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序章 計画策定の背景と目的 
 

1.計画策定の背景と目的 

線引き制度は、市街化区域と市街化調整区域を区分することにより、道路や公園などの

公共施設を効率的に整備し、開発と保全のメリハリの土地利用を進めるために一定の役割

を果たしてきました。 

しかし、一方で市街化調整区域においては、厳しい建築制限が行われてきたことにより、

居住者が減少して活力が失われつつある地域、経済状況の変化や事業拡張による移転

等により閉鎖・放置された事業所が点在して周辺地域に居住する住民の身近な就業地が

減少し活力が失われつつある地域が見られます。 

そのため、本計画では、総合的な土地利用計画のない市街化調整区域全体において、

土地利用の方針を示す「市土地利用計画」を策定するとともに、市土地利用計画に沿った

開発行為等を認めていく「特別指定区域」の指定を目的とします。市土地利用計画は、市

が施策として作成することを基本としますが、概ね小学校区ごとに立ち上げられた住民主

体のまちづくり組織であるふるさと創造会議や自治会等が「地区土地利用計画」を作成し

た場合は、それを踏まえて市が作成します。 

今回、景気動向の上向きにより市内事業所から事業拡張と従業員確保の機運が更に高

まっていること、宇仁地区のふるさと創造会議である宇仁郷まちづくり協議会が「宇仁地区

土地利用計画」を策定したこと、令和元年度から令和 2年度にかけて市上位計画における

目標年度を迎えることを踏まえ、新たに見えてきた各地区の現状に即した計画とし、特別

指定区域制度の活用を促進するため、内容を一部見直す改訂を行います。              
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●計画の体系● 
 

 

【国土利用計画】         【土地利用基本計画】 
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市土地利用計画 

特別指定区域 

の指定 

・緑豊かな地域環境の形成に 

関する条例等 

〈国土利用計画法〉 

県計画（第７条） 

全国計画（第５条） 

 

・都市計画法 

・農振法 

・森林法 

・自然公園法 

・自然環境保全法 

〈個別規制法〉 

基本とする   

基本とする   

市町計画（第８条） 

〈条例〉 

県土地利用基本計画 

（第９条） 

基本とする 

市町における個別法 

計画の総合調整 

規制に関

する措置 

（ 第 10

条） 

基本とする 

ふるさと創造会議 

又は自治会等が作成した 

地区土地利用計画 

 

反映する 

反映する 
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第１章 加西市の現状の把握・分析 
 

1.位置 

本市は、兵庫県の南部、播州平野のほぼ中央に

位置し、東経 134°51′、北緯 34°56′の地点に

ある。市域面積は 150.44km2で、東西 12.4km、南北

19.8km の広がりを有し、東は小野市および加東市

に、西は姫路市および福崎町に、南は加古川市に、

そして北は西脇市、多可町および市川町にそれぞ

れ隣接している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.沿革 

明治 22年に市町村制施行によって、加西郡は、北条町、富田村、賀茂村、下里村、九会

村、富合村、多加野村、西在田村、在田村、芳田村（昭和 27年西脇市に合併）、大和村（昭

和 29年八千代町に合併）の 1町 10村に再編成される。町村合併促進法制定後の昭和 30

年 1月 15日に、北条町、富田村、賀茂村、下里村の 1町 3村が合併し北条町となり、次い

で、昭和 30年 3月 1日には多加野村、西在田村、在田村の 3村が合併して泉町となり、昭

和 30年 3月 30日には九会村、富合村の 2村が合併し加西町となる。 

そして、昭和 42年 4月 1日に、北条町、泉町、加西町の 3町は、「加西郡は一つ」という

理念のもとに合併し、加西市が誕生。県下で 21番目に市制を施行し現在に至っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●加西市の位置● 
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3.社会条件 

 

3-1.人口・世帯数 

 

3-1-1.市内人口・世帯数 

本市の人口は、高度成長時代には増加し続け、昭和 60年には 52,107人に達したが、少

子化により平成 27年では 44,313人と 8,000人弱減少している。地縁者の住宅区域を拡大

するなど様々な施策により、社会減については均衡状態に近づきつつあるが、近年の急速

な高齢化と出生率の低下により自然減が止まらない状況が続いている。それに伴う労働人

口の減少により経済面でも損失が大きいことから、今後の人口増加を実現するには多方面

からの施策を打ち出す必要がある。 

世帯数は、市全体としては増加傾向が続き、市街化区域では非婚化、離婚率の増加等

による核家族化により、今後も増加していくと考えられるが、市街化区域から離れた北部、南

部では世帯数すら減少している自治会も現れている。 

 

 

 

                       資料：国勢調査 
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3-1-2.年齢階層別人口 

年齢階層別にみると、15 歳未満人口が減少するなか、老年人口（65 歳以上）の占める割

合は年々増加し、平成 27年には 30％を超えた。今後更に少子・高齢化が進んでいくことは

確実である。 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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3-1-3.地区別人口・世帯数と集落の特徴 

地区別人口をみると、平成 27年時点で本市の中心市街地を含み住居系用途地域が多く

を占める北条・北条東地区がもっとも多く 13,188人となっている。市街化区域はほぼ横ばい

だが、市街化調整区域を含むと人口が減少している。さらに、市街化区域から離れた北部

の日吉、宇仁、西在田、在田地区、南部の賀茂、下里地区の人口減少が激しい状況が見ら

れる。また、世帯数をみると、全体では核家族化の影響で増えているが、市街化調整区域に

存する北部の日吉、宇仁、西在田、在田地区、南部の賀茂、下里地区で減少傾向にあり、

危機的状況に入りつつある。 

本市の集落の特徴として、主に市街化調整区域に存する農村地域においては、数軒程

度で構成される小規模な複数の集落が点在し一つの大字を形成している。本市は 146の行

政区で構成され、単純に人口及び世帯数で割ると、1行政区当たり 303人、105世帯が平均

となる（平成 27 年度国勢調査。以下同じ。）。これは、近隣他市と比較しても、小野市が 622

人、216世帯（78行政区）、西脇市が 469人、172世帯（87行政区）、加東市が 407人、152

世帯（99行政区）、三木市が 419人、155世帯（184行政区）と相当小さいことがわかる。これ

は、自己の農地の隣接部に住宅を建築してきた典型的な農村集落の集合体であることを現

している。  
●地区別人口・世帯数の推移● 

 

  ※西在田は都市計画区域外                      資料：国勢調査 

 

 

 

 

 

 

 

地区名

（小学校区） 平成22年 平成27年 増減率 平成22年 平成27年 増減率 平成22年 平成27年

北条・北条東 13,614 13,188 -0.03 5,036 5,406 0.07 2.70 2.44

富田 3,373 3,121 -0.07 1,069 1,069 0.00 3.16 2.92

賀茂 3,528 3,124 -0.11 1,054 1,043 -0.01 3.35 3.00

下里 5,419 4,800 -0.11 1,542 1,460 -0.05 3.51 3.29

九会 6,554 6,189 -0.06 2,060 2,076 0.01 3.18 2.98

富合 4,094 3,734 -0.09 1,178 1,177 0.00 3.48 3.17

日吉 2,886 2,573 -0.11 843 831 -0.01 3.42 3.10

宇仁 1,974 1,783 -0.10 473 462 -0.02 4.17 3.86

西在田 2,398 2,142 -0.11 693 650 -0.06 3.46 3.30

泉 4,153 3,659 -0.12 1,240 1,190 -0.04 3.35 3.07

総数 47,993 44,313 -0.08 15,188 15,364 0.01 3.16 2.88

人口（人） 世帯数（世帯） 世帯規模
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3-2.下水道の状況 

本市では、公共下水道の全体計画が定められており、平成 29 年時点で計画面積

2,868ha、管延長 410,000ｍ、計画区域人口 31,200人となっている。平成 27年度から大きく

増えているが、これは一部の農業集落排水事業区域を公共下水道事業区域へ統廃合した

からである。 

下水道の整備状況をみると、平成 29 年時点で排水面積 1,740ha、管延長 322,000m、整

備済人口 26,340人となっている。 

公共下水道以外においては、農業集落排水事業、コミュニティ・プラント整備事業、個別

合併処理浄化槽整備事業を進めている。なお、コミュニティ・プラントは平成 15 年度で整備

完了、農業集落排水事業も平成 17年度で整備完了となった。 

 

●公共下水道整備状況● 

 

資料：平成 29年度版加西市統計書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画区域 整備済人口

人口 （人）

計画面積 管延長 （人） 排水面積 管延長

（ha） （ｍ） （ha） （m）

A B C D

平成19年 2,624 363,300 28,983 1,621 296,000 27,489

平成20年 2,624 363,300 28,983 1,670 312,000 27,636

平成21年 2,624 363,300 27,826 1,740 318,000 27,826

平成22年 2,624 363,300 27,591 1,740 318,000 27,591

平成23年 2,624 363,300 27,399 1,740 318,000 27,399

平成24年 2,624 363,300 27,129 1,740 318,000 27,129

平成25年 2,624 363,300 26,897 1,740 318,000 26,897

平成26年 2,624 363,300 26,584 1,740 318,000 26,584

平成27年 2,868 406,010 31,200 1,740 318,000 26,414

平成28年 2,868 410,000 31,200 1,740 322,000 26,340

全体計画 施行済

年度

事業量 事業量
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3-3.製造業の状況 

本市をめぐる製造業の状況は、地場産業である播州織が中心だった時代から、戦後は北

条町を創業地とする三洋電機とそれに関連する下請け事業としての金属製品製造業、プラ

スチック部品製造業を中心とする時代へシフトし、更に昭和 46 年の線引き前後に良好な交

通利便性という立地条件の良さから国道 372 号沿道や鶉野飛行場跡地周辺に金属製品製

造業を中心とする事業所が多数立地した。その後、昭和末期から平成の時代にかけて４つ

の産業団地が整備されたこともあって、バブル崩壊等による一時的な下降は見られたものの

安定的に製造品出荷額を増やしてきた。しかし、平成 18 年の三洋電機の工場閉鎖、平成

19 年のリーマンショックによる景気減退により、事業所の廃業、撤退、移転等が相次ぎ製造

品出荷額、事業所数、従業員数が大幅に減少した。   

その後、平成 23年にパナソニックのハイブリッド車載バッテリー工場の本格稼働が牽引す

ることにより市街化区域の製造品出荷額と従業員数は増加傾向にあるものの、市街化調整

区域においては製造品出荷額、事業所数、従業員数のすべてにおいてリーマンショック以

前の数値への回復どころか急速な減速傾向を見せている。これは、産業団地に立地する大

企業ではなく、大手メーカーの下請けを生業とする線引き前後から操業していた市街化調

整区域に存する中小事業所の廃業、小規模化が大きく影響している。 

本市では、平成 27 年度に第５次総合計画の中間見直しを行い、地域資源を活かした産

業振興として、市内企業の拡張の支援を行うことを打ち出している。また、同年策定した加

西市地方創生戦略では、ものづくり産業の支援として、独自のノウハウ・技術に支えられた特

徴ある地域産業に対し支援を推進することを打ち出している。そして、平成 28年度に策定し

た加西市産業振興計画では、詳細な分析に基づく各種支援施策の実行を打ち出している。  

これら上位計画に基づき、製造品出荷額の半数、事業所数の 70％を占め加西市の経済

基盤となっている市街化調整区域内の事業所の活力再生に資する施策を打ち出す必要が

あることから、平成 29 年 4 月に特別指定区域制度の工場等誘導区域を活用した加西市独

自基準を策定し、その運用を開始した。 

また、地域に根ざした事業を行っている集落内に立地する小規模事業所の保全・育成の

ため、集落周辺に居住し地域との共存共栄が可能な者が行うものに限り、立地を進めてい

く。 

 

都市計画別製造品出荷額比較表（単位：億円）                

 

