
第４回 西宮市都市計画マスタープラン策定委員会 
 

 

日 時：平成 22 年 9 月 18 日（土） 

午後 2 時 00 分～ 

場 所：西宮市大学交流センターセミナー室 2 

アクタ西宮東館 6F 

  
 

 

 

次  第 
 

 

1. 開 会 

 

 

2. 議 事 

○ 暮らしとまちの将来像についての検討 

○ 現行都市マスタープランの進捗確認 

 

3. その他 

 

 

・資料１ 暮らしまちのビジョンについて(事務局案) 

・資料２ ワークショップの議論で出されたキーワードの分類 

・資料３ 現行都市計画ＭＰの進捗状況 
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暮らしとまちのビジョンについて （事務局案） 

 
１ 用語の整理 

西宮市都市計画マスタープランにおける暮らしとまちのビジョンについて、以下のように用語を整理し

ます。 

「暮らしとまちのビジョン」 

・まちづくりの担い手である市民、事業者、行政が共有できる西宮の将来像を提示し、西宮のまちづく

りの方向性を表したもの。 

・「まちづくりの基本理念」と「暮らしとまちの将来像」からなる。 

「まちづくりの基本理念」 

・まちづくりにあたっての基本的な考え方や姿勢。 

・西宮市のまちづくりに対する姿勢を市民に対してわかりやすくアピールし、共有するためのキャッチ

フレーズと、まちづくりに対する基本的な姿勢や視点を詳しく表した文章から構成される。 

「暮らしとまちの将来像」 

・今後私たちが目指す「暮らし」とそれを支える「まち」の姿。 

・暮らしの視点から、住みたい都市（＝まち）の将来像を捉え、整理したもの。 

 

 

２ 前回の策定委員会における議論の確認 

前回の策定員会では、基本理念のキャッチフレーズとして、「宮水の“えん”でつなぎ育む 美しいま

ち西宮」を暫定採用することとなりました。キャッチフレーズのそれぞれの言葉に関する議論を確認しま

す。 

 

宮水 

・西宮のまちづくりにとって宮水の存在は大きい（石油コンビナート誘致問題、阪神高速道路の橋脚 等） 

・伏流水であり、山(北部)と海(南部)を見えないところでつないでいる 

・「宮水」とは「西宮の水」という意味であり、西宮独自のものである 

・酒造のための水というだけでなく、西宮を流れる水を象徴する言葉として捉えることもできる 

 

えん 

・良好な住宅地をイメージする西宮七園から発想したもの 

・「つながり」の媒体を意味するものとして、様々な意味を含み、読み手に想起させることができる 

 

つなぎ 

・「つながり」とはワークショップの各班の提案の中に共通する考え方であり、最も重要なキーワード 

・都市（まち）の活動主体である“ひと”を中心に自然、まち、そして人とがつながることということが

大切であるという考え方を表している 

・人が活動するアクティブなイメージ 

 

育む 

・今後のまちづくりの中で市民が一歩前に出る（踏み出す）イメージがある 

・今あるものをよりよくして後世に引き継いでいく 

・育んでいくという人の動きが見えてくる言葉 

 

美しいまち 

・視覚的な美しさとともに、人々の思いや気持ちの清らかさを代弁する表現として用いている 

・都市計画のビジョンとしても「美しいまち」という空間的な概念は重要である 

暮らしとまちのビジョン 

まちづくりの基本理念 
 

（伝えたい理念を凝縮したキャッチフレーズ） 
○○○○○ 

（理念の内容を説明した文章） 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

暮らしとまちの将来像 
 

（テーマ）○○○○○                   
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（テーマ）○○○○○                   
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  ・ 
  ・ 
  ・ 

資料１ 
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３ まちづくりの基本理念について 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然 

まち 

人 

緑や自然に関す

ること 

地域や地球の環

境に関すること 

歴史・文化や地域

性に関すること 

安心や快適性に

関すること 

ふれあいや交流

に関すること 

主体性に関する

こと 

 
人と自然の 
つながりを 
大切にする 

 
人とまちの 
つながりを 
大切にする 

 
人と人の 

つながりを 
大切にする 

ワークショップの議論で 

出されたキーワード 
まちづくりの基本理念 

 

 

 

 

 

 

宮水の“えん”で 

つなぎ育む 

美しいまち 西宮 

・六甲山系の山並み、武庫川や夙川などの河川、甲子園浜や香櫨園浜などの自然海浜をはじめ、暮らしの

身近にある豊かな自然を意識し、大切に守り、自然とつながりながら暮らしていく。 

・酒造りにおける源である宮水のごとく、全ての生命（いのち）を育み、人々の暮らしを支えてきた西宮

の水（＝宮水）を敬い、その水がもたらす恵みを慈しむ心をもって美しいまちづくりに取り組む。 

・阪神間モダニズムの伝統をくむ芸術、文化、教育、またそれらとの関わりの深い生活スタイルなどを受

け継ぎながら、「品」を感じさせる西宮らしい暮らしを育んでいく。 

・西宮七園に代表される閑静で利便性の高い住環境をはじめ、地域ごとの歴史や伝統、産業、環境など西

宮の個性を活かし、誰もが暮らしたいと思う魅力的で美しいまちづくりに取り組む。 

 

・子どもから高齢者まで世代や立場を超えた様々な人がふれあい、つながりながらみんなが共に手をとり

暮らしていく。 

・市民ひとり一人がまちづくりの主役であることを自覚し、自らができるところから一歩を踏み出す。 

そして、互いの思いを共有できる仲間ととともに、協働による美しいまちづくりに取り組む。 

 

【第４次西宮市総合計画】 

（基本目標） 

ふれあい 感動 文教住宅都市・西宮 

多様なふれあいや機会を大切にし、これを積極的に活かし、自主的な市民活動、子どもの健やかな成長、

地域で支え合う福祉など安心・安全の確保、緑の保全や美しいまちなみの形成、文教住宅都市にふさわし

い産業の振興などの取り組みをより確かなものとすることを通して、市民一人ひとりが感動できるまち 

【21 世紀兵庫長期ビジョン】 

（兵庫がめざす将来像／基本理念） 

県民一人ひとりの「自律・共生」と、その「躍

動の場」となる社会の「安全・安心」の確保 

まちづくりの基本理念は、ワークショップの各班の提案や議論のプロセスで出されたキーワードをベースに、上位計画に示された考え方などを踏まえて整理をします。 
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４ 暮らしとまちの将来像について 

 

 

 

 

