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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）国の支援がないその他の事業 

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 

03：都市計画道路火打滝山

線東側歩道拡幅事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

○事業名 

05：回遊動線形成促進事業 

○事業内容 

中心市街地の歩行者動線

の形成による沿道でのに

ぎわい空間の創出につい

ての検討 

○実施時期 

平成23～26年度 

○実施主体 

かわにしＴ

ＭＯ（川西

能勢口振興

開発株式会

社） 

○位置付け 

回遊動線の形成促進事業につ

いては、これまで実施してきた市

街地再開発事業や連続立体交差

事業、都市計画道路の整備にあわ

せて、街なかの回遊性の向上のた

めに位置付けている。歩行者動線

としての連続性やネットワーク

化を促進し、中心市街地全体の活

性化のための回遊動線の検討と、

将来の方向性を示すことにより、

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、沿道施設の関係者

と連携しながら、中心市街地にお

ける歩行者回遊動線の強化を図

り、沿道のにぎわい空間を整備す

ることが、中心市街地における商

業・サービスの魅力強化と効果の

波及、来街者の回遊・滞留を促進

するものであり、中心市街地にお

ける「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 

支援措置なし 

○実施時期 

 

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）国の支援がないその他の事業 

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 

03：都市計画道路火打滝山

線東側歩道拡幅事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

○事業名 

05：回遊動線形成促進事業 

○事業内容 

中心市街地の歩行者動線

の形成による沿道でのに

ぎわい空間の創出につい

ての検討 

○実施時期 

平成23年度 

○実施主体 

かわにしＴ

ＭＯ（川西

能勢口振興

開発株式会

社） 

○位置付け 

回遊動線の形成促進事業につ

いては、これまで実施してきた市

街地再開発事業や連続立体交差

事業、都市計画道路の整備にあわ

せて、街なかの回遊性の向上のた

めに位置付けている。歩行者動線

としての連続性やネットワーク

化を促進し、中心市街地全体の活

性化のための回遊動線の検討と、

将来の方向性を示すことにより、

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、沿道施設の関係者

と連携しながら、中心市街地にお

ける歩行者回遊動線の強化を図

り、沿道のにぎわい空間を整備す

ることが、中心市街地における商

業・サービスの魅力強化と効果の

波及、来街者の回遊・滞留を促進

するものであり、中心市街地にお

ける「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 

支援措置なし 

○実施時期 
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○事業名 

06：川西能勢口駅東整備構

想策定事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

○事業名 

07：まちなか“時遊スポッ

ト”創出＆回遊ネットワー

ク構築事業『みつなかホー

ル周辺（仮称）花の道及び

駐車場整備事業』 

○事業内容 

（仮称）花の道及び駐車場

整備事業 

○実施時期 

平成23～26年度 

○実施主体 

(財)川西市

文化財団及

びシャンテ

川 西 管 理

者・シャン

テ川西商店

会並びに特

定非営利法

人環境にや

さしい街づ

くり推進会 

○位置付け 

みつなかホール周辺（仮称）花

の道及び駐車場整備事業は、小花

地区都市再開発基本構想区域で

の回遊性の向上と、生活者の利便

性を図る事業として位置付けて

いる。川西能勢口駅とみつなかホ

ールをつなぐ歩行空間をより魅

力的にし、市民の憩いの場として

の（仮称）花の道の整備や自動車

によるアクセシビリティの向上

を図るため、みつなかホールの駐

車スペースの整備を行うことに

より、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、中心市街地におけ

る歩行者回遊動線の強化を図り、

来街者の回遊・滞留促進に寄与す

るものであり、中心市街地におけ

る「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

目標達成に必要な事業である。 

○支援措置名 

支援措置なし 

○実施時期 

 

