
 
 





ごあいさつ 
 

本市は、昭和 40年代から高度経済成長に伴って

数多くの民間ニュータウンが開発され、昭和 42年

には全国に先駆けて開発指導要綱を制定するなど、

良好な都市空間と住環境の形成に力を注いでまい

りました。 

そして、本市の表玄関である川西能勢口駅前の再

開発や主要幹線道路の整備など、積極的な都市基盤

の整備を進めてきた結果、今日では水と緑の自然環

境に恵まれ、交通至便で快適な住宅都市として成長

を遂げました。 

近年、人口減少や本格的な高齢社会の到来、大震災の発生、地球環境問題の

深刻化など、都市を取り巻く環境は大きく変化していますが、そうした時代

の変化に的確に対応しながら、本市の持続的な発展をめざす必要があります。 

このたび、このような新たな社会的潮流や本市のまちづくりを取り巻く状

況の変化を踏まえ、都市計画の分野から将来の基本的な方針を示す、川西市

都市計画マスタープランを改定いたしました。快適に暮らせる都市の実現に

向けて、この方針に基づき、様々な都市計画を進めてまいります。市民のみ

なさんにも、都市計画マスタープランの趣旨をご理解いただき、地域のまち

づくりの一助としてご活用いただければ幸いです。 

最後になりましたが、都市計画マスタープランの改定にあたり、貴重なご

意見やご提言をいただきました市民のみなさんをはじめ、関係者の方々に心

から感謝申しあげます。 

平成 25年 3月 

川西市長 
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我が国の人口は 21世紀初頭をピークに減少時代に突入しています。本市も例外ではなく、
既に緩やかな減少傾向へと転じており、団塊世代の加齢による高齢化の加速により本格的な

高齢社会に突入し、少子化の進行も継続しています。 

経済面に目を転じると、我が国では低成長又は緩やかな減退の状況が続いており、今後も

同様の推移が予想されます。本市でも財政状況の悪化や都市基盤施設の維持管理・更新費用

の増大などが見込まれ、都市経営の効率化をより意識したまちづくりが求められています。 
また、地球環境問題等に対応するため低炭素社会1の実現をめざし、効率的な都市経営の視

点と絡めた集約型の都市構造2へ転換していくことが求められています。 

一方、近年では、「潤い」、「ゆとり」、「安らぎ」といった「精神的な豊かさ」、「生活の質」

を重視する気運の高まりとともに、都市の魅力をどのように確立し、他都市との差別化を図

っていくのも重要な課題となっています。 
それに加え、近い将来発生が予想されている東南海・南海地震、近年頻発しているゲリラ

豪雨など、私たちの生活を脅かす災害に対する安全・安心への意識の高まりも重視すべき問

題です。 
また、市民が地域づくりなどの活動に主体的に参画し、行政との協働によるまちづくりを

行う取り組みが全国的に重要視されており、本市においても、「川西市参画と協働のまちづく

り推進条例」に基づき、地域の力を高め、持続的で魅力ある地域づくりをめざしているとこ

ろです。 

このような新たな社会的潮流や本市のまちづくりを取り巻く状況の変化を踏まえて、平成

9年に策定した都市計画マスタープランの改定を行いました。 

 
川西市役所 

                                            
1 低炭素社会 
 地球温暖化に対応するため、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を削減し、化石エネルギーからの脱却をめざす社会。 
2 集約型の都市構造 
都市の無秩序な拡散を抑制し、都市機能の集積を促進する集約拠点とその他の地域を公共交通ネットワーク等で有機的に連携

させる都市構造。都市のにぎわいづくりや環境負荷低減に効果的であると期待されている。 
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1－1 目的と位置づけ 

〇目的 

都市計画マスタープランは、市がめざす都市計画の方向性を示すもので、土地利用、都市

施設の整備及び市街地開発事業に関する計画の決定や変更の指針となります。市が決定する

個別具体の都市計画は、都市計画マスタープランに即して定めます。 

 
〇位置づけ 

都市計画マスタープランは、都市計画法第 18条の２の規定に基づく「市町村の都市計画に
関する基本的な方針」として定める法定計画で、市の最上位計画である「川西市総合計画の

基本構想」や県が定める「阪神間都市計画区域マスタープラン」に即して定めます。 
また、環境基本計画、緑の基本計画、低炭素まちづくり計画3など、関連する諸計画との整

合性も図りながら定めます。 

都市計画マスタープランは、平成 25年度を基準年次とし、概ね 10年後の平成 34年（2022）
度を目標年次としています。また、社会経済の動向等を見極めつつ、必要に応じて見直しを

行うこととします。 

 

◆川西市都市計画マスタープランと上位・関連計画との関係 

                                            
3 低炭素まちづくり計画 
都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく都市機能の集約や公共交通機関の利用促進などに係る計画。国が定める基本方針に

基づき、都市の低炭素化促進の施策を総合的に推進する。 

 

川西市総合計画 

（第５次）基本構想 

・用途地域 

・特別用途地区 

・高度地区 

・生産緑地地区 

・その他 

・市街化区域 

・市街化調整区域 

・道路 

・公園,緑地,広場等 

・下水道,ごみ焼却場 

・その他 

・土地区画整理事業 

・市街地再開発事業 

・地区計画 

[兵庫県が定めるもの] 

阪神間都市計画区域 

マスタープラン 

[川西市が定めるもの] 

都市計画に 

かかわる事項 

地区計画等 都市施設 区域区分 
市街地 
開発事業 

 

緑の基本計画 

中心市街地 

活性化基本計画 

その他の 

分野別計画 

低炭素 

まちづくり計画 

環境基本計画 

地域防災計画 

川西市都市計画マスタープラン 

地域地区 

即す 

即す 

整合 
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1－2 役割と構成 

（1）都市計画マスタープランの役割 
 都市計画マスタープランは、長期的・総合的なまちづくりの基本方針として、土地利
用、都市施設及び市街地開発事業など、市が行う様々な都市計画の相互の整合性を図

ります。 
 都市全体及び地域ごとの将来の姿を示すことにより、市民・事業者などの理解を深め、
進むべき方向性を共有しながら、まちづくりへの参画を促します。 

 都市計画マスタープランは、例えば、道路や水路の改修工事などのように個々の施策
や事業の計画ではなく、それらを考える前提となる都市のあるべき姿を示すものです。 

 
（2）都市計画マスタープランの構成 

都市計画マスタープランは、以下のような構成となっています。 
 

 

◆都市計画マスタープランの構成 

  

 
都市計画マスタープランについて 

第1章 
 

まちづくりの課題 

第2章 

 

まちづくりの基本理念と目標 

第3章 

 

まちづくりの分野別方針 

第4章 
 

地域別方針 

第5章 
 

まちづくりの推進方策 

第6章 
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上空から見た川西



 

 

第２章 

まちづくりの課題 
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2－1 本市の現状と特性 

（1）地勢 
 本市は、兵庫県の東南部に位置し、大阪市から約 15km、神戸市から約 20kmの圏内
にあります。 

 市域は東西 6.5km、南北 15.0㎞と南北に細長く、面積は約 53.44k㎡です。タツノオ
トシゴのような市域形状をしており、猪名川が市域を南北に貫くように流れています。 

 地形の特徴から北部・中部・南部に分けられ、北部は一庫付近から北側に山岳地形を
形成し、北部から中部にかけては、多田・山下の 2つの盆地とそれを取り巻く丘陵か
らなっています。南部へは扇状に平野が形成され、平野は猪名川右岸に発達する段丘

面と、猪名川沿いの低地からなる 2つの地形からできています。 
 猪名川水系の谷筋に立地する集落から発展した地域や、南部の平地部に立地する旧市
街地、そして丘陵部に開発されたニュータウン地域など、それぞれの地形的特徴を活

かした市街地が展開されてきています。 
 
 
 
 

 

 
◆位置図 

川西市 
兵庫県 

大阪府 

兵庫県 
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（2）人口の動向 
〈人口／世帯数／世帯人員の推移〉 

 本市の人口は昭和 30年以降、平成 17年までは増加を続け、約 16万人で推移してお
り、平成 22年では 161,203人となっています。 

 平成 22年の世帯数は 66,801世帯、世帯人員は 2.41人となっています。世帯人員は、
核家族化の進行や世帯分離などに伴い縮小が続いており、平成 7年に 3人/世帯を下回
って以降も縮小傾向にあります。 

 
 
〈総合計画における人口推計〉 

 本計画の目標年次である平成 34 年度における人口推計は、概ね 155,000 人となって
おり、平成 22 年をピークに、以後、人口減少が進むと見込まれています。全国的に
人口減少、少子・高齢化が進行する中にあって、本市においてもその影響は避けるこ

とが出来ず、人口減少化の社会構造を視野に入れたまちづくりが必要です。 

 
※推計はコーホート要因法を用いて、社会移動を考慮しない「社会移動封鎖型」という手法に、今後計画さ

れている住宅等の新規建設要因を積み上げて推計しています。  

7,808 9,967 16,205 24,156 32,504 38,101 40,758 44,107 48,522 54,766 63,019 66,801

35,158 41,916
61,282

87,127

115,773
129,834136,376

141,253

144,539

153,762

161,050
161,203

4.50
4.21

3.78
3.61 3.56

3.41 3.35
3.20

2.98
2.81

2.56
2.41

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

S30 S35 S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22

（世帯人員）（人、世帯）

世帯数 人口（人） 世帯人員

161,050

161,203 161,092

159,609

155,244

152,000

153,000

154,000

155,000

156,000

157,000

158,000

159,000

160,000

161,000

162,000

H17 H22 H25 H29 H34

住民基本台帳

推計結果

（資料） 

S30～H12は国勢調査、H17～H22は

住民基本台帳及び外国人登録人口

（各年10月1日現在） 

（資料） 

H17～22住民基本台帳及

び外国人登録人口、H25～

34 市政策課推計（各年

10月1日現在） 
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（3）交通特性 
○広域的な交通ネットワーク 

 川西市の中心部からは、阪急電鉄宝塚線・ＪＲ福知山線が、また阪神高速道路大阪池
田線が大阪市まで直結しています。大阪国際空港は、市域南部にほぼ隣接するように

立地し、国内基幹空港として全国 24都市と定期便で結ばれています。 
 大阪国際空港までは、阪急電鉄川西能勢口駅からモノレール経由で大阪空港駅まで約

15分、ＪＲ新大阪駅までは約 35分と、利便性の高い利用環境が整っているほか、阪
神高速道路大阪池田線が、空港まで直結しています。 

 市域南部には中国縦貫自動車道が東西に通っており、西は宝塚インターチェンジから
中国地方・兵庫県西部方面、東は中国豊中インターチェンジから名神自動車道を経由

して京都・滋賀方面、さらに南へは近畿自動車道を経由して大阪府南部・和歌山方面

へと広域的なアクセスが可能で、これら高速道路網は、遠距離輸送手段として流通を

支えています。 
 市域北部には新名神高速道路と（仮称）川西インターチェンジの設置が計画されてお
り、開通すれば市域の北部・中部から県西部や京都方面へのアクセス性が向上し、さ

