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１ 土地利用計画と
特別指定区域制度



■土地利用計画
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● 土地利用計画は、市又は地域の土地利用の方針を示し、まちづくりの目標となるもので、

この計画に基づいて特別指定区域の指定が行われます。

地区土地利用計画

市土地利用計画

地域の住民が主体となって協議会をつくり、自治会等の単位で

作成する、地区レベルの計画

市が作成する、総合的な土地利用の方針を示す計画（基本計画）

土地利用計画

＊市土地利用計画（第２回改訂） 平成29年11月６日告示 告示第 263号

水尾町地区土地利用計画はこちら
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西脇市市街化調整区域土地利用計画図



■特別指定区域制度の創設の背景と制度概要
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● 厳しい建築制限が行われてきたことで、居住者が減少し、

活力が失われつつある。

● 土地の既得権により、開発行為や建築行為が行われたことで、

住宅・工場・農地の混在する土地利用が生じている。

これら諸問題に対応するため、特別指定区域制度を創設

＊根拠法令：都市計画法第34条第12号／兵庫県都市計画法施行条例第７条第２号・第８条

● 住民が中心となって組織する【まちづくり協議会】、

又は【市】が、地域の課題を解決し、

その将来の姿を描く【土地利用計画】を作成した場合に、

市町からの申出により、県が【特別指定区域】を指定し、

計画に沿ったまちづくりを実現していくものです。

背 景

概 要

（H14.4.1施行）



■特別指定区域制度の対象区域
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加東市加西市

多可町

丹波市

篠山市

市街化調整区域

特別指定区域制度
の対象は

市街化調整区域

＊参考：西脇市行政区域面積 13,244ha（内、市街化調整区域面積 7,198ha／約55％）

西脇市の都市計画区域



■特別指定区域指定までの主な流れ
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勉 強 会

まちづくり協議会発足→申請

まちづくり協議会認定（市）

勉強会・アンケート等

ワークショップ等

・アンケート結果の共有

・地区の課題や資源の共有

・まちづくりの方針・構想図の作成

地区土地利用計画の作成

特別指定区域指定への手続き

・兵庫県との協議・申出

・西脇市都市計画審議会

・兵庫県開発審査会

・この中から、特別指定区域制度に

かかるものを抽出。

・土地利用等の確認。

・地権者の意向確認や調整の実施。

・地区の合意。

etc…

今ココ！



① 駅、バスターミナル等周辺区域

② 工場、店舗等周辺区域

③ 地域活力再生等区域

④ 公的賃貸住宅等供給区域

⑤ 工場等誘導区域

⑥ 沿道施設集約誘導等区域

⑦ 空地等適正管理区域

⑧ 地域資源活用区域

⑨ 複合型区域

■特別指定区域のメニュー
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● 特別指定区域には９つのメニューがあります。

＊平成27年４月１日から現行のメニューに変更されました。

＊①・②変更なし／③・⑤再編拡充／④・⑥・⑦拡充／⑧・⑨新設

旧メニューの以下３つが該当

・地縁者の住宅区域

旧メニューの以下３つが該当

・既存事業所の拡張区域

・地域振興のための工場区域

・既存工場の用途変更区域

＊特定区域に指定できます。

＊③以外は特定区域にのみ指定可能

・新規居住者の住宅区域

・地縁者の小規模事業所区域

＊集落区域に指定できます。
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西脇市特別指定区域の指定状況全体図 ＊詳細は次スライド



■市内の特別指定区域指定状況（平成30年度末）
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野村重春日野津万 比延 芳田

