動拠点の整備 ふるさと創造課 △ 活動拠点整備地域：６／１０（富田、賀茂、九会、富合、日吉、宇仁）

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 △
・若者ターミナルスポットで起業セミナー開催（R元年度3回）
・若者ターミナルスポットで市民のチャレンジしたいイベントや催し物を開催
・若者チャレンジに係る資金を助成

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 △
R1.7～　令和元年度から3年間で関係人口創出支援事業を実施。なにはじコミュニティの
立上げ、中間支援組織立上げに向けた検討、リーフレット作成

14 シティプロモーション(イーナカサイ)条例の制定 ふるさと創造課 ○
旧「ふるさと創造条例」に地域の魅力創出・情報発信の強化等、シティプロモーションの概
念を盛り込み、新たに「協創のまちづくり条例」を制定。（R2年1月施行）

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 △
R1.11加西オリジナル熱気球（ピースバルーン号）初飛行
R1.12ハッピーバルーンクリスマスinＫＡＳＡＩ開催（5,000人来場）

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 × ワールドマスターズゲームズ2021関西に向けたデモンストレーション大会の検討

17 アラジンスタジアムの硬式化 文化・観光・ｽﾎﾟｰﾂ課 × 事業実施にかかる見積徴収を行うとともに、試合等活用の可能性調査を行った。
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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 △

加西市こども狂言塾（新作狂言「根日女」を第4回加西能（のべ1450人来場）、三木市御坂
神社で上演）
風土記講座開催（5回開催・のべ631人受講）※第6回はコロナウイルスの影響で延期
公民館かしの木学園にて播磨国風土記講座（4回）
風土記の里ウォーク開催（8回開催・のべ947人参加）※第9回、第10回はコロナウイルス
の影響で中止
三木市との共催ハイキングを初開催

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 △

2019.　3.23　出雲フェスティバル2019／出雲大社御遷宮完遂記念事業「出雲阿国」　出演
2019.　8.25　夏の舞台発表会in御坂神社／志染能楽仕舞こども教室発表会　出演
2019.10.13　秋の舞台発表会/ひょうご民俗芸能祭inひめじ　出演
2020.　5.22　第50回姫路薪能　出演予定

　産業の活性化 担当課
進捗状況
R2.3現在 令和２年3月末までの進捗状況

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 〇

（加西インター産業団地）
H29　　 加西インター周辺地区新産業団地整備事業基本計画策定
H30.12 農村産業法に基づく農村地域産業導入実施計画の告示
           農振法に基づく農業振興地域整備計画による総合見直しの告示
H31.3　加西インター産業団地地区地区計画の決定告示
R元.8　1-2工区の農地転用許可
R元.9　　　〃　　　土地買収契約締結
R元.11 　　〃　　　造成工事契約締結
R2.1　  　　〃　　　開発許可
R2.2　　　　〃　　　造成工事の着手

21 規制緩和による商工業エリアの創出 開発推進課・都市計画課 〇

（東高室地区（工業系））
H30.6　東高室次世代へのまちづくり産業立地促進地区地区計画の決定告示
R2.1　　開発調整条例に基づく協定締結
R2.3    都市計画法に基づく開発許可

（東高室地区（商業系））
R元.6　東高室地区地区計画の決定告示
～R2.3 民間事業者による、事業計画の詳細設計

22 地元企業の設備投資や事業拡大支援 産業振興課 〇
産業振興促進奨励金、固定資産税の課税免除、先端設備等導入計画、小規模事業者持
続化事業支援補助金、中小企業事業資金融資を実施

23 労働者や若者向けに雇用促進住宅の活用 産業振興課 △
市内4地区は民間事業者へ売却済。東南・第3は改修済。中富は内装改修済。西南は現
状維持。
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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 △
R1.4～　東京圏からの移住促進のため兵庫県が実施する移住支援事業・マッチング支援
事業に参加

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 △ R1.8　加西市インターンシップ雇用促進モデル事業実施（参加者学生6名＋教授1名）。

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 × 市内金融機関と協議していきます

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 △ Ｒ2.3外国人在留者1,327人　技能実習生760人　技術・人文知識・国際業務349人

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 △
兵庫県プロフェッショナル人材戦略拠点ひょうご専門人材相談センター及びＪＩＣＡ、ＪＥＴＲ
Ｏと連携

