
　◆市長マニフェスト進捗状況 平成29年8月25日　現在

５万人都市再生へ 進捗状況
H29.7

担当課 平成29年7月までの実施状況

1 「ベルデしもさと」の第２弾、第３弾の整備 △ 都市計画課

（尾崎町北条高校前地区）
Ｈ28　事業者募集・決定、３者協定締結（町、事業者、市）
Ｈ29.6～7月　「尾崎町北条高校前地区地区計画」議決・条例改正、都市計画決定告示
Ｈ29.7月　分筆・登記、土地売買契約の締結

2 子育てママ就業支援事業の実施 ○ 産業振興課
Ｈ２６～　子育てママ就職支援補助制度（Ｈ２８対象者拡充）
Ｈ２８～　女性のための就職支援セミナー開催

3 若者が主役のまちづくり推進 ○ ふるさと創造課
H25.9若者応援都市宣言
「であう、くらす、はたらく、まなぶ」をテーマに若者チャレンジ事業や若者起業支援、産官学連携による事業展開など、若者の夢の実現や
地域活性化に向けた施策を実施

4 世代・テーマごとのふるさとミーティングの開催 ○ 秘書課

H27.4　加西ふるさと春ミーティング2015（ふるさと創造会議等）
H28.4　加西ふるさと春ミーティング2016（公共交通等）
H28.10～11　かさい地域づくりミーティング2016秋（予算要求）
H29.6～7　かさい地域づくりミーティング2017夏（加西病院）
いずれも市内11小学校区で開催

5 空き家バンク制度の充実による移住者の受け入れ △ 人口増政策課

H27　加西市空き家バンクサイトを全面リニューアル
H27～　市外在住の固定資産税納付通知書の封筒に、空き家バンクに係るＰＲチラシを同封し周知を図る
H27～　東京・大阪・神戸における合同移住相談会でブース出展
空き家バンク利用登録者（H27：9件、H28：8件、H29.7まで：5件）
空き家バンク登録物件数（H27：18件、H28：9件、H29.7まで：9件）　※H27は、旧空き家バンク登録物件を含む

6 地域資源を活用し、交流人口増加から定住人口増へ △ 文化・観光・スポーツ課 ここ５年で観光動態人数は、８４万人から８７万人程度へ増加。古法華自然公園が大きく増加（+2.0万人）

7 市内企業と連携した社員定住策の実施 ○
人口増政策課
産業振興課

Ｈ２５～　新婚世帯向け家賃補助制度
H２５～　「かさい住タイル」等の定住促進パンフレットを市内企業に配付
Ｈ２６～　若者定住促進住宅補助制度（土地要件廃止等の制度拡充）

健「幸」都市（スマートウェルネスシティ）の推進 進捗状況
H29.7

担当課 平成29年7月までの実施状況

8 安心して歩けるまちかどウォーキング、散歩コースの設置、整備 ○ 健康課
29.3　加西ウォーキングガイドブックの作成及び市内全戸配布
29.3　地域のウォーキング教室の実施と同コースの策定、コース看板の設置（10コース・15か所）

9 歩いて暮らせるまちづくりと歩いて楽しいまちなみの景観形成 ○ 健康課 29.3 ウォーキングコースの周辺に気楽に運動が楽しめる健康遊具（21基・6か所・6種類）を設置

10 健康ポイント制度（ウォーク等）の導入 ○ 健康課
29.7　運動ポイント事業を実施（H27年度250名、H28年度500名、H29年度新規500名
29.3　イオンモールウォーキング健康ポイント事業を実施。(参加者5500名、1日平均660名）H29年度も市運動ポイントと同期間実施予定

11 市立加西病院の健全経営の推進と地域医療の充実 △ 病院事務局

平成27年度繰出金8億円（前年度同額）
平成28年度病院繰出金11.5億円（3.5億円増）
医師の減少により収支状況は厳しいものとなっているが、大学に頼らない医師確保を図っており、タウンミーティングを開催するなど市民の
ニーズを再確認して病院機能の拡充を図り収益の改善を図る。

