
第５章　次世代を支える基盤づくり

施　　　　　策
（小　　項　　目）

個　別　の　内　容 担当部局
該当事業
の有無

進捗率 次期に向けた取組
完了
年度

１次改革マ
ニフェスト

・加西市の玄関口に位置する中国自動車道加西インターチェンジ周辺に、その利便性を 大限に活用し、加
西市の新しい拠点エリアとして、人、物、情報が行き交い、地域の活性化を支援する広域交流拠点として整備
を進める

経営戦略室 無 取組の見直し 57

・流通業務系施設 経営戦略室 無 取組の見直し

・産業・商業系施設 経営戦略室 無 取組の見直し

・レクリエーション施設 経営戦略室 無 取組の見直し

・住宅地等の誘致・建設 経営戦略室 無 取組の見直し

・周辺環境とバランスのとれた、特徴のある複合的な開発を推進 経営戦略室 無 取組の見直し

・その他の優良農地については、ほ場整備事業を実施し、農業基盤の整備を行うとともに、無秩序な開発を防
止し、保全を図る

経営戦略室 無 取組の見直し

・北条鉄道北条町駅周辺の商店街の近代化と都市計画道路、駅前広場等の整備を図るため、「加西市中心
市街地活性化基本計画」に基づき商業活性化支援策を活用しながら市街地再開発事業を推進

