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土地利用に関する方針
項

目

市街化区域
（住宅地）
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進捗状況確認表

市街化区域
（商業地）

内

容

低層の専用住宅が立地する住宅市街地、住吉神社を中心とした歴史的な
まち並みが残る住宅市街地及び幹線道路沿道の住宅市街地などについて
は、良好な市街地形成の維持･充実を図る「住宅地」として位置づけ、住
宅地としてのゆとりや快適性の維持･充実を促すなど、用途地域に即した
住環境の維持･形成に努めます。
北条町駅周辺及び商店が建ち並ぶ既成市街地、北条町駅から丸山総合公
園にかけて幹線道路沿道サービスを提供する市街地及び大規模商業施設が
立地する市街地周辺については、都市生活や都市活動のための中心的な役
割を果たす「商業地」として位置づけ、商業地としての利便性を享受でき
る施設の維持･充実を促すなど、用途地域に即した商業環境の維持･形成に
努めます。
大企業等の工場が集積している鎮岩工業団地、加西工業団地、加西東産
業団地、加西南産業団地を加西市及び兵庫県の産業を牽引する「工業地」
として位置づけ、工業地として既存施設の維持･充実を促すなど、用途地
域に即した工業環境の維持･形成に努めます。

担当部署

実 施
H24

H25

内 容
H26

H27

都市計画課

都市計画法・建築基準法に基づき、用途地域に
都市計画法・建築基準法に基づき、用途地域に
都市計画法・建築基準法に基づき、用途地域に
都市計画法・建築基準法に基づき、用途地域に
即した住環境の維持・形成に努めるよう指導を
即した住環境の維持・形成に努めるよう指導を
即した住環境の維持・形成に努めるよう指導を
即した住環境の維持・形成に努めるよう指導を
行っている。
行っている。
行っている。
行っている。

都市計画課

都市計画法・建築基準法に基づき、用途地域に
都市計画法・建築基準法に基づき、用途地域に
都市計画法・建築基準法に基づき、用途地域に
都市計画法・建築基準法に基づき、用途地域に
即した商業環境の維持・形成に努めるよう指導を 即した商業環境の維持・形成に努めるよう指導を 即した商業環境の維持・形成に努めるよう指導を 即した商業環境の維持・形成に努めるよう指導を
行っている。
行っている。
行っている。
行っている。

都市計画課

都市計画法・建築基準法に基づき、用途地域に
都市計画法・建築基準法に基づき、用途地域に
都市計画法・建築基準法に基づき、用途地域に
都市計画法・建築基準法に基づき、用途地域に
即した工業環境の維持・形成に努めるよう指導を 即した工業環境の維持・形成に努めるよう指導を 即した工業環境の維持・形成に努めるよう指導を 即した工業環境の維持・形成に努めるよう指導を
行っている。
行っている。
行っている。
行っている。

市街化区域
（工業地）
工業地については、周辺の住宅地や集落地区、農業地区、山林地区との
調和を図ります。

都市計画課

市街化調整区域における居住者の減少や集落の
活力の低下を防止し、地域のコミュニティの強化
を図るため、平成１９年度に指定した地縁者住宅
の区域の内１０地区について拡大を行うととも
に、新たに４地区において地縁者の小規模事業所
区域の指定を行った。

既存集落地を含む住宅地については、生活基盤強化による周辺地域との
連携の充実や地域のコミュニティの強化を図るなど住環境の充実に努めま
す。

市街化調整区域
（集落地区）
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市街化調整区域
（農業地区）

加西市開発調整条例に基づき、周辺との調和を
加西市開発調整条例に基づき、周辺との調和を
加西市開発調整条例に基づき、周辺との調和を
加西市開発調整条例に基づき、周辺との調和を
図るよう指導を行った。
図るよう指導を行った。
図るよう指導を行った。
図るよう指導を行った。
平成２４年度 受付件数 ２４件
平成２５年度 受付件数 ２6件
平成２６年度 受付件数 ３０件
平成２７年度 受付件数 ３５件
（内工業団地 ３件）
（内工業団地 ２件）
（内工業団地 ２件）
（内工業団地 ５件）

市街化調整区域における居住者の減少や集落の
活力の低下を防止し、地域のコミュニティの強化
を図るため、平成１９年度に指定した地縁者住宅
の区域の内８地区について拡大を行うとともに、
新たに６地区において地縁者の小規模事業所区域
の指定を行った。

都市計画課

まとまりのある農地については、農業振興地域整備計画を踏まえ、良好
な農業環境の維持･向上に寄与できるよう努めます。
農政課

市街化調整区域における居住者の減少や集落の
活力の低下を防止し、地域のコミュニティの強化
を図るため、平成１９年度に指定した地縁者住宅
の区域の内９４地区について拡大を行うととも
に、新たに３地区において地縁者住宅区域を指定
した。
また、平成２４年度及び２５年度に指定した地
縁者の小規模事業所区域の拡大を３地区で行うと
ともに、新たに２６地区で指定を行った。

市街化調整区域における居住者の減少や集落の
活力の低下を防止し、地域のコミュニティの強化
を図るため、新規居住者の住宅区域の指定につい
て広報、市ホームページで呼びかけを行った。
住宅の滅失が進んで集落の活力低下が問題と
なっている尾崎町北条高校前地区において、地区
計画制度を活用し、既存住宅の建替え促進と空き
地で民間事業者が行う住宅地整備の実施に係る事
業スキームを検討した。

農振法に基づき、農業振興地域整備計画を踏ま
農振法に基づき、農業振興地域整備計画を踏ま
農振法に基づき、農業振興地域整備計画を踏ま
農振法に基づき、農業振興地域整備計画を踏ま
え、良好な農業環境の維持・向上に寄与できるよ え、良好な農業環境の維持・向上に寄与できるよ え、良好な農業環境の維持・向上に寄与できるよ え、良好な農業環境の維持・向上に寄与できるよ
う指導を行っている。
う指導を行っている。
う指導を行っている。
う指導を行っている。
平成２５年度は農業振興地域整備計画の見直し
を行った。

市街化調整区域
（山林地区）

山林などの自然地については、都市に潤いをもたらす緑豊かな里山とし
て維持･保全を図るなど、自然環境の維持･保全に努めます。

農政課

土地活用促進地区については、民間事業者による開発誘導や特別指定区
域制度等の活用により、住宅地や産業地としての土地利用を検討します。

市街化調整区域
（土地活用促進地区）

都市計画課

里山整備事業等を活用し、住民参加による里山
里山整備事業等を活用し、住民参加による里山
里山整備事業等を活用し、住民参加による里山
里山整備事業等を活用し、住民参加による里山
の維持・保全を図り、自然環境の維持・保全に努 の維持・保全を図り、自然環境の維持・保全に努 の維持・保全を図り、自然環境の維持・保全に努 の維持・保全を図り、自然環境の維持・保全に努
めた。
申込件数 10件
めた。
申込件数 9件
めた。
申込件数 １０件
めた。
申込件数 ８件
土地活用促進地区において目的型特別指定区域
土地活用促進地区において目的型特別指定区域
土地活用促進地区において目的型特別指定区域
加西商工会議所と合同で、市街化調整区域内の
（工場店舗等の周辺で都市の基盤が整備された区 （工場店舗等の周辺で都市の基盤が整備された区 （工場店舗等の周辺で都市の基盤が整備された区 事業者に対し敷地拡張や新規立地の意向調査を
域・人口が減少している集落の区域）の指定に向 域・人口が減少している集落の区域）を３地区指 域）を２地区指定した。
行った。
け県と協議した。
定した。
地区計画制度を活用し、市街化調整区域におい
て、既存工場敷地をミニ工業団地へ土地利用転換
を図る倉谷町産業公園地区地区計画を策定した。
また、既存事業所集積地の敷地外拡張・建替え
促進を図る、下宮木町南部産業集積地区地区計画
の策定を検討した。
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進捗状況確認表

