
◆市長マニフェスト進捗状況

進捗

Ｈ25.3
・第2子以降の保育料の無料化 △ Ｈ24 第２子一部軽減 施策21-7
・全中学校給食の実施 △ Ｈ24 新給食Ｃ設計委託（Ｈ25実施へ） 施策6-4

・ファミリーサポート制度や学童保育の充実 ○
Ｈ24 ファミサポ　サロン事業の拡充：年2回→12回（月１回）　会員の増(+28%)：H23 154人→H24 197人
H24学童（富田の新設）、宇仁への支援よる放課後子ども教室新設。これにより11校全てで学童もしくは放課後こど
　　 も教室整備

施策21-5,6,8,9

・中学3年生までの医療費の無料化 ○
Ｈ23.10～自己負担分の1/3助成
Ｈ24.7～ 無料化（10/10助成） 施策21-10

・市独自の不妊治療への助成制度を新設 ○ Ｈ23.10～ 特定不妊治療助成５万

◆高齢者がいきいきとくらすための福祉の充実

・高齢者相互の交流やいきがいの場づくりのため老人クラブの活動支援 △
H24 敬老月間ふるさと芸能大会の開催日数と予算増　（H23 7日300万円 → H24 8日330万円）
　　　市老連の健康増進事業等へ市職員の参加（体操PR) 施策16-1,3

・高齢者の就労機会を確保するためシルバー人材センターへの支援を充実 △ H24 シルバー人材センターとの家事援助事業の実施に向けた協議と支援 施策16-2

・ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ･ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙなどｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝによる健康増進 △
H23～　いきいきサルビア体操の創設と地域における指導者の養成普及を兼ねた現地指導
H24      南工業団地内のゲートボール場の一般利用を可能に
　　　　　アクアスかさいの芝生化（1/2）

施策3-1,3

◆安心して地域で暮らせる介護保険サービスの充実

・市民の声を反映した特別養護老人ホームなど施設整備と介護サービスの拡充 △
H23　高齢者福祉計画・第５期介護保険事業計画の策定
H24　地域密着型特別養護老人ホームの整備に着手 施策19-1

・ひとり暮らしや高齢者夫婦世帯への地域に密着した配食サービスの拡充 △ H24　配食日の拡大に向けた協議・検討 施策19-2

・要援護高齢者の通院等外出支援のために移送サービスを充実 △ H24 移送サービスの利用要件緩和に向けた協議・検討 施策19-3

◆障がい者の社会参加の促進

・社会参画機会の拡大と環境づくりの推進 ○

市役所内での就業訓練事業による就労支援の充実
H24　障害者支援センターやすらぎ 相談員増員（2→3名）
　　　知的障害者のグループホーム新設（希望の郷）、法華口駅舎内パン工房での障害者雇用、
　　　障害者サロン事業拡充（2→6団体）
　　　授産品のカタログ作成

施策5-5、施策16-5

・療育事業の拡充による幼少期から成人期への切れ目のない支援の確立 △

H23 障害福祉計画の策定
H23.24　療育室の設備充実（人工芝の張替、遊具の設置）
H24　児童発達支援事業所なゆた開設（新規）、相談支援体制の強化
　　　 保護者支援として「親むぎの会」開催回数増（3回→5回）

施策21-3

・障がい者団体の活動活性化と支援の拡充 △
H23～ 障害者団体と市長との意見交換再開（6年ぶり）
H24　2団体（精神障害者家族会、知的の育成会）に相談員を委嘱し、相談事業を実施
　　　　手帳等交付時に障害者団体の紹介を実施

施策16-4,5

◆人にやさしい地域福祉の推進

・地域ぐるみの子育て支援と児童虐待防止の推進 △

Ｈ24　母子相談員の増員（1→2人）
　　　 男性家庭児童相談員の配置
　　　 子育て家庭ショートスティ事業開始
       子育てハンドブックの全面リニューアル（5年ぶり）
　　　 市役所内にキッズコーナーの設置