都市開発部 有 100% 完了・終了 15

・北条町駅東部において、道路等の公共施設整備 都市開発部 有 100% 完了・終了 15

・都市景観の形成に配慮したまちづくりを行う 都市開発部 有 100% 完了・終了 15

・中心市街地において、商業等の活性化および市街地の整備改善の各種行政施策を組み込んだ魅力ある街
づくりを推進

都市開発部 有 100% 完了・終了 20 46

・市街地西部の地域において、神社仏閣と、宿場街道の名残を残す地域においては、その保存と整備を図り、
ゆとりとうるおいのあるまちづくりを推進

都市開発部 有 25% 継続

・都市基盤が未整備で、木造老朽住宅等が密集している区域について、密集住宅市街地整備促進事業等に
より、防災力の向上と良好な住環境の整備を推進

都市開発部 無 取組の見直し

・中野地区については、地区施設等の整備の推進 都市開発部 有 25% 継続

３．土地区画整理事業の推進 ・井ノ岡大坪地区、西上野地区、さらには高室地区について土地区画整理事業の推進を図る 都市開発部 有 50% 重点化 56

・市域の合理的利用と秩序ある発展を図るため、新市街地の開発・整備を加西市国土利用計画に基づき推進 都市開発部 無 取組の見直し

・住宅団地開発については、周辺環境との調和等、良好な住環境の確保に努めながら推進 都市開発部 無 取組の見直し

・用途地域については、秩序あるまちづくりを推進 都市開発部 有 75% 継続

・今後特に中学校区程度の地域核機能強化のための公共公益施設の整備を図る 都市開発部 無 取組の見直し

・各地区の10年後の目標を定め、調和のとれた土地利用計画と良好な生活環境の整備方針を定める 都市開発部 有 25% 継続

・道路、広場、駐車スペース、植込みのある歩行者道など、建物が周囲の景観と調和するよう計画を策定 都市開発部 無 取組の見直し

・各事業制度を活用して、農業生産基盤、農村生活環境を一体的かつ計画的に整備 地域振興部 有 75% 継続

・排水路、農業集落排水処理施設等の整備を積極的に行うとともに、整備終了後維持管理を実施して、地域
の環境改善を促進

生活環境部 有 100% 完了・終了 17

・住宅の建替や機能更新を図るため、各種融資・貸付制度の活用を促進 都市開発部 無 取組の見直し

・諸施策の一層の拡充を要望 都市開発部 無 取組の見直し

1.インター周辺整備

節
施　策

（中項目）

１．広域交流拠点の整備

4.住宅・宅地政策の推進

2.市街地整備

3.農村整備

1.都市基盤の
　整備

４．新市街地の開発・整備

１．農村整備計画の策定

前期（第４次）総合計画の進捗確認シート

２．農村整備事業の実施

１．住宅の建替と住宅機能
　の更新

１．再開発の推進

２．旧市街地の整備

5 基盤づくり施策 1／6



施　　　　　策
（小　　項　　目）

個　別　の　内　容 担当部局
該当事業
の有無

進捗率 次期に向けた取組
完了
年度

１次改革マ
ニフェスト

節
施　策

（中項目）

・良質な民間借家の供給を促進 都市開発部 無 取組の見直し

・市営住宅は、加西市公営住宅再生マスタープランに基づき、団地の統廃合や建替を推進 都市開発部 有 0% 取組の見直し

・第4番目の団地として、吉野団地の建設に着手 都市開発部 有 100% 完了・終了 14

・県営荒神山住宅は、引き続き3棟目の建設着手に努める 都市開発部 有 100% 完了・終了 15

・市内での人口定着を図るため、低価格で質の高い勤労者向け住宅の整備を推進 都市開発部 無 取組の見直し

・ため池を核に、その水辺空間を活用した花と緑と水辺に囲まれた特色ある住宅団地の整備を検討 都市開発部 無 取組の見直し

４．加西市住宅マスター
　プランの策定

・加西市住宅マスタープランを策定し、このマスタープランに基づき今後の住宅計画を誘導 都市開発部 有 75% 取組の見直し 21

・土地区画整理事業 都市開発部 有 50% 重点化 56

・北条鉄道沿線の住宅開発 都市開発部 無 取組の見直し

・県特定用地（栄・桑原田地区等） 都市開発部 無 取組の見直し

・旧国鉄用地の住宅用地への活用 経営戦略室 有 100% 完了・終了 15

