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９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

 

［１］市町村の推進体制の整備等 

（１）川西市中心市街地活性化推進に関する庁内連絡会議の設置 

 中心市街地の活性化に関する法律に基づき、川西市中心市街地活性化基本計画に定める

各種事業を円滑かつ確実に実施するため、市に庁内連絡会議を設置し、横断的な計画内容

の検討とともに、様々な関係者との情報交換を行っている。 

 

川西市中心市街地活性化推進に関する庁内連絡会議委員名簿 

役職 所 属 

会長 市民環境部長 

副会長 市民環境部副部長 

委員 総合政策部副部長 

委員 福祉部副部長 

委員 こども未来部副部長 

委員 都市政策部副部長 

委員 土木部副部長 

委員 教育推進部副部長 

委員 教育推進部中央図書館長 

 

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

（１）川西市中心市街地活性化協議会の設置 

 中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進する

ため、本市が作成する中心市街地活性化基本計画及び民間事業者が作成する計画について

必要な事項を協議し、本市の発展及び秩序ある整備を図り、市民生活及び経済の向上に寄

与することを目的として、川西市中心市街地活性化協議会を設置している。 

 

１）川西市中心市街地活性化協議会における検討経過 

開催年月日 会議名・議題等 

平成19年8月7日 第1回協議会（設立総会） 

平成19年9月18日 

第2回協議会 

・基本計画策定のフローとスケジュール（案） 

・中心市街地の状況 

・基本計画策定区域の設定と基本的な方針（案）等 

 

 第3回協議会 
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平成19年10月31日 ・中心市街地の活性化に関する基本計画・目標について 

・基本計画案（事業構成）について 

平成19年11月27日 

第4回協議会 

・推進方策（重点施策、取り組み方針）について 

平成19年12月20日 
第5回協議会 

・川西市中心市街地活性化基本計画に向けて（案） 

平成20年１月30日 

第6回協議会 

・川西市中心市街地活性化基本計画（案）について 

平成20年3月7日 

第7回協議会 

・意見書（案）について 

平成20年6月26日 

第8回協議会 

・平成19年度活動報告・決算報告について 

・平成20年度活動予定・予算（案）について 

平成20年12月16日 

第9回協議会 

・平成20年度の事業経過と今後の活動予定 

・川西市中心市街地活性化基本計画（案）について 

平成21年6月29日 

第10回協議会 

・平成20年度活動報告・決算報告について 

・役員改選について 

・平成21年度活動予定・予算（案）について 

・川西市中心市街地活性化基本計画（案）について 

平成21年10月29日 

第11回協議会 

・基本計画の状況について 

・情報マップについて 

・歩行者通行量調査について 

・ＮＰＯ法人の設立について 

・平成21年度視察研修について 

平成22年5月31日 

第12回協議会 

・基本計画の状況について 

・役員改選について 

・平成21年度活動報告・決算報告について 

・平成22年度活動予定・予算（案）について 

平成22年11月25日 第13回協議会 
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・役員変更について 

・「川西市中心市街地活性化基本計画」認定申請の報告につい 

て 

・平成22年度歩行者通行量調査概要について 

・「まちのにぎわいづくり一括助成金事業」について 

平成23年1月17日 

第14回協議会 

・川西市中心市街地活性化基本計画の進捗状況について 

・「きんたくん」バルについて 

平成23年2月23日 

第15回協議会 

・川西市中心市街地活性化基本計画の進捗状況について 

・「川西能勢口きんたくんバル」の実施について 

平成23年5月23日 

第16回協議会 

・平成22年度事業報告について 

・平成22年度決算報告について 

・平成23年度事業計画（案）について 

・平成23年度協議会予算（案）について 

・役員改選について 

平成23年9月26日 

第17回協議会 

・川西市中心市街地活性化基本計画の進捗状況について 

・「第2回きんたくんバル」事業の状況報告について 

平成24年5月8日 

第18回協議会 

・川西市中心市街地活性化基本計画の進捗状況について 

・「第3回きんたくんバル」の開催について 

平成24年6月28日 

第19回協議会 

・平成23年度事業報告について 

・平成23年度会計決算報告について 

・平成24年度事業計画（案）について 

・平成24年度会計予算（案）について 

・第3回「きんたくんバル」実施報告について 

平成25年3月 

・川西市中心市街地活性化基本計画の変更について（平成25 

年３月変更認定分）協議会委員から変更申請の承認を得た。 

平成25年5月27日 第20回協議会 
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・平成24年度事業報告及び会計決算報告について 