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 △
R１～　第２期加西市地域創生戦略のアクションプランをSDGsに関連付けて策定
R２～　第６次加西市総合計画の実施計画をSDGsに関連付けて策定する予定

30 女性、高齢者、障がい者の新規就業の促進 産業振興課 △
R1.9～　女性を対象とした就職支援セミナーを年2回（9月・11月）開催
ハローワーク西脇と連携し高齢者就職面接会、北播磨地域障害者合同就職面接、加西市
民間保育合同就職面接会、介護デイ就職・面接相談会等を実施。

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 △

R1.6～　紫電改実物大模型一般公開の開始（来訪者数23,500人/9カ月）
R1.7～12　鶉野飛行場展望広場駐車場工事
R1.7.～R2.3　加西市地域活性化拠点施設建設工事設計業務
R1.11、R2.3　加西市地域活性化拠点施設検討委員会の開催
R1.12～R2.3　法華口駅北側散策用歩道整備工事
R1.12～R2.3　鶉野飛行場巨大防空壕におけるシアター映像製作
R2.3～　鶉野飛行場滑走路沿い散策用歩道整備工事
R2.3～　法華口駅前広場整備工事

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 △
観光協会先進地視察（高砂市・丹波市・北海道安平町・北海道余市町・鹿児島県鹿屋市）
観光まちづくり協会常任理事会で、法人化の議論開始
観光まちづくり協会組織強化事業開始

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 △
R1.10　加西を楽しむ「かさいまちあそび」を開催（のべ565人参加）
R1.10.20　カサイチfanライド2019（258人参加）
R1.12.21-22　ハッピーバルーンクリスマスinＫＡＳＡＩで気球搭乗体験（432人搭乗）
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34 温浴施設の整備 人口増政策課 △
H29：設置候補地の敷地条件の整理・比較検討、施設等の整備運営の検討を行った。
H30～：H29の検討結果による課題解決に向け、引き続き検討する。

35 国道３７２号のバイパス化と道路の整備 土木課 △
R01 地域区長会等への事業説明会を3回開催。
　　　兵庫県事業審査会での新規事業評価を受け「事業着手が適切」と決定。

36 釜坂トンネルの整備促進 施設管理課・土木課 △
R01.07 加東土木事務所へ要望(事業調整会議)
R02.5.21　加西市長、市川町長及び兵庫県議会議員とともに兵庫県県土整備部に陳情を
行う。

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 × 今後も、加東土木事務所を窓口として、関係機関との協議を継続して行く。

38 市街地と加西インターを結ぶ道路整備 土木課 × 交通需要や経済的費用対効果を勘案し、検討を行う。

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 △
R1.8　県農林水産技術総合センターと新品種（枝豆）の提供についての協議
R1.12　加西市の花壇苗（ハボタン）のPRを神戸市で開催
R1.11～　市内農家等への加工品等制作についての補助を開始（加西ブランド協議会）

40 酒米(山田錦)の品質向上 農政課 △
山田錦の品質向上に向けて、関係機関と情報共有を実施。
イベントで山田錦の産地PRを実施。

41 農産物の輸出への取り組みとＧＡＰの取得推進 農政課 〇
R１年度、１法人がGAPを取得
R1.8 （農）玉野町営農組合がASIAGAPを取得

42 新規就農者のための支援制度の拡充 農政課 △ 補助年齢について検討を実施。相談会へ積極的に参加。

43 農業の担い手の育成と女性の就農の推進 農政課 △ 若手担い手を対象に大型特殊免許取得に係る経費の補助（2件）

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 〇
R2.1　営農組合の法人化、１１例目として（農）西剣坂設立。
R１.7　榊原合同会社設立。法人化促進総合対策事業支援。
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45 神戸大学、播磨農業高校等との連携を実施 農政課 〇

R1.8～昨年度から引き続き、新品種ダークホースの栽培連携。ハボタンPRイベントへの出
展協力。
R1.9　県立農業大学校の学生向けに加西市の新規就農支援への取組講座開設（R2以降
も継続。R2.9.2実施予定）

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 △ R2東高室地区ほ場整備事業開始。中富地区事業採択に向け調整中。

47 農業用機械や施設整備にかかる補助の拡充 農政課 〇 市単独機械補助予算の増額（R2年度予算対応）

48 鳥獣被害対策の強化 農政課 〇
R1金網柵の新規設置　6,129ｍ（市内9地区）
R2.4～電気柵補助を新設

49 ＩＣＴ技術等を活用したスマート農業の推進 農政課 〇
R1.5　ドローンによる農薬散布へ取組開始（別府東）、水位自動管理システムの導入（玉
野）
R2.2　県補助金を活用し環境制御システムの導入（２件）