都市交通に関する方針
項

目

内

容

担当部署

将来の都市構造において広域軸に位置づけた道路を「広域幹線道路」と
して、地域軸に位置づけた道路を「地域幹線道路」として、未整備区間の
整備を推進し、その機能強化に努めます。

実 施
H24

H25

内 容
H26

H27

国道３７２号線（繁昌町）において交差点改良
国道３７２号線（繁昌町）において交差点改良
国道３７２号線（繁昌町）において交差点改良
国道３７２号線（繁昌町）において交差点改良
に向けて用地買収を実施した。
工事を実施した。
工事を実施した。
工事を実施した。
兵庫県

西谷坂元線の全線開通に向けて一部工事を実施
西谷坂元線の全線開通に向けて一部工事を実施
西谷坂元線の全線開通に向けて一部工事を実施
西谷坂元線の全線開通に向けて一部工事を実施
した。
した。
した。
した。

土木課
国道372号バイパス構想について、地元と協
働で検討会を開催した。

主な道路についても、未整備区間の整備を推進し、道路交通ネットワー
クの形成を目指します。

中国自動車道加西インターチェンジ及び山陽自動車道加古川北インター
チェンジを結ぶ広域幹線道路については、北はりまハイランド･ふるさと
街道の一軸を担う道路（（仮）加西中央幹線）として整備を促進します。

北条長線の拡幅に向けて用地買収を実施した。
土木課

人口増政策課

北条長線及び西谷坂元線の未整備区間の工事を
実施した。

西谷坂元線の未整備区間の工事を実施した。

玉丘常吉線と加西工業団地の交差点等、交差点
改良工事を実施した。

「北播磨地域政策懇話会」及び「北播磨地域づ
「北播磨地域政策懇話会」及び「北播磨地域づ
「北播磨地域政策懇話会」及び「北播磨地域づ
「北播磨地域政策懇話会」及び「北播磨地域づ
くり懇話会」において、兵庫県に早期着工を要望 くり懇話会」において、兵庫県に早期着工を要望 くり懇話会」において、兵庫県に早期着工を要望 くり懇話会」において、兵庫県に早期着工を要望
した。
した。
した。
した。

道路の整備方針
都市計画道路については、効果的な整備の推進に努めます。なお、都市
全体の道路交通ネットワークを再検討した上で、必要に応じて未整備路線
の見直しや廃止を検討します。
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整備に際しては、費用対効果などからの優先度や整備バランスに配慮す
るとともに、機能的な道路網の早期確立に努めます。

都市計画課

土木課

バリアフリーやユニバーサルデザインの考え方に基づき、道路等の整備
を図るなど、誰もが安全で快適に通行できる道路環境の充実に努めます。
土木課

兵庫県が策定した都市計画道路網見直しガイド
兵庫県が策定した都市計画道路網見直しガイド
未整備路線の見直しや廃止の検討作業を実施し
三木宍粟線丸山バイパスの用地測量、事業説明
ライン（Ｈ23.3）に基づき、未整備路線の見直 ライン（Ｈ23.3）に基づき、未整備路線の見直 た結果、廃止に向けての2回目の地元説明会を開 会を実施した。
しや廃止の検討作業を実施した。
しや廃止の検討作業を実施し、廃止に向けての地 催し、県決定の豊富北条線並びに中北条線の一部
元説明会を開催した。
及び県決定の北条3号線の全部を廃止した。

全校区において、通学路安全対策工事を実施し
た。

通学路安全対策工事を実施した。
（２０箇所）

ベルデしもさと開発に伴い県道からのアクセス
道路として笠原２号線を整備した。

市道の改良工事を計画的に実施した。

誰もが安全で快適に通行できるよう、市道古坂
歩行者が安全で快適に通行できるよう、玉丘常
歩行者が安全で快適に通行できるよう、都市計
歩行者が安全で快適に通行できるよう、都市計
高室線（北条東幼稚園前）において横断歩道部の 吉線の歩道を整備した。
画２号線の歩道を整備した。
画２号線の歩道を整備した。
歩道切り下げ工事を実施した。
市道市街地１号線（北条町駅前）において身体
障害者の停車スペースを確保した。

都市拠点の中心に位置する北条町駅は、北条鉄道の始発･終着駅であ
り、加西市にとって重要な拠点駅となっています。さらに路線バスやコ
ミュニティバスの発着場としても重要な交通結節点となっていることか
ら、これら公共交通の連携強化などを促進し、公共交通ネットワークの形
成を目指します。
北条鉄道の各駅については、トイレなどをはじめとした駅舎の改善や駅
利用者への駐車場確保、案内表示板の設置により交通結節点としての利便
性の強化を図ります。
公共交通の整備方針

人口増政策課

人口増政策課

はっぴーバスの乗り入れについて、関係機関と
はっぴーバスの乗り入れについて、関係機関と
公共交通活性化協議会において、公共交通網再
コミュニティバスの路線の再編を行い、公共交
協議した。
協議した。
編検討を実施し、平成27年4月以降のコミバス 通網の整備に努めた。
再編方針を策定した。
通勤バス導入に係るニーズ調査を実施した。

播磨下里駅及び田原駅においてトイレ改修工事
播磨横田駅及び長駅においてトイレ改修工事を
北条町駅待合室の増床、播磨横田駅の駅舎改築
播磨下里駅待合室を新設し、鉄道利用者の利便
を実施し、駅利用者の利便性の強化を図った。
実施し、駅利用者の利便性の強化を図った。
と駅前駐車場の整備を実施し、鉄道利用者の利便 性向上を図った。
性向上を図った。

51
既存公共交通の利便性向上や公共交通ネットワークの充実による市内及
び阪神間へのアクセス性の向上を図るとともに、バリアフリーやユニバー
サルデザインの考え方に基づき、分りやすい案内情報の提供など、誰もが
自由に移動できる快適な移動手段の確保に努めます。

播磨下里駅・田原駅においてスロープを設置
し、バリアフリー化を図った。
人口増政策課
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播磨横田駅においてスロープを設置し、バリア
播磨横田駅の改築に伴い、スロープの追加設置
市内の鉄道、路線バス、コミバスを統合した時
フリー化を図った。
及びホームに点字ブロックを設置した。
刻表を作成し、公共交通利用者の利便性向上を
図った。
はっぴーバスのねっぴー号への乗継ぎ乗車券
京阪神行きの乗継ぎ利用を前提とした時刻表
（無料）を導入した。
「おでかけルートナビ」の作成と配布を実施。
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進捗状況確認表

公園・緑地等の公共空地の整備方針
項

目

内

容

都市基幹公園である丸山総合公園については、まちのレクリエーション
拠点として、市民の誰もが楽しめる健康･レクリエーション空間、自然に
親しめる空間など、市民の憩いの場としての機能の維持･充実を図り、災
害時の防災拠点としてもその機能の維持･充実を図ります。

公園の整備方針

住区基幹公園である近隣公園や街区公園等の既設公園について、機能の
維持･充実を図ります。

玉丘史跡公園をはじめとする大規模なレクリエーション施設地について
も、その機能の維持･充実を図ります。

53

緑地については、産業団地の緩衝緑地としての役割のほか、周辺環境の
保全および都市景観の創出に資する役割として、その機能の維持･充実を
図ります。

加西インターチェンジから兵庫県立フラワーセンター、いこいの村はり
ま、玉丘史跡公園等へ至る地区については、都市イメージ向上を牽引する
シンボル地区として緑化の推進に努めます。