市街化

区域 

市街化調

整区域 

都市計画

区域外 
市全体 兵庫県 国 

H20 1,036 1,395 107 2,538 165,128 3,355,788 

H21 952 1,000 79 2,031 134,230 2,652,590 

H22 1,021 1,138 93 2,252 141,838 2,891,077 

H23 875 1,355 96 2,327 143,574 2,849,688 

H24 1,043 1,228 106 2,377 143,470 2,887,276 

H25 1,161 1,154 107 2,421 140,269 2,920,921 

H20～H25 

増加率 
112% 83% 100% 95% 85% 87% 
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都市計画別製造事業所数比較表（従業員４人以上の事業所）      

 

市街化

区域 

市街化調

整区域 

都市計画

区域外 
市全体 兵庫県 国 

H20 49 254 21 324 11,147 263,061 

H21 45 217 18 280 10,138 235,817 

H22 44 202 17 263 9,555 224,403 

H23 53 234 22 309 9,658 233,186 

H24 49 225 24 298 9,294 216,262 

H25 52 201 21 274 9,017 208,029 

H20～H25 

増加率 
106% 79% 100% 85% 81% 79% 

 

 

都市計画別製造事業所従業員数比較表（従業員４人以上の事業所）  

 

市街化

区域 

市街化調

整区域 

都市計画

区域外 
市全体 兵庫県 国 

H20 2,644 5,195 415 8,254 385,847 8,364,607 

H21 2,364 4,390 412 7,166 362,847 7,735,789 

H22 2,513 4,727 399 7,639 359,236 7,663,847 

H23 3,528 4,895 395 8,818 350,732 7,472,111 

H24 3,253 4,969 403 8,625 349,687 7,425,339 

H25 3,582 4,556 399 8,537 352,318 7,348,171 

H20～H25

増加率 
135% 88% 96% 103% 91% 88% 

 

資料：工業統計調査 
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3-4.農業の状況 

本市は、市域約 150 平方キロメートルのうち、農地は約 4,000ha、そのうち水田が約

3,500haを占め、県下でも農用地が占める割合が高い、農業が盛んな地域である。 

種類については、県下有数の稲作地帯であることから、水稲を中心として、麦・大豆・飼料

作物・野菜・果樹・花きなど多岐にわたる作物が栽培され、それに加えて肉用牛、乳用牛、

養鶏など畜産も盛んに行なわれている。 

しかしながら、本市の農業を取り巻く状況は、農業者の減少・高齢化、農業所得の激減な

ど非常に厳しい状況にある。栽培規模が経営に直結する水稲が中心にも関わらず、一戸あ

たりの耕作面積が 1.29ha と零細かつ分散型の農地所有が多く、兼業農家の割合が 88.4％

と高いことから、効率的な経営ができていない。 

農業を取り巻く厳しい状況に加え、大半の農業集落が存する市街化調整区域における建

築制限により、農業後継者が市外に転出し就職する傾向が見られる。市の人口動向につい

ても、市街化区域はほぼ横ばい傾向にあるが、市街化調整区域の人口減少は歯止めが効

かない状態が続いている。このことから、集落の活力再生は、農業振興と一体的な施策とし

て進めるべきである。 

本市では農業振興に関する将来計画として、平成 30 年度に「加西市農業ビジョン」を策

定し、振興を特に進めるべき作物や、新たな農業担い手の育成方針などを打ち出した。この

計画に基づき、今後の農業振興を進めていくことになる。 

そのなかで、集落営農の組織化への支援などとともに掲げられた方針として、後継者不足

対策の一環として新たな定住営農者の誘致・育成を進めており、市独自の新規就農者に対

する助成制度、プロ農家の指導を一定期間受けることができる研修制度などを設けている。

また、稲作を軸としつつも、特色ある他品種生産への参入を促進し、安定した収益の確保を

目指している。 

新規就農においては、平成 26 年度からの４年間で 16 人の新規就農者の獲得に成功し

た。うち市外からの移住は 10人で、家族を含めると４年間で 30人の人口増に繋がっている。

本市は、移住者に対して居住先の斡旋や集落居住への支援を行なっているが、大半の農

業集落が存する市街化調整区域では移住に対する制約が厳しく、農家とは認められない移

住時点で農地の近隣にある集落に居住するには原則線引き前に建築された住宅しか認め

られないことになる。本市の農業振興施策との整合を図り、農業とともに本市で生きることを

決めた者に対しての最大限の配慮をすべきであるため、新規居住者の住宅区域を空き家に

適用するなどの施策展開を図っていく。 

この度、新規移住営農者より、自ら栽培した作物を加工・販売したいとの計画が持ち上が

り、６次産業化という新たな農業モデルが新たな担い手によって生まれつつなど、状況に好

転の気配が見られるなか、新規就農移住者の受け入れ態勢を整え、また新しい事業展開を

可能とするよう、事業所における特別指定区域についても制度を最大限活用していく。 

このように、集落活力再生は農業振興を図るべき地域における必要な施策という側面を

持つため、新規居住者の住宅区域の活用や新規就農移住者を受け入れることが可能な新

たな制度設計、農業に関連する事業を支援するための新たな制度設計を恒久的に進めて

いく。 
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4.土地利用状況 

本市の土地利用特性は、北条地区を中心とした一部市街地を除いて、市域の大半が農

村的な土地利用形態を有している。市域の 28％を占める山林が北部山岳地帯を形成し、

26％を占める農地については、その大半を農用地が占めており、圃場整備事業による土地

基盤整備が進み優良農地の維持・保全が図られている。また、宅地は８%であるほか、その

他（公園、ゴルフ場、未利用地等）の土地利用について太陽光発電施設の設置が増えたこ

とが影響し 34％と多くなっている。 

 

●土地利用（地目別面積）●  

 

資料：平成 29年版加西市統計書 
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5.土地利用規制の弱い地域等の抽出 

現在、市街化調整区域においては、都市計画法以上に農業振興地域の整備に関する法

律（昭和 44年法律第 58号。以下「農振法」という。）、森林法（昭和 26年法律第 249号）等

の個別規制法が規制誘導処置を有し、強い土地利用規制により、その方向を明確に示す

地域（以下「調整青地地域」と仮称）を定めている。 

一方、個別規制法に基づく土地利用規制が弱く、その方向性が比較的あいまいな地域

（以下「調整白地地域」と仮称）が存在している。 

さらに、都市計画法以外の個別規制法の規制区域外で、土地利用の方向が未確定な地

域（以下「調整無地地域」と仮称）も存在している。市土地利用計画では、特にこれら調整白

地地域、調整無地地域の土地利用の方向を明らかに示していくことが求められている。 

このため、まず個別法の規制地域・区域の指定状況を確認し、①調整青地地域、②調整

白地地域、③調整無地地域の抽出を行う。 

 

●土地利用規制状況の分類● 
土地利用規制状況（都計法除く）による分類 区域における土地利用規制 

①仮称：調整青地地域（規制の強い地域） 

 

 

 

 

 

・農振法による農業振興地域の農用地区域 

・森林法による国有林、地域森林計画対象民有林の保

安林 

・自然公園法による国立公園、国定公園の特別地域、県

立自然公園条例による県立自然公園等の特別地域 

・県の環境の保全と創造に関する条例による特別地区 

②仮称：調整白地地域（規制の弱い地域） 

 

 

 

 

・農業振興地域の農用地区域以外（農振白地） 

・地域森林計画対象民有林の保安林以外 

・国立公園、国定公園、県立自然公園等の普通地域 

・自然環境保全地域と環境緑地保全地域の普通地区及

び自然海浜保全地区 

③仮称：調整無地地域（規制のない地域） 

 

 

・農振法、森林法、自然公園法、県立自然公園条例、県

の環境の保全と創造に関する条例等の区域外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市街化調整区域 
農業振興地域 

地域森林計画対象民有林 自然環境保全地域等 

国立、国定、県立自然公園等 

①国有林及び保安林 

①農用地区域 ①特別地域 

①特別地域 

②普通地域 

②普通地区 

②農用地区域以外 

②保安林以外 

③調整無地地域 
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第２章 地域住民等の意向の把握 
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第２章 地域住民等の意向の把握 
 

1.平成 27年度以降における事業所拡張意向と従業員居住先創出 

 

1-1.事業所の拡張意向の増加 

アベノミクスによる景気回復に加え、中国の経済情勢減速、円安等により、中国に進出し

ている事業所の国内回帰の意向が明らかになったことを受け、平成 27 年度に加西商工会

議所と共同で、市内に存する事業所980社にアンケート調査を実施、うち55社より市街化調

整区域における土地利用の意向についての回答を得た。回答の内容は下のとおり。 

これにより、市街化調整区域に存する相当数の事業所が事業改善等の理由により土地利

用を図りたいとの意向を持っていることがわかった。地域資源を活かした産業振興、ものづく

り産業の支援、加西に住んで働ける就労支援という上位計画に掲げている市の基本施策実

行のため、平成 27 年度から 28 年度にかけて特別指定区域制度を活用した事業所適地に

おける建築制限の緩和について検討を進めた。特に土地利用計画の実現が急がれる地区

については平成 29年 4月に特別指定区域の指定を行ったが、残りの意向がある地区と、そ

の後追加で意向を表明された地区について、特別指定区域制度を活用した土地利用計画

の実現について手続きを進めていく。 

 

市街化調整

区域に存する

事業所様に

お 聞 き し ま

す。 

１．市街化調整区域における自己所有地、借地にて事

業所を新築したい 

17/55 

２．今ある事業所の用途変更（利用目的の変更）、廃工

場など使用されていない事業所を使用できるようにした

い。 

11/55 

３．今ある事業所の敷地を拡げて増築したい。 27/55 

           

1-2.職住近接のまちづくりの実現 

本市では平成 28 年３月に策定した第５次加西市総合計画後期基本計画と平成 27 年 10

月に策定した加西市地域創生戦略において、「加西に住んで働ける就労支援」との施策を打

ち出し、５年後に達成するべき具体的な数値目標として、市内事業所従業員の市内居住率

を 42％から 50％に増加させることを掲げている。これは、本市の昼間人口率について、平成

12年までは 96％で推移していたところ、平成 27年には 105％に達するなど、暮らすまちから

働きに来るまちへ変貌していることがデータ上でも明らかとなり、平成 26 年には日本創生会

議より消滅可能性都市として指摘されていることもあって、持続可能な都市構造の構築のた

めに策定した目標である。 

これら上位計画の目標達成に向かって、市外から市内へ通勤している者や市内の借家に

居住している者の定住促進のため、特別指定区域制度を活用した新たな制度設計を進める

必要がある。 
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1-3.外国人労働者の居住先確保 

また、景気回復が続くなか、ここ数年多くの事業所にとって従業員の確保が喫緊の課題と

なっており、仕事の引き合いがあるにもかかわらず、市街化調整区域に存することによって事

業拡張に必要な工場の増設が叶わないだけでなく、従業員の増員が叶わず事業拡張の機

会を逸するケースが多く見られる。従業員の確保は全国的な課題となっており、平成 30年 12

月には現在多くの製造業事業者が受け入れている外国人技能実習生の増員を可能とする

出入国管理及び難民認定法（昭和 26年政令第 319号。以下「入管法」という。）の改正が決

定するなど、国レベルでは新たな従業員となる外国人の受け入れを着々と進めているところ

である。 

課題として、更なる受け入れが必要と考える新たな従業員の勤務先が市街化調整区域や

住宅系市街化区域から遠く離れた産業団地にあることから、公共交通機関が整備されていな

い本市において、通勤に自動車を使用できないため自転車で最大 10kmの道のりを１時間か

けて通勤するなど、通勤に不便をきたしていることが就労環境の悪化に繋がるのではないか

との危惧を抱いている。国レベルでも就労環境の改善が議論になる中、今後確実に現れる

問題である事業所近隣における労働者の居住先の創出について、多くの事業所から意見・

要望が出されている。 

第５次加西市総合計画後期基本計画においても「自己実現と共生のまちづくり」との施策

にて、在住外国人への支援を打ち出しており、国会では入管法改正に関して外国人実習生

の待遇改善についても議論となっていたように、本市においても市街化の促進に繋がらない

規模に限るが労働者の待遇改善に繋がる通勤至便な位置における居住先の創出を検討し、

共生のまちづくりを進める必要がある。 

 

