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《序章》 土地利用計画の策定にあたって
計画策定の社会的背景
〇国土幹線である新名神高速道路とアクセス道路の建設
現在、名古屋市から神戸市に至る新名神高速道路（近畿自動車道名古屋神戸線）の建設
が進んでおり、本市の北部地域に（仮称）川西インターチェンジ（以下「川西 I.C.」とい
う。）が設置され、平成 28 年度末に供用される予定です。
川西 I.C.が開通すると、本市の北部・中部から中国地方や中部地方へのアクセスが向上
し、全国の高速道路網とつながる新たな交通の玄関口が生まれることとなります。
また、川西 I.C.のアクセス道路として整備される県道川西インター線は、県道川西篠山
線と国道 173 号を結び、本市を東西に横断する地域間の交通の軸ともなります。
○川西Ｉ.Ｃ.の開設に伴い予想される開発・建築需要の高まり
川西 I.C.は高速道路を利用した広域交通や本市を横断する地域間交通の要所となり、今
後、その周辺では新たなヒトやモノの動きが生じることから、開発・建築に対する需要が
高まることが予想されます。
○市街化調整区域における開発許可制度の弾力的な運用
川西 I.C.周辺は市街化調整区域です。市街化調整区域の開発許可制度は、地域の状況に
より一定の限界はあるものの、地域の維持発展のために弾力的な運用が可能な状況へと変
化してきています。
具体的には、平成 12 年の都市計画法の改正により、条例に定められた開発・建築の許可
が、さらに平成 18 年の都市計画法の改正により、地区計画に適合する開発・建築の許可が
できるようになりました。
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《第 1 章》 土地利用計画の概要
１－１ 計画の目的

川西Ｉ.Ｃ.の開設に伴い、市街化調整区域の緑豊かな環境を守りながら、
地域の活性化に向けて一定の開発・建築を計画的に誘導する土地利用を示す

現在、本市の北部地域において新名神高速道路とアクセス道路の建設が進んでおり、川
西 I.C.が開通すると、新たな交通の玄関口が生まれることとなります。
川西 I.C.周辺は、これまで市街化調整区域として、地域の環境を守るため無秩序な市街
化を一律に抑制してきましたが、今後、川西 I.C.が開通すれば、広域交通、地域間交通な
ど新たな交通が発生し、開発・建築需要が高まることが予想されます。
そこで、これまでのように一律に市街化を抑制するのではなく、市街化調整区域として
の緑豊かな環境を守りながら、地域の活性化に向けて一定の開発・建築を計画的に誘導す
るため、新名神高速道路インターチェンジ周辺土地利用計画を策定します。
なお、土地利用計画を策定した段階では、開発・建築は不可能です。土地利用が具体化
した土地の区域において、土地利用計画に即して市街化調整区域における開発許可制度を
適用することで開発・建築が可能となります。

新名神高速道路インターチェンジ
周辺土地利用計画の策定

開発・建築
不可能

土地利用が具体化した土地の区域

土地利用計画に即して市街化調整
区域における開発許可制度を適用
図表 1 土地利用に至る流れ
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開発・建築
可能

１－２ 計画の位置づけ
本計画は、第 5 次川西市総合計画と川西市都市計画マスタープランに即して定めます。
また、本計画は、川西市都市計画マスタープランに定める土地利用の方針を具体化した
ものであることから、今後、本市が定める都市計画は本計画に即したものとし、計画の対
象区域内で行う開発許可は本計画に適合するよう運用するものとします。

第 5 次川西市総合計画
(市町村の建設に関する基本構想)

川西市都市計画マスタープラン
(市町村の都市計画に関する基本的な方針)

新名神高速道路インターチェンジ
周辺土地利用計画（本計画）

図表 2 計画の位置づけ

１－３ 計画の期間
計画の期間は、上位計画との整合を図って、平成 27 年度から平成 34 年度までの 8 か年
とします。また、社会経済の動向等を見極めつつ、必要に応じて見直しを行うこととしま
す。

第5次総合計画 ・
都市計画マスター
プラン
新名神高速道路イ
ンターチェンジ周辺
土地利用計画

平成２５年度

26

27

28

29

30

31

32

33

基準年次

平成３４年度

目標年次

平成２７年度

基準年次

28

29

図表 3 計画の期間
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30

31

32

33

１－４ 計画の対象区域
本計画が対象とする区域は、川西 I.C.周辺の市街化調整区域約 500ha とします。

凡

例

計画の対象区域
（市街化調整区域）
市街化区域

図表 4 計画の対象区域
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《第 2 章》 土地利用計画の前提
２－１ 新名神高速道路の概要
新名神高速道路（近畿自動車道名古屋神戸線）は、名古屋市を起点として神戸市に至る
延長約 174km の高速道路です。名神高速道路、中国自動車道など周辺の高速道路等ととも
に、近畿圏と中部圏を結ぶ高速道路のネットワークを形成します。