12 軽自動車税の障がい者減免の拡大 ○
地域福祉課

税務課

平成２７年度課税分より３障害全ての手帳保持者を対象とするよう拡大している。
H26まで　減免対象：上肢・下肢障がい1～6級など。H26減免件数329件（2,120,200円）
H27.4～　減免対象者を拡大。対象：障害の種類・等級に関わらず各種手帳保持者。減免件数381件（2,488,000円）
H28　　　 減免件数436件（3,260,800円）。

13 障がい者の自立と社会参加 〇 地域福祉課 障がい者社会参加促進事業を７団体へ委託、市役所内における就業訓練を３事業所へ委託し、自立と社会参加の促進に努めている。

14 高齢者がいきいき暮らせるまちづくり △ 長寿介護課

H27～　地域ケア会議（個別・圏域・市域）の推進
H28～　生活支援体制整備事業（生活支援コーディネーター・協議体）
　　　　　高齢者等見守りSOSネットワーク事業
　　　　　認知症初期集中支援事業・認知症地域支援推進員事業
      　　かさいいきいき体操と集いの場の創設にかかる普及啓発
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（施策19-1,19-4,19-5）

進捗状況
○ 達成、完了したもの。達成、完了の後、継続中のもの
△ 着手、達成・完了に向けて実施中 など
× 未着手
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15 介護保険制度の充実と介護施設の整備 ○ 長寿介護課

H27～　高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画の実施
　　　　　看護小規模多機能型居宅介護事業所の開設
H28～　小規模通所介護事業の地域密着型サービスへの移行
　　　　　介護予防・日常生活支援総合事業への移行
      　　総合事業サービスの検討と開始
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（施策19-1）

16 デマンドバスの運行とコミバスの７５歳以上、中学生以下無料化 △ 人口増政策課
H29.3～　　地域主体型交通は導入に向け、宇仁地区で住民アンケートを開始
H28.11～　75歳以上の高齢者や子育て世帯などを対象に市内バス無料乗車券を配布し無料化実施済み

子どもたちが元気に育ちいきいきと活動する加西 進捗状況
H29.7

担当課 平成29年7月までの実施状況

17 〈全般〉子どもたちが屋内で遊び学び、絵本図書館などの機能を持つ未来型児童館の建設 × 人口増政策課
H27年度：未来型児童館設置に係る庁内協議
H28年度：屋内遊具設置に係る市内大型ショッピングセンターとの協議

18 〈乳幼児〉安心して子どもを産み育てることができる、切れ目のないワンストップ相談支援体制の整備 ○ 健康課 H28.4～すくすく相談窓口を開設し、妊娠期から子育て期までの継続的支援を行う体制を整備

19 〈乳幼児〉産後の心身両面にわたるサポート体制の整備 ○ 健康課
H28.4～　産後の支援を得にくい産婦を対象に産後ケア事業を開始
Ｈ29.4～　育児上不安の要因となりやすい乳房ケア助成を開始

20 〈幼・保〉保育料、幼稚園保育料の無料化 ○ こども未来課 H28～　4・5歳児の保育料無償化（教育利用保育料無料、保育利用保育料5,000円上限額）

21 〈幼・保〉幼保一体化、統合による施設整備と「幼保あり方検討委員会」答申に基づく民間活力の導入 △ こども未来課 H29　加西こども園を開設（別府保育園、富合幼稚園、九会保育園、九会幼稚園を統合）