2.宇仁郷まちづくり協議会（宇仁地区ふるさと創造会議）のまちづくり 

市内でも人口減少が顕著な北東部に位置する宇仁地区では、平成 23 年 5 月に新規居

住者の住宅区域を指定し、平成 29年度までの 7年間で 4件許可を受け建築された。 

まちづくり協議会は、芦屋市翠が丘町との交流など新規居住者の住宅区域へのＩターンを

促進する活動、市外へ転居した住民へＵターンを直接呼びかける活動などを積極的に行っ

ているが、住宅系市街化区域で生活利便施設が揃っている加東市滝野地区に隣接すると

いうこともあり、子育て世代が市外へ転出してしまう悪循環が続いている。隣接市への人口

流出は市の持続可能性を失うことに繋がるため、まちづくり協議会の活動を積極的に支援し

ている。 

まちづくり協議会では、危機的状況を打破し子育て世帯の移住促進活動を活発化させる

ため、Ｉターンを受け入れる土地を更に増やすこと、空き家の活用促進を図ることを目的に、

新規居住者の住宅区域の拡大の検討を平成 28年から開始した。 

空き家の活用については、「地域創生戦略に係る提案基準２ ＵＩＪターンする者の住宅」

という制度が創設されているが、空き家が適法に建築・使用されたかを調べる手間・費用が

掛かることから活用が進んでいない状況を踏まえ、区域図面を見るだけで誰もが建築できる

区域であることが明確にわかる新規居住者の住宅区域を活用する方がまちづくり協議会の

活動に適していると考えている。 

勉強会、説明会、町内における案の縦覧、意見集約など２年以上の作業を経て、平成 30
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年６月に「宇仁地区土地利用計画」をまとめ、市長に提出された。その内容を市土地利用計

画に反映させるものとする。 

 

【宇仁地区における地域人口を回復させるために必要な住宅戸数のシミュレーション】 

 

①現在人口から最大人口時まで戻すのに必要な戸数シミュレーション 

 S62年人口

（加西市最

大人口時） 

（A） 

H30年 3

月末人

口 （B） 

H30年人口-S62年

人口 （B-A＝C）※

現在減少人口 

（H30年人口-S62

年人口）÷S62年

人口 ※人口減少

率 （C÷A＝D) 

戸数①※C÷

1世帯あたり

人数（2.56

人）＝E 

鍛冶屋町 161 98 -63 -39% 25 

油谷町 188 135 -53 -28% 21 

田谷町 326 241 -85 -26% 33 

国正町 513 419 -94 -18% 37 

小印南町 424 325 -99 -23% 39 

青野町 484 402 -82 -17% 32 

宇仁地区全体 2,096 1,620 -476 -23% 186 

 

②社人研が公表した 2040年推定人口から最大人口時まで戻すのに必要な戸数シミュレーション 

 S62年人口

（加西市最

大人口時） 

（A） 

社人研

2040年

の推測

人口 

（F) 

2040年の社人研推

測人口-S62年人口 

（F-A=G) ※2040年

時点の推測減少人

口 

（社人研 2040年推

測人口-S62年人

口）÷S62年人口 

※人口減少率 

（G÷A＝H) 

戸数②※G÷

1世帯あたり

人数（2.56

人）＝I 

鍛冶屋町 161 77 -84 -52% 33 

油谷町 188 106 -82 -44% 32 

田谷町 326 189 -137 -42% 54 

国正町 513 329 -184 -36% 72 

小印南町 424 255 -169 -40% 66 

青野町 484 315 -169 -35% 66 

宇仁地区全体 2,096 1,271 -825 -39% 322 

 

③社人研が公表した 2060年推定人口から最大人口時まで戻すのに必要な戸数シミュレーション 

 S62年人口

（加西市最

大人口時） 

（A） 

社人研

2060年

の推測

人口 

（J) 

2060年の社人研推

測人口-S62年人口 

（J-A＝K) ※2060

年時点の推測減少

人口 

（社人研 2060年推

測人口-S62年人

口）÷S62年人口 

※人口減少率 （K

÷A＝L) 

戸数③※J÷

1世帯あたり

人数（2.56

人）＝M 

鍛冶屋町 161 55 -106 -65% 41 

油谷町 188 76 -112 -57% 44 

田谷町 326 136 -190 -57% 74 

国正町 513 236 -277 -52% 108 

小印南町 424 183 -241 -56% 94 

青野町 484 226 -258 -53% 101 

宇仁地区全体 2,096 913 -1,183 -56% 462 
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第３章 土地利用上の問題点の把握・分析 
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第３章 土地利用上の問題点の把握・分析 
上位計画・関連計画を踏まえた上で、市街化調整区域の現状等から、本市の市街化調

整区域における土地利用上の問題点を把握・抽出し、整理する。 

 

 

1.土地利用上の問題点 

 

1-1.幹線道路沿道等産業施設適地の土地活用の必要性 

土地利用の状況から、国道 372号、（主）三木宍粟線、（主）高砂北条線、（県）玉野倉谷線

などの幹線道路沿道では、飲食店やガソリンスタンドなどの沿道サービス施設や倉庫、流通

業務施設などの産業施設が立地しているが、廃業により放置された施設も多く、それらの活

用が課題となっている。また、他法令の規制を受けない低未利用地の活用についても課題と

なっている。 

既存の集落地内においては、小規模な商業施設や工業施設の立地が見られる地区もある

が、幹線道路沿道と同様に廃業により放置された施設も多く、集落の活力の低下を招いてい

る。 

また、九会地区の鶉野飛行場跡地周辺地区等、線引き前後から所在する工場、流通業務

施設などの産業施設の集積が数多く見られる地区では、それら施設が市民の雇用に大きな

貢献を果たしているが、事業改善目的の敷地拡張、用途変更、交通利便性が高い事業所適

地への進出がままならない状況が課題となっている。 

このため、明確な土地利用のコントロールのもと、無計画な開発の進行による自然環境の

破壊や農地の侵食を防止し、新たな開発や建築については周辺との調和が図られるようする

とともに、放置された施設や事業所立地適地における低未利用地の活用を進める必要があ

る。また、インターチェンジ周辺、幹線道路沿道については、沿道サービス施設や工場、流

通業務施設の立地需要に対して、基盤整備の状況等を考慮しながら、既存施設の活用を含

めて適切に規制・誘導を図る必要がある。 

 

1-2.既存集落の活力低下 

本市は県下でも有数の農業地域として、稲作、ぶどう、トマトを中心とした多種多様な農業

が営まれており、市街化調整区域には、農業集落が多く点在している。 

しかし、農家数や農業人口の減少、農業従事者の高齢化の進行と市街化調整区域での

建築制限及び農業振興地域内における宅地転用制限を主な原因として、農業集落は過疎

化が進み、草刈り、祭りなど集落の行事の実施がままならないなど地区の活力が失われ、地

域コミュニティの維持が困難となってきている。 

このため、地縁者、新規居住者や周辺地域で働く者など地域の活力再生に必要な者を含

めた住民が主体となって自然・歴史・文化など地域資源を有効に活用し総合的な魅力ある地

区づくりを進め、農業集落の活性化を図る必要がある。 

 

1-3.耕作放棄地の増加 

農家数や農業人口の減少、農業従事者の高齢化により優良農地の耕作放棄地が増加し
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ている。 

そのため、農業集落の新たな担い手確保に繋がる人口回復施策、体験農業等への耕作

放棄地の活用や集落営農の推進による優良農地の保全が必要である。 

また、本市では新規就農者の定住・育成のため、農地賃借や住居への助成を行うなど、農

業従事者の増加を目指し、新規営農者が農業に従事しやすい環境づくりや農業基盤の整備

などにより、農業の活性化を図る施策を更に展開する必要がある。 

 

1-4.山地、丘陵地の保全・活用 

本市は、北部と南部が山地となっており、南部の山地一帯は、播磨中部丘陵県立自然公

園、北部の山地の普光寺付近は兵庫県環境の保全と創造に関する条例による自然環境保

全地域に指定されている。また、中央部には、丘陵地がみられる。 

本市の山地やあびき湿原など湿地帯には、貴重な動植物や昆虫が生息しているが、無秩

序な太陽光発電施設の設置等により自然環境の悪化が懸念される。 

また、山地、湿地帯は、国土の保全機能、水源の涵養機能、良好な景観の形成、あるいは、

人と自然とのふれあいの場など、多様な機能を持っている。 

このため、山地、湿地帯への太陽光発電施設を含めた無秩序な開発は防止し、良好な自

然環境を有する山地、湿地帯については保全を図る必要がある。また、人と自然がふれあう

場としての活用も検討する必要がある。 

 

1-5.太陽光発電施設の急速な拡大 

本市の土地利用上の新たな問題として、平成 2４年７月に導入された再生可能エネルギー

固定価格買取制度により都市計画法による規制を受けない太陽光発電施設の設置が急速

に拡大していることが挙げられる。 

再生可能エネルギーの生産・利用について国のエネルギー政策の観点から促進すべきで

はあるが、本来であれば事業所用地として適している幹線道路沿道でさえ、市街化調整区域

の建築制限により土地利用が図られないために法規制を受けない太陽光発電施設の設置

が進行し無秩序な設置によるスプロール現象が起きる結果を生んでいる。また、全国的には

太陽光発電施設の設置により低周波振動や夏季の気温上昇による生活面での苦情、雨水

量の増加による農業への悪影響を招くとして問題となっている地域もある。 

事業所や地域の活力再生に資する者の住宅の適切な位置での立地は市民の雇用確保

や地域の活性化に資するため市にとって有益であることから、位置によっては太陽光発電施

設より事業所や住宅の立地を優先させるべきである。 
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2.地区（小学校区）の現状及び課題と今後の方向性 

       加西市は各集落が他市町と比較して半分程度の人口であるなど集落の規模が小さいこと、平

成 25 年度より各小学校区（北条小・北条東小学校区は２小学校区で１つ）に住民自身の主体

的な参画と協働による地域づくりの推進母体として「ふるさと創造会議」を設立し、まちづくりに

ついての活動を始めていることから、地域コミュニティの単位としてまとまりのある地区として、各

小学校区（ふるさと創造会議の設立単位）を 1 つの単位として地域の現状及び課題と今後の方

向性について検討をしていく。そして、開発区域周辺の地域についても、課題をまとまって検討

している地区を 1 つの単位とするべきであることから、ふるさと創造会議の設立単位である小学

校区を開発区域周辺とする。 

 

2-1.北条・北条東地区 

市街化区域とその周辺地域であり、市役所・病院・警察・消防署などの公共施設や住宅地な

どで形成されている。また、北条鉄道の北条町駅も立地しており、本市の公共交通の要所とな

っている。その他、五百羅漢や丸山総合公園、北条の節句祭りの舞台である住吉神社や酒見

寺などの地域資源にも恵まれている。 

市街化区域内の新・旧市街地については、各地域の特性を活かしたまちづくりを進めるため、

用途地域の見直し、地区計画の活用等で計画的かつ適正な土地利用を図っていく。また、税

制上の優遇措置から市街化区域内の農地を耕作する者も多く、流動化の遅れとともに農地の

遊休化が進みつつある。このため、都市部では市街地の農地の保全が議論されているが、市

街地にも十分緑地が確保されている本市では農地から宅地への転用に税制面でのインセンテ

ィブを付すなど宅地化促進施策を進めていく。 

市街化区域の周囲を取り囲むように位置している市街化調整区域については、人口減少が

見られない市街化区域側と比べ厳しい建築制限により人口減少、集落の活力低下が見られる

ことから、優良農地の保全に留意しつつ、地縁者、新規居住者、地域勤労者など地域の活力

再生に資する者のための住宅地の整備や、地域に暮らす住民の身近な就職先となる地区内に

点在する既存事業所の拡張、住環境に影響を与えない規模の地域の経済基盤を活かした事

業所等の立地、市民の一員である外国人労働者の勤務地の周辺における居住先の創出、既

に業務施設が立地している幹線道路沿道への商業施設、工場・流通業務施設等の開発誘導、

集積の検討を行う必要がある。 

なお、本地区は北条小学校、北条東小学校の２つの校区から構成されているが、元々１つの

学区であったが市街化区域の人口増加に伴い２つの校区に分かれたこと、住吉神社の氏子と

して播州三大祭の一つである北条節句祭りには北条町として一緒に執り行っているなど一体的

な地域性を持っていること（まちづくり協議会であるふるさと創造会議は２校区で１つとなってい

る。）、２校区合計の人口は約 13,000人であるが市街化調整区域の人口は２地区で約 2,000人

と小規模であることを踏まえ、２校区で１つの開発区域周辺（小学校の校区）とみなすこととす

る。 

 