 ワークショップの議論で 

出されたキーワード 
暮らしとまちの将来像 

自然 

まち 

人 

緑や自然に関す

ること 

地域や地球の環

境に関すること 

歴史・文化や地域

性に関すること 

安心や快適性に

関すること 

ふれあいや交流

に関すること 

主体性に関する

こと 

豊かな緑に親しめるまち 

環境と共生するまち 

人やまちの品を育むまち 

生き生きと楽しく活力を育むまち 

のびやかなつながりを育むまち 

思いやり支え合い一歩を踏み出すまち 

・緑に包まれた誰もが自然をより身近な存在として享受できる庭園のまち 
・緑との関わりを通して人と自然が調和するまち 

・美しく快適な地域環境を育むまち 
・地球にやさしい暮らしを実現するまち 

・優れた芸術、文化、教育に触れ、品を育むまち 
・市民一人ひとりが愛着や誇りを感じることができる個性的な地域のあるまち 

・やすらぎや快適さのある円満な暮らしを支える“ほっ”とできるまち 
・利便性の高い暮らしをできるだけ多くの人が享受できるまち 

・地域や世代を超えて人々がふれあい、交流し、縁を大切にしながら暮らすまち 
・人のつながりが時間を超えて受け継がれ、次代の地域の担い手を育んでいくまち 

・互いに思いやり、支え合い、応援する気持ちを共有して暮らしていけるまち 
・一人ひとりが自分にできることを考え、できることから一歩を踏み出す勇気を与えてくれるまち 
 

暮らしとまちの将来像は、ワークショップの各班の提案や議論のプロセスで出されたキーワードをベースに、６つのテーマから将来の暮らしとそれを支えるまちの姿として整理をします。 
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まちづくりのビジョン（まちづくりの基本理念＋暮らしとまちの将来像） （事務局案） 

参考：「えん」の漢字と意味 

 
園／苑 
(1)庭。庭園。また、花・野菜・果樹を栽培する区域。 
(2)（何かの行われる）場所。 
 
婉 
(1)しとやかで美しい。「婉然・婉麗／妖婉(ようえん)」 
(2)おだやかで、かどがない。 
 
円 
(1)まるいこと。また、その形。 
(2)平面上で一点から等しい距離を保ちながら動く点の軌跡（円周）とそ

の内部。 
 
縁 
(1)人と人を結ぶ、人力を超えた不思議な力。巡り合わせ。 
(2)親子・夫婦・親戚などの間柄。 
(3)知り合いの間柄。交わり。縁故。 
(4)関係。つながり。 (5)関係のできるきっかけ。 
 
援 
(1)手をさしのべて助ける。助け。(2) 他から例を引き入れる。 
 
沿 
(1) 流れや道にそって行く。(2) 従来のやり方に従う。 
 
艶 
(1)なまめかしく、あでやかである・こと（さま）。 
(2)歌学の美的理念の一。優雅であでやかな明るい美的感動をさす。 

余情の深くなったものを妖艶という。 
(3)風流なさま。風情のあるさま。 
(4)何ともいえずすてきであるさま。 
(5)思わせぶりなさま。気取ること。 
 
演 
(1)意味を押し広める。引き延ばしてわかりやすく説明する。 
(2))技を展開する。芸能などを実際に行ってみせる。 
 
宴 
飲食・歌舞などをして、遊び楽しむこと。宴会。うたげ。 
 
炎 
(1)気体、または液体や固体からの蒸気が燃焼し高温となって光を発して

いる部分。 
(2)心中にわき起こる激しい感情。 
 
煙 
(1)けむり。 
(2)煙のようにかすんだもの。 
 

 

 

 

 

豊かな自然に

親しめるまち 

園 円 

宴 援 

艶 縁 

環境と共生するまち 

生き生きと楽しく

活力を育むまち 

思いやり支え合い 

一歩を踏み出すまち 

のびやかな 

つながりを

育むまち 

人や 

まちの 

品を育む 

まち 

人 

宮宮宮水水水ののの“““えええんんん”””でででつつつなななぎぎぎ育育育むむむ   

 

自然 

 

まち 

 

人 美美美しししいいいまままちちち   西西西宮宮宮   
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ワークショップの議論で出されたキーワードの分類 
 

分類 議論の過程で出されたキーワード 発表の中のキーワード 
緑や自然に

関すること 
（身近な自然） 
・良い環境とは自然が豊かで緑があふれるイメージ 
・まちが樹海に埋まっているようなイメージ 
・鎮守の森を拠点とした緑のネットワーク 
・広い森林公園（ムササビの棲めるような広い森） 
・水に入って遊べ、釣った魚を食べられるきれいな海

や川 
・市民農園やきれいな海・砂浜・山・川、自然に囲ま

れた暮らし 
 

（緑が生み出す人のつながり） 
・緑を育む取組みが人のふれあいも育む・空き地で野

菜づくりをするようなコミュニティガーデン 
・公園での花植えの活動や様々な地域活動に積極的に

自ら参加 
（緑の保全と再生） 
・ビルの屋上の緑化 
・身近にある豊かな自然による自然教育 
・自然を体験できる場 
・ファンド、トラストなどの仕組み 
・森林ボランティアやエコツアー 

・きれいな海や川に親しむ 
・自然～公園・農地、海・山・川・もり 
・山並み回廊、川なみ回廊 
・子供が川や海で遊べる 
・休日にふらっと家族で遊びに行ける公園・海・山・川・森 
・豊かな緑と水 
・となり街の緑をつなげよう 
・緑の空間をつなげる緑の回廊 
・緑陰の憩い…緑豊かな公園、広場と街路樹のあるまち並み 
・海山の自然と暮らす”樹海に埋まる”まちへ 
・子・孫の世代に誇れる緑化の推進 
・緑に包まれた農園があるまち 
・北部地域を中心とした貸し農園の充実 
・世代をこえてつながる広場…鎮守の森と浸水・海浜公園を結ぶ緑・のまち並み 
・緑の豊かな風格…文教・芸術の雰囲気に相応しいクリーンなまち並み 
・（私の一歩）ご近所から緑を増やそう～挿し木交換による緑と人の輪の広がり 
・（私の一歩）緑でつながる地域の輪～緑を愛する仲間の輪をつくる 
・（私の一歩）コミュニティガーデン～地域協働農園づくり 
 
 