図表 5 新名神高速道路の概要図

川西 I.C.は、高槻第二 JCT と神戸 JCT のほぼ中央に位置するものです。名神高速道路、
中国自動車道と一体となった広域交通の窓口が生まれることとなります。

新名神高速道路

図表 6 川西Ｉ.Ｃ.の概要図
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２－２ アクセス道路の概要
新名神高速道路への主要なアクセス道路として、県道川西インター線及び市道矢問畦野
線の 2 路線があります。

① 県道川西インター線（都市計画道路川西インター石道畦野線）
新名神高速道路の川西 I.C.へのアクセス道路として、川西市内の主要な南北道路であ
る県道川西篠山線と国道 173 号を東西に結ぶ延長 3,300m の幹線道路を整備します。

② 市道矢問畦野線（都市計画道路矢問畦野線）
県道川西インター線へのアクセス道路として、水明台から東畦野を結ぶ延長 655ｍの
区間を整備します。

図表 7 アクセス道路の概要図
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《第 3 章》 現状と課題
３－１ 土地利用等の現状
対象区域の概況、土地利用の現状等は、以下のとおりです。
なお、詳細については、資料-1（P.44～50）にまとめています。

① 対象区域の概況
○地勢・地形
・ 起伏する丘陵、山地がほとんどを占め、西側に猪名川、東側に一庫大路次川が流れ
る地形です。
・ 河川沿いの沖積平野、河岸段丘において農地や石道の集落が分布しています。
○人口等
・ 人口が減少する一方で、世帯は増加し小世帯化が進んでいます。

② 土地利用の現状
○土地利用・建物用途
・ I.C.周辺地区、東畦野地区では、山間部に大規模なゴルフ場が分布しています。
・ I.C.周辺地区、西畦野地区では、まとまりある農地が広がっています。
・ 対象区域に立地する建物の用途は住宅が多く、その多くは石道地区に分布していま
す。

③ 基盤施設の現状
○道路・公園
・ 道路は、河川沿いの市道以外は狭い道路となっています。
・ 公園は、石道地区に小規模な公園が1つ整備されています。
○上水道
・ 石道地区、I.C.周辺地区の西部の山地部を除く全てが給水区域に含まれています。
○下水道（雨水・汚水）
・ 石道地区の集落、西畦野地区、東畦野地区は公共下水道計画区域に含まれています。

④ 保全すべき土地の現状
○保全すべき緑地
・ 石道地区の集落後背地の山林の一部が保安林に指定されています。

⑤ 配慮すべき土地の現状
○文化財・警戒区域等
・ 埋蔵文化財包蔵地 ： I.C.周辺地区、西畦野地区の農地、東畦野地区の丘陵地に指定
されています。
・ 浸水予想区域 ： I.C.周辺地区、西畦野地区の農地に指定されています。
・ 遊水地域 ： I.C.周辺地区の猪名川上流に指定されています。
・ 土砂災害警戒区域(土石流) ： 石道地区の北部と南部、I.C.周辺地区の南部に指定さ
れています。
・ 土砂災害警戒区域(急傾斜の崩壊) ： 石道地区の南部、I.C.周辺地区の南部に指定さ
れています。
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３－２ 市民等の意向
計画の策定に当たり、川西 I.C.設置後の土地利用に対する市民と土地所有者の意向を把
握するため、アンケート調査を実施しました。また、地域住民の意向を把握するため、地
元説明会を開催しました。
これらにより得られた市民等の意向は、以下のとおりです。
なお、詳細については、資料-2（P.51～54）にまとめています。

① 市民の意向
○市民の意向
立地を望むとの回答があった施設を、回答の割合が高いものから並べると、
第1：本市のＰＲ施設の立地
第2：大規模店舗、スポーツ・レジャー施設、公共公益施設の立地
第3：沿道利用施設の立地
第4：工場・物流施設の立地
となりました。
また、現状どおり開発を抑制し、自然環境の保全を求める意向は25％の方から回答が
ありました。

② 土地所有者の意向
○土地所有者の意向
立地を望むとの回答があった施設を、回答の割合が高いものから並べると、
第1：本市のＰＲ施設、大規模店舗、スポーツ・レジャー施設、公共公益施設の立地
第2：沿道利用施設、工場・物流施設の立地
となりました。
また、現状どおり開発を抑制し、自然環境の保全を求める意向は15％の方から回答が
ありました。
○農地・山林所有者の意向
農地・山林の所有者は、土地利用について、当面は現状のままで、将来は土地活用を
していきたいとする意向が最も多く、40％から50％を占めており、将来的な土地利用を
模索している方が多いことがわかります。
また、すぐにでも土地活用したいとする意見も、30％から40％を占め、積極的な活用
を求めている方もいます。

