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１．特別指定区域制度を活用した地域の活性化  

（１）特別指定区域制度創設の背景

あなたは、お住まいの地区で次のようなこと 

○都会に住んでいる孫の家を近所に建てたい！ 

○前の道が狭いので近くで建て替えたい！ 

○結婚を機に独立した家を建てたい！ 

○定年後ゆっくり過ごせる家を建てたい！ 

○住宅以外に店舗併用住宅や共同住宅を建てたい！

僕も加東市にマイホームを

建てようかなー！ 

①

伝の助くん、その場所には

建てられないんだよ。 

③

なんで！？ 

④

すいませーん！ 

この場所に家を建てたい

んですけど！ 

②

をお考えではありませんか？ 

の相談を受けたことはありませんか？ 
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このような思いがあるのに、建物を建てることができなかった経験をした

方もいらっしゃるのではないでしょうか？ 

これは、いわゆる「線引き制度」により、あなたの地区が市街化を抑制す

る市街化調整区域内にあるからです。都市計画では、無秩序にまちが広がら

ないように、一定のルールに基づいて建物の建築などを制限しています。す

でに市街地になっている区域や計画的に市街地にしていく区域（市街化区域）

と、市街化をおさえる区域（市街化調整区域）に分け、良好なまちづくりを行

っています。 

この線引き制度により良好なまちづくりが行われてきたのですが、市街化

調整区域では、厳しい建築制限・少子高齢化の影響により、地域活力の低下

が現れている地域もあります。 

このような中、兵庫県では、市街化調整区域における開発許可制度を弾力

的に運用するため、平成１４年４月に都市計画法施行条例を施行し、『特別

指定区域制度』を創設しました。 

出典：みんなで進めるまちづくり（国交省） 

市街化区域 

市街化調整区域 

自然を守るために、建物が

建てられないようになって

いたのかー。 
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（２）制度が利用できる地域

加東市の都市計画は、市街化区域と市街化調整区域のある東播都市計画区

域、線引きのない東条都市計画区域、都市計画区域外となっています。 

当ガイドラインで説明する特別指定区域制度が活用できる地域は、東播都

市計画区域の市街化調整区域（黄色の部分）です。 
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（３）市街化調整区域の土地利用方針

加東市では、平成21年４月に加東市土地利用基本計画を作成し、以下の

ように市街化調整区域の土地利用の方針を示しています。 

この方針に基づいて、平成２２年１月に特別指定区域「地縁者の住宅区域」

を指定しました。 

目 標 

本市の豊かな自然環境、田園風景を残しつつ、後世に引き継がれていくべき

地域資産を活用しながら、地域活力の低下や土地利用の混在等多くの課題を解

決し、地域の総意を結集して恵まれた条件下にある地域の将来像を明確にする

土地利用計画を確立することを目的とする。 

土地利用

の方針

１．市の資源及び特性の保全・活用 

 ①貴重な資源の保全・活用 

・県立自然公園、加古川等の豊かな自然は、本市の財産として保全、活用

を図る。 

②優良農地の保全と活用 

・加古川両岸等に広がる土地改良事業の受益地である優良農地は、保全、

活用に努める。 

③農地・集落環境の保全と活用 

・自然豊かな集落環境の維持、向上を図りながら、少子高齢化等による農

家の後継者不足や核家族化に対応するため、非農用地等の集落に地縁の

ある者の住宅が建築できるよう、集落としての受け入れ体制の整備を図

る。 

２．田園集落地の環境整備 

 ①集落の田園景観の維持・形成 

・地域のゆとりある田園景観を維持し、地域に根ざした景観形成を推進す

るため、景観形成計画を定める。 

②集落の居住環境整備 

・集落内における狭隘な道路が多いなどの課題に対し、生活基盤施設の整

備を図り、居住環境の向上を図る。そのため、環境整備計画を定め、既

存集落のゆとりある居住環境の維持、保全を図る。 

３．無秩序な開発の防止 

①都市的土地利用の適正な誘導 

・既存集落の居住環境及び営農環境を維持、保全するため、無秩序な開発

を防止し、土地利用を計画的に規制、誘導する。 

・土地利用の区分を定め土地の有効利用を推進し、地域コミュニティの活

性化を図る。また、幹線道路沿道、鉄道駅周辺の土地利用については、

適正な施設立地を誘導する。 

この方針にのっとって、まちづくりをするんだね。

土地利用の方針 
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２．ガイドライン作成にあたって 

（１）作成目的

特別指定区域制度は、住民の皆さまと市が一体となって地域のまちづくり

を考えていく必要があり、指定にあたっては、特に住民のみなさんの積極的

な参加や協力、理解が必要です。 

これからの地区（自治会）の将来を見据えた特別指定区域の活用について、

住民の皆さまと協働で取り組むため、本ガイドラインを作成しました。 

（２）ガイドラインの構成

本ガイドラインは、兵庫県が定める「都市計画法施行条例」や「特別指定

区域制度活用の手引き（兵庫県県土整備部住宅建築局建築指導課）」に基づ

き、次の構成で作成しています。 

構  成 概     要 

◆特別指定区域の概要 
・特別指定区域の種類や内容など制度の概要を整理して

います。 

◆特別指定区域の策定 

・特別指定区域の指定を検討する場合に行うべき調査や

検討すべき事項等をまとめています。 

・土地利用計画で定める項目や内容を整理しています。

・特別指定区域制度の策定の手順をまとめています。 

◆制度の活用で困ったときは 

・特別指定区域を指定する際の疑問点等について整理し

ています。 

・本書に登場する専門的な用語について説明しています。

・特別指定区域策定について参考となる図書をまとめて

います。 

ガイドラインを読んでも難しい部分がある！ 

特別指定区域についてさらに詳しく聞きたい！ 

など、ご相談等がありましたら、市役所3階都市整備課へご相談ください。 



加東市 特別指定区域制度活用ガイドライン

－ 6 － 

３．特別指定区域の概要 

（１）土地利用計画との関係

特別指定区域を指定するには、土地利用計画が必要です。土地利用計画に

は市町が住民の意見を反映して定める市町土地利用計画と地元の住民で組

織するまちづくり協議会で定める地区土地利用計画の2種類があります。 

当ガイドラインでは、地区土地利用計画に基づいた特別指定区域の指定ま

での流れについて記載しています。なお、地区土地利用計画で指定できる特

別指定区域は限定されており、どんな建物でも建築可能になる制度ではない

ことにご留意ください。 

（２）特別指定区域の種類

特別指定区域は、13種類のメニューがあり、それぞれ建築できる建築物

が異なっています。区域指定することにより地域に必要とする建築物の立地

が可能となります。13種類のメニューの内訳として、特定の用途の建築物

を認める「用途型」が9種類、目的に沿った建築物の立地の制限を緩和す

る「目的型」が4種類あります。（平成2７年３月現在） 

加東市では「地縁者の住宅区域」、「既存事業所の拡張区域」、「駅・バスタ

ーミナル周辺区域」が指定されています。 

○用途型 

番号 種  類 区域内で建築できる建築物 

① 地縁者の住宅区域 集落に通算して10年以上居住する者の住宅 

② 新規居住者の住宅区域 

居住者の減少に対処する必要のある集落における、

新規居住者（集落に居住している期間が10年未満

の者を含む）の住宅 

③ 地縁者の小規模事業所区域 
集落に通算して10年以上居住する者が経営する小

規模事業所（商業施設を除く） 

④ 既存事業所の拡張区域 
建築後10年以上たっている事業所で敷地を拡張し

て建て替えるもの 

⑤ 既存工場の用途変更区域 
廃業等のため使用されなくなった工場で他の業種へ

用途変更されるもの 

⑥ 資材置き場等の区域 駐車場や資材置き場などの管理事務所 

特別指定区域について 

重要なことが書いてあるよー！ 
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⑦ 地域振興のための工場区域 
産業が停滞し、人口が減少している地域における、