自然 

地域や地球

の環境に関

すること 

（美しいまち） 
・美しいまち並みのあるまち 
・自然の保全と開発のバランス 
・良い住環境を守れるよう住民が知識を蓄え集結 
・正しくゴミを捨てる 
・ゴミが多く出るような商品は買わない。 
・生ゴミを堆肥にして家を彩る花を育てる 
・家々の前を花で彩る 

（自然環境にやさしい） 
・エコロジーな暮らし（ゴミ減量、自然エネルギー） 
・高い環境意識 
・環境問題の改善のためのリーダーとしての取り組み 
 
 

 
（環境にやさしい交通） 
・公共交通の積極的な利用 
・ひとりひとりが歩くことを意識 
・自転車特区 
・歩道や自転車道などの整備 
・カーシェアリング 
・パークアンドライド 
・循環バス 

・自然と人との調和を守りつづけるまち 
・森にはムササビ、川には蛍 
・釣った魚を安心して食べられる 
・私たちの生活をエコな生活へ 
・車をやめて自転車で 
・高い環境意識 
 

 

資料２ 
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分類 議論の過程で出されたキーワード 発表の中のキーワード 
歴史・文化や

地域性に関

すること 

（地域ごとの個性） 
・地域それぞれが個性のあるまち 
・南部は酒蔵、中部は西宮戎・大学・緑、北部は歴史

など 
・地域の産業や環境が重視される風土 
・多様な産業の発展 
・若者が活動しやすい場所 

（地域の自慢を共有） 
・地域の歴史（昔話、地名の由来など）を子どもに伝

える 
・地域の誇れるものを大切にする 
・優れたものがたくさんあることを市民が共有 
・まちを知る（いいとこを見つける）ためのまちある

き 
・地域の良いところをＰＲ 

（資源の活用） 
・点在するスポットをつなぐ仕組み 
・主要駅前に町の案内板などを設置 
・町内でまち歩きなど 
・市内の名所や観光スポットを巡るなど、路線バスの

ルートの見直し 
・阪神文化など良いものを大切にする風潮 
・北部地域の個性の活用（農地を分譲、農産物の直売） 
・古民家の活用などで船坂を芸術村に 

（伝統産業や文化） 
・西宮の伝統産業や文化を発信 
・地場産業（地元企業）と住民との交流の場や機会 

・いろいろな特色を持った地域がつながり、人が行きかうまちに 
・ビジネスベース「地産地消」 
・地産池消で地元のものを 
・地場産業・産物を育てるしくみづくり 
・資源・文化・特色を地域ごとに共有しよう 
・"100年つなぐ～受け継がれてきた先人の思い、自然・環境、文化・教育・芸術 
・→歴史と文化が息づく風格あるまちへ" 
・（私の一歩）歴史遺産や文化遺産をサイクリングしながら親しむ 
・（私の一歩）歴史・文化・人のつながり 
・大都市と大都市の通過点ではない。大都市のベッドタウンではない地域圏の創造 

まち 

安心や快適

性に関する

こと 

（高齢者の暮らしの安心） 
・介護をしやすい 
・高齢者が安心して住める公的住宅 
・ちょっと病気をしたときにも安心 
・向こう三軒両隣の関係 

（安心できる子育て） 
・自然が多い清潔な環境の中で安心して子育てができ

る 
・子どもたちが公園（道路等）で安全に遊べる 
・子どもを中心に考えた住みやすさ 
・子どもが外で遊べる環境 
・公教育の充実 
・子育て世代と高齢者など直接子育てと関係がない人

が交流できる機会 
・子育てしやすいまち 

（防犯） 
・自衛の努力 
・地域で声をかけあう「地域の目」 
・防犯灯の設置 
・夜間の見回り 
・学生等を巻き込んだ見守り活動 

（人にやさしい交通） 
・安心して歩ける 
・自転車が安心して通行できる 
・車と歩行者の分離 
・道路の死角をなくす 
・段差の解消 
・車の通らない（通れない）道（路地） 
・歩くのが困難な人のための小型バス 
・交通マナーの改善 

（ワークライフバランス） 
・安心して働ける 
・地域で仕事するチャンス 
・公の仕事をいかに地域でやるか？（住民、企業、NPO） 
（外国人にやさしいまち） 
・外国人の人たちにもやさしいまち 

（便利で楽しい買い物） 
・身近で買物ができる 
・対面売りのやりとりの楽しみ 
・客のニーズに合った店 

（歩ける範囲内の利便性） 
・ちょっとした用事を身近で済ませられる 
・医療機関やスーパー、 
・歩いていける小さな図書館 

（西宮らしい食生活） 
・西宮スイーツイベント、朝市など 
・おしゃべりカフェ、交流の場 
・家の近くでランチや飲みに行ける 

（レクリエーション） 
・公園など子どもが思いっきり遊べる場所 
・体を使った遊びができる空間 
・車で行けるような大きな遊び場 

（便利な公共交通） 
・公共交通機関の充実 

・気配り・心配りのあるまち 
・安心して歩ける～車歩分離 
・交通弱者の問題 
・高齢化による交通問題→積極的に電車・バス・自転車・徒歩で移動して課題を共有 
・安心して歩ける～マナーの改善 
・地域の「目」で防犯 
・地域の安心・安全な暮らし 
・学生やボランティアを巻き込んだ地域の見守り活動の実施 
・市民主体の防災ボランティアの立上げ 
・安全・安心・防災・防犯ライフラインワークの構築 
・地域密着の小規模で多機能な介護施設の設置、シルバーセンターの利用時間延長 
・バリアフリーなまち 
・近所で子供が思いっきり遊べる 
・子どもが外で遊べる環境のある暮らし 
・民間人が学校をサポート 
・地域で子どもを育てる暮らし 
・公共交通機関の利用によるマナーの伝授 
・育児サークルでの子育て層の交流促進、育児ボランティアへの積極的な参加 
・子育てネットワークの構築 
・公園で子供とお年寄りがともに見守りながら遊べる 
・子どもから大人まで遊べるまちに 
・幼稚園～大学まで含めた教育施設と地域の連携の強化 
・（私の一歩）草むしりの夢－皆でやれば防犯の目も光る－ 
・便利で安全・快適 
・活気あふれる 
・近所で買い物ができる 
・身近で買い物ができる暮らし（自転車や徒歩で行き来できる） 
・活気ある地域商店街 
・身近で買い物ができる暮らし（お店の人とのやりとり） 
・芸術・スポーツなどを市民が楽しみ発信できるまちに 
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分類 議論の過程で出されたキーワード 発表の中のキーワード 
人 ふれあいや