施策21-4

・地域包括支援センターを中心に高齢者地域ネットワークづくり △
H24　地域ケア会議の開催
　　　高齢者見守り事業の実施
　　　ごみサポ事業の実施

施策19-1

・社会福祉協議会の小地域福祉活動と連携した地域福祉の拡充 △
H24　いきいき委員会活動の実施地域の拡大（H24年8月現在、126町）
　　　 ふれあいいきいきサロンの実施地域の拡大（H24年8月現在、67町1地区）
　　　 要援護者等の洗出しによる「災害時要援護者台帳」等の整備

施策19-4

・福祉の相談窓口の一本化 △ 障害者支援センターやすらぎの拡充（相談員増員2→3名）

◆健康づくりの推進

・出産育児の支援相談の充実と交流の輪づくり △
Ｈ24　子育てハンドブックの全面リニューアル（5年ぶり）
　　　　初期離乳食講習会の回数増（年9回→12回）
　　　　双子・三つ子交流会の開催（夏ミーティングで要望あり）

施策17-7、施策21-1,2

・節目検診を導入し、節目年齢の方のがん検診を無料化 ○
Ｈ24 41歳がん無料検診の独自メニュー実施（胃、胸部）
　　　集団乳がん検診の拡充（15回→18回） 施策17-1

・高齢者等の肺炎球菌ワクチン接種の助成 ○ Ｈ24 肺炎球菌ワクチン助成 施策17-2

・地域の健康づくりグループや活動への支援の拡充 △
H23～ いきいきサルビア体操の考案、普及
H24　　健康増進センターに事務長配置
　　　　　運動普及推進員のグループ立上げ支援

施策17-4,5

子育てにやさし
い環境を整えま
す

人にやさしい福
祉を推進します

大項目 小項目 行財政改革プラン施策番号～H24年実施状況

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 



・１１小学校における教育とまちづくりの充実 △
H24　タウンミーティング（子育て、若者世代より意見徴収）
　　 　学校づくり応援事業による特色ある学校づくり（地域人材の活用等） 施策7-2、施策28-4

・宇仁小学校の建て替えと全学校耐震化および整備 △ Ｈ23 日吉小・北条中、Ｈ24 宇仁小着工 施策6-2

・地域力をいかした福祉機能や交流機能を備えた新しい学校づくりの推進 △
H23～　北条中、宇仁小の校舎の構造（地域交流スペース等）
H24 学校づくり応援事業による特色ある学校づくり（地域人材の活用等） 施策7-1,2,3

・幼・小・中の連携による節目トラブルの解消と学力向上 △
H24　総合教育センターを核に進行中
       小中連携教育推進委員会の開催
　　　小中高連携の実施（高校生の小学校での読み聞かせ、中高音楽交流、高小による環境研究）

施策5-1,6

・外国人語学指導助手（ＡＬＴ）の増員による小学校・中学校での英語教育の充実 △ H23～（中1～3年に加え）小学校5,6年での英語対応 施策5-2
・姉妹都市との中高生の交流を復活することで、国際感覚あふれる教育の実施 △ Ｈ24プルマンとの調整開始 施策29-4

・スポーツ少年団活動の育成支援と幼少期からスポーツに親しむ環境の創造 △

Ｈ23 環太平洋大学教育連携、スポーツ意識調査実施
H24 スポーツ推進計画策定 着手
　　　スポーツ少年団指導者体罰防止講習会の実施
　　　アスティア10周年阪神タイガース選手による野球教室

施策3-2

・地域文化の向上と生涯学習、まちづくり拠点としての公民館活動を支援 △
H24 登録団体による出前講座の実施
　　　公共施設予約システム構築、公民館の中央館構想進行中 施策1-1,2,4