③ 地域住民の意向
地域住民の意向としては、営農環境や居住環境の保全を基調としながらも、開発の可能
性を残しておきたい、開発するならば現状と調和した秩序ある開発となるよう一定のルー
ルを決めておきたい、という思いとなっています。
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３－３ 土地利用の課題
土地利用等の現状と市民等の意向を踏まえて整理した土地利用の課題は、以下のとおり
です。

水と緑豊かな環境・景観の魅力の保全
対象区域は、豊かな自然環境・田園景観が残されています。市民等からは、現状どおり水と
緑の環境・景観の魅力を保全していきたいとする意向があります。
今後、地域の土地を有効活用していくに当たっては、水と緑豊かな環境・景観の魅力を保全
していくことが求められています。

現

・河川、山地緑地等の豊かな自然環境

状

Ｉ．Ｃ．開設を契機とした様々なニーズへの対応
市民と土地所有者からは、I.C.の開設を契機として土地を有効活用したいという意向が伺え
ます。また、地域住民からは、営農環境や居住環境を保全しながらも、一定のルールの下、開
発の可能性を残していきたいという意向が伺えます。
具体的な土地利用としては、市のＰＲ施設、商業施設、スポーツ・レジャー施設、公共公益
施設等の立地が望まれています。
以上を踏まえ、水と緑豊かな環境との調和を図りながら、今後、このような様々なニーズに
対応していくことが求められています。

・ 新名神高速道路とアクセス道路の建設

現
状

・ 川西Ｉ.Ｃ.開設に伴い予想される開発・建築需要の高まり
・ 一部の土地は開発に当たって営農・浸水等に配慮が必要
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新たに発生する交通への対応
I.C.の開設により、これまでの流れが大きく変わり、ヒト、モノの流れがこの地域に集約で
きる可能性が高まってくると、多くの人々に期待されています。
今後、水と緑豊かな環境との調和を図りながら、道路利用者のためのガソリンスタンド、ド
ライブイン等の沿道利用施設を立地できるようにして、新たに発生する交通に対応していくこ
とが求められています。

・ 新名神高速道路とアクセス道路の建設

現
状

・ 川西Ｉ.Ｃ.の開設に伴い予想される沿道利用施設建設の需要
の高まり
・ 一部の土地は開発に当たって営農・浸水等に配慮が必要

地域コミュニティの維持・活性化
対象区域では、市街化を抑制してきた中で人口が減少し、地域コミュニティが衰退しつつあ
り、また、道路・公園等の生活基盤が十分には整備されてきませんでした。
今後、住宅の建設、事業所の改善等がより行いやすくなるように、市街化調整区域の制限を
緩和し、地域コミュニティを維持・活性化していくことが求められています。

現
状

・ 人口減少
・ 未整備な道路、公園等
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《第 4 章》 土地利用計画
４－１ 上位計画の概要
本計画の上位計画となる「第 5 次川西市総合計画」と「川西市都市計画マスタープラン」の
うち、本計画と関連する部分の概要は、以下のとおりです。

（１）第 5 次川西市総合計画
・計画の期間：平成 25 年度～平成 34 年度
・都市デザイン：都市デザインにおける地域区分は、山や川など地形の特性を基本とし、
土地利用の状況や市街地の発展経緯なども考慮して、市域を大きく６つ
の地域に区分します。

地域別方針
北部・南地域
建設中の新名神高速道路周辺に広がる自然緑地、山下周辺の里景観を
呈する集落地、日生ニュータウンや大和団地などから構成されている地
域です。鉄道機能と駅周辺の都市機能の充実を図りつつ、高速道路周辺
の自然環境にも配慮しながら、既成市街地及びニュータウンなどの維
持・保全と活力再生をめざします。
・基本計画の前期重点プロジェクト：
豊かな水と緑共生プロジェクト
・新名神高速道路インターチェンジ周辺の活性化を含めた土地利用計画の策定

本計画の対象区域

図表 8

地域別方針付図
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（２）川西市都市計画マスタープラン
・計画の期間：平成 25 年度～平成 34 年度
・市全体の都市構造：以下のとおり