・秩序ある宅地開発を進めるため、開発許可制度等を適切に運用し、民間活力を望ましい方向に誘導 都市開発部 有 100% 完了・終了 21

・市域の開発計画に対応した配水区の検討 生活環境部 有 50% 継続

・事故の際における断水区域の縮小に努め、安定供給を図る 生活環境部 有 100% 完了・終了 20

・災害時の給水対策のため、隣接市町との相互連絡体制の確立を図る 生活環境部 有 100% 完了・終了 22

・兵庫県等関係団体を含めた広域的な相互応援体制の強化 生活環境部 有 50% 継続

・第7次拡張事業計画に基づき施設の整備 生活環境部 有 100% 完了・終了 20

・中央監視体制の強化 生活環境部 有 50% 継続

・老朽施設の更新並びに配水管網工事 生活環境部 有 50% 継続

・漏水調査を計画的に行う 生活環境部 有 50% 継続

・有収率の向上を図る 生活環境部 有 75% 重点化 30

・市民に対して水道水利用の啓発を行い、水利用の適正化を図る 生活環境部 有 50% 継続

・汚水については、計画決定区域内での汚水管整備の早期完成を図る 生活環境部 有 100% 完了・終了 21

・雨水については、街路整備・土地区画整理等の事業と調整しながら、黒駒幹線の整備を進める 生活環境部 有 0% 継続

・中野地区等についても、下流地域の事業の進捗に合わせた汚水管の整備 生活環境部 有 100% 完了・終了 15

・区域内雨水対策に係る整備促進 生活環境部 有 50% 継続

・公共下水道計画区域外においては、「生活排水処理施設整備計画」に基づき、農業集落排水事業の推進を
図る

生活環境部 有 100% 完了・終了 17

・公共下水道計画区域外においては、「生活排水処理施設整備計画」に基づき、コミュニティ・プラント整備事
業の推進を図る

生活環境部 有 100% 完了・終了 15

4.住宅・宅地政策の推進

6.下水道事業の推進

5.上水道事業の充実

1.都市基盤の
　整備

３．水道用水の有効利用

１．公共下水道施設整備の
　推進

２．集合処理・個別処理施設
　整備の推進

５．宅地の供給

１．給水対策の強化

２．施設整備の充実

２．借家供給の推進

３．持ち家供給の推進

5 基盤づくり施策 2／6



施　　　　　策
（小　　項　　目）

個　別　の　内　容 担当部局
該当事業
の有無

進捗率 次期に向けた取組
完了
年度

１次改革マ
ニフェスト

節
施　策

（中項目）

２．集合処理・個別処理施設
　整備の推進

・公共下水道計画区域外においては、「生活排水処理施設整備計画」に基づき、個別合併処理浄化槽事業等
の手法を用いて事業の推進を図る

生活環境部 有 100% 完了・終了 21

・景観意識を高めるための啓発 都市開発部 有 25% 継続

・地区計画の導入や景観条例の制定などを検討 都市開発部 有 50% 継続

・開発団地周辺や自然公園などの丘陵地の緑は、保全する 都市開発部 無 取組の見直し

・ため池と田園、集落、古墳などが組み合わさった加西らしい景観を形成している地域については、調和のと
れた景観を保全育成

都市開発部 無 取組の見直し

・公共施設や大規模建築物、住宅団地などの建については、都市景観を重視した計画とし、新しい加西の個
性を創出

都市開発部 無 取組の見直し

３．電線類地中化の推進 ・市街地再開発区域およびその周辺において、電線類の地中化を推進 都市開発部 有 100% 完了・終了 19

・「まちづくり協議会」への活動支援 都市開発部 有 100% 完了・終了 21

・まちなみ保存区域を検討 都市開発部 有 25% 継続

・宿場の面影を残す市街地のまちなみの保全と整備を図り、来訪者や住民にとっても、うるおいと安らぎが感じ
られるまちなみ環境整備事業を推進

都市開発部 有 25% 継続

・一団となった優良農地の保全 地域振興部 有 50% 継続

・自然公園区域での開発を原則として抑制 地域振興部 有 75% 継続

・やむを得ず土地利用転換を行う場合でも、環境アセスメントを実施するなど、周辺の集落環境への影響や、
河川、水路の下流域への影響を考慮し、周辺環境との調和を図る

生活環境部 無 取組の見直し

・ため池について、自然環境の保全と有効利用のバランスを考慮しながら整備 地域振興部 無 取組の見直し