地域振興に資する工場又は研究所 

⑧ 流通業務施設区域 
幹線道路の沿道又は自動車専用道路のインターチェ

ンジ周辺における、流通業務施設 

⑨ 市町公営住宅区域 市町公営住宅（新たに設置するものを含む） 

○目的型 

番号 種  類 土地の区域 

① 
駅・バスターミナル 

周辺区域 

駅、バスターミナル等の周辺で、利便性の向上を図

る必要がある区域 

② 工場・店舗等周辺区域 
工場、店舗等の周辺区域であって、都市の基盤が整

備されながらその利用が図られていない区域 

③ 人口減少集落区域 人口の減少に対処する必要のある集落区域 

④ 公共施設移転区域 
公共施設の移転その他の理由により地域の活力が失

われた区域 

----------

・・・地区土地利用計画にて指定可能 

      （地区で設立するまちづくり推進協議会にて指定可能） 

ただし、平成２７年４月から用途型と目的型が統合され、 

新しい制度がスタートします 
（次ページにこの内容を説明） 



（３）特別指定区域制度の見直し

都市計画法施行条例の改正（平成２７年４月施行）により、これまでの用途型と目的型を統合・再編・拡充し、全てが目的型になります。見直し内容は以下のとおりとなっています。 

【見直し前】  【見直し後】 

○目的型  ○目的型（統合・再編・拡充） 

区分 対象区域 対象建築物（知事が指定）  区分 対象区域 対象建築物（知事が指定） 指定対象建築物 

① 駅・バスター 

ミナル周辺区域 

駅、バスターミナル等の周辺区

域 

駅、バスターミナル等の利用者の利便性の

向上を図り、地域の活性化に資する建築物
変更なし 

① 駅、バスター 

ミナル等周辺区域

駅、バスターミナル等の周辺区

域 

駅、バスターミナル等の利用

者の利便性の向上に資する建

築物 

【例】低層の住宅・共同住宅、小

規模な店舗・飲食店・事務

所、公共公益施設 等

② 工場・店舗等 

周辺区域 

工場、店舗等の周辺地域地域で

あって、都市の基盤が整備され

ながらその利用が図られていな

い区域 

産業活動の利便性の向上を図り、地域経済

の活性化に資する建築物 
変更なし 

② 工場、店舗等 

周辺区域 

工場、店舗等の周辺地域であっ

て、既に公共施設が整備されて

いる区域 

既存の公共施設を有効に活用

し、産業の集約化に資する建

築物 

【例】工場、店舗、事務所、寮・

社宅 等

③ 人口減少集落 

区域 
人口が減少している集落の区域

居住者の利便性の向上を図り、当該区域内

の居住者の定着に資する建築物 

③ 地域活力再生等 

区域 

集落又はその周辺の地域であっ

て、地域の活力が低下し、又は

そのおそれのある区域 

当該区域における居住者の定

着又は生活の安定に資する建

築物 

【例】低層の住宅・共同住宅（地

縁者用、新規居住者用等）、

菜園付き住宅、優良田園住

宅、小規模な店舗・飲食

店・事務所・事業所、医療

福祉施設 等

④ 公共施設移転 

区域 

公共施設の移転その他の理由に

より地域の活力が失われた区域

他の地域との交流を促進し、地域の活力の

再生に資する建築物 

○用途型   

区分 対象建築物 

① 地縁者の住宅区域 周辺の市街化調整区域に通算10年以上居住する者のための戸建て住宅 

② 新規居住者の住宅

区域 

居住者の減少に対処する必要のある集落における転入者のための戸建て住

宅 

③ 地縁者の小規模 

事業所区域 

周辺の市街化調整区域に通算10年以上居住する者の生計維持のための事業

所 

⑨ 市町公営住宅区域 市町が条例によって設置・管理する賃貸住宅 
④ 公的賃貸住宅等 

供給区域 

公的賃貸住宅、老人ホーム等の

供給が不足している区域 

低所得者、高齢者等の生活の

安定に資する建築物 

【例】公営住宅、サービス付き高

齢者向け住宅、グループホ

ーム 等

④ 既存事業所の拡張

区域 

建築後通算１０年以上営まれている事業所の事業環境改善のための建て替

え 

⑤ 工場等誘導区域 

工場の撤退等により、雇用若し

くは就業の機会が不足し、又は

そのおそれのある区域 

製造業等に係る雇用又は就業

の機会の創出に資する建築物

【例】地域振興に資する工場・研

究所、地場産業の工場、既

存事業所の拡張、廃工場の

活用 等

⑦ 地域振興のための

工場区域 

産業が停滞し、人口が減少している地域における雇用・就業機会の創出に資

する工場又は研究所 

⑤ 既存工場の用途 

変更区域 
廃業等により業種又は事業所が変更され、現敷地で引き続き営まれる工場 

⑧ 流通業務施設区域 幹線道路沿道又はインターチェンジ周辺における流通業務施設 
⑥ 沿道施設集約誘導

等区域 

幹線道路の沿道又は自動車専用

道路のインターチェンジ周辺の

区域 

幹線道路や自動車専用道路の

利用者の利便性の向上に資す

る建築物 

【例】沿道サービス施設、コンビ

ニエンスストア、沿道型店

舗、流通業務施設 等

⑥ 資材置き場等の 

区域 
駐車場、資材置き場等に利用する土地の適切な管理のために必要な建築物 

⑦ 空地等適正管理 

区域 

駐車場、資材置き場等に利用さ

れ、又はその見込みのある区域

駐車場、資材置き場等の適切

な管理に資する建築物 

【例】駐車場、資材置き場、太陽

光発電設備等の管理事務

所、中古車販売店 等

⑧ 地域資源活用区域
地域資源が有効に利用されてい

ない区域 

地域資源の有効な利用に資す

る建築物 

【例】農林水産物直売所、農家レ

ストラン、観光施設 等

⑨ 複合型区域 
①から⑧までの2以上に該当す

る区域 

該当区域における対象建築物
－

拡充 

拡充 

再編・拡充 

拡充 

再編・拡充 

※改正前の条例に基づき指定された区域は、改正後にそれぞれに相当する区分の目的型に指定されたものとみなす経過規定を置く 

※条例改正後一定の期間内に、地元住民等の意向に基づき、対象建築物の追加や、みなし規定と異なる区分に移行する場合の手続の簡素

化を検討する。 

・・・地区土地利用計画にて区域指定可能 

      （地区で設立するまちづくり推進協議会にて指定可能） 

― ７ －

新 規 

新 規 
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出典：「田園集落のまちづくりを進めましょう」（兵庫県） 

