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5－1 地域別方針の役割と考え方 

（1）地域別方針の位置づけ 
分野別方針が全市的な観点からまちづくりの方針を位置づけるのに対して、地域別方針

では、地域的な観点から、地域ごとに大きく異なる特性・課題を踏まえ、将来の地域づく

りの方向性を示します。そのうえで、地域の住民と行政が将来の地域づくりの方向を共有

することにより、地域性を踏まえた特色ある「地域づくり」を推進します。 

 

（2）地域区分 
地域区分は、山や川など地形の特性を基本とし、土地利用の状況や市街地の発展経緯な

ど、特性の違いを踏まえ、市域を大きく 

①北部（自然が息づき豊かな自然環境が広がる地域と、隣接する住機能が広がる地域） 

②中部（豊かな自然を背景にした住機能を中心とする地域） 

③南部（都心機能や生産機能が強く、都市的土地利用が進展している地域） 

の３つに区分し、さらに地域特性をもとに細区分して、市域を６つの地域に区分します。 

地域別方針では、それぞれの地域での主要な機能や自然的、社会的、経済的及び文化的

諸条件に配慮した地域づくりの主要課題、目標及び方針について示します。 

 

＜地域区分＞ 

地 域 土地利用の特性 

①北部・北地域 
黒川地区の里山や集落地、知明湖（一庫ダム）など、豊かな自然と美

しい景観に恵まれた地域です。 

②北部・南地域 

建設中の新名神高速道路周辺に広がる自然緑地、山下周辺の里景観を

呈する集落地、日生ニュータウンや大和団地などから構成されている

地域です。 

③中部・西地域 
猪名川の西側に位置し、清和台から萩原台までに至るニュータウン、

周辺の自然緑地や集落地などから構成されている地域です。 

④中部・東地域 
猪名川の東側に位置し、長い歴史を持つ多田周辺の集落地、多田グリ

ーンハイツなどからなる地域です。 

⑤南部・JR北地域 
古くから都市化が進んだ中心市街地で、川西能勢口駅周辺では再開発

事業が進められるなど、都市機能が集積した地域です。 

⑥南部・JR南地域 

ＪＲの南側に位置し、住宅地、工業地、都市農地等が混在している地

域であり、一部には、大阪国際空港周辺の騒音対策区域も含まれてい

ます。 
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◆地域区分図  

①北部・北地域 
（黒川・国崎など） 

②北部・南地域 
（東畦野・西畦野など）

④中部・東地域 
（東多田・多田院など）

③中部・西地域 
（清和台・西多田・萩原台など）

⑤南部・JR北地域 
（小戸・火打・満願寺など） 

⑥南部・JR南地域 
（加茂・久代など） 

箕面市 

池田市 

宝塚市 

猪名川町 

能勢町 

豊能町 

豊中市 

伊丹市 
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黒川地区の里山景観

5－2 北部・北地域 

（1）北部・北地域の特性と課題 
 
（1）- 1 地域の特性 

 知明湖（一庫ダム）など、豊かな自然と
美しい景観に恵まれた地域で、猪名川渓

谷県立自然公園普通地域及び北摂連山

近郊緑地保全区域に指定されています。 

 広域的なレクリエーション需要に対応
するために、県立一庫公園、知明湖、キ

ャンプ場、ダリヤ園などが整備されてい

ます。 

 妙見山では山頂へ登るケーブルカーが
運行され、行楽客、参拝客の貴重な足と

して利用されています。 

 府県境を跨いだ豊能町を経て箕面グリーンロード（箕面有料道路）を抜ければ、新
御堂筋まで比較的短時間で到着するなど、交通の利便性が向上しています。 

 黒川地区では、今も高級炭の生産が続けられ、「日本一の里山」と称された生きた里山
景観が残され、絶滅危惧種のエドヒガンが生育するなど美しい景観も魅力となってい

ます。 

 地域全域が市街化調整区域で、山々に囲まれた谷間に農地と集落がありますが、人
口が少なく、高齢化が進行しています。 

 

北部・北地域の人口推計（人） 

 
平成17年 平成25年 平成34年 

0～14歳 9 5 0 

（割合） 5.6% 3.6% 0.0% 

15～64歳 84 67 53 

（割合） 52.5% 47.9% 46.5% 

65歳以上 67 68 61 

（割合） 41.9% 48.6% 53.5% 

合計 160 140 114 

 

 

（1）- 2 地域づくりの主要課題 
○猪名川渓谷県立自然公園及び北摂連山近郊緑地保全区域の緑の保全 

○自然環境を保全活用したレクリエーションゾーンの維持・向上 

○人と自然が織りなす「里」の暮らしの維持・継承 

○公共交通の利便性の維持  
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（2）北部・北地域の方針 
 

優れた自然環境と里山の保全・継承を進め、市民が集い、憩える場となる環境

づくりをめざします 

＜土地利用＞ 

 自然資源と観光資源が豊かな特性や、市街
地に近い立地を活かし、里山再生を担う市

民団体などと連携しながら、交流人口の拡

大や自然環境の保全に努めます。 

 北摂連山近郊緑地保全区域、猪名川渓谷県
立自然公園普通地域については、市の骨格

的な自然環境を形成しており、自然緑地な

どを保全します。 

 雨水保水機能、土砂流出防止機能など、防
災面での機能も有する森林を保全します。 

 既存集落では、生活に関連する施設を充実
させるなど、定住環境の維持に努めます。 

 「日本一の里山」と言われる黒川地域の里
の暮らしを維持・継承するため、地域の実

情を総合的に勘案したうえで、地域活性化

に必要な施設が立地可能となる土地利用の

誘導方法を検討します。 

＜交通＞ 

 集落内の生活道路については、地域の現状
などを総合的に判断し、地域住民等と協力

し合いながら、安全で快適な道路の整備に

努めます。 

＜都市施設＞ 

 美しい自然に恵まれた県立一庫公園、知明
湖周辺を自然共生拠点とし、多くの人でに

ぎわうキャンプ場やダリヤ園などの適正な

運営管理に努めます。 

 県の北摂里山博物館構想に位置づけられた
妙見山や黒川、県立一庫公園、それらをつ

なぐ北摂里山街道は、里山の魅力を保つ希

少な空間として情報発信していきます。 

豊かな自然が残る知明湖 

妙見ケーブル 

黒川ダリヤ園 
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 国崎クリーンセンターは、環境学習・レク
リエーションの機能も有する場として積

極的に活用します。 

＜景観・防災等＞ 

 森林・自然緑地・里山や農地は、地域に残
された貴重な原風景であることから、豊か

で潤いのある自然景観の保全に努めます。 

 自然緑地等の環境については、土壌・水質
保全、希少種や絶滅危惧種の生息維持、生

物多様性の保全など、様々な問題に対処し

ていく必要があるため、市民や NPO団体

等との参画と協働により保全に努めます。 

 地域の防災力や防犯力の向上のため、地
域住民等の意識を高めることにより、地

域のつながりの強化などを図ります。 

  