緑地の整備方針

道路やその他公共施設への緑化を推進するほか、民有地については、良
好な住環境の形成を目指し、生垣等の緑化を促進します。

良好な水辺空間である万願寺川や普光寺川などの河川やため池について
は、自然とのふれあい空間として周辺の緑地などと一体的な保全、整備を
図ります。
54

自然公園の整備方針

担当部署

実 施
H24

H25

内 容
H26

H27

都市計画課

多様化する市民ニーズに、より効果的・効率的
多様化する市民ニーズに、より効果的・効率的
多様化する市民ニーズに、より効果的・効率的
多様化する市民ニーズに、より効果的・効率的
に対応するため(株)ホープに指定管理委託を行
に対応するため国際ライフパートナー(株)に指定 に対応するため国際ライフパートナー(株)に指定 に対応するため国際ライフパートナー(株)に指定
い、丸山総合公園の適正な維持管理を図った。
管理委託を行い、丸山総合公園の適正な維持管理 管理委託を行い、丸山総合公園の適正な維持管理 管理委託を行い、丸山総合公園の適正な維持管理
を図った。
を図った。
を図った。

都市計画課

多様化する市民ニーズに、より効果的・効率的
多様化する市民ニーズに、より効果的・効率的
多様化する市民ニーズに、より効果的・効率的
に対応するため(株)ホープに指定管理委託を行
に対応するため国際ライフパートナー(株)に指定 に対応するため国際ライフパートナー(株)に指定
い、既設公園の適正な維持管理を図った。
管理委託を行い、既設公園の適正な維持管理を
管理委託を行い、既設公園の適正な維持管理を
図った。
図った。
朝妻公園においてトイレの水洗化工事を実施し
た。
ハイツ第２公園においてバックネット設置工事
丸山総合公園において塩田池堤の市道に転落防
を実施した。
止柵設置工事を実施した。

文化・観光・
スポーツ課

都市計画課

兵庫県

都市計画課

施設管理課
農政課

多様化する市民ニーズに、より効果的・効率的
に対応するため国際ライフパートナー(株)に指定
管理委託を行い、既設公園の適正な維持管理を
図った。
ハイツ第２公園においてトイレの便器取替え修
繕などを実施した。

多様化する市民ニーズに、より効果的・効率的
多様化する市民ニーズに、より効果的・効率的
多様化する市民ニーズに、より効果的・効率的
多様化する市民ニーズに、より効果的・効率的
に対応するため(株)清光社に指定管理委託を行
に対応するため、大型遊具を整備し、(株)清光社 に対応するため(株)清光社に指定管理委託を行
に対応するため(株)清光社に指定管理委託を行
い、玉丘史跡公園の適正な維持管理を図った。
に指定管理委託を行い、玉丘史跡公園の適正な維 い、玉丘史跡公園の適正な維持管理を図った。
い、玉丘史跡公園の適正な維持管理を図った。
持管理を図った。
一定規模以上の事業に対しては開発調整条例に
一定規模以上の事業に対しては開発調整条例に
一定規模以上の事業に対しては開発調整条例に
一定規模以上の事業に対しては開発調整条例に
基づき、緑地の確保について指導を行った。
基づき、緑地の確保について指導を行った。
基づき、緑地の確保について指導を行った。
基づき、緑地の確保について指導を行った。
（平成24年度 受付件数 ２４件）
（平成25年度 受付件数 ２６件）
（平成26年度 受付件数 ３０件）
（平成27年度 受付件数 ３３件）

県道において街路樹を植栽し緑化の推進に努め 県道において街路樹を植栽し緑化の推進に努め 県道において街路樹を植栽し緑化の推進に努め 県道において街路樹を植栽し緑化の推進に努め
ている。
ている。
ている。
ている。

公共施設及び地域の花壇への緑化を推進するた
公共施設及び地域の花壇への緑化を推進するた
公共施設及び地域の花壇への緑化を推進するた
公共施設及び地域の花壇への緑化を推進するた
め、学校・老人会・緑化団体に対し花の苗（１１ め、学校・老人会・緑化団体に対し花の苗（９万 め、学校・老人会・緑化団体に対し花の苗（９万 め、学校・老人会・緑化団体に対し花の苗（11
万２千株）を配布した。
３千株）を配布した。
5千株）を配布した。
万２千株）を配布した。

河川環境整備事業を活用し住民参加による河川
河川環境整備事業を活用し住民参加による河川
河川環境整備事業を活用し住民参加による河川
河川環境整備事業を活用し住民参加による河川
の維持管理（76町）を行い、河川の環境保全を の維持管理（76町）を行い、河川の環境保全を の維持管理（76町）を行い、河川の環境保全を の維持管理（76町）を行い、河川の環境保全を
図った。
図った。
図った。
図った。
農地・水保全管理支払交付金を活用し、住民参
農地・水保全管理支払交付金を活用し、住民参
多面的機能支払交付金を活用し、住民参加によ
多面的機能支払交付金を活用し、住民参加によ
加によるため池の維持管理（107組織）を行
加によるため池の維持管理（107組織）を行
るため池の維持管理（109組織）を行い、ため るため池の維持管理（110組織）を行い、ため
い、ため池の環境保全を図った。
い、ため池の環境保全を図った。
池の環境保全を図った。
池の環境保全を図った。

多様化する市民ニーズに、より効果的・効率的
多様化する市民ニーズに、より効果的・効率的
多様化する市民ニーズに、より効果的・効率的
多様化する市民ニーズに、より効果的・効率的
播磨中部丘陵県立自然公園区域のうち古法華自然公園については、東播
農政課
に対応するため(株)清光社に指定管理委託を行
に対応するため(株)清光社に指定管理委託を行
に対応するため(株)清光社に指定管理委託を行
に対応するため(株)清光社に指定管理委託を行
磨地域の豊かな自然として保全、整備を図るとともに、市民や市に来訪す
（平成26年度ま い、古法華自然公園の適正な維持管理を図った。 い、古法華自然公園の適正な維持管理を図った。 い、古法華自然公園の適正な維持管理を図った。 い、古法華自然公園の適正な維持管理を図った。
る人々のレクリエーション拠点として利活用を図ります。
で産業振興課）
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下水道及び河川等の整備方針
項

目

内

容

担当部署

実 施
H24

H25

内 容
H26

H27

未接続の世帯への訪問を実施し、水洗化の促進
未接続の世帯への訪問を実施し、水洗化の促進
未接続の世帯への訪問を実施し、水洗化の促進
未接続の世帯への訪問を実施し、水洗化の促進
を図った。
を図った。
を図った。
を図った。
（参考 Ｈ２３水洗化率 ８１．０％）
（参考 Ｈ２４水洗化率 ８２．８％）
（参考 Ｈ２５水洗化率 ８４．８％）
（参考 Ｈ２６水洗化率 ８６．２％）
汚水排水事業は、加西市流域関連公共下水道事業計画に基づき整備が完
了しており、水洗化の促進と適切な維持管理を行います。

生活排水処理施設統合に関する生活排水処理計
画の変更を行い、下水道事業(汚水処理整備事業)
に係る都市計画決定の変更、下水道事業計画の変
更を行った。

上下水道課

公共下水道の整備方針

雨水排水事業は、未整備区域の整備を促進するとともに集中豪雨に対す
る新たな要整備区域を検討します。

上下水道課

56
集落地区等における
下水道施設

集落地区等については、コミュニティ･プラント整備事業や農業集落排
水事業が完了しており、水洗化の促進と適切な維持管理を行います。

河川については、治水及び災害防止のための適切な維持管理を促進する
ほか、市管理河川における未整備部分については、治水機能強化のための
整備を推進します。

河川等

57

万願寺川等の河川については、恵まれた自然を活かすため、景観や生物
多様性にも配慮した水に親しむことができるような河川として、河川管理
者である県と調整のもと水辺環境の保全に努めます。

市内に数多く分布するため池については、生物多様性にも配慮した親水
空間として保全･整備するための検討を進めます。あわせて治水及び災害
防止のための改修や適切な維持管理を促進します。

上下水道課

土木課

北条地区において、雨水渠の整備計画の見直作
北条地区において、雨水渠の一部整備を行なっ
北条地区において、雨水渠の一部整備を行なっ
北条地区において、雨水渠の一部整備を行なっ
業を行っている。
た。 （Ｌ＝80ｍ）
た。 （Ｌ＝１５２ｍ）
た。 （Ｌ＝１１４ｍ）

