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※SDGs該当項目:
圃塵草と按惰軍斬の基盤在つくろう
圃住み鏡けられるまちづくりを
圃パートt_"げで圃駒田しよう

※まちづくり:

道路や公園、建築物な

ど「ハード(物的)面での

施設づくりや保存活動」、

さらには、市民の健康・

福松・教育、コミュニティ

の形成など「ソフト面で

の人づくりや仕組みづく

り」を含めた活動を指す.

※都市機能:

商業・サービス、福松、教

育・文化、観光・交涜、産

業支援、居住など、都市

的な活動を営むための

各種機能。

※都市の低密度化:
人口減少に伴い、都市全

体の人口密度や土地利

用密度が低下する現象。

※都市墨盤:

市民生活の安全性、利

便性、効率性等の向上を

図るための都市施設の

とと。道路、鉄道、公園、

緑地、上下水道、河川等

があるa近年では、情

報・通信網等も重要な

都市基盤として位置付

けられている.

※ストック効果:
整備された社会資本が

機能する乙とで、例えば、

耐震性の向土による安

全・安心効果や移動時

間の短縮による生産性

向上効果など、整備直

後から継続的かつ中長

期にわたって得られる

効果のとと.

※集約型都市構造:
中心市街地や駅周辺な

どを、都市機能の集約を

促進する拠点として位置

付け、集約拠点とその他

の地域を公共交通ネット

ワークで有機的に連携

する都市構造のとと.

※区域区分:

無秩序な市街イヒを防止

し、計画的な市街化を

図るために、都市計画区

峨を市街化区域と市街

化調整区域とに区分す

る制度のととで、昭和信

(196B)年の都市計画誌

の改正で導入された.

「線ヲ|き」とも呼ばれる.

皇生
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(1)機能的・効率的なまちを形成する

@計画的な土地利用

[D司
園田園

持続可能なまちづくり※をめざし、適切な都市機能※の誘導と集積による、地域特性を

生かした効果的な土地利用を図ります。

Ed冗臼i";T81~1t;.!:;.'f..":l: ~岨
-都市機能の適切な誘導と集積

人口減少、高齢化の進行による都市の低密度化※が進みつつある中、市街地の拡散を

抑制しながら、災害リスクにも配慮しつつ、都市拠点等に適切な機能の誘導と集積を図

るととが必要となっています。

そのため、都市基盤※の整備によるストック効果※を最大限引き出しながら、本市の地域

特性を踏まえた、集約型都市構造※化への転換に向けた取組が重要です。

-産業系土地利用の推進

区域区分※や用途地域※等の指定により適正な土地利用を図っているととろですが、工場

跡地に宅地開発が行われるなど、工業系用途地域における用途の混在が進んでいます。

一方で、本市が有する交通利便性や将来的な自動車専用道路の整備に対する期待から、

企業用地に対するこーズが高まっています。

そのため、良好な環境を保ちながら、適正な土地利用が図られるよう、各種制度を活用し、

新たな産業系土地刺用の検討を進める必要があります。

・地域特性を生かした土地利用の推進

市の北部及び西部においては、中央部に比べ人口減少、高齢化が進んでおり、地区計画※や

田固まちづくり制度※の積極的かつ効果的な活用を推進し、居住環境の維持や改善を図る

必要があります。また、公共交通の再編による地域拠点との接続も必要です。
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加古書I防総会釣宮司

..市緑点織紛の充実

t $$01 
固目園

加古j峨周辺地区肱煉加i511J駅周辺地区、別府駅周辺地区について肱業務衡Jl!.

ft官官・文化・居住君主ど多繊君主穆市機鎗の勉果的な償却'と集積母国り、回滋・滞在しやすい

継カある都心・副都t、の形成をめざします.1また、池波鎚点については、各治織の特色

'iJ資家xtd蜘色の・保毎回リ*1".

E E 主_~/T~-;;;~t. F.何 l咽

..心.-心の・館第.