一庫ダムの夕陽

県立一庫公園

黒川小学校（休校中）

知明湖キャンプ場
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◆北部・北地域 地域づくり方針図 
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深山池公園（日生ニュータウン）

5－3 北部・南地域 

（1）北部・南地域の特性と課題 
 
（1）- 1 地域の特性 

 川西らしさを保つ里景観が残る山下、笹
部などの古くからの集落地と、日生ニュ

ータウンや大和団地など、豊かな緑に囲

まれた低層住宅地などからなる地域です。 

 一庫大路次川が中央部を南北に縦断し
ており、当地域の緑水軸の骨格をなして

います。 

 昭和 40年代初めに開発された初期のニ

ュータウンが立地しており、大和団地

では高齢化が進んでいます。 

 新名神高速道路やアクセス道路が建設中で、周辺には良好な自然が広がっています。 

 

北部・南地域の人口推計（人） 

 
平成17年 平成25年 平成34年 

0～14歳 4,585 4,668 3,789 

（割合） 13.8% 13.7% 11.5% 

15～64歳 22,050 20,160 18,880 

（割合） 66.2% 59.1% 57.5% 

65歳以上 6,674 9,290 10,169 

（割合） 20.0% 27.2% 31.0% 

合計 33,309 34,118 32,838 

（資料：第2章の人口推計結果をもとに、地域別人口割合で案分） 

 

（1）- 2 地域づくりの主要課題 
○地域核におけるにぎわいの創出 

○新名神高速道路及び関連都市計画道路の整備と周辺土地利用計画の検討 

○能勢電鉄（仮称）一庫駅周辺のまちづくりの検討 

○舎羅林山北側開発地の土地利用の誘導 

○高齢化が進行するニュータウンにおける良好な住環境の再生 

○ニュータウン外周部などの自然環境と緑水軸の保全 

○川西市郷土館等の地域資源の有効活用による地域の活性化 

○既成市街地における適切な土地利用と住環境の誘導 
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国道173号（東谷小学校付近） 

国道173号（東谷小学校付近） 

（2）北部・南地域の方針 
 

鉄道機能と駅周辺の都市機能の充実を図りつつ、高速道路周辺の自然環境にも

配慮しながら、既成市街地及びニュータウンなどの維持・保全と活力再生をめ

ざします 

＜土地利用＞ 

 新名神高速道路のインターチェンジへア
クセスする川西インター石道畦野線など

の周辺では、緑豊かな周辺環境に配慮しつ

つ、沿道の適正な土地利用を誘導します。 

 国道 173号などの主要道路沿いでは、周辺

の住環境に配慮しながら、地域住民の快適

な暮らしを支える生活関連サービス施設の

土地利用を誘導します。 

 既成市街地においては、周辺環境と調和し
た中低層住宅地としての良好な住環境を誘

導します。 

 里山に隣接する集落地を保全するとともに、生活に関連する施設を充実させるなど、
定住環境の維持に努めます。 

 笹部・東畦野などにある生産緑地地区については、都市の貴重な緑地としての機能や
災害時の空地としての機能もあることから、その機能を評価し、周辺の住宅地等との調

和や適正な保全に努めます。 

 大和団地などのニュータウンは低層住宅地としての良好な住環境を維持し、また、外周
部を縁取る緑地を住宅地に隣接する貴重な緑地として保全に努めます。 

 高齢化が進む住宅団地では、人口の年齢バランスを保つため、地区計画を活用する際は、
若年層の定住促進を考慮に入れながら検討します。 

 緑水軸である猪名川や一庫大路次川は、河川管理者の協力により地域に豊かな自然環
境と潤いのある自然景観を提供する貴重な資源として保全に努めます。 

＜交通＞ 

 新名神高速道路及び川西インター石道畦野線の整備を関係機関との連携により進め、
水明台へ接続する矢問畦野線の都市計画道路等を整備することにより、（仮称）川西イ

ンターチェンジへのアクセス性の向上と市域内の東西交通を円滑化します。また、川西

インター石道畦野線での植樹帯の整備など、緑のネットワークの形成に努めます。 

 既成市街地等の生活道路については、地域の現状等を総合的に判断し、地域住民等と協
力し合いながら、安全で歩きやすい道路の整備に努めます。 

 地域の重要な基幹となる公共交通を維持保全するため、多様な交通手段と連携しなが
ら、能勢電鉄の利用促進に努めます。 
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 大和団地から国道 173号へのアクセス性

向上のため、見野線の整備を推進します。 

＜都市施設＞ 

 能勢電鉄の山下駅と日生中央駅間におい
て、一庫地区のまちづくりの中心施設とな

る（仮称）一庫駅の設置について検討を進

めます。 

＜市街地整備＞ 

 能勢電鉄山下駅を中心とした地域核は、商
業・文化・生活利便施設など、地域に必要

な都市機能が集積した活力とにぎわいの

ある拠点の創出をめざします。 

 舎羅林山北側の計画的開発地については、
住宅系以外の新たな都市機能の導入など、

時代の要請に応じた土地利用計画の変更

を視野に入れながら、開発計画を適切に進

められるよう協議していきます。また、必

要性を鑑みながら、隣接する箕面市側へと

連絡する道路の整備について検討します。 

 ニュータウンなどの戸建住宅地について
は、良好な住環境を形成・維持するために、

地区計画や緑地協定などを活用し、地区の

特性を活かした魅力ある住環境を保全し

ます。 

＜景観・防災等＞ 

 昭和 40年代初めに開発されたニュータウ

ンにおいては、少子・高齢化の進行に対応

した持続可能なニュータウン再生の仕組みづくりを検討します。 

 地域東部及び西部の山並み・ニュータウン周辺の自然緑地・里山に隣接する集落地は、
良好な地域イメージを支える大切な景観資源であることから、自然景観などの保全に

努めます。 

 川西市郷土館をはじめとする文化財施設等は、個性的な特徴を創出する貴重な地域の
財産であり、景観資源であることから保全に努めます。 

 地域の防災力や防犯力の向上のため、地域住民等の意識を高めることにより、防犯性
が高い街並みの形成や地域のつながりの強化などを図ります。また、東谷公民館や北

陵公民館などの地域防災拠点、平木谷池公園や各小学校区のコミュニティ防災拠点な

ど、総合的な防災機能を強化します。  

川西市郷土館（下財町）

畦野駅前（大和）

大和夢ナリエ（平木谷池公園）
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◆北部・南地域 地域づくり方針 

  



第５章 地域別方針 

 70 

5－4 中部・西地域 

（1）中部・西地域の特性と課題 
 
（1）- 1 地域の特性 

 猪名川の西側に位置し、清和台から萩原
台までに至るニュータウンと、その周辺

に広がる自然緑地と里景観の残る集落

地などからなる地域です。 

 ニュータウンは、緑豊かな丘陵地に良好
な低層住宅地を形成し、南野坂、けやき

坂などの比較的新しい地区と、清和台、

萩原台など、昭和 40年代に造成された

地区が立地しています。 

 猪名川が地域の東端を南北に縦断して
おり、当地域の緑水軸の骨格を成しています。 

 

