計画書
東播都市計画地区計画の変更（加西市決定）
都市計画鶉野飛行場跡地東部産業拠点地区地区計画を次のように変更する。
名

称

鶉野飛行場跡地東部産業拠点地区地区計画

位

置

加西市鶉野町、下宮木町、中野町及び上宮木町の各一
部

区

区

域

計画図表示のとおり

面

積

約 38.4ha

地区計画の目標

本地区は、国道 372 号が近接する交通利便性や災害

域

に強い平坦な地形など優れた立地条件により、市街化

の

調整区域に線引きされる前後の時期から多くの産業施

整

設が集積している。

備

また、本地区周辺は加西市都市計画マスタープラン

・

で地域核及び産業拠点と位置付けており、隣接する鶉

開

野飛行場跡地では国道 372 号のバイパスとなる道路整

発

備を進めている。

及

これらを踏まえ、本地区計画により産業集積の維持

び

と都市機能の向上を図り、活力溢れる地域核の形成を

保

進めていく。

全

土地利用の方針

区域内及び周辺集落の住環境並びに周辺の営農環境

に

の保全に配慮しつつ、無秩序な街区形成を防止し、秩

関

序ある産業地としての土地利用を進める。

す

地区施設の整備の方針

る

本地区の良好な生産物流環境の形成と、区域内集落
の住環境確保のため、区画道路を適切に配置する。

方
針

建築物等の整備の方針

既存事業所集積地の維持と生産物流環境の向上を図
りつつ、区域内の集落及び周辺営農環境との調和に配
慮するため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面
積の最低限度、建築物の高さの最高限度、壁面の位置
の制限、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制
限、緑化率の最低限度を定める。

地

地区施設

道路

名称

幅員

区

の配置及

（配置は計画 区画道路１号

９ｍ

約 630ｍ

整

び規模

図表示のとお 区画道路２号

９ｍ

約 590ｍ

1

延長

備

り）

区画道路３号

６ｍ

約 710ｍ

計

区画道路４号

６ｍ

約 310ｍ

画

区画道路５号

６ｍ

約 570ｍ

区画道路６号

６ｍ

約 190ｍ

地区の

名称

Ａ地区

Ｂ地区

細区分

面積

約28.1ha

約10.3ha

次の各号に掲げる建築

次の各号に掲げる建築

建築物等 建築物等の
に関する 用途の制限

物は建築してはならな

物は建築してはならな

事項

い。ただし、この地区整

い。ただし、この地区整

備計画の適用の際現に存

備計画の適用の際現に存

する建築物又は現に建

する建築物又は現に建

築、修繕若しくは模様替

築、修繕若しくは模様替

の工事中の建築物がこの

の工事中の建築物がこの

規定に適合せず、又はこ

規定に適合せず、又はこ

の規定に適合しない部分

の規定に適合しない部分

を有する場合において

を有する場合において

は、当該建築物又は建築

は、当該建築物又は建築

物の部分に対しては、こ

物の部分に対しては、こ

の規定は、適用しない。

の規定は、適用しない。

(１) 建築基準法(昭和 25

(１) 建築基準法別表第２

年法律第 201 号)別表第

(る)の項第２号及び第

２(る)の項第１号(１)

３号に掲げるもの

から(21)まで及び(28)

(２) 暴力団事務所等

から(31)までに掲げる

(３) 建築基準法別表第２

事業を営む工場

(い)の項第５号（この

(２) 建築基準法別表第２

地区計画区域に存する

(る)の項第２号及び第

事業所及び近隣住民を

３号に掲げるもの

対象とするものを除

(３) 暴力団排除条例（平
成22年兵庫県条例第35

く。
）及び第７号に掲げ
るもの

号）第２条第６号に掲

(４) 建築基準法別表第２

げる暴力団事務所等(以

(い)の項第６号（保育

下「暴力団事務所等」

所の用に供するものの

という。)