加省'11順思辺治区1;:.市街地周安司陣調書割与の進展や'110省'JII1t5従軍旨民調書院の凋践を受けて、

居金人口や飲食庖が縛加傾向にある君主ど、にぎわいの倉J胞が図られている一方、lIfj災t!:Sζ銀扇のある~綜永造線忌の@織や低来車u用地 存在している状混です.そのため、面的建備事獲を推進するとと~，ζ、低朱剣沼地の百首II利尽を促進するなど、
利便性と後獲さを鮒揃えた簸カゐふれるまちづくりそ治めるとと約芯暴悪です.

*rc、決自白台111・ui辺地区.1<:おいては、進銭立体交差司1.障の実施にあわ生fて、駅周辺の怨市~悠の鐙舗により駅の拠点健司E痛めるととるに、筋書Fの文敏施設を室。しつつ曾&
の連銀を図るなど、敏明与謝乙者E串心とした*'!)づ〈りの敏討銑必震です.・紬...点の舗館発~
Z量級駅自由iI織の市it..強工司Eの完了や、日開駅舎の改修にf向けた取組など、地織拠点の慾鎌~造めてい*す.
*1室、各他紙拠点の規績によリ、求められる織飽が多織化しているととから、それぞれの

伶性.1':応じた織銘先決が攻められてい去す.

..・-怠.湯..慣の縫滋

名目Rの周辺におしてa主催白紙織対1I.fi進めたことから、台数は減少傾向にあるものの、
パトロールを実絡していない鱒廊績に少なからず放窟白紙織が鋳金している紙況です。

そのため、公共の織の織飴の自庫銀と良好なまちなみの峨保に向け、マナーの魯要旨活動を含めた、さらなる対織を推進す'~ことが笠薬です。
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事阪府総1tiI:事柄~..の.鰐増'島、
量犠暗唱曲纏など聾昌
司とした主嶋申告潮時
制勝 償4111:払柿蹄
量破IC鎗昔曹、接接鞠時
忠弘郡験急車置ぺい事
>>.t1各輔崎高官民つい
で申咽j嬢'"王寺他鹿.

仰や世低調a陪
崎四畑:
書市計包量にaづ曹、
編曲匝鞠申編隊鯵線、公
共衡喰そ申偽申鱒書量申

担E阻などか且昆で、ー悼
としてそれぞn申織広

申"性信」弘吉bしい蝶舗を構えた血血~f.lll，膿
串翁宮署捜備し僚会ず

る止め民足跡棚田.
。判→担刻噂3

総図・寵事づ〈日飢11:
*北唱慣の市穏化構.1&線電~~~手編首北や過疎
化骨建んでい暑地舗に2~司、住民量樟/1.):1ち
づくり寄寓腐"''''11:16の
縄民.r;釦古JII市蝉市置す
頑誌にa.づ〈輔舟有晶骨院可申菖申噂I~闘す
る晶'JJli:aづき、一，
骨量損嫡の震第畢"可

ず尋問噂胸定直線J的

指定なとが胃飽となる.
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重量
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. 修市警+傭潟a:鋤会で常化崎~車市生
賛と..時"市曽働
が碓蝿され串よ号、鋤市
骨轟蝿崎梯院とし1:0
'"貯'.議li:aづいτ.
'掛・決定書れ止3・E弘道援雌.(りて)~，寺):
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する.

重量

.事事線道筋・港湾.艇の売実

1¥9;1 
回目図事事線道路滅ネットワークの形成により、向調ーな滋i&~1Iの実現を図るとともに、経理署

活動の創出や生産性の向上をめざし、圏、燥などO8係線"との遠鏡のもと、勝銭湯織

の盛備を促進し*す.

2まtc.、獲得熔封書における海上物滞緩艇のH の強化管促進しま9.E 】 E歩兵Ll~U'_~;.句『温
-綜慾道路の・鋪

策調書a車道{期工区}の倹m開始廷はじめ、事李総耳障絡の型車備後進める中で、交通渋滞fJ

緩和された地織も語5りますが、由自治!IIバイパスやb自治!II淡河おなど、依然として優位約

な渋滞が発生してい，*'す。そのような命、~遜渋滞の緩和や、道路・4簡と遺園除した鎗果的な*"ちづくり緩を舞進し、経済活動の，tJlßi'1Iるため、3電器111週Eωbエ倍。や神吉中湾総の後4町、国銀2~事の4$織化・ます蕗諸行itや調書m臨海絶滅道路の車線実現1;:向けた淑JI1"'~;:進めるととが重震です.*11:、将来の交通調書安や周辺の土地積j尽などを-*え、修事1+国道u，~の見直しを行う
とともあ震です.