交流に関す

ること 

（つながりやふれあい） 
・行事（どんど焼き、地蔵盆）やイベントによるつな

がり 
・地域のまつりを実施して人づくりを 
・公共交通機関を積極的に活用することで生まれる人

の出会いや関わり 
・共通の趣味や活動を通じた集まり 
・快適な環境とは「ふれあいのある暮らし」 
・公徳心の高い人が多いまち（「ありがとう」「ごめん

なさい」が交わされる） 
・ふれあい昼食会のような取り組み 
・つながりたい時につながれるまち 
・人やものや情報が循環するまち 
・小さなきっかけから生まれるつながり 
・私のことを知っている人がいることがうれしい 
・宮水学園など共通のテーマに興味のある人とのつな

がりを 
（世代を超えた交流） 
・高齢者と若者がふれあえる暮らし 
・育児サークルや老人サークル間の交流 
・世代を超えて互いに理解しあう努力 
・老若男女を問わず集まって交流 
・ひとりにしない 
・世代を問わず一緒に遊ぶことのできる場所 
・高齢者向けの遊具のある公園 

（地域で子どもを育む） 
・一般の人も行事に参加するなど学校の様子がわかる 
・教育や子育てへの関心を高めてお年寄りと子どもの

交流 
・今ある資源（広場、道路、山、川など）を子どもの

遊び場に活用 
・親子と一緒に行うイベント 
・子ども達が一流のものを見る機会 
・地域の調べ学習を地域で発表 
・学校に講師として行って地域の歴史を伝える 
 

（みんなに開かれたまち） 
・ご近所同士で気軽に話し合える（声をかけあえる） 
・新しい人、若い人（学生さん）をウエルカムする 
・誰でも地域活動に参加したくなる（楽しめる） 
・オープンで敷居の低い地域の集まり 
・自分から声かけを 
・あいさつや話しかけるところから始める 

（交流の場） 
・つながりをつくる場としての地域のサークル活動

（学びの場、教え合う場） 
・既存の施設（学校、図書館、公民館、空き店舗、空

き家）を活用した「ふれあいの場」 
・目的がなくても、申し込みの手続きがなくても行け

る場所 
・大人も使える（憩える）公園 
・まちづくりについて語り合う居酒屋 
・子どもの寺子屋やお年寄りが気軽に集まれるカフェ 
・子供とお年寄りが一緒に遊べるたまり場 
・高齢者、特に男性の居場所 

（地域をつなぐ） 
・北部南部をつなぐ道路を無料に 
・南部の人が積極的に北部のお祭りを見に行く 

（情報の交流） 
・市政ニュースを地域情報の PRのために活用 
・情報交流の中心となるサイト 
・ボランティア活動や助け合いの情報交流 
・いろんな情報が手に入りやすい場 
 
 

・人と人とのつながりを持つ 
・さまざまな人が住める 
・集まりたいときに集まれ、つながりたいときにつながれるまちへ 
・笑顔で挨拶する習慣 
・気軽に集まれる 
・道路により分断 
・交流の場 
・様々な人が住める 
・家庭菜園や住み替え情報をＷｅｂ掲示板で共有 
・地域にコミュニティ広場 
・街路樹・ベンチ・トイレの充実 
・公園のつくりを「児童公園」から「多世代が憩える公園」に変えていく。 
・公民館のコーディネータ 
・地域が主体となって公民館などの公共施設を活用。そのための仕組みづくり 
・公民館・公園等市民へ業務委託・指定管理に 
・気軽に行けて地縁が深まる近所の「サロン的」カフェ、バー、居酒屋 
・店主との会話、子供の職業体験など、店との交流が楽しめる商店街の模索 
・地域居場所づくり 
・高齢者と子供が触れ合える機会の創出 
・異なる世帯形態の市民どうしで交流を深め、互いに生活スタイル・課題を理解 
・異世代交流ネットワークの構築 
・北部と南部 
・南北で協働しあうネットワークの形成 
・（私の一歩）挨拶をする！ 
・地域の世代をこえて交流のある暮らし 
 

 



4 

 
分類 議論の過程で出されたキーワード 発表の中のキーワード 

人 主体性に関

すること 
（みんなで支える） 
・地元野菜を扱う店など、地域に貢献してる店を積極

的に利用 
・若い人も地元で買い物や飲食店の利用をする意識を 
・近隣のお店をみんなで支える 

（思いの継承） 
・『○○○スピリット』が語り継がれていくまち 
・大人世代が大切にしてきたもの（考え方や価値観）

を子供世代に伝える 
・あいさつなど大人から子どもへのはたらきかけ 
（地域で学ぶ） 
・地域とのつながりによる人間力の育成 
・自然に地域の人々と挨拶が交わせる人間を育てる環

境づくり 
・トライやるウィークの拡大（職業体験等を通した教

育） 
・商店街での買物を通した人との交流 

（人材や能力の活用） 
・能力を見出す機会 
・支援が必要な人と地域貢献をしたい人をつなぐしか

けや仕組み 
・ボランティアの育成、活用 
・「遊びたい」子どもたちと「活動したい」人たちを

結びつける場や機会 
・お父さんが参加しやすい PTA活動 
・様々な知識・経験を持った人材を地域に還元 
・まちの一員としての意識を持つ 
・自分の持つ技術やスキルを地域に活用 
・自分がどんな役に立てるか考える 
 

（できることからはじめる） 
・行政依存から脱却 
・自分たちでできることを考えて行動（個人の備え、

地域の協力など） 
・市民（自分たち）がやりたいこと（できること）を

考えて一歩踏み出すところから始める 
・自己満足でも始めてみる 

（自治会の活性化） 
・年齢構成にあった活動 
・核家族の意識変化への対応 
・自治会ごとに自分のまちのビジョンを 
・自治会に参加しやすくする 

（まちづくりにつなげる） 
・開発から地域を守る地域のルールをづくり 
・まちづくり協議会をどう作るか 
・地域活動を引っ張ってくれるリーダー 
・地域でまちづくりの構想を共有 
・プログラムや場のセッティングをする総合的なプロ