未接続の世帯への訪問を実施し、水洗化の促進
未接続の世帯への訪問を実施し、水洗化の促進
未接続の世帯への訪問を実施し、水洗化の促進
未接続の世帯への訪問を実施し、水洗化の促進 を図った。
を図った。
を図った。
を図った。
（参考 Ｈ２６水洗化率（農集） ９１．０％）
（参考 Ｈ２３水洗化率（農集） ８７．８％） （参考 Ｈ２４水洗化率（農集） ８９．０％） （参考 Ｈ２５水洗化率（農集） ９０．４％） （参考 Ｈ２６水洗化率（ｺﾐﾌﾟﾗ） ８４．０％）
（参考 Ｈ２３水洗化率（ｺﾐﾌﾟﾗ） ８１．３％） （参考 Ｈ２４水洗化率（ｺﾐﾌﾟﾗ） ８２．２％） （参考 Ｈ２５水洗化率（ｺﾐﾌﾟﾗ） ８３．５％）
生活排水処理施設統合に関する生活排水処理計
別府中地区処理施設の機能強化調査設計を実施
別府中・別府西・別府東・玉野・宇仁・中山大
生活排水処理施設統合実施設計を行った。(コ 画の変更を行った。
した。
柳地区処理施設の機能強化工事を実施した。
ミュニティプラント，農業集落排水事業地区 部
分的統合計画)
千歳川・佐谷川において護岸工事を実施すると
共に比延田川において河床洗掘防止工事を実施
し、河川の治水機能強化を図った。

市管理河川において洗掘箇所の調査を行った。

佐谷川において未整備区間の護岸工事を実施
し、災害防止に努めた。

生物多様性に配慮し、比延田川において河川洗
生物多様性に配慮し、河川洗掘防止のために設
生物多様性に配慮し、賀茂川の浚渫工事を実施
掘防止工法として蛇かご工法を採用した。
置している蛇かごの補修を行った。
した。

坂本川の浚渫工事を実施した。

坂本川の浚渫工事を実施した。

土木課

農政課

農地・水保全管理支払交付金を活用し、住民参
農地・水保全管理支払交付金を活用し、住民参
多面的機能支払交付金を活用し、住民参加によ
多面的機能支払交付金を活用し、住民参加によ
加によるため池の維持管理（107組織）を行っ 加によるため池の維持管理（107組織）を行っ るため池の維持管理（109組織）を行った。
るため池の維持管理（110組織）を行った。
た。
た。
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進捗状況確認表

その他の都市施設の整備方針
項

目

火葬場

内

容

火葬場については、加西市斎場が稼動しており、今後も施設の安定的な
管理･運営に努めます。

ごみ処理施設は、加西市ごみ焼却場が稼動しており、ごみの分別収集等
による減量化を促進するとともに、今後も施設の安定的な管理･運営に努
めます。

担当部署

環境課

環境課

実 施
H24

H25

内 容
H26

H27

施設の業務管理を委託（日本管財(株)）し、安
施設の業務管理を委託（日本管財(株)）し、安
施設の業務管理を委託（日本管財(株)）し、安
施設の業務管理を委託（日本管財(株)）し、安
定的な管理・運営に努めた。
定的な管理・運営に努めた。
定的な管理・運営に努めた。
定的な管理・運営に努めた。

ＨＰでごみの減量・分別・リサイクルについて
ＨＰでごみの減量・分別・リサイクルについて
ごみ焼却は「小野加東環境施設事務組合」に加
のＰＲを行っている。
のＰＲを行っている。
入し「小野加東加西環境施設事務組合」で行っ
た。
ごみの減量化を図るため、ごみ減量化機器設置
ごみの減量化を図るため、ごみ減量化機器設置
同時に加西市の焼却施設を廃止した。
補助を実施した。
補助を実施した。
申請件数 ５９件
申請件数 ３２件
ＨＰでごみの減量・分別・リサイクルについて
のＰＲを行っている。
加西市埋立最終処分場延命化工事を実施した。
加西市埋立最終処分場延命化工事を実施した。
ごみの減量化を図るため、ごみ減量化機器設置
補助を実施した。
申請件数 ６８件

処理施設

ごみ焼却は「小野加東環境施設事務組合」に加
入し「小野加東加西環境施設事務組合」で行っ
た。
ＨＰでごみの減量・分別・リサイクルについて
のＰＲを行っている。
ごみの減量化を図るため、ごみ減量化機器設置
補助を実施した。
申請件数 43件

加西市埋立最終処分場延命化工事を実施した。

市直営により加西市衛生センターの安定的な管
市直営により加西市衛生センターの安定的な管
市直営により加西市衛生センターの安定的な管
市直営により加西市衛生センターの安定的な管
理・運営に努めている。
理・運営に努めている。
理・運営に努めている。
理・運営に努めている。
汚物処理施設は、加西市衛生センターと各集落に点在する下水処理施設
が稼動しており、今後も施設の安定的な管理･運営に努めます。

環境課
上下水道課

日吉小学校体育館・北条中学校体育館の耐震化
泉中学校校舎・善防中学校校舎の耐震化工事を
九会小学校校舎・富合小学校校舎・善防中学校
耐震化を目的とした西在田小学校改築工事を実
工事を実施した。
実施した。
体育館の耐震化工事を実施した。
施した。

58
学校教育施設については、既存の小･中学校の適切な維持管理を図ると
ともに、災害時には避難所としても機能することから、学校の耐震改修を
推進します。

農業集落排水処理施設（１９箇所）・コミュニ
農業集落排水処理施設（１９箇所）・コミュニ
農業集落排水処理施設（１９箇所）・コミュニ
農業集落排水処理施設（19箇所）・コミュニ
ティプラント（６箇所）は施設の業務管理を委託 ティプラント（６箇所）は施設の業務管理を委託 ティプラント（６箇所）は施設の業務管理を委託 ティプラント（６箇所）は施設の業務管理を委託
し、安定的な管理・運営に努めている。
し、安定的な管理・運営に努めている。
し、安定的な管理・運営に努めている。
し、安定的な管理・運営に努めている。

教育総務課

宇仁小学校校舎の地震改築工事を実施中。
（Ｈ２５完成予定）

宇仁小学校校舎の地震改築工事を実施した。
平成２５年度末

平成２４年度末

耐震化率８２．７％

富田小学校校舎の地震改築工事に着手した。
平成２６年度末

耐震化率８８．５％

平成２７年度末

耐震化率100％

耐震化率74％

多様化する市民ニーズに、より効果的・効率的
多様化する市民ニーズに、より効果的・効率的
多様化する市民ニーズに、より効果的・効率的
に対応するため国際ライフパートナーに指定管理
に対応するためケイミックスに指定管理委託を行
に対応するためケイミックスに指定管理委託を行
地域ごとに立地する公民館をはじめとした文化施設については、地域の
委託を行い、加西市民会館の適正な維持管理を
い、加西市民会館の適正な維持管理を図ると共
い、加西市民会館の適正な維持管理を図ると共
交流拠点とし維持管理を図ります。
文化・観光・ス 図った。
に、他３公民館については直営による適正な管理 に、他３公民館については直営による適正な管理
ポーツ課
に努めた。
に努めた。

多様化する市民ニーズに、より効果的・効率的
に対応するためケイミックスに指定管理委託を行
い、加西市民会館の適正な維持管理を図ると共
に、他３公民館については直営による適正な管理
に努めた。

