
別紙 

                                                １ 

川西市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（傍線赤文字部分は変更箇所） 

変  更  後 変  更  前 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備そ 

の他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①略 

（２）②略 

 (３)  略 

（４） 略 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施 

主体 

目標達成のための位置付け及び

必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 
その他

の事項 

○事業名 

０９：まちなか“時遊スポ

ット”創出＆回遊ネットワ

ーク構築事業『情報配信シ

ステム構築事業』 

（略） 

 

（略） 

 

（略） （略） 

 

（略） 

○事業名 

１４：まちなか“時遊スポ

ット”創出＆回遊ネットワ

ーク構築事業『コミュニテ

ィ・スペースにぎわい空間

整備事業』 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備そ 

の他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①略 

（２）②略 

(３) 略 

（４）略 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施 

主体 

目標達成のための位置付け及び

必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 
その他

の事項 

○事業名 

０９：まちなか“時遊スポ

ット”創出＆回遊ネットワ

ーク構築事業『情報配信シ

ステム構築事業』 

（略） 

 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

○事業名 

１４：まちなか“時遊スポ

ット”創出＆回遊ネットワ

ーク構築事業『コミュニテ

ィ・スペースにぎわい空間

整備事業』 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 
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○事業名 

38：（仮称）川西市低炭素

型複合施設整備事業 

○事業内容 

ホール機能に加えて、福

祉・保健・公民館機能が連

携した複合施設をＰＦＩ手法

により整備する。 

○実施時期 

平成26～30年度 

○実施主体 

川西市 

○位置付け 

中心市街地において、人々ので

あいとふれあいの場の創出を図

るために位置付けている事業で

あり、ホール機能に加えて、福

祉・保健・公民館機能が連携した

複合施設を整備することで、魅力

的な中心市街地の創造に寄与す

る。 

○必要性 

この事業は、にぎわい空間を

整備することで、来街者の回

遊・滞留を促進するものであり、

「楽しみながら回遊したくなる

『かわにしのせぐち』の創造」

の目標達成のために寄与するも

のである。 

○支援措置名 

社会資本整備

総合交付金（暮

らしにぎわい再

生事業（中央北

地区））【国土交

通省】 

○実施時期 

平成 27～30年

度 

 

（２）②略 

（３）略 

（４）略 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一

体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①略 

（２）②略 

 (３) 略 

（４）略 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①略 

（２）②略 

 (３) 略 

（４) 略 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①略 

（２）②略 

 (３) 略 

（４) 略 

新規事業     

（２）②略 

（３）略 

（４）略 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体と

して行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①略 

（２）②略 

 (３) 略 

（４）略 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①略 

（２）②略 

 (３) 略 

（４) 略 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①略 

（２）②略 

 (３) 略 

（４) 略 
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17：川西まつり（●） 

02：中央北地区特定土地区画
整理事業（●●） 

07：みつなかホール周辺（仮
称）花の道及び駐車場整

備事業（●●） 
08：みつなかホール・ドラゴ
ンランドへの動線整備

計画の検討（●●） 
20：みつなかオペラ（●） 
25：かわにしにぎわい創出イ
ベント事業（●） 

34：かわにし寄席（●） 
06：川西能勢口駅東整備構想策定事業

（●） 

37：川西能勢口駅周辺と中央北地区を回
遊するシャトルバス運行の検討（●） 

15：交通バリアフリー重点整備地区基本
構想に基づく道路特定事業（●） 

01：川西能勢口駅東地区第２
工区優良建築物等整備

事業（●●） 

05：回遊動線形成促進事業
（●●） 

凡 例 （事業の方向） 

 ● 市街地の整備改善 

 ● 都市福利施設の整備 

 ● 街なか居住 

 ● 商業等の活性化 

 ● 公共交通機関の利便性 

＜実施する場所が特定できない事業＞ 

18：猪名川花火大会（●） 
27：光のオブジェ展（●） 
35：金太郎プロジェクトの実施（●） 
36：駐車場ナビゲーションシステム構 

築事業（その2）（●） 

28：JAM・HOP・CARNIVAL
（●） 

16：パルティ川西リニューアル
支援事業（●） 

23：パルティ川西Ａ＆Ｈデザイン
構築事業（●） 

25：かわにしにぎわい創出イベン
ト事業（●） 

26：かわにし朝市（●） 
30：夢宿フォトコンテスト（●） 

03：都市計画道路火打
滝山線東側歩道

拡幅事業（●） 

04：都市計画道路せせ
らぎ遊歩道新設
事業（●） 

12：地域子育て支援事業（●） 
25：かわにしにぎわい創出イベント

事業（●） 

25：かわにしにぎわい創出イベント事業（●） 
市文化会館、商工会館、市総合体育館、市民温水

プール、北摂百番街、市役所、三角広場、パレッ

トかわにし、中央北地区内の空地 など 

10：ファミリーサポートセン
ター事業（●） 

09：情報配信システム構築事業（●●） 
11：一時子ども預かり所開設事業（●） 
13：市立中央図書館子ども読書サポート事業（●） 
14：コミュニティ・スペースにぎわい空間整備事業（●） 
19：源氏まつりミニイベント（●） 
21：アステ川西地下1階リニューアル事業（●） 
22：アステ川西大規模改修事業（●） 
24：アステ川西バイク・自転車駐輪対策事業（●） 
25：かわにしにぎわい創出イベント事業（●） 
29：アステかわにし繁昌亭（●） 
31：花と緑のアステ川西プロジェクト（●） 
32：イチジクの即売会（●） 
33：桃の即売会（●） 