・鏡獅息調Eの鐙舗鍵滋

屈の箪蓑港湾の指定，i'燃すているF糊鱒蛸εついては、防潮緩や隆則厳司Fの線憶のL、て

防災対割li'泉純してきました.
引き続き、Jt!!.の絡習専を下支えする、安全で宮高波君主港湾施般の隻儀後促進すらととが

決められています。

.市制慢強熔神宮中海織拠成予想園



u.:各鳩鱒m‘窓方tt/4銭通1.I;fiち
加古I1防総合釣潤

。公共交通機艇の売実

f t$t;a 回目図

持続可能な公共交遂事砲の得策をめざし、泌総にふ:きわしいコミュニティ交通曜の充実f:図るとともに、公共銭湯の~1便性侃上司監促進し:J;す.
E -【 ，王一T~1‘!I主;-~司 I '1 

.:1':ミ.:1='ティ公司自の売実

人口減少、衛隊化の進行に伴い、公共交湯来周曜まが減少す_g-ne:'、日常生活の移動に図~交遇弱者が場加してい.:J;す.
:J;た、交到..業者の経費E状況は厳し'i!""虫館しており、路線8111:.や減使も遂げられない
決況となっています.そのような命、窓市では、~週E司陣織老後lItJSするととで路線の維持滋僚に努めるとともに庇鞍tス慾像、制糟手段司f:.~するため、f;b、Z::/~スJfかとI~ス~ニJの慾織再舗
や見，_しそ行ってい，:J;す.今後I.t、コ~::1ニティ奨退を紛a民的に活局するとともに、デマンド方ま主要援を場入するなど、
治紙特盤とニーズをおまえた、害事続可能な公災災遺銅の事事1I1c::向けた取績を鎗逸すみ
ことが... です.

-公尖交過の*J便性向.t
森市の11司官公共交渇の.. 絡を形成する鉄道の各般には、パスモはじめ、タクシーや白調E
JD$t:ど、多織な袋通後慣が集まっています.そのため、部峨1IIff1互の策糊思色のさらなる向上司!:IIり，/~ス 鉄道織後のヲ~æ.'l
促准するととtNtめられています.

fn;パス

固
'民訴沌a臨調繍島:

.虚偽低聞師。像情。体参・e泌.，te.れ4・nづくυ.・βー同時岬噛胸胤品
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機デ守ンF方式:
予畿配J!St:て彊貯，尋地
紙i.'la1!I腕湖lfi?J紘

笠Z



相治餓単調固:.嶋訴M・"8れ4.~<り*
. ...f.:炉供げ明醐剣伽除品

.まちづ(1):
置悔や公・、.・e・s
erl、一利融問静置で申

舗喰づくりや鍵軍情色J、
古告に跡、市窟o蝿.'
.批・敏W、コミ，，'"ティ
骨形成なeryヲト釘で

の入づくりや仕組みづく
り」証書め党活・噌掃す.

離主u・・甥事続:
寄市計鋼邑組内申土給
総っし、τ、公共掬慣の.
4白書量揖、宅埼としでe'廊崎場婚"1I!I6~め、
士織広面聾閣法Icltづ
いて帯電3れる士劫申区
頑・F事:.'申艇真、公共111
liIの衛費量E庭先抽.軍事eIt.~ 

厳.....:
錬れ止JIt梅毎稼企‘曹.
Z医売は禽J遣す事Eと. 

. 働働:
市』圏、地域2ミュ=ティ
毘韓、"，1島常11111韓、司院
揖曹、大事時取・的多
鍵草主体/1，地紙記お付
晶観軍司量と‘信考虫、提
唱"し、fれら申嫌決やめ
ぎず軍事時様母島贋Ir
向廿官、亙い毒草'置い

ぞれ守栴時特性寄生か
L:rカ密機割し、ー骨と
なっT司匝リ鎗むとと.