耐震化工事にあわせて、北条中体育館出入り口
宇仁小学校校舎の地震改築工事において階段に
の段差解消を行った。
手すりを設置すると共に車いす対応型トイレを設
置した。
宇仁小学校校舎の地震改築工事において階段に
手すりを設置すると共に車いす対応型トイレを設
市民会館・文化ホール・コミセンにおいてバリ
教育総務課
置した。
アフリー化を含めたリニューアル工事の基本設計
教育･文化･行政施設については、バリアフリーやユニバーサルデザイン
を作成した。
文化・観光・ス
の考え方に基づき、出入口の段差･勾配の改良や階段･スロープなどへの手
市民会館・文化ホール・コミセンにおいてバリ
ポーツ課
すりの設置･改善、車いす対応型トイレの設置やオストメイト機能の付加
アフリー化を含めたリニューアル工事実施を検討
市庁舎においてはオストメイト機能を含め、バ
など、誰もが施設利用できる環境の創出に努めます。
した。
リアフリー対策済
総務課

バリアフリー化も含めた西在田小学校改築工事
を実施した。

総務課

教育・文化・行政施設

富田小学校校舎の地震改築工事が完了した。

管財課

利便性を高めるため、市庁舎に受付コーナーを
設置した。
市庁舎においてはオストメイト機能を含め、バ
リアフリー対策済
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富田小学校校舎の地震改築工事においてエレ
ベーター及びスロープを設置した。

市民会館・文化ホールにおいてバリアフリー化
市民会館・文化ホールにおいてバリアフリー化
を含めたリニューアル工事の実施設計を作成し
を含めたリニューアル工事を実施した。
た。
市庁舎においてはオストメイト機能を含め、バ
市庁舎においてはオストメイト機能を含め、バ リアフリー対策済
リアフリー対策済
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進捗状況確認表

自然環境保全の方針
項

目

内

容

実 施

担当部署

H24

H25

環境課
播磨中部丘陵県立自然公園の山地や丘陵地は、緑豊かな森林･緑地とし
自然公園法に基づく指導を行い、緑豊かな森
（平成27年7月
て保全します。
林・緑地として保全を図った。
まで商工観光
届出件数
１件
課）
山地、丘陵地の保全
都市計画区域外の山地については、緑豊かな地域環境の形成に関する条
例（兵庫県）に基づき、自然環境の保全を図ります。

万願寺川、下里川、普光寺川の河川空間は、加西市の豊かな水と緑を象
徴する市民の身近な潤い空間として保全と活用が図られるよう河川管理者
である県と調整するとともに、田園地域に数多く分布するため池について
も市民の身近な潤い空間として保全と活用を図ります。

都市計画課

施設管理課
農政課

自然公園法に基づく指導を行い、緑豊かな森
林・緑地として保全を図った。
届出件数
２件

内 容
H26
自然公園法に基づく指導を行い、緑豊かな森
林・緑地として保全を図った。
届出件数
３件、許可件数
２件

H27
自然公園法に基づく指導を行い、緑豊かな森
林・緑地として保全を図った。
届出件数
０件、許可件数
２件

緑豊かな地域環境の形成に関する条例に基づく
緑豊かな地域環境の形成に関する条例に基づく
緑豊かな地域環境の形成に関する条例に基づく
緑豊かな地域環境の形成に関する条例に基づく
指導を行い、都市計画区域外の山地の自然環境の 指導を行い、都市計画区域外の山地の自然環境の 指導を行い、都市計画区域外の山地の自然環境の 指導を行い、都市計画区域外の山地の自然環境の
保全を図った。
保全を図った。
保全を図った。
保全を図った。
届出件数
０件
届出件数
０件
届出件数
０件
届出件数
１件

農地・水保全管理支払交付金を活用し、住民参
農地・水保全管理支払交付金を活用し、住民参
多面的機能支払交付金を活用し、住民参加によ
多面的機能支払交付金を活用し、住民参加によ
加によるため池の維持管理（107組織）を行
加によるため池の維持管理（107組織）を行
るため池の維持管理（109組織）を行い、市民 るため池の維持管理（110組織）を行い、市民
い、、市民の身近な潤い空間として保全と活用を い、市民の身近な潤い空間として保全と活用を
の身近な潤い空間として保全と活用を図った。
の身近な潤い空間として保全と活用を図った。
図った。
図った。

ため池、河川等
身近な水・緑の保全
兵庫県立フラワーセンター、いこいの村はりま、加西球場、玉丘史跡公
園、丸山総合公園、青野運動公苑等を拠点緑地とし、万願寺川の水辺空間
とを結んだ緑のネットワークの形成を推進します。

施設管理課

河川環境整備事業を活用し住民参加による河川
河川環境整備事業を活用し住民参加による河川
河川環境整備事業を活用し住民参加による河川
河川環境整備事業を活用し住民参加による河川
の維持管理を行い、緑のネットワークの形成を推 の維持管理を行い、緑のネットワークの形成を推 の維持管理を行い、緑のネットワークの形成を推 の維持管理を行い、緑のネットワークの形成を推
進した。
進した。
進した。
進した。
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農地の保全

農地は、山地･丘陵地･河川等とならび貴重な緑空間を形成しており、集
中豪雨時における遊水地としての防災効果への役割も期待できることか
ら、市民農園･観光農園や農業体験の取組など、今後とも農地の保全と活
用を促進します。

公園･緑地･街路樹･ため池など点在する貴重な緑を保全･整備することを
通じて自然と共生する都市環境形成を図ります。

農地の保全と活用を図るため、市民農園（５箇
農地の保全と活用を図るため、市民農園（５箇
農地の保全と活用を図るため、市民農園（５箇
農地の保全と活用を図るため、市民農園（５箇
６３区画）に取り組んでいる。
所 ４５区画）に取り組んでいる。
所 ４５区画）に取り組んでいる。
所 ４５区画）に取り組んでいる。

所
産業振興課
農政課

都市計画課
農政課

農地・水保全管理支払交付金を活用し、住民参
農地・水保全管理支払交付金を活用し、住民参
多面的機能支払交付金を活用し、住民参加によ
多面的機能支払交付金を活用し、住民参加によ
加による農地の維持管理（107組織）を行い、 加による農地の維持管理（107組織）を行い、 る農地の維持管理（109組織）を行い、農地の る農地の維持管理（110組織）を行い、農地の
農地の保全と活用を促進した。
農地の保全と活用を促進した。
保全と活用を促進した。
保全と活用を促進した。

（株）ホープに指定管理委託することで公園・
緑地の適正な維持管理を行うとともに、農地・水
保全管理支払交付金を活用し、住民参加によるた
め池の維持管理を行い、自然と共生する都市環境
形成を図った。

国際ライフパートナー（株）に指定管理委託す
ることで公園・緑地の適正な維持管理を行うとと
もに、農地・水保全管理支払交付金を活用し、住
民参加によるため池の維持管理を行い、自然と共
生する都市環境形成を図った。

国際ライフパートナー（株）に指定管理委託す
ることで公園・緑地の適正な維持管理を行うとと
もに、多面的機能支払交付金を活用し、住民参加
によるため池の維持管理を行い、自然と共生する
都市環境形成を図った。

国際ライフパートナー（株）に指定管理委託す
ることで公園・緑地の適正な維持管理を行うとと
もに、多面的機能支払交付金を活用し、住民参加
によるため池の維持管理を行い、自然と共生する
都市環境形成を図った。

都市と自然の共生

歴史的まちなみなど豊かな歴史文化の残る地区周辺については、歴史文
化資源を活かした都市環境の創出を促進します。

都市計画課

北条町の神社・寺院周辺の門前町の区域、各街 Ｈ２４に指定した歴史的景観形成地区において、 Ｈ２４に指定した歴史的景観形成地区において、 Ｈ２４に指定した歴史的景観形成地区において、
道沿いに形成された宿場町の区域、その町並みに 景観の形成等に関する条例に基づく指導を行い、 景観の形成等に関する条例に基づく指導を行い、 景観の形成等に関する条例に基づく指導を行い、
隣接する区域を歴史的景観形成地区に指定した。 まちなみの保全・形成に努めた
まちなみの保全・形成に努めた
まちなみの保全・形成に努めた
届出件数
２０件
届出件数
１３件
届出件数
１７件
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進捗状況確認表