地域核
今後は既存施設や地域資源を
活かし、用途地域等の土地利用

① 都市構造

誘導手段を取り入れながら、生
活に密着した様々なニーズに
対応した機能の集積をめざす
ものとします。

本計画の対象区域

広域連携軸
：新名神高速道路（国土幹線）

水と緑の連携軸（緑水軸）
：猪名川、一庫大路次川

市域を越えて広域的な人の移動や

本市の豊かな自然環境や潤いある

物流を支える交通の軸を「広域連

自然景観を形成している樹林、緑

帯軸」と位置づけ、広域圏へのア

地、水辺、河川などを「水と緑の連

クセス性を強化し、都市活動にお

携軸（緑水軸）」と位置づけ、水と

ける連携・交流を促進します。

緑のネットワークとして保全する
とともに、市街地では延焼遮断帯と
して活用します。

図表 9

都市構造図
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② 土地利用の方針

本計画の対象区域

図表 10

土地利用方針図

＜自然利用共生地区＞
方針

 自然共生拠点を中心に形成され、豊かな自然に包まれた地域であることから、現
在の自然環境との共生を図ります。

＜自然保全地区＞
 森林や農地は、生態系や自然地形、営農環境を保全するために、現在の環境を保

方針

持し、他の土地利用の転換を抑制していきます。
 既存集落地では、生活に関連する施設の充実に努め、定住環境の維持に努めます。

＜新名神高速道路インターチェンジ周辺地域（計画的整備検討地区）＞
方針

 新名神高速道路に接続する川西インター石道畦野線などのアクセス道路の沿道
の適正な土地利用を誘導します。
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③ 地域別方針
・北部・南地域の方針：
鉄道機能と駅周辺の都市機能の充実を図りつつ、高速道路周辺の自然環境にも配慮
しながら、既成市街地及びニュータウンなどの維持・保全と活力再生をめざします
＜土地利用＞


新名神高速道路のインターチェンジへアクセスする川西インター石道畦野線な
どの周辺では、緑豊かな周辺環境に配慮しつつ、沿道の適正な土地利用を誘導し
ます。



里山に隣接する集落地を保全するとともに、生活に関連する施設を充実させるな
ど、定住環境の維持に努めます。



緑水軸である猪名川や一庫大路次川は、河川管理者の協力により地域に豊かな自
然環境と潤いのある自然景観を提供する貴重な資源として保全に努めます。

＜交通＞


新名神高速道路及び川西インター石道畦野線の整備を関係機関との連携により
進め、水明台へ接続する矢問畦野線の都市計画道路等を整備することにより、
（仮
称）川西インターチェンジへのアクセス性の向上と市域内の東西交通を円滑化し
ます。また、川西インター石道畦野線での植樹帯の整備など、緑のネットワーク
の形成に努めます。

＜市街地整備＞


能勢電鉄山下駅を中心とした地域核は、商業・文化・生活利便施設など、地域に
必要な都市機能が集積した活力とにぎわいのある拠点の創出をめざします。

＜景観・防災等＞


地域東部及び西部の山並み・ニュータウン周辺の自然緑地・里山に隣接する集落
地は、良好な地域イメージを支える大切な景観資源であることから、自然景観な
どの保全に努めます。

14

４－２ 土地利用の基本理念
上位計画に即して、川西 I.C.周辺地域において、緑豊かな環境を守りながら、適正な土地利
用を誘導するため、次のとおり基本理念を定めます。

基本理念

玄関口として緑地保全・景観形成を図りつつ、
地域の活性化に資する土地利用を実現していきます

また、適正な土地利用を実現するために、水と緑豊かな環境・景観の魅力を保全・形成する
「緑地保全・景観形成」を基本的な視点としながら、開発需要の高まりを適正に誘導する「地
域振興」、新たに発生する交通に対応する「交通利便」、地域コミュニティを維持・活性化する
「生活環境」の４つの視点をもって計画します。

４つの視点
地域振興

交通利便

生活環境
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４－３ 土地利用方針
土地利用の課題を踏まえたうえで、土地利用の基本理念に基づき、次のとおり土地利用
方針を定めます。

（１）緑地保全・景観形成の方針
土地利用の基本理念に基づき、緑地保全・景観形成の方針を示します。

もてなしの玄関口としての緑地保全・景観形成
本市の北の玄関口として、周辺の豊かな自然環境と調和した緑地保全・景観形成をめざしま
す

（２）整備・開発の方針
土地利用の基本理念に基づき、整備・開発の方針を示します。

Ｉ．Ｃ．を活かす地域振興
地域振興のためにＩ.Ｃ.周辺という立地特性を活かしたビジネスチャンス等の可能性を高め
る土地利用をめざします

道路利用者の交通利便の確保
高速道路やアクセス道路を利用する道路利用者の利便性を向上させる土地利用をめざします

生活環境の改善
地域のコミュニティの活性化や生活利便の向上に資する土地利用をめざします
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４－４ 土地利用計画
（１）ゾーンの区分と配置
土地利用の基本理念と土地利用方針に従って、対象区域における土地利用を計画的に進めて
いくため、対象区域を自然環境保全ゾーン、プロジェクト対応ゾーン、沿道利用対応ゾーン、
生活環境改善ゾーンの 4 つのゾーンに区分します。さらに、プロジェクト対応ゾーンは、自然
利用共生型、新規機能型の 2 つの型に区分します。
各ゾーンの区分と配置の考え方は、以下のとおりです。