デューサー 
（行政への期待） 
・職員が市民としての意識をもって税金の使い方を考

える 
・住民の取り組みのきっかけを作ったり、取り組みを

支援 
・活発な地域を優遇するような仕組み 
・市民による地域活動を支援（資金面も含めて）する

制度 

・地域力 
・人と人とをつなげる人の回廊～共に語り、共に学び、共に楽しみ、共に育み、共に役に立

つ 
・私たちが出来ることを還元～公民館自主企画 
・学びの場と知識の還元ができる暮らし 
・趣味を生かした活動など充実した、健康で自立した暮らし 
・（私の一歩）一人でも多くの”まちづくり人”を 
・無私の心を持つ地域リーダーを育てる 
・ボランティアネットワーク構築 
・人財登録活用ネットワーク構築 
・（私の一歩）循環する暮らしを目指して～自治会やマンションの活動に参加する～ 
・まちづくりＷＳを市内各地域で開催 
・地域住民のニーズをアンケートで把握 
・市民が行政に頼らず、自発的にできることはやる 
・市民・行政・企業・学校などがいっしょに汗をかく 
・異世代が共感し、協働する 
・有志が街のために活動しやすくするためのしくみづくり（きっかけ、団体の認証、情報発

信） 
・かけがいのないものを守り・育てる市民活動支援 
・行政も情報公開・共有する、市民も参画した行政改革 
・かけがいのないものを守り・育てる市民活動支援 
・公園の花壇や清掃に積極的に参加 
・産業の育成 

 



現行都市計画 MP の進捗状況 

1 

1 土地利用の方針 (H14 都市マスタープラン p23～p26) 

■市街地と自然緑地ゾーン  

〈目的〉 

 

市街地ゾーン：適切な土地利用の推進 

自然緑地ゾーン：市街地近郊の貴重な緑地としての緑の保全と創造 

〈進捗状況〉                                    p23 

◎ 用途地域の見直し（H19） 

◎ 高度地区の強化（H19） 

◎ 山口地区の一部を逆線引き（H21）  

◎ 自然と共生するまちづくりに関する条例（H17） 

◎ 市街化調整区域における緑の保全等に関する指導要綱（H14） 

 
■主要用途の配置  

〈目的〉 地区の特性をいかした計画的な土地利用の推進 

〈進捗状況〉  

住宅地                                        p23 

◎ 地区計画の決定 (H14～ 新規：9 地区 更新：9 地区) 

◎ 建築協定の活用 (H14～ 新規：8 地区 継続：5 地区) 

◎ 浜甲団地建替え 

◎ 武庫川団地、西宮浜など臨海部における住宅整備 

◎ 教育環境保全のための住宅開発抑制に関する指導要綱の策定（H17～、随時見直し） 

                                    

商業・業務地                                     p24 

◎ 商業立地ガイドラインの策定(H16)   

◎ 地区計画の決定(H14～ 新規：1 地区 更新：1 地区)   

◎ 高容積地区での土地利用適正化に関する指導要綱の策定（H16） 

◎ 特別用途地区の(甲子園球場地、災害拠点医療地区)の指定  

 

工業・流通業務地                                   p24 

◎ 特別用途地区（臨海産業地区、酒蔵地区）を指定   

◎ 建築協定の活用（H14～ 新規：2 地区 更新：2 地区）  

 

文教地                                        p25 

○ 教育施設の建築基準法等による特例許可  

 

自然緑地                                       p25 

◎ 市街化調整区域における緑の保全等に関する指導要綱（H14） 

× 名塩 NT の特定業務施設用地への企業誘致 (誘致中) 

資料３ 

凡例：◎ 完了・実施、○ 進行中、× 事業未着手(検討中含む) 、＋ 追加実施 
 



現行都市計画 MP の進捗状況 

2 

2 市街地の整備の方針 (p27～p34) 

■南部地域 

〈目的〉 

 

面的整備事業等による被災市街地の早期復興と都市核の形成 

土地区画整理事業等による良好な市街地の形成 

 

 

 

 

 

 

 

                   

〈進捗状況〉  

都市核の形成                                     p28 

◎ 西宮北口駅周辺地区における再開発事業 

○ 阪神西宮駅・JR 西宮駅周辺地区における都市核の形成 

 
市街地の再整備                                    p28 

× 密集市街地の改善 

 
幹線道路沿道の整備                                  p28 

◎ 国道 43 号の環境防災緑地の買い取り（H14～ 29 箇所、5,620 ㎡） 

○ 国道 2 号沿道の建築物の不燃化の促進（H19 に目標の 70%達成） 

◎ 高容積地区での土地利用適正化に関する指導要綱の策定（H16） 

◎ 商業立地ガイドラインの策定（H16）  

× 地区計画の活用 

 
良好な住宅地の形成                                  p29 

◎ 地区計画の決定 (H14～ 新規：2 地区)   

◎ 建築協定の活用 (H14～ 新規：1 地区 継続：2 地区)  

× 基盤整備の遅れた地区の区画整理事業等による市街地形成 

 
市街化区域内農地の保全と活用                             p29 

○ 生産緑地の適正な保全  

 凡例：◎ 完了・実施、○ 進行中、× 事業未着手(検討中含む) 、＋ 追加実施 
 

 震災直後                             現在 



現行都市計画 MP の進捗状況 

3 

■北部地域 

〈目的〉 

 

自然と調和のとれた良好な市街地の形成 

交通条件の改善（国道 176 号の早期整備、バス路線の充実） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 さくらやまなみバス 

〈進捗状況〉  

計画的な市街地の形成                                 p31 

○ 名塩ニュータウンの建設促進 

× 名塩ニュータウンへの特定業務施設の誘致 

× 都市基盤未整備地区における良好な市街地形成にむけた事業手法の検討 

○ 生産緑地の適正な保全 

 
交通条件の改善                                    p31 

◎ 阪神高速北神戸線、山口南幹線（西宮山口南 IC 接続部）、金仙寺線、国道 176 号（下

山口）は整備完了（H15） 

○ 県道大沢西宮線：鷲林寺地区で交差点改良を含めた拡幅整備（H21～H22） 

○ 西宮北有料道路の南伸事業（H16 完了） 

◎ 南北バス試験運行事業を実施（H19） 

◎ さくらやまなみバスの本格運行開始（H21） 

○ 塩瀬地域のコミュニティ交通導入の要望が強い地区について交通利用実態調査を

実施(H20～H21) 

 
住環境の保全、改善                                  p31 

◎ 地区計画の決定 (H14～ 更新：3 地区)   

◎ 建築協定の活用 (H14～ 新規：2 地区 継続：4 地区)   

× 既成住宅地の住環境改善 

 
凡例：◎ 完了・実施、○ 進行中、× 事業未着手(検討中含む) 、＋ 追加実施 

 



現行都市計画 MP の進捗状況 

4 

 
■臨海地域 

〈目的〉 

 