中部・西地域の人口推計（人） 

 
平成17年 平成25年 平成34年 

0～14歳 5,748 5,587 4,354 

（割合） 14.7% 14.2% 11.4% 

15～64歳 26,065 23,285 22,264 

（割合） 66.9% 59.1% 58.3% 

65歳以上 7,161 10,547 11,579 

（割合） 18.4% 26.7% 30.3% 

合計 38,974 39,419 38,197 

（資料：第2章の人口推計結果をもとに、地域別人口割合で案分） 

 

（1）- 2 地域づくりの主要課題 
○高齢化が進行するニュータウンにおける良好な住環境の再生 

○公共交通の維持・利便性の向上 

○ニュータウン外周部などの自然環境と緑水軸の保全 

○既成市街地における適切な土地利用と住環境の維持 

  

明峰公民館からの眺め
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（2） 中部・西地域の方針 
 

バス交通機能の利便性を維持しつつ、地域を縁取る山並みや河川など、豊かな

自然に囲まれた良好な住環境の維持・保全をめざします 

＜土地利用＞ 

 清和台・けやき坂・鶯が丘などのニュータウ
ンにおいては、主に、低層住宅地としての

良好な住環境の維持保全を図り、西多田な

どの既成市街地については、周辺環境と調

和した中低層住宅地としての良好な住環境

を維持保全します。 

 良好な里景観を呈する赤松・若宮・芋生な
どの集落地においては、生活に関連する施

設の充実など、既存集落の保全に努めます。 

 都市計画道路川西猪名川線の市街化区域内

の沿道では、周辺住民の利便性に寄与する

生活関連サービス施設の土地利用を誘導し

ます。 

 西多田・矢問などにある生産緑地地区につ
いては、都市の貴重な緑地・空地として機

能を評価し、周辺の住宅地等との調和や適

正な保全に努めます。 

 清和台・けやき坂などニュータウンの外周
部を縁取る緑地は住宅地に潤いを与える市

街化区域内の貴重な緑として保全します。 

 猪名川・芋生川などの河川は、様々な生物
の貴重な生息の場であることから、河川管

理者の協力により地域に潤いを持たせる貴

重な自然資源として保全に努めます。 

＜交通＞ 

 公共交通については、基幹公共交通軸とし
て位置づけた都市計画道路川西猪名川線を

利用する川西能勢口駅から清和台に至る路

線バスの維持保全に努めます。 

 生活道路については、地域の現状等を総合
的に判断し、地域住民等と協力し合いなが

ら、安全で歩きやすい道路の整備に努めます。  

赤松からの眺め（清和台中学校付近） 

川西猪名川線の桜並木（清和台） 

川西猪名川線（西多田） 
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＜市街地整備＞ 

 ニュータウンなどの戸建住宅地については、
良好な住環境を形成・維持するために、地

区計画や緑地協定などを活用し、地区の特

性を活かした魅力ある住環境を保全します。 

＜景観・防災等＞ 

 ニュータウンにおける高齢化の進行に伴い、
時代の要請に応じた持続可能なニュータウ

ン再生の仕組みづくりを検討します。 

 ニュータウン周辺の自然緑地や既存集落に
おける里景観などは、良好な都市イメージ

を構築する地域の景観資源であることから

保全に努めます。 

 公民館、公園、小学校などの既存の避難施
設において、総合的な防災機能を強化しま

す。また、地域の防災力や防犯力の向上の

ため、地域住民等の意識を高めることによ

り、防犯性が高い街並みの形成や地域のつ

ながりの強化などを図ります。 

 

  

けやき坂のまち並み

赤松の棚田

萩原台と萩原大橋
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◆中部・西地域 地域づくり方針図 

  



第５章 地域別方針 

 74 

5－5 中部・東地域 

（1）中部・東地域の特性と課題 
 
（1）- 1 地域の特性 

 猪名川の東側に位置し、長い歴史を持つ
多田周辺の集落地、多田グリーンハイツ

などからなる地域で、地域東側には山林

からなる自然緑地が広がっています。開

発が初期のニュータウンである多田グ

リーンハイツは、高齢化が急速に進んで

います。 

 猪名川が地区西南部を南北に縦断して
おり、当地域の緑水軸の骨格をなしてい

ます。 

 源氏ゆかりの多田神社など歴史的な地域資源に恵まれています。春には「源氏まつ
り」が開催され、多田神社周辺を中心に懐古行列が行われます。 

 

中部・東地域の人口推計（人） 

 
平成17年 平成25年 平成34年 

0～14歳 4,801 4,221 3,367 

（割合） 13.6% 12.2% 10.2% 

15～64歳 22,937 20,439 18,916 

（割合） 65.0% 58.9% 57.6% 

65歳以上 7,543 10,034 10,585 

（割合） 21.4% 28.9% 32.2% 

合計 35,281 34,694 32,868 

（資料：第2章の人口推計結果をもとに、地域別人口割合で案分） 

 

（1）- 2 地域づくりの主要課題 
○地域核におけるにぎわいの創出 

○高齢化が進行するニュータウンにおける良好な住環境の再生 

○ニュータウン外周部などの自然環境と緑水軸の保全 

○既成市街地における適切な土地利用と住環境の誘導 

  

鼓が滝からの眺め
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（2） 中部・東地域の方針 
 

自然環境との調和を図りつつ、鉄道機能と駅周辺の生活利便施設が集積した快

適な環境の維持・保全をめざします 

＜土地利用＞ 

 平野駅から鼓滝駅周辺までの国道 173号や

平野線などの主要道路の沿道地域において

は、背後地の住環境に配慮しながら、周辺

住民の生活利便に寄与できるよう生活関連

サービス施設の土地利用を誘導します。 

 ニュータウンにおいては、主に、低層住宅
地としての良好な住環境の維持保全を図り、

既成市街地においては、主に低層戸建住宅

の中に中層住宅と農地が混在しているため、

周辺環境と調和した中低層住宅地としての

良好な住環境を維持保全します。 

 東多田・平野などにある生産緑地地区につ
いては、都市の貴重な緑地・空地として機

能を評価し、周辺の住宅地等との調和や適

正な保全に努めます。 

 地域の西南部を縦断する緑水軸である猪名
川や塩川は、河川管理者の協力によりニュ

ータウンの外周部や市域を縁取る丘陵地の

緑とともに、地域に潤いをもたらす貴重な

自然資源として保全に努めます。 

＜交通＞ 

 地域の中央を縦断する能勢電鉄は、都市活
動や地域生活を支える重要な役割を担う基

幹公共交通機関であることから、利用促進

に努めます。 

 また、平野駅前の交通広場は、異なる交通
を相互に連絡し、多様な交通需要に対応す

る拠点であることから、有効に活用します。 

 既成市街地等の生活道路については、地域
の現状等を総合的に判断し、地域住民等と

協力し合いながら、安全で歩きやすい道路

の整備に努めます。

猪名川の河川敷（多田桜木） 

能勢電鉄（平野駅付近） 

 