特に土地利用を検討すべき課題 

地区名 地域 検討すべき課題 

北条町東高室 (主 )三木宍粟線、 公共施設が整備された交通利便性が高い地域に
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地区 （主）高砂北条線沿道 おける大規模工場跡地の用途変更や類似施設の

集積、商業や公共公益施設など都市機能集積を可

能とする土地利用の検討 

北条町東高室

地区 

（主）三木宍粟線沿道

及び既存集落中心部 

集落縁辺部で検討されているほ場整備事業と区域

を明確に区分しつつ、地域の活力再生に資する新

規居住者や地域勤労者のための住宅地整備の検

討及び集落内に点在する既存小規模事業所の用

途変更、移転及び拡張可能な区域の検討 

北条町黒駒地

区 

（県）豊富北条線及び

（県）中寺北条線沿道 

利用されていない市有地の活用検討及び集落内に

点在する既存小規模事業所の用途変更、移転及

び拡張可能な区域の検討 

北条町栗田地

区、北条町小

谷地区 

中国自動車道北側 過去に特定保留区域として市街化区域編入が検討

された人口減少が見られる市街化区域隣接地域に

おける土地利用の検討 

 

2-2.富田地区 

市西部に位置する地域であり、山々の間に狭いながら平坦地が分布し、農業が営まれてい

る。 

農地の一部は市街地に近く農業経営規模は縮小傾向にあるために、農業経営の合理化を

推進する必要がある。また、既存集落においても良好で住みよい環境を維持しながら、地域活

力再生に資する者のための住宅地の整備や、地域に暮らす住民の身近な就職先となりえる地

区内に点在する既存事業所の拡張、住環境に影響を与えない規模の地域の経済基盤を活か

した事業所等の立地、市民の一員である外国人労働者の勤務地の周辺における居住先の創

出、既に業務施設が立地している幹線道路沿道への商業施設、工場・流通業務施設の開発誘

導、集積の検討など、北条市街地や福崎町・姫路市へも近く中国自動車道福崎 I．C．及び播

但連絡有料道路福崎北ランプにアクセス至便な立地特性を生かした土地利用を計画的に誘導

していく必要がある。 

 

特に土地利用を検討すべき課題 

地区名 地域 検討すべき課題 

谷町地区 （主）三木宍粟線沿道 平成２年に「工場等の導入計画」による区域として

位置付けられ、公共施設が整備された交通利便性

が高い地域における既存事業所の拡張、用途変

更、類似施設の集積を可能とする土地利用の検討 

谷町地区 （主）三木宍粟線近隣 市街化調整区域の縁辺部に当たる小中学校等公

共施設に隣接する農振白地地域における低未利用

地・耕作放棄地を集落の活力維持に資する新規居

住者の為の住宅地とする土地利用の検討 

畑町地区 （主）三木宍粟線沿道 公共施設が整備され交通利便性が高く既存工場・

流通業務施設が集積している地域における既存事
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業所の拡張、用途変更、類似施設の集積を可能と

する土地利用の検討 

西上野町地区 （市）都市計画 2 号線

沿道 

かつて土地区画整理事業による宅地化が検討され

た農振白地地域における計画的な土地利用の検

討 

西上野町地区 既存集落縁辺部 製造品出荷額が市上位に位置し市の産業振興・雇

用確保に貢献している既存工業施設の拡張の検討 

市村町地区、

坂元町地区 

（市）西谷坂元線沿道 集落内に点在する既存小規模事業所の用途変更、

建築及び拡張可能な区域とする土地利用の検討 

 

2-3.賀茂地区 

賀茂川を中心に平坦部が広がり、その周囲を山々が取り囲んでおり、岸呂、東横田山麓傾斜

地帯ではぶどうなど農産物の栽培が行われている。また、東部に鎮岩工業団地が立地するほ

か、ゴルフ場や古法華自然公園、加西アルプスなどレクリエーション施設や観光資源がある。 

本地区は加西市内で最も人口減少が著しい地区の一つで、世帯も減少傾向に転じている地

区であることから、北条鉄道沿線や小学校など公共施設周辺の区域に地域の活力再生に資す

る新規居住者や地域勤労者のための住宅地整備や、地域に暮らす住民の身近な就職先となり

える地区内に点在する既存事業所の拡張、住環境に影響を与えない規模の地域の経済基盤

を活かした事業所等の立地、市民の一員である外国人労働者の勤務地の周辺における居住

先の創出、新たな集落居住者が利用、又は就労する工場、流通業務施設等の幹線道路沿道

への計画的な開発誘導、集積の検討が必要である。 

また、集落営農組織の整備や大型機械の導入、ぶどう生産をはじめとする高収益性作物の

導入などの先進地域であるため、より一層の農地の高度利用が課題となっている。 

 

特に土地利用を検討すべき課題 

地区名 地域 検討すべき課題 

福 住 東 町 地

区、福住西町

地区 

（県）山下飾東線沿道

及び賀茂小学校周辺 

幼児園や小学校に近接するなど優れた住環境を有

しながらも人口減少が著しい公共施設近隣の低未

利用地の住宅地としての土地利用の検討 

山 下 西 町 地

区、山下中町

地区、山下東

町地区 

（県）豊富北条線沿道 集落内に点在する既存小規模事業所の用途変

更、建築及び拡張可能な区域、民営バス路線沿道

で姫路市へアクセス至便な条件を活かした住宅地

整備並びに小さな拠点としての中小規模の商業施

設等生活利便施設の立地を可能とする土地利用

の検討 

鎮岩町地区 （主）高砂北条線沿道 近接する鎮岩工業団地内の事業所に就業する者

に必要な生活利便施設の立地を可能とする土地利

用の検討 

岸呂町地区、

西 横 田 町 地

北条鉄道播磨横田駅

周辺 

利便性のいい鉄道駅徒歩圏内の低未利用地の住

宅地としての土地利用の検討 
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区、東横田町

地区 

 

鎮岩町地区 集落中心部 集落内に点在する既存小規模事業所の用途変

更、建築及び拡張可能な区域とする土地利用の検

討 

    

2-4.下里地区 

加古川市との境界付近に位置する法華山周辺は播磨中部県立自然公園に指定されており、

豊かな自然が多く残されている。また、水草が豊富なため池が点在し、ほ場整備された優良農

地が多く分布する。 

本地区も人口が著しく減少し、世帯数も減少傾向に転じていることから、北条鉄道沿線や公

共公益施設周辺等における低未利用地や工場跡地、公共施設跡地を活用した地域の活力再

生に資する新規居住者や地域勤労者のための住宅地整備の検討が必要である。 

また、加古川市、姫路市の都市域に近接し、山陽自動車道加古川北Ｉ．Ｃ．に近く交通利便

性に優れることから、豊かな自然環境を保全しつつ、地域に暮らす住民の身近な就職先となり

える地区内に点在する既存事業所の拡張、住環境に影響を与えない規模の地域の経済基盤

を活かした事業所等の立地、市民の一員である外国人労働者の勤務地の周辺における居住

先の創出などの検討と、山陽道加古川北インターチェンジに近く国道、主要地方道などの交通

結束点となっている立地特性を生かした幹線道路沿道への商業施設、工場・流通業務施設等

の計画的な開発の誘導、集積を図る必要がある。 

 

特に土地利用を検討すべき課題 

地区名 地域 検討すべき課題 

王子町地区 （主）高砂北条線及び

（主）小野香寺線沿道 

公共施設が整備された交通利便性が高い地域に

おける既存事業所の拡張、用途変更、類似施設の

集積を可能とする土地利用の検討 

尾崎町地区 （主）三木宍粟線沿道 認定こども園や高校に隣接するなど優れた住環境

を有しながらも人口減少が著しい集落における公

共施設の整備を含めた住宅地としての土地利用の

検討 

坂本町地区 国道 372号沿道 姫路市に隣接する幹線道路沿道における低未利用

地の工業・流通業務施設としての土地利用の検討 

東野田町地区 （県）玉野倉谷線沿道 交通利便性に優れた中国道加西インターチェンジと

山陽道加古川北インターチェンジに直結する幹線

道路沿道における工場・流通業務施設としての土

地利用の検討 

東笠原町地区 （県）玉野倉谷線沿道 国道372号のバイパスとなりうる（市）鶉野飛行場線

の整備により（県）玉野倉谷線との交通利便性が高

まる新たな交差点周辺の土地利用の検討 
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東笠原町地区 （県）玉野倉谷線東側 鶉野飛行場跡地南部に位置する当該地区に現存

する防空壕等の歴史地域資源の保全と観光利用

に資する土地利用の検討 

東笠原町地区 北条鉄道法華口駅周

辺 

鶉野飛行場跡地への玄関口である法華口駅周辺

における観光集客に資する施設の立地誘導を図る

土地利用の検討 

西笠原町地区 （主）高砂北条線及び

国道 372号沿道 

集落内に点在する既存小規模事業所の用途変更、

移転及び拡張可能な区域及び小さな拠点としての

中小規模の商業施設等生活利便施設の立地を可

能とする土地利用の検討 

西笠原町地区 （主）高砂北条線沿道

及び下里小学校周辺 

幼児園や小学校に近接するなど優れた住環境を有

しながらも人口減少が著しい公共施設近隣の低未

利用地の住宅地としての土地利用の検討 

牛居町地区 （県）玉野倉谷線沿道

及び既存集落中心部 

集落内に点在する既存小規模事業所の用途変更、

移転及び拡張可能な区域とする土地利用の検討 

段下町地区 鎮岩工業団地周辺 平成 28年 4 月に兵庫県が地域創生戦略に係る基

準を創設したことを受けた既存工業団地隣接部に

おける土地利用の検討 

中西北町地区 （県）玉野倉谷線沿道 集落内に点在する既存小規模事業所の用途変更、

移転及び拡張可能な区域及び（県）玉野倉谷線沿

道の交通利便性が高い地域の土地利用の検討 

 

2-5.九会地区 

万願寺川及び下里川流域に属し、平坦部が多く分布する地域である。大区画の優良農地が

広がり牧草放牧地もあり、南東部山麓傾斜地ではぶどうが栽培されている。また、県立中央農

業技術センターや加西農業改良普及センター、農業大学、神戸大学大学院農学研究科等の

農業研究施設が集中しているほか、南部には加西南産業団地が造成されている。また、平成

27 年には鶉野中町地区で世界最先端であるオランダのノウハウを取り入れた次世代園芸農業

施設が完成し、トマトを栽培している。 

農業面では、大型機械への対応や営農組織形成など比較的規模の大きい農家が多い地区

であるため、農業生産の中心的地域として農業の核となる体制づくりが必要である。あわせて、

ぶどう、トマトをはじめとする農産物の生産基地として担い手の育成が必要である。 

工業等産業面では、繁昌町地区の国道372号沿道については、線引き前後に立地した大規

模な工場・流通業務施設が集積している。そのため、工業地域としての市街化区域編入を行い、

計画的な集積を図っていく。 

鶉野飛行場跡地周辺については、多数の既存工場と住宅が混在した地域が見られる。その

ため、既に工場・流通業務施設等が数多く立地している地域については、同用途施設の計画

的な集積を図り、工場・流通業務施設の間に点在する既存集落との棲み分けについて検討を

行う必要がある。また、平成 28 年度より国道 372 号のバイパス道路となる幹線道路整備を含め

た平和学習に資する歴史資料館や地域間交流施設など地域資源を活かした観光施設の整備
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計画が都市再生整備計画として承認されているが、農業保全区域、産業集積区域との明確な