ゾーン

区 分

配 置

自然環境を保全するために、開
自然環境保全ゾーン

発を抑制していくゾーン

河川、保安林等の保全すべき緑地
及び他のどのゾーンにも属さない
土地の範囲

緑地保全・景観形成を図りつつ、

プロジェクト

自然利用

都市近郊において自然との共生を

共生型

体感できる土地利用に対応できる

川西 I.C.周辺の山林、既存ゴルフ
場等の範囲

ゾーン※

対応ゾーン

緑地保全・景観形成を図りつつ、
新規機能型

一体のまとまりある平地の範囲

地域振興に寄与する土地利用に対
応できるゾーン※
緑地保全・景観形成を図りつつ、
道路利用者へのサービスを提供す
る土地利用に対応できるゾーン※

沿道利用

県道川西インター線の沿道で、次
のいずれにも該当する範囲
1.道路の区間
隣接敷地との高低差が比較的
小さい道路の区間
2.道路端からの距離

対応ゾーン

50m
ただし、開発区域の過半が当該範
囲に属するときは、その区域の全部
が含まれるものとする
生活環境
改善ゾーン

緑地保全・景観形成を図りつつ、

既存集落の範囲

既存集落の住環境や既存事業所の
操業環境を改善するゾーン

対応できるゾーン※
プロジェクト対応ゾーンと沿道利用対応ゾーンは、上記区分欄に掲げる土地利用が可能
なゾーンです。
したがって、ゾーンの全域を土地利用に供するのではなく、土地利用が具体化した土地
の区域のみが利用されることとなります。
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（２）ゾーン別の土地利用
ゾーン別の土地利用は、以下のとおりです。

ゾーン共通
■緑地保全
・ 緑豊かな自然環境を保全するために、現況森林を保全するとともに、敷地内を十分緑
化します。
■景観形成
・ 建築物等や屋外広告物は、背景となる山並みなど周辺の自然景観と調和したものと
します。また、集落の民家や社寺等の周辺においては、これらの伝統的集落景観と
も調和したものとします。
・ 建築物等や工作物については、高さを低くするとともに、屋根及び壁面の色彩と材
料を周辺の景観と調和したものとします。
・ 屋外広告物については、高さを低くし、面積を制限するとともに、色彩の制限、発
光の禁止などにより、周辺の景観を阻害しないようにします。

自然環境保全ゾーン
自然環境を保全するために、開発を抑制していくゾーン
■配置
・ 河川、保安林等の保全すべき緑地及び他のどのゾーンにも属さない土地の範囲とし
ます。
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プロジェクト対応ゾーン（自然利用共生型）
（プロジェクト対応ゾーンには「自然利用共生型」と「新規機能型」の２つの型があります）

緑地保全・景観形成を図りつつ、都市近郊において自然との共生を体感できる土地利用
に対応できるゾーン
■配置
・ 川西 I.C.周辺の山林、既存ゴルフ場等の範囲とします。
■緑地保全・景観形成
・ 現況森林の十分な保全と周辺緑地の十分な確保により、敷地内の緑化を積極的に行い
ます。
・ 建築物等や屋外広告物は、周辺の景観と調和したものとします。
■想定用途
・ スポーツ・レジャー施設の管理施設と付帯する宿泊施設
・ 介護老人保健施設
■周辺環境との調和
・ 周辺の環境と調和するよう敷地規模を十分にゆとりあるものとし、建築物は高さが低
く、低容積率、低建ぺい率のものとします。
・ 周辺の農地や宅地への日照等に配慮し、建築物や駐車場を敷地境界から十分後退させ
るものとします。また、後退した部分に緑地帯を設け、周辺農地の日照や周辺住宅地
のプライバシー保護等のため、適切な高さの樹木を植栽します。
・ 夜間照明により周辺の営農環境や居住環境に影響がでにくいように、照明設備は高さ
や形状、向き等に配慮したものとします。

【土地利用のイメージ】
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プロジェクト対応ゾーン（新規機能型）
（プロジェクト対応ゾーンには「自然利用共生型」と「新規機能型」の２つの型があります）

