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●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。 

 

●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など、関連する諸計画との整合性も図

りながら定めます。 

 

 

 

【川西市都市計画マスタープランの構成】 

 

  
序章 都市計画マスタープランの改定にあたって 

第 2 章 まちづくりの課題 
●本市の現状・特性 

・地勢…南北に長い起伏に富んだ地形 

・人口…H22 をピークに人口減少 

・交通特性…大阪都市圏に含まれる交通至便な立地 

・その他（豊かな自然環境、歴史・文化、特産品など） 
 

●本市のまちづくりの課題 

・地域主体のまちづくりの推進 

・人口減少や厳しい財政状況等への対応 

・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 

・豊かな自然環境の保全・活用 

第 1 章 都市計画マスタープランについて 
●目的と位置づけ / ●役割と構成 

第 3 章 まちづくりの基本理念と目標 

●まちづくりの基本理念 

 

第 4 章 まちづくりの分野別方針 
●都市構造 

●土地利用の方針 

●交通網の整備方針 

●その他の都市施設の整備方針 

●市街地整備の方針 

●自然環境保全の方針 

●都市景観形成の方針 

●都市防災の方針 

第 5 章 地域別方針 

●地域別方針の役割と考え方 

●北部・北地域 

●北部・南地域 

●中部・西地域 

●中部・東地域 

●南部・JR 北地域 

●南部・JR 南地域 

「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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ビックハープ

●計画の期間 

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。 

 

【目標年次と進行管理】 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6 章 まちづくりの推進方策 
●参画と協働による新たなまちづくりの推進 

●参画と協働のまちづくりにおける役割分担 

・市民・事業者等の役割 

・行政の役割 

・市民と行政による地域づくりの推進イメージ 

・市民の取り組みのイメージ 

●都市計画マスタープランの進行管理・見直し 

 

●まちづくりの目標 

 

 

 

魅力と活力が満ちあふれる川西 

 

目標 2 

まちの活性化

 

快適に暮らせる川西 

 

目標 1 

生活／暮らし

 

安全で安心して暮らせる川西 

目標 3 

安全・安心 

 

豊かな自然と緑を守り育む川西 

 

目標 4 

自然・環境 

平成 25 年度 

（2013 年度） 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

 

平成 34 年度 

（2022 年度） 

 
５年ごとの成果把握 ５年ごとの成果把握 

10 年ごとの定期的な見直し 
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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 
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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 QOL

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。 
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川西能勢口駅と川西池田駅を結ぶ連絡通路

川西能勢口駅前広場

〈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 

 
●良好な住環境の維持・形成 

 
●低炭素まちづくりの推進 

 

 

 

 

〈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 

 
●地域資源を活かしたまちづくり 

 
●既存の都市基盤施設を活かしたまちづくり 
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東久代運動公園での防災訓練

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 

 
●安全・安心な地域づくりの推進 

 

 

 

 

 

 

 

〈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 

 
●豊かな河川環境の保全 
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●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。 

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。 

 

【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。 

【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。 

【連携軸】 

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、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 

【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、水と緑に

恵まれた美しい自然環境と触れ合

える市民憩いの場をめざします。 

 

 

◆都市構造図
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●土地利用の方針 

土地利用は、「住宅系」、「商業系」、「工業系」、「農業・自然系」の面的な区域と、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。 

 

【面的な区域の方針】 

①住宅系土地利用 

〈低層住宅地区〉 

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。 

〈中低層層住宅地区〉 

 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。 

 

②商業系土地利用 

〈商業地区〉 

 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。  
◆土地利用方針図
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③工業系土地利用 

〈工業地区〉 

 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〉 

 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〉 

 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。 

 

【線的な区域の方針】 

〈沿道サービス地区〉 

 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。 

 

【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〉 

 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〉 

 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〉 

 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。 
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一庫大路次川

山並みの見える住環境（湯山台）

●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。 

 

 

●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。 

 

【公園・緑地等の整備】 

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。 

 

【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。 

  

 

◆基幹公共交通軸図
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川西能勢口駅北側の景観

猪名川の清流

●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。 

 

●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。 

 

 

●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。 

 

 

●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。 

 

川西能勢口駅前の再開発ビル

地域での防災訓練



 

地域別方針 
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●地域別方針の役割と考え方 

【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。 

 

【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。 

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） 

◆地域区分図
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●北部・北地域 

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 

 

 

 

◆北部・北地域 地域づくり方針図 

●北部・南地域 

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 

 

 

◆北部・南地域 地域づくり方針図
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●中部・西地域 

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 

 

 

◆中部・西地域 地域づくり方針図 

●中部・東地域 

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 

 

 

 

◆中部・東地域 地域づくり方針図
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●南部・JR 北地域 

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 

 

◆南部・JR 北地域 地域づくり方針図 

●南部・JR 南地域 

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 

 
 

 
◆南部・JR 南地域 地域づくり方針図 
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●参画と協働による新たなまちづくりの推進 

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。 

 

【都市計画における市民等と行政の役割（イメージ）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 

  

広域レベルのまちづくり 
（マクロの視点） 

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 
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●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。 

 

 

 

 

   

 

 
・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】 

川で楽しむ子どもたち（塩川） 花壇づくり活動（奥池公園）
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