自然海浜の保全とウォーターフロントの整備 

埋め立て地における産業活動と周辺住宅地の共存 

広域防災拠点の整備促進 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  西宮ヨットハーバー 

 

〈進捗状況〉  

ウォーターフロントの整備／旧港等の整備                        p33 

× 自然海浜等の保全・整備(協議中) 

 
西宮マリーナパークシティのまちづくりの推進                      p33 

◎ 西宮マリーナパークシティの開発事業（H17 完了） 

 
広域防災拠点の整備                                  p33 

◎ 甲子園浜海浜公園(一部)、今津浜公園において広域防災拠点としての整備完了（H20） 

 
産業環境の改善                                    p33 

◎ 特別用途地区（臨海産業地区）の指定（H16）  

 
凡例：◎ 完了・実施、○ 進行中、× 事業未着手(検討中含む) 、＋ 追加実施 

 
 
 
 
 



現行都市計画 MP の進捗状況 

5 

3 都市交通体系の整備の方針 (p35～p43) 

 
■公共交通機関の強化 

〈目的〉  公共交通の利用の転換 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

阪神西宮駅前広場                  公共交通利用者の推移 

〈進捗状況〉  

交通結節機能の強化                                  p36 

○ 阪神西宮駅前広場の整備（H19 南駅前広場完了） 

○ 市街地再開発事業等にあわせた自転車駐車場等の整備 

◎ 今津駅前広場の整備（H16 完了） 

○ 鳴尾駅前広場の整備（H15 事業着手。H30 年度完成予定） 

 

鉄道の利便性の向上                                  p36 

◎ JR 西宮駅への快速電車の停車増（H15 全快速が停車） 

◎ 駅周辺のバリアフリー化推進構想の策定（H15 策定） 

○ 駅周辺のバリアフリー化事業の実施 

（阪神武庫川駅、JR 甲子園口駅、JR 西宮名塩駅完了） 

＋ JR さくら夙川駅開業（H19） 

 

バスの利便性の向上                                  p36 

◎ バス路線の再編 (H18 阪神西宮～阪急西宮北口間等の新設)    

○ 鉄道・バスサービス共用化によるサービス向上 

（IC カードシステム整備補助（H17～20）、超低床バス導入補助） 

＋ 地域公共交通活性化協議会開催（H20） 

＋ 地域公共交通総合連携計画策定（H20）  

＋ さくらやまなみバス運行開始（H21） 

 
凡例：◎ 完了・実施、○ 進行中、× 事業未着手(検討中含む) 、＋ 追加実施 

鉄道・バス利用者の推移

90000

92000

94000

96000

98000
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■道路の整備 

〈目的〉 

 

広域幹線道路や地域内幹線道路の整備促進 

人と環境に配慮した道づくりの推進 

 

 

 

 

 

 

           山手幹線                   今津線高架工事写真 

〈進捗状況〉  

道路ネットワークの形成                                p38 

○ 山手幹線等の都市計画道路の整備(H14～ 5520ｍ整備(H21.4 現在)) 

◎ 西宮北有料道路の南伸事業（H16 完了） 

◎ 阪神高速北神戸線（H15 完了） 

○ 阪神高速湾岸線の西伸等の整備を国・県へ要請 

○ 阪神高速湾岸線のロードプライシング（H13 より試行的に実施）  

○ 都市計画道路の見直し 

 
鉄道との立体交差化の促進                               p38 

◎ JR 神戸線と建石線の立体交差改良事業（H19 完了） 

○ 阪神本線甲子園駅以東の連続立体交差事業（H15 事業着手。H30 完了予定） 

○ 阪急今津南線高架事業（H19 事業着手、H22 完了予定） 

× 阪急甲陽園線の立体交差事業 

 
地区内道路の改良整備                                 p38 

◎ 区画整理事業区域内（段上特定、西宮北口駅北東震災復興）の生活道路整備完了 

○ 「西宮市建築行為に係わる狭隘道路拡幅整備要綱」に基づき建築物建替え時に後退

用地を拡幅整備(H14～） 

○ 幹線道路等については、排水性舗装による整備を実施 

                            
安全で快適な歩行者空間の確保                             p39 

◎ 区画整理事業内（段上特定、西宮北口駅南、西宮北口駅北東震災復興）の歩行者専

用道路（フットパス等）を整備 

◎ 西宮北口駅北東震災復興土地区画整理事業により一方通行規制等によるコミュニ

ティ道路化を実施 

○ 幹線道路の整備にあわせて歩道や植栽帯の整備を実施 

○ 街路樹のリニューアルを試験的に用海線から開始（H20～） 

凡例：◎ 完了・実施、○ 進行中、× 事業未着手(検討中含む) 、＋ 追加実施 
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■駐車対策の推進 

〈目的〉 

 

駐車場整備地区の指定による駐車場整備及び利用促進（路上駐車の解消） 

自転車駐車場整備に伴う自転車利用の適正化 

 
 
 
 
 
 
 
 

  北口駅前公園の地下機械式自転車駐車場のイメージ図        駐輪場台数及び放置台数 

 

〈進捗状況〉 

 

駐車場整備地区の指定                                 p41 

× 西宮駅周辺の駐車場整備地区の指定 

 

駐車場の整備                                     p41 

○ 助成・融資あっせん制度の創設  

× 公共駐車場の整備 

× パーキングチケット等の路上駐車施設の設置 

 
駐車場の有効利用と違法駐車の防止                           p41 

× 西宮北口駅周辺地区における駐車場案内システムの導入 

○ 違法駐車等防止重点地域での指導・啓発  

 
自転車駐車場の整備                                  p42 

○ 鉄道駅周辺の自転車駐車場の整備（西宮北口駅随時整備中） 

○ 自転車駐車場の機械管理、利用時間延長 

＋ 自転車駐車場の管理運営に指定管理者制度を導入（H17） 

＋ 開発物件に対する自転車駐車場付置指導強化（H20） 

 
自転車利用の適正化                                  p42 

◎ 駐輪マナー指導の強化と駐輪マナー指導員の配置 

＋ 自転車放置禁止区域の指定拡大 

 
凡例：◎ 完了・実施、○ 進行中、× 事業未着手(検討中含む) 、＋ 追加実施 
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4 水とみどりの整備の方針 (p44～p49) 

 
■自然環境 

〈目的〉 

 

豊かな自然環境の保全、育成 

市民の憩いの場、レクリエーションの場としての活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          教連寺のゴヨウマツ(保護樹木)                         甲子園浜の様子 