工場等誘導区域 

（建築できる用途 

：地域振興に資する工場）

地域活力再生等区域（建築できる用途：地縁者の住宅） 

地域活力再生等区域（建築できる用途：新規居住者の住宅）

制度の改正ですべて目的型になるのはわかったけど、い

ろんなものが建って、まちなみが壊れないかなー。 

目的型の特別指定区域を指定するときは、建てられる用途 

（建物の種類）も一緒に決めるんだ！ 

住宅地の区域を指定する場合でも、地縁者（10年以上の居住

経験）の方のみ建てられる条件や新規居住者のような居住経験

を問わず誰でも建てられる条件なども同時に決めるんだよ。 

じゃあ、共同住宅や店舗なんかも建てられる場所を指定で

きるってことなんだね！ 

今まで以上に地域に合ったまちづくりができるね♪ 

地縁者の方のための

住宅が建築可能に！

新規の方のための 

住宅が建築可能に！ 

地域振興のための 

工場が建築可能に！

○区域指定のイメージ 
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４．特別指定区域の策定 

（１）策定までの流れ

特別指定区域を活用するには、まず、土地利用計画を作成する必要があ

ります。土地利用計画の作成後は、以下に示すとおり、「特別指定区域の申

出」、「特別指定区域の指定」、「特別指定区域内の許可」といった流れにな

ります。 

地域のみなさんが集落の将来の姿を検討します 

…地区のみなさんでの作業 

出典：「田園集落のまちづくりを進めましょう」（兵庫県）

特別指定区域指定の申出 

特別指定区域の指定 

特別指定区域内の許可 

まちづくり協議会の設立 

土地利用計画の作成 

土地利用計画が出来ました 

※参考資料P3４、3５ 

ここからが策定についての 

説明だよー！ 
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（２）策定パターン

①新規策定 

    特別指定区域をまだ指定していない場合がこちらに該当します。土地利 

用計画の策定、特別指定区域の案を作成する必要があります。 

②既存区域からの変更・見直し 

加東市では、現在、37地区の特別指定区域を指定しています。これら

の地区について制度見直しに伴う新たな特別指定区域の追加やメニュー

の見直しを行うケースがこれに該当します。 

○変更のイメージ 

【既存区域の変更】 

【新たな区域の追加】 

既存の区域（地縁者の住宅区域）に

新規居住者の住宅区域など新たなメ

ニューの区域を追加する場合に該当

します。 

既存の区域（地縁者の住宅区域）を

部分的に新規居住者の住宅区域など

の新たなメニューの区域に変更する

場合に該当します。 
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（３）策定する際の前提条件

【既存区域の追加】 

既存の区域（地縁者の住宅区域）を

拡大する場合に該当します。 

特別指定区域の用途型がすべて目的型になるんだよねー？ 

すでに指定されている地縁者の住宅区域はどうなるの？ 

新制度が施行されれば、地縁者の住宅区域は、目的型の「地域

活力再生等区域」へ自動的に変更となるんだ（『みなし規定』）。

今後新たに区域を指定したり、変更したりする場合は新制度で

の運用となるんだよ。 

※参考資料P3６ 

あくまで市街化調整区域！ 

インフラが整備されている場所に！

建物は建てるべき場所に！ 

市街化調整区域に変わりはないので、市

街化を促進するような規模・内容等でな

いこと。 

道路、上下水道、公園など新たな整備

の必要がないこと。 

農用地区域や森林、災害区域、自然公

園など含まないこと。 
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（４）策定手続

まちづくり協議会は、自治会を基本に地区土地利用計画を作成する上で

必要な組織です。具体的な手続きは以下の通りになります。 

STEP１：住民の皆さんでまちづくりについて話し合う！ 

□まちづくりを考えよう！（中心メンバーの体制づくり） 

地区のまちづくりを考えるには、まず中心メンバーを集め、これからのまち

づくりや協議会の設立・運営体制を整備する必要があります。まちづくりの必

要性と協議会の設立の必要性について地区で考えてみましょう。 

□まちづくりを行う区域を指定しよう！ 

協議会の設立は基本的に、コミュニティの基礎的な単位である自治会の区域

となります。 

STEP１：住民の皆さんでまちづくりについて話し合う！ 

STEP２：まちづくり協議会を発足させる！ 

STEP３：まちづくり協議会の認定を受けよう！ 

○自治会の区域を基本として区域を定めます。 

○市又は自治会の役員などを中心に、説明会の開催を周知し呼びかけます。 

○勉強会を数回開催し、組織体制や運営方法などを定めていきます。 

○市が定めるルール（要綱など）に基づき、まちづくり協議会を発足させます。

○まちづくり協議会を発足した時は、市に届け出て認定を受けます。 

いよいよ、特別指定区域指定までの 

具体的な手続きについてだねー。 

①まちづくり協議会の設立 



加東市 特別指定区域制度活用ガイドライン 

－ 13 － 

しかし、「他の地区と協力したまちづくりを行い、地区の問題を解消したい」

「自宅の住所はＡ地区だがＢ地区と付合いをしているので、Ｂ地区の協議会に

参加したい」など必ずしも自治会単位でないといけないわけではありません。 

□まちづくりを呼びかけよう！ 

まちづくりはその主旨を多くの住民に理解してもらうことが必要です。でき

るだけ多くの住民等にまちづくりの目的や協議会の活動などについて正しく理

解してもらい、まちづくりへの参加を促しましょう。 

□勉強会を開催しよう！ 

 まちづくりを呼びかける中で、まちづくりと協議会設立の推進の意義及び必

要性を知っていただき、みなさんの意識を高めましょう。 

【勉強会の内容】 

◆協議会設立の目的 

◆まちづくりの必要性（市街化調整区域での現状や課題） 

◆まちづくりの課題と目標 

STEP２：まちづくり協議会を発足させる！ 

□協議会を設立しよう！ 

 住民の皆さんが主体となって協議会の活動内容や役員などを決定することに

なります。協議会の運営の在り方について十分な検討を重ね、多くの住民の同

意を得られるようにしましょう。 

●回覧板による呼びかけ 

●まちづくりニュースなどの広報誌を作成し、各戸配布による呼びかけ 

●広報や掲示板による呼びかけ 

●市のホームページなどによる呼びかけ 

呼びかけの手法

市街化調整区域での課題やまちづくりの必要性など専門的な内容も含みま

すので、勉強会の開催は市でもお手伝いをさせて頂きます。 
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・ 