鍾

(2)安全で快適な型車らしの基鎗を鐙備する@殺JJ~る~ なみの形成
t tj;I;' 

四回著書*~る:f't$なみと、地織特f色そ生かした良好な祭織の形成，.f:めざし、住民主体の
まちづくり揖そ進めます.E~. ':::.}..f:耳， ILF_~司 I ，. 
.il面的...績調'の縫途

加食')1駅北土地区民盤軽量・a量緩や寺銭.lBJA!II辺地区防災街区.備薦議などの市街地調錆穫量障を進め、適量)f;\，、道路や老朽黛思の-などの解消毒~IIってきましたが、間後の渓忽
司E:f@える地縁が存在してい，:fす.

そのため、緩急=買の活動盛岡の獄保や、属会理IU聞のil!lfーなどの領自騒然決IC::向けた、
地縁での:fちづくりを1iL.、面的鐙鎌司E業等を錐浴するととで、数1';ある:fち1):みの形成t:
8るととが必震で1'.

・祭電車.ちづくりの縫滋「加即11.告鍛錬ま づくり制~Jなどに&づき、大錦織燈築物等の漏出淑F公共$祭の費量鰍Æ慮、Z鏑".Q~I備など、良好な策観形崩乙向けた淑JIi在進めてい'lJ;"す。
しかしながら、r兵庫民屋外広告処条例J'ζ濠合しない野立広告絡が存在するなど、景観

形成Io:関する怠織ぬ上Io:加え、継続的君主翁噂tf.虫震です.そのため、引き続き条'JI・4ζ&づく適正~続制と鯵場により、大錫緩怠書院ぬの策観陽司事
などの良好な績銭形成の錐進t:15IIるほか、地織ボランティアとの協働織により、緑豊監かな3ま なみの形成司~I!Iるととが必要Eです.

<lUIIQ，鵠沼地匹敵従街区菖.事.. 



1~:~.施績の‘窓方針パ倹速なまき5
加古JI防総合併函

@防災・防犯のための基盤の盤備
園固四国園

I ;$jJI 

安全で安心なまちをめざし、災害に強い都市基盤均 整備と勝目・交通安全に寄与

する環境整備を推進します。

E.;LID .. ，[，1~重量.，主;:t~司 "... 

-防災基盤鐙備等の挺進

山崎断層帯地震や南海トラフ地震旬 発生の危険性カ1指摘される中、建鎖鞠の耐震化や

密集市街地における狭あい道路の解消など、総合的な防災対策が求められています。

そのため、面的整備事業等を活用した、防災基盤整備及び住宅や多数利用建築物※の

耐震化を推進するととが必要です。

・涜鰭治水対策の推進

属地的な灘南や台風による浸水などの被害が多発する中、河川や下水道の整備に加え、

ため池や固なども活用し、涜場全体で雨水の涜出抑制を図る総合的な治水対績を

推進するととが必要です。

・交通安全施設等の盤備

交通事故の防止に向け、通学路のカラー舗装をはじめ、交差点改良や電柱尊の設置など、

交通安全対策に努めているととろです。

そのため、通学路にとどまらず、子どもたちの安全確保に向け、関係機関と連携した点検

に基づく、交通安全施設等の整備が重要です。

・防犯醤盤の充実

市内の適学路や公園の周辺、主要道路の交差点などを中心に見守りカメラ※を設置し、

刑法犯認知件数が濡少傾向となるなど、市内の犯罪が抑止されています。

引き続き、ソフト事業と連畿を図りながら、防犯灯の設置や公共施設における死角の

解消など、防犯基盤の充実に取り組むととが重要です。

下水道{薦水線鎌}の..  

困
※書開講餓当羽目:
.繍S者培〈そう・7司ての'A/;()健耳障t織棒膏
.住み4時け皐れるまちづく替を...属製E由民民体的tt封鎖奄
園陸トトトタグ官副院減しよう

※都市・.:
市民生活の安全性、制
使性、虫自$性等の向上.:t-
mるためのお市.Rの
とと.道路、鉄道、公領、
緑箱、上下水量章、河111.が~~.近年では 情報・
通信自聞等も2監事Eな鶴市

‘鎗として位置付けられ
ている.

員提織到陣トラフ地.:
間滞卜ラフ{黛海地方か
ら紀伊半島、四舗にかけ

ての階方の沖合鈎1∞km
の海底にある延義7∞km
の渇}沿いで鱒自民する地.. 