緑地保全・景観形成を図りつつ、地域振興に寄与する土地利用に対応できるゾーン
■配置
・ 一体のまとまりある平地の範囲とします。
■緑地保全・景観形成
・ 現況森林の保全や周辺緑地の十分な確保により、敷地内の緑化を積極的に行います。
・ 建築物等や屋外広告物は、周辺の景観と調和したものとします。
■想定用途
・ スポーツ・レジャー施設の管理施設
・ 「道の駅」相当の施設
・ 地域振興のための工場
・ 流通業務施設
・ 学校
・ 病院
・ その他、市長が必要と認める施設
■周辺環境との調和
・ 周辺の環境と調和するよう敷地規模を十分にゆとりあるものとし、建築物は高さが低
く、低容積率、低建ぺい率のものとします。ただし、地域主導の計画的な土地利用に
おいて、地域及び市の活性化に貢献する取り組みであり、かつ、周辺環境と調和する
と認められる場合は、土地利用の適正な増進に配慮し適切に定めるものとします。
・ 周辺の農地や宅地への日照等に配慮し、建築物や駐車場を敷地境界から十分後退させ
るものとします。また、後退した部分に緑地帯を設け、周辺農地の日照や周辺住宅地
のプライバシー保護等のため、適切な高さの樹木を植栽します。
・ 夜間照明により周辺の営農環境や居住環境に影響がでにくいように、照明設備は高さ
や形状、向き等に配慮したものとします。

【土地利用のイメージ】
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沿道利用対応ゾーン
緑地保全・景観形成を図りつつ、道路利用者へのサービスを提供する土地利用に対応で
きるゾーン
■配置
・ 県道川西インター線の沿道で、次のいずれにも該当する範囲とします。
1.道路の区間 ： 隣接敷地との高低差が比較的小さい道路の区間
2.道路端からの距離 ： 50m
ただし、開発区域の過半が当該範囲に属するときは、その区域の全部が含まれるもの
とします。
■緑地保全・景観形成
・ 現況森林の保全や周辺緑地の確保により、敷地内の緑化を積極的に行います。
・ 建築物等や屋外広告物は、周辺の景観と調和したものとします。
■想定用途
・ ドライブイン
・ ガソリンスタンド
・ コンビニエンスストア
■周辺環境との調和
・ 周辺の環境と調和するよう、また敷地内に十分な駐車スペースを確保できるよう敷地
規模をゆとりあるものとし、建築物は平屋建てで、低容積率、低建ぺい率のものとし
ます。
・ 周辺の農地や宅地への日照等に配慮し、建築物や駐車場を敷地境界から十分後退させ
るものとします。また、後退した部分に緑地帯を設け、周辺農地の日照や周辺住宅地
のプライバシー保護等のため、適切な高さの樹木を植栽します。
・ 夜間照明により周辺の営農環境や居住環境に影響がでにくいように、照明設備は高さ
や形状、向き等に配慮したものとします。

【土地利用のイメージ】
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生活環境改善ゾーン
緑地保全・景観形成を図りつつ、既存集落の住環境や既存事業所の操業環境を改善する
ゾーン
■配置
・ 既存集落の範囲とします。
■緑地保全・景観形成
・ 敷地内の緑化を積極的に行います。
・ 建築物等や屋外広告物は、周辺の景観と調和したものとします。
■想定用途
・ 戸建専用住宅
・ 建替・用途変更される既存事業所
・ 日常品販売店等
■周辺環境との調和
・ 敷地規模をゆとりあるものとし、壁面後退により隣接地に対してゆとりある空間を確
保します。
・ 建築物は高さが低く、低容積率、低建ぺい率のものとします。
ただし、既存の建築物とその敷地については、これらを適用しません。
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（３）道路、公園等の整備計画
道路、公園などは、日常生活の中で利用されるもっとも身近な公共施設です。地域の現状と
地域住民の意向を踏まえて、道路の整備と高架下空間を活用した公園等の整備を行います。

① 道路の整備計画
（石道地区）
地区の中心に県道川西インター線が整備されることから、アクセス道路である市道 283
号・284 号・787 号の拡幅整備を行います。また、猪名川左岸の工事用進入道路を市道と
して、その整備を行います。
（西畦野地区）
市道５２号の歩道については、一部区間で拡幅整備を行います。
（東畦野地区）
水明台から県道川西インター線へのアクセス道路として、矢問畦野線の整備を行います。
また、東畦野地区内の県道川西インター線へのアクセス道路として、市道 51 号と市道 867
号の付替整備を行います。

② 公園等の整備計画
新名神高速道路の整備に伴い生じる高架下の空間を活用した公園等の整備を行います。
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（４）土地利用計画図