ゾーニングを行うことで、農・工に観光を加えそれぞれが相乗効果をもたらす魅力あるまちづくり

を推し進める必要がある。  

既存集落においても良好で住みよい環境を維持しながら、地域活力再生に資する新規居住

者や地域勤労者のための住宅地の整備や、地域に暮らす住民の身近な就職先となりえる地区

内に点在する既存事業所の拡張、住環境に影響を与えない規模の地域の経済基盤を活かし

た事業所等の立地、市民の一員である外国人労働者の勤務地の周辺における居住先の創出

などを可能にする検討が必要である。 

また、本地区は本市の観光の中心地でもある県立フラワーセンターが立地しているため、観

光客の増加を図る目的で、フラワーセンター周辺で既に店舗等業務施設が数多く立地している

地域を中心にした幹線道路沿道にて、商業施設の立地を検討する必要がある。 

 

特に土地利用を検討すべき課題 

地区名 地域 検討すべき課題 

鶉 野 中 町 地

区、上宮木町

地区、下宮木

町地区、下宮

木村町地区、

中野町地区 

鶉野飛行場跡地東部

周辺 

公共施設が整備された交通利便性に優れた地域

における既存工場・流通業務施設の拡張、用途変

更、類似施設の集積を可能とする土地利用の検討 

鶉野中町地区 鶉野飛行場跡地周辺 都市再生整備計画に基づき、将来の国道 372号の

バイパスとなる幹線道路の整備と並行して、防空壕

など歴史遺産の保全・継承と、訪れる観光客をもて

なし地域との交流を深める平和学習に資する歴史

資料館や、次世代農業施設等地域で生産された農

産物の販売や飲食が可能な集客施設等、地域資

源を活用する施設の立地が可能になる土地利用の

検討 

鶉野中町地区 鶉野飛行場跡地南部

周辺 

既存工場・流通業務施設の拡張、用途変更、類似

施設の集積を可能とする土地利用の検討 

鶉野上町地区 （県）玉野倉谷線沿道 公共施設が整備された交通利便性が高い地域に

おける既存工場・流通業務施設の拡張、用途変

更、地域特性を活かした工場をはじめとする類似施

設の集積を可能とする土地利用の検討 

繁昌町地区 国道 372号沿道 工業地域として市街化区域に編入した既存工業･

流通業務施設集積地の近接地における同用途施

設の集積を図る土地利用の検討 

繁昌町地区 国道 372号沿道 工業地域として市街化区域に編入した既存工業･

流通業務施設集積地から離れた線引き前からの工

場の敷地拡張の検討 
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繁昌町地区、

下 宮 木 町 地

区、下宮木村

町地区 

既存集落内部 集落内に点在する既存小規模事業所の用途変

更、移転及び拡張可能な区域とする土地利用の検

討 

栄町地区 （主）三木宍粟線近接 太陽光発電施設、先端農業施設を併設した大規模

農業体験施設及び集客施設の立地を可能とする土

地利用の検討 

網引町地区 （主）高砂加古川加西

線及び（主）小野香寺

線近接 

北条鉄道網引駅に近接しながらも人口減少が著し

い地域における集落の活力維持に資する新規居住

者のための住宅地の整備及び小さな拠点としての

中小規模の商業施設等生活利便施設の立地を可

能とする土地利用の検討 

田原町地区 （県）玉野倉谷線沿道 人口減少が著しい集落における低未利用地を住宅

地とする土地利用の検討 

南網引町地区 （主）高砂加古川加西

線周辺 

工業団地に近接する低未利用地における事業用

地拡張や運送事業所の立地に係る土地利用の検

討 

網引町地区、

南網引町地区 

加西南産業団地周辺 平成 28年 4月に兵庫県が地域創生戦略に係る基

準を創設したことを受けた既存工業団地隣接部に

おける土地利用の検討 

中野町地区 鶉野飛行場跡地東側 人口減少が著しい集落における市営住宅跡地の住

宅地としての土地利用の検討 

下 宮 木 町 地

区、下宮木村

町地区 

国道 372 号沿道及び

九会小学校北部 

幼児園や小学校に近接するなど優れた住環境を有

しながらも人口減少が著しい公共施設近隣の低未

利用地の土地利用の検討 

 

2-6.富合地区 

市街化区域である加西工業団地、加西東産業団地を含むこの地区は、玉丘古墳群や県立

フラワーセンター等の観光施設が立地するほか、大区画優良農地、ライスセンターやカントリー

エレベーターを有する JA 兵庫みらい本店があり、本市における農業関連施設の集積地域であ

る。 

本地区は本市の産業拠点であるため、農業面では営農組合を中心とした生産環境の向上と

担い手農家への面的集積を行うとともに、地域活力再生に資する新規居住者や地域勤労者の

ための住宅地整備の検討や、地域に暮らす住民の身近な就職先となりえる地区内に点在する

既存事業所の拡張、住環境に影響を与えない規模の地域の経済基盤を活かした事業所等の

立地、市民の一員である外国人労働者の勤務地の周辺における居住先の創出などを可能に

する検討が必要である。 

また、本地区は本市の観光の中心地でもある県立フラワーセンターが立地していること、中国

道加西インターチェンジと山陽道加古川北インターチェンジを結ぶ幹線道路が貫く本市の交通

の要所であることから、フラワーセンターを訪れる観光客と自動車で移動する者の需要に対応
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する目的で、フラワーセンター周辺で既に店舗等商業施設が立地している地域や幹線道路沿

道に商業施設、流通業務施設の集積を図る必要がある。 

 

特に土地利用を検討すべき課題 

地区名 地域 検討すべき課題 

豊倉町地区 （県）玉野倉谷線沿道 県立フラワーセンターに近接し、中国自動車道加西

Ｉ．Ｃ．と山陽自動車道加古川北Ｉ．Ｃ．に直結し商業

施設、流通業務施設が集積する幹線道路沿道にお

ける土地利用の検討 

玉野町地区、

常吉町地区 

（市）玉丘常吉線沿道 北条市街地と国道372号を繋ぐ市の道路ネットワー

ク上重要な 10ｍ以上の幅員を有する市道沿道にお

ける工場・流通業務施設の立地を可能とする土地

利用の検討 

朝妻町地区 富合小学校周辺 小学校に近接しながらも人口減少が著しい集落に

おける住宅地としての土地利用の検討 

別府中町地区 （主）高砂加古川加西

線沿道 

人口減少が著しい集落における市立保育所跡地の

土地利用の検討 

別府中町地区 （主）高砂加古川加西

線沿道及び既存集落

中心部 

集落内に点在する既存小規模事業所の用途変

更、移転及び拡張可能な区域の検討 

別府西町地区 既存集落中心部 集落内に点在する既存小規模事業所の用途変

更、移転及び拡張可能な区域の検討 

玉野町地区 既存集落中心部 集落内に点在する既存小規模事業所の用途変

更、移転及び拡張可能な区域の検討 

朝妻町地区、

常吉町地区 

加西工業団地、加西

東産業団地周辺 

平成 28年 4月に兵庫県が地域創生戦略に係る基

準を創設したことを受けた既存工業団地隣接部に

おける土地利用の検討 

 

2-7・8.日吉・宇仁地区 

善光寺川上流の山岳地域であり、東部丘陵地域では果樹の生産団地が立地している。ま

た、スポーツ公園やゴルフ場などのレクリエーション施設が充実している。 

優良農地の有効利用に努める必要がある一方で、過疎化の進行により小学校の存続が課題

となっていた地区でもあるため、地域の活力再生に資する新規居住者や地域勤労者のための

住宅地整備の検討や、地域に暮らす住民の身近な就職先となりえる地区内に点在する既存事

業所の拡張、住環境に影響を与えない規模の地域の経済基盤を活かした事業所等の立地、市

民の一員である外国人労働者の勤務地の周辺における居住先の創出などを可能にする検討

が必要である。 

さらに、中国道滝野社インターチェンジや県立播磨中央公園に近い立地特性を活かし、幹

線道路沿道や中国道沿道を中心とした既存工場周辺や公共施設跡地及び低未利用地の活用

等による、工場・流通業務施設の計画的な開発の誘導、集積を図る必要がある。 
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また、宇仁小学校区において平成 23 年に指定を受けた新規居住者の住宅区域であるが、

土地利用状況の変化と、住民意識の向上により新規居住者受け入れの機運が高まっているこ

とを受けて、平成 28年度から 2年かけて土地利用のあり方と新規居住者住宅区域の再編につ

いての検討を進めてきた。勉強会などを通じて意識の醸成を図り、住民主体のまちづくりが進ん

だ結果、平成 30 年 6 月に、まちづくり協議会が「宇仁地区土地利用計画」を完成させ、市長に

提出された。宇仁地区に関しては、この土地利用計画を基に、市土地利用計画の作成を行っ

た。 

 

特に土地利用整序を検討すべき課題 

地区名 地域 検討すべき課題 

甲 和 泉 町 地

区、乙泉町地

区 

（県）下滝野市川線沿

道、既存集落中心部 

集落内に点在する既存小規模事業所の用途変

更、移転及び拡張可能な区域の検討 

馬渡谷町地区 （県）下滝野市川線沿

道 

公共施設が整備された交通利便性が高い地域に

おける既存工場の拡張、用途変更、類似施設の立

地を可能とする土地利用の検討 

西野々町地区 （県）下滝野市川線沿

道 

人口減少が著しい集落における市立保育所跡地の

土地利用の検討 

国正町地区 （県）下滝野市川線沿

道 

平成２年に「工場等の導入計画」による区域として

位置付けられ、公共施設が整備された交通利便性

が高い地域における、地域内の製造品出荷額が上

位にある既存工場の拡張、用途変更、類似施設の

立地を可能とする土地利用の検討 

田谷町地区 （県）下滝野市川線沿

道 

公共施設が整備された交通利便性が高い地域に

おける、地域内の製造品出荷額が上位にある既存

工場の拡張を可能とする土地利用の検討 

油谷町地区 （県）下滝野市川線沿

道 

人口減少が著しい集落における小学校跡地の住宅

地・生活利便施設としての土地利用の検討 

青野町地区、

油谷町地区、

小 印 南 町 地

区、田谷町地

区、鍛冶屋町

地区、国正町

地区 

既存集落中心部 平成 23 年度に指定を受けた新規居住者区域の再

編について、まちづくり協議会を中心として住民主

体で作成した「宇仁地区土地利用計画」を基本にし

た検討 

国正町地区 （県）下滝野市川線沿

道、既存集落中心部 

集落内に点在する既存小規模事業所の用途変

更、移転及び拡張可能な区域の検討 

小印南町地区 （県）河高野上線沿道 低未利用地における産業施設立地を可能とする土

地利用の検討 

鍛治屋町地区 既存集落周辺 加西市の農業資源を活用した加工・販売施設の立
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地を可能とする土地利用の検討 

 

 