〈進捗状況〉  

自然緑地の保全と活用                                (p45) 

◎ 特別緑地保全地区の追加指定（H15 苦楽園 0.8ha /角石 5.8ha） 

◎ 生産緑地地区の追加指定  

◎ 教蓮寺のゴヨウマツを保護樹木に指定（H14） 

◎ 仁川ピクニックセンター市民緑地は、都市公園法による仁川緑地として保全（阪急

電鉄から無償提供） 

○ 六甲山系グリーンベルト整備事業による整備を国、県に継続して要請 

× 景観樹林保護地区の指定  

＋ 環境学習都市宣言(Ｈ１５)    

 
水辺環境の保全と活用                                (p45) 

○ 回遊性と親水性の高いウォーターフロント整備（夙川上流～海辺～武庫川上流） 

× 有馬川の緑道の延伸 

 
生き物の生息空間の確保                               (p45) 

◎ 甲子園浜生物保護地区の指定（H17 10ha） 

◎ 自然保護地区の指定 （H15 剣谷湿原 14ha、 H19 仁川の広河原 10ha） 

                         
凡例：◎ 完了・実施、○ 進行中、× 事業未着手(検討中含む) 、＋ 追加実施 
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■都市緑化 

〈目的〉 

 

市民 1 人当たり公園面積 12 ㎡の公園整備 

市民、事業者、行政の協働による緑化の取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            高木公園                 公園緑地面積と市民一人当たり面積の推移 

     

〈進捗状況〉  

都市基幹公園等の整備                                (p47) 

◎ 西宮浜総合公園における多目的人工芝グランドの開設（H20） 

＋ 甲子園浜海浜公園(一部)、今津浜公園の整備完了（H20） 

 
住区基幹公園の整備                                 (p47) 

◎ 公園の開設（H14～ 24,530 ㎡） 

× 地域防災拠点として、津門中央公園の機能充実 

 
特色ある公園づくり                                 (p47) 

◎ 日常掃除、除草、樹木散水、遊具点検などを市民参加で行う「地域住民による公園

清掃等管理委託」の実施（H14～ 40 箇所）  

 
みどりのネットワークづくり                             (p47) 

○ 武庫川河川敷緑地は順次整備中 

◎ 東川沿いの堤防と隣接する津門中央公園に桜 24 本を植栽（H20） 

× 有馬川の緑道の延伸 

 
公共公益施設の緑化                                 (p48) 

◎ 街路樹の緑化の実施             

山手幹線（建石線以西）等１０路線 

◎ 西宮市開発植物を活用した学校でのさし芽教室の実施 
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市民主体の緑化                                   (p48) 

◎ 各種緑化助成、緑化フェア、市民との協働による「花のコミュニティづくり事業」

の実施により、市民主体の緑化の推進  

（H14～、花コミ事業：16 団体・18 箇所／生垣助成：1,909ｍ） 

◎ 講演会や体験実習による「花と緑のまちづくりリーダー」の養成（H14～） 

◎ まちづくり条例により、緑化面積の確保を指導  

◎ 緑地協定の指定（H14～、43 地区）  

＋ 間口緑視率の基準設置（H21 西宮市都市景観条例）  

 
特色ある草花によるまちづくり                            (p48) 

◎ 新品種の開発、生産と公共花壇、地域緑化団体、学校への供給 

＋ 地域で取り決めたシンボルツリーの配布・植栽の実施 

 
凡例：◎ 完了・実施、○ 進行中、× 事業未着手(検討中含む) 、＋ 追加実施 
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5 その他都市施設等の整備の方針 (p50～p51) 

 
■下水道 

〈目的〉 

 

全戸の水洗化と適正かつ効率的な管理運営 

下水道の機能改善・質的向上など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       夙川の水質の水位(ＢＯＤ年平均)               下水道人口普及率 

 

〈進捗状況〉  

下水道の普及                                    (p51) 

○ 水洗化の推進（H21、99.4%） 

 
管理運営の適正化と効率化                              (p51) 

◎ 企業会計方式の導入（H19） 

◎ 兵庫県東流域下水汚泥処理事業に参画  

 
機能改善と質的向上                                 (p51) 

◎ 学校等のグラウンドを利用したオンサイト貯留施設の設置（H21 37 箇所） 

◎ オフサイト貯留施設の設置（5 箇所）  

◎ 「合流式下水道緊急改善計画」の策定（H17）／見直し（H21） 

◎ 甲子園浜浄化センターを初めとした高度処理化に向けた事業を実施（H18～） 

 
施設、資源の有効活用                                (p51) 

◎ 下水処理水を道路清掃用水や公園や道路等植栽への散水用水として利用 

◎ 枝川浄化センター処理水は枝川水路修景用水として利用 

◎ 甲子園浜浄化センターは、民間事業者へ散水用水として供給（H21） 

◎ 甲子園浜浄化センター用地の一部を市民に一般開放（H15～） 

※工事のため、H22.9 まで休止    
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◎ 枝川浄化センター水処理棟屋上を公園及びスポーツ施設として活用 

※工事のため、H23.12 まで休止 

◎ 甲子園浜浄化センター拡張予定用地の暫定有効利用は、下水道法施工令の改正によ

り変更を行い、処理場高度処理化事業を実施（H18） 

 
 
■河川／水路 

〈目的〉 

 

排水能力の増強 

うるおいのある水辺空間の創出 

 
〈進捗状況〉                                   (p51) 

◎ 浸水既往歴のある地域を優先的に 

流下能力が不足している管路や水路の改修を実施 

◎ 河川整備計画の策定（H20、武庫川を除く南部地域にある県管理河川）  

○ 河川整備計画の策定要求（武庫川） 

◎ 環境保全型護岸改修事業ならびに、景観護岸整備を実施 

 
凡例：◎ 完了・実施、○ 進行中、× 事業未着手(検討中含む) 、＋ 追加実施 
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6 住環境の整備の方針 (p52～p54) 

 
〈目的〉 

 

良質な住宅の整備、誘導 

市営住宅の適正な管理とストックの活用 

地区計画などを活用した住民主体のまちづくり支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            浜甲子園団地建替え 

 

〈進捗状況〉  

公的住宅の居住環境の改善                              (p53) 

◎ 都市再生機構が浜甲子園団地建替え事業を実施 

第Ⅰ期、877 戸の建設完了（H20） 

第Ⅱ期建替えに向けて建物解体、敷地整備等の実施 

○ 市営甲子園九番町団地において第１期建替事業を実施  

 
良質で安全な住宅建設の誘導                             (p53) 