・親水機能を高め、水に親しむことができる河川の水辺環境整備を促進 都市開発部 無 取組の見直し

・ため池等についてビオトープ化を推進 地域振興部 無 取組の見直し

・る皿池を利用した蓮作り運動を奨励して、花にあふれた水辺空間を創出 地域振興部 無 取組の見直し

・自然環境調査をもとに、貴重な動植物等の保護を進める 生活環境部 有 50% 継続

・開発事業者との計画段階からの連携を深めることにより、共生への道を模索 生活環境部 無 取組の見直し

・丸山総合公園の機能充実と規模拡大を図り、休息・運動・文化機能を備えた市民のシンボルゾーンとして整
備を推進

都市開発部 有 25% 取組の見直し

・加西南・加西東産業団地に代表される産業団地の緑空間を積極的に公園化 地域振興部 有 50% 継続

・土地区画整理事業と連携して、市街化区域内における街区公園など公園整備を推進 都市開発部 有 75% 継続

・玉丘古墳周辺の玉丘史跡公園については、予定施設整備後は都市公園への編入を検討 教育委員会 有 25% 重点化 53

・播磨中部丘陵県立自然公園の風致を保全するとともに、公園内の古法華寺、一乗寺、周遍寺を中心とした
森林環境の整備

地域振興部 有 50% 継続

・久学寺、奥山寺周辺についても、風致の保全と森林環境の整備 地域振興部 有 50% 継続

・丘陵地を活かした「加西の森総合公園」など自然環境の中でスポーツや野鳥との憩いの場となる公園の整
備を検討

地域振興部 無 取組の見直し

・石造文化のイメージを生かした公園の整備を推進 地域振興部 有 50% 重点化

・市民の協力のもとに市内のいたるところを花と緑で彩り、市内全域の公園化を積極的に推進 都市開発部 有 50% 継続

1.都市景観の向上

6.下水道事業の推進

3.公園・緑地の整備

2.自然環境の保全と利用
2.都市環境の
　創出

1.都市基盤の
　整備

３．市内全域公園化の推進

２．水辺空間の有効利用

３．共生への配慮

１．都市公園の整備

２．自然公園の整備

１．都市景観意識の醸成

２．都市景観の保全・育成・
　創造

４．まちなみ環境整備事業の
　推進

１．自然環境の保全

5 基盤づくり施策 3／6



施　　　　　策
（小　　項　　目）

個　別　の　内　容 担当部局
該当事業
の有無

進捗率 次期に向けた取組
完了
年度

１次改革マ
ニフェスト

節
施　策

（中項目）

・観光客等の来訪者に、花と緑のまちを強くアピールする 地域振興部 有 50% 継続

・中国自動車道を含む市内主要幹線道路沿道に花木の植栽等の緑花 都市開発部 有 75% 継続

・愛称付けを推進 都市開発部 有 25% 継続

・市民生活にうるおいを与える通学路や商店街等の沿道緑花を図るため、校区のシンボル花木や町花の植
栽、花の種子の供与など支援対策を推進

都市開発部 有 50% 継続

・沿道緑花の植栽は、コミュニティやNPO等の自主的取り組みや参画を生かしながら進める 都市開発部 有 50% 継続

・公共施設緑花を推進 都市開発部 有 75% 継続

・緑花と一体となった公共施設のデザインの工夫 都市開発部 無 取組の見直し

・北条町をはじめとする駅周辺の緑花を推進 都市開発部 有 75% 継続

・花木の里づくり 都市開発部 無 取組の見直し

・各町の花を制定する一町一花 都市開発部 無 取組の見直し

・「果樹・花木の里づくり」運動 都市開発部 無 取組の見直し

・加西市花いっぱい運動 都市開発部 有 25% 継続

・環境美化運動 生活環境部 有 100% 完了・終了 19

・花づくりを通して、市民への緑花意識の啓発 都市開発部 有 25% 継続

・県道三木山崎線県立北条高校周辺の交通安全施設新設・改良工事 都市開発部 有 100% 完了・終了 21

・国道372号沿線集落密集地における交通環境改善 都市開発部 有 25% 継続

・広域幹線道路の整備をセミバイパス等の手法も視野に入れ効率的に進める 都市開発部 無 取組の見直し

・県道豊富北条線の整備を促進 都市開発部 有 25% 継続

・県道高砂加古川加西線、滝野市川線および小野香寺線の狭隘箇所等の改良を積極的に促進 都市開発部 有 25% 継続

・西谷坂元線の整備を進め、早期完成をめざす 都市開発部 有 50% 継続