らに利便性が高まることが期待されます。 
 箕面グリーンロード（箕面有料道路）の開通後は、黒川地区から豊能町ときわ台付近
を経由して大阪の中心部へ至るアクセス性が向上しました。 

 

 
◆広域の交通網 
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○市域内の交通ネットワーク 
 都市の骨格を形成する幹線道路として、南
北方向に国道 173 号、都市計画道路川西
猪名川線、川西伊丹線が、東西方向には市

域南部を国道 176 号、国道 176 号バイパ
スが通っており、市域内の幹線道路の動脈

となっています。 
 鉄道は、阪急電鉄川西能勢口駅から市域を
南北に縦断するように能勢電鉄妙見線・日

生線が通っており、市域内の主要な大量輸

送機関として機能しています。 
 市内の主要なバス路線は、ＪＲ川西池田
駅・阪急電鉄川西能勢口駅・能勢電鉄の主

な駅と、市内のニュータウンなどとを結ぶ

路線が担っています。特に、市域中西部の

ニュータウンでは、都市計画道路川西猪名

川線を経由して阪急電鉄川西能勢口駅へ

と至るバス路線が重要な役割を果たして

います。 
 

空港と直結する阪神高速道路大阪池田線  

都市計画道路川西猪名川線 

ＪＲ川西池田駅前 
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◆市内の交通ネットワーク図 
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（4）その他 
○自然環境 

 本市は大都市近郊に位置しながら、豊かな水と緑に恵まれた地域であるといえます。 
 一級河川の猪名川、一庫大路次川の清流をはじめ、豊かな水をたたえる知明湖（一庫
ダム）など市街地に近接した水辺環境が充実しています。 

 また、北部は北摂連山近郊緑地保全区域及び猪名川渓谷県立自然公園普通地域として
緑豊かな山並みが守られ、日本一と称賛される黒川地区の里山や笹部地区などに美し

い棚田が広がる風景が望めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
猪名川の清流 知明湖（知明さくら橋） 

 

  
黒川地区の里山 笹部地区の美しい棚田  
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○歴史・文化 

 本市の歴史は古く、旧石器・縄文時代まで遡り、弥生時代には、現在の加茂 1丁目付
近に大規模な集落（加茂遺跡）が形成されており、その遺跡は国史跡にも指定されて

います。 
 本市は、清和源氏発祥の地と言われており、源氏ゆかりの武将や馬上の巴御前などが
絢爛な時代絵巻を繰り広げる懐古行列を中心とした「源氏まつり」等を通して、「源

氏のふるさと川西」の歴史や文化を広く市内外に発信しています。 
 また、市内には文化会館やみつなかホールなどの施設や展示ギャラリーなどが多数あ
り、活発な芸術・文化活動の場として多くの市民に利用されています。 

 
 
 
 
 

  
 加茂遺跡 ＪＲ川西池田駅前の源満仲像 

 

  
 源氏まつり みつなかホール 
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○特産品 

 本市は、イチジク「桝井ドーフィン」の名産地であり、現在は、市内南部の久代、加
茂、栄根、小戸などで約 13ha、約 120戸の農家で栽培され、約 400トン/年間が出荷
されています。 

 川西の桃は早生桃で通常の桃よりも早く収穫されます。阪神間で栽培されているのは
川西だけとあって非常に人気があります。 

 栗は北摂栗と呼ばれ、市内では中部・北部の多田や東谷、黒川地区などで栽培されて
おり、桃と並んで阪神間では川西を代表する人気の一品です。 

 北部の黒川地区では、一庫炭の原料となる良質のクヌギが入手できることから、室町
時代頃より炭焼きが盛んに行われました。最盛期には 40 軒ほどあった炭焼き農家も
今は減少し、1 軒のみとなっていますが、良質な菊炭（一庫炭）の伝統技術を守り続
けており、茶道で使われる高級炭として全国に出荷されています。 

 
 
 
 
 
 
 

   
イチジク 早生桃 北摂栗 

 

 
菊炭（一庫炭）  
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2－2 まちづくりの経緯 

川西市の誕生 

市制町村制の発布を経て、明治 22年 4月に川西
村、多田村、東谷村が発足しました。その後、明治

26年の摂津鉄道（現在の JR福知山線）の池田まで
の敷設、同 31年の阪鶴鉄道による大阪から有馬口
までの直通運転、同 43年の箕面有馬電気軌道（現
在の阪急電鉄宝塚線）の開通、大正 12年の能勢電
気軌道（現在の能勢電鉄妙見線）の開通などの交通

機関の発達とともに、川西村は発展を遂げ、大正

14年には町制を施行しました。 
昭和 29年には町村合併促進法に基づき、川西町、

多田村、東谷村の 3町村が合併し、現在の川西市が
誕生し、大阪経済圏における都市近郊農業地域とし

て、猪名川の清い流れと北摂山系の緑豊かな自然環

境に恵まれた地域として歩みを始めました。 
 
高度経済成長期における人口の急増 

本市は、大阪市や阪神臨海地域からほぼ 20キロ
メートル圏内に位置し、鉄道を利用すれば 25分程
度で大阪都心部へ到達できるという交通面での好

条件を備えています。このため、高度経済成長期に

おける大都市への人口・産業の急激な集中やその外

延的拡大に伴い、いわゆる大都市郊外都市の典型と

して発展してきました。 
本市の都市化は、昭和 30年代中頃から始まり、

当初は市域南部において住宅地開発が進みました。

その後、大手民間ディベロッパーにより、中部や北

部の丘陵地を中心にニュータウンの開発が行われ

ました。その結果、人口伸び率は全国でも有数の高

い値を示しました。そのことが他の大規模開発の誘

引にもつながり、国の住宅供給促進政策等を背景に、

開発面積を拡大させることとなりました。 
これらの開発により形成された市街地は、道路や

公園などの基盤施設の整った良好な住宅市街地の

ストックともなっています。  

能勢電鉄川西能勢口駅（昭和30年頃）

（能勢電鉄株式会社「能勢電鉄80年史」より）

多田グリーンハイツ（昭和40年代）

清和台（昭和40年代）
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一方、開発に伴う公共施設の整備は市の財政に大

きな負担となりました。そこで、昭和 42年、全国
に先駆けて「川西市住宅地造成事業に関する指導要

綱」を施行、一定規模以上の団地開発においては、

開発業者に公共施設の整備等を求める方式をとる

こととなりました。 
 
川西能勢口駅周辺の再開発 

昭和 48年以降、川西能勢口駅周辺では、「駅周辺
都市整備計画基本構想」に基づき市街地再開発事業

や阪急電鉄・能勢電鉄の連続立体交差化事業、川西

猪名川線・国道 173 号などの南北幹線道路整備事
業を積極的に実施してきました。 
その結果、駅周辺の基盤整備や交通の利便性は飛

躍的に向上し、市の玄関口として都市機能の集積が

進むとともに、長年にわたる懸案であった南北交通

の慢性的な渋滞は解消されました。 
 
 
成熟期を迎え～ニュータウンの高齢化など 

昭和 50年代後半に入り、人口の伸びも落ち着き
をみせ始め、それまで立ち遅れていた道路、上下水

道等の都市基盤施設の整備に精力的に取りかかる

こととなりました。 
以後、20 年以上が経過し、大規模ニュータウン

の人口は、全人口の約 4割を占めるに至っています。
初期のニュータウン開発である多田グリーンハイ

ツや大和団地では、開発されてから半世紀近くの歳

月が経過し、周辺の緑地と調和した落ち着きのある

街並みが育まれてきました。これらの良好な環境を

保全するための住民主体の取り組みも活発で、地区

計画を定める地区も増えています。 
その一方、近年は急速な高齢化や施設の老朽化な

ど、いわゆるニュータウンの高齢化問題が顕在化し

ており、持続可能な住宅地に向けた再生の取り組み

が急務となっています。 
  

川西能勢口駅前の再開発ビル 

多田グリーンハイツのまち並み 

大和団地のまち並み 
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◆川西市の人口集中地区4（DID地区）の変遷 

                                            
4 人口集中地区（DID地区） 
人口密度約 4,000人／km2以上の国勢調査地区がいくつか隣接し、あわせて人口 5,000人以上を有する地区。 

人口集中地区の推移 

170

360

670

1,130

1,610
1,7601,810

1,8301,870
1,988

1,490

9,920

11,206

7,316

7,4757,503

7,1707,233
7,544

7,607
7,928

9,598

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Ｓ
３
５

Ｓ
４
０

Ｓ
４
５

Ｓ
５
０

Ｓ
５
５

Ｓ
６
０

Ｈ
２

Ｈ
７

Ｈ
１
２

Ｈ
１
７

Ｈ
２
２

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

人口集中地区面積

人口集中地区の人口密度

（ha） （人/ｋ㎡）



第２章 まちづくりの課題 

19 

2－3 本市のまちづくりの課題 

川西市のまちの成り立ちや現状・特性、社会情勢の変化などを踏まえ、今後取り組むべき

まちづくりの課題を整理しました。 
 
●地域主体のまちづくりの推進 

 地方分権が進む中で、地方自治体の自己決定権は拡大し、個性や地域の特性を活かし
た地域づくりを進めることが可能になりました。 

 また、住民に最も身近な都市計画である地区計画制度においては、身近な生活環境に
対する住民の意向を地区計画の提案という形で行政に示すこともできるようになっ

ています。 
 近年、公共公益的な取り組みへの関心が高まる中で、市民等が自らの意思で主体的に
まちづくりに関わる動きも増えてきました。 

 今後は、地区計画の提案など市民等が発意するまちづくりの計画づくりなど、地域の
自律的な意思をまちづくりに反映しつつ、地域のあるべき姿の実現に向けて、市民主

体のまちづくりが推進されていくことが望まれています。 
 

●人口減少や厳しい財政状況等への対応 

 本市では、人口急増期において、その受け皿となる市街地の規模拡大に応じた道路や
教育施設、下水道など都市基盤施設の整備に重点をおいたまちづくりを進めており、

一定の成果がみられています。 
 しかし、市の人口は、平成 22年をピーク（約 16万 1千人）に人口減少に転じ、平成

34年の人口推計結果では約 15万 5千人となっていることから、これまでの都市の成
長・拡大が前提のまちづくりとは異なる価値観に基づく都市構造への転換が求められ

ています。 
 また、財政的な制約が厳しさを増すなかで、都市経営コストの効率化の要請に応える
ためには、農地の宅地化など市街地の拡張による都市基盤施設（道路・水道・下水等）