平野駅前の交通広場 
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＜市街地整備＞ 

 能勢電鉄多田駅を中心とした地域核は、商
業・文化・生活利便施設など、地域に必要

な都市機能が集積した活力とにぎわいの

ある拠点の創出をめざします。 

 ニュータウンなどの戸建住宅地について
は、良好な住環境を形成・維持するために、

地区計画や緑地協定などを活用し、地区の

特性を活かした魅力ある住環境を保全し

ます。 

＜景観・防災等＞ 

 昭和 40年代初めに開発されたニュータウ

ンにおいては、少子・高齢化の進行に対応

した持続可能なニュータウン再生の仕組

みづくりについて検討します。 

 多田神社をはじめとする歴史的な建造物
等は、貴重な地域の財産であり景観資源で

あることから、市民の愛着や誇りを育むと

ともに歴史的な景観の保全に努めます。 

 地域の防災力や防犯力の向上のため、地域
住民等の意識を高めることにより、防犯性

が高い街並みの形成や地域のつながりの

強化などを図ります。また、地域防災拠点

などの既存の避難施設において、総合的な

防災機能を強化します。 
 

  

水明台第５公園（水明台）

国道173号（鼓滝駅付近）

国道173号（多田駅付近）
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◆中部・東地域 地域づくり方針図 
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5－6 南部・JR北地域 

（1）南部・JR北地域の特性と課題 
 
（1）- 1 地域の特性 

 古くからの集落が基盤となり、阪急電鉄
宝塚線、ＪＲ福知山線、能勢電鉄の開通

とともに都市化が進んだ中心市街地を

核とする地域です。 

 川西能勢口駅、ＪＲ川西池田駅の周辺で
は、市街地再開発事業、連続立体交差事

業などの都市整備が進められ、交通結節

機能の強化や広域商業機能の充実が図

られてきました。 

 市の中枢的な役割を果たす地域であり、
商業、業務、行政、文化、医療、福祉、教育などの多くの都市機能が集積しています。 

 皮革工場等が立地していた中央北地区では、土地区画整理事業が実施されています。 
 満願寺町は市の飛び地となっています。源氏ゆかりの満願寺があり、金太郎のモデ
ルとなった坂田金時の墓がある寺としても知られています。 

 小戸や花屋敷は、昭和初期に開発された閑静な住宅地で、花屋敷にある栄根寺廃寺
遺跡やナイチンゲール像は、駅にも近いことから憩いの場として親しまれています。 

 

南部・JR北地域の人口推計（人） 

 
平成17年 平成25年 平成34年 

0～14歳 3,479 3,617 3,339 

（割合） 12.2% 12.6% 11.8% 

15～64歳 18,826 17,303 16,814 

（割合） 65.8% 60.1% 59.4% 

65歳以上 6,289 7,853 8,173 

（割合） 22.0% 27.3% 28.８% 

合計 28,594 28,773 28,326 

（資料：第2章の人口推計結果をもとに、地域別人口割合で案分） 

 

（1）- 2 地域づくりの主要課題 
○川西能勢口駅地区と中央北地区とが一体となった魅力ある都心核の形成 

○中央北地区における次世代複合都市の実現 

○川西能勢口駅東地区等周辺整備 

○都心核周辺における住環境の改善 

  

川西能勢口駅
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（2）南部・JR北地域の方針 
 

交通拠点機能を基本に、商業・業務機能及び文化・行政などの高次都市機能を

集積し、「川西の顔」にふさわしい都心核の形成をめざします 

＜土地利用＞ 

 交通の拠点である川西能勢口駅周辺は、商
業・業務及び文化・行政等の高次都市機能

が複合する地域として維持します。また、

中央北地区との一体的な整備により、複合

的な都市機能が集積した暮らしやすい利便

性の高い都心核の形成をめざします。 

 小戸・花屋敷など、昭和初期に開発された
低層住宅地区の良好な住環境の保全に努め

ます。 

 出在家町・萩原などにある生産緑地地区に
ついては、都市の貴重な緑地・空地として

機能を評価し、周辺の住宅地等との調和や適正な保全に努めます。 

 緑水軸となる猪名川は、都心部における豊かな自然と良好な景観を提供しており、市
民に潤いや安らぎを与える場となっていることから、特徴ある親水性空間を創出する

ため、河川管理者の協力により河川敷の活用と保全に努めます。 

＜交通＞ 

 中央北地区土地区画整理事業に関連する都市計画道路（豊川橋山手線・せせらぎ遊歩
道北線・せせらぎ遊歩道南線・文化会館前線）等の整備を推進し、市域中心部におけ

る交通の円滑化と安全で快適な歩行者空間として整備します。また、周辺道路は利用

状況や関連道路の整備状況などを勘案し、計画的・体系的な整備を検討します。 

 都市計画道路呉服橋本通り線（国道 176号）の寺畑地域での整備を関係機関との連携

により進め、東西交通の円滑化に努めます。 

 既成市街地等の生活道路については、地域の現状等を総合的に判断し、地域住民等と
協力し合いながら、安全で歩きやすい道路の整備に努めます。 

＜市街地整備＞ 

 川西能勢口駅周辺地区（既存の都心核）と中央北地区とが一体となった魅力ある都心
核を形成するため、中心市街地活性化基本計画と整合を図りながら、せせらぎ遊歩道

などの連絡通路の整備や各種施設内をはじめ、駅前広場、ポケット公園等、回遊動線

における交流の場を創出するなど、活性化に努めます。 

 中央北地区については、まちづくり方針に基づき、「医療」「住宅」「集客」など多機
能が連携する「次世代型複合都市」をめざします。また、まちづくり方針の実現に向

五月山とビックハープ 
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けて、民間活力の導入を検討し、かつ「川

西市中央北地区低炭素まちづくり計画」を

活用した整備誘導を図ります。 

 中央北地区内において、せせらぎ遊歩道と
隣接する中央公園とを一体的に整備し、手

軽に自然とふれあえる地域のつながり形

成の場とし、都心部における潤いの場を提

供します。 

 都心核の機能を充実させるため、川西能勢
口駅東地区等の周辺環境の整備を検討し

ます。 

 魅力ある都心景観の形成を図るため、川西
能勢口駅周辺部において、都市景観形成条

例に基づく景観形成（川西市駅前地区）を

推進します。 

＜景観・防災等＞ 

 商業・業務機能などが集積する川西能勢口
駅周辺は、川西市都市景観形成条例に基づ

く景観形成地区「川西市駅前地区」として

指定し、「川西の顔」となる魅力ある駅前

の景観を形成します。 

 大規模災害に対する広域的、機動的な防災
力の向上のため、猪名川河川防災ステーシ

ョン内ヘリポートを関係機関と連携して

有効に活用します。 

 市役所や中央公園を中心とする本市の防
災拠点や周辺の避難施設において、総合的

な防災機能の強化を図ります。また、地域

の防災力や防犯力の向上のため、地域住民

等の意識を高めることにより、防犯性が高

い街並みの形成や地域のつながりの強化

などを図ります。 

  

