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１ 圏域自治体と連携が想定される取組 

 

加西市と加東市を中心市とした定住自立圏では、圏域全体の人口流出に歯止めをかけ、圏

域としての成長と発展を目指し、地域住民の生活機能を向上させることにより、圏域として

の定住促進に資する取組を推進します。 

 

◆生活機能の強化 

（１）医療 

・ 圏域内医療体制として、公立病院間の医師の相互派遣や病院と診療所等との診療連携、

また、地域医療連携の充実により、医療機能の強化や医師の育成を図る。 

・ 医薬品の共同購入等、圏域内公立病院等における管理運営の連携により、経営効率の

向上を図る。 

・ 医師の障害児相談センター等への派遣や訪問看護の広域化等、障がい者や高齢者等に

対する医療と福祉の広域連携を強化し、広域的な支援体制の充実を図る。 

・ 看護師の育成・確保のため、播磨内陸医務事業組合の機能を強化する。 

・ その他、圏域内の地域医療サービスの向上のため、医療体制の充実や医療連携を強化

する。 

（２）福祉 

・ 子育て世代に対する児童虐待の相談等、児童虐待防止の支援体制を強化する。 

（３）教育 

・ 文化やスポーツの振興を図るため、各種公共施設の相互利用等の広域的な利活用を推

進する。 

・ 子育てや教育に係る連携講座の実施等、兵庫教育大学との連携事業の強化を図る。 

（４）産業振興 

・ 防護柵の設置等、有害鳥獣対策における連携による機能強化を図る。 

・ 圏域内における地域資源のブランド化に資する取組や公益財団法人北播磨地場産業

開発機構の取組を強化する。 

（５）生活 

・ 災害時における広域的な人材支援、防災設備等の連携整備により、防災機能を強化す

る。 

（６）その他 

・ 北はりま消防組合の体制強化により、消防・救急業務の更なる充実を図る。 

・ 固定資産評価に係る航空写真の撮影等、固定資産等の税務情報整備の広域化と効率化

を推進する。 

 

 

 



 

3 

 

◆結びつきやネットワークの強化 

（１）地域公共交通 

・ 広域連携事業の推進により、バス利用者の利便性の向上を図る。 

・ 圏域内の公共交通に関する情報を総合的に提供することにより、日常の生活圏の拡大

と利便性の向上を図る。 

（２）ＩＣＴインフラの整備 

・ 地域コミュニティサイトの構築等、ＩＣＴを活用したシステムの構築や運用により、

圏域内の情報の相互利用を強化する。 

・ 情報システムの共同化等による効率化と住民サービスの向上を図る。 

（３）交通インフラの整備 

・ 圏域における既設広域幹線道路の整備を促進する。 

（４）地域の生産者や消費者等の連携による地産地消 

・ 圏域内の特産品や地域資源を生かした取組や地産地消に資する取組を強化する。 

（５）地域内外の住民との交流・移住促進 

・ 圏域内の観光資源を活用した取組により、広域的な交流を促進する。 

（６）その他 

・ 環境やエネルギー対策として、ＣＯ２の削減や循環型社会の構築に向けた事業を推進

する。 

・ 消費生活相談窓口等の相互利用を行う。 

 

◆圏域マネジメント能力の強化 

（１）中心市等における人材の育成や外部からの人材の確保 

・ 播磨内陸広域行政協議会の事業を含め、圏域内の職員の育成に向けた研修会等を実施

する。 

・ 行政委員会等の機関の共同設置に向けた取組を推進する。 

（２）その他 

・ 圏域内における共通課題への対応、政策の推進に資するべく、職員の交流や合同研

究の実施を推進する。 
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２ 都市機能の集積状況 

 

 公共施設等による各種サービス機能、中核的な医療機能、商業機能、その他行政及び民

間分野における都市機能の集積状況は、概ね以下のとおりであり、定住自立圏を形成する

中心地域としての都市機能を有します。 

 

分野 都市機能 
施設名等 

加西市 加東市 

医療・ 

福祉 

公立病院 市立加西病院 加東市民病院 

病児・病後児保育 病児・病後児保育室ひまわり 正覚坊保育園（病後児保育） 

子育て施設 市立幼稚園（4）、市立幼児園

（5）、市立保育所（4）、子育

て学習センター（2） 

市立幼稚園（2）、兵庫教育大

学附属幼稚園、市立保育所

（4）、児童館（2） 

高齢者福祉施設・

障害者福祉サービ

ス事業所 

■高齢者福祉施設 

加西の里、春夏秋冬、第二サ

ルビア荘、なごやか、白寿

苑、加西シニアコミュニテ

ィ、米田病院、香楽園 

 