22 〈幼・保〉子ども子育て支援法に基づく学童保育のさらなる充実 ○ こども未来課 H29　富合学童専用棟の完成

子どもたちの教育環境の改善 進捗状況
H29.7

担当課 平成29年7月までの実施状況

23 〈小・中学校〉ICT機器を導入・活用した多様な学校教育の展開 △ 学校教育課 H28～　Webを活用した学習支援システムの導入

24 〈小・中学校〉子どもたちの健全教育、学力向上に向けた小中一貫教育の推進 △
総合教育
センター

H24～小中連携教育推進委員会の開催（年間2回）
H25～幼児教育研修講座の実施による幼小連携の推進(STARTプログラム等)
H26～「小中連携推進プラン」による取組
H28～家庭の教育力向上の啓発（0歳から15歳までの一貫した教育の推進）
　　　　　「家庭学習ハンドブック」の改訂・発行
　　　　　「すこやか“ねひめっこ”は、家庭から！」 による啓発
　　　　　「親子でつくろう！加西っ子の生活習慣　“あ・い・う・え・お”」 による啓発
　　　　　「親子でつくろう！加西っ子の学習習慣　“か・き・く・け・こ”」 による啓発

25 〈小・中学校〉中学校での放課後学習塾の導入 △ 学校教育課 H27～　かさいがんばりタイム（放課後における補充学習）を4中学校で実施

26 〈小・中学校〉国際交流の推進による国際感覚の育成と英語教育の充実 △ 学校教育課
H28～　中高コラボレーション事業　オーストラリア研修派遣（中３、8人）
H29～　オンライン英会話、地域人材派遣事業実施

27 〈高校〉地域の高校教育の充実に向けた支援 ○
 人口増政策課
 ふるさと創造課

北条高校：平成27年度から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。
播磨農業高校：ビジネスプラン作成の出張授業やはりまのちっちゃな台所事業のためのセミナー開催
ビジネスコンテスト出場への支援

28 〈高校〉北条高校では、活性化協議会と協力し、学力向上を始めとする支援の実施 ○ 人口増政策課 H27年度～：北条高校活性化協議会により「北条高校アフタースクールゼミ」等の北条高校の活性化に係る取組・支援を実施。

29 〈高校〉播磨農業高校では、市内の農業関係機関との連携強化や就農支援などの実施 △ 農政課 加西ブランド協議会が取り組む冬かぼちゃダークホースの生産を通した市特産品の育成（継続実施）

30 〈大学〉神戸大学食資源教育研究センターを拠点に、官学連携の推進 農政課 地元小学校による柿の収穫体験における大学関係者及び学生との交流、連携（継続実施）

ふるさと創造課
神戸大学食資源教育研究センターが開発したじゃがいも「はりまる」の普及促進のため、「はりまるネットワーク」を立ち上げ、試験栽培とブ
ランディング化を行い、官学民連携の推進を図った。

31 〈大学〉神戸大学医学部保健学科と連携し、発達障害、健康づくり対策 × 健康課

32 〈大学〉神戸大学発達科学部と連携し、幼児教育、幼保連携などの推進 × こども未来課 神戸大学発達科学部と連携はできていません。

33 〈大学〉関西大学、環太平洋大学、兵庫教育大学との官学連携の強化 ○

ふるさと創造課
文化・観光・ス
ポーツ課
人口増政策課

・関西大学（※ふるさと創造課）
H28～　「加西市音楽化計画」を策定し、市民団体とも一緒になって音楽イベントを秋と春に開催。官学民連携の推進を図った。
・環太平洋大学（※文化・観光・スポーツ課）
H26～　ソフトボール教室　年１回開催
・兵庫教育大学（※人口増政策課）
H27～　５市１町・兵庫教育大学連携講座、加西市・兵庫教育大学連携講座　各年１回開催

○
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34 〈地域〉公民館で子どもたちの学習支援を行う「学び塾」の開設 ○
総合教育
センター