STEP３：まちづくり協議会の認定を受けよう！ 

□市へ協議会の認定申請をしよう！ 

 協議会を発足し、組織体制や活動内容を決定したときは、市にご提出くださ

い。 

加東市では、「加東市まちづくり協議会の認定及び特別指定区域の指定に関す

る要綱（平成20年 5月 30日 告示第50号）」にて、まちづくり協議会の認

定手続きなどを定めています。 

協議会での決めごと

●協議会の役員の選定、組織構成 

●協議会の開催場所、開催頻度 

●活動内容とスケジュール 

●協議会の組織体制や運営方法 

●地区の住民への情報発信 

●規約等の案の作成 

協議会を設立して、まちづくりをしていくんだね♪ 

でも、まちづくりをするなら、住民みんなの意見をいろい

ろ聞くことが重要だよね。 

伝の助くんの言うとおりなんだ。 

まちづくりをする上で一番重要なことはみんなの意見を聞く

こと。 

だから、まちづくりの呼びかけや協議会の開催や結果などの情

報をみんなに伝えることが大切なんだ。 

※参考資料P３７、３８ 

P３９ 要綱第２条 

※参考資料P3９ 
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  まちづくり協議会の認定後、地区の将来像を描く土地利用計画を作成しま

す。土地利用計画によって地区をどのようなまちにしていくかを具体化して

いきます。 

□計画区域と計画名称を決めよう！ 

地区土地利用計画の計画区域は自治会の区域を基本として定めますが、自治

会の単位が小さくて区域が定められない場合は、隣接する自治会とあわせて区

域を定めることもできます。また、小学校区などのいくつかの地区が協力して

区域を設定することも可能です。 

□計画の目標・将来像を定めよう！ 

・自分の住む地域をどのような地域にしていきたいのかを明らかにするため 

に将来像を定め、計画を実現することを目標とします。 

・計画の目標は、概ね10年後とします。5年ごとに計画を見直すことも必  

要です。 

・住民のみなさんの意見を聞くため、アンケート等を実施し、どのようなまち

にしていきたいのかを聞くことが必要です。 

●自治会を基本とした区域であること（隣接する自治会の区域を加えた区域はOK）

●自治会の住民・利害関係人が構成員となること 

●規約を定めていること 

●自治会の住民からの支持・協力が受けられ、継続的に活動できること 

●個人等の利益を誘導する又は財産を制限する活動を目的としたものでないこと 

まちづくり協議会の認定条件

都市整備課にて、地区の地形図を発行いたしますので、地区の将来像・土地

利用計画・特別指定区域の検討の際にはご活用ください。 

②土地利用計画の作成 
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 地域の将来像を定めるには、以下の手順で検討してみましょう。 

STEP１：地域の特徴をまとめる！ 

まずは地域の特徴をまとめ、地域の現状を把握することが必要です。例えば、

地区にある主な自然（○○山や○○川がある、○○生物が棲んでいるなど）や

主な道、公園、施設（国道○○号や○○公園、○○公民館があるなど）、守りた

い資源（○○城址や○○神社があるなど）、地場産業（○○工場があるなど）な

どを把握してみましょう。 

これらを把握するため、実際に地図の上に書き込んでみましょう。 

STEP２：地域の問題点をまとめる！ 

現在生活している中で、地域で実際に困っている点を把握することが必要で

す。例えば、休耕田が増えてきている、道路が狭い、住む人が減ってきている

などないでしょうか。 

こちらについても実際に地図の上に書き込んでみましょう。 

STEP３：地域の将来像をえがく！ 

地域の問題点をもとに将来も継承するもの、資源を活用するもの、生活に必

要なものをまとめ、地域の将来像をえがきましょう。 

STEP１：地域の特徴をまとめる 

STEP２：地域の問題点をまとめる 

STEP３：地域の将来像をえがく 

○主な自然は何でしょうか？ 

○主要な道路や公園、施設はどこにありますか？ 

○史跡や神社仏閣、文化財など守りたいまちの資源は何でしょうか？ 

○地場産業はありますか？                    など 

○休耕田が増えている、自然や田んぼが荒れてきている 

○道路が狭い、公園が少ない 

○若者が減っている、住む人が減っている 

○工場の廃業が増えている                    など 

○将来に継承（○○山、○○川、○○池、田園風景の保全など） 

○資源を活用（里山、特産物の活用、観光農園の活用など） 

○生活に必要なものを整備（道路、公園などの整備、住宅や工場を建築 など）
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□土地利用計画を作成しよう！ 

みなさんで考えた地区の将来像を土地利用計画図として表現します。土地利

用計画図は以下の内容を定めていきます。 

○計画区域を設定します 

・計画を作ろうとしている区域の境界線を地図に書き込みます。 

○地区の骨格となる施設を書き込みます 

・現在ある道路や公園、公民館など地区の骨格となる施設を書き込みま 

す。 

・拡幅が必要な道路や新しい公園が必要な場合は、書き加えます。 

・都市計画道路がある場合も書き加えます。 

○保全区域と森林区域を定めます 

・大切な自然として保全すべき山や川を「保全区域」、森林として地域環

境の形成を図る区域を「森林区域」として書き込みます。 

・守りたいまちの資源（神社、大樹、伝統家屋等）を「保全区域」として

書き込みます。 

○農業区域を定めます

・農業振興地域内の農用地区域を「農用地区域」として書き込みます。 

・農用地区域周辺で、土地のまとまりから見て農用地区域と一体的に農業 

の振興を図る区域を加えます。 

・農業の振興に不可欠なため池や農業用施設の区域を加えます。 

・現在は農業が行われていない空き地、荒れ地などで、将来、農業の振興     

区域があれば加えます。 

まず、計画している区域がすべて入っている１/５,０００～１/１０,０００の地形図

をご用意ください！！ 

どの田畑が農業振興地域内の農用地区域かわからない 

場合は、農林課へ 
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○集落区域を定めます

 ⇒特別指定区域の『地縁者の住宅区域』や『新規居住者の住宅区域』、『地

縁者の小規模事業所区域』が定められる地域となります。 

・既存の集落を中心に「集落区域」として書き込みます。 

・複数の建築物が集まる区域が既存集落の直近にある場所や沿道に複数位

置している場所などは区域に加えます。 

・農業区域と集落区域とが重なる部分や隙間ができる部分が出てくるので、

その境界をどこにするか決めます。 

○特定区域を定めます 

⇒特別指定区域の『既存事業所の拡張区域』や『既存工場の用途変更  

区域』、『地域振興のための工場』が定められる地域となります。

・雇用の創出や経済の活性につながる工業系利用地、学校や図書館、体育

館などが集まる公共施設系利用地などの地域の活性化に資する特定の

用途の建築物を、計画的に整備・開発する区域を「特定区域」として書

き込みます。 

CHECK!

■過去に土地改良事業（ほ場整備）が実施された土地の区域 

⇒基本的に「農業区域」となります。 

■建物に囲まれた小規模な農用地区域を集落区域に含める際 

⇒農政担当部局と協議が必要です。 

CHECK!