■障害者福祉サービス事業所 

ラヴィかさいホームヘルパー

ステーション、医療福祉セン

ターきずな、善防園、希望の

郷、ナーシングピア加西、七

色、こはる日和、ワークらん

ど加西、エル・ファーロ、Ｔ

ＨＲＥＥ－Ｐ（スリープ）、

なごみ、ライフらんど加西、

はんど（やすらぎ）、クラン

ベリー、カラーズ、庵ノ上、

ラヴィかさい訪問入浴ステー

ション、ラヴィかさい相談支

援センター、医療福祉センタ

ーきずな相談支援センター、

ワークらんど加西相談支援セ

ンター 

 

■高齢者福祉施設 

伽の里、社すみれ園、フロイ

デ滝野、ケアホームかとう、

サンスマイル北野 

 

 

■障害者福祉サービス事業所 

でんでん虫の家、地球のなか

ま、Cielo（シエロ）、あっと、

かとう絆みらい、ケアホーム

あんも、マイマイ HOUSE、加茂

病院厚生寮、どんぐりっこの

森 
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教育・ 

文化・ 

ス ポ ー

ツ 

大学・大学院 神戸大学大学院農学研究科附

属食資源教育研究センター 

兵庫教育大学 

専修学校 農業大学校 播磨看護専門学校 

高等学校 北条高等学校 

播磨農業高等学校 

社高等学校 

特別支援学校 加西特別支援学校 のじぎく特別支援学校わかあ

ゆ分教室 

図書館 図書館 中央図書館、滝野図書館、東

条図書館、図書･情報センタ

ー 

文化施設 加西市民会館、中央公民館、

善防公民館、南部公民館、北

部公民館、地域交流センター 

やしろ国際学習塾、滝野文化

会館、東条文化会館、社公民

館、滝野公民館、東条公民

館、社コミュニティセンタ

ー、さんあいセンター、コミ

ュニティセンター東条会館、

河高交流センター、加古川流

域滝野歴史民俗資料館、明治

館、三草藩武家屋敷旧尾崎家 

体育施設 加西勤労者体育センター、加

西テニスコート、アラジンス

タジアム（加西球場）、多目

的グラウンド、加西市民グラ

ウンド、屋内ゲートボール場

すぱーく加西、グリーンスポ

ーツ広場アクアスかさい、加

西南テニスコート、加西南多

目的広場、加西南ゲートボー

ル場、オークタウン加西 

社第一体育館、社武道館、滝

野体育センター、滝野総合公

園体育館、東条第一体育館、

東条第二体育館、社第一グラ

ウンド、社第二グラウンド、

社第三グラウンド、滝野総合

公園多目的グラウンド、東条

グラウンド、東条健康の森ス

ポーツ広場、グリーンヒル・

スタジアム、東条野球場、夕

日ヶ丘公園パークゴルフ場 

観光・産業施設 フラワーセンター、いこいの

村はりま、アオノリゾート青

野運動公苑 

やしろ鴨川の郷、滝野交流保

養館、滝野産業展示館、アク

ア東条、道の駅とうじょう 

都市公園 12 施設（丸山総合公園、ハ

イツ第１公園ほか） 

51 施設（播磨中央公園、起

勢の里ほか） 

交通 
鉄道 北条鉄道（7 駅） JR 加古川線（3 駅） 

バス 神姫バス、ねっぴ～号、はっ 神姫バス、神姫グリーンバ
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ぴーバス、高速バス ス、高速バス 

高速道路 中国自動車道 

加西 IC 

中国自動車道 

滝野社 IC、ひょうご東条 IC 

国道 372号 175号、372 号 

商業・ 

金融 

大規模小売店（店

舗面積 1,000 ㎡超） 

10 店舗 6 店舗 

銀行・信用金庫・

信用組合・労働金

庫 

三井住友銀行、但馬銀行、み

なと銀行、姫路信用金庫、播

州信用金庫、但陽信用金庫、

兵庫県信用組合 

みなと銀行、姫路信用金庫、

中兵庫信用金庫、日新信用金

庫、兵庫県信用組合 

農協 JA 兵庫みらい JA みのり 

郵便局 12 店舗（簡易郵便局含む） 8 店舗 

行政 

機関 

国 ふるさとハローワーク 神戸地方法務局社支局、神戸

地方検察庁社支部、社区検察

庁、社税務署、神戸地方裁判

所社支部、神戸家庭裁判所社

支部、社簡易裁判所、近畿農

政局鴨川ダム管理分室 

県 加西警察署、農林水産技術総

合センター、加西農業改良普

及センター 

社警察署、北播磨県民局、加

東健康福祉事務所、加東県税

事務所、加東土木事務所、加

東農林振興事務所、兵庫県動

物愛護センター動物管理事務

所、播磨東教育事務所加東教

育振興室、嬉野台生涯教育セ

ンター、教育研修所、ひょう

ごっ子悩み相談センター、農

林水産技術総合センター酒米

試験地 
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３ 都市機能の利用状況 

 