H28～ 「地域未来塾」を全４中学校区で夏季休業日に実施

35 〈地域〉自然体験や実験を含め考える力を引き出す土曜授業（塾）の実施 △
総合教育
センター

H28～ 「土曜チャレンジ学習」を７小学校区で実施

安心安全のまちづくり 進捗状況
H29.7

担当課 平成29年7月までの実施状況

36 自主防災組織の活性化 ○ 危機管理課
H27　自主防災訓練費補助（28地区）・土のう作り訓練（18地区）
H28　自主防災訓練費補助（33地区）・土のう作り訓練（27地区）
H29　自主防災訓練費補助（13地区）・土のう作り訓練（17地区）

37 地域防災マップづくり、避難訓練、防災用品の備蓄 ○ 危機管理課
H27　災害図上訓練実施（九会地区・富田地区・在田地区）
H28　災害図上訓練実施（下里地区・富合地区）・北部公民館備蓄倉庫設置

38 地域力を高めたコミュニティのまちづくりによる災害時要援護者対策の推進 ○ 危機管理課
H27　災害時要援護者台帳の更新及び個別支援計画の策定
H28　災害時要援護者台帳の更新及び個別支援計画の策定

39 ため池の計画的な改修など災害に強いまちづくりの推進 ○ 農政課 Ｈ２９～　３池の調査設計を行い県営ため池等整備事業の採択を目指す、県協議において計画的な改修計画の策定

40 田んぼダムの整備や各戸貯留（雨水タンク）支援など治水対策の推進 ○ 上下水道課 H26.6～　雨水貯留タンク設置費用助成金交付制度創設

41 防災無線による連絡体制、地域広報機能の充実 △ 危機管理課
H28　北条市街地消防防災サイレン設置
H29　防災行政無線整備計画策定に向け、災害時緊急連絡網構築に関するアンケートを全町で実施

42 公共施設整備計画の策定による計画的な耐震改修の推進 ○
管財課

教育総務課

Ｈ29.3 公共施設総合管理計画を策定済 　H28．３ 小中学校施設の耐震化完了、H29.3市民会館文化ホールの耐震化完了
H30.4～ 市民会館コミュニティーセンターの耐震化着手予定
Ｈ29.4～未利用施設の廃止・統合（網引乳牛ｾﾝﾀｰ等）、老朽下水道管更生の実施、上水道配水池の統合着手（鴨谷配水池）

43 消防団組織の活性化と防災力の強化 ○ 危機管理課
H２７　消防資機材整備補助（30地区）
H２8　消防資機材整備補助（63地区）、消防団協力事業所登録（１事業所）
H29　消防資機材整備補助（22地区）、消防団応援事業所登録（1事業所）

44 河川の護岸整備と堆積土砂の除去 △ 土木課
H26　佐谷川改修
H27　善防川・比延田川修繕、善防川障害物除却
H28　若井川修繕、猪野川土砂撤去

住みよいまちづくり 進捗状況
H29.7

担当課 平成29年7月までの実施状況

45 計画的な生活道路整備の推進 △ 土木課
H26　舗装16箇所
H27　舗装6箇所
H28　舗装4箇所

46 区画整理事業を推進し、市有地の活用（消防署跡、宇仁小、西在田小跡地等）による良好な住宅地の供給 △ 都市計画課

（加西市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
Ｈ29.7月　保留地67区画販売決定

47 国道372号線（加西バイパス）と鶉野飛行場周辺道路整備 △ 土木課
H27　鶉野飛行場線　路線測量、用地測量、詳細設計、不動産鑑定
H28　鶉野飛行場線　路線測量、詳細設計、用地買収
H29　鶉野飛行場線　用地測量

48 市道西谷坂元線の早期完成と日吉豊倉線の着手 △ 土木課

(市道西谷坂元線）
H27　本工事
H28　本工事
H29　本工事
(市道日吉豊倉)線)
H29　実施設計

49 県道三木宍粟線丸山バイパスの早期実現 △ 土木課
H28　本工事
H29　本工事

50 県道滝野市川線別所交差点改良及び歩道の整備 △ 土木課 H28　本工事 平成29年9月末完成予定

51 バス・鉄道・地域交通の多用途なアクセスの推進等により公共交通を充実 △ 人口増政策課
H27　　　公共交通網を再編し、九会・フラワーセンター線を新設。北条高校や播磨農業高校、パナソニックへの通勤通学の利便性を向上
H29.3～　交通空白地への地域主体型交通の導入に向け、宇仁地区において住民アンケートを開始
H29.4～　加西病院への運行便数を増便