うち主たる用途がこの

(４) 建築基準法別表第２

地区計画区域又は中野

(い)の項第５号（この

地区地区計画区域に存

2

地区計画区域に存する

する事業所の福利厚生

事業所及び近隣住民を

の用に供するものを除

対象とするものを除

く。
）

く。
）及び第７号に掲げ
るもの

(５) 建築基準法別表第２
(に)の項第３号（これ

(５) 建築基準法別表第２

らの建築物のうち主た

(い)の項第６号（保育

る用途がこの地区計画

所の用に供するものの

区域又は中野地区地区

うち主たる用途がこの

計画区域に存する事業

地区計画区域又は中野

所の福利厚生の用に供

地区地区計画区域に存

するものを除く。）及び

する事業所の福利厚生

第５号に掲げるもの

の用に供するものを除

(６) 建築基準法別表第２

く。
）

(ほ)の項第２号に掲げ

(６) 建築基準法別表第２

るもの

(に)の項第３号（これ

(７) 専ら性的好奇心をそ

らの建築物のうち主た

そる写真その他の物品

る用途がこの地区計画

の販売を行う店舗

区域又は中野地区地区

(８) 店舗(前号に掲げる

計画区域に存する事業

ものを除く。)、飲食

所の福利厚生の用に供

店、展示場その他これ

するものを除く。）及び

らに類する用途に供す

第５号に掲げるもの

るもののうち、建築物

(７) 建築基準法別表第２

の一敷地につきこれら

(ほ)の項第２号に掲げ

の用途に供する部分の

るもの

床面積の合計が500㎡を

(８) 専ら性的好奇心をそ

超えるもの

そる写真その他の物品

(９) 遊技場

の販売を行う店舗

(10) 延べ面積が 15m2 を

(９) 店舗(前号に掲げる

超える畜舎

ものを除く。)、飲食

(11) 結婚式場、葬儀場そ

店、展示場その他これ

の他これらに類するも

らに類する用途に供す

の

るもののうち、建築物

(12) 幼保連携型認定こど

の一敷地につきこれら

も園（この建築物の主

の用途に供する部分の

たる用途がこの地区計

3

床面積の合計が500㎡を

画区域又は中野地区地

超えるもの

区計画区域に存する事

業所の福利厚生の用に

(10) 遊技場
2

(11) 延べ面積が 15m を
超える畜舎

供するものを除く。
）
(13) 戸建ての専用住宅

(12) 結婚式場、葬儀場そ

(この建築物の主たる用

の他これらに類するも

途がこの地区計画区域

の

又は中野地区地区計画区

(13) 幼保連携型認定こど

域に存する事業所に従

も園（この建築物の主

事する者の居住の用に

たる用途がこの地区計

供するものを除く。)

画区域又は中野地区地
区計画区域に存する事

業所の福利厚生の用に
供するものを除く。
）
建築物の敷地

200 ㎡とする。ただし、この地区整備計画の適用の際

面積の最低限 現に存する建築物の敷地若しくは現に建築、修繕若し
度

くは模様替の工事中の建築物の敷地がこの規定に適合
せず、又はこの規定に適合しない部分を有する場合に
おいては、当該建築物の敷地又はその敷地の部分に対
しては、この規定は、適用しない。

建築物の高さ
の最高限度

20ｍとする。ただし、この地区整備計画の適用の際
現に存する建築物若しくは現に建築、修繕若しくは模
様替の工事中の建築物がこの規定に適合せず、又はこ
の規定に適合しない部分を有する場合においては、当
該建築物又はその建築物の部分に対しては、この規定
は、適用しない。

壁面の位置の
制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界
線までの距離は、敷地面積が 1,000 ㎡以上のものに限
り、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、この地
区整備計画の適用の際現に存する建築物の敷地若しく
は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物の
敷地がこの規定に適合せず、又はこの規定に適合しな
い部分を有する場合においては、当該建築物の敷地又
はその敷地の部分に対しては、この規定は、適用しな
い。
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(１) 主たる用途が住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿で
ある建築物の敷地に隣接する敷地境界線にあっては
２ｍ以上
(２) その他の敷地境界線にあっては１ｍ以上
建築物等の

建築物の形態、色彩及び意匠については、周辺環境

形態又は色

との調和に配慮したものとし、敷地面積が 1,000 ㎡以

彩

上のものについては次のとおりとする。ただし、この
地区整備計画の適用の際現に存する建築物若しくは現
に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物がこの
規定に適合せず、又はこの規定に適合しない部分を有
する場合においては、当該建築物又はその建築物の部
分に対しては、この規定は、適用しない。
外
壁
及
び
屋
根
の
色
彩

(１) マンセル色票系において、赤（Ｒ）又は橙
（ＹＲ）系の色相を使用する場合は、概ね彩度
６以下とする。
(２) マンセル色票系において、黄（Ｙ）系の色
相を使用する場合は、概ね彩度４以下とする。
(３) マンセル色票系において、その他の色相を
使用する場合は、概ね彩度２以下とする。

緑化率の最
低限度

敷地面積が1,000㎡以上のものに限り、５％とする。
ただし、この地区整備計画の適用の際現に存する建築
物の敷地若しくは現に建築、修繕若しくは模様替の工
事中の建築物の敷地がこの規定に適合せず、又はこの
規定に適合しない部分を有する場合においては、当該
建築物の敷地又はその敷地の部分に対しては、この規
定は、適用しない。
なお、隣地がこの地区整備計画の適用の際現に存す
る戸建ての専用住宅の敷地の場合、その敷地との境界
線に沿って緑地を配置するよう努めること。

「区域及び地区施設の配置は計画図表示のとおり」
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理由書
本地区は、加西市の南東部に位置し、播磨臨海工業地帯へ容易にアクセス可能な国道
372 号に近接する交通利便性と、災害に強い広大で平坦な地形を有する優れた立地条件
を活かし、市街化調整区域に線引きされる前後の時期より工場など多くの産業施設が集
積している。
また、本地区は、加西市都市計画マスタープランにおいて市南部の地域核及び産業拠
点と位置付けており、
それに伴う事業として、
隣接する鶉野飛行場跡地に沿って国道 372
号のバイパスとなりうる新たな道路の整備を進めている。
このたび、本市の製造品出荷額の１割以上を占める重要な産業拠点を維持するため、
本地区と一体的な土地利用を図る地区と併せて区域区分を変更するが、周辺地域を含め
た地域核の形成に必要な都市機能の強化及び産業施設集積維持と区域内集落住環境保
全の両立を図るため、区域区分を変更する一体の地区において本地区計画を変更する。
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