3-1 地縁者の住宅区域

3-2   新規居住者の住宅区域

3-4 地縁者の小規模事業所区域

3-5 既存事業所拡張区域

3-6 地域振興のための工場区域

3-7 既存工場の用途変更区域

８ 地域資源活用区域

● ● ● ● ● ●

－ ● ● － － －

－ ● － － － －

－ ● － － － ●

－ － ● － ● －

● － － ● －

－ － － － － ●

地区名
メニュー名

（3- 旧メニュー）

■色：水尾地区における特別指定区域



２ 水尾町地区土地利用計画

水尾町まちづくり協議会
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水尾町

水尾町の位置



■水尾町まちづくり協議会の取り組み経緯①
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H20

H26

H27

H20.04.11 地縁者の住宅区域指定（県告示 439号）

H27.03.14 水尾町総会

H27.01.24 座談会

勉強会

アンケート

ここで、多くの時間を使って、

・本当に取り組むのか

・どういった目的で協議会を設立するのか

といったことについて、勉強会を通じて考え、

総会で報告し、アンケート調査を実施。



■水尾町まちづくり協議会の取り組み経緯②
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H27

H28

H27.05.30 役員会

勉強会

アンケート

集計

まちづくり

方針等作成

H27.08.11 ３役会

H27.08.22 ３役会

H28.02.25 第３回協議会

H27.08.29 役員会

H27.09.05 役員会

H27.09.19 協議会設立（認定10/7,市告示 244号）

H27.12.17 第１回協議会

H28.01.28 第２回協議会

平成26年度から引き続き勉強会を実施。

役員会を経て、協議会設立に至った。

コンサルタントを派遣



■水尾町まちづくり協議会の取り組み経緯③
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H28

H29

H28.09.03 第４回協議会

まちづくり

方針等作成

H28.11.26 第５回協議会

H28.12.17 第６回協議会

H29.12.20 第８回協議会

Ｈ28．６ 北播磨地域づくり活動応援
事業の採択を受けた。

水尾町中間総会で、会長に長谷川大一
郎氏が選出

H29.11.29 第７回協議会

H30

H29.09.16 中間総会



■水尾町まちづくり協議会の取り組み経緯④
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H30

R01

H30.04.14 水尾町総会

H30.09.14 水尾町中間総会

H30.08.07 第９回協議会

地区土地利用計画（素案）について

説明し、承認を得る

H31

水尾町地区土地利用計画（素案）を

協議・決定

まちづくりルールについて承認を得

た

まちづくり

方針等作成



■計画の概要
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本計画の名称は「水尾町地区土地利用計画」とします。

本計画の対象区域は、西脇市水尾町の大字の区域とし、活動区域図に

示します。

計画の名称

計画の名称

●自然環境や農地の保全 ●集落環境の維持

●人口減少の抑制 ●活力あるまちづくり

計画の目標

おおむね10年間の計画

➡取り組むべき課題が生じれば、
必要に応じて見直しを行う



■活動区域図
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水尾町地区土地利用計画の区域

水尾町
活動区域



■活動区域図
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水尾町の航空写真
水尾町



■水尾町の課題
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① 人口の減少・高齢化社会

② 工場跡地（空き地・空き工場）・空き家問題

③ 町の中央を東西に通る幹線道路の問題

④ まちづくりのアンケート結果から（Ｈ27.３.15実施）

（④のアンケート結果から）

●ゴルフ場計画跡地の活用方法の問題 ●沿道サービス業の誘致

●農業の後継者がいない ●街灯の数を増やしたい

水尾町の課題



■水尾町の将来像①
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●まちづくりビジョン

「自然・伝統を継承しつつ コミュニティが豊かなまち みずお」

●地区のキャッチフレーズ

・世代間交流や助け合いがある コミュニティ豊かなまち みずお

・みんなが地域とのそれぞれのかかわりの中で 活躍できるまち みずお

・緑や水の自然豊かな田園風景と地域の伝統が 継承されるまち みずお

水尾町に住んでよかった、住み続けたい、新たに住んでみたいと
思う人が増えるまちづくり、住民が積極的に参加するまちづくり

将来像の実現のためには



■水尾町の将来像②
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●移住者の受け入れ体制の検討

●自然環境等の保全

●地産地消の仕組みづくり

●事業用地の確保と事業所の誘致

●空き家の活用

●水尾ブランドの確立

●道路の安全性の向上等

実現のための取組



■土地利用計画
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●自然環境の保全と活用

●優良農地の保全と農業振興

●集落環境の維持・保全

・空き家を活用した地縁者の住宅・新規居住者の住宅や生活利便施設

・Ｕターン者等を受け入れるとともに住民の流出を防止

●工場等の適正な誘導

土地利用の基本方針



■土地利用計画図
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水尾町地区土地利用計画図



３ 特別指定区域（素案）
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特別指定区域図

●現在の指定状況と
新規に指定する区域を
示しています。

新規指定
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新規指定

道路整備状況図

３ｍ４ｍ以上
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新規指定

土地利用規制状況図



４ 今後のスケジュール



■特別指定区域の指定までのスケジュール
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【令和元年】

●８月下旬 北播磨県民局へ事前図書の提出

●９月27日 県との調整会議

●10月下旬～11月上旬 案の縦覧

●11月18日 第２回西脇市都市計画審議会 本審議

●11月下旬 土地利用計画

●12月上旬 市 水尾町地区土地利用計画決定告示

●12月中旬 県へ特別指定区域指定申出

【令和２年】

●２月14日 県 開発審査会 本審査会

●３月 県 特別指定区域決定告示

県・市 告示図書縦覧



土地利用計画（素案）について
特別指定区域（素案）について

－水尾地区－

ご静聴ありがとうございました