52 狭あい道路沿線及び不良住宅の解体助成等による北条市街地の住環境整備 △ 都市計画課
Ｈ27　北条市街地住環境整備事業の実施（狭あい道路整備5件、不良住宅除去3件）
Ｈ28　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　（狭あい道路整備9件、不良住宅除去3件）
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活力ある地域を創造 進捗状況
H29.7

担当課 平成29年7月までの実施状況

53 グリーンエナジーシティ構想により、環境にやさしいまちづくりを推進 ○ 環境課

H25.住宅用太陽光発電システム設置金補助金制度創設。件数101件。→H26、件数82件。　H27、件数49件。H28、件数53件。H29年7月
末、件数8件。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H26.庁舎内に電気自動車用急速充電器の設置。
H27.電気自動車導入補助金制度創設。件数2件。→H28、10件。H29年7月末、件数3件。
H29.住宅用蓄電池設置費補助金制度創設。H29年7月末、件数1件。
H29.4月、電気自動車無償貸与（3年間）

54 北播磨広域での効率的ごみ処理とごみ減量化の推進 ○ 環境課

平成28年6月に北播4市1町の首長による、ごみ処理広域化意見交換会が1年ぶりに再会をされており、この場で西脇市・多可町の離脱が
確認された。平成31年度より旧滝野町が北播磨清掃事務組合より離脱し小野加東加西環境施設事務組合に参入することとなり、当面は、
この状況で運営することとなる。また、ごみ減量化については、剪定枝等の再資源化を推進しているところであり、平成28年度は市民一人
1日あたりのごみ排出量は799ｇ/人目となり、平成27年度に比べ1.66％減となっている。

55 新たな産業団地を開発し、企業誘致、市内企業の発展、市民の雇用の場の確保・拡大 △
大型プロジェ
クト推進室

H28.7加西インター周辺整備について関係4町役員との意見交換会開催
H28.11 兵庫県総合農政課との協議開始
H29.5 産業団地候補地について関係4町役員への事業説明会開催
H29.7　兵庫県総合農政課及び加東農林との協議

△ 産業振興課

産業団地開発に着手（大規模プロジェクト）
加西市産業振興促進条例拡充予定
Ｈ２６.１～　加西市ふるさとハローワーク開所・就職支援セミナー開催
H２９．３　加西市産業の振興に関する条例制定、加西市産業振興計画策定
Ｈ２９～加西市産業活性化センター開設（産業振興の総合拠点、ビジネスフェアへの参加等）

56 若者や学生に、地元雇用、UJIターン（地方移住）を積極的にPRし、ふるさと回帰を推進 ○ 産業振興課

Ｈ１９～　加西市合同就職面接会（年２回開催）
H２４～　加西市就職情報NAVI開設
Ｈ２４～　夏休み産業観光ツアー開催
H２５～　大阪府・京都府・兵庫県内大学キャリアセンター訪問
Ｈ２８．１　加西市ふるさとハローワークにてＵＩＪターン就職窓口設置
Ｈ２８．８　兵庫労働局と雇用対策協定締結
Ｈ２９．３　職業講話開催（市内２高校）
H２９．３　兵庫県北播磨地域就職面接会ｉｎ大阪（市内３社・求職者１８名）