図表 11 土地利用計画図
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《第 5 章》 土地利用計画の実現
５－１ 地区計画による開発・建築の計画的誘導
土地利用計画を実現するための市街化調整区域における開発許可制度として、地区計画制度
を活用します。

（１）地区計画制度の活用
① 市街化調整区域における土地利用の実現手法
本計画の対象区域は市街化調整区域であり、原則、市街化を抑制すべき区域として開発・
建築行為には許可が必要となります。都市計画法第 34 条では、開発・建築行為を許可する基
準と手法を示していますが、本計画を実現するために考えられる手法としては、以下のもの
が考えられます。
図表 12 市街化調整区域における土地利用の実現手法
土地利用の
実現手法

根拠法

各制度の概要

都市計画法

地区計画を決定し、地区計画に適合する開発・

 第 34 条第 1 項第 10 号

建築を許可する制度
地区にふさわしいまちづくりの目標を定め、その
達成のため、道路・公園などの地区施設の整備、
土地利用や建築物の形態・意匠等についての規
制・誘導の両面からの計画を策定し、その計画に
適合する開発・建築を許可する制度

地区計画

都市計画法

市条例により区域と用途を指定し、開発・建築

 第 34 条第 1 項第 12 号

を許可する制度
開発区域周辺の公共施設の整備状況等も踏まえ、
開発が行われてもスプロールが生じることがない
ように適切な区域設定を行い、その区域内で地域
の振興に寄与できる一定の開発・建築を許可する
制度

特別指定区域

都市計画法

開発審査会の議を経て個別に開発・建築を許可

 第 34 条第 1 項第 14 号

する制度
都市計画法第 34 条第 1 号から第 13 号までに掲
げられた開発許可基準に該当しないものであっ
て、個別に開発審査会の議を経て開発・建築を許
可する制度

個別の開発許可
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② 地区計画制度の活用
土地利用計画を実現するためには、市街化調整区域における建築物の立地規制を緩和する
ことに加え、緑地保全・景観形成などを条件付けることや、立地の際に地区内道路などの整
備をさせることができる総合的な制度が求められます。さらに、開発後も計画に定めた土地
利用を適正に維持していく必要があります。
これらの観点から、先ほどの 3 つの手法を比較すると次のようになります。
図表 13 手法の比較
土地利用の実現手法
地区計画
(法第 34 条第 1 項第 10 号)

特別指定区域
(法第 34 条第 1 項第 12 号)

個別の開発許可
(法第 34 条第 1 項第 14 号)

立地規制の
緩和

緑地保全

景観形成

○

○

○

○

○

×

×

×

○

×

×

×

地区内道路
開発後の適正な維持
等の整備

○
用途、緑地、外観、道路
すべてを適正に維持

×
用途のみ適正に維持

×
用途のみ適正に維持

よって、総合的な制度である地区計画制度の活用により土地利用計画を実現することとし
ます。
ただし、市街化区域に隣接した場所で、市街化区域と一体となった面的整備事業等を行う
区域については、市街化区域編入をめざしたまちづくりを行うことになります。
市街化区域編入には、具体的な事業手法や計画人口、都市基盤施設の設計をより明確にし
て、5 年に 1 度の市街化区域の見直しにおける編入を計画していく必要があります。
したがって、当該区域内で地区計画を定める場合は、この土地利用計画に合致し、市街化
区域の編入基準を満たす「市街化区域（編入を前提とした）の地区計画」として定めること
となります。
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(２）市街化調整区域で地区計画を定める場合の留意事項
市街化調整区域で地区計画を定めるに当たっての留意事項は、以下のとおりです。

① 道路・上下水道等の整備されていない区域
開発・建築に必要な道路・上下水道等の都市基盤施設の無い地区においては、地区計画は
定められません。
ただし、開発・建築に伴い自ら施設の整備を行う場合は、この限りではありません。

② 溢水、土砂崩落等による災害発生の危険性のある土地の区域
土砂災害特別警戒区域、災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂
災害危険個所、山地災害危険地区等においては、地区計画は定められません。
ただし、開発・建築に伴い自ら災害防止のための具体的な措置を講じる場合は、この限り
ではありません。

③ 優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存するべき土地の区域
農用地区域、甲種農地及び第１種農地の区域、土地改良事業を実施した農地等においては、
地区計画は定められません。

④ 優れた自然環境を維持し、都市の環境を保持する等のため保全するべき土地の
区域
保安林、保安施設地区、保安林予定森林、防砂の施設等においては、地区計画は定められ
ません。