　子育て支援・教育環境の充実 担当課
進捗状況
R2.3現在 令和２年3月末までの進捗状況

50 保育料の無料化 こども未来課 〇
Ｒ１．１０月から３～５歳児の保育料を無償化する。２歳児以下は住民税非課税世帯を無
償化する。

51 こども園・幼保施設の給食費無料化 こども未来課 〇 Ｒ１．１０月から３～５歳児の給食費を無償化する。

52 総合体育館の建設 文化・観光・ｽﾎﾟｰﾂ課 × 加西市総合スポーツ施設等整備事業可能性調査報告書に基づき、庁内検討を開始する。

53 南部給食センターの新築 教育総務課 △ R2.7完成に向けて建設工事中

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 〇
主食の米飯については、100％市内産の米を使用している。また、JA愛菜館等から市内産
野菜類を積極的に仕入れるなど地産地消に取り組んでいる。

55 未来型児童館の建設 人口増政策課・こども未来課 △
R１～　関係課集まり検討会を開催
R２～　未来型児童館建設にかかるPTを組織予定
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56 学童保育施設の充実 こども未来課 〇
利用者の増加に伴う学童保育の整備を行う。九会学童、下里学童について関係機関を協
議を行う。

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 △
小中学校の現状把握と、そこから見える教育的効果や課題についての分析。
学校規模（児童生徒数等）を基にした学校再編に関する検討。
～R1.11小中学校の現状把握・将来見通し、～R2.2課題整理、～R2.3検討案の作成と協議

58 健康教育の推進と学校健診の充実 健康課・学校教育課 ○

【季節性インフルエンザ予防接種費用助成】R元年１２月に加西市医師会より提案を受け、
R２年度より年少から小学６年生の学童期を中心とした９学年を対象に季節性インフルエ
ンザ予防接種費用の一部助成実施。
【中学生ピロリ菌検査及び除菌治療事業】
Ｈ30年1月に加西市医師会より提案を受け、医師会加西病院と調整開始。教育委員会と
連携し、平成30年10月中学3年生（希望者）を対象に尿中抗体検査を実施(受診率90.1％
陽性率5.8％））。Ｒ元年5月に学校検尿と同時実施(受診率98.0％、陽性率4.7％）。
陽性者には精密検査、精密検査で感染が確認され、除菌治療を希望する者には除菌治
療を実施。検査及び治療に要する費用は市が全額助成。令和2年2月末現在、尿中抗体
検査709名、精密検査28名、除菌治療11名受診。精密検査、除菌治療未受診者について
は、再勧奨を実施している。Ｒ2年度は学校検尿と別日に実施予定。

【学校保健事業】
三師会（医師会・歯科医師会・薬剤師会）の協力を得、学校健診や研修会、講習会を実
施。
加西市医師会と連携し、心臓病健診・腎臓病健診を実施し、児童生徒の安全安心な学校
生活を支援。

59 学力向上に向けた教育の推進 学校教育課 ○

全国学力・学習状況調査の悉皆調査に伴い、平成26年度より、1期3年で加西学力向上プ
ロジェクトに取り組んできている。本年度は、第2期3年次で、加西の児童生徒の学力と学
習について、ＩＰＵ環太平洋大学の長谷浩也教授をアドバイザーとして、結果の分析と今後
の取組について、２度協議を行った。その協議を基にリーフレットを作成し、小中学校の全
家庭に配布することで、家庭でも学力・学習の状況について共有させることができた。さら
に、学力向上セミナーでは、各校の教職員が参加、学力・学習状況の結果報告と指導と評
価について研修を行った。研修形態として、ＩＣＴ機器を活用した遠隔研修や音声を文字化
するシステムを導入した。

60 市内高校支援による活性化 人口増政策課・農政課 △
H27～　北条高校活性化協議会により高校教育の充実に向けた支援を実施。
R2～　播磨農高とフランスの農業高校との国際交流を支援する予定。
播磨農業高校の各取組のPR支援を予定（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 × 神戸大や県立大との連携のうえ、引き続き検討していきます。
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　住みよいまちづくり 担当課
進捗状況
R2.3現在 令和２年3月末までの進捗状況