○事業名 

08：まちなか“時遊スポッ

ト”創出＆回遊ネットワー

ク構築事業『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』 

（略） 

（略） （略） （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略 

（２）②略 

（３）略 

（４）国の支援がないその他の事業 

○事業名 

06：川西能勢口駅東整備構

想策定事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

○事業名 

07：まちなか“時遊スポッ

ト”創出＆回遊ネットワー

ク構築事業『みつなかホー

ル周辺（仮称）花の道及び

駐車場整備事業』 

○事業内容 

（仮称）花の道及び駐車場

整備事業 

○実施時期 

平成23年度 

○実施主体 

(財)川西市

文化財団及

びシャンテ

川 西 管 理

者・シャン

テ川西商店

会並びに特

定非営利法

人環境にや

さしい街づ

くり推進会 

○位置付け 

みつなかホール周辺（仮称）花

の道及び駐車場整備事業は、小花

地区都市再開発基本構想区域で

の回遊性の向上と、生活者の利便

性を図る事業として位置付けて

いる。川西能勢口駅とみつなかホ

ールをつなぐ歩行空間をより魅

力的にし、市民の憩いの場として

の（仮称）花の道の整備や自動車

によるアクセシビリティの向上

を図るため、みつなかホールの駐

車スペースの整備を行うことに

より、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、中心市街地におけ

る歩行者回遊動線の強化を図り、

来街者の回遊・滞留促進に寄与す

るものであり、中心市街地におけ

る「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

目標達成に必要な事業である。 

○支援措置名 

支援措置なし 

○実施時期 

 

○事業名 

08：まちなか“時遊スポッ

ト”創出＆回遊ネットワー

ク構築事業『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』 

（略） 

（略） （略） （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略 

（２）②略 

（３）略 

（４）国の支援がないその他の事業 
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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 

11：一時子ども預かり所開

設事業 

○事業内容 

アステ川西において快適

な生活環境の整備のため

の一時子ども預かり所の

新規設置 

○実施時期 

平成25～26年度 

○実施主体 

川西市 

○位置付け 

一時子ども預かり所は、｢駅周

辺都市整備計画基本構想｣の川

西能勢口駅南地区第 2種市街地

再開発事業により建設されたア

ステ川西内に新たに設置し、市

民の子育て支援の事業として、

都市福利と利便性を高めること

を目的に位置付けており、中心

市街地における快適な生活環境

の整備を行うことにより、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、中心市街地に暮ら

す生活者や、中心市街地に訪れ

る来街者の都市福利の向上と、

交流に寄与するものであり、中

心市街地における「魅力的で活

気のある『かわにしのせぐち』

の創造」及び「楽しみながら回

遊したくなる『かわにしのせぐ

ち』の創造」の目標達成に必要

な事業である。 

○支援措置名 

支援措置なし 

○実施時期 

 

 

○事業名 

１２：地域子育て支援事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

○事業名 

１３：市立中央図書館子ど

も読書サポーター事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

○事業名 

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 

（略） 

（略） （略） （略） （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 

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 

11：一時子ども預かり所開

設事業 

○事業内容 

アステ川西において快適

な生活環境の整備のため

の一時子ども預かり所の

新規設置 

○実施時期 

平成25年度 

○実施主体 

川西都市開

発株式会社 

○位置付け 

一時子ども預かり所は、｢駅周

辺都市整備計画基本構想｣の川

西能勢口駅南地区第 2種市街地

再開発事業により建設されたア

ステ川西内に新たに設置し、市

民の子育て支援の事業として、

都市福利と利便性を高めること

を目的に位置付けており、中心

市街地における快適な生活環境

の整備を行うことにより、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、中心市街地に暮ら

す生活者や、中心市街地に訪れ

る来街者の都市福利の向上と、

交流に寄与するものであり、中

心市街地における「魅力的で活

気のある『かわにしのせぐち』

の創造」及び「楽しみながら回

遊したくなる『かわにしのせぐ

ち』の創造」の目標達成に必要

な事業である。 

○支援措置名 

支援措置なし 

○実施時期 

 

 