○ 「にしのみや型住宅ガイドライン共同住宅編」のパンフレットで良質な共同住宅供

給を啓発  

 
高齢者や環境に配慮した住まいづくり                         (p53) 

◎ 既存住宅のバリアフリー化の助成（H8～ 年間約 70～80 件程度） 

◎ 既存の分譲共同住宅の管理組合が行う共用部のバリアフリー化の助成（H14～ 年

間約 5～10 件程度）                  

◎ 長期優良住宅の認定（H21 163 件）  

◎ 緑地協定（H14～ 43 地区）  

◎ 生垣助成（H14～ 238 件／1,909 m）  

＋ 住宅の省エネルギーに対する助成 
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良好な住環境の形成                                 (p54) 

◎ 復興事業による市街地再開発事業や土地区画整理事業は全て完了 

◎ 地区計画や建築協定を活用した住環境の保全（H14～ 9 地区／10 地区） 

◎ 北部地域における土地区画整理事業等による計画的な住宅地の造成事業は概ね完了 

◎ 特別用途地区（臨海産業地区）を指定（H16） 

＋ マンションセミナーの実施   

 
規制誘導による良好な住環境の確保                          (p54) 

◎ ペットの規定やワンルームマンションの管理規定を近隣へ協議事項とする条例改

正を実施 

◎ 外壁後退距離の強化見直し（H17） 

◎ 市街化調整区域での緑化率 30%規制の規則改正 

◎ 「まちづくり条例」の改正（H22、最低敷地面積等） 

 
住民主体の住環境整備                                (p55) 

◎ 専門家の派遣（6 団体）やまちづくり活動助成（14 団体） 

 
凡例：◎ 完了・実施、○ 進行中、× 事業未着手(検討中含む) 、＋ 追加実施 
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7 都市景観の形成方針 (p55～p57) 

 
〈目的〉 

 

震災により喪失した都市景観の再生 

地域特性をいかした美しい都市景観の形成 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  第４回景観賞（阪神香櫨園駅） 

〈進捗状況〉  

地域の景観拠点づくり                                (p56) 

◎ 都市景観形成建築物の指定（神戸女学院・夙川カトリック教会） 

◎ 近代建築物及び古民家の実態調査を実施 

◎ 「ひょうごヘリテージ機構」及び庁内において歴史的な建築物の保全について意見

交換 

◎ 地域の景観を構成する上で重要な公共施設については、学識経験者による景観アド

バイザー部会の開催や管理者との個別協議による景観誘導を実施 

 
シンボル的地区の景観形成                              (p56) 

× 景観重点地区の推進（目神山地区・西宮浜地区で検討中） 

 
大規模建築物等の景観誘導                              (p56) 

◎ 景観条例の改正（H21） 

◎ 生垣等による道路沿いの緑化（地区計画） 

◎ 都市サイン標記基準を改定（H16） 

 
魅力ある公共空間の創出                               (p56) 

◎ 街路樹による緑化（山手幹線・建石線） 

◎ 景観アドバイザー部会を開催、学識経験者により公共施設において景観誘導を実施 

◎ 電線類の地中化（国道 2 号、171 号、球場前線、浜甲子園線、建石線等） 
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市民、事業者との連携                                (p57) 

◎ 都市景観表彰（H17 建築物 4 件、行為 2 件） 

◎ 西宮発見クラブの発足 

◎ 西宮東高校での「西宮学」や関西学院大学への出前講座 

◎ 都市景観パネル展の開催や市民まつりへのブース出展 

 
凡例：◎ 完了・実施、○ 進行中、× 事業未着手(検討中含む) 、＋ 追加実施 
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8 都市防災の方針 (p58～p61) 

 
〈目的〉 

 

 

 

総合的な防災体制の確立（防災活動体制の強化など） 

都市の防災力の強化（都市基盤の整備、建築物の耐震化など） 

 

 

 

 

 

 

 

自主防災組織率の推移                  防災行政無線親局イメージ図 

 

〈進捗状況〉  

防災拠点ネットワークの形成                             (p59) 

◎ 地域防災計画の改訂（H21）  

◎ 甲子園浜海浜公園(一部)、今津浜公園において広域防災拠点としての整備完了（H20） 

◎ 塩瀬中央公園に指定避難所である体育館がオープン（H13） 

◎ 耐震性貯水槽の整備の完了  

＋ 防災無線の設置 

 
災害に強い市街地の形成                               (p60) 

◎ 震災による被害が集中した地域の復興市街地開発事業の完了（西宮北口駅周辺・森

具地区等） 

◎ 準防火地域の拡大（H19） 

◎ 国道 2 号沿道の建築物の不燃化の促進（H19 に目標の 70%達成） 

◎ 国道 43 号の環境防災緑地の買い取り（29 箇所、5,620 ㎡） 

○ 広域避難地区の追加指定(H19 鳴尾浜、甲子園浜) 

 
交通体系の整備とライフラインの確保                         (p60) 

◎ 緊急輸送路の耐震化及び落橋により孤立化する橋梁の耐震化 

× 国、県と連携した海上輸送や航空輸送体制の整備促進(計画の検討中) 

 
建築物等の耐震化、不燃化                              (p60) 

○ 公共施設の耐震化（64%） ※H27 に完了予定 
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◎ 西宮市耐震改修促進計画の策定（計画期間 H20～27）  

◎ 民間住宅等の取り組みの支援（簡易耐震診断・わが家耐震改修促進事業・多数の者

が利用する施設耐震診断助成事業）  

◎ 市の HP における地盤情報の提供  

＋ 各種ハザードマップを各戸配布  

 
土砂災害対策の推進                                 (p60) 

◎ 宅地造成等規制区域・急傾斜地崩壊危険区域における危険宅地等について、改善勧

告などの指導の実施（18 件） 

◎ 県による土砂災害警戒区域の指定（H19） 

○ 六甲山系グリーンベルト整備事業による整備を国、県に継続して要請 

◎ 特別緑地保全地区の追加指定（H15：苦楽園・角石） 

＋ 大規模盛土造成地箇所を抽出し、大地震時の変動予測調査の実施（H22～） 

 
治水対策の推進                                   (p60) 

◎ 武庫川水系河川整備基本方針を策定（H20）  

◎ 名塩川の河川改修（H15～16 に約 300m の区間） 

 
凡例：◎ 完了・実施、○ 進行中、× 事業未着手(検討中含む) 、＋ 追加実施 

 