の増加を抑制するとともに、都市基盤施設の維持・管理は効率性を高め、必要な都市

機能と公共サービスを集約化させて、コンパクトな都市構造をめざしていく必要があ

ります。 
 

●基幹となる公共交通の維持 

 本市は、中心市街地から大阪都心部への道路・鉄道ネットワークが充実しており、複
数のルート選択が可能など、通勤・通学に非常に便利な立地特性を有しています。 

 また、南北に細長い市域を縦貫するように鉄道も走っており、その鉄道駅を基点に都
市化が進み、大阪都市圏における良好な住宅都市として発展した経緯があります。 

 一方で、郊外住宅地への交通利便性は充実していますが、少子・高齢化によって利用
者は減少傾向であることから、環境負荷の少ない低炭素社会の実現にも寄与する公共

交通の利用促進が求められています。 
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 今後は、バス交通はもとより基幹となる公共交通を維持することで交通至便な住宅都
市としての魅力を高めつつ、低炭素型のまちづくりをめざしていく必要があります。 

 
●地域資源の再認識と次世代への継承 

 本市はタツノオトシゴのような特徴ある姿をしており、龍にまつわる説話も多くあり
ます。市域を縦断する猪名川をはじめ、北摂の山並みに代表される自然環境、名所旧

跡、神社仏閣など、先人の英知と情熱で育まれた貴重な地域資源があります。 
 このような地域資源は住民のアイデンティティ（帰属意識）を喚起し、ひいては地域
への愛着醸成につながりますが、経済性や機能性を追求するあまり、大切さが十分認

識されず、ないがしろにされている状況も少なからず見受けられます。 
 このような貴重な地域資源を再認識し、地域の人たちがお互いに知恵を出し合い、守
り育みながら、次世代に継承していく必要があります。 

 
●ストックを活かした保全・修復型のまちづくりへの転換 

 本市の都市基盤施設は既に一定の水準を達成しており、今後は、これら都市基盤施設
を前提とした暮らしの質的向上・改善とさらなる充足をめざした保全・修復型のまち

づくりに取り組む必要があります。 
 利便性や経済性を最優先するだけではなく、既存の公共施設の長寿命化や再活用、重
複施設や低利用施設の集約化やコンバージョン（用途転換）、維持管理のマネジメン

ト、建築物や土木構造物の耐震化を進めることが必要です。 
 本市の都心機能は、中心市街地である川西能勢口駅周辺に集中しており、事業実施中
の中央北地区とともに、既存都心機能は、保全・修復を加えながら、今後も魅力やに

ぎわいを発揮していくことが求められています。 
 30年以上前に基盤が整備されたニュータウンや既成市街地5 の集落については、深刻
化する高齢化などへの対応など、快適な住環境や魅力向上をめざした取り組みが必要

です。 
 

●災害等に備えた安全・安心な暮らしの確保 

 平成 23年 3月に発生した東日本大震災は平成 7年の阪神・淡路大震災をはるかに超
える規模の被害をもたらし、これまでの私たちの「安全・安心」に対する意識を大き

く覆すものであり、都市基盤の重要性や地域の絆づくりの大切さを学びました。 
 これらの震災を教訓とし、私たちの生活の根幹を成す道路や公園等の都市基盤施設を
適切に維持・管理しつつ、災害に備えた安全・安心なまちづくりを進めていくことが

重要です。 
 また、将来の展望に対する不確実性の高まりや社会が複雑化・高度化する中で、増大
する生活上のリスクに的確に対応し、万一の事態に備えるためにも、自助・共助・公

                                            
5 既成市街地 
一般的には、市街化区域内で既に道路等の都市施設が整備され、市街地が形成されている地域のこと。本計画の中ではニュー

タウンと区別するため、主にニュータウン以外の市街地のことを示す。 
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助など補完性の原則6を基本にしつつ、多様な主体と効果的に連携しながら、情報の共

有化や活動支援の仕組みを充実させていく必要があります。 
 

●豊かな自然環境の保全・活用 

 市北部の「日本一の里山」と称賛される黒川地区や知明湖周辺には、水と緑にあふれ
た豊かな自然環境が残され、直接自然と触れ合うことのできる場所が身近にあります。 

 北部・中部では、市域に沿って山の緑を目にし、南北に貫く猪名川の瀬音を聞くこと
ができ、南部には、猪名川のゆったりとした流れや南部段丘崖緑地からの美しい眺望

など、貴重な自然環境を有しています。 
 市民アンケートにおいて、約 4割の市民が「自然環境の保全が重要」と回答しており、
市民の自然環境への関心の高さがうかがえます。 

 一方、長年に渡る住宅地開発による山林の喪失、経済状況や生業（なりわい）の変化
に伴う里山の荒廃など自然環境をとりまく環境は十分に守られてきたわけではあり

ません。 
 今ある恵まれた自然環境を次世代も享受していくことができるよう取り組みを推進
しながら、環境共生型のまちづくりをめざしていく必要があります。 

  

                                            
6 補完性の原則 
問題があれば身近なところから解決する考え方。（自助、共助、公助） 

豊かな自然環境（黒川地区） 



第２章 まちづくりの課題 

22 

 



  

 

第３章 

まちづくりの 

基本理念と目標 
 



第３章 まちづくりの基本理念と目標 

24 

3－1 まちづくりの基本理念 

第 5次川西市総合計画（平成 25年度～34年度）では、「めざす都市像」を次のとおり設定
しています。 

 
【 めざす都市像 】 

 
 
「めざす都市像」には、人 や まちの資源 が光り輝く都市として、この先もずっと引き継

いでいきたいという、市民の 幸せ実現への願い が込められています。 
都市計画マスタープランは、総合計画（基本構想）に示された「めざす都市像」に即して、

次のとおり基本理念を定めます。 
 

【 まちづくりの基本理念 】 

 

 

  

であい ふれあい ささえあい 輝きつなぐまち 

「つくる」から「活かす」まちづくりへ 

「人」「まち」「自然」を活かす川西 
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これまでのまちづくりは人口増加を前提とし、その受け皿となる都市基盤施設の整備・充足

をいかに図るか、また、それに付随する公共的サービスをいかに向上させるかに主眼をおいて

きました。その結果、新たな住宅地開発とそれに伴う郊外部への市街地の拡大が進みました。 
しかし、時代の移り変わりとともに、人口減少、少子・高齢化の進展をはじめ、地球環境

問題への都市計画的な対応の必要性、地域主体のまちづくりなど、都市を取り巻く課題は実

に多種多様なものとなっています。 
そのため、今後は、従来の都市の成長・拡大を前提としたまちづくりとは違った価値観で

まちづくりを考えていく必要があります。 

現在、私たちは「物質的豊かさよりも心の豊かさ」、そして「拡大・成長から持続的な成長の実

現」に重きを置くようになっており、「つくる」から「活かす」まちづくりにシフトしています。 
「人」「まち」「自然」は、本市の貴重な「財（たから）」であることから、これらを川西の

資源と考え、私たちにとって最も効果的な方法でうまく「活かす」ことにより、子どもから

高齢者まで、様々なライフスタイルの人々が、快適に生き生きと暮らすことができるまちづ

くりを、市民の皆さんとともにめざします。 

人を活かす 
川西市は住宅都市として発展してきました。そこにはまちを愛し、様々な知識や経験を持っ

た「人」が暮らし、また事業活動を営んでいます。この「人」こそが、まちづくりの主役です。 
近年、住民どうしの顔の見える範囲でのまちづくり、すなわち地域主体のまちづくりが重

要視されており、本市も地域分権の実現に向けた制度改革にも取り組んでいます。 
この流れとあいまって、今後はまちに暮らす「人」の財を活かし、参画と協働によるまち

づくりを進めます。 

まちを活かす 
本市の都市基盤施設は比較的高いレベルで充足しており、「まち」としての機能は一定満たさ

れています。その中には、歴史的建築物や芸術・文化的施設など、様々な資源が存在しています。 
今後は、財政的な制約や市全体のバランスを考慮しつつ、真に必要なモノは何なのかを見極めつ

つ、今ある都市基盤施設の適切な維持・管理と活用を基本として、快適なまちづくりを進めます。 

自然を活かす 
本市は「自然」環境に恵まれつつ、利便性の高い都市的生活を満喫できることが特徴です。

この特徴を最大限に活かしていくことが都市としての魅力を高め、それが市民の精神的な充

足や QOL7の向上にもつながっていきます。 
このため、北摂の山並みや清流・猪名川に代表される美しい「自然」の恩恵を改めて見つ

め直し、大切に守りながら活用していくという姿勢でまちづくりを進めます。 
                                            
7 QOL (Quality Of Life) 
精神的な豊かさをも含めた生活の質のこと。 
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3－2 まちづくりの目標 

前述してきた「まちづくりの課題」を踏まえた上で、「まちづくりの基本理念」に基づき 4
つの「まちづくりの目標」を設定しました。 

 
 

 
 
  

地域主体のまちづくりの推進 

豊かな自然環境の保全・活用 

基幹となる公共交通の維持 

地域資源の再認識と次世代へ

の継承 

ストックを活かした保全・修復

型のまちづくりへの転換 

災害等に備えた安全・安心な暮

らしの確保 

 

快適に暮らせる川西 

生活/暮らし 

 

魅力と活力が満ちあふれる川西 

まちの活性化 

 

安全で安心して暮らせる川西 

安全・安心 

 