 加西市と加東市の主な都市機能の利用状況等については、次のとおりです。 

 

（１）中核的な医療機能 

 

■市立加西病院の利用状況（平成 25 年度）  （単位：人） 

区分 加西市 加東市 西脇市 多可町 その他 計 

外来患者数 94,493 5,880 4,421 5,705 29,108 139,607 

入院患者数 50,877 3,329 2,049 3,715 20,102 80,072 

 

■加東市民病院の利用状況（平成 25 年度） （単位：人） 

区分 加西市 加東市 西脇市 多可町 その他 計 

外来患者数 1,649 43,038 4,037 785 6,444 55,953 

入院患者数 863 22,094 1,488 414 4,770 29,629 

 

 

（２）教育・文化機能 

 

■加西市内の高等学校への通学者（平成 26 年４月現在） （単位：人） 

区分 加西市 加東市 西脇市 多可町 その他 計 

北条高等学校 445 4 0 2 14 465 

播磨農業高等学校 232 2 6 0 103 343 

 

■加東市内の高等学校への通学者（平成 26 年４月現在） （単位：人） 

区分 加西市 加東市 西脇市 多可町 その他 計 

社高等学校 27 244 135 38 268 712 
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■加西市立図書館の利用状況（平成 25 年） （単位：人、冊） 

区分 加西市 加東市 西脇市 多可町 その他 計 

利用者数 63,536 1,812 1,728 1,274 21,607 89,957 

利用冊数 248,530 6,261 7,407 4,423 82,345 348,966 

 

■加東市立図書館の利用状況（平成 25 年） （単位：人、冊） 

区分 加西市 加東市 西脇市 多可町 その他 計 

利用者数 8,571 97,615 20,043 2,079 18,253 146,561 

利用冊数 41,516 426,334 98,849 9,818 86,844 663,361 

 

 

（３）商工業機能 

 

■商業の概要 

区分 

卸売業 小売業 

事業所数 
従業者数 

（人） 

年間商品販売額

（百万円） 
事業所数 

従業者数 

（人） 

年間商品販売額

（百万円） 

加西市 56 410 31,758 314 2,004 38,205 

加東市 72 503 29,679 257 1,523 29,163 

※資料：平成 24 年経済センサス－活動調査 

 

■工業の概要 

区分 事業所数 
従業者数 

（人） 

製造品出荷額等 

（百万円） 

加西市 297 8,625 237,219 

加東市 162 6,412 362,084 

※資料：平成 24 年工業統計調査 
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４ 中心市（加西市及び加東市）への従業・通学者の状況 

 

 加西市と加東市の人口状況及び近隣市町からの従業・通学者（15 歳以上）の状況は、次

のとおりです。 

 

（１）加西市と近隣市町の状況                    （単位：人） 

 人口 夜間人口 昼間人口 昼夜間人口比率 

加西市 47,993 47,993 48,874 1.018 

 

市町名 人口 
就業者・通学者 

総数 

加西市への 

従業・通学者数 

加西市への 

通勤通学割合（※） 

姫路市 536,270 253,340 2,165 0.85％ 

加古川市 266,937 126,134 1,288 1.02％ 

西脇市 42,802 19,509 782 4.01％ 

小野市 49,680 23,916 1,028 4.30％ 

加東市 40,181 19,794 987 4.99％ 

多可町 23,104 10,122 532 5.26％ 

市川町 13,288 6,157 374 6.07％ 

福崎町 19,830 9,818 771 7.85％ 

 

（２）加東市と近隣市町の状況                    （単位：人） 

 人口 夜間人口 昼間人口 昼夜間人口比率 

加東市 40,181 40,181 44,378 1.104 

 

市町名 人口 
就業者・通学者 

総数 

加東市への 

従業・通学者数 

加東市への 

通勤通学割合（※） 

西脇市 42,802 19,509 2,654 13.60％ 

三木市 81,009 38,231 1,153 3.02％ 

小野市 49,680 23,916 2,432 10.17％ 

加西市 47,993 22,456 1,493 6.65％ 

多可町 23,104 10,122 809 7.99％ 

三田市 114,216 60,031 677 1.13％ 

篠山市 43,263 19,070 135 0.71％ 

〔平成 22 年国勢調査数値〕 

※通勤通学割合：加西市と加東市へ従業・通学する就業者数・通学者数を常住する就業者数・

通学者数（15 歳以上、自宅従業者を除く。）で除して得た数値 