景観形成の方針
項

目

内

容

主要な道路については、花や樹木による植栽を推進し、豊かな道路景観
の形成に努めます。

担当部署

実 施
H24

H25

内 容
H26

H27

都市計画課

豊かな道路景観の形成のため、県アドプト制度
豊かな道路景観の形成のため、県アドプト制度
豊かな道路景観の形成のため、県アドプト制度
豊かな道路景観の形成のため、県アドプト制度
を活用し、８団体に花苗（5,600本）を配布
を活用し、１０団体に花苗（5,200本）を配布 を活用し、８団体に花苗（5,100本）を配布
を活用し、９団体に花苗（5,800本）を配布
し、植栽を行った。
し、植栽を行った。
し、植栽を行った。
し、植栽を行った。

都市計画課

屋外広告物条例に基づく指導を行い、良好な景
屋外広告物条例に基づく指導を行い、良好な景
屋外広告物条例に基づく指導を行い、良好な景
屋外広告物条例に基づく指導を行い、良好な景
観形成を図った。
観形成を図った。
観形成を図った。
観形成を図った。
新規届出件数 １８件
新規届出件数
７件
新規届出件数
１２件
新規届出件数
１４件
更新届出件数 ８７件
更新届出件数 ３７件
更新届出件数 １０２件
更新届出件数
３８件

道路景観の形成
沿道の屋外広告物に関しては、良好な景観の形成に向け、屋外広告物条
例（兵庫県）に基づく指導等を行います。

北条町駅周辺の中心市街地については、良好な都市景観を創出するた
め、歩道整備や街路樹の設置による緑化の促進等により、潤いのある市街
地景観の形成に努めます。また、中心商業地については電線類地中化とと
もに、ユニバーサルデザインの考え方に基づいた案内サインの充実等に努
めます。

北条町駅周辺の中心市街地の県道三木宍粟線・
北条町駅周辺の中心市街地の県道三木宍粟線・
北条町駅周辺の中心市街地の県道三木宍粟線・
北条町駅周辺の中心市街地の県道三木宍粟線・
市道北条栗田線における歩道整備・街路樹の設
市道北条栗田線における歩道整備・街路樹の設
市道北条栗田線における歩道整備・街路樹の設
市道北条栗田線における歩道整備・街路樹の設
置・電線地中化は実施済
置・電線地中化は実施済
置・電線地中化は実施済
置・電線地中化は実施済
都市計画課

市街地景観の形成
ゆとりと潤いのある低層住宅地については、地区計画制度などを活用し
た生垣等の緑化等により景観形成に努めます。
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市街化区域の低層住宅地において地区計画・建
市街化区域の低層住宅地において地区計画・建
市街化区域の低層住宅地において地区計画・建
市街化区域の低層住宅地において地区計画・建
築協定の導入について検討を行った。
築協定の導入について検討を行った。
築協定の導入について検討を行った。
築協定の導入について検討を行った。
都市計画課

宿場町の面影を残す北条地区の旧市街地地区については、住民の意向を
踏まえつつ、歴史的景観形成地区の指定や建築物の修景助成などによるま
ちなみの保全･形成を促進します。
都市計画課

歴史的なまちなみや
文化財景観の保全・形成

西高室地区土地区画整理事業の実施に先駆け、
良好な低層住宅地の住環境形成の為、西高室地区
地区計画を策定した。
北条町の神社・寺院周辺の門前町の区域、各街
Ｈ２４に指定した歴史的景観形成地区におい
Ｈ２４に指定した歴史的景観形成地区におい
Ｈ２４に指定した歴史的景観形成地区におい
道沿いに形成された宿場町の区域、その町並みに て、景観の形成等に関する条例に基づく指導を行 て、景観の形成等に関する条例に基づく指導を行 て、景観の形成等に関する条例に基づく指導を行
隣接する区域を歴史的景観形成地区に指定した。 い、まちなみの保全・形成に努めた
い、まちなみの保全・形成に努めた
い、まちなみの保全・形成に努めた
届出件数
２０件
届出件数
１３件
届出件数
１７件
景観の形成等に関する条例に基づく指導を行
い、まちなみの保全・形成に努めた
届出件数
５件

一乗寺、普光寺、酒見寺、住吉神社、五百羅漢、玉丘古墳など、加西市
（株）清光社に指定管理委託し、玉丘古墳周辺
（株）清光社に指定管理委託し、玉丘古墳周辺
（株）清光社に指定管理委託し、玉丘古墳周辺
（株）清光社に指定管理委託し、玉丘古墳周辺
に存在する重要な歴史的文化財については、周辺の整備も含めた歴史的景
の史跡公園の適正な維持管理を行い、歴史的景観 の史跡公園の適正な維持管理を行い、歴史的景観 の史跡公園の適正な維持管理を行い、歴史的景観 の史跡公園の適正な維持管理を行い、歴史的景観
文化・観光・ス
観の形成に努めます。
の形成に努めた。
の形成に努めた。
の形成に努めた。
の形成に努めた。
ポーツ課

農地については農村景観の維持･形成を促進するとともに、北条鉄道沿
線の農地については、鉄道沿線の田園景観軸として修景整備を推進しま
す。

都市計画課

酒見寺・住吉神社・五百羅漢を含めた歴史的景
酒見寺・住吉神社・五百羅漢を含めた歴史的景
酒見寺・住吉神社・五百羅漢を含めた歴史的景
酒見寺・住吉神社・五百羅漢を含めた歴史的景
観形成地区を重要文化財活用地区に指定した。
観形成地区を重要文化財活用地区に指定済。
観形成地区を重要文化財活用地区に指定済。
観形成地区を重要文化財活用地区に指定済。

農政課

農地・水保全管理支払交付金を活用し、住民参
農地・水保全管理支払交付金を活用し、住民参
多面的機能支払交付金を活用し、住民参加によ
多面的機能支払交付金を活用し、住民参加によ
加による農地の維持管理（107組織）を行い、 加による農地の維持管理（107組織）を行い、 る農地の維持管理（109組織）を行い、農地の る農地の維持管理（110組織）を行い、農地の
農地の保全と活用を促進した。
農地の保全と活用を促進した。
保全と活用を促進した。
保全と活用を促進した。

土木課
農政課

比延田川において蛇かごを用いた河床洗掘防止
農地・水保全管理支払交付金を活用し、住民参
多面的機能支払交付金を活用し、住民参加によ
多面的機能支払交付金を活用し、住民参加によ
工事を実施し、潤いのある自然景観として親水空 加による農地の維持管理（107組織）を行い、 る農地の維持管理（109組織）を行い、潤いの る農地の維持管理（110組織）を行い、潤いの
間づくりを推進した。
潤いのある自然景観として親水空間づくりを推進 ある自然景観として親水空間づくりを推進した。 ある自然景観として親水空間づくりを推進した。
した。
農地・水保全管理支払交付金を活用し、住民参
加による農地の維持管理（107組織）を行い、
潤いのある自然景観として親水空間づくりを推進
した。

農政課

北条町小谷において森と緑とのふれあい支援事
北条町小谷において森と緑とのふれあい支援事
北条町小谷において里山再生事業を活用し、住
北条町小谷において森と緑とのふれあい支援事
業を活用し、住民参加による里山の維持・保全を 業を活用し、住民参加による里山の維持・保全を 民参加による里山の維持・保全を図り、良好な自 業を活用し、住民参加による里山の維持・保全を
図り、良好な自然景観として山なみの保全や有効 図り、良好な自然景観として山なみの保全や有効 然景観として山なみの保全や有効活用に努めた。 図り、良好な自然景観として山なみの保全や有効
活用に努めた。
活用に努めた。
申請件数
１件
活用に努めた。
申請件数
１件
申請件数
１件
申請件数
１件