豊かな自然と緑を守り育む川西 

自然・環境 

目標1 

目標2 

目標3 

目標4 

人口減少や厳しい財政状況等

への対応 

【 まちづくりの課題 】 【 まちづくりの目標 】 

「つくる」から「活かす」まちづくりへ 

「人」「まち」「自然」を活かす川西 

【 まちづくりの基本理念 】 

まちの活性化 

生活／暮らし 

安全・安心 

自然・環境 
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川西能勢口駅と川西池田駅を結ぶ連絡通路 

｀ 

〈目標1〉 

快適に暮らせる川西 生活／暮らし 

買い物や公共交通の利便性に恵まれ、様々な年代の人々が、それぞれの暮らしの場面で

快適性を実感しながら心豊かに暮らすことのできる川西の実現をめざします。 
 
●機能が集約した便利な都市の実現 

 川西能勢口駅周辺地区については、本市の都

心核※としてふさわしい高次都市機能の集

積や誘導を、また能勢電鉄多田駅周辺・山下

駅周辺の 2つの地域核※については、生活利

便機能の集積・誘導を図るといった、それぞ

れの階層性において必要な機能を享受する

ことができる拠点形成をめざします。 
 公共交通についても、ＪＲ、阪急電鉄、能勢

電鉄などの主要な駅を拠点に多様な交通手

段による連携を図ることで、それぞれの生活

圏における移動のしやすさを確保し、市全体として集約型の都市構造をめざします。 
 
●良好な住環境の維持・形成 

 既成市街地の住宅地については、緑や潤いある空間を創出しつつ、地区の特性を活かし

た魅力ある住環境の維持・形成に取り組みます。 
 ニュータウンについては、空き地・空き家等の問題や少子・高齢化に対応した住み替

え促進や郊外居住の新たな魅力を見出すライフスタイルを検討するなど、ニュータウン

の維持・再生に取り組みます。このような取り組みを通して、「住宅都市」としての魅力

の維持と更なる向上に努めます。 
 既存集落については、趣のある里景観を保全しつつ、生活基盤施設の充実を図り、定

住環境の維持・保全に努めます。 
 
●低炭素まちづくりの推進 

 地球温暖化や酸性雨、オゾン層の破壊など地球規模の環境問題が深刻化しています。

このような社会状況の変化を受け、環境にやさしく快適に暮らせる都市を実現するため、

低炭素まちづくり計画に基づいて都市機能の集約化、公共交通機関の利用促進、建築物

の低炭素化及び緑・エネルギーの面的管理・利用の促進などを視野に入れたまちづくり

を進めます。 
 

                                            
※ 都心核については 32ページ、地域核については 34ページを参照。  



第３章 まちづくりの基本理念と目標 

28 

川西能勢口駅前広場

｀ 

〈目標２〉 

魅力と活力が満ちあふれる川西 まちの活性化 

個性的な特徴とにぎわいを形成し、住民一人ひとりが自分たちのまちへの愛着や誇りを

感じながら暮らすことのできる川西の実現をめざします。 
 
●活気やにぎわいのある市街地の形成 

 川西能勢口駅周辺地区については、今ある都

市機能を活かしつつ、新たに開発されている

中央北地区と一体となった活気とにぎわいに

あふれた市街地形成をめざします。 
 また、都心核にふさわしい来訪者が憩えるし

つらえの空間整備（景観形成）により、まち全

体の魅力やホスピタリティ（もてなし）の向上を

めざします。 
 
●地域資源を活かしたまちづくり 

 能勢電鉄多田駅周辺及び山下駅周辺の 2つの地域核周辺では、多田神社・郷土館など
の歴史・文化的資産や観光資源を活かし、地域固有のまちの魅力を高めていきます。 

 地域の個性的な特徴を活かしながら快適に暮らせる環境づくりのため、地域資源への

愛着と誇りを育み、魅力を高める市民まちづくりを推進します。 
 

●既存の都市基盤施設を活かしたまちづくり 

 今後も活力ある都市機能が維持され、快適な生活が送れるように、既存の公共施設の

長寿命化や再活用、重複施設や低利用施設の集約化、維持管理のマネジメント、建築物

や土木構造物の耐震化を進めていきます。 
 川西能勢口駅周辺の都心機能、都市計画道路や公共上下水道など、既存の都市基盤機

能は、保全・修復を加えながら、今後も個性的な魅力やにぎわいを発揮していきます。 
 ニュータウンや既成市街地の集落については、深刻化する高齢化などへの対応など、

快適な住環境や魅力向上をめざします。 
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猪名川の豊かな自然環境 

｀ 

｀ 

｀ 

｀ 

〈目標３〉 

安全で安心して暮らせる川西 安全 ・安心 

まちの防災基盤が充実しているだけでなく、人と人のつながりによって暮らしの安全・

安心を感じることができる川西の実現をめざします。 
 
●暮らしの安全性や安心感の向上 

 道路や緑地帯等を整備して防災基盤を充実させ、災害に強いまちづくりをめざします。 
 道路や公園などの公共空間の整備にあたっては、防犯の視点を採り入れた安心できる

空間づくりに取り組みます。 
 

●安全・安心な地域づくりの推進 

 市民が常日頃から、減災意識を持って災害に備え、それぞれの地域のなかで自主的に

防災活動に取り組むことができるよう防災意識の向上・啓発に取り組みます。 
 地域に関わる様々な人たちが、様々な場面で助け合いの関係を築き、地域の見守りの

目を育てることなどにより、安全で安心な地域づくりを推進していきます。 
 
 

〈目標４〉 

豊かな自然と緑を守り育む川西 自然 ・環境 

豊かな自然環境を身近に感じながら、自らもその環境形成の一翼を担うことで、より豊

かで快適に暮らすことのできる川西の実現をめざします。 
 
●豊かな自然と緑の保全と共生 

 市の骨格的な緑を形成している北部の北摂

連山近郊緑地保全区域の山並みについては、

自然緑地等の適切な保全に努めます。 
 また、北部・中部の山並みと一体となったニ

ュータウンなどの周辺の緑地については、快

適で潤いのある住環境を確保するため、適切

に保全します。 
 

●豊かな河川環境の保全 

 猪名川、一庫大路次川等の河川については、北部の山並み同様、市の自然環境の骨格

的な役割を担う緑水軸として整備・保全に努めます。 
 猪名川河川敷については、市民が憩う親水性空間にふさわしい有効活用をめざします。 
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阪急川西能勢口駅周辺（都心核）

4－1 都市構造 

都市構造とは、本市を構成する自然環境や

土地利用を基盤として、主要な都市機能の配置

など将来あるべき都市の骨格的な構造を示す

ものです。 
牽引力や吸引力を高めるまちづくりを行う

ためには、市全体の視点から生活利便性の維

持・向上を図り、人が住み・訪れることによっ

て「都市力」を強化していくことが必要です。 
本市の位置や南北に細長いタツノオトシゴ

のような形をした特性、市街地の発展経緯を踏

まえ、重要な都市機能を集積する「拠点」や広

域的・地域的な交流を支える「連携軸」を定め、

都市機能の向上をめざしていきます。 
 
（1）拠点 

拠点とは、都市活動の中心となる重要な地点です。基本的な人口減少・高齢社会におい

ては、拡大型で都市を形成していくのではなく、人々のあらゆる営みを支えてきた各地域

の拠点に機能を集積させ、整備済みの都市基盤施設を再活用することで、拠点としての役

割をさらに高めていくことが大切です。そのうえで、各地域の拠点間の連携を強化し、市

全域の一体性を強めることで、「都市力」を総合的に高めていかなければなりません。 
 
（1）- 1 都心核 

 川西能勢口駅周辺から中央北地区までの中心市街地を「都心核」と位置づけ、商業、
住宅、業務等の高次都市機能の集積や誘導などにより、市域を超えた圏域に及ぶ求

心力や拠点力を備え、市の発展の中心的な役割を担っていくことができる「都心核」

の形成をめざします。 
 平成 22年に策定した「川西市中心市街地活性化基本計画」に基づき、既存施設の
有効活用と川西能勢口駅周辺から中央北地区までの回遊性や滞留できる空間を確

保することなどにより、有機的な一体性を持たせ、都心核内の既存施設との相乗効

果を育み、かつ、魅力的で活力のある「都心核」の形成に努めます。 
 川西能勢口駅周辺は、鉄道や路線バスが集中する交通の要衝であり、市街地開発事
業や連続立体交差事業、都市計画道路の拡幅整備などの事業が進められてきたこと

から、これからも「川西の顔」として、都市機能を高めていきます。 
 一方、中央北地区は、皮革工場転廃業跡地において土地区画整理業を実施しており、
にぎやかで魅力あるまちをつくるため、周辺地域との連携を高め、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ていきます。 
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◆都市構造図 
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阪神高速道路と猪名川（連携軸）

（1）- 2 地域核 
 商業・文化・生活利便機能が集積する能勢電鉄多田駅と山下駅を中心とした国道

173号の沿道地域の２つを「地域核」と位置づけ、市域の中部及び北部における都
市活動の中心となる拠点の形成をめざします。 

 近年、広域化・大規模化する商業環境の変化やライフスタイルの多様化など、市民
を取り巻く環境の大きな変化などを踏まえ、時代の変化に対応した生活拠点として、

良好な市街地環境とにぎわいの維持を図るものとします。 
 今後は既存施設や地域資源を活かし、用途地域等の土地利用誘導手法を取り入れな
がら、生活に密着した様々なニーズに対応した機能の集積をめざすものとします。 

 
（1）- 3 自然共生拠点 

 知明湖一帯を含めた県立一庫公園周辺を中心とする地区を「自然共生拠点」と位置
づけ、周辺の妙見山、知明湖キャンプ場、黒川ダリヤ園などとともに、水と緑に恵

まれた美しい自然環境と触れ合える市民の憩いの場をめざします。 
 

（2）連携軸 
「連携軸」は、拠点間の交流やさらに広域的

な交流を図り、人の移動や物流を支える都市基

盤となる主軸で、異なる個性を持った地域がそ

れぞれ個性を磨きつつネットワーク化すること

で総合的な力を強めるものであることから、都

市内外の主要なアクセス手段である鉄道や幹線

道路など、交通ネットワーク機能の連携を強化

するものとします。 
 
 
（2）- 1 広域連携軸 

 市域を越えて広域的な人の移動や物流を支える交通の軸を「広域連携軸」と位置づ
け、広域圏へのアクセス性を強化し、都市活動における連携・交流を促進します。 

 新名神高速道路をはじめとする高速道路、阪急電鉄、ＪＲ福知山線を他都市との連
携を図る「広域連携軸」とします。 

＜広域連携軸＞ 

国土幹線 新名神高速道路、中国縦貫自動車道 
都市高速道路 阪神高速道路大阪池田線 
鉄道 阪急電鉄宝塚線、ＪＲ福知山線 
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（2）- 2 都市連携軸 
 市内の拠点間やニュータウンなどを結ぶ交通の軸を「都市連携軸」と位置づけ、市
内公共交通の利便性向上など、日常生活圏の移動を支える交通機能の連携を図りま

す。 
 国道 173号及び川西猪名川線・川西伊丹線と能勢電鉄を都心核との各拠点を結ぶ南
北方向の「都市連携軸」、国道 176号と国道 176号バイパスを東西方向の「都市連
携軸」とします。 

 公共交通と自動車の２つで連携軸を維持し、公共交通と徒歩・自転車・自動車を連
携させた「自動車のかしこい利用8」の誘導により、公共交通の維持をめざします。 

＜都市連携軸＞ 

幹線道路 
国道 173号、国道 176号、国道 176号バイパス 
都市計画道路川西猪名川線・川西伊丹線 

鉄道 能勢電鉄日生線、能勢電鉄妙見線 
 
（2）- 3 水と緑の連携軸（緑水軸） 

 市域を縦断する猪名川や一庫大路次川、知明湖をはじめ、北部及び中部の山岳・丘
陵地の樹林、ニュータウン外縁部の緑、多田神社などの寺社林、南部段丘の斜面地

の緑などは、都市を特色づける自然環境の主軸であり、川西に住み、川西を訪れる

人々に潤いや安らぎを与える貴重な財産です。 
 本市の豊かな自然環境や潤いある自然景観を形成している樹林、緑地、水辺、河川
などを「水と緑の連携軸（緑水軸）」と位置づけ、水と緑のネットワークとして保

全するとともに、市街地では延焼遮断帯として活用します。 

＜水と緑の連携軸（緑水軸）＞ 

河川・湖沼 猪名川、一庫大路次川、最明寺川、知明湖 
  

                                            
8 自動車のかしこい利用（Smart Car Use） 
「渋滞の時間帯を避ける」、「過度に乗らない」など、地球環境・健康・交通事故・維持費などを配慮した自動車の利用方法。 