・平成24年度会計監査報告について 

・役員改選について 

・平成25年度事業計画案及び会計予算案について 

・川西市中心市街地活性化基本計画の認定内容の変更について 

・第4回・第5回「きんたくんバル」について 

平成25年8月27日 

第21回協議会 

・川西市中心市街地活性化基本計画の進捗状況について 

・川西市中心市街地活性化協議会役員の変更について 

・得するまちのゼミナール～きんたくんゼミ in かわにし～計

画について 

・まちなか美術館～きんたくんギャラリー～計画について 

 

平成26年3月27日 

第22回協議会 

・川西市中心市街地活性化基本計画の変更について 

・新川西市中心市街地活性化基本計画の策定について 

平成26年5月30日 

第23回協議会 

・平成25年度事業報告及び会計決算報告について 

・平成25年度会計監査報告について 

・平成26年度事業計画及び会計予算について 

・新川西市中心市街地活性化基本計画の概要について 

平成26年9月12日 

第24回協議会  

・前川西市中心市街地活性化基本計画の変更について 

・新川西市中心市街地活性化基本計画について 

平成26年11月12日 
第25回協議会 

・川西市中心市街地活性化基本計画（素案）について 

平成27年1月16日 

第26回協議会 

・新川西市中心市街地活性化基本計画（案）に対する意見書に

ついて 

平成27年5月29日 

第27回協議会 

・平成27年度事業計画案及び会計予算案について 

・平成26年度事業報告及び会計決算について 

・第2回まちなか美術館について 

・第9回きんたくんバルについて 

平成28年5月27日 

第28回協議会 

・平成28年度事業計画案及び会計予算について 

・第11回きんたくんバルについて 

・川西市中心市街地活性化基本計画の進捗状況について 

・平成27年度事業報告及び会計決算について 

・役員改選について 

・川西市中心市街地活性化基本計画の一部変更について 

平成29年1 月18日 ・川西市中心市街地活性化基本計画の一部変更について 
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平成29年5月31日 第29回協議会 

・平成28年度事業報告及び会計決算報告について 

・平成29年度事業計画案及び会計予算について 

・川西市中心市街地活性化基本計画の第２回変更について 

・平成28年度中心市街地活性化基本計画の進捗状況について 

・（仮称）三角地整備・運営事業について 

平成30年5月30日 第30回協議会 

・平成29年度事業報告及び会計決算報告について 

・平成30年度事業計画案及び会計予算について 

・川西市中心市街地活性化基本計画の第３回変更について 

・平成29年度中心市街地活性化基本計画の進捗状況について 

２）川西市中心市街地活性化協議会構成員名簿（平成29年3月現在） 

 区分 団体名 団体役職 役職 法令根拠 

1 経済活力の向上 川西市商工会 会長 会長 法第１５条第１項第２号イ◎ 

2 同上 川西能勢口振興開発(株) 代表取締役 副会長 法第１５条第１項第２号ロ◎ 

3 都市機能の増進 川西都市開発(株) 代表取締役

社長 
副会長 法第１５条第１項第１号ロ◎ 

4 同上 (株)パルティ川西 代表取締役 副会長 法第１５条第１項第１号ロ◎ 

5 経済活力の向上 川西市 部長   法第１５条第４項第３号 

6 市街地の整備改善 川西能勢口駅東地区第２工区市

街地再開発準備組合 
理事長   法第１５条第４項第１号 

7 商業活性化 アステ川西管理組合 理事   法第１５条第４項第１号 

8 同上 パルティ川西住宅管理委員会 委員長   法第１５条第４項第１号 

9 同上 パルティ川西施設管理委員会 委員長   法第１５条第４項第１号 

10 同上 ㈱ジョイン川西 代表取締役

会長 
 法第１５条第４項第２号 

11 同上 ㈱シャンテ 代表取締役

社長 
  法第１５条第４項第１号 

12 同上 川西商店連盟 相談役   法第１５条第４項第２号 

13 同上 能勢口商業協同組合 理事長   法第１５条第４項第２号 

14 同上 ＴＥＭＰＯ１７５振興会 会長   法第１５条第４項第１号 

15 同上 パルティ川西名店会 会長   法第１５条第４項第１号 

16 同上 ベルフローラかわにしイースト

商店会 
会長   法第１５条第４項第２号 

17 同上 ベルフローラかわにしウエスト

商店会 
会長   法第１５条第４項第２号 

18 同上 ㈱ウエッツオールスター 代表取締役   法第１５条第４項第２号 

19 同上 北摂百番街事業協同組合 理事長   法第１５条第４項第２号 

20 都市福利施設整備 （社福）川西市社会福祉協議会 常務理事 監事 法第１５条第４項第２号 

21 公共交通機関の利

便増進 
阪急電鉄(株) 課長   法第１５条第４項第２号 

22 同上 能勢電鉄(株) 調査役  法第１５条第４項第２号 
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23 同上 阪急バス(株) 部長  法第１５条第４項第２号 