2-9.泉地区 

芥田川および万願寺川流域に属する山岳地域であり、ほ場整備された優良農地と北部森

林地域とで形成されている。斎場やオークタウンキャンプ場などが整備されている。 

平成４年には中国道加西インターチェンジが完成、高速道路への乗り入れが可能となり、

当初は周辺整備にあわせて農地の転用化が促進されると予想されていたが、未整備の小規

模農地でありながら農振法に基づく農用地区域の指定を受けていることにより、宅地化が全く

進んでいない状況であるため、市民から宅地化促進を求める声が強い。特に、加西インター

チェンジは市の玄関口とのこともあって、大規模集客施設や産業施設の誘致を検討せよとの

意見が多数出ている地域である。 

また、市内で有数の人口減少が著しい地区でもあるため、地域の活性化を目指す上で、

農用地区域に属する優良農地への影響も留意しつつも、地域活力再生に資する新規居住

者や地域勤労者のための住宅地整備の検討や、地域に暮らす住民の身近な就職先となりえ

る地区内に点在する既存事業所の拡張、住環境に影響を与えない規模の地域の経済基盤

を活かした事業所等の立地、市民の一員である外国人労働者の勤務地の周辺における居

住先の創出などを可能にする検討が必要である。 

加西インターチェンジに近接するという交通利便性の高い立地を活かした既存工場・流通

業務施設が点在することから、それら既存施設の拡張及び用途変更に加え、上位計画で示

された加西インターチェンジ周辺幹線道路沿道への工場・流通業務施設、商業施設の計画

的な開発誘導、集積を図る必要性に加え、合併前の旧泉町の役場があり、今も市道沿道に

商業施設や工場が連なるも人口減少により活力低下が激しい殿原町周辺の地域活力再生

に資するまちづくりを進める必要がある。 

なお、加西インターチェンジ周辺における産業施設の誘致について、平成 28 年に農村地

域への産業の導入の促進等に関する法律（昭和46年法律第112号。以下「農産法」という。）

における農村地域に指定されたことを受けて、農用地区域としての農業振興と次世代の農業

担い手確保のために必要な農村集落周辺地域における就業機会の拡大を目指し、平成 30

年に「加西インター地区農村地域産業導入実施計画」を策定した。これによって、約 100haの

未整備農地におけるほ場整備事業と農産法の実施計画に基づく産業団地整備事業を並行

して行う方向となった。この両事業によって、持続可能な新たな農業モデルの確立と企業誘

致による地域振興を進め、加西市の目指すべき将来像モデルとなることが期待されている。 

 

特に土地利用を検討すべき課題 

地区名 地域 検討すべき課題 

中富町地区、殿

原町地区、越水

町地区、笹倉町

地区 

（主）多可北条線沿

道、中国自動車道加

西Ｉ．Ｃ．周辺 

交通利便性が高い地域における工場・流通業務

施設の集積を可能とする土地利用の検討 

中富町地区 （主）多可北条線沿 加西市の玄関口としてふさわしい、地域住民との
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道、中国自動車道加

西Ｉ．Ｃ．周辺 

交流によりにぎわいが生まれる集客施設の立地を

可能とする土地利用の検討 

別所町地区 （県）下滝野市川線沿

道 

製造品出荷額が市上位に位置し市内産業振興、

雇用確保に貢献している既存工場など複数の事

業所の拡張の検討 

上野町地区 （県）下滝野市川線沿

道 

製造品出荷額が市上位に位置し市内産業振興・

雇用確保に貢献している既存工場拡張の検討 

殿原町地区、越

水町地区、笹倉

町地区、中富町

地区 

（市）鴨谷別所線沿

道、（主）多可北条線

沿道、既存集落中心

部 

小学校区の中心地でありながら人口減少が著し

い集落における住宅地及び小さな拠点としての中

小規模の商業施設等生活利便施設の立地や既存

工場等産業施設の保全・育成を可能とする土地利

用の検討 

上野町地区 （市）殿原佐谷線沿道 人口減少が著しい集落内の小学校等公共公益施

設の周辺における土地利用の検討 

殿原町地区、越

水町地区、鴨谷

町地区 

既存集落中心部 集落内に点在する既存小規模事業所の用途変

更、移転及び拡張可能な区域の検討 
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第４章 土地利用計画 
 

1.土地利用の基本方針 

本市の市街化調整区域における現状、上位・関連計画等における位置づけ、地域住民

の意向等を踏まえつつ、先に整理した土地利用上の問題点や都市計画上の課題を解消し

ていくために、市街化調整区域における土地利用の基本方向を設定する。 

 

1-1.森林資源及び地域資源の保全・活用 

森林については、国土保全や水源かん養、保健文化、生活環境、自然環境の保全とい

った多様な公益的機能を有しており、地域住民の生活に大いに貢献している。 

よって、これら森林のもつ機能を総合的に発揮し得るよう、適正な土地利用のもと、太陽

光発電施設を含む無秩序な開発は抑制するとともに、適正な維持・管理活動を通じて、豊

かな自然と美しい里山景観の保全と整備を図るものとする。 

更に、良好な自然環境の保全と自然とのふれあいや交流を促す機能の整備、充実を進

めるとともに、河川や水路、社寺境内樹林地（鎮守の森）、文化財等の歴史的文化的資源

については、地域を象徴する貴重な資源として保全を図るものとする。 

 

1-2.優良農地の保全 

市街化調整区域に広がる優良農地については、食料生産の場であり、生態系を含めた

地域環境を維持し、田園風景を構成するという多面的な機能を有した重要な資源である。ま

た、ゲリラ豪雨による急激な雨水の流入に対してダムの機能を果たす期待が掛けられてい

る。 

よって、ほ場整備が完了した優良な農地については、豊かな自然と美しい景観を形成す

る貴重な資源として保全するとともに、農業振興を図るものとする。 

また、ほ場整備の計画的な推進、営農組織の育成、効率的な農業生産システムの構築

等により耕作放棄地や遊休農地の解消に努めるとともに、体験農業等の多様な農業の展開

等により都市と農村の交流を進めることで、農地の有効利用を図るものとする。 

 

1-3.集落環境の維持・保全 

市街化調整区域内の集落では、住民の高齢化や若年層の流出等により、活力が失われ

つつあるなか、厳しい建築制限、農業振興地域内における宅地転用制限等により、ＵＩＪター

ンを受け入れる新たな宅地供給が難しい状況にある。さらに、経済状況が好転し事業拡張

を求める声が強いのにもかかわらず、厳しい建築制限、宅地転用制限等により事業拡張が

難しいことから事業所等の廃業・移転が相次ぎ、市民の身近な就業地が失われることにより、

若年層の流出に拍車をかけている。それら若年層の流出は、農村集落の活力低下、耕作

放棄地の増加に繋がるため、農業の持続可能性確保のためにも集落活力再生に資する新

たな施策が必要とされている。 

そのため、既存の集落については、無秩序な開発を抑制しつつ、一定の条件を満たす地

区では、地域の活力再生に資する者の住宅や小規模事業所等の建築が可能となるよう特

別指定区域制度の活用を進めることで、地域の活性化を促進し、コミュニティの維持・保全
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を図るものとする。 

また、人口の減少が進む集落等については、人口動態などを勘案しつつ、地域の活力

再生に資する新規居住者や地域勤労者の住宅や生活基盤施設、利便施設等の立地・導

入を検討し、集落地としての良好な定住環境の確保を進めていくものとする。 

 

1-4.都市的土地利用の適正な誘導 

地域の活性化に資する幹線道路沿道の商業施設や流通業務施設、市民の雇用にも繋

がる工場等については、周辺の集落環境や田園環境との調和に配慮した適切な位置を検

討し、特別指定区域制度の活用などを進めることで、周辺地域の良好な住環境形成を阻害

する規模の無秩序な拡大を抑制しつつ、周辺環境との調和に配慮した計画的かつ適正な

誘導を図るものとする。 
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2.土地利用区分（ゾーン区分）の設定 

市街化調整区域の土地利用区分にあたっては、豊かな地域環境を形成していく観点から、県

の「緑豊かな地域環境の形成に関する条例（平成６年条例第 16号）」の環境形成区域の区分など

を参考に、第３号区域を農業区域と集落区域に区分し、全体として５区域に区分することを基本と

する。 

合わせて、国土利用計画法に基づく土地利用基本計画は、５地域に区分し、都市計画法、農振

法、森林法、自然公園法、自然環境保全法に基づく土地利用の規制区域と連動して総合的な調

整を行っており、この５区分との整合性も図ることとする。 

 

2-1.土地利用区分の基本的な考え方と誘導方針 

 

2-1-1.保全区域 

保全区域は、保安林や里山、社寺境内樹林地（鎮守の森）などの良好な自然環境の保全

を図るべき区域、河川などの様々な公益的機能を考慮し、地域の貴重な資源として、自然

環境、生態系などの保全、土地の形質などの保全を図るべき区域に設定する。 

この区域については、原則として土地利用転換を認めない。 

また、豊かな自然を活用するためのレクリエーションなどを目的とした小規模な施設整備

については、周辺環境との調和を満たす場合に限り可能とする。 

そして、里山や社寺境内樹林地（鎮守の森）、墓地などについては、地域住民のかけがえ

のない資源として維持保全していく。 

 

2-1-2.森林区域 

森林区域は、森林としての土地利用を通じて、森林が持つ多面的機能の発揮を図り、森

林としての地域環境の形成を図るべき区域に設定する。 

この区域については、都市的土地利用や開発、施設整備については抑制する。 

また、森林資源を生かし、自然とのふれあいを中心とした文化、レクリエーションなどの場

を提供する。 

 

2-1-3.農業区域 

農業区域は、農業の振興を図るとともに、農業の営みを通じて、農地が持つ多面的機能

の発揮を図るべき区域に設定する。 

この区域については、優良農地を保全するため、農業生産活動や集落と関連のない土

地利用や開発、施設整備のための土地利用転換は抑制する。 

また、市民農園など農業を活用した交流施設、農家レストランなど、豊かな田園環境を生

かした体験、交流の場を提供する。 

 

2-1-4.集落区域 

集落区域は、既存の住宅を中心に、良好な生活環境の保全と創造を図るべき区域、生

活の利便性や快適性を得るために、区域における生活関連施設や公共公益施設などの効

率的整備を促進し、より良い居住環境の形成に配慮すべき区域に設定する。 
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この区域については、集落との関連がなく、良好な集落環境の形成に支障を及ぼすよう