コラム：自然環境保全は重要 

都市計画マスタープランの見直しに向

けての市民アンケートにおいて、「今後の

まちづくりにおいて何が重要と思うか（複

数回答可）」を尋ねたところ、「医療・福祉

施設の充実（61.6％）」に次いで「自然環

境保全（38.8％）」が２番目に多くなって

おり、自然環境保全への関心の高さが伺え

ます。また、３番目に「まちの活性化

（35.6％）」が多くなっています。 

一説では、自然環境は人に精神的安定を

もたらすとも言われています。 
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コラム：市街地は拡大を抑制 

都市計画マスタープランの見直しに向けての市民アンケート

において、市街地のまちづくりについて尋ねたところ、「これ以

上の市街地の拡大を行うべきではない（45.1％）」が最も多い

結果となっています。 

〈市街化区域内の土地の有効活用が必要〉 

・現在の市街化区域内には、住宅地として整備が完了していな

がら低未利用となったままの土地など、既存の都市基盤施設

の有効活用や一体的な土地利用の観点から、今後優先的に土

地利用が図られるべき区域が残されています。 

・一般的な居住機能や日用品等の買い物利便機能などの立地を市街化調整区域内で無秩序に認めていく

ことは、本来市街化区域内で提供されるべき機能の市街地の外への流出を招き、市街化区域内の計画

的な土地利用誘導に支障を与えることとなるほか、移動エネルギーの増大や都市基盤施設の維持管理

費の増大をもたらします。 

4－2 土地利用の方針 

（1）市街化区域9の土地利用方針 
 本格的な高齢社会における生活利便性の確保、都市基盤の維持管理の効率性確保、低
炭素社会実現に向けた温室効果ガス削減、身近な地域での多様な都市機能の充実等、

新たな観点から、持続可能な集約型の都市構造への転換をめざします。 
 市街地の区域は現行の市街化区域を基本として、原則として新たな市街地の拡大を抑
制し、無秩序な市街化を防止し、良好な市街地環境を維持します。 

 現況の土地利用を基本に、既存の市街化区域内での低未利用地の有効活用に努め、土
地利用の整序を図ります。 

 基本的な土地利用のルールとなる用途地域等の地域地区は、市街地の区分や基盤整備
の状況、土地利用の現況と動向、市街地の形成履歴等の観点を踏まえて適切に定めます。 

 
（2）市街化調整区域10の土地利用方針 

 市街化調整区域において、開発行為及び建築行為は原則とし
て禁止されていることから、そのことを前提に置き、開発許

可制度を適切に運用します。 
 市街化調整区域において、市街地拡大等を目的とした計画的
大規模開発地等の「地区計画」については、原則として認め

ないものとします。 
 

                                            
9 市街化区域 
都市計画で定めるすでに市街地を形成している区域や概ね 10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。  

10 市街化調整区域 
都市計画で定める都市の健全な発展を図るために市街化を抑制する区域。 

市街化区域

2,303ha

43%

市街化調整区域

3,041ha

57%

◆川西市の市街化区域と 

 市街化調整区域の面積割合 

わからない
25.9%

無回答
1.0%

これ以上の市街地の
拡大を行うべきでない
       45.1%

今後も市街地の
拡大を図るべき
28.0%
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コラム：用途地域の指定状況 

用途地域は、都市の将来像を想定した上で、都市内におけ

る住居、商業、工業その他の用途を適切に配分すること等に

より、機能的な都市活動の推進、良好な都市環境の形成等を

図るため、建築物の用途、密度、形態等を制限するものです。 

本市では、11種類の用途地域を指定しています。 

（3）土地利用の区分ごとの整備方針 
土地利用は、「住宅系」、「商業系」、「工業系」、「農業・自然系」の面的な区域に、幹線道

路沿道などの線的な「沿道サービス系」を加味して構想します。そのうえで、土地利用現

況及び動向等を勘案しつつ、地区の特性に応じた用途地域を適正に配置し、市民生活の安

全性、利便性、快適性等の向上をめざします。 

（3）- 1 面的な区域の方針 

①住宅系土地利用 

＜低層住宅地区＞ 

現状 

 北部・中部には低密度の戸建住宅を中心とした大規模ニュータウンが広がっ
ています。 

 大規模ニュータウンに特徴的な低層住宅地は、市街化区域面積の 50％以上
を占めており、計画的な大規模開発により、良好な住宅環境が形成されてい

ます。一戸建ての持ち家の割合が高く、1世帯あたりの延べ面積も大きいこ
とが特徴となっています。 

方針 

 用途地域等の地域地区や、住民主体によって作り上げられる地区計画等を積
極的に活用し、今後も低層住宅地としての良好な住環境の保全を図ります。 

 急激な高齢化が進行している大規模ニュータウンについては、少子・高齢化
への対応と地域の魅力向上など、持続可能なまちづくりをめざします。 

＜中低層住宅地区＞ 

現状  低層住宅が広がり、中層住宅、農地が混在しています。 

方針 

 北部・中部では、低層の住宅地が広がり、その中に中層住宅と農地が混在し
ており、建築物の高さの最高限度を定める高度地区を指定するなど、中低層

住宅地としての良好な居住環境の形成をめざします。 
 南部では、川西能勢口駅周辺の新たな整備が進む区域を除き、低層住宅を中
心とした中に中層住宅や農地が介在している環境であることから、土地利用

の動向等を勘案し、用途を適正に誘導して、良好な中低層住宅地の環境形成

をめざします。 
 

  
第１種低層住居専用地域 1,188 ha 

第２種低層住居専用地域 11 ha 

第１種中高層住居専用地域 225 ha 

第２種中高層住居専用地域 243 ha 

第１種住居地域 190 ha 

第２種住居地域 186 ha 

準住居地域 11 ha 

近隣商業地域 87 ha 

商業地域 17 ha 

準工業地域 102 ha 

工業地域 43 ha 

工業専用地域 指定なし 

（平成24年12月末現在） 
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◆土地利用方針図 
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②商業系土地利用 

＜商業地区＞ 

現状 

 都心核として位置づけられている川西能勢口駅周辺には商業施設等が集積
しています。また、地域核である多田駅及び山下駅周辺と大規模ニュータウ

ンの中心地区には近隣住民を対象とした商業系の土地利用が見られます。 

方針 

 川西能勢口駅周辺は交通拠点機能を基本に、商業・業務機能及び文化・行政
等の高度都市機能が複合する地域として機能を維持します。 

 川西能勢口駅周辺部の高層住宅地区は、高度利用地区の指定により、小規模
建築物の建築を抑制するとともに土地の高度利用を誘導します。 

 北側に隣接する中央北地区を一体的に整備し、より複合的な都市機能を集積
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。 

 能勢電鉄多田駅及び山下駅を中心とした２つの地域は、中部地域及び北部地
域における商業・文化・生活利便機能の中心を担う拠点として、にぎわいの

形成をめざします。 

③工業系土地利用 

＜工業地区＞ 

現状 
 南部には、製造、加工及び組立に関連する事業所の集中する地域が見られ
ます。 

方針 
 工業系や流通系の土地利用を進めながら、隣接住宅地と調和のとれた市街地
の形成をめざします。 

④農業・自然系土地利用 

＜自然利用共生地区＞ 

現状 
 市域北部・中部の山林の市街化調整区域内で、県立一庫公園やキャンプ場と
多数のゴルフ場が開発されています。 

方針 
 自然共生拠点を中心に形成され、豊かな自然に包まれた地域であることか
ら、現在の自然環境との共生を図ります。 

＜自然保全地区＞ 

現状 

 全域が市街化調整区域であり、北部では自然系緑地と農林地を中心とした里
山、中部では縁辺の自然系緑地、南部では特産物のイチジク・桃等を生産し

ている農地が見られます。 

方針 

 森林や農地は、生態系や自然地形、営農環境を保全するために、現在の環境
を保持し、他の土地利用への転換を抑制していきます。 

 既存集落地では、生活に関連する施設の充実に努め、定住環境の維持に努め
ます。 
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（3）- 2 線的な区域の方針 

＜沿道サービス地区＞ 

現状 
 国道 173 号、国道 176 号、都市計画道路川西猪名川線、川西伊丹線の沿道
には、生活利便施設としての店舗、事務所等の立地が進んでいます。 

方針 

 幹線道路等の沿道地域の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沿道サービス機能を誘導します。特に地域核の区域にお

いては、その集積を高めることにより利便性を強化します。 
 
（3）- 3 土地利用を検討している区域（計画的整備検討地区）の方針 

＜中央北地区土地区画整理事業区域＞ 

現状 

 皮革工場跡地や市、市都市整備公社の公有地などが混在しており、市の玄関
口である川西能勢口駅に近接するにもかかわらず、上下水道、道路などの都

市基盤施設が未整備の状況です。 

方針 
 土地区画整理事業による都市基盤整備を進め、「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。 

＜舎羅林山北側大規模開発地＞ 

現状  舎羅林山北側の計画的開発地は、現在、事業が休止している状況です。 

方針 
 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。 

＜新名神高速道路インターチェンジ周辺地域＞ 

現状 
 山林、農地、既存集落からなる自然環境に恵まれた市街化調整区域に指定さ
れている地域です。 

方針 
 新名神高速道路に接続する川西インター石道畦野線などのアクセス道路の
沿道の適正な土地利用を誘導します。 

 
（3）- 4 その他の土地利用の方針 

＜地区計画＞ 

 地区計画は、街区単位できめ細かな市街地像を実現していく制度であり、地区の特性にふ
さわしい良好な都市環境を維持・形成するため、都市全体での用途地域の状況を勘

案しながら活用するものとします。 
 土地区画整理事業による基盤整備等がある場合は、地区計画を併せて定めるよう検
討します。 

 地区計画を定めるにあたっては、住民や土地権利者が主体的に関与することが望ま
しいことから、積極的な住民の参加を促し、側面的な支援を行うとともに、法第

16条第 3項の申出制度について規定した「川西市地区計画及びまちづくり推進に
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関する条例」に基づき、住民からの地区計画案の申し出の内容を都市計画に反映さ

せます。 
 地区計画は、主として既存の規制を強化
するものであることから、まちの活性化

を阻害することのないよう、高齢化の状

況や人口の動向等を考慮し、地区の現況

や将来の予測に基づいて、地区の住民間

で熟議11を重ねながら地区計画案の検討

を進めるものとします。 
 具体的には、高齢化が進んでいる地区な
どで、共同住宅や長屋の新築の規制を検

討する際、子世代との同居を視野に入れ

て２戸までは建築可能とするなど、規制

の厳しさをうまくコントロールしている

例もあります。 
 地区計画に定めることができない事項
について、居住環境のより高度な維持・

増進を図るため、住民による自主的な規

制が行われることが適当である場合に

は、自主的なまちづくり活動のルールを

定め、必要に応じ、建築協定12制度又は

緑地協定13制度を活用します。 
  

                                            
11 熟議 
 多数決や同じ考え方の者だけで結論を出すのではなく、異なる立場や考え方をお互いに理解し合いながら、十分に論議を尽く

し、合意に向けて努力を重ねるプロセスのこと。 
12 建築協定 
建築基準法第 69条に基づき、住宅地としての環境等、建築物の利用を維持増進するため、土地の所有者等が全員の合意によ