栄根寺廃寺遺跡（花屋敷）

小戸神社前の参道（小戸）

天王宮児童遊園地
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◆南部・JR 北地域 地域づくり方針図 
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◆都心核 地域づくり方針図
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5－7 南部・JR南地域 

（1）南部・JR南地域の特性と課題 
 
（1）- 1 地域の特性 

 ＪＲの南側に位置し、住宅地、工業地、
都市農地等が混在している地域であり、

一部には、大阪国際空港周辺の騒音対策

区域も含まれています。 

 市の特産品である桃・イチジクの主要な
産地であり、農業生産環境が比較的整っ

ています。 

 工業系の土地利用が最も多い地域です
が、住宅地や農地などとの混在が見られ

ます。 

 市街地の中に南部段丘や市街化調整区
域の農地、生産緑地などの自然的土地利用が介在しています。 

 大阪国際空港周辺地域では、航空機騒音による移転跡地である空地が多数存在して
います。 

 国史跡加茂遺跡、鴨神社、春日神社など、歴史的な地域資源に恵まれています。 

 

南部・JR南地域の人口推計（人） 

 
平成17年 平成25年 平成34年 

0～14歳 3,394 2,920 2,380 

（割合） 13.7% 12.2% 10.4% 

15～64歳 16,421 14,641 13,832 

（割合） 66.4% 61.1% 60.4% 

65歳以上 4,917 6,387 6,689 

（割合） 19.9% 26.7% 29.2% 

合計 24,732 23,948 22,901 

（資料：第2章の人口推計結果をもとに、地域別人口割合で案分） 

 

（1）- 2 地域づくりの主要課題 
○都市計画道路川西伊丹線沿道における生活利便機能の維持 

○住宅地、農地、工業地等、用途混在地における土地利用誘導 

○集落地と小規模開発の住宅地及び都市農地が介在する地域等における生活道路の改善 

○大阪国際空港周辺地区の住環境の改善と移転跡地の有効活用 

  

南部段丘からの眺め 



第５章 地域別方針 

 84 

（2）南部・JR南地域の方針 
 

生活基盤施設の充実を図りつつ、工業・農業などのものづくりの役割を担う地

域としての特徴を活かしながら地域の活性化をめざします 

＜土地利用＞ 

 東久代・久代・下加茂などの製造、加工及
び組立に関連する事業所が集中する地域

においては、工業系の土地利用を誘導しつ

つ、周辺の住宅地等と調和のとれた良好な

市街地環境の形成をめざします。 

 都市計画道路川西伊丹線の沿道地域にお
いては、一定の沿道サービス施設が立地し

ていることから、さらなる生活利便性向上

をめざし沿道サービス機能を維持・誘導し

ます。 

 加茂・久代などにある生産緑地地区に指定
されている農地や加茂にある市街化調整区

域の農地は、都市の貴重な緑地・空地とし

て機能を評価し、周辺の住宅地等との調和

や適正な保全に努めます。 

 地域の東部を流れる緑水軸の猪名川は、市
街地における水と緑の地域資源であること

から、河川管理者の協力により、維持保全

に努めるとともに、河川敷を利用した東久

代運動公園など、親水性空間として活用し

ます。また、最明寺川についても、県のア

ドプト制度23への参加など、地域に潤いと

安らぎを与える河川環境の創出を関係機関

と連携しながら進めます。 

＜交通＞ 

 既成市街地等の生活道路については、地域の現状等を総合的に判断し、地域住民等と
協力し合いながら、安全で歩きやすい道路の整備に努めます。 

  

                                            
23 アドプト制度 
行政が、特定の公共財（道路、公園、河川など）について、市民や民間業者と定期的に美化活動を行うよう契約する制度のこ

と。美化活動を行う主体は、地域住民などのボランティアが多く、行政はそれらの活動に対し一定の支援を行うという形式が多

い。 

最明寺川

県立西猪名公園
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＜都市施設＞ 

 県立西猪名公園、東久代運動公園を広域
防災拠点として、大規模災害時の広域的

な救援・復旧拠点として活用します。 

 大阪国際空港周辺の航空機騒音に伴う大
規模移転補償跡地を活用し、地域の住民

同士のふれあいの機会が高まる公園とし

て整備します。 

 貴重な地域資源である加茂遺跡の史跡公
園の整備を検討します。 

＜市街地整備＞ 

 都心核であるＪＲ川西池田駅南側の市街
化区域内農地について、計画的な市街地の

形成をめざす地区として検討を進めます。 

 大阪国際空港周辺地域である摂代・高
芝・むつみ地区において、周辺地域と調

和のとれた生活道路・公園等の基盤整備

を推進し、移転跡地を有効に活用します。 

＜景観・防災等＞ 

 国史跡加茂遺跡、鴨神社、春日神社など
の文化財は、貴重な地域の財産であり景

観資源であることから、市民の愛着や誇

りを育むとともに、保全に努めます。 

 地域の防災力や防犯力の向上のため、地
域住民等の意識を高めることにより、防

犯性が高い街並みの形成や地域のつな

がりの強化などを図ります。また、既存

の避難施設において、総合的な防災機能

の強化に努めます。 

  

鴨神社 

桃源台線（加茂） 

文化財資料館 
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広域レベルのまちづくり 
（マクロの視点） 

【都市計画における市民等と行政の役割（イメージ）】 

地域レベルのまちづくり 
（ミクロの視点） 

 情報公開・判断 

活動の支援 

 

主体的な活動 

市民等 

行政 

関心・意見 

6－1 参画と協働による新たなまちづくりの推進 

都市計画マスタープランは、土地利用や都市施設の配置など、国、県、周辺市町との関係

性を考慮した広域的な観点から、都市全体のまちづくりの計画を示す役割があります。 

しかし、広域的な観点からだけでは、市民一人ひとりが求める暮らしを実現することがで

きません。そのため、最も身近な単位である「地域」に焦点をあて、市民が中心となって、

地域の課題やニーズ、将来像の共有化に取り組み、また地域的な観点からもまちづくりの計

画をとりまとめ、実践していく必要があります。 

まちづくりの計画は、広域レベルから地域レベルまで、異なる空間スケールからのアプロ

ーチであるため、中心となる主体や用いる手法は様々です。そして、双方のレベルとも都市

の構成員である市民、自治会、コミュニティ、ボランティア、NPO、事業者、そして行政が、

互いに果たすべき役割と負うべき責任を明確にして、「参画と協働」で取り組む仕組みが必要

不可欠です。各主体がその仕組みをよく理解して、私たちがめざす都市のあるべき姿の実現

に向け、まちづくりの活動を推進していくことが求められます。 

本市では、平成22年に「川西市参画と協働のまちづくり推進条例」が制定され、まさに地

域主体の個性的で魅力あふれるまちづくりに向けた取り組みを進めているところです。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※例示 