62 水道料金の１０％値下げ 上下水道管理課 △ Ｒ1.11～　水道事業収支計画についてシミュレーションを開始

63 新北部公民館の建設 生涯学習課 △ ～R2.3　建設用地造成完了

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 △
平成31.4～ 加西市老人クラブ連合会による高齢者見守りサービスの開始。
ＧＰＳ無料レンタルがスタートし、6名にレンタル。

65 高齢者向け配食サービスの拡充 長寿介護課 ○
加西市配食サービス事業実績
利用者　353人
平成31.4～ 助成金交付事業に変更し、民間配食事業者が参入。

66 買い物難民対策の実施 長寿介護課・人口増政策課 △

H29～　75歳以上高齢者や障がい者、免許返納者を対象に、市内バス無料乗車券を交付
Ｒ2.3～ 市内で生活支援コーディネーターが住民をサポートし、移動支援サービスの立ち
上げ。
R1.6～ 運転免許証自主返納者にタクシー券を24枚、R2.1～48枚配布し、高齢者の外出移
動手段の確保を図る。
R2～　宇仁地区において地域主体型交通を導入予定

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 △
R2.2～ 高齢者見守りシステム導入業務の開始。
みまもりタグ・みまもりタグアプリ周知、利用促進。

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 △
R1.12～　認知症早期発見のためのプログラムを導入したタブレット端末を包括支援セン
ターに導入。
ITを利用した認知症対策には着手しているが、ICT利用については未着手。

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 ○

緊急通報体制整備事業実績
設置者  213人
救急出動　11回
配食時に見守りサービスを実施

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 △
R1.7～県主催の研修会へ参加。市内２農家が参加。内１農家より取り組み要望有。地域
福祉課と協議開始。
先進事例収集及び市内福祉事業所への農福連携事業の案内を進める。

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 △

R1.7～　設置手話通訳者の配置（1名）
R1.8～　コミュニケーションシートの市内コンビニへの配布
R1.8～　行事等での手話による市長挨拶の実施
R1.12～　こども園保護者に手話出前講座チラシを配布
R2.1～　成人式出席者に手話奉仕員養成講座チラシを配布
R2.3～　遠隔手話通訳システムの構築
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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 △
令和元年度こども食堂開催日
5月17日、6月21日、7月19日、8月22日健康課の料理教室、1月25日カラーズ内、現在主
催者都合により休止中

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 ○
専用アプリ「加西健幸アプリ」を設計し、2019年度加西市運動ポイント事業を令和元年6月
1日～令和2年2月29日の期間に実施。市民の事業参加は約2,200人。3月末時点で、アプ
リダウンロード数は2,900件。

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 △
令和2年度基本計画策定予定
R1.12　第1回キックオフミーティング実施
R2.3　第2回キックオフミーティング実施

75 日本語学校の設置 産業振興課・人口増政策課 △
令和2年度基本計画策定予定
R1.12　第1回キックオフミーティング実施
R2.3　第2回キックオフミーティング実施

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 △

【図書館】
季節や時期にあった特集や展示、イベントを開催している。また、R2.3にふるさと創造課
（地域交流センター）と共同で「としょかん映画会」を開催予定であったが、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため延期になった。新型コロナウイルスが終息すれば開催予定であ
る。
【地域交流センター】
・月１回運営会議を開催し、市民主催の大小のイベントを開催（R元年度12回）
・窓口横に男女共同参画図書コーナーを設置
・男女共同参画啓発事業及び消費者問題啓発事業の一環として映画上映（R元年度6回）

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 △
H30～R2.4　法華口駅において行き違い設備を整備中
R２.9～　朝３便、夕２便の増便予定

78 北条鉄道の電子決済化 人口増政策課 △ R2～　JR西日本など簡易決済システム導入に向けた検討を行う

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 △ R2～　宇仁地区において地域主体型交通を導入予定

80 高速バス増便による利便性の向上 人口増政策課 × JRバスやウエスト神姫に要請していく

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 △
R2.9　高速泉バス停南駐車場完成予定
R2.5　高速泉バス停公衆多目的トイレ完成予定
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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 △ R1～　土木課と協議中