○事業名 

１２：地域子育て支援事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

○事業名 

１３：市立中央図書館子ど

も読書サポーター事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

○事業名 

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 

（略） 

（略） （略） （略） （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 
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（１）略 

（２）①略 

（２）②略 

 (３) 略 

（４）国の支援がないその他の事業 

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 

05：回遊動線形成促進事業

（再掲） 

○事業内容 

中心市街地の歩行者動線

の形成による沿道でのに

ぎわい空間の創出につい

ての検討 

○実施時期 

平成23～26年度 

○実施主体 

かわにしＴ

ＭＯ（川西

能勢口振興

開発株式会

社） 

○位置付け 

回遊動線の形成促進事業につ

いては、これまで実施してきた

市街地再開発事業や連続立体交

差事業、都市計画道路の整備に

あわせて、街なかの回遊性の向

上のために位置付けている。歩

行者動線としての連続性やネッ

トワーク化を促進し、中心市街

地全体の活性化のための回遊動

線の検討と、将来の方向性を示

すことにより、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、沿道施設の関係

者と連携しながら、中心市街地

における歩行者回遊動線の強化

を図り、沿道のにぎわい空間を

整備することが、中心市街地に

おける商業・サービスの魅力強

化と効果の波及、来街者の回

遊・滞留を促進するものであり、

中心市街地における「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 

支援措置なし 

○実施時期 

 

○事業名 

１６：パルティ川西リニュ

ーアル支援事業 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（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 

（１）略 

（２）①略 

（２）②略 

 (３) 略 

（４）国の支援がないその他の事業 

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 

05：回遊動線形成促進事業

（再掲） 

○事業内容 

中心市街地の歩行者動線

の形成による沿道でのに

ぎわい空間の創出につい

ての検討 

○実施時期 

平成23年度 

○実施主体 

かわにしＴ

ＭＯ（川西

能勢口振興

開発株式会

社） 

○位置付け 

回遊動線の形成促進事業につ

いては、これまで実施してきた

市街地再開発事業や連続立体交

差事業、都市計画道路の整備に

あわせて、街なかの回遊性の向

上のために位置付けている。歩

行者動線としての連続性やネッ

トワーク化を促進し、中心市街

地全体の活性化のための回遊動

線の検討と、将来の方向性を示

すことにより、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、沿道施設の関係

者と連携しながら、中心市街地

における歩行者回遊動線の強化

を図り、沿道のにぎわい空間を

整備することが、中心市街地に

おける商業・サービスの魅力強

化と効果の波及、来街者の回

遊・滞留を促進するものであり、

中心市街地における「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 

支援措置なし 

○実施時期 

 

○事業名 

１６：パルティ川西リニュ

ーアル支援事業 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（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 
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 (３) 略 

（４) 国の支援がないその他の事業 

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 

07：まちなか“時遊スポッ

ト”創出＆回遊ネットワー

ク構築事業『みつなかホー

ル周辺（仮称）花の道及び

駐車場整備事業』（再掲） 

○事業内容 

（仮称）花の道及び駐車場

整備事業 

○実施時期 

平成23～26年度 

○実施主体 

(財)川西市

文化財団及

びシャンテ

川 西 管 理

者・シャン

テ川西商店

会並びに特

定非営利法

人環境にや

さしい街づ

くり推進会 

○位置付け 

みつなかホール周辺（仮称）

花の道及び駐車場整備事業は、

小花地区都市再開発基本構想区

域での回遊性の向上と、生活者

の利便性を図る事業として位置

付けている。川西能勢口駅とみ

つなかホールをつなぐ歩行空間

をより魅力的にし、市民の憩い

の場としての（仮称）花の道の

整備や自動車によるアクセシビ

リティの向上を図るため、みつ

なかホールの駐車スペースの整

備を行うことにより、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、中心市街地にお

ける歩行者回遊動線の強化を図

り、来街者の回遊・滞留促進に

寄与するものであり、中心市街

地における「楽しみながら回遊

したくなる『かわにしのせぐち』

の創造」の目標達成に必要な事

業である。 

○支援措置名 

支援措置なし 

○実施時期 

 