り、建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備など建築物に関する基準を定めた協定のこと。 
13 緑地協定 
都市緑地法に基づく制度で、地域の良好な環境を確保するため、緑地の保全または緑化の推進に関する事項について、土地所

有者等の全員の合意により結ぶ協定。 

地  区  名 
地区計画 

区域面積 

信和川西ニュータウン 76.5 ha 

中央地区 32.0 ha 

グリーンエステート日生中央 1.0 ha 

阪急日生ニュータウン（川西市） 110.9 ha 

ファミールタウン清和台 6.4 ha 

鴬が丘地区 11.6 ha 

大和東２・５丁目地区 9.3 ha 

南野坂地区 18.5 ha 

多田院北地区 3.7 ha 

多田院南地区 3.6 ha 

多田グリーンハイツ水明台地区 63.5 ha 

多田グリーンハイツ向陽台地区 73.7 ha 

多田グリーンハイツ緑台地区 85.2 ha 

大和東１丁目地区 29.4 ha 

見野２丁目地区 1.7 ha 

大和西１丁目地区 4.8 ha 

大和団地東地区 1.8 ha 

清和台地区 172.2 ha 

摂代地区 3.6 ha 

けやき坂地区 77.1 ha 

東畦野山手地区 17.4 ha 

満願寺町地区 6.1 ha 

多田高見台地区 1.8 ha 

湯山台地区 41.1 ha 

合 計 （24地区） 852.9 ha 

コラム：地区計画の状況 

平成 17年 4月に地区計画の案の申出制度と活動支援の両方について規定した「川西市地区計画及び

まちづくり推進に関する条例」を制定し、住民主体の活動支援に取り組んでいます。条例制定後、地区

計画策定の活動は活発化しており、平成25年3月現在、市内の地区計画の総面積は約852.9ヘクター

ル（市街化区域面積2,303ヘクタールの37.0％）まで上昇しました。 

地区計画の案は、開発事業者から提案される場合と住民からの発意で提案される場合があります。住

民からの提案は、地区に居住する住民が住環境保全の意識を高め、粘り強く地区住民の意見集約を行い

ながら地元案をまとめています。住民提案型の地区計画の策定には、大きな労力を伴いますが、住民提

案型が極めて多い（地区整備計画の区域面積約633.9ヘクタールのうち約565.5ヘクタール）ことが

特徴で、このことは本市の住民のまちづくりに対する意識の高さを示すものと考えられます。 

地区計画の策定状況（平成24年12月末現在）
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生産緑地地区の指定状況（平成24年12月末現在）

高度地区の指定状況（平成24年12月末現在） 

高度利用地区の指定状況（平成24年12月末現在）

＜特別用途地区（大規模集客施設立地規制地区）＞ 

 特別用途地区は、用途地域の指定を補完し、
地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環

境の保護などの特別の目的の実現を図るも

のです。 
 大規模集客施設の立地は、商業地域及び近隣商業地域に集積させる方針であり、そ
れ以外の用途地域においては、道路が混雑するなど都市基盤施設への著しい負荷が

考えられることから特別用途地区の制度を活用し立地を制限します。 

＜生産緑地地区＞ 

 農地は、農産物を生産する場としてだけでは
なく、保水機能や緑地としての機能、災害時

の空地としての機能など、様々な機能を持っ

ています。 
 生産緑地地区は、市街化区域内における貴重な農地として、これらの機能を評価し、
災害の防止や農業と調和した良好な都市環境づくりに役立つ農地として保全に努

めます。 

＜高度地区＞ 

 主に住居系用途地域内において、建築物の最
高高さを定め、日照の確保など市街地の良好

な居住環境を保全します。 

＜高度利用地区＞ 

 主に市街地再開発事業の区域において、建築
物の容積率の最高限度及び最低限度、建ぺい

率の最高限度、建築面積の最低限度並びに壁

面の位置の制限を定め、土地の合理的かつ健

全な高度利用と都市機能の更新を図ります。 

＜既存集落維持のための土地利用誘導＞ 

 市街化調整区域において、人口減少や高齢化などに伴う既存集落の活力低下を回避
するため、地域の生活を維持する弾力的な土地利用を誘導していきます。 

大規模集客施設立地規制地区 

（中心市街地を除く準工業地域） 
101 ha 

指定地区数 334 地区 

区域面積 80.20 ha 

第１種高度地区 247 ha 

栄町１ 2.2 ha 

栄町２ 3.3 ha 

栄町３ 2.6 ha 

小花１ 0.4 ha 

小花新町 1.2 ha 

特別用途地区の指定状況（平成24年12月末現在）

コラム：大規模集客施設の立地規制 
まちづくり三法の見直しに伴う都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律

が平成19年11月30日より施行されました。この改正により、第2種住居地域、準住居地域及び工

業地域の3種の用途地域で「建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超える大規模集客施設」の立

地を規制されることとなりました。 

本市では、法改正により規制される 3種の用途地域に加えて、準工業地域において「建築物の延べ面

積10,000平方メートルを超える大規模集客施設」の立地を制限する特別用途地区を法改正同日に決定

しました。 
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4－3 交通網の整備方針 

都市の交通は、都市に住み活動する人々や、都市で生産、流通、消費の移動手段として、

日常生活や産業活動を支え、地域間の連携や交流を促進するなど、重要な役割を果たしてい

ます。 
集約型の都市構造の実現に向けて、道路網・公共交通網の整備や交通手段間の連携を強化し、

総合的な交通体系を確立させてその維持に努めます。また、過度に自動車に頼る状態から公共

交通機関や自転車などを「かしこく」使う方向へと自発的に転換していくことを促すため、モ

ビリティ・マネジメント14の普及や、歩行者・自転車の利用環境を整備します。 
公共交通の利用促進や道路網整備による円滑な自動車交通流動を確保し、温室効果ガスの

発生を抑制し環境負荷を低減させることにより、地球温暖化防止にも努めます。 
 

（1）公共交通網の整備 
 ＪＲ、阪急電鉄、能勢電鉄と、川
西能勢口駅から都市計画道路川

西猪名川線を通って清和台に至

る路線バスは、本市の主要な軸と

なる公共交通機関であることか

ら、「基幹公共交通軸」と位置づ

け、その維持保全に努めます。 
 地域内交通は、基幹公共交通軸
と連携した交通ネットワークの

あり方を検討します。 
 公共交通の利用促進をめざし、
事業者と協働でモビリティ・マ

ネジメントによる交通施策を活

用して、市民一人ひとりの移動

や地域の交通流動を改善してい

きます。また、次世代を担う子

ども等に対してはモビリティ・

マネジメント教育を推進します。 
 能勢電鉄山下駅と日生中央駅間
において、一庫地区のまちづく

りや、まちづくりの中心拠点と

なる（仮称）一庫駅設置につい

ても検討します。  
                                            
14 モビリティ・マネジメント（Mobility Management、略称MM） 
「過度に自動車に頼る状態」から「公共交通や徒歩など多様な交通手段を適度に（＝かしこく）利用する状態」にするなど、

一人ひとりの移動（モビリティ）が、自発的に望ましい方向へと変化することを促す取り組み。交通など特定のテーマに限らず、

広くまちづくりにおける公共心を育てるプログラムとして取り組まれている。 

◆基幹公共交通軸図 



第４章 まちづくりの分野別方針 

 44 

コラム：公共交通を便利に 

都市計画マスタープランの見直しに向けての市民

アンケートにおいて、公共交通機関について尋ね

たところ、「公共交通機関をもっと利用しやすくす

べき（61.8％）」が最も多い結果となっています。 

公共交通機関をもっと利用しやすく
する施策を検討するべきである

61.8%

住民はマイカーより公共交通
機関を　利用するべきである
　　17.7%

わからない
4.4%

レンタサイクル等の導入を
検討するべきである
2.6%

利用者の減少等による公共交通
機関の縮小はやむを得ない
10.8%

その他
2.2% 無回答

0.4%

  
◆川西市の代表交通手段の推移 

 （近畿圏パーソントリップ調査結果より集計） 

 
 
 
 

（2）道路網の整備 
道路は、市民生活や産業活動を支える重要な都市基盤施設であり、同時に市民が日常生

活を営む大切な空間です。市民生活と産業活動の利便性を高め、良好な市街地の形成に寄

与する道路網の整備が求められています。新名神高速道路関連の新たな道路整備計画を進

めるとともに、既存道路は橋梁の長寿命化も含めた効率的な維持管理により、質的向上や

有効活用に努めていきます。 

＜国土幹線＞ 

 広域的な交通ネットワークを充実させるため、国土軸を担う新名神高速道路の整備を
関係機関と連携して進めます。 

＜都市計画道路＞ 

 新名神高速道路に関連する都市計画道路（川西インター石道畦野線・矢問畦野線）の
整備を関係機関との連携により進めます。 

 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）等の整備を進めます。特にせせらぎ遊

歩道については、市民参加のワークショップ15の結果を反映します。 
 川西能勢口駅周辺部の東西方向の円滑な交通確保のため、都市計画道路呉服橋本通り
線（国道 176号）の寺畑地域内の整備を関係機関との連携により進めます。 

 大和団地から国道 173号へのアクセス性向上のため、見野線の整備を進めます。 
 良好な市街地を形成するため、道路の利用状況や広域的な道路整備の動向を踏まえな
がら、都市計画道路の計画的・体系的な整備を検討します。 

                                            
15 ワークショップ(Workshop) 
本来は「仕事場，作業場」の意味だが、最近では、価値観の違う人々が集まって、コミュニティの諸問題をお互いに協力して

解決するために、アイディアを出し合い意志決定をする集まりを指す言葉として使われている。通常の会議と異なり、あるテー

マに沿って進行役が、ゲームやグループディスカッションなど様々な手法を用い、参加者が自由に意見を言いやすいように工夫

されていることや形式張っていないことなどが特徴。 

18.0

19.4

18.0

3.0

3.6

2.8

20.6

28.7

34.0

16.9

16.6

15.5

41.4

31.5

29.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S55

H2

H12

鉄道 バス 自動車 二輪 徒歩
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 都市計画決定後に長期間を経ても事業化に至っていない道路が存在していることか
ら、平成 21～22 年度に都市計画道路網の必要性を検証した結果、南花屋敷線を廃止
しました。今後も社会経済情勢の変化等、都市計画道路網をとりまく環境は変化して