57 加西市の優れたものづくり企業や市内商業、サービス事業者の発展と後継者の育成 ○ 産業振興課

Ｈ２４～　加西市商品券事業
Ｈ２４～　住宅リフォーム助成事業
Ｈ２７～　加西市創業支援計画策定・創業支援セミナー開催加西市産業振興促進条例拡充予定
H２９．３　加西市産業の振興に関する条例制定、加西市産業振興計画策定
Ｈ２９～　加西市産業活性化センター開設（産業振興の総合拠点、ビジネスフェアへの参加等）

58 アスティアかさいのテナント誘致による中心市街地の賑わいの創出 ○ 産業振興課
Ｈ２６～　空き店舗活用補助制度、店舗オフィス立地補助制度
H２８．８　ホテル誘致、ルートインジャパンと基本協定締結（H30開業予定）
Ｈ２９．７　加西商工会議所・加西ロータリークラブ・アクサ生命誘致

59 ICTを活用したシティプロモーションとインバウンド観光の推進 △ 文化・観光・スポーツ課 Ｈ28に、北条鉄道や観光施設など１０箇所にwi-fiを設置。

60 観光まちづくり協会の拠点整備と法人化による交流人口の増加 △ 文化・観光・スポーツ課

イベント等を数多く実施し、ここ５年で観光入込客数は、３万人程度増加している。観光まちづくり協会の法人化については、加西市観光
推進基本計画において「観光まちづくり協会の組織強化」として項目を掲げ、重点プロジェクトの一つとして取り上げており、法人化も含め
て総合的に検討している。

61 特産品の発掘、創出、起業支援による加西ブランドの育成 △ 文化・観光・スポーツ課 Ｈ28.3加西喝采みやげとして30品を発表。

62 北条鉄道の利便性、安全性の向上と観光客を含めた利用者増による経営改善 △ 人口増政策課

H28　　営業収益が昭和60年の開業以来過去最高を記録。
H28.7　北条鉄道の取組みが評価され加西市公共交通活性化協議会が「国土交通大臣賞」を授賞
H29.3　レンタサイクル付フリー切符（企画乗車券）の販売開始
H29.3　WiFi設備を全車両、北条町駅、法華口駅に整備
播磨横田駅、下里駅、法華口駅、網引駅の駅周辺で野菜直売所やピザ専門店ができるなど駅周辺の活性化を推進。

63 鶉野地区飛行場跡地周辺のインフラ整備にともなう歴史を振り返る平和祈念施設の建設 △ 都市計画課
Ｈ28　地方創生推進交付金を活用し、地域の拠点施設の基本計画の策定

食える農業の確立 進捗状況
H29.7

担当課 平成29年7月までの実施状況

64 次世代施設園芸モデル団地の運営を通じた就農と定住を総合的に支援する体制の充実 ○ 農政課 Ｈ2９～　次世代施設園芸モデル団地への施設運営補助の実施、施設運営ノウハウを用いた就農への支援体制の構築を検討する

65 女性や若者等新規就農者受け入れ機会の拡大 ○ 農政課 Ｈ２９～　加西市新規就農促進協議会による就農相談会等への積極参加

66 農業経営基盤の整備（大規模ほ場への再整備、パイプライン化） △ 農政課 再整備を希望する集落営農組織等との協議調整、国の補助制度等の調査研究

67 異業種とコラボした新たな農業ビジネス拠点の確立 △ 農政課 次世代型施設園芸モデル団地に代表されるＩＣＴを活用した環境制御型の施設園芸施設の調査研究

68 継続的な里山整備を実施し、自然環境保全とあわせ獣害対策の拡充 ○ 農政課
多様な補助金を活用した里山整備事業の積極活用、有害捕獲専任班を設置した積極的な獣害対策の実施（Ｈ２９～）、狩猟免許取得補
助制度の創設（Ｈ２９～）、獣害対策講習会の開催（Ｈ２８～）、鳥獣害対策マニュアルの作成・配付
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69 農地の多面的機能支払い交付金制度の積極的活用による、農業施設の継続的維持管理体制の構築 ○ 農政課 多面的機能支払交付金（農地維持110組織、共同109組織、長寿命化108組織）における活動組織への継続的な指導（Ｈ２８実績）