○事業名 

21：まちなか“時遊スポッ

ト”創出＆回遊ネットワー

ク構築事業『アステ川西地

下1階リニューアル事業』 

○事業内容 

アステ川西地下1階におい

て、所有と利用の分離手法

を活用し、フロアの全面改

修工事を実施する。 

○実施時期 

平成22～25年度 

○実施主体 

川西都市開

発株式会社 

○位置付け 

アステ川西地下 1階において

実施するリニューアル事業は、

所有と利用の分離手法を活用す

ることにより、マーケットニー

ズに合ったフロア構成が可能に

なる。これまでの再開発ビルの

商業区画は、従前権利者が権利

変換方式により取得する独立区

画となり、個人営業者の廃業や

休業から空き区画の発生が多く

見られる。このため、当事業で

実施する所有と利用の分離手法

では、床所有者と長期賃貸借契

約を結び、床を一括管理してテ

ナントミックスを行う手法であ

○支援措置名 

支援措置なし 

○実施時期 

 

 (３) 略 

（４) 国の支援がないその他の事業 

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 

07：まちなか“時遊スポッ

ト”創出＆回遊ネットワー

ク構築事業『みつなかホー

ル周辺（仮称）花の道及び

駐車場整備事業』（再掲） 

○事業内容 

（仮称）花の道及び駐車場

整備事業 

○実施時期 

平成23年度 

○実施主体 

(財)川西市

文化財団及

びシャンテ

川 西 管 理

者・シャン

テ川西商店

会並びに特

定非営利法

人環境にや

さしい街づ

くり推進会 

○位置付け 

みつなかホール周辺（仮称）

花の道及び駐車場整備事業は、

小花地区都市再開発基本構想区

域での回遊性の向上と、生活者

の利便性を図る事業として位置

付けている。川西能勢口駅とみ

つなかホールをつなぐ歩行空間

をより魅力的にし、市民の憩い

の場としての（仮称）花の道の

整備や自動車によるアクセシビ

リティの向上を図るため、みつ

なかホールの駐車スペースの整

備を行うことにより、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、中心市街地にお

ける歩行者回遊動線の強化を図

り、来街者の回遊・滞留促進に

寄与するものであり、中心市街

地における「楽しみながら回遊

したくなる『かわにしのせぐち』

の創造」の目標達成に必要な事

業である。 

○支援措置名 

支援措置なし 

○実施時期 

 

○事業名 

21：まちなか“時遊スポッ

ト”創出＆回遊ネットワー

ク構築事業『アステ川西地

下1階リニューアル事業』 

○事業内容 

アステ川西地下1階におい

て、所有と利用の分離手法

を活用し、フロアの全面改

修工事を実施する。 

○実施時期 

平成22年度 

○実施主体 

川西都市開

発株式会社 

○位置付け 

アステ川西地下 1階において

実施するリニューアル事業は、

所有と利用の分離手法を活用す

ることにより、マーケットニー

ズに合ったフロア構成が可能に

なる。これまでの再開発ビルの

商業区画は、従前権利者が権利

変換方式により取得する独立区

画となり、個人営業者の廃業や

休業から空き区画の発生が多く

見られる。このため、当事業で

実施する所有と利用の分離手法

では、床所有者と長期賃貸借契

約を結び、床を一括管理してテ

ナントミックスを行う手法であ

○支援措置名 

支援措置なし 

○実施時期 
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り、地下 1階のリニューアルを

実施することにより、魅力的な

中心市街地の創造に寄与するな

ど、まちなか“時遊スポット”