〈広域レベルのまちづくり〉・・・用途地域・都市施設・都市開発など 

総合的な視点での判断が必要となることから、行政側からの十分な情報提供

と、市民等の関心と幅広い意見交換のもとに取り組みを進めます。 
〈地域レベルのまちづくり〉・・・地区計画など 

行政は市民等による地域の主体的な活動に対して、側面的な支援や取り組み

の方向性の調整などを行います。  
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6－2 参画と協働のまちづくりにおける役割分担 

少子・高齢化などの社会環境の変化に伴い、市民ニーズは多様化・複雑化しており、身近な

生活空間や都市空間を重視したきめ細かなまちづくりが求められていることから、市民と行政

はそれぞれの立場で役割を分担しながら、参画と協働のまちづくりを推進していきます。 
 

（1）市民・事業者等の役割 

●公共心24を育み、市民性を身に付ける 

 従来、行政が中心的に担ってきた社会の中での公共的な役割を、市民や民間事業者等
もそれぞれの立場に応じて担っていく考え方が浸透しつつあります。 

 例えば、良好な景観は、美しい住宅地の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不
可欠なもので、市民共通の資産（公共財）となります。 

 事業者には、長期・広域の視点を持ち、公共的な価値や社会全体の利益を高める役割
や美しく均整のとれたまちを開発することが求められ、一方、市民には、周辺と調和

した植栽や住宅の色彩に配慮するなど、景観を自らの手でじっくりと守り育てていく

ことが求められます。 

 このように、一人ひとりが「公共心 24」を育むとともに、よりよい社会の実現に向けて

積極的に関わっていこうとする姿勢（市民性）を身に着けていくことが求められます。 

●自らがまちづくりの主体であることを意識する 

 まちづくりの主体は、そこに暮らし、働いている市民一人ひとりです。できるだけ多くの
市民がまちづくりの当事者であることを意識し、まちづくりを進めることが求められます。 

 地区計画の策定のプロセスでは、地区の住民が主体となってまちづくり協議会を組織し、
個々の意向の尊重と反映を基本に合意形成が図られ、計画案をまとめられています。 

 このように、互いの立場や相手の考えを尊重し合い、一部の意見のみが地域全体の声
として解釈されることがないよう熟議を重ねながら、地域のみんなが共有できる将来

像に向かってまちづくりを実践していくことが必要です。 

●都市計画への参画 

 市民や事業者等が主体となったまちづくりを進めるには、土地利用や都市施設の整備等
に関して定められている都市計画の仕組みや制度に関する理解を深めるとともに、都市

計画の見直し等に際して、意見聴取の場となるパブリックコメントや説明会の開催など

に積極的に参画することにより、まちづくりへの市民意見を反映することが必要です。 

 近年、利用者が急増しているインターネットは、都市計画の基本的な解説や既に定め
られている都市計画の情報などを収集する有効な手段であることから、自らが居住す

る地域に定められた都市計画について知識や関心を高めるため、積極的に活用するこ

とが望まれます。  

                                            
24 公共心（Public Mind、Public Spirit） 
社会全体の利益を大切にしようと思う気持ち。また、公共的な活動につながる気持ち。 
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まちづくり出前講座

（2）行政の役割 

●地域住民主体のまちづくり活動を応援する 

 市民が活かすことができるマスタープランと
するためには、まずは市民が都市計画やまちづ

くりに関心を持ってもらい、その結果、自分た

ちの暮らす地域がどのような姿になっていく

のかをイメージしてもらうことが大切です。 

 そのため、当都市計画マスタープランの内容
を市民と行政で共有することができるよう

に、都市計画やまちづくりに関する知識の普

及や情報提供の機会をつくっていきます。 

 また、より主体的なまちづくり活動を実践し
てもらえるよう、市民性を育むための様々な

情報提供や意識啓発の取り組みを進めます。 

●戦略的なまちづくりを展開する 

 中央北地区での土地区画整理事業をはじめ、新名神高速道路（仮称）川西インターチ
ェンジ開設に伴う周辺土地利用の検討など、本市の活力増進につながる事業・計画等

については、関係各課と連携しながら戦略的に取り組みます。 

 多様化・拡大化する市民ニーズに対応するため、都市の将来像を踏まえ、総合的な観
点から優先順位（プライオリティ）や費用対効果（B/C）を考慮しながら計画的に事

業を推進します。 

 本来、民間が担うべき事業については、PFI手法25や指定管理者制度26など民間活力を

導入することにより、合理的かつ効率的な事業を推進します。 

●横断的かつ広域的な連携によるまちづくりに取り組む 

 様々な課題に対応するまちづくりを推進するため、庁内組織の横断的な連携や国・
県・市町との広域的な連携を強化し、相互の協力を図ります。 

 地区における活動において地区計画の案を作成する場合など、専門的な知識や経験が
必要とされる業務については、当都市計画マスタープランの基本的な考え方を理解す

る専門家を地区に派遣するなど、市民の主体的なまちづくりを支えるため、活動の啓

発や支援を行います。 

 公共交通の充実や自然環境の保全、広域防災機能の拡充などについては、隣接市町と
行政界を超えた連携を進めていきます。  

                                            
25 PFI手法 
 Private Finance Initiative（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）の略。公共施設等の建設、維持管理、運営等を
民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法。 
26 指定管理者制度 
 公の施設の管理運営について、従来、地方公共団体やその外郭団体に限定していた公の施設の管理を民間企業・NPO法人で
も受託できるようにした制度。本市においても、一部公共施設で導入済。 
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（3）市民と行政による地域づくりの推進イメージ 
市民・事業者等と行政がそれぞれの役割を果たしつつ、具体的に地域づくりを進めてい

く必要があります。その主だったプロセスを以下に示します。 

 
  

川で楽しむ子どもたち（塩川） 花壇づくり活動（奥池公園） 

 
・地域の魅力や課題の再発見を通して、

地域の現状を把握する。 
・地域の人と知り合いになる。 

地域を知る 

 
・道路清掃、玄関先への花植えなど身

近なところから活動を始める。 
・同じ思いを持った人と一緒に活動を

広げる。 
・まちづくり事例などを学ぶ。 

活動に参加してみる 

 
・地域の人たちと一緒に地域の課題解

決、魅力の向上などを通して、まち

のあるべき姿を話し合う。 
・まちのあるべき姿を実現するための

ルールづくりや計画づくりを行う。 

地域で役割を担う 

 
・ルールや計画の周知や参加者の呼び

かけを行う。 
・ルールや計画に基づく活動を実践する。 

取り組みを広げる 

 
・まちづくりに関する情報を提供する。 
・まちあるきなど意識啓発イベントを

実施する。 

情報を提供する 

 
・公共施設の維持管理、運営等の仕組

みづくりを通して、地域活動へのき

っかけを提供する。 
・まちづくり活動への意識を育てるた

めの勉強会などを開催する。 

きっかけをつくる 

 
・ルールづくりや計画づくりの側面的

支援を行う。（専門家派遣や活動助成

など） 

技術的に支える 

 
・法的な手続きや運用、計画の策定を

行う。 
・地域の実践活動の支援を行う。 

制度で支える 

STEP 
1 

STEP 
2 

STEP 
3 

STEP 
4 

【市民・事業者】 【行政】 
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（4）市民の取り組みのイメージ 
身近な地域に関心を寄せ、魅力を感じ、住み