70 地産地消の拡大、特産物栽培と６次産業化で持続的な魅力ある農業経営の確立 △ 農政課 加西産農産物の学校給食へ積極的に提供するため支援を実施、加西ブランド協議会での特産品開発並びにＰＲ活動の実施（継続実施）

71 人農地プランの作成、集落営農、認定農業者の経営支援の充実 ○ 農政課
人農地プランの作成支援（46プラン）、集落営農組織の立上支援並びに法人化支援（任意組織59組織、法人組織9組織）、認定農業者へ
の支援（31名、19法人）（Ｈ２８実績）

芸術、文化を育て生涯スポーツ愛好のまちづくり 進捗状況
H29.7

担当課 平成29年7月までの実施状況

72 温浴施設を備えた新総合体育施設（アリーナ）の建設 △ 人口増政策課 H29年度：土地利用計画調査の実施。

73 「播磨国風土記の里加西」の定着化を図るとともに、地域の歴史、文化、伝統を生かしたまちづくりの推進 △ 生涯学習課
H29～　加西市歴史文化基本構想（策定中）
H29～　史跡玉丘古墳群整備（着手）

○ 文化・観光・スポーツ課

5/4「第2回加西能」開催。こども狂言塾生による新作狂言「根日女」、舞囃子「高砂」、新作能「針間」を上演。参加人数：730人
9/30（土）～10/31（火）「かさいまちあそび」開催に向け準備中。
11/10（金）・11（土）「第29回忠臣蔵サミット」開催に向け準備中。6/27加西市忠臣蔵サミット実行委員会を立ち上げ、今後「赤穂義士ゆかり
の地 加西」をPRするため様々な取組みを実施予定。7/21第29回忠臣蔵サミット事務担当者会議を北条鉄道車両を貸し切って実施、全国
から10自治体13名が参加。

74 姉妹都市と交流を拡大・充実し、国際感覚あふれる人材の育成 ○ 秘書課 H28年度加西市中学親善訪問団8名が姉妹都市プルマン市へ訪問（H29.3.25～4.3）

75 スポーツ関係団体と連携し、身近にスポーツを親しむ環境の創造 ○ 文化・観光・スポーツ課
各種スポーツ教室の開催(平成28年度実績：5種目　27回開催　1,223人参加)
加西市体育協会自主事業(町親善ソフトボール大会、市民体育大会、ロマンの里ウォーキング)

76 地域の芸術、文化、生涯学習を核とした公民館活動の構築 ○ 生涯学習課
H27～　SNSによる生涯学習情報発信の充実
H28～　オークタウン加西での主催講座の開催

77 地域の文化、スポーツ団体の発展による生涯学習、生涯スポーツの推進 ○ 文化・観光・スポーツ課

加西市文化連盟への補助・指導・育成（加盟団体7団体：平成29年7月現在）
加西市文化祭の開催（平成28年度開催実績：音楽祭・囲碁大会・いけばな展・茶席・芸能祭・美術公募展・文芸祭・おやこ劇場）
加西市体育協会への補助(加盟15団体)
指定管理者制度による市体育施設の管理運営

市民の暮らしを守る 進捗状況
H29.7

担当課 平成29年7月までの実施状況

78 加西市公契約条例による市内で人、モノ、カネが循環するシステムの推進 ○ 管財課
Ｈ27.4 加西市公契約条例の施行
Ｈ27.9～公契約条例に基づく報酬支払状況のチェック　　　Ｈ29.4　労働報酬下限額の引き上げ