河川･ため池については、潤いのある自然景観として親水空間づくりを
推進します。

62

自然的景観の形成

市街地後背部にある山地･丘陵地の稜線については、良好な自然景観と
して山なみの保全や有効活用に努めます。
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進捗状況確認表

市街地整備の方針
項

目

内

容

建築物が密集し狭隘道路が入り組んだ防災上危険な市街地については、
安全･安心なまちづくりを進めるため、道路の拡幅や面的整備の積極的な
活用による住環境の改善に努めます。

北条町駅周辺については、市街地再開発事業が完了しており、今後もバ
スとの連絡など、交通結節点機能を更に高め、交通拠点の強化を促進しま
す。

64

市街地整備の方針

土地区画整理事業が実施された地区において、農地のまま宅地化が進ん
でいない箇所が存在しており、それらの宅地化による建築物の立地を促進
します。

西高室地区については、良好な都市環境の形成の観点から保全も視野に
入れつつ、新たな面的整備事業の積極的な活用による良好な市街地形成に
努めます。

加西ハイツ等、既に良好な住宅地が形成されている区域については、住
環境の維持･保全に努めます。

担当部署

実 施
H24

H25

内 容
H26

H27

土木課
用地課
都市計画課

北条町御旅町周辺において地元住民と現地立会
狭隘道路対策に向けての官民先行型地籍調査の
北条１２区の区長対象に１回、北条町栄町、住
北条１２区の地元住民を対象に３回、住環境整
を実施し、狭隘道路対策の検討を行った。
説明会を開催した。
屋町、御幸町、御旅町の地元住民を対象に２回、 備の勉強会を開催した。
住環境整備の勉強会を開催した。
狭あい道路拡幅工事を３件、不良住宅の除却を
３件、狭あい道路沿道の空家除却を１件行った。

人口増政策課

はっぴーバスの乗り入れについて、関係機関と
交通結節点の強化や利用促進策について、関係
公共交通活性化協議会において、アスティアか
コミュニティバスの路線の再編を行い、公共交
協議した。
機関と協議した。
さい（北条町駅）での、各交通モード間の乗継利 通網の整備に努めた。
便性を考慮し、公共交通網再編検討を実施し、平
通勤バス導入に係るニーズ調査を実施した。
成27年4月以降のコミバス再編方針を策定し
た。

人口増政策課

市街化区域内に存する農地の所有者に対し、利
活用に関するアンケート調査を実施すると共に、
宅地化の推進を図るため賃貸共同住宅を新築した
人に対する補助制度及び住宅建築や住宅分譲地整
備を目的とした人に対し土地を売却した人への補
助制度を創設した。

都市計画課

都市計画課

「宅地化の推進を図るため賃貸共同住宅を新築
「賃貸共同住宅を新築した人に対する補助制
「賃貸共同住宅を新築した人に対する補助制
した人に対する補助制度」や「住宅建築や住宅分 度」や「住宅建築や店舗設置を目的とした人に対 度」や「住宅建築や店舗設置を目的とした人に対
譲地整備を目的とした人に対し土地を売却した人 し土地を売却した人への補助制度」等を実施し、 し土地を売却した人への補助制度」等を実施し、
への補助制度」のパンフレットを作成し、広報・ 低未利用地の利活用を図った。
低未利用地の利活用を図った。
ＰＲを実施した。

西高室地区における区画整理事業において県へ
西高室地区における区画整理事業の実施設計を
事業区域内にある北条南保育所の解体工事を実
土地区画整理事業の工事を開始した。
組合設立認可申請を行い、平成25年3月6日付で 作成すると共に、事業区域内の文化財発掘調査を 施した。
組合設立認可を受けた。
行った。
良好な低層住宅地の住環境形成の為、西高室地
良好な都市環境の形成を目指している土地区画
区地区計画を策定した。
整理組合に対し、加西市定住促進まちづくり助成
金交付要綱に基づくまちづくりアドバイザーを派
遣した。
既に良好な住宅地が形成されている区域におい
既に良好な住宅地が形成されている区域におい
既に良好な住宅地が形成されている区域におい
既に良好な住宅地が形成されている区域におい
て、地区計画または建築協定の指定の可能性を検 て、地区計画または建築協定の指定の可能性を検 て、地区計画または建築協定の指定の可能性を検 て、地区計画または建築協定の指定の可能性を検
討した。
討した。
討した。
討した。
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進捗状況確認表

住宅地整備の方針
項

目

内

容

土地区画整理事業が完了した地区における低･未利用地については、市
民ニーズに応じた適切な規模･価格の宅地として活用されるよう、土地所
有者に対して売却などを促進し、宅地化を適切に誘導します。

担当部署

人口増政策課

市街地における
住宅地整備

実 施
H24

H25

内 容
H26

H27

市街化区域内に存する農地の所有者に対し、利
「宅地化の推進を図るため賃貸共同住宅を新築
「賃貸共同住宅を新築した人に対する補助制
「賃貸共同住宅を新築した人に対する補助制
活用に関するアンケート調査を実施した。
した人に対する補助制度」や「住宅建築や住宅分 度」や「住宅建築や店舗設置を目的とした人に対 度」や「住宅建築や店舗設置を目的とした人に対
譲地整備を目的とした人に対し土地を売却した人 し土地を売却した人への補助制度」等を実施し、 し土地を売却した人への補助制度」等を実施し、
宅地化の推進を図るため賃貸共同住宅を新築し への補助制度」のパンフレットを市街化区域内に 低未利用地の利活用を図った。
低未利用地の利活用を図った。
た人に対する補助制度及び住宅建築や住宅分譲地 存する農地の所有者に送付した。
整備を目的とした人に対し土地を売却した人への
補助制度を創設した。
低層住宅地において地区計画・建築協定の導入
低層住宅地において地区計画・建築協定の導入
低層住宅地において地区計画・建築協定の導入
低層住宅地において地区計画・建築協定の導入
について検討を行った。
について検討を行った。
について検討を行った。
について検討を行った。

低層住宅地については、良好な住環境を維持･保全します。

集落地区については、特別指定区域制度を活用し、良好な居住環境を保
全･形成するため、適切な土地活用を推進します。

65

都市計画課

都市計画課

西高室地区土地区画整理事業の実施にあわせ、
良好な低層住宅地の住環境形成の為、西高室地区
地区計画を策定した。
市街化調整区域の土地活用を推進するため、広
市街化調整区域における居住者の減少や集落の
市街化調整区域における居住者の減少や集落の
報・ＨＰにおいて建築制限緩和の要望受付を行っ 活力の低下を防止し、地域のコミュニティの強化 活力の低下を防止し、地域のコミュニティの強化
た。
を図るため、平成１９年度に指定した地縁者住宅 を図るため、平成１９年度に指定した地縁者住宅
の区域の内８地区について拡大を行うとともに、 の区域の内９４地区について拡大を行うととも
市街化調整区域における居住者の減少や集落の 新たに６地区において地縁者の小規模事業所区域 に、新たに３地区において地縁者住宅区域を指定
活力の低下を防止し、地域のコミュニティの強化 の指定を行った。
した。
を図るため、平成１９年度に指定した地縁者住宅
また、平成２４年度及び２５年度に指定した地
の区域の内１０地区について拡大を行うととも
縁者の小規模事業所区域の拡大を３地区で行うと
に、新たに４地区において地縁者の小規模事業所
ともに、新たに２６地区で指定を行った。
区域の指定を行った。

市街化調整区域における居住者の減少や集落の
活力の低下を防止し、地域のコミュニティの強化
を図るため、新規居住者の住宅区域の指定につい
て広報、市ホームページで呼びかけを行った。
住宅の滅失が進んで集落の活力低下が問題と
なっている尾崎町北条高校前地区において、地区
計画制度を活用し、空き地にて住宅地整備事業を
民間事業者が実施する事業スキームを検討した。