続けたいと思うような環境をつくるためには、

市民主体の公共的なまちづくりの活動が効果

的です。ここでは、まちの魅力を高め、暮らし

やすい環境を育み、まちの健全な発展に寄与す

るような市民の取り組み例を目標ごとに紹介

します。 

「快適に暮らせる川西」をめざして 

●景観意識の向上と個別建物のまち並み景観へ

の配慮 

住民の景観意識を高めることで、建物の新築

及び建て替え時におけるまち並み景観への配慮

や、生け垣などの外構部の構造及び維持管理を

住民一人ひとりが意識することで、良好な景観

の維持・形成につながります。 

●地区計画、建築協定、緑地協定などの独自ル

ールの積極的な活用 

地区計画、建築協定、緑地協定、住民憲章27な

ど、地区の特性やめざすまちの方向に合わせた

地区独自のルールを生かすことで、まち並みや

緑環境などを保全・創出し、良好な住環境を維

持・形成することができます。 

●地域における美化、緑化活動等の促進 

地域の清掃や、宅地内の緑化（生け垣緑化や

ガーデニングなど）を積極的に行うことで、地

域に潤いや安らぎが生まれるとともに、景観や

住環境の魅力アップにつながります。現在、市

内には、公園・緑地において花苗を育てる 82
団体のグリーンフラワーグループが活動して

います。 
  

                                            
27 住民憲章 
市民の生活や環境に関する規範やルールを示したもの。法律ではないため、拘束力や強制力は持たない。 

地区計画を定めたグリーンエステート日生中央地区 

市民による落ち葉の清掃活動（向陽台）

市民による芝生の管理活動（奥池公園）
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●住民等による公共施設（道路・公園等）の維持管理と活用 

アドプト制度の活用など、地域住民による道路、猪名川などの河川、公園などの身近な

公共空間の維持管理により、地域の美しい環境を維持することができます。また、公園に

ついては、地域や NPO団体等が運営・活用に関わることで、地域のニーズにあった余暇
イベントやサービスを提供し、また良好な景観を創出することができます。 

●地域の交通のあり方検討と公共交通の利用

促進 

モビリティ・マネジメントの手法を用いて、

地域で既存の公共交通の利用を促進すること

で、公共交通の衰退を防ぐことにつながります。

今後の公共交通については、地域の状況に応じ

た交通のあり方を地域住民・行政・交通事業者

等で一緒に考えることにより、使いやすい公共

交通の実現につなげることができます。 

「魅力と活力が満ちあふれる川西」をめざして 

●既存施設や歴史・文化資源の有効活用 

身近な既存の公民館等の公共施設等の運営管理や、文化遺産・観光資源を活用したイベ

ントやにぎわい創出に地域住民が関わることにより、地域特性を活かしたにぎわいや地域

の独自性の創出が可能となります。 

●地域住民による遊歩道や公園などの維持管

理と活用 

アドプト制度の活用など、地域住民による

遊歩道や公園などの維持管理により、きめ細

かに地域の美しい環境を維持することができ

ます。また、中央北地区に整備されるせせら

ぎ遊歩道及び中央公園については、今後、広

く市民の意見を聴取しながら計画を進め、新

たな市民管理団体の醸成、地域やNPO等の
団体との連携を模索します。市民や地域のニ

ーズにあった活用やにぎわいの創出に繋がる

ことが期待されています。 
 

  

小学生を対象にした公共交通の講座 

市民活動による道路沿道の緑化 
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●地域魅力の再発見・再認識と魅力発信 

まち歩きやワークショップ、その他イベント

等を通じて地域の魅力を発掘・再発見し、地域

の共通認識とすることで、地域への誇りや愛着

を増進し、それらを発信・PRしていくことで、
住民の流出防止や若い世代等の流入促進、地域

の活性化につなげることができます。 
 

 

 

「安全で安心して暮らせる川西」をめざして 

●建物の防災性（耐震性、防火性）の向上 

木造建物の建替えや個別住宅等の耐震補強等により、地域の防災性能を高めることにつ

ながります。また、個別住宅等の耐震補強にあたっては、市の耐震診断や耐震改修に対す

る補助制度を要件を満たせば活用することができます。 

●自主防災組織の強化と育成 

コミュニティ・小学校区単位等での自主防災

組織の強化育成に努めることにより、人と人と

の絆を深めて、地域ごとの特性に応じた災害時

の地域防災力、日常の防犯力を向上させること

が可能となります。また、地域住民による見回

り、見守りや声掛けなどの取り組みも効果的で

す。 

●地区計画の活用等 

生け垣などの外構部の構造について、地区計画や地域独自のルール等を定めている事例が

あります。例えば、高いブロック塀を規制し死角を減らすことで「防犯性」が高まり、倒壊

する恐れが減ることで「防災性」にもつながり、地域の安全・安心が高まります。 

 

  

ワークショップ

地域での防災訓練 
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「豊かな自然と緑を守り育む川西」をめざして 

●緑地・里山の保全活動への参加 

市民や NPO等の団体と連携して、農業体験
や草刈りや間伐など、里山整備体験または森林

保全活動を通じて農林地の維持管理、農作物の

地産地消を進めることで、里山の自然や景観を

維持・保全し、市民等の自然とふれあうニーズ

に応えることができます。 

●公園の維持管理と活用 

市民や NPO等の団体が運営・活用に関わる
ことで、市民や地域のニーズにあった活用をす

るなど、暮らしの質を高めることができます。 

●猪名川の維持管理・活用 

地域住民等による維持管理により、きめ細かに地域の美しい環境を維持することができま

す。また、河川や河川公園などについては、地域やNPO等の団体が運営や活用に関わりを
持つことで、地域への愛着を深め、良好な水辺景観を創出することにつながります。 

  

市民活動による猪名川河川敷の緑化 
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6－3 都市計画マスタープランの進行管理・見直し 