創出＆回遊ネットワーク構築事

業の中心的な事業として実施

し、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、商業・サービス

の魅力強化、購買活動の活発化、

来街者の回遊促進に寄与するも

のであり、中心市街地における

「魅力的で活気のある『かわに

しのせぐち』の創造」の目標達

成に必要な事業である。 

○事業名 

22：まちなか“時遊スポッ

ト”創出＆回遊ネットワー

ク構築事業『アステ川西大

規模改修事業』 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

○事業名 

23：まちなか“時遊スポッ

ト”創出＆回遊ネットワー

ク構築事業『パルティ川西

Ａ＆Ｈデザイン構築事業』 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

○事業名 

24：まちなか“時遊スポッ

ト”創出＆回遊ネットワー

ク構築事業『アステ川西バ

イク・自転車駐輪対策事

業』 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

○事業名 

25：まちなか“時遊スポッ

ト”創出＆回遊ネットワー

ク構築事業『かわにしにぎ

わい創出イベント事業』 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

り、地下 1階のリニューアルを

実施することにより、魅力的な

中心市街地の創造に寄与するな

ど、まちなか“時遊スポット”

創出＆回遊ネットワーク構築事

業の中心的な事業として実施

し、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、商業・サービス

の魅力強化、購買活動の活発化、

来街者の回遊促進に寄与するも

のであり、中心市街地における

「魅力的で活気のある『かわに

しのせぐち』の創造」の目標達

成に必要な事業である。 

○事業名 

22：まちなか“時遊スポッ

ト”創出＆回遊ネットワー

ク構築事業『アステ川西大

規模改修事業』 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

○事業名 

23：まちなか“時遊スポッ

ト”創出＆回遊ネットワー

ク構築事業『パルティ川西

Ａ＆Ｈデザイン構築事業』 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

○事業名 

24：まちなか“時遊スポッ

ト”創出＆回遊ネットワー

ク構築事業『アステ川西バ

イク・自転車駐輪対策事

業』 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

○事業名 

25：まちなか“時遊スポッ

ト”創出＆回遊ネットワー

ク構築事業『かわにしにぎ

わい創出イベント事業』 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 
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○事業名 

26：まちなか“時遊スポッ

ト”創出＆回遊ネットワー

ク構築事業『かわにし朝

市』 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

○事業名 

27：まちなか“時遊スポッ

ト”創出＆回遊ネットワー

ク構築事業『光のオブジェ

展』 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

○事業名 

28：まちなか“時遊スポッ

ト”創出＆回遊ネットワー

ク構築事業『JAM・HOP・

CARNIVAL』 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

29：まちなか“時遊スポッ

ト”創出＆回遊ネットワー

ク構築事業『アステかわに

し繁昌亭』 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

○事業名 

30：夢宿フォトコンテスト 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

○事業名 

31：花と緑のアステ川西プ

ロジェクト 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

○事業名 

32：イチジクの即売会 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

○事業名 

33：桃の即売会 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

○事業名 

34：かわにし寄席 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

○事業名 

35：金太郎プロジェクトの

実施 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

○事業名 

26：まちなか“時遊スポッ

ト”創出＆回遊ネットワー

ク構築事業『かわにし朝

市』 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

○事業名 

27：まちなか“時遊スポッ

ト”創出＆回遊ネットワー

ク構築事業『光のオブジェ

展』 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

○事業名 

28：まちなか“時遊スポッ

ト”創出＆回遊ネットワー

ク構築事業『JAM・HOP・

CARNIVAL』 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

29：まちなか“時遊スポッ

ト”創出＆回遊ネットワー

ク構築事業『アステかわに

し繁昌亭』 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

○事業名 

30：夢宿フォトコンテスト 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

○事業名 

31：花と緑のアステ川西プ

ロジェクト 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

○事業名 

32：イチジクの即売会 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

○事業名 

33：桃の即売会 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

○事業名 

34：かわにし寄席 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

○事業名 

35：金太郎プロジェクトの

実施 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 
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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 

・「まちのにぎわいづくり一括助成金事業」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 
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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変更について 

 ・第２期川西市中心市街地活性化基本計画の策定について 
 

 