■市街化区域の人口や産業の規模等の考え方に影響を与えないこと 

■基本的に道路、上下水道などの都市基盤施設を新たに整備する 

必要がないこと 

  ■農用地や保安林などの保全すべき区域と重ならないこと

農業区域と集落区域の境界は・・・ 

特定区域を定めるにあたって・・・ 
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○土地利用計画の区域のイメージ 

出典：「田園集落のまちづくりを進めましょう」（兵庫県） 
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○市土地利用計画を活用して地区独自の土地利用計画へ 

うーん・・・ 

なんだかすごく難しそうだね。もう少し簡単にできる 

方法はないかなー。 

確かに複雑な内容だよね・・・。 

簡単にできるかはわからないけど、市の土地利用計画を基に 

地区土地利用計画を作るのはどうかなー。 

市土地利用計画（例） 

雑種地でインフラも整備されているので、新規居住者の 

住宅が建てられるよう集落区域にしよう！ 

以前まで工場があった場所だし、新たな工場が建てられる

ように特定区域にしよう！

※位置付けるには、他法令・インフラ状況の確認が必要

これならみんなと話し合って、検討できそうだね。 
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＜各区域について＞ 

◎保全区域 

良好な自然環境を保全する区域です。保全区域は、保全すべき山や川のほ

か、神社や大樹、伝統家屋など、守りたいまちの資源も含まれます。 

⇒原則として、土地利用転換を認めない区域です。 

⇒豊かな自然を活用するためのレクリエーション等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し

ます。 

⇒里山、鎮守の森等については、地域住民のかけがえのない資源として維

持保全していきます。 

◎森林区域 

森林としての地域環境を形成する区域です。森林区域は、自然公園や保安

林も含まれます。 

⇒都市的土地利用や開発、施設整備については抑制します。 

⇒森林資源を活かし、自然とのふれあいを中心とした文化、レクリエーシ

ョン等の場を提供します。 

◎農業区域 

農業の振興を図る区域です。農業振興地域内の農用地区域・農用地区域周

辺で、土地のまとまりからみて一体的に農業の振興を図る区域、農業の振興

に不可欠なため池、農業用施設の区域、将来、農業の振興を図るべき空き地、

荒れ地などが含まれます。 

農業区域の一部については、特産物を活用した観光農園など、田畑を活か

した体験、交流の区域とすることができます。 

⇒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します。 

⇒観光農業等、豊かな田園環境を生かした体験、交流の場を提供します。

◎集落区域 

良好な居住環境を保全又は形成する区域です。既存集落を中心とした区域

が中心となります。 

⇒農業生産活動や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します。 

⇒商業・業務施設については、日常生活用品の販売等小規模なものとしま

す。 

⇒既存集落のコミュニティと一体となった計画的な住宅供給については、

可能とします。 

⇒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ります。 

ここで少し説明 
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特別指定区域の指定については、以下のとおりとなっています。 

ここまで来たらあともう少し！！！ 

STEP１：特別指定区域の案を作成しよう！ 

○特別指定区域案を作成します。 

○土地利用計画・特別指定区域案について意見を聞く。 

○特別指定区域案を確定します。 

STEP３：市から県への申し出 

○特別指定区域の市案を作成します。 

○作成した案を市で皆さんへの意見を聴く手続きをします。 

○特別指定区域の市案を確定します。 

○確定した案を県へ申出します。 

STEP4：特別指定区域の指定へ 

STEP２：市へ特別指定区域の指定を申し出よう！ 

◎特定区域 

地域の活性化に資する特定の用途の建築物を整備・開発する区域です。こ

れまでの4つの区域以外に、周辺の環境に配慮しつつ、地域の活性化に資す

る特定の用途の建築物を計画的に整備・開発する区域となります。雇用の創

出や経済の活性化につながる「工業系の特定区域」、学校や図書館、体育館

などが集まる「公共施設系の特定区域」などが該当します。 

⇒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

境及び田園景観等との調整が図られ、また地域の活性化に資するものは

許容します。 

⇒雇用の場の創出や定住促進に資する生産流通、商業等の産業立地を可能

とします。 

○確定した案を市へ申出します。 

※STEP１、STEP２がまちづくり協議会で行っていただく作業です。 

③特別指定区域の指定 
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STEP１：特別指定区域の案を作成しよう！ 

□特別指定区域案を作成しよう！ 

土地利用計画に基づいたまちづくりを進めるため、協議会で特別指定区域の

案を作成します。具体的には、『集落区域』として位置付けた箇所には「地縁者

の住宅区域」や「新規居住者の住宅区域」などの設定、『特定区域』として位置

付けた箇所には、「地縁者の小規模事業所区域」や「地域振興のための工場区域」

などを設定することです。 

案については、以下の図書を作成しましょう。 

□土地利用計画・特別指定区域案について意見を聞こう！ 

作成した土地利用計画・特別指定区域案について、まちづくりの対象となる

区域の住民や地権者等から意見を募ることが大切です。市が作成する要綱では、

２週間縦覧又は閲覧に付して、案に対する意見書を提出する機会を設けること

となっています。地域の公民館等に設置し、作成した案をみなさんに見て頂け

る機会を設けましょう。 

※参考資料P４０ 

●指定申出書 

●特別指定区域の名称、特別指定区域に含まれる土地の区域及び予定建築物等

の用途を記載した図書 

●特別指定区域の位置図（1/25,000以上） 

●特別指定区域の区域図（1/2,500以上） 

●土地利用計画の概要 

●土地利用計画を作成する段階で出された関係住民及び利害関係人の意見書 

●その他必要な図書 

指定申出に必要な図書

土地利用計画・特別指定区域の案作成は、市もご一緒させてください。

また、図書の作成が難しい際は、都市整備課へご相談ください。 

CHECK! 土地利用計画・特別指定区域案についてみなさんからの意見聴取 

加東市まちづくり協議会の認定及び特別指定区域の指定に関する要綱 

第７条第２項（抜粋） 

   まちづくり協議会は、地区土地利用計画の案を2週間縦覧又は閲覧に付し、縦覧又は閲

覧期間満了の日まで当該案に対する意見書を提出する機会を設けるとともに、説明会の開

催等区域内の住民及び利害関係人の意見を反映させるために必要な措置を講じなければ

ならない。
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□土地利用計画・特別指定区域案を確定しよう！ 

土地利用計画・特別指定区域の案について、市と調整を重ね、協議会で作成

した案を確定します。 

STEP２：市へ特別指定区域の指定を申し出よう！ 

作成した図書を市へ提出し、特別指定区域の指定を申し出ます。 

STEP３：市から県への申し出（市での作業） 

□地区土地利用計画を認定、県への指定申出 

市は、特別指定区域の申出を受けた場合、指定基準に該当することを確認の

上、関係機関と協議し、市案を作成します。この段階で、住民の意向を再確認

する必要があると判断される場合は、説明会や縦覧等を実施します。 

その後、まちづくり協議会から提出された地区土地利用計画の認定、また特

別指定区域指定市案の県への申出について都市計画審議会に諮り、意見を聞い

て、市から県へ特別指定区域の指定を申し出ます。 

STEP４：特別指定区域の指定（県での作業） 

県は、市からの申し出を受けて、申出の内容が指定基準に該当することを確認

の上、関係機関と協議し、県案を作成します。県案について開発審査会の意見

を聞いて、特別指定区域を指定します。 

まちづくり協議会での作業は以上になります。 

以下、市・県による指定作業となります。 

地域に合ったまちづくりを実現しよう！ 
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５．制度の活用で困ったときは 