・グラウンドゴルフの振興と競技場の整備 △ H24 アクアスかさいの芝生化(1/2) 施策3-1

・国道３７２号や中央幹線をはじめとする道路網の整備 △ Ｈ24 ５路線を整備 施策15-3

・歩道整備等の通学路の安全確保 △ H24 6月補正3,300万→11小学校区別に対応 施策15-4

・加西インターチェンジ周辺の開発と土地の有効利用 △ H24 4地区で勉強会を開催（中富、笹倉、越水、殿原） 施策13-4

・鶉野飛行場跡地の有効活用 △ Ｈ24 総合整備基礎調査 施策13-5

・河川の維持管理の強化と未改修河川の整備 △ H24補正修繕　普光寺川、佐谷川、千歳川、比延田川 施策15-6

・老朽ため池の修繕 △ Ｈ24 23年の台風災害分及び23年度繰越事業分完了 施策22-4

・北条市街地の浸水対策 △ H24　雨水キョウの設計及び一部工事着手

・市が責任を持った「安全で良質な水道水」の供給の継続 ○ 直営方針

・水道料金の２０％値下げ △ Ｈ24年1月 平均11.3％値下げ実施 施策25-4
・ごみの減量化による有料ごみ袋の値下げ × H25年度において検討予定 施策26-1,2
・美バースなどを利用した環境学習の推進と補助金の拡充 ○ 補助額改定 施策26-4,施策27-1～5

・温室効果ガスの削減に努め、環境保全対策を推進 ○
環境基本計画に基づき実施（第5次総合計画にも反映）
加西市グリーンエナジーシティ構想の策定

施策6-3、施策24-1～3,
施策26-3、

・避難所耐震対策の実施と非常時連絡手段や地下水源の確保　 △ 小学校体育館等の耐震化推進 施策6-1

・北はりま消防本部と地域消防団の連携を強化し、防災対策を充実 △
H24 自主防災訓練実施団体の増（35→45）
　　　消防団担当の配置
　　　筒先等盗難補助

施策20-3

・災害時要援護者対策の確立 ○ Ｈ24～ 災害時要援護者台帳整備、以後更新 施策20-1

・通学路防犯灯の増設と、青色防犯パトロールの充実 △ Ｈ23新規105基、Ｈ24新規60基設置 施策20-4,5

・市内で人、モノ、カネが循環するシステムづくり ○
H24 地域商品券（1億円）
　　　住宅リフォーム助成
　　　入札制度改革

施策9-3,5

・調整区域内の建築制限の緩和と優良住宅の供給 △ H24　特別指定区域制度の活用 施策12-1,2,5、施策13-2,6

・持ち家補助制度の拡充、住宅リフォームの補助制度の新設 △
<継続> 若者世帯持家促進事業
Ｈ24　住宅リフォーム助成 施策13-3

・地元企業も進出しやすい新規工業団地の開発 × 施策9-7
・若者に魅力ある新規産業の誘致 × 施策10-1、3

・ふるさとハローワークの新設 △
H24 市役所２Fロビーで新たに加古川、姫路の情報提供開始
      インターネットへの企業情報の掲載(日経就職ナビ）
　　　ふるさとハローワーク設置に向けた準備

施策10-2
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◆「農業の雄」加西を復興します

・「かさい農業塾」の開設による意欲ある人材と認定農業者の育成支援 ○
H24 JA、県・普及センター、農委、市からなる指導者連絡会（四者会）を「かさい農業塾」ととらえ毎月定例で開催。
新規就農者から認定農業者、集落営農に至るまで幅広い農家の育成と支援に努めている。3月に講師を招聘し開
催予定。

施策8-1

・集落営農組織化の育成、支援（大型農機具や農業施設への補助再開） ○ Ｈ23 １件、Ｈ24 認定農業者３件、集落営農組織１件 施策8-4
・生産・加工・販売の一体的な６次産業化に向け、ＪＡ、農業改良普及センター、
　農業技術センター等関係機関との連携強化

△
市が事務局となり、JA、普及センター、農技センターの４者会を月例で開催。現在認定農業者一人に対して、調整
中。さらに法人化を図る営農組合に対しても六次産業化を取り入れに向け指導。 施策8-2

・安全安心の加西ブランド確立と、愛菜館、学校給食への積極的提供による地
産

△ H24 新年度からの学校給食完全実施に向けて調整中。 施策9-1、2

・多様な農家が共存し、安心して住み暮らせる共同体の集落作り ○ H24 共同活動延長（希望の107町は全て） 施策8-6
◆農業基盤整備を行います
・国の「農地・水・環境保全向上対策」の終了を見据えた農業施設整備への補助 ○ Ｈ24 向上活動（H23 63/91町→H24 88/99町に25町増） 施策8-6
・環境保全、地域の山に手を入れる里山整備の促進 ○ Ｈ24 更新（１０地区） 施策22-1,2,3