83 歩行者に優しい運転マナーの推進 危機管理課 △ 交通安全協会、加西警察署と協働し、高齢者交通安全講習会を実施している。

84 防犯カメラ・防犯灯の増設 危機管理課 △
防犯カメラについては、R1年度に8機の設置を行った。
防犯灯については、R1年度に85灯の新設を行った。

85 防災無線等の緊急情報の伝達設備整備 危機管理課 △
令和2年度に防災行政無線基本計画を策定するにあたり、R2.3～委託事業の仕様書を作
成中。

86 消防団の活動支援の充実 危機管理課 △

R1.10～出動・訓練・広報手当を創設し、支給することができるよう条例改正を行った。団
員の生命と安全を守るため、市の責任において難燃性活動を購入し、R2.4～全団員に貸
与して活動できるように改善した。
R2.4～班長・基本団員の報酬を4,400円・3,800円それぞれ増額し、条例定数を245名削減
し、実働人員にするための条例改正を行った。また、装備・資機材については、地元負担
が現行の2分の1から概ね3分の1に軽減できるように規則の改正を行った。今後、地域組
織との関係性を大切にしながら、機能別消防団の創設、女性・OB団員の地域人材の活躍
機会の拡大を推進すると伴に、訓練等に係る活動内容について団員の負担軽減を図れる
方策を検討していく。

87 新備蓄倉庫を活用した防災力の強化 危機管理課 △

鶉野飛行場跡の新備蓄倉庫を中心に災害用資機材や備蓄物資について5年計画で整備
を進める。
【令和元年度購入分】
R2.1購入　毛布1200枚、緊急トイレセット22セット、ブルーシート200枚
R2.3購入　備蓄用パン480食、アルファ化米2000食、飲料水1200本、発電機4台

88 道路・河川等の整備の促進 土木課 △ R01 道路整備(道路改良L=350m、修繕約85箇所)、河川整備(浚渫、護岸整備 2箇所)

89 ため池の耐震化の推進 農政課 △ R2新規ため池改修４池着手。採択に向け２池調査実施。

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 △ R1.12～　市民意識調査、事業者意識調査及びCO2排出量の現況将来推計の実施
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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 〇
（開発調整条例）
R元年度 開発調整条例に基づく事前協議件数8件（開発調整条例に係る太陽光の件数、
県条例対象を除く）

　行財政改革の推進 担当課
進捗状況
R2.3現在 令和２年3月末までの進捗状況

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 △

・経営は、必要病床数の見直し、病床機能の見直しを実施した。しかし収支については十
分改善していない。今後建て替えに向けて基本計画を策定して病院機能・病床数等を適
正なものに近づけてゆく。
・連携強化については、市内診療所との交流を強化、近隣大型病院（加古川中央市民病
院、姫路はりま医療センター（仮称））との連携協定の締結を行い、北播磨総合医療セン
ターとの締結のめどが立った。

93 ふるさと納税受入額10億円達成 きてみて住んで課 〇 R1年度　寄附額２０億２３９万１１００円

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 △
R1～　連携中枢都市、北播磨広域定住自立圏共生ビジョンの改訂
R２～　連携中枢都市、北播磨広域定住自立圏において計画にもとづく関係市町との連携
をはかる。

95 行財政改革プランの推進 財政課・人口増政策課 〇

平成23年度に策定、平成27年度に見直しを行い、必要な財政再建及び行財政改革を推
進中。
R２～　第６次加西市総合計画の策定に伴い、加西市行財政改革プランの見直しを行う予
定

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 △
R1～　リコージャパン株式会社との地方創生に係る包括的地域連携協定を締結
R２～　協定を締結した民間企業との連携によって、民間活力を利用した地域活性化をは
かる。

97 就学前教育での民間活力の導入 こども未来課 △
公立こども園の移管先事業者選考委員会を設置し、Ｒ２年３月に第１回会議を開催し、民
営化に向けた準備を進める。

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 △ R1.10　南網引地区（農集）の公共下水道への接続完了

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 △ R2.3　栗田ポンプ場の詳細設計完了

100 重点・緊急・専門分野の任期付職員の新規採用 総務課 △
R元年6月　加西市一般職の任期付職員の採用等に関する条例を6月議会に上程し可決。
R元年7月　任期付職員（大規模事業専門官）を募集。応募なし。
R元年10月　任期付職員（大規模事業専門官）を再募集。6名の応募あり。適任者なし。
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進捗状況 令和2年3月末

○　達成、完了したもの。達成、完了の後、継続中のもの 25

△　着手、達成・完了に向けて実施中　など 65

×　未着手 10

合計 100
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