（１）特別指定区域に関する Q＆A 

Q：特別指定区域の指定で住環境が悪くなったりしないですか。 

A：指定する際には良好な住環境を形成するため、地域の現状を考慮した住宅建 

築に関してのルールを定めることが出来ます。 

Q：土地利用計画を自分たちだけで作るのは難しいと思うのですが。 

A：土地利用計画を作成する際には、まちづくりの進め方や考え方、必要な作業 

等について支援しますので、お気軽にご相談ください。 

Q：特別指定区域に指定されると手続きなしで建築できるようになるのですか。 

A：建築しようとする建物の用途や規模等が基準に合っているか確認するため、 

許可申請書を提出し、許可を受けてから建築していただくこととなります。 

建築については、加東土木事務所まちづくり建築課へご相談ください。 

Q：土地利用計画は一度作成するとそのままですか。 

A：社会経済状況等の変化などにより、その土地利用計画が現状と合わない場合、 

見直すことができます。 

Q：集落区域以外に住宅が建てられないようになるのですか。 

A：既にある住宅や農家住宅、基準を満たした分家住宅などは建築することがで 

きますが、農業区域など保全していこうとする区域は、新たな住宅等をでき 

るだけ集落区域や特定区域に建てようと、地域のみんなが心掛けることが大 

切です。 

Q：農用地区域や保安林がどこにあるかわからないのですが。 

A：市で農用地区域や保安林等の位置を確認することができますので、お気軽に 

ご相談ください。 

Q：住所地区と付合い地区が違う場合、どちらの区長へ相談すればいいんですか。 

A：住所地区と付き合い地区が隣接している場合、どちらでも結構です。まちづ 

くり協議会に参加する地区の区長へご相談ください。 

Q：申請すれば必ず指定できるのですか。

A：指定する際には一定の基準がありますので、その基準を満たしていれば指定 

可能です。 
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Q：アパート経営は可能ですか。

A：共同住宅を建築できる特別指定区域を指定すれば可能です。 

Q：区域指定は個人意見のみでも可能ですか。

A：個人の意見を地区で集約し、申し出てください。 

Q：飛び地の住宅やほ場整備をした田んぼに区域を指定できますか。

A：飛び地は、既存の集落より５０ｍ以内という基準がありますが、区域指定を

お考えの際はご相談ください。ほ場整備をした田んぼについては、農業区域

となりますので基本的に指定は難しいですが、農政協議を実施しますのでご

相談ください。 

Q：特別指定区域によって農業を衰退させてしまう恐れがあると思うんですが。

A：市街化調整区域の意義を活かした制度であるので、農業を衰退させるような 

土地利用は行いません。 

Q：指定にはどれぐらいの期間を要しますか。

A：市へ案を提出していただいてから、半年～１年程度の期間が必要です。 

Q：特別指定区域の指定によって固定資産税は上がりますか。

A：基本的に変動はありません。ただ、指定による土地利用が活発化されれば変

動する可能性はあります。 

Q：特別指定区域によって建てられる建築物の規模に規定はありますか。

A：指定したメニューによってそれぞれ基準が決まっております。また、指定の

際にルールを設けた場合、その基準に適合しなければなりません。 

Q：特別指定区域の指定によるデメリットはありますか。

A： 新規居住者が建築できるメニューは、ゴミ出しのマナーや地区作業への協

力、地区会議への出席など、新たな住民を迎えるにあたっての課題があり

ます。 

Q：現在指定されている区域はどこで確認できますか。

A： 加東市ホームページから各課からのお知らせ-都市整備課からのお知らせ-

特別指定区域（地縁者の住宅区域）で確認できます。詳細については都市

整備課窓口でご確認ください。 
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（２）用語集

用  語 意  味 

線引き制度 
都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分すること。 

加東市では、東播都市計画区域が線引きされています。 

市街化区域 
すでに市街地を形成している区域や優先的に市街化を促進する 

区域で、用途地域等を定め、計画的なまちづくりを行います。 

用途地域 
都市を住宅地、商業地、工業地などいくつかの種類に区分し、 

建築できる用途・規模等をそれぞれ定めること。 

市街化調整区域 
市街化を抑制し、優れた自然環境等を守る区域として、開発や 

建築が制限されている区域。 

都市計画区域 

農林漁業との調和をはかりながら、健全で機能的な都市活動を 

確保するという理念を達成するために指定する、都市施設計画 

や土地利用の規制の対象とされる区域。 

東播都市計画区域 

加東市の他に明石市、加古川市、高砂市、三木市、小野市、加 

西市、西脇市、播磨町、稲美町の８市２町から成る都市計画区 

域。 

東条都市計画区域 

東条地域のみから成る都市計画区域。線引きはされておらず 

（非線引き都市計画区域という。）、南山地区に用途地域が定め 

られています。 

都市計画区域外 

都市計画区域に入っていない地域。加東市では、池ノ内、馬瀬、 

上鴨川、下鴨川、畑、平木、廻渕、山口、上三草の一部が該当 

します。 

特別指定区域 
市街化調整区域の枠組みを維持しつつ、地域の活性化のために 

最低限の建築緩和を行う制度。 

市町土地利用計画 
市町の総合計画や個別規制法に基づく計画を踏まえて、市町レ 

ベルの総合的な土地利用の方針を示す計画。 

地区土地利用計画 
自治会の区域を基本とする地区レベルの土地利用の方向とその 

地域の特性にあった土地利用の方針を示す計画。 

地縁者 

市街化調整区域に通算して10年以上住んでいたことがある 

方。住んでいた場所の周辺の「地縁者の住宅区域」内で住宅が 

建築できます。 

都市計画道路 

都市の健全な発展と機能的な都市活動の確保を目的に、都市計 

画法に基づいて決定された道路。都市整備課の窓口・HPにて 

確認できます。 
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用  語 意  味 

農業振興地 
農業を推進することが必要と定められた地域。農林課にて確認 

できます。 

農用地区域 

農業振興地域内における農地で、生産性の高い農地など農業上 

の利用を確保すべき土地として指定された土地。農林課にて確 

認できます。 

ほ場整備 
既成の水田や畑を、生産性の向上や効率化を図るため、よりよ 

い基盤条件をもつ農地に整備する一連の土地改良。 

保安林 

森林の持つ水源のかん養、環境の保全などの機能を達成するた 

めに、森林以外の目的への土地の転用を原則禁止とし、伐採や 

開発に制限を加える森林。 

都市計画審議会 

都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画の決定・方針 

に関する重要事項の審議等を行う会議。加東市では、基本的に 

年３回を実施予定としています。 

難しい言葉が多いね・・・ 
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番号 区域の名称 区域に含まれる土地の区域 予定建築物の用途 備 考