.大でマグニチュ-ft8.0-虫.~ラスの地調障が
鈴!I!するとされ、今後、
30年以内記70-80%程
度のM3院で鈴!I!すると
線E草される.

講話多微湖周鎗織絢:

.，宙物のE首.at.の促
進.1<:鍋ずる法事事1.規定さ

れ炎、学校、体育鎗や病院
など、多数の方'IJ.制局す

る'.織物で、主として3倍
以上かつ1，000111以上の
もの.

※見守りtJメラ:
犯罪の抑止や穆件害警の
寧期解決:t-1Iilるととを
目的に、市内の道学線、
学機及TJ公関周辺、主
張道織の交差点など:t-
中心1己市'lJ.1t置した、ビーコン~グ峻知績を内
蔵した防犯力メラ.

99 



@生活に身近な道路の盤備
精肉g餓当項目・
IIOと櫛蜘叩火事事 I I tj，.jJI ・Q~砂忌れ尋まちづくり署 園回園
111トト世ー昔"11税調時海面tl.l寺

遅延線線遣隊:
都市聞や市内の各地緩
の交通唱1'111，、、主震な骨
格となる道路.

血盟

市民の生活を支える道路の安全性の確保をめざし、地域内道路の計画的かつ効果

的な整備・改良を進めるとともに、適切な維持・補修に努めます。

E:T臼ot，.'f:;:l"_tLE~.;ilj. 
-道路の盤備・政良

狭あい道識や踏切、また、自転車通行空間などの改良を進め、安全な道路空間の確保に

努めています。

引き続き、地場のニーズに対応した道路環境の鐘備を図るとともに、幹線道路※整備と

連携して計画的かつ効果的民整備・改良を進めるととが必要です。

-道路・橋祭の維持・補修

生活道路や橋擦の老朽化が進む申、道路パトロールの実施や橋梁の定期点検を実施し

ていますが、多くの点桟費用と補修費用が必要となるなど、楢大する維持更新費への

対応が求められています。

そのため、効果的かつ効串的な点検を行うとともに、予防保全を含めた早期補修に努める

ほか、計画的な修繕を行うととが重要です。

、 l~
点袋耳障唱~JlIII、.tc: 鍵点後



u.:各鳩鱒m‘窓方tt/4銭通1.I;fiち
加古I1防総合釣潤

。県貨な住宅供鎗の保温

f t$t;a 
国園図画回園図

安全・安心・倹速な金湯島町の実現そめざし、居flしやすい緩繍の形成や既得の住宅

ストック織の活用を促進します.

E. 0，;T~ì;;n F~~ I •• -苦言~・_，心忽居住濁鳩の形成
本ifile:aいては、持ち窓会司;...st覇軍い成調院で後移するほか、共同住宅が制加傾向に

あります.

1;t.:、曜ま矧回選む市営住宅については、道正な錐車事管理や集約化飢必薬となっています.

加えて、『住宅磯保蓑認.'Hξ対する賃貸住宅の供給の促出Z関する浴後胤改定される

など、艇もが居住しやすい色沼舗の形成が攻められています。

.!l!t!1t等の‘建・湯舟の促進!!~聖書匝重度・!!~i!. '治加するIfl、笠宮F家の未然防止やìJl週E化Ië:向けた取調自ßt必要Eと
なっています.

そのため、所有者による潟正念維持管避の穫祭を行うとともに、民間図像司Fと途携しτ
釜'!ilの湖底促滋に取リ絡むととか羽Rめられていt置す.

加古ijll市温風土紛住宅

固
'民訴沌a臨調繍島:

_ :な〈令ヲ
町 明時刻枇輔‘
... 厳令窃M命則乱，t"1"".A隠
IIJJ・・111'<・・老舎(*'.. ・，，&0、‘Zちづ<I)~
117<輔軒かう糖
.作ト+今ず刻蝿圃輔島崎

'‘住淘スト"'?:
績篇慎み串住喝申Eと.

減持草際色。訓陣:
住喝の.lIIft占める鱒
ち瞬時併合.