な都市的土地利用や開発は抑制する。 

商業施設については、日常生活用品の販売、飲食、生活サービスを提供する施設などの

用途のもので小規模なものとする。工場・流通業務施設等産業施設については、集落区域

に居住する市民の身近な就業地として、地域産業の保全・育成を図るために、住環境に悪影

響を与えないよう用途及び規模を制限した上で立地を可能とする。 

さらに、地域の活力再生に資する地縁者、新規居住者、地域勤労者向けの計画的な住宅

地供給については、可能とする。 

また、主に外国人労働者を受け入れるための定住を目的としない住宅について、市総合計

画にて掲げられている在住外国人への支援を進め同じ市民として共生を図っていくためにも、

自転車での通勤圏内と考えられる事業所周辺の集落について立地を可能とする。 

そして、周辺環境と調和したゆとりのある生活空間の保全に配慮するとともに、基本的には

低層住宅を主とした建築物の誘導を図る。 

集落区域については土地利用の目的に応じて下表の４つに区分し、建築物立地の具体

的なイメージを示す。公益上必要な施設、店舗及び施設については、開発区域周辺に居住

する者の利用に供するもの又は地域活力再生に必要な生活利便性の向上、増進に資するも

のに限る。 

 なお、集落区域の区分については、調整を了した地域から導入を進めるものとする。 

区域の区分 集落の目標 建築できる建築物の用途のイメージ 

活力維持型

集落区域 

地縁者中心の良好な住生活を維

持する区域 

・第２種低層住居専用地域で建築でき

る地縁者が居住するものに限定した

一戸建て専用住宅又は集落周辺の居

住者が利用する小規模店舗等の施設

若しくは公益上必要な施設 

活力再生型

集落区域 

活力再生に繋がる居住者の転入を

促しつつ、集落住民の生活利便性

の回復を図る区域 

・活力維持型集落区域で建築できる

建築物 

・第２種低層住居専用地域で建築でき

る一戸建て専用住宅又は兼用住宅 

・既存建築物を活用するものに限定し

た、就労環境を改善するに必要な地

域勤労者が一時的に居住するための

住宅、共同住宅、長屋、寮又は社宅 

沿道再生型 

集落区域 

活力再生に繋がる居住者の転入を

促しつつ、道路沿道の利便性を活

かした集落住民の生活利便性の

向上を図る区域 

・活力再生型集落区域で建築できる

建築物 

・第２種低層住居専用地域では建築

できない用途のもののうち、周辺の住

環境に影響を与えない、かつ、生活様

式の変動による集落周辺の生活利便

性増進に必要な用途の小規模なもの

又はそれらの用途のものとの一戸建て
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兼用住宅 

産業共存型

集落区域 

活力再生に繋がる居住者の転入を

促しつつ、地域経済を支えている

小規模な事業所集積の維持・向上

を進め地域の発展の軸となる区域 

・沿道再生型集落区域で建築できる

建築物 

・開発行為に該当せず、かつ、周辺の

住環境に影響を与えず開発区域周辺

の地域経済の向上に必要な準工業地

域以下程度の用途に限定した事業所

及びそれら事業所との一戸建て兼用

住宅 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

イメージ図 

【産業共存型】 

住宅と共に従前か

ら町工場や事務所

などの事業所が多

く立地する地域 

【沿道再生型】 

住宅と共に、道路沿

道を活かして、地域

の生活利便施設の立

地がある、または期

待される地域 

【活力維持型】 

主に、大きな道路か

ら離れた場所で、従

前からの住宅が多

く連坦して立地し

ている地域 

【活力再生型】 

既存集落内又は近接

し、または比較的大き

な道路に面しており、

地域の新しい担い手

を受け入れることに

適した地域 
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2-1-5.特定区域 

特定区域は、地域の活性化に資するものの立地や交通利便性等により産業施設適地と考

えられる地域において、周辺の環境に配慮しつつ、一定の開発を計画的かつ適正に誘導す

べき区域に設定する。 

この区域については、他の区域では許容されない土地利用について、周辺の営農環境、

生活環境及び田園景観などとの調整が図られ、既存事業所の拡張計画区域、地域の経済

基盤を活かした事業所の立地計画区域、上位計画に基づく地域産業の活性化に資する区

域など地域の活性化に資するものの土地利用を推進する。 

さらに、快適でゆとりある居住空間を備えた一定のまとまりのある新規居住者向けの住宅地

の形成については可能とする。 

そして、近隣の集落区域の住環境に影響を与えないよう一定の用途、規模を制限した上

で、上位計画に基づく雇用の場の創出や地域産業振興、定住促進、観光集客促進に資する

工業、商業、流通業務等の産業施設の立地を可能とする。 

特定区域については、土地利用の目的に応じて下の５つに区分する。 

     

１．工業運輸系特定区域 

         加西市の市街化調整区域には、三洋電機の下請けを源流とした部品製造を生業とする中

小規模の製造事業者が多く存在し、それらは播磨臨海部や神戸、大阪に位置する元請け製

造事業者との取引に運輸事業者を利用している。それら運輸事業者は製造事業者と密接に

関連し、事業効率性の観点から互いに近接した位置に配置すべきことから、既存事業所が

立地する地域、地域の経済基盤を活かした事業を展開する事業所が立地するべき地域等に

ついては、工業運輸系特定区域として工業及び流通業務施設の一体的な立地を可能にす

る区域とする。 

    

     ２．運輸系特定区域 

         インターチェンジや幹線道路沿道の立地条件を活かし、効率的な整備を図り主に長距離

輸送や倉庫業等の事業所を誘導すべき地域、そしてインターネット通販の隆盛などによって

必要性が高まっている宅配の下請けや各事業所間の製品・原材料の輸送を生業としている

中短距離輸送の事業所の立地誘導については、インターチェンジ周辺や市上位計画で幹

線道路と位置付けている道路沿道の地域を運輸系特定区域として流通業務施設の立地を

促進する区域とする。 

 

     ３．商業系特定区域 

         鉄道駅周辺や小学校区等の地域コミュニティの中心と認められる地域、幹線道路沿道、観

光利用が可能な地域資源が残る地域等については、商業系特定区域として地域のポテンシ

ャルや上位計画に基づく将来目標に応じて一定規模の商業・沿道サービス施設等を誘導す

る区域とする。 

 

     ４．住宅系特定区域 

         地域の活力再生に資する住宅地や公営住宅、サービス付き高齢者住宅の立地に適切な
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良好な住環境が形成できる地域及び駅・バスターミナル周辺で立地条件を活かした施設の

集積を図る地域については、住宅系特定区域として地域コミュニティに維持に必要な住宅・

施設を誘導する区域とする。 

 

５．公共公益系特定区域 

         既に公共公益施設が立地する地域、位置や交通利便性等の優位性により公共公益施設

の立地を図るべき地域については、公共公益系特定区域として地域住民に必要な公共公益

施設を誘導する区域とする。 
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2-2.区域設定基準と区域設定 

 

2-2-1.保全区域 

保全区域は、以下に示すものに該当する区域について設定することを基本とする。 

 

①個別規制法等に基づく区域 

規制の強い地域（調整青地地域）の内、 

・森林法に基づく国有林及び地域森林計画対象民有林の保安林 

・河川法に基づく河川区域 

・兵庫県立自然公園条例に基づく県立自然公園等の特別地域 

・文化財保護法に基づく史跡・名勝・天然記念物 

規制の弱い地域（調整白地地域）の内、 

・県立自然公園等の普通地域 

・県の環境の保全と創造に関する条例に基づく環境緑地保全地域の普通地区 

②良好な自然環境を有する里山、丘陵、河川、水路、保全すべき緑地等 

③社寺境内地、鎮守の森等の貴重な区域 

④公益的機能が高い森林・樹林地等の保全すべき緑地 

 

2-2-2.森林区域 

森林区域は、保全区域に該当しない森林で、以下に示すものに該当する区域について設定する 

ことを基本とする。 

 

①個別規制法等に基づく区域 

規制の弱い地域（調整白地地域）の内、 

・森林法に基づく地域森林計画対象民有林の保安林以外（鳥獣保護区、砂防指定地も含

む） 

②林業の振興に必要な森林 

③自然とふれあう場となっている又は整備する区域、憩いの空間の確保が可能な区域 

④一体のまとまりのある森林 

⑤その他、法令及び条例等による区域以外の山林 

 

2-2-3.農業区域 

農業区域は、農業の振興を図るべき区域で、以下に示すものに該当する区域について設定する 

ことを基本とする。 

 

①個別規制法等に基づく区域 

規制の強い地域（調整青地地域）の内、 

・農振法に基づく農用地区域（農振青地地域） 

規制の弱い地域（調整白地地域）の内、 

・農業振興地域の農用地区域以外（農振白地地域） 
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・農地法による甲種農地及び第１種農地 

②農用地区域周辺で、農用地と一体的に農業振興を図るべき区域 

③農業の振興に不可欠な農地とため池及び用水路等の農業用施設、農家住宅等が一体とな

っている区域 

④現在、農業生産は行われていないが（耕作放棄地、荒れ地等）、農業振興を図るべき区域 

 

2-2-4.集落区域 

集落区域は、既存の集落及びこれを中心として集落のコミュニティを形成すべき区域で、以下に

示すものに該当する区域について設定することを基本とする。 

 

    全ての集落区域 

①連たんして集落形成がなされている既存集落の区域 

②既存集落の拡張が見込まれる区域 

③集落や周辺地域に必要な小規模な生活関連施設を適切に立地させる必要がある区域 

④認定こども園、福祉施設、診療所等の過大な規模でない周辺地域に必要な公共公益施設

を立地誘導する区域 

    

活力再生型、沿道再生型、産業共存型集落区域 

⑤人口減少に対する地域活力再生に資する居住者の転入を促しつつ、集落住民の生活利便

性の回復を図る区域 

⑥人口減少に対する地域活力再生に資する、集落内又は集落に隣接する田園環境に調和し

た一定のまとまりのある優良な住宅地の形成を誘導する区域 

⑦集落や周辺地域に必要な小規模な生活関連施設や業務施設等を適切に立地させる必要

がある区域 

⑧複数の事業所が周辺にあって通勤の利便性が高いが空き家が発生するなど活力が低下し

ている集落において、地域産業に貢献し地域の一員として共生を図るべき勤労者の定住を

促したり既存施設を一時的に居住する施設として活用する区域 

 

   沿道再生型、産業共存型集落区域 

⑨道路沿道の立地条件を活かした集落や周辺地域の利便性を向上させる小規模な生活関連

施設や業務施設等を適切に立地させる必要がある区域 

    

産業共存型集落区域 

⑩地域コミュニティを支え住民の就職先となっている小規模な事業所の維持を図るとともに、適

切に立地させる必要がある区域 

 

個別規制法等に基づく区域設定 

規制の強い地域（調整青地地域）のうち、 

・農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域（農振青地地域） 

ただし、この場合は以下の要件に該当する区域のみ設定する。 
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農用地区域、甲種農地及び第１種農地（以下「農用地区域等」という。）のうち、周囲のほとん

どが宅地に囲まれた農用地区域等で、当該農用地区域等を集落区域から除くと区域が著し

く不整形となるもので、集団農地を構成していない集落区域に含めようとする農用地区域等

の面積が、おおむね１ha 以下の小規模なものは、関係機関と協議のうえ集落区域界の内に

含めることができる。 

ただし、この場合でも、区域界の内に農用地区域等を含むことになる場合は、指定図面中に

「区域界の内にある農用地区域、甲種農地及び第１種農地は、区域から除く。」ことを明記す

る。 

規制の弱い地域（調整白地地域）のうち、 

・農業振興地域の農用地区域以外（農振白地地域） 

ただし、この場合は以下の要件に該当する区域のみ設定する。 

土地改良事業を実施していない地域、土地改良事業を実施した地域（実施中で換地計

画が確定している地域を含む、以下同じ）において事業実施から８年以上経過した地域

は、建築物の敷地としての土地利用が見込まれるため、建築物の敷地とみなし、区域界

の内に含めることができる。 

 

2-2-5.特定区域 

特定区域は、以下に示すものに該当する区域のうち、敷地面積が 1,000㎡以上に該当するものに

ついて設定することを基本とする。 

ただし、この場合であっても、基本的には、法令等による規制の弱い地域（調整白地地域）、規制

のない地域（調整無地地域）のうち、周辺地域との調整を図りつつ、一体的に整備できる地域に限定

する。 

また、下記①～②、④、⑪～⑭、⑱、⑳、21 については、都市計画マスタープラン等上位計画で

場所等が位置づけられている地域とする。 

 

工業運輸系特定区域、商業系特定区域又は工業運輸系・商業系複合型特定区域 

①広域交通網の利便性等を生かした、現に工場、流通業務施設、沿道サービス施設等が立

地している区域 

②農地や既存集落の周辺において、現に荒れ地や廃工場、廃店舗、資材置場、廃棄物置場、

太陽光発電施設等が増加し、土地利用の混在が進行しつつある地域において、周辺環境

や景観等に配慮しながら、それぞれの立地特性、利便性を活かした有効的な土地利用を

計画的に誘導する区域 

③農業資源を活用した６次産業的要素を持つ施設の立地を誘導する区域 

 

工業運輸系特定区域 

④立地特性を生かして、周辺地域の環境に調和した新たな産業立地を誘導する区域 

⑤既存事業所が立地している地域 

⑥周辺の住環境に影響を与えない既存事業所や周辺地域の事業所に関連する産業施設、

流通業務施設等の新たな立地、事業拡張、用途変更等を可能とする区域 

⑦地域の経済基盤を活かした事業を営む事業所の立地を誘導する区域 
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⑧既に太陽光発電施設が設置されている発電終了後の土地活用を検討すべき区域 

⑨インターチェンジ周辺又は市上位計画で掲げる幹線道路沿道において、主に市内、他市町

間の中短距離輸送を中心とする流通業務施設等を誘導する区域 

⑩資材や車両置き場の適正管理を促進する区域 

 

商業系特定区域 

⑪鉄道駅の周辺や周辺地域の小学校区等の地域コミュニティにおける中心地と認められる地

域において、周辺地域の小さな拠点として必要な優良な住宅地と中小規模の商業・サービ

ス施設を誘導する区域 

⑫幹線道路沿道において、沿道型商業・サービス施設の立地が見られる地域で、沿道背後の

優良農地への無秩序な拡大を防止し、当該区域に適正に誘導する必要がある区域 

⑬歴史遺産、温泉、農産物など地域資源を活用した集客を目的とする商業・サービス施設を

誘導する区域 

 

運輸系特定区域、商業系特定区域又は運輸系・商業系複合型特定区域 

⑭インターチェンジ周辺又は市上位計画で掲げる幹線道路沿道において、立地特性に応じ

た沿道型商業・サービス施設、主に他府県への長距離輸送を中心とする流通業務施設等

を誘導する区域 

 