1 山国地区 

加東市山国字前ヶ谷、字東原、字南中谷、

字小山、字ヲタンバ、字本手塚、字東野、

字ババ、字ハコキ及び字ノ田の各一部 

地縁者の住宅区域

2 松尾地区 

加東市松尾字土井ノ下、字野カヤ、字山ノ

内、字山西、字下土井ノ下、字井ノ谷ノ内、

字長燈籠、字丁田、字平塚、字清水、字北

角及び字南土井の各一部 

地縁者の住宅区域

3 出水地区 

加東市出水字神田、字芦原、字前田、字前

ノカチ、字井ノ尻、字竹ノ下、字南古河、

字北西ノカチ、字南西ノカチ、字岸ノ下、

字神水及び字久語ノ下の各一部 

地縁者の住宅区域

4 田中地区 

加東市田中字中才、字竹ノ下、字杉ノ本、

字起田、字狐田、字蓼原、字清水ノ本、字

中之坪、字北中才、字上松、字六貫田、字

堀ノ本、字堂開地、字瀬イ根及び字梨子ノ

本の各一部 

地縁者の住宅区域

5 鳥居地区 
加東市鳥居字松ヶ鼻、字前之笠、字三明、

字清水、字狭子及び字操嶋の各一部 
地縁者の住宅区域

6 貝原地区 
加東市貝原字苗代、字南垣内、字居垣内、

字溝向ヘ及び字中垣内の各一部 
地縁者の住宅区域

7 野村地区 

加東市野村字鎌田カチ、字藪下、字屋敷、

字権宮、字末道、字前、字大歳前、字與門

場、字出口、字釜土、字フロ、字内町、字

北條、字神子ノ芝、字柿ノ木、字船渡カチ、

字川ノ上、字若宮、字溝コ、字久語、字ヌ

クイ、字古手多、字七反畑及び字大将軍の

各一部 

地縁者の住宅区域

8 西垂水地区 
加東市西垂水字観音寺、字津久田、字北安、

字村相、字屋加之上及び字番茶の各一部 
地縁者の住宅区域

9 窪田地区 
加東市窪田字家長、字上ノ池、字前田、字

池町及び字ヤカノ上の各一部 
地縁者の住宅区域

10 家原地区 

加東市家原字内カイチ、字池ノ内、字中ノ

堂、字大将軍、字大坪、字庄幸、字堂ノ東、

字堂ノ本、字南田、字落雲、字岸ノ上、字

下河原、字八幡、字永良池及び字ハサコの

各一部 

地縁者の住宅区域

11 梶原地区 
加東市梶原字前垣、字大道、字裏垣、字御

墓、字前藪及び字辻の各一部 
地縁者の住宅区域

加東市 特別指定区域一覧（平成２７年３月現在） 



－ 31 － 

番号 区域の名称 区域に含まれる土地の区域 予定建築物の用途 備 考

12 沢部地区 

加東市字沢部字尼ヶ池下、字北山、字ハザ

コ、字北大才、字片山、字南開地、字弥谷

尻、字塩カラ、字依国谷、字下芝開地、字

橋詰、字北開地、字西開地、字置土井、字

大坪、字垣塚、字村前、字前出口及び字戸

井ノ内の各一部 

地縁者の住宅区域

13 福吉地区 

加東市福吉字東幸田、字西幸田、字東村間、

字村前、字西村間、字下三代坊及び字中田

の各一部 

地縁者の住宅区域

14 上田地区 

加東市上田字鳥木、字東カジロ、字梶ノ本、

字上石、字中才、字八幡ノ本、字坪井、字

手柄、字座當、字東ゴ、字馬渡り、字カジ

ロ、字高町、字稲次、字行長、字田井中、

字ミソコ、字八王寺、字中條、字馬場、字

宮ノ下、字城ノ本、字大西及び字五本松の

各一部 

地縁者の住宅区域

15 大門地区 

加東市大門字平松、字中ノ垣内、字川ノ上、

字中野、字堂ノ垣内、字三草田、字松ヶ本、

字大塚、字北池ノ尻、字ハタホコ、字大芝、

字久ドノ木、字中田、字北畑ケ、字西浦、

字居垣内及び字藪ヶ下の各一部 

地縁者の住宅区域

16 西古瀬地区 

加東市西古瀬字大年の西、字大年の前、字

中曽根、字辻ノ東、字辻ノカチ、字辻ノ南、

字フジ坂、字イノ坂上、字竹ノ前、字堂ノ

前、字末広、字東門、字イノ坂下、字松ヶ

崎、字南ノ上、字畑ヶ田、字道バタ、字郷

之端、字橋之本、字郷ノ元、字梁ノ上及び

字石ノ戸の各一部 

地縁者の住宅区域

17 中古瀬地区 

加東市中古瀬字居ガイチ、字谷田、字堂ノ

後、字北門、字村西、字岡ノ花、字林崎、

字小池、字柚ノ木、字荒内及び字タナシの

各一部 

地縁者の住宅区域

18 東古瀬地区 

加東市東古瀬字中入、字ハダコ、字東畑、

字長筬、字松ノ谷、字石橋、字江戸、字正

前、字宿田、字太中、字鴨原、字竹ノ下、

字東買元、字埜添、字宝田、字蔵ノ坪、字

中ノ坪、字坊ノ上及び字中カチの各一部 

地縁者の住宅区域

19 屋度地区 

加東市屋度字ネギ、字家ノ西、字無セノ本、

字内田、字大年ノ東、字東カイ本、字大縄

場、字小芝、字姥ヶ上、字家ノ下、字田中

谷、字西垣内、字ヒョウ及び字高町の各一

部 

地縁者の住宅区域



－ 32 － 

番号 区域の名称 区域に含まれる土地の区域 予定建築物の用途 備 考

20 東実地区 

加東市東実字中ノ東、字内山、字北山、字

宮ノ西、字前カチ、字北カチ、字池ノ内、

字大辻、字西ノ前、字五良塚、字備中坂ノ

北、字新田、字松本、字西山及び字大カチ

の各一部 

地縁者の住宅区域

21 上久米地区 

加東市上久米字大年ノ下、字佃田、字寺ノ

下、字ヨキ峠、字中所、字岩ヶ下、字池ノ

尻、字シブレ、字北小谷、字木谷、字横田、

字谷田、字中畑、字少分谷及び字北山の各

一部 

地縁者の住宅区域

22 下久米地区 

加東市下久米字鹿野、字田中、字下川原、

字下田、字キシ本、字中曽根、字谷、字大

谷、字山崎、字ヒノ口、字宮ノ下、オノ田、

字菅谷及び字片山の各一部 

地縁者の住宅区域

23 久米地区 

加東市久米字講田、字前谷、字清水、字腰

前、字鐘搗、字友草、字砂田、字高井、字

大垣内、字並田及び字中山の各一部 

地縁者の住宅区域

24 上山草地区 

加東市上三草字陣屋外、字川ハタ、字鳥居

の本、字寺ノ垣内、字松村、字木戸、字権

田、字梶谷、字善尾寺、字神町、字城根垣

内、字歳ノ神、字米山口、字池ノ尻、字大

年ノ下、字宮ノ下、字深田、字一の瀬、字

岩戸及び字陣屋裏の各一部 

地縁者の住宅区域

25 下山草地区 

加東市下三草字茶屋ノ前、字七尺田、字門

ノ坪、字堂ノ前、字川ノ上、字北カチ、字

三ノ尾、字諏訪ノ下及び字三草野の各一部

地縁者の住宅区域

26 木梨地区 

加東市木梨字向井田、字馬渡り、字西原、

字南原、字中原、字大井恋口、字川ノ下、

字中筋、字土井ノ内及び字和田の各一部 

地縁者の住宅区域

27 藤田地区 
加東市藤田字下カイチ、字藪下、字カイチ、

字出口及び字宮ノ下の各一部 
地縁者の住宅区域

28 牧野地区 

加東市牧野字前カチ、字赤田、字中ノカチ、

字ホソド、字中ソネ、字沢及び字奥ノカチ

の各一部 

地縁者の住宅区域

29 吉馬地区 

加東市吉馬字ココキノ上、字行人塚、字尾

通り、字中島、字池下、字村西、字居カチ、