79 女性相談・消費者相談など市民相談窓口の充実 ○ ふるさと創造課
相談員相談体制の充実（センター長配置）
相談員の質の向上のための研修派遣

80 男女共同参画社会の実現 〇 ふるさと創造課
男女共同参画セミナー、女性セミナーの実施
女性の起業支援

81 審議会や各種委員会への女性参画の推進 × ふるさと創造課 審議会及び委員会等へ参加する女性の育成が未着手

82 人権意識の強化、啓発の推進 △ 人権推進課

　H27　まちかどフォーラム（町別人権学習会）および地区人権学習会を継続実施。公民館コラボ事業で音楽を通した人権講座を新規実
施。
　H28　まちかどフォーラムおよび地区人権学習会の実施パターン変更にあわせ、地区人権学習会の内容を見直し、参加しやすい学習会
を目指す。公民館コラボ事業を継続実施。市民の自主的な参加を促すための新たな啓発事業として映画上映会を実施。
　H29　まちかどフォーラム、地区人権学習会および公民館コラボ事業を継続実施。啓発事業対象者の幅を広げるため、子どもとその保護
者を対象とした太鼓作り教室を実施。

真の行財政改革の推進 進捗状況
H29.7

担当課 平成29年7月までの実施状況

83 部課の統合、組織のスリム化などによる総人件費の削減 ○ 総務課
H27.７月　機構改革により組織のスリム化　７部28課3室⇒　6部27課1室
正規職員数の減　H27.4月　332人　⇒　H29.4月　329人　△3人
人件費の削減（一般財源ベース）　〔H26年〕　2,475　〔H27年〕　2,447　△２８　〔H28年〕　2,461　＋14

84 シティセールス機能強化に向けた副市長二人制度の導入 △ 総務課
H27年６月議会　「加西市副市長定数条例」を改正し、副市長の2人制を条例化。
国の地方創生人材支援制度を活用して、国からの副市長派遣を要請しているが、現時点では未達成。

85 地域に飛び出す公務員の育成 ○ 総務課

地域担当職員制度（平成24年9月より実施）　　　第2期より任期を2年に変更
第1期【平成24年9月～平成27年8月】　H24年38名・平成25年41名（昇格者追加）・平成26年50名（昇格者・課長補佐3名追加）
第2期【平成27年9月～平成29年8月】　H27年48名（管理職のみに変更）、平成28年51名（昇格者追加）、平成29年55名（昇格者追加）

総務省が主催する研修　全国地域づくり人財塾へ参加（3名）

86 行財政改革プランの前倒し実施 ○ 財政課 平成27年12月に策定済

87 広域連携の推進 ○ 人口増政策課
H27　播磨圏域連携中枢都市圏の圏域形成（8市8町）、播磨圏域都市圏ビジョン （平成27年度～平成31年度）策定
　　　 北播磨広域定住自立圏の圏域形成（中心市：加西市・加東市、近隣市町：西脇市・多可町）、北播磨広域定住自立圏共生ビジョン
　　　 （平成27年度～平成31年度）策定
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88 「ふるさと創造会議」を通じた自治機能の強化と地域の活性化 ○ ふるさと創造課

H23～ タウンミーティング開催（Ｈ23年度1回、Ｈ24年度2回、Ｈ25年度1回）
Ｈ24 地域担当職員制度の設置
 　　　創造会議検討委員会の開催
       道路整備予算300万/校区を使った創造会議的な検討機会の創出
H25年　ふるさと創造会議運営交付金事業開始
H26年　ふるさと創造会議が6小学校区で設置（北条・北条東・富田・宇仁・西在田・在田）
　　　　  ふるさと創造準備会議が4小学校区で設置または検討中（下里・九会・富合・日吉）
H27年　ふるさと創造会議が2小学校区で設置（下里・富合）
H28年　ふるさと創造会議が１小学校区で設置（九会）
　　　　　賀茂地区で設立に向けて検討を開始
H29年   日吉地区で設立に向けて再検討を開始　賀茂・日吉ともH29年度中に設置を目指すことで、地域も検討を加速中。

○ 49 56%

△ 35 40%

× 4 5%

88
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