・地域にあった鳥獣害防止対策の実施 ○
H23 鹿等の捕獲補助増額
Ｈ24 ６地区　網を9.4㎞から15㎞に延長 施策22-5

・地域医療ネットワークを構築して、市民が安心して医療をうけられる体制を確保する ○
H23　病診連携システムの構築
H24　北播磨絆ネットとして運用開始 施策18-2,3,5

・市立加西病院への支援強化による医療の充実と救急医療の確保 ○ Ｈ24　病院繰出金７億（1億円増額） 施策18-2,

・市、病院がタイアップした環境整備と医師・看護師等の医療者の確保 △
Ｈ24 病院繰出金７億（1億円増額）
　　　地域医療を守る市民運動構築を特別参与に依頼 施策18-1

・保健、医療、福祉を一体的に推進する地域包括医療の実施 △

地域医療室による入・退院時における医療・介護・福祉分野合同のカンファレンスの実施
認知症セミナーの開催
加西病院ホスピタルフェアの開催
加西病院による訪問看護の実施

施策18-4

・地域と公共施設をつなぐコミュニティバスの拡充 △
Ｈ24 はっぴーバス委託料の増
      コミバスラッピングによる市民認知度UP 施策14-1

・加西市から近隣市町へのバス路線の整備（廃止路線の再開、新設） △ H24 通勤バス導入調査の実施 施策14-2

・高速バスや路線バスの拡充による阪神間への通勤・通学の利便性向上 △
H24 通勤バス導入調査の実施
      高速バス三宮行2便増便（H24．7） 施策14-4,6

・北条鉄道の利便性と安全性の向上 ○
H23・Ｈ24 各駅舎のトイレ、駐車場等整備、法華口駅舎パン工房
Ｈ24～　安全輸送整備事業計画の見直しによる安全対策強化 施策14-5

・女性相談・消費者相談など市民相談窓口の充実 ○ 相談員相談体制の充実（センター長配置）

・男女共同参画社会の実現 △
Ｈ24 基本計画策定
      女性コミュニティ活動助成 施策10-4、施策29-1,2

・施策方針決定過程への女性参画の推進 ○
H24 ふるさと創造会議検討委員会への女性委員任命3名
      女性特別顧問

・人権意識の強化・啓発の推進 △
H24 課名変更とふるさと創造部へ
      住民票等第三者請求通知制度条例 施策29-5

・公共事業を地元の業者が受諾し、市内で人、モノ、カネが循環するシステムの構築 ○
H24 地域商品券（1億円）
　　　住宅リフォーム助成
　　　入札制度改革

施策30-7

・総合評価方式制度の拡充など入札改革の推進 ○ 入札制度改革実施（H24.4）社会貢献加点（H24.7） 施策30-7

・入札改革・公契約条例づくり検討委員会の設置 △
Ｈ24 入札制度改革実施（H24.4)
　　　委員会設置に向けた内部協議中 施策30-7

・働く人が人間らしく働ける水準をもうけた公契約条例の制定 △
Ｈ24 入札制度改革実施（H24.4)
　　　公契約条例制定に向け調査開始

・市長報酬・退職金30％カット ○ Ｈ23 実施済

・新たに行財政改革プランを策定し、真の市役所改革の実現 ○ H24.3策定済 施策30-5

・まちづくり条例を制定し、市民の声が反映される市政へ × H25年度 着手予定 施策28-4

・「地域ふるさと創造会議」をつくり、地域からまちづくりへ △

H23～ タウンミーティング開催
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

施策28-1,2,4

○ 26
△ 51
× 4

81

加西市を便利な
まちに

市民の暮らしを
守ります

市民が豊かにな
る社会を築きま
す

真の行財政改
革を進めます

食える農業を確
立します

安心して受けら
れる医療体制を
整えます