字宮ノ下及び字小丸山の各一部 

地縁者の住宅区域

30 光明寺地区 
加東市光明寺字カヤジリ、字東明谷、字西

明谷及び字中田の各一部 
地縁者の住宅区域

31 上滝野地区 
加東市上滝野字宮ノ前、字西野、字宮ノ上

及び字小滝の各一部 
地縁者の住宅区域
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番号 区域の名称 区域に含まれる土地の区域 予定建築物の用途 備 考

32 河高地区 

加東市河高字浦山、字山中、字中条、字前

田、字溝ノ上、字片山、字西ノ前、字横大

道、字千原、字横山、字小宮、字堂ノ前、

字中村、字蔵ノ前、字小嶋、字小入、字八

寸、字宮ノ本、字下川原田、字蛭田、字堂

ノ元、字宮ノ下、字長尾、字溝越、字昆布

方、字尾ノ上、字下平木、字才ヶ谷、字安

取道北、字安取道南、字梅ヶ坪、字大谷及

び字トイツメの各一部 

地縁者の住宅区域

33 高岡地区 

加東市高岡字坂之上、字順礼道一法、字南

青ノ山、字青ノ山、字庚申前、字道池北、

字庚申裏、字別府道北ノ前、字北条道南谷、

字市坂、字冨家道南天神池下、字山裏道北、

字大谷東、字両平池之南、字弁才天、字赤

山、字北中山、字中山、字順礼道八坂、字

順礼道南新池ノ上、字順礼道南宮ノ前、字

別府道北ノ西、字北条道南西端、字北条道

南鶴ハミ、字北条道北西、字北条道南中嶋

西、字北条道北吸田谷、字北条道南中島、

字北条道北大谷西、字北条道北大谷中、字

北条道南黒岡、字北条道南天船、字冨家道

北東、字冨家道南東及び字冨家道北黒石の

各一部 

地縁者の住宅区域

34 穂積地区 

加東市穂積字松ノ上、字内町、字堀池、字

下屋敷、字山際、字高町、字岩見及び字廿

ヶ坪の各一部 

地縁者の住宅区域

35 稲尾地区 
加東市稲尾字天満尾、字中嶋、字赤ハゲ、

字東尾崎、字中山及び字中須の各一部 
地縁者の住宅区域

36 曽我地区 

加東市曽我字六蔵、字辻ノ内、字池田、字

出口、字蒲田、字山ノ下、字四ツ石及び字

北四ツ石、字上ノ垣及び字前田の各一部 

地縁者の住宅区域

37 多井田地区 

加東市多井田字キタン田、字畑ヶ田、字滝

ノ上、字東沢、字向山、字上ノカチ、字鯛

ノ山及び字中芝の各一部 

地縁者の住宅区域
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区域指定のフロー図１（案） 
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区域指定のフロー図２ 
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区域の名称 区域の種別 予定建築物等の用途 凡例

○○地区 地縁者の住宅区域
集落に通算して10年以上居住する者
の戸建て住宅（延べ面積280㎡以下、
敷地面積500㎡以下）

現　　　　　状

区域の名称 区域の種別 予定建築物等の用途 凡例

○○地区 地域活力再生等区域
集落に通算して10年以上居住する者
の戸建て住宅（延べ面積280㎡以下、
敷地面積500㎡以下）

改正条例施行後
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○○地区まちづくり協議会規約

（名称）

第１条 この協議会は、○○地区まちづくり協議会（以下「協議会」という。）という。

（目的）

第２条 協議会は、○○地区の住民が力を合わせ、地域の課題や要望を話し合い、意見を

まとめ、地域住民が一体となって、地域の特色と個性を活かしたまちづくりを進めるこ

とで、コミュニティの充実・強化を図り、地域の課題解決と住みよい活力ある地域を実

現することを目的とする。

（活動）

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

（１） 地域住民の総意を反映したまちづくり活動

（２）住民主体のまちづくりを実践するための研究・協議・企画立案

（３）広報及び意見収集を行い地域住民に開かれた活動

（４）地域住民及び関係機関との連絡調整

（５）その他前条の目的を達成するために必要な活動

（構成員）

第４条 協議会の構成員は、○○地区の居住者であり、かつ次に掲げる者で構成する。

（１） 区長、もしくはそれにかわる代理者

（２）地区等から推薦された者

（３）自薦による者

２ 協議会には、前項の構成員の他に助言者を置くことができる。

（構成員の任期）

第５条 構成員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。

２ 補欠構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

（役員）

第６条 協議会に次の役員を置く。

（１）会長１名

（２）副会長２名

（３）運営委員５名

（４）書記１名

２ 役員は、構成員の互選により選出する。

（役員の職務）

第７条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

３ 運営委員は、協議会の運営及び活動を円滑に行う。

４ 書記は、協議会の事務を行い、議事を記録する。

まちづくり協議会規約例 
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（会議）

第８条 協議会の会議は、第４条の構成員をもって構成し、次に掲げる事項について議論

する。

（１）地区の土地利用現況や問題点

（２）地区土地利用計画の検討

（３）特別指定区域の検討

（４） 役員の選任に関すること

（５）その他協議会の運営に関する重要な事項

（会議の招集及び運営）

第９条 会議は、必要に応じて会長が招集し、会長を議長とする。

２ 会議は、構成員の過半数の出席により成立し、委任状による者を出席者と認める。

３ 会議の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。

４ 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴

くことができる。

５ 会議は、原則として公開とする。

（雑則）

第 10条 この規約にない事項および疑義を生じた事項については、総会の議決を経て別に
定める。

附則

この規約は、平成○○年○○月○○日より施行する。
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