・市道繁昌谷郷線、山下鎮岩線、剣坂野条線、北条長線、桑原田中野線、小谷西谷線、殿原田谷線、豊倉日
吉線等については、費用対効果を勘案しながら計画的な整備

都市開発部 有 50% 継続

・県道大和北条停車場線古坂トンネルのオープンカット化など危険箇所の改善 都市開発部 有 100% 完了・終了 18

・都市計画道路三木山崎線の整備 都市開発部 有 75% 継続

・北条栗田線の整備 都市開発部 有 75% 継続

・広域交流時代に対応した都市計画道路ネットワークの構築を図るため、両インターチェンジと北条地区中心
市街地、市内飛び市街地を結ぶ路線の計画決定追加・見直し

都市開発部 無 取組の見直し 55

・「播磨中央自転車道」の整備を促進 都市開発部 有 50% 継続

・既設の市のサイクリングロードとのネットワーク化 地域振興部 有 50% 継続

・サイクリング・ターミナル 都市開発部 無 取組の見直し

5.みどりのまちづくり
　の推進

4.沿道緑地の整備

1.道路整備の推進
3.交通基盤の
　整備

2.都市環境の
　創出

３．自転車道路網の整備

２．民有地緑花の推進

３．緑花意識の啓発

１．幹線道路の整備

２．都市計画道路の整備

１．幹線道路沿道の緑花

２．生活道路沿道の緑花

１．公共施設緑花の推進

5 基盤づくり施策 4／6



施　　　　　策
（小　　項　　目）

個　別　の　内　容 担当部局
該当事業
の有無

進捗率 次期に向けた取組
完了
年度

１次改革マ
ニフェスト

節
施　策

（中項目）

・ポケット公園 都市開発部 有 100% 完了・終了 15

・各観光施設や文化財などと有機的にネットワークした緑の小径を形成 地域振興部 無 取組の見直し

・市民誰もが利用できる鉄道、バス輸送などの公共交通体系の確立 経営戦略室 有 25% 重点化 41

・公共交通による住宅地、観光地、工業団地等とのネットワーク化 経営戦略室 有 0% 継続

・主要ターミナルでのパーク＆ライドシステム等により、公共交通機関の利用増進と利便の向上 経営戦略室 有 25% 継続

・北条町駅を中心に再開発事業の中でバスバースの設置や駅前広場等、魅力ある駅周辺の整備を推進 都市開発部 有 100% 完了・終了 15

・沿線に住宅団地や工業団地の開発を進め、新たな乗車需要の創出に努める 都市開発部 無 取組の見直し

・ＪＲ加古川線の電化高速化を近隣市町とともに推進 経営戦略室 有 100% 完了・終了 16

・車両の行き違い施設の設置などによる増便を検討 経営戦略室 無 取組の見直し

・既設駅舎の改築を検討 経営戦略室 有 25% 継続

・利用促進運動や関連する行事開催を推進 経営戦略室 有 50% 重点化 40

４．コミュニティバス等の充実 ・スクールバス、乗合タクシー等の活用を含めた効率的な輸送形態の新たな枠組みを確立 経営戦略室 有 25% 重点化 41

５．鶉野滑走路の利活用
・商業用ヘリポートなど「空の時代」に対応した施設整備等の検討を周辺地区住民とともに行い、滑走路跡地
の利活用を進める

経営戦略室 無 取組の見直し 58

・歩行者等の安全性の向上を図るため、幅の広い歩道設置 都市開発部 有 25% 継続

・歩行者等の安全性の向上を図るため、電線類の地中化 都市開発部 有 25% 継続

・学校、駅、医療施設、福祉施設等の周辺地域を中心に、音響式信号機の設置を推進 総務部 無 取組の見直し

・学校、駅、医療施設、福祉施設等の周辺地域を中心に、弱者感応信号機の設置を推進 総務部 無 取組の見直し

・交通事故多発地点における交差点改良・視距改良を進める 総務部 無 取組の見直し

・視認性の高い信号機の設置 総務部 無 取組の見直し

・対向車接近表示装置 都市開発部 無 取組の見直し

・自発光式道路鋲等の交通安全施設の整備 都市開発部 無 取組の見直し

・わかりやすい迂回路表示などドライバーの立場に立った案内標識の設置 都市開発部 有 50% 継続

・県の福祉のまちづくり条例等に基づき高齢者や障害者等弱者にやさしい道路整備を推進 都市開発部 有 25% 継続

・路線ごとに特徴のある街路樹を施し、うるおいのある道づくりを進める 都市開発部 有 25% 継続

・市街地および公共施設周辺の歩道整備に際してはカラー舗装等を施し、沿道と道路施設との調和のとれた