住宅系特定区域 

⑮人口減少に対する地域活力再生に資する、田園環境に調和した一定のまとまりのある優良

な住宅地の形成を誘導する区域 

⑯上位計画に基づく各小学校区のコミュニティ維持に必要な未来志向型住宅地の形成を図る

区域 

⑰公営住宅、地域に必要なサービス付き高齢者住宅等の立地を誘導する区域 

 

住宅系特定区域、公共公益系特定区域又は住宅系・公共公益系複合型特定区域 

⑱上位計画に基づく加西型ＣＣＲＣ構想の実現に必要な住宅・公共公益施設の立地を図る区 

域 

 

公共公益系特定区域 

⑲既に学校、病院、公民館、福祉施設等公共公益施設が立地している区域 

⑳児童教育・文化・スポーツ・レクリエーション施設等を中心とした新たな公共公益施設の整備

を行う区域 

21地域に必要な病院等の医療、老人ホーム等の福祉施設等の立地を誘導する区域 
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2-3.集落区域内における住宅敷地規模最低限度の指針 

住居系の用途地域が定められた市街化区域に隣接する区域は 150㎡、それ以外は 200㎡とする。 

ただし、新生町地区については、長屋住宅が住宅の大半を占めるという特別指定区域制度創設以前

からの住宅立地状況を考慮して、敷地規模の最低限度を設けない。 

なお、旧住造法等で開発された既存住宅団地内については、開発の経緯を考慮して、地区の最低限

度の設定が２００㎡であっても、最低限度を設けないこととみなす。 

 

【住宅の敷地面積の最低限度】 

地 区 名 最低限度

(㎡) 

地 区 名 最低限度

(㎡) 

地 区 名 最低限度

(㎡) 

甲和泉町地区 ２００㎡ 鶉野上町地区 ２００㎡ 中西北町地区 ２００㎡ 

乙和泉町地区 ２００㎡ 鶉野南町地区 ２００㎡ 琵琶甲町地区 ２００㎡ 

野上町地区 ２００㎡ 都染町地区 ２００㎡ 新生町地区 ― 

池上町地区 ２００㎡ 別府西町地区 ２００㎡ 野条町地区 ２００㎡ 

山田町地区 ２００㎡ 別府中町地区 ２００㎡ 牛居町地区 ２００㎡ 

満久町地区 ２００㎡ 別府東町地区 ２００㎡ 上野田町地区 ２００㎡ 

島町地区 ２００㎡ 常吉町地区 ２００㎡ 東野田町地区 ２００㎡ 

西野々町地区 ２００㎡ 朝妻町地区 ２００㎡ 東笠原町地区 ２００㎡ 

馬渡谷町地区 ２００㎡ 豊倉町地区 ２００㎡ 西笠原町地区 ２００㎡ 

大工町地区 ２００㎡ 玉野町地区 ２００㎡ 三口町地区 ２００㎡ 

鍛冶屋町地区 ２００㎡ 山枝町地区 ２００㎡ 坂本町地区 ２００㎡ 

油谷町地区 ２００㎡ 玉丘町地区 １５０㎡ 倉谷町地区 ２００㎡ 

田谷町地区 ２００㎡ 青野原町地区 ２００㎡ 千ノ沢町地区 ２００㎡ 

国正町地区 ２００㎡ 福住東町地区 ２００㎡ 北条町小谷地区 １５０㎡ 

小印南町地区 ２００㎡ 福住西町地区 ２００㎡ 北条町栗田地区 １５０㎡ 

青野町地区 ２００㎡ 山下西町地区 ２００㎡ 北条町東高室地区 １５０㎡ 

殿原町地区 ２００㎡ 山下中町地区 ２００㎡ 北条町西高室地区 １５０㎡ 

鴨谷町地区 ２００㎡ 山下東町地区 ２００㎡ 北条町東南地区 １５０㎡ 

笹倉町地区 ２００㎡ 西横田町地区 ２００㎡ 北条町西南地区 １５０㎡ 

中富町地区 ２００㎡ 東横田町地区 ２００㎡ 北条町黒駒地区 １５０㎡ 

越水町地区 ２００㎡ 鎮岩町地区 ２００㎡ 女鹿山自治区地区 １５０㎡ 

北町地区 ２００㎡ 岸呂町地区 ２００㎡ 谷町地区 １５０㎡ 

別所町地区 ２００㎡ 東長町地区 ２００㎡ 西谷東町地区 ２００㎡ 

上野町地区 ２００㎡ 西長町地区 ２００㎡ 西谷西町地区 ２００㎡ 

田原町地区 ２００㎡ 東剣坂町地区 ２００㎡ 畑町地区 ２００㎡ 

網引町地区 ２００㎡ 西剣坂町地区 ２００㎡ 芝自治区地区 ２００㎡ 

南網引町地区 ２００㎡ 中山町地区 ２００㎡ 窪田町地区 ２００㎡ 

栄町地区 ２００㎡ 大柳町地区 ２００㎡ 吸谷町地区 ２００㎡ 

桑原田町地区 ２００㎡ 王子町地区 ２００㎡ 西上野町地区 １５０㎡ 
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地 区 名 最低限度

(㎡) 

地 区 名 最低限度

(㎡) 

地 区 名 最低限度

(㎡) 

繁陽町地区 ２００㎡ 戸田井町地区 ２００㎡ 市村町地区 ２００㎡ 

繁昌町地区 ２００㎡ 両月町地区 ２００㎡ 坂元町地区 ２００㎡ 

繁昌団地自治会

地区 

２００㎡ 大村町地区 ２００㎡ 福居町地区 ２００㎡ 

上宮木町地区 ２００㎡ 尾崎町地区 ２００㎡ 谷口町地区 ２００㎡ 

下宮木村町地区 １５０㎡ 段下町地区 ２００㎡ 吉野町地区 ２００㎡ 

下宮木町地区 １５０㎡ 中西南町地区 ２００㎡ 鶉野中町地区 ２００㎡ 

    北条町古坂地区 １５０㎡ 

    中野町地区 １５０㎡ 
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2-4.集落区域内の建築ルールの方針 

ゆとりある住環境を形成していく主旨から、集落区域内については、専用通路を設けないと

敷地に出入りが出来ない戸建住宅の敷地について、専用通路の長さ（Ｌ）の限度を 35ｍとし、専

用通路の幅員（Ｗ）は、延長がＬ≧15ｍの場合Ｗ≧2.0ｍ、15ｍ＞Ｌ≧35ｍの場合Ｗ≧3ｍとす

る。 

また、同じく集落区域内については、住環境をより良くするため、敷地境界線（道路境界線を

含む）から建築物の外壁までの距離を 1.0ｍ以上とする。 

また、集落区域内における業務施設建築については、生活の利便性や快適性に配慮し、住

民の身近な就業地として立地を可能とするが、生活環境の保全を図ることを優先し、より良い居

住環境の形成に配慮すべく、建築物の用途を一定制限する。 

建築できる建築物の用途のルールについて、各地区の将来目標に応じて作成した各地区独

自基準に基づき建築できる建築物の用途を定めた区域、上位計画に基づく加西市全体に対す

る施策に応じて作成した加西市独自基準に基づき建築できる建築物の用途を定めた区域につ

いて、別表Ａに示す。 

なお、第１章３-１-３．で記したように、大字が数軒で構成された複数の集落の集合体であり、

大字自体が相当小規模である地域特性を有していることから、兵庫県都市計画法施行条例別

表第３の３の項で定める地域活力再生等区域の規定における「開発区域周辺」を「小学校の校

区」と読み替えることとする。 
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別表Ａ 

土地利用計画における区域種類 設定する区域の名称 

集 落

区域 

   活力維

持型 

13地域活力再生等区域（加西市地縁者等住宅型） 

   活力再

生型 

 14地域活力再生等区域（加西市新規居住者住宅型） 

     15 地域活力再生等区域（加西市地縁者等住宅・地

域生活回復型） 

     16 地域活力再生等区域（加西市新規居住者住宅・

地域生活回復型） 

     22地域活力再生等区域（加西市地域勤労者住宅型） 

     23 地域活力再生等区域兼工場等誘導区域（加西市

地域産業振興住宅型） 

     24 地域活力再生等区域（加西市地域勤労者住宅・

地域生活回復型） 

     25 地域活力再生等区域兼工場等誘導区域（加西市

地域産業振興住宅・地域生活回復型） 

  沿道再

生型 

  17 地域活力再生等区域（加西市地縁者等住宅・地

域生活増進型） 

     18 地域活力再生等区域（加西市新規居住者住宅・

地域生活増進型） 

     26 地域活力再生等区域（加西市地域勤労者住宅・

地域生活増進型） 

     27 地域活力再生等区域兼工場等誘導区域（加西市

地域産業振興住宅・地域生活増進型） 

 産業共

存型 

   06 地域活力再生等区域（地縁者の小規模事業所区

域型）※旧条例第３の４の項に準拠 

     07 地域活力再生等区域（加西市地縁者等小規模事

業所型（住宅市街地隣接タイプ））※旧条例第３

の４の項に準拠 

     19 地域活力再生等区域（加西市地縁者等小規模事

業所・住宅型） 

     20 地域活力再生等区域（加西市地区住民小規模事

業所・住宅型） 

     28 地域活力再生等区域（加西市地縁者等小規模事

業所・地域勤労者住宅型） 

     29 地域活力再生等区域（加西市地縁者等小規模事

業所・地域産業振興住宅型） 
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2-5.特定区域内の建築ルールの方針 

特定区域内での工業・流通業務施設の立地については、市上位計画に示された産業振興

施策実現のために、住民の身近な就業地として、工業・流通業務の一体的な周辺地域の産業

の保全・育成を図る目的で立地を可能とするが、近隣の集落区域の住環境に配慮したものとし、

建築物の用途、規模を一定制限する。 

地域活力再生、観光集客促進に資する商業施設についても、目的に応じた適地における立

地を可能とするが、近隣の集落区域の住環境に配慮したものとし、建築物の用途、規模を一定

制限する。 

建築できる建築物の用途のルールについて、各地区の将来目標に応じて作成した各地区独

自基準に基づき建築できる建築物の用途を定めた区域、上位計画に基づく加西市全体に対す

る施策に応じて作成した加西市独自基準に基づき建築できる建築物の用途を定めた区域につ

いて、別表Ｂに示す。 

 

別表Ｂ 

土地利用計画におけ

る区域種類 

設定する区域の名称 

工業運輸系特定区域 工場、店舗等周辺区域（中国道加西インター北部産業施設集積型） 

工業運輸系特定区域 工場、店舗等周辺区域（県道大和北条停車場線沿道産業施設集積型） 

工業運輸系特定区域 工場、店舗等周辺区域（鶉野南町国道 372号沿道産業集積型） 

工業運輸系・商業系

複合型特定区域 

工場、店舗等周辺区域（県道玉野倉谷線沿道商業・サービス施設集積型） 

工業運輸系・商業系

複合型特定区域 

工場、店舗等周辺区域（県道玉野倉谷線沿道流通業施設集積型） 

住宅系特定区域 地域活力再生等区域（西笠原グリーンタウン型） 

工業運輸系特定区域 工場等誘導区域（加西市既存事業所活用型（拡張タイプ）） 

工業運輸系特定区域 工場等誘導区域（加西市既存事業所活用型（用途変更タイプ）） 

工業運輸系特定区域 工場等誘導区域（加西市地域産業振興型） 

商業系特定区域 地域資源活用区域（鶉野飛行場南部歴史資源活用型） 

工業運輸系・商業系

複合型特定区域 

地域資源活用区域（加西市農業資源活用型） 

 

2-6.まちづくり構想図 

特に土地利用の方向性に関して課題がある地区については、土地利用計画図と別に、

まちづくり構想図又はそれに準ずるものを作成し、地域の具体的な将来像を描く。 

その将来像を達成するために必要な建築物の用途や、景観、緑地等についての基準を、

加西市市街化調整区域まちづくり要綱にて策定する。 

 

2-7.土地利用計画図 

市土地利用計画図を別図のとおり定める。 
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