社会の変化は、以前にも増して急激な時代にな

っており、市民の意識・考え方も時代により大き

く変わる可能性があります。 

川西市都市計画マスタープランは、10年後の平

成 34年を目標年次としていますが、今後の社会経

済情勢の変化により、新たな課題や市民ニーズへ

の対応が必要となることも予想されます。 

また、厳しい財政状況が続く中、持続可能なま

ちづくりを実現していくためには、実施した業務

の量ではなく、業務によって市民生活にもたらし

た成果を重視するとともに、限られた財源や人材

などを効果的かつ効率的に活用することが求められます。 

こうした状況にあっては、Plan（計画）→Do（実施）→Check（評価）→Action（改善）と

いう、いわゆる PDCAマネジメントサイクル28を導入して、計画を着実に実現させるととも

に次の計画に活かし、計画そのものを効果的な方向へ改善を重ねながら品質を向上させてい

く必要があります。 

 

●5年ごとの成果の把握 

全庁的に毎年実施する行政評価や市民実感調

査の成果などを基にして、5年間の成果の達成

状況を評価するとともに、残り 5年間で有効な

成果が得られるよう検討します。 

 

●10年ごとの定期的な見直し 

おおむね 10年ごとに定期的な見直しを行い

ます。 

                                            
28 PDCAマネジメントサイクル 
 経営管理等の基本的手法。Plan（計画）、Do（実施）、Check（評価）、Action（改善）のプロセスを順に実施し、Actionをさ
らに次の Planに反映しシステムを循環させる継続的な改善活動モデル。 

市木 桜（妙見山のエドヒガン群生地）

市花 りんどう（釣鐘型で紫色の花が咲く）
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1 都市計画マスタープラン見直しの経過 

 

■市民アンケート調査 

調査期間 ： 平成 23年 8月 24日～9月 7日 
調査対象者 ： 16歳以上の市民 3,000人 
回 収 数 ： 1,294 
回収率 ： 43.2％ 

 

■パブリックコメント 

意見募集期間 ： 平成 24年９月 20日～10月 19日 
意見提出人数 ： ６人 
意見提出件数 ： 51件 

 
（１）都市計画審議会 

第１回 平成23年5月18日 都市計画マスタープラン改定に伴う案の策定について 
（諮問） 

第２回 平成23年11月25日 都市計画マスタープラン改定の検討状況について 
（進捗状況の報告） 

第３回 平成24年8月31日 都市計画マスタープラン改定に伴う素案の策定について 
（パブリックコメント案の説明） 

第４回 平成24年11月20日 都市計画マスタープラン（案）に係る市民意見等について 
（パブリックコメント結果の報告） 

第５回 平成25年2月22日 都市計画マスタープラン改定に伴う案の策定について 
（答申） 

 
（２）検討委員会 

市内 
視察 

平成23年10月7日 
平成23年10月13日 

市内の視察 

第１回 平成23年10月26日 都市計画マスタープラン改定の基本的な考え方について 
（課題の総括・改定方針の検討） 

第２回 平成24年2月1日 都市計画マスタープラン検討案について 
（序章・全体構想の検討） 

第３回 平成24年2月16日 都市計画マスタープラン検討案について 
（地域別構想・都市づくりの推進方策の検討） 

第４回 平成24年6月7日 都市計画マスタープラン検討案について 
（改定案全般の検討） 
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第５回 平成24年7月31日 都市計画マスタープラン検討案について 
（パブリックコメント結果と改定案の検討） 

第６回 平成24年11月27日 都市計画マスタープラン検討案について 
（改定案全般の検討） 

 

（３）庁内策定プロジェクトチーム 

第１回 平成23年10月21日 都市計画マスタープラン改定の基本的な考え方について 
（課題の総括・改定方針の検討） 

第２回 平成24年１月25日 都市計画マスタープラン検討案について 
（土地利用方針の検討） 

第３回 平成24年2月8日 都市計画マスタープラン検討案について 
（序章・全体構想・地域別構想の検討） 

第４回 平成24年5月28日 都市計画マスタープラン検討案について 
（改定案全般の検討） 

第５回 平成24年8月2日 都市計画マスタープラン検討案について 
（パブリックコメント結果と改定案の検討） 

第６回 平成24年11月26日 都市計画マスタープラン検討案について 
（改定案全般の検討） 

  



付属資料 

 100 

2 都市計画マスタープラン見直しの検討体制 

（1）都市計画審議会委員名簿 

区 分 氏  名 所     属 
会 長 久  隆 浩 近畿大学総合社会学部 教授 
副会長 安田  末廣 市議会議員 
委 員 西井  和夫 流通科学大学総合政策部 教授 

北澤  嘉浩 宝塚大学造形芸術学部 教授 
水島  あかね 明石工業高等専門学校建築学科 助教 
栗山  尚子 神戸大学大学院工学研究科 助教 
古江  賢治 兵庫六甲農業協同組合 川西担当理事 
大智  靖志 川西市商工会 理事 
住田  由之輔 市議会議員 
北上  哲仁 市議会議員 
久保  義孝 市議会議員 
大矢根  秀明 市議会議員 
小山  敏明 市議会議員 
薮 内  勝 川西市農業委員会 会長 
谷川  晴一 国土交通省近畿地方整備局 猪名川河川事務所 所長 
宮坂  清志 兵庫県阪神北県民局宝塚土木事務所 まちづくり参事 
田中  隆一 兵庫県川西警察署 交通課 課長 

（平成25年3月現在・敬称略） 

 
（2）検討委員会名簿 

（都市計画審議会専門委員会） 

区 分 氏  名 所     属 
委 員 長 澤木  昌典 大阪大学大学院 工学研究科 教授 
副委員長 松村  暢彦 大阪大学大学院 工学研究科 准教授 
委  員 岡  絵理子 関西大学 環境都市工学部 建築学科 准教授 

水野  優子 武庫川女子大学 生活環境学部 生活環境学科 助教 
駒井  澄子 公募市民委員 
山本  信弘 公募市民委員 
山本  眞佐美 公募市民委員 

（敬称略） 
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（3）策定プロジェクトチーム構成員名簿 

区 分 所     属 
リ ー ダ ー 都市整備部 部長 
サブリーダー 都市整備部まちづくり推進室 室長 
構 成 員 総合政策部政策推進室 室長 

総務部危機管理室 室長 
市民生活部市民環境室 室長 
市民生活部地域活性室 室長 
都市整備部土木・住宅管理室 室長 
都市整備部まちづくり指導室 室長 
中央北整備部中央北推進室 室長 
教育振興部社会教育室 室長 
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索引（注釈検索用）                  ※注釈のあるページは太い数字で示した。 
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低炭素社会 ..................................................................  2、 19、 36、 49 

低炭素まちづくり計画 .....................................................................  4、 27 
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PDCAマネジメントサイクル ...........................................................  96 

兵庫県総合治水条例 ......................................................................  47、 57 

補完性の原則 ...........................................................................................................  21 

ま行 
モビリティ・マネジメント .................................................  43、 93 

や行 
淀川水系河川整備計画 ...............................................................  47、 57 

ら行 
緑視率 ................................................................................................................................  54 

緑地協定 ...................................  41、 46、 68、 72、 76、 92 

緑地率 ................................................................................................................................  54 

わ行 
ワークショップ ...................................................................................  44、 94 
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