いくと考えられることから、適宜再検証を行い、必要性に応じて都市計画道路網を見

直します。また、その際に主要地方道川西篠山線と国道 173号を連絡する橋梁の新設
の必要性も含めて検討します。 

＜生活道路＞ 

 生活道路は日常生活の中で利用される身近な道路です。人にやさしい生活道路の整備
に向けて、通学路をはじめ、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、安全で快適な歩きやすい歩道等の整備に努めます。 

＜歩行者・自転車の利用環境の整備＞ 

 都心核及び地域核等の交通結接点においては、歩行者及び自転車のための安全で快適
な通行の確保について検討するとともに、放置自転車の撤去や指導等の駐輪対策を実

施します。 
 「川西市交通バリアフリー重点整備地区基本構想」に基づき、地域の実状を検証しつ
つ、改善・見直しを図り交通事業者等と連携しながらバリアフリー環境の整備を進め

ます。 
 
 
 
 
 

 
◆新名神高速道路完成予想図  

（仮称）川西インターチェン

多田グリーンハイツ 

清流台 

西畦野 

石道 
（仮称）川西インターチェンジ 

コラム：既存の道路を安全に 

第 5次川西市総合計画の策定に向けての地域別懇談会において、既存の道路の危険性や交通安全対策

への意見が複数の地域で出されたことから整備方針にも反映させています。 
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4－4 その他の都市施設の整備方針 

都市施設は、交通・道路のほか、公園・緑地、河川、下水道などで構成され、市民の生活

はもとより、多様な活動を支える重要な役割を果たしています。 
 

（1）公園・緑地等の整備方針 
都市の中に緑とオープンスペースを確保す

る公園や緑地は、都市で生活する人々に潤いと

安らぎを与える環境の改善に資する身近で貴

重な自然であり、都市の安全性を高めるもので

あることから、公園・緑地の維持・保全に努め

ていきます。 

＜公園・緑地の管理＞ 

 地域間の配置バランスを考慮した公園整
備及び緑地を保全・育成し、均衡の取れた

緑豊かで安全・快適な環境整備を進めます。 
 中央北地区の開発において、防災機能を備えるとともに、市のシンボルとなるべき機
能をもった快適性（アメニティ）の高い中央公園を整備します。 

 利用者ニーズや地域特性に応じた特色のある公園を整備します。併せて、公園の施設
について長寿命化計画を策定して、効率的な維持管理を行います。 

＜都市の緑化＞ 

 ニュータウン外周部を縁取る緑地につい
ては、緑豊かな住宅地のシンボルとして保

全に努めます。 
 都市計画道路川西インター石道畦野線で
の植樹帯の整備など、主要な幹線道路で、

緑のネットワークを創出します。 
 民有地（宅地）においては、生け垣の緑化
や事務所の緑化など、身近な緑の創出や保

全を市民や事業者とともに進めることで、

市街地内の緑化を促進します。 
 緑豊かな環境を創出するため、地区計画や
緑地協定などの活用を検討します。 

北ひばりが丘公園（南野坂）

山並みの見える住環境（湯山台）
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（2）下水道・河川の整備方針 
安全で快適な都市環境の形成をめざし、効率

的・効果的な下水道の維持を進めるとともに、

県の総合治水条例に基づく河川の改修など、総

合的な治水対策を関係機関に要望します。また、

良好な自然が残る河川の水辺を適切に保全す

ることにより、下水道の整備とあわせて健全な

水循環の環境を維持していきます。 

＜汚水排水施設の整備＞ 

 市街地における施設整備は概ね完了（水洗
化普及率：約 99％）したため、引き続き、
猪名川流域下水道事業と整合させながら、事業認可区域内における未整備地区の解消

に努めます。供用開始区域内の汚水未接続家屋については、水洗化の加入を促すこと

により、生活環境改善及び公共用水域の水質保全に寄与していきます。 
 汚水管路等の老朽化に備え、長寿命化計画を策定し、施設の計画的な更新及び適正な
維持管理に努めます。 

＜雨水排水施設の整備＞ 

 猪名川河川改修事業と整合させながら、雨水排水対策を促進していきます。 
 良好な雨水排除のため、雨水幹線等をはじめ低地等での浸水被害を解消するためのポ
ンプ場施設及び降雨時の流出抑制を担う雨水貯留施設においては、機能確保のため、

適正な維持管理に努めます。 
 雨水幹線水路等の老朽化に備え、長寿命化計画を策定し、施設の計画的な更新や適正
な維持管理に努めます。 

＜河川の整備＞ 

 河川の整備については、安全で良好な河川環境を創出するため、治水と利水、環境との
調和、親水性や動植物の生育環境などに配慮した整備を河川管理者に要請します。 

 猪名川河川敷を利用した公園・緑道・親水性空間等の整備については、国の淀川水系
河川整備計画16及び兵庫県総合治水条例17などに基づき、河川管理者が実施する事業に

協力します。なお、河川敷の活用にあたっては、河川管理者の協力により、ゲリラ豪

雨などによる急激な水位上昇に対する安全性の確保に努めます。 
 市街地の自然を象徴する河川は、治水、利水の役割だけでなく、様々な生物の貴重な
生息の場であり、市民が憩い、まちに潤いを持たせ、まちのイメージをつくる貴重な

空間となることから、その維持及び保全を河川管理者に要請します。 

                                            
16 淀川水系河川整備計画 
平成21年3月に近畿地方整備局により策定された猪名川を含む淀川水系の河川整備計画。 

17 兵庫県総合治水条例 
平成24年4月に施行された猪名川などの兵庫県の管理河川の総合治水に関する条例。これまでの治水対策だけでなく、流域

対策や減災対策を組み合わせることにより、降雨による浸水の発生を抑制し、浸水による被害を軽減させることを目的とする。 

一庫大路次川 
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国崎クリーンセンター

（3）ごみ処理施設・火葬場等の整備方針 

＜ごみ処理施設・し尿中継施設＞ 

 国崎クリーンセンターは、リサイクルセン
ター等を併設し、循環型まちづくりの拠点

となる環境保全と資源の有効活用を実現

した安心安全なごみ焼却施設として、平成

21年 4月から稼働しています。 
 川西市、猪名川町、大阪府豊能町及び能勢
町の 1市 3町で組織する猪名川上流広域ご
み処理施設組合が運営し、搬入可燃ごみ量

に応じて施設管理経費を負担しています。

同センターの施設の適正な維持保全、長寿命化、ごみの減量化、資源化等を推進するた

め、同施設管理組合と連絡調整を図ります。 
 し尿中継施設については、適正な維持管理を行い、施設の延命化に努めます。 

＜火葬場＞ 

 市営火葬場については、長期的、安定的な需要に対応するため、その機能を維持し、
必要な整備に努めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
美装化されたマンホールの蓋 
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川西能勢口駅北側 

◆中央北地区の整備イメージ 

4－5 市街地整備の方針 

かつては、拡大成長を前提に、新しい施設を効率的に整備

することを重視してきました。これからは、人口減少等の縮

小傾向の時代を明確に意識したうえで、将来世代に負担を強

いることなく、より良いものを引き継ぐことが求められてい

ます。このような背景のもと、快適で暮らしやすい都市の実

現に向けて、必要となる市街地整備を推進します。 
 
 
 
 
 
 

＜川西能勢口駅周辺における都心核の整備＞ 

 川西能勢口駅周辺から中央北地区までの都心核は、交通拠点機能を基本に、商業・業
務機能及び文化・行政等の高度都市機能が複合する地域として一体性を強めます。ま

た、中央北地区では土地区画整理事業により都市基盤施設を整備し、医療・住宅・集

客などの多機能が連携した「次世代型複合都市」をめざすとともに、「川西市中央北

地区低炭素まちづくり計画」に基づいて低炭素社会に向けたモデル的なまちづくりに

取り組みます。 
  

集客施設 

医療施設 

中央公園 

せせらぎ遊歩道 

住宅施設 

都市計画道路豊川橋山手線 

市民温水プール 

ふれあいプラザ 

総合体育館 

弓道場 

消防本部 
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＜新名神高速道路インターチェンジ周辺土地利

用の誘導＞ 

 平成 28年度完成を目標に事業中の新名神高
速道路（仮称）川西インターチェンジへ至

る川西インター石道畦野線などのアクセス

道路の周辺は、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。 

＜舎羅林山北側の大規模開発地の整備の推進＞ 

 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も

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。 

＜空港周辺対策地域での住環境の改善＞ 

 大阪国際空港周辺地域での移転跡地の有効
活用を含めた住環境の改善と生活道路等の

基盤整備を進めます。 

＜一庫地区のまちづくり検討＞  

 能勢電鉄山下駅と日生中央駅間において、
（仮称）一庫駅の設置やまちづくりの検討

を進めます。  

新名神高速道路の完成イメージ

川西インター石道畦野線の完成イメージ 
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猪名川の清流 

「日本一の里山」と称される黒川地区 

4－6 自然環境保全の方針 

本市は、猪名川や一庫大路次川の清流と、多様

な生物の生息する豊かな自然に囲まれた歴史と伝

統のあるまちです。大都市近郊に位置する緑豊か

な住宅都市として、また、都市近郊農業地として、

恵まれた自然環境を活かしながら発展してきまし

た。これからも、「人」と「自然」の共生を基本と

しつつ、川西の自然環境が豊かな暮らしを営む大

切な資産として将来に引き継ぐために、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
立自然公園の樹林地は、骨格的な自然環境

を形成し、本市を特徴づける貴重な資源で

あることから、兵庫県立自然公園条例や近

畿圏の保全区域の整備に関する法律など

の関係法令に基づいて、これらの豊かな自

然環境を保全します。 
 市を南北に縦貫する一級河川猪名川は、猪
名川町の山岳地帯に源を発し、田尻川、一

庫大路次川、塩川、芋生川、最明寺川等を

合流して大阪湾に注ぎ、多くの市民に愛さ

れていることから、大切に守るべき自然の

シンボルとして、市民の保全意識の共有を

図ります。 
 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。 

猪名川とエドヒガンの群生地 
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台場クヌギ

 北部の黒川地区は、一庫炭の原材料となる
台場クヌギ18や絶滅危惧種のエドヒガン19

など、多種多様な植生と生物に富む「日本

一の里山」と称される地区であり、この自

然環境を本市の全国的に誇れる貴重な財

産として、次代に残すため、県の北摂里山

博物館構想と連携して、里山の持続的な保

全に努めます。 
 南部段丘やニュータウン外周部の緑は、市
街地内の住宅地に隣接する貴重な自然環

境として保全に努めます。 
 
  