怨1



銀男焔繍副島0:-・・t'<~'・1'<'<...... 噂闘世積“.段~....，(.噌雀"酬と
.醐与柑時制e曹，，<りを
..‘ートト'm柑鯵刺闘は，

m 

@安全で良質な*潜水の供a8

I tIii:1 
園固回目園

安全で良質な水道""を安定的κ供給するため、水沼から虫E口:1;での氷選管理制ヲうと
とt.Ji:持続可能縁取業経営唱E推進し:J:ず.

E1， !:>Jif;l占L~:.~司 l 温
-安定した家潜水の倹M
純度経滅成長司Fによる事事制ωゑitt;t造反IC::帆哩備した、浄水制静毘水管等の次滋

.陵の:f!朽化が進e中、釣姻B!lな慾鎌更娠を進めるとともに、大銀緩地.の発生{i:備え、施肢の百 厩化~IIる必軍事があり:1;す。
:J:t.::、太線機災書発生時においても、避難所におしぜて、いち早く水浴氷が利用でをるよう

災轡用応急給水絵の般健相Z取り組ん可?います.

今後、広緒的君主自治体織逮告障を推進し、z後協力体制の繊築港進めるととが必薬です。

・健全唱z・黛鎗W，の織選

給水人口の減少に相，、、z精療の減少が見込疲れる一方で、考矧ヒが進む鎗畿の更新や

E諸鍵化司E治めるためにS率、多舗の策局が必療になります。そのため、経営.~豊富の磁化<<図るため、島崎活力の移入やLt;総理，~障の絵遂など、中長期
的な観点での経営1<:取り組む必援が$+)*す.

命曜宣傷跡事犠



u.:各鳩鱒m‘窓方tt/4銭通1.I;fiち
加古I1防総合釣潤

@雨水・汚*の適切怠処理

f t$t;a 
園固回目困図告書調置で事ti~主的な生活環易機の愈~1iIと安全・安心な.らしの実現 めざし、安定した

下水道機能の維持や、鈴続可飽t.t・繊経蛍を推進します.

E.  0，;T~ì;;n F~~ I •• 

-下京滋銅舗の鍵縛

下水滋施餓の考勿化や大錦織地績の発生が娘lEされる命、下水道施般・省調陣捕の繊総司旨

鯵侍するため、ストックマネジメント厳ItJ置に.づき、総官量・管.. の改築・更新:i:1Iるとともに、

耐震化ifi:進めてい〈ととふ必薬です。・下家道筋a..J民のIt薗的~・.
下水滋盤僑区童書内の朱鐙錨地織の早'回線溺Ie:向け、汚水管の劇倒的な建備を滋めると

と慾必穫でも

また、滋年、悠定稜超えるR降雨による浸水省l8リスクが潟:1:っておリ、総会治家の銀点か

ら問攻腕織や陽水貯留施鍛の慾備など唱E溜めていくととが必要堅守す.

・健全唱z・・鐙S霊の縫滋

下水道益鋪区線内の朱鐙冊目地紙の解消ぞ進めるととで、下水道使局械は微調ーする見込み

です瓜今後、管現時の老矧掛進むため、多額の更新民用的芯震と詰まってきます.

事者M可能な経営ぞ行うためには、今後の使用料収入の減少も飴寂した上司?、将来にわたる更新鍵尽の簸小化と.!匡化唱~II!!Iるなど、Iþ~堅調図書りな観点での経営}ζ耳ll)llð必震が
おります.

1 I 

R島中~....，.，・

固
'民訴沌a臨調繍島:

...... 町'()Aμ-肱“‘t-・‘~H'IAI:・"・~

.帥嶋崎陥柑骨蝿

.1‘・...艇a銚狗愈対lU

.禽扮畿が布*・・">

.，.・円陶砂税同容・a・-

'‘・.ω嶋，世・t):
地下は舗除した自障措鳴
の1:1::守、車.やZ場な
どから鱒出書tu;湾*
.踊水密蝿16't漉す役

畳1・f縫う‘時.

鎌足卜、，'.1‘rJ包'!I;I.シト:
下車1I曲陵舎骨を対最
終、'"蝿期的主絢眠状
簸常予測しなが晶、健持
曹理。瑠衡をー骨釣に
捉えて併個曲・処・備に

‘寝拘書割b
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