一体的整備の美装化を図る

都市開発部 無 取組の見直し

・住民や民間企業などの地域情報化の担い手に配慮した地域情報ネットワーク整備方策を検討 総務部 有 100% 完了・終了 21

・電気通信事業者と連携を図った地域情報ネットワークの整備を推進 総務部 有 100% 完了・終了 21

２．行政情報の電子化の推進 ・戸籍総合システムをはじめ早急に着手し、順次適用範囲の拡大を図る 市民福祉部 有 100% 完了・終了 17

1.情報通信基盤等の
　整備

3.交通環境の充実

2.公共交通機関の充実

1.道路整備の推進 ３．自転車道路網の整備

4.情報化の推進

１．公共交通体系の確立

２．北条鉄道沿線・駅周辺の
　開発

３．北条鉄道の増強

１．安全と円滑の確保

２．交通環境の整備

１．地域情報ネットワーク整備
　の推進

3.交通基盤の
　整備

5 基盤づくり施策 5／6



施　　　　　策
（小　　項　　目）

個　別　の　内　容 担当部局
該当事業
の有無

進捗率 次期に向けた取組
完了
年度

１次改革マ
ニフェスト

節
施　策

（中項目）

２．行政情報の電子化の推進 ・システムの高度化を推進 総務部 有 100% 完了・終了 21 10

３．情報通信システムの相互
　接続の推進

・住民利便の向上やシステムの効率性の向上を図るため、他の地方公共団体や国等の行政機関との連携も
含めて、情報通信システムの相互接続性、相互運用性の確保を推進

総務部 有 100% 完了・終了 15

・農林業における産品の流通や気象等の情報提供システム 地域振興部 無 取組の見直し

・商工業における受発注システムや販売システム 地域振興部 無 取組の見直し

・技術情報システム 地域振興部 無 取組の見直し

・緊急時に必要な情報が、迅速・的確に収集・提供が行えるよう、新たなシステム整備を推進 総務部 有 25% 継続

・パソコン導入の推進 総務部 有 100% 完了・終了 13

・庁内ＬＡＮによる全機関のネットワーク化 総務部 有 100% 完了・終了 13

・住民基本台帳ネットワークシステムなど国や県等の行政機関との総合的なネットワークシステムの整備を推
進

総務部 有 100% 完了・終了 15

・市民の地域情報化に対する意識を醸成するため、啓発活動を推進 総務部 有 100% 完了・終了 15

・市民の情報活用能力を高める学習環境の充実 教育委員会 有 100% 完了・終了 15

・小・中学校におけるカリキュラムの整備等、系統的・体系的な情報教育を推進 教育委員会 有 75% 継続

・デジタルデバイド（情報格差）のないよう、高齢者・障害者にとっても使いやすいシステムの普及 総務部 無 取組の見直し

・個人情報保護制度に基づく個人情報の保護を図る 総務部 有 100% 完了・終了 17

・利用モラル、知的財産権の保護等の啓発 総務部 有 100% 完了・終了 15

・情報システムのセキュリティ確保 総務部 有 100% 完了・終了 15

・情報関連技術を生かした地域産業の振興や高度化を促進するため、公的研究機関や大学と市内企業によ
る産学官の緊密な連携体制の構築を図る

地域振興部 有 25% 継続

・中小企業を対象とした低利貸付等優遇措置・助成措置の活用を促進 地域振興部 有 50% 継続

・より多くの事業者等が情報通信ネットワークを介し遠隔利用できる基盤づくりを推進 経営戦略室 有 100% 完了・終了 22

・インターネットホームページの拡充を図ることにより、加西市の情報を広く内外に情報発信 経営戦略室 有 100% 完了・終了 18 15

・市内各種団体の情報発信機能の充実を促進 総務部 無 取組の見直し

・インデックス化を図るなど地域情報の一体的な発信を推進 総務部 無 取組の見直し

有　：　106

無　：　53

項目数：159

65% 重点項目数：8合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

2.高度情報社会への
　対応

3.情報交流の推進

1.情報通信基盤等の
　整備

１．情報通信システムの
　整備・促進

２．普及啓発・人材の育成

３．情報関連産業の振興

１．情報発信機能の強化

4.情報化の推進

5 基盤づくり施策 6／6