集落地区における
住宅地整備

平成23年５月に指定を受けた宇仁地区の新規
平成23年５月に指定を受けた宇仁地区の新規
平成23年５月に指定を受けた宇仁地区の新規
平成23年５月に指定を受けた宇仁地区の新規
居住者住宅区域の活用を図るため、まちづくり協 居住者住宅区域の活用を図るため、まちづくり協 居住者住宅区域の活用を図るため、まちづくり協 居住者住宅区域の活用を図るため、まちづくり協
議会に対し加西市定住促進まちづくり助成金交付 議会に対し加西市定住促進まちづくり助成金交付 議会に対し加西市定住促進まちづくり助成金交付 議会に対し加西市定住促進まちづくり助成金交付
要綱に基づく支援を行った。
要綱に基づく支援を行った。 （１件）
要綱に基づく支援を行った。
要綱に基づく支援を行った。 （１件）
特別指定区域制度の活用のため、地域における土地利用計画の作成に際
しては、自主的･自発的なまちづくり活動を支援します。

都市計画課

旧下里小学校跡地において目的型特別指定区域
（人口が減少している集落の区域）及び県道玉野
倉谷線沿道・国道３７２号線沿道において目的型
特別指定区域（工場店舗等の周辺で都市の基盤が
整備された区域）の指定に向け県と協議した。
土地活用促進地区については、定住を促進するため、住宅需要や地元意
土地活用促進地区における 向を適性に見極めた上で、特別指定区域制度等の活用を検討し、自然環境
住宅地整備
を活かした住宅地整備の支援･誘導に努めます。

都市計画課

9/10

旧下里小学校跡地において目的型特別指定区域
（人口が減少している集落の区域）及び県道玉野
倉谷線沿道において目的型特別指定区域（工場店
舗等の周辺で都市の基盤が整備された区域）を指
定した。

鶉野南町の国道372号沿道において目的型特
別指定区域（工場店舗等の周辺で都市の基盤が整
備されたの区域）及び鴨谷町の県道大和北条停車
場線沿道において目的型特別指定区域（工場店舗
等の周辺で都市の基盤が整備された区域）を指定
した。

住宅の滅失が進んで集落の活力低下が問題と
なっている尾崎町北条高校前地区において、地区
計画制度を活用し、既存住宅の建替え促進と空き
地で民間事業者が行う住宅地整備の実施に係る事
業スキームを検討した。

都市計画マスタープラン
１０
ページ

項

進捗状況確認表

都市防災の方針
目

内

容

国道372号や県道をはじめとする幹線道路については、災害時の緊急輸
送路となる重要な道路として、既設道路の維持管理を行うとともに、未整
備箇所の整備を推進し、災害時の円滑な交通の確保に努めます。

担当部署

人口増政策課

実 施
H24

H25

内 容
H26

H27

「北播磨地域政策懇話会」及び「北播磨地域づ
「北播磨地域づくり懇話会」において、兵庫県
「北播磨地域政策懇話会」及び「北播磨地域づ
「北播磨地域政策懇話会」及び「北播磨地域づ
くり懇話会」において、兵庫県に早期着工を要望 に早期着工を要望した。
くり懇話会」において、兵庫県に早期着工を要望 くり懇話会」において、兵庫県に早期着工を要望
した。
した。
した。

広域避難路・輸送路の整備
中国自動車道加西インターチェンジと山陽自動車道加古川北インター
チェンジとを結ぶ（仮）加西中央幹線等の整備を促進します。

67
狭隘道路の対策

狭隘道路等の拡幅や道路後退線の遵守により、緊急車両の通行改善、避
難路の確保に努めます。

人口増政策課

土木課
都市計画課

防災拠点の整備

市街地の整備

地域防災計画では、加西市防災センターを地域防災拠点に、各地区の
小･中学校等を一時避難場所に、丸山総合公園等を広域避難場所に位置づ
けており、施設の耐震化に努めるとともに、災害時における電源確保のた
め、太陽光発電設備等再生可能エネルギー設備の設置を検討します。

災害に強いまちづくりを推進するため、建物の耐震化を推進します。

災害時の被害を軽減するため、加西市防災マップや地震防災マップなど
の配布、防災訓練の実施、広報、ホームページなどを通じて、災害危険箇
所、避難所及び避難経路などの防災情報の周知徹底と防災意識の高揚に努
めます。

68

北条町御旅町周辺において地元住民と現地立会
確認申請時に道路後退線の遵守を図るよう指導
確認申請時に道路後退線の遵守を図るよう指導
確認申請時に道路後退線の遵守を図るよう指導
を実施し、狭隘道路対策の検討を行った。
を行っている。
を行っている。
を行っている。
確認申請時に道路後退線の遵守を図るよう指導
を行っている。
日吉小学校体育館・北条中学校体育館の耐震化
泉中学校校舎・善防中学校校舎の耐震化工事を
九会小学校校舎・富合小学校校舎・善防中学校
工事を実施した。
実施した。
体育館の耐震化工事を実施した。

教育総務課

都市計画課

宇仁小学校校舎の地震改築工事を実施してい
る。（Ｈ２５完成予定）

危機管理課

富田小学校校舎の地震改築工事に着手した。

耐震化を目的とした西在田小学校改築工事を実
施し,校舎屋上に太陽光パネルを設置した。

泉地区自主防災訓練を実施した。

北条地区自主防災図上訓練を実施した。

九会地区、富田地区、在田地区において自主防
災図上訓練を実施した。

土のう作り訓練を実施した。
泉地区自主防災訓練を計画した。（雨のため中
止）

危機管理課

宇仁小学校校舎の地震改築工事を実施した。

富田小学校校舎の地震改築工事が完了した。

改築計画のある学校を除く小中学校（１２校）
改築計画のある学校を除く小学校（１校）にお
平成２５年度に改築計画のある学校を除く全小 において校舎屋上に太陽光パネルを設置した。
いて校舎屋上に太陽光パネルを設置した。
中学校において校舎屋上に太陽光パネルを設置予
定。
広報・ＨＰにおいて耐震化をＰＲすると共に、
広報・ＨＰにおいて耐震化をＰＲすると共に、
広報・ＨＰにおいて耐震化をＰＲすると共に、
広報・ＨＰにおいて耐震化をＰＲすると共に、
戸建住宅の簡易耐震診断（６件）及び住宅耐震改 戸建住宅の簡易耐震診断（６件）を実施した。
戸建住宅の簡易耐震診断（3件）を実施した。
戸建住宅の簡易耐震診断（10件）を実施した。
修工事費補助（２件）を実施した。

各小学校区ごとの加西市防災マップを作成し、
全戸配布を実施した。

防災体制の強化
災害時の迅速な対応や地域住民の助け合いを図るため、自主防災組織の
支援、かさい防災ネットによる災害時の防災情報の利用者拡大、消防･救
急医療体制等を充実するなど、地域防災力の向上に努めます。

「北播磨地域政策懇話会」及び「北播磨地域づ
「北播磨地域づくり懇話会」において、兵庫県
「北播磨地域政策懇話会」及び「北播磨地域づ
「北播磨地域政策懇話会」及び「北播磨地域づ
くり懇話会」において、兵庫県に早期着工を要望 に早期着工を要望した。
くり懇話会」において、兵庫県に早期着工を要望 くり懇話会」において、兵庫県に早期着工を要望
した。
した。
した。

土のう作り訓練を実施した。

ＨＰにおいてかさい防災ネットへの登録をＰＲ
ＨＰにおいてかさい防災ネットへの登録をＰＲ
ＨＰにおいてかさい防災ネットへの登録をＰＲ
ＨＰにおいてかさい防災ネットへの登録をＰＲ
した。
した。
した。
した。
（Ｈ２４末現在 登録者数 ２，６４５人）
（Ｈ２５末現在 登録者数 ２，９６２人）
（Ｈ２６年度末現在 登録者数 ３，２６８人） （Ｈ２７年度末現在 登録者数 ３，５４４人）
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