24 地域経済代表有識

者 
㈱池田泉州銀行 主任調査役   法第１５条第４項第２号 

25 同上 兵庫六甲農業協同組合（東地域事

業本部） 
常務理事 監事 法第１５条第４項第２号 

26 住民代表 川西北小学校区コミュニティ連

合会 
会長   法第１５条第４項第２号 

27 有識者 関西大学 教授   協議会規約第５条第１項７号 

28 オブザーバー 兵庫県阪神北県民局宝塚土木事

務所 
参事     

29 オブザーバー 兵庫県阪神北県民局総務企画室 室長     

30 オブザーバー ㈱日本政策金融公庫尼崎支店 支店長     

31 オブザーバー 独立行政法人中小企業基盤整備

機構近畿支部 
中心市街地

サポートマ

ネージャー 

    

※ 法令根拠欄の◎は法令の規定による協議会の設置者 

 

３）川西市中心市街地活性化協議会による意見書 

  中心市街地の活性化に関する法律第15条第9項の規定に基づき、川西市中心市街地活

性化協議会から、平成27年1月16日付けで意見書が提出された。 
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［３］基本計画に基づく事業及び措置の一体的推進等 

（１）前基本計画に基づく事業の実施状況及び評価 

 「１．中心市街地の活性化に関する基本的な方針」の「［５］前中心市街地活性化基本計

画等に基づく取組の把握・分析」の欄に、「前中心市街地活性化基本計画の活性化事業の実

施状況」、「前中心市街地活性化基本計画の目標達成状況」等について記載。 

 

（２）客観的現状分析、ニーズ分析に基づく事業・措置の集中的実施 

 「１．中心市街地の活性化に関する基本的な方針」の「[３] 中心市街地の現状に関する

統計的データの把握・分析」の欄に、「人口動態」「産業」「歩行者通行量」「公共交通」等

に関する既存の統計データ等に基づく把握・分析を記載。また、「［４］市民ニーズ等の把

握・分析」の欄に、「来街者アンケート調査」に基づく把握・分析を記載。 

 

（３）様々な主体の巻き込み及び各種事業等との連携・調整 

 中心市街地活性化施策を中心に、各地域における活性化の取組事例の紹介等を行い、日

本全体の活力向上につながるような情報を発信することを目的として開催された内閣府地

域活性化推進室主催の「中心市街地活性化全国リレーシンポジウム」に、開催市として参

加した。 

実施概要 

・日時：平成２４年１２月１日（土） １４：００～１６：３０ 
・場所：川西アステ６Ｆ アステホール 
・テーマ：「地域資源を活用したまちづくり」 
・進行 

開会 開催の挨拶     川西市長 大塩 民生 
国からの施策紹介     内閣府地域活性化推進室次長 長谷川 新 
基調講演         流通科学大学特別教授 石原 武政 
各地域における活性化事例紹介 

川西市長 大塩 民生、府中市長 伊藤 吉和、丹波副市長 永井 隆夫 
パネルディスカッション   

コーディネーター：石原 武政 
パネリスト：ＮＰＯ法人いたみタウンセンター副理事長 村上 有紀子 

㈱みらいもりやま２１マネージャー 石上 僚 
街はカーニバルプロジェクト代表 荻田 雅仁 
川西市長、府中市長、丹波副市長、 

閉会 閉会の挨拶  川西市中心市街地活性化協議会副会長 松下 親之 
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（４）基本計画に対するパブリックコメント 

 「川西市中心市街地活性化基本計画（案）」について、広く市民等の意見を聴取するため、

平成26年12月12日から平成27年1月13日までの33日間、市役所をはじめ、公共施設

等やホームページを通じてパブリックコメントを実施した。  

  その結果、４人の方から計５件のご意見が寄せられ、川西市のホームページ上に、市の

考え方を公表した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）今後の施策の推進体制 

 新川西市中心市街地活性化基本計画（案）に基づく事業及び設置の一体的推進にあたっ

ては、中心市街地活性化協議会の構成員などにより実行委員会などを設置し、それぞれの

事業計画の企画・調整を行う。また、中心市街地において各事業を総合的かつ一体的に展

開するため、各事業実施者の連携を図りながら、事業を推進するものとする。 

 