17：川西まつり（●） 

02：中央北地区特定土地区画
整理事業（●●） 

07：みつなかホール周辺（仮
称）花の道及び駐車場整

備事業（●●） 
08：みつなかホール・ドラゴ
ンランドへの動線整備

計画の検討（●●） 
20：みつなかオペラ（●） 
25：かわにしにぎわい創出イ
ベント事業（●） 

34：かわにし寄席（●） 
06：川西能勢口駅東整備構想策定事業

（●） 

37：川西能勢口駅周辺と中央北地区を回
遊するシャトルバス運行の検討（●） 

15：交通バリアフリー重点整備地区基本
構想に基づく道路特定事業（●） 

01：川西能勢口駅東地区第２
工区優良建築物等整備

事業（●●） 

05：回遊動線形成促進事業
（●●） 

凡 例 （事業の方向） 

 ● 市街地の整備改善 

 ● 都市福利施設の整備 

 ● 街なか居住 

 ● 商業等の活性化 

 ● 公共交通機関の利便性 

＜実施する場所が特定できない事業＞ 

18：猪名川花火大会（●） 
27：光のオブジェ展（●） 
35：金太郎プロジェクトの実施（●） 
36：駐車場ナビゲーションシステム構 

築事業（その2）（●） 

28：JAM・HOP・CARNIVAL
（●） 

16：パルティ川西リニューアル
支援事業（●） 

23：パルティ川西Ａ＆Ｈデザイン
構築事業（●） 

25：かわにしにぎわい創出イベン
ト事業（●） 

26：かわにし朝市（●） 
30：夢宿フォトコンテスト（●） 

03：都市計画道路火打
滝山線東側歩道

拡幅事業（●） 

04：都市計画道路せせ
らぎ遊歩道新設
事業（●） 

12：地域子育て支援事業（●） 
25：かわにしにぎわい創出イベント

事業（●） 

25：かわにしにぎわい創出イベント事業（●） 
市文化会館、商工会館、市総合体育館、市民温水

プール、北摂百番街、市役所、三角広場、パレッ

トかわにし、中央北地区内の空地 など 

10：ファミリーサポートセン
ター事業（●） 

09：情報配信システム構築事業（●●） 
11：一時子ども預かり所開設事業（●） 
13：市立中央図書館子ども読書サポート事業（●） 
14：コミュニティ・スペースにぎわい空間整備事業（●） 
19：源氏まつりミニイベント（●） 
21：アステ川西地下1階リニューアル事業（●） 
22：アステ川西大規模改修事業（●） 
24：アステ川西バイク・自転車駐輪対策事業（●） 
25：かわにしにぎわい創出イベント事業（●） 
29：アステかわにし繁昌亭（●） 
31：花と緑のアステ川西プロジェクト（●） 
32：イチジクの即売会（●） 
33：桃の即売会（●） 

38：（仮称）川西市低炭素型

複合施設整備事業（●） 
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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 

［２］中心市街地活性化協議会の設置 

（１）略 

１）中心市街地活性化協議会における検討経過及び開催状況 

開催年月日 会議名・議題等 

平成19年8月7日 第1回 中心市街地活性化協議会（設立総会） 

平成19年9月18日 

第2回 中心市街地活性化協議会 

 ・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 

平成19年10月31日 

第3回 中心市街地活性化協議会 

 ・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 中心市街地活性化協議会 

 ・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 中心市街地活性化協議会 

 ・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 中心市街地活性化協議会 

 ・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 中心市街地活性化協議会 

 ・意見書（案）について 

平成20年6月26日 

第8回 中心市街地活性化協議会 

 ・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 中心市街地活性化協議会 

・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 中心市街地活性化協議会 

 ・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 中心市街地活性化協議会 

 ・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 中心市街地活性化協議会 

・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 中心市街地活性化協議会 

・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 

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 

［２］中心市街地活性化協議会の設置 

（１）略 

１）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 中心市街地活性化協議会（設立総会） 

平成19年9月18日 

第2回 中心市街地活性化協議会 

 ・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 

平成19年10月31日 

第3回 中心市街地活性化協議会 

 ・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 中心市街地活性化協議会 

 ・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 中心市街地活性化協議会 

 ・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 中心市街地活性化協議会 

 ・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 中心市街地活性化協議会 

 ・意見書（案）について 

平成20年6月26日 

第8回 中心市街地活性化協議会 

 ・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 中心市街地活性化協議会 

・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 中心市街地活性化協議会 

 ・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 中心市街地活性化協議会 

 ・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 中心市街地活性化協議会 

・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 中心市街地活性化協議会 

・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 
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・「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 中心市街地活性化協議会 