                                            
18 台場クヌギ 
薪や炭を作る材木を採るために人為的に植えられたクヌギの木。上部の細い枝を 8～10年ごとに切り落として材木とする。 

19 エドヒガン 
平成 23年 9月に川西市内の群生地 2か所（水明台・黒川）が市の天然記念物に指定された桜。絶滅危惧種の一つで、種レベ

ルでは兵庫県版レッドデータブックの C ランクに、群落レベルでは同ブックの B ランクに指定されている。 

コラム：北部地域は自然環境保全の意見が多い 

都市計画マスタープランの見直しに向けての市民

アンケートにおいて、北部地域のまちづくりについ

て尋ねたところ、「現状のままでよい（48.1％）」が

最も多くなっています。 

現状のままでよい
48.1%

自然環境などの地域資源の積極
的な活用を検討するべきである
24.2%

無回答
0.8%

その他
1.5%

わからない
25.5%
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川西能勢口駅北側の景観 

4－7 都市景観形成の方針 

川西は、市域を縦断する猪名川、北摂の山並み、

歴史的資産など景観資源に恵まれており、これら

はまちの財産といえます。しかし、大規模な住宅

地やマンション開発などをきっかけにして、継承

されるべき都市景観や環境が大きく変わること

もあります。市民が深い愛着を持って快適に暮ら

せるまちの実現を図るため、次代に継承する魅力

的な都市景観の形成を進めていきます。 
 

＜基本的な考え方＞ 

 魅力的な川西の都市景観の形成を進め、市民が深い愛着を持って快適に暮らせるまち
の実現を図るため、川西市都市景観形成条例により規制・誘導を行います。 

 川西市都市景観形成条例は、平成 16 年 6 月の景観法制定など景観を取り巻く新たな
視点を取り入れながら検証し、適正な運用に努めていきます。 

＜地域景観づくりの誘導＞ 

 本市では、都市的な生活を送る利便性の高い基盤を持ちながら、暮らしのまわりには
豊かな自然景観があふれています。その特色をさらに活かすため、自然環境と調和し

た魅力的な地域景観づくりを進めていきます。 
 地域景観は、市民の暮らしに密接なものであり、市民主体のきめ細かな取り組みによっ
て向上していくものであることから、市民の景観まちづくりへの意識を高めていきます。 

＜市民、事業者との連携＞ 

 まち並み景観を形成する建築物は、その大部分が公共以外のものであり、建築する人
たちの協力なくしては美しい景観は育まれないことから、市民、事業者と相互に連携

し合いながら、長期的に都市景観の形成に取り組みます。 
 不快と感じる景観は共通認識しやすいものの、良好と感じる景観は人により判断にば
らつきがあると言われています。景観は、すべてを個人の好みに任せるのではなく、

人に対する配慮や優しさを持って、多くの人が認識を共有しなければならないもので

す。市民や事業者が景観への認識を共有し、各々の立場で協力し合いながら、良好な

景観を守り育てていきます。 

＜市街地景観の維持・形成＞ 

 景観はまちへの愛着を育み、まちづくりの原動力となることから、都市景観形成条例
に基づき、市街地景観の維持・形成を推進して、まちの快適さ（アメニティ）を高め

ていくとともに、川西のふるさと景観への意識醸成に努めます。 
 ニュータウンや旧集落などの住宅地については、住民主体の地区計画等により良好な
住宅地の景観を保全、育成します。 
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猪名川とエドヒガン

 住宅地の生け垣や柵は、街並みの美しさの価値を左右するものであることから、適切
に維持・管理されるよう、市民の景観意識の向上に努めます。 

＜魅力ある都心景観の創造＞ 

 商業・業務機能などが集積する川西能勢口駅周辺は、都市景観形成条例に基づき、市
の表玄関にふさわしい魅力ある駅前の都市景観を創造します。 

 中央北地区においては、駅周辺への快適な歩行者動線となる「せせらぎ遊歩道」や「中
央公園」を市の新たなシンボルとして、従来の緑地率20に加えて緑視率21の導入による

良好な景観形成に努めます。 

◆せせらぎ遊歩道の整備イメージ 

＜自然景観・河川景観の保全＞ 

 里山や農地は、本市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

自然景観として保全に努めます。 
 北部の山並み及び中部の住宅地周辺の緑
地は、良好な都市イメージを支える大切

な要素であることから、本市を縁取る自

然景観として保全に努めます。 
  

                                            
20 緑地率 
緑地面積の敷地面積に対する割合。 

21 緑視率 
 樹木等の立面投影面積の緑化対象立面積（敷地間口長さ×10）に対する割合。 
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 自然の骨格を成す河川景観は、市民に安ら
ぎや憩いの場となる魅力ある空間となる

ことから、市民とともに良好な水辺の景観

を創出するよう努めます。 
 

＜歴史的な景観の保全＞ 

 多田神社や満願寺などの神社・寺院、古く
からの集落の街並みは、これまで培ってき

た大切な歴史的な景観であることから、貴

重な景観資源として保全に努めます。 
 市独自の風土、歴史、伝統を再認識する機
会を創出し、地域のアイデンティティ（帰

属意識）に繋がる個性的な景観を掘り起こ

すことにより市民の景観意識を醸成します。 

＜公共公益施設の景観への配慮＞ 

 公共公益施設は多くの人の目に触れるもの
であることから、景観面にも配慮します。 

 道路の防護柵や照明施設などは、自然景観
の中で目立たないようにするなど、形状や

色彩に配慮し、また、街路樹は適切な管理

により、ゆとりと安らぎを感じ、緑豊かで

季節感あふれる景観の創出に努めます。 
  

コラム：市民の景観への関心度は高い 

H23年度市民実感調査において、「市内の都市景観

や自然景観を守ったり育てたりすることに関心があ

るか」について尋ねたところ、「ある又はどちらかと

いえばある」と回答された市民は80.3％で、景観へ

の関心の高さを示しました。 

満願寺の紅葉 

多田神社 

ミューゼレスポワール（郷土館） 

旧平賀邸（郷土館） 
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東久代運動公園での防災訓練

4－8 都市防災の方針 

防災面では市民が安全に安心して暮らせるよう

に、災害に備えるまたは災害時の被害を軽減する

まちづくりをめざし、「川西市地域防災計画」に基

づく防災施設の整備や体制づくりに努めます。 
また、防犯面では日常の生活における安全性を

高めるまちづくりをめざします。 
 
 
 
 
 

 
◆都市防災の方針（概念図） 

 
（1）防災拠点の整備・充実 

＜広域防災拠点の整備＞ 

 近い将来、発生が予想される東南海・南海地震を視野に入れ、大規模災害に対応出来
るよう広域防災拠点の整備に努めます。 

 県立西猪名公園及び東久代運動公園は兵庫県が広域防災拠点として位置づけており、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。 

 既に整備されている猪名川河川防災ステーション内のヘリポートを有効活用する体制
を関係機関との連携により構築します。  

防災拠点の整備 防災構造の強化 

広域 

地域 

広域防災

拠点 

（西猪名公園、東久代運動公園） 
広域物資集配及び集結、宿

泊基地 

防災幹線道路 

ネットワーク 

避難路、輸送路、 

延焼遮断帯 

地域防災 

拠点 

本市防災拠点（市役所） 
市の救援・救護、復旧活動

の拠点 

地域防災拠点（公民館等） 
地域の救援・救護、復旧活

動の拠点 

コミュニティ防災拠点 
（公園、小学校等） 

地区住民の避難地、防災活

動の拠点 

生活圏域の 

防災道路 

ネットワーク 

避難路、輸送路 
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猪名川（ドラゴンランド付近） 

＜地域防災拠点の整備＞ 

 市役所を中心とする区域を本市の防災拠点、公民館等の公共施設を地域防災拠点、公
園・小学校等の施設をコミュニティ防災拠点と位置づけ、各拠点の機能を充実し、広域

防災拠点と連携します。 
 防災関係機関との連絡が相互に迅速かつ円滑に行えるよう防災行政無線、衛星通信、イ
ンターネット等の多様な通信手段を整備し、情報伝達ルートを多重化していきます。 

 
（2）治水・治山対策の推進 

＜河川整備の推進＞ 

 猪名川・一庫大路次川等の緑水軸を大規模
地震などの災害時の延焼防止の遮断帯とし

て、河川管理者と連携して、機能の維持に

努めます。 
 猪名川などの河川整備にあたっては、国の
淀川水系河川整備計画や兵庫県総合治水条

例に基づき、河川管理者と連携して総合治

水対策に取り組むとともに、安全性向上や

災害予防に努めます。 

＜流域対策施設の整備＞ 

 市街地の円滑な雨水排水を確保するため、雨水排水施設の適正な維持管理に努め、ま
た豪雨時等に排水量を抑制する雨水貯留施設の整備に努めます。 

＜治山施設の整備＞ 

 土砂災害を防止するため、関係機関との連携により砂防施設の整備や崩壊の恐れのあ
る危険区域での急傾斜地崩壊対策事業などの都市防災対策に努めます。 

 
（3）防災機能を持った道路・公園等の整備 

＜道路の整備＞ 

 道路は、災害時における避難路として、また消防・救援活動及び緊急輸送のルート、
延焼遮断帯等として重要な役割を持つことから、都市計画道路の整備等により、経路

の代替性を備えた避難路や兵庫県地域防災計画に位置づけられた緊急輸送路22と連携

したネットワークの構築に努め、道路交通機能及び都市防災機能を強化していきます。 
  

                                            
22 緊急輸送路 
国道 176号・173号、主要地方道尼崎池田線・川西篠山線・川西三田線が兵庫県地域防災計画で位置づけられている。 
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＜公園の整備＞ 

 災害時の延焼遮断機能や避難所となる多機能の防災機能を有する公園・緑地の整備を
推進していきます。 

 
（4）安全・安心な地域づくりの推進 

＜自主防災組織の育成・強化＞ 

 阪神・淡路大震災を機に自主防災組織が結成されており、自主防災組織連絡協議会を
設立するなど連携・強化されています。今後も地域における相互扶助の精神を育み、

支援・協力を行いながら地域の防災力の強化に努めます。 

＜耐震改修による防災性の向上＞ 

 耐震診断や耐震改修に対する市の補助
制度を積極的に啓発し、実施することに

より、個人住宅等の耐震補強に努めると

ともに、学校施設等の公共建築物の耐震

化を進め、地域の防災性の向上をめざし

ます。 
 
  

コラム：既存の避難施設の質的向上を 

都市計画マスタープランの見直しに向けての市民アンケートにおいて、大規模災害に備えて重点を置

くべき事項について尋ねた（複数回答可）ところ、「既存避難施設の質的な充実（49.1％）」が最も多く、

次いで「広域的な防災拠点の整備（34.4％）」となっています。 

34.4

49.1

23.0

29.7

28.3

3.8

1.6

0 10 20 30 40 50 60

市域を越えた広域的な防災拠点の整備を検討するべきである

各地域の既存の避難施設の質的な環境をさらに充実して整備するべきである

防災機能を有する地域拠点として既存の公園等の整備を図るべきである

防災拠点ネットワーク網の充実を図るべきである

地域ごとの人的ネットワーク網の充実を図るべきである

わからない

その他

（％）

耐震改修をした明峰小学校