・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 中心市街地活性化協議会 

・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 中心市街地活性化協議会 

・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 中心市街地活性化協議会 

・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 中心市街地活性化協議会 

・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 中心市街地活性化協議会 

・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 中心市街地活性化協議会 

・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 中心市街地活性化協議会 

・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 中心市街地活性化協議会 

・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２期中心市街地活性化基本計画の策定について 

・平成26年度事業計画並びに予算案について 

平成26年5月30日 

第23回 中心市街地活性化協議会 

・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 

・「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 中心市街地活性化協議会 

・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 中心市街地活性化協議会 

・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 中心市街地活性化協議会 

・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 中心市街地活性化協議会 

・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 中心市街地活性化協議会 

・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 中心市街地活性化協議会 

・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 中心市街地活性化協議会 

・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 中心市街地活性化協議会 

・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 中心市街地活性化協議会 

・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２期中心市街地活性化基本計画の策定について 

・平成26年度事業計画並びに予算案について 
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・第2期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 中心市街地活性化協議会  

・第1期川西市中心市街地活性化基本計画の変更について 

 ・第2期川西市中心市街地活性化基本計画について 

 

 

10．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 

[１]都市機能の集積の考え方  

（１）略 

[２]都市計画手法の活用 

（１）略 

[３]都市機能の適正立地、既存ストックの有効活用等 

（１）略 

（２）略 

（３）略 

（４）略 

（５）略 

[４]都市機能の集積のための事業等 

中心市街地活性化基本計画では、中心市街地に点在する既存ストックを有効に活用しながら、さらに歩行者動線

ネットワークの形成や既存ストックの機能の更新・向上を促進しながら、都市機能の集積を図る。以下に関連する

事業名とその内容を示す。 

■都市機能の集積のための事業等 

番号 事 業 名 内   容 

01 
川西能勢口駅東地区第２工区優良
建築物等整備事業 

川西能勢口駅東地区第2工区における都市機能の更新と生
活環境の改善のための商業施設と住宅施設などの建設 

02 中央北地区特定土地区画整理事業 
中央北地区における都市基盤や都市施設の整備及び適切
な土地利用の促進 

03 
都市計画道路火打滝山線東側歩道
拡幅事業 

中央北地区整備事業に伴う都市計画道路火打滝山線東側
歩道の拡幅 

04 
都市計画道路せせらぎ遊歩道新設
事業 

都市計画道路せせらぎ遊歩道の整備 

15 
交通バリアフリー重点整備地区基
本構想に基づく道路特定事業 

重点整備地区内の特定経路のバリアフリー化 

37 
川西能勢口駅周辺と中央北地区を
回遊するシャトルバス運行の検討 

中心市街地内に点在する各施設を回遊するシャトルバス、
ワンコインバスなどの検討 

38 
（仮称）川西市低炭素型複合施設整
備事業 

ホール機能に加えて、福祉・保健・公民館機能が連携した
複合施設の整備 

 

 

 

 

 

 

 

10．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 

[１]都市機能の集積の考え方  
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[２]都市計画手法の活用 

（１）略 

[３]都市機能の適正立地、既存ストックの有効活用等 

（１）略 

（２）略 

（３）略 

（４）略 

（５）略 

[４]都市機能の集積のための事業等 

中心市街地活性化基本計画では、中心市街地に点在する既存ストックを有効に活用しながら、さらに歩行者動線ネッ

トワークの形成や既存ストックの機能の更新・向上を促進しながら、都市機能の集積を図る。以下に関連する事業名と

その内容を示す。 

■都市機能の集積のための事業等 

番号 事 業 名 内   容 

01 
川西能勢口駅東地区第２工区優良
建築物等整備事業 

川西能勢口駅東地区第2工区における都市機能の更新と生
活環境の改善のための商業施設と住宅施設などの建設 

02 中央北地区特定土地区画整理事業 
中央北地区における都市基盤や都市施設の整備及び適切
な土地利用の促進 

03 
都市計画道路火打滝山線東側歩道
拡幅事業 

中央北地区整備事業に伴う都市計画道路火打滝山線東側
歩道の拡幅 

04 
都市計画道路せせらぎ遊歩道新設
事業 

都市計画道路せせらぎ遊歩道の整備 

15 
交通バリアフリー重点整備地区基
本構想に基づく道路特定事業 

重点整備地区内の特定経路のバリアフリー化 

37 
川西能勢口駅周辺と中央北地区を
回遊するシャトルバス運行の検討 

中心市街地内に点在する各施設を回遊するシャトルバス、
ワンコインバスなどの検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