（３）地区計画の規制基準
土地利用計画を実現していくための地区計画の規制基準は、以下のとおりです。
ここに示す規制基準とは最低限の基準であり、地区計画を定める際は、状況に応じてこれら
の基準以上の制限を定めることとなります。
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① プロジェクト対応ゾーン（自然利用共生型）
（プロジェクト対応ゾーンには「自然利用共生型」と「新規機能型」の２つの型があります）

プロジェクト対応ゾーン（自然利用共生型）の地区計画の規制基準は、以下のとおりです。
図表 14 プロジェクト対応ゾーン（自然利用共生型）の地区計画の規制基準
＜区域の整備・開発及び保全に関する方針＞
プロジェクト対応ゾーン（自然利用共生型）の地区計画
区域の整備・開発及
び保全に関する方
針

自然・農林業を活用・体験できる施設の立地により、都市近郊において自然との共生を体感で
きる土地利用を目標とする
現況森林の十分な保全と周辺緑地の十分な確保により、敷地内の緑化を積極的に行う
周辺の営農環境や居住環境に十分配慮する

＜地区整備計画＞
プロジェクト対応ゾーン（自然利用共生型）の地区計画
地区施設の配置
及び規模

後背地に宅地がある場合は、後背地の土地利用を制約しないよう地区内道路を整備するか、
または、進入道路の整備が可能となるよう地区計画の区域を定めなければならない
建築できる建築物の用途

建築物等の
用途の制限
＊１

プロジェクトごとに、以下の用途から選択して定める
・ スポーツ・レジャー施設の管理施設と付帯する宿泊施設
・ 介護老人保健施設

建
築
物
に
関
す
る
事
項

容積率の最
高限度

10分の8以下

建ぺい率の最
高限度

10分の5以下

敷地面積の
最低限度

原則10,000㎡以上

壁面の位置
の制限

4ｍ以上、かつ、周辺の営農環境と居住環境に配慮した距離とする

建築物等の
高さの最高限
度

原則12ｍ以下

建築物等の
形態・又は色
彩その他意匠
の制限＊2

・ 建築物等は、屋根及び壁面の色彩と材料を周辺の環境と調和したものとする
・ 屋外広告物は、高さを低くし、面積を制限するとともに、色彩の制限、発光の禁止などによ
り、周辺の景観を阻害しないものとする
・ 夜間照明により周辺の営農環境や居住環境に影響がでにくいように、照明設備は高さや形
状、向き等に配慮したものとする
・ 緑化率は30%以上とする
・ 予定建築物等と一体の緑地を配置する

建築物の緑
化率の最低
限度＊3

・ 周辺緑地は幅員が4m以上、かつ、営農環境と居住環境に配慮した距離、高さとする
ただし、駐車場の出入口等の部分については、この限りではない
・ 主要道路の沿道に緑地を配置する
・ 造成法面を緑化修景する
・ 擁壁等を緑化修景する
・ 駐車場等を緑化修景する
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かき又はさく
の構造の制
限

周辺環境と調和する構造とする
・ 森林の保全
敷地内に現況森林が存在する場合にあっては、現況森林の面積に応じ、以下の表に掲
げる割合以上の面積の森林を保全する

土地の利用に関す
る事項＊3

敷地内の現況
森林の面積
1.0ヘクタール以上
0.3ヘクタール以上
1.0ヘクタール未満
0.3ヘクタール未満

現況森林の面積の割合
50％
40％
30％

・ 優れた景観の構成要素を保全する

注）災害時の応急建築物等、通常の管理行為・軽易な行為として建築する建築物等 ＊１については、
上記の制限を適用しない
＊１＊２＊３

＊１
＊２
＊３

兵庫県都市計画法施行条例の許可基準等を準用（図表 18 P.36 参照）
川西市都市景観形成条例と兵庫県屋外広告物条例の基準を準用（図表 19 P.38 参照）
兵庫県緑豊かな地域環境の形成に関する条例の基準を準用（図表 19 P.38 参照）
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② プロジェクト対応ゾーン（新規機能型）
（プロジェクト対応ゾーンには「自然利用共生型」と「新規機能型」の２つの型があります）

プロジェクト対応ゾーン（新規機能型）の地区計画の規制基準は、以下のとおりです。
図表 15 プロジェクト対応ゾーン（新規機能型）の地区計画の規制基準
＜区域の整備・開発及び保全に関する方針＞
プロジェクト対応ゾーン（新規機能型）の地区計画
区域の整備・開発及
び保全に関する方
針

地域に関する情報を提供する商業施設、工場、物流施設等の立地により、地域振興に寄与す
る土地利用を目標とする
現況森林の保全や周辺緑地の十分な確保により、敷地内の緑化を積極的に行う
周辺の営農環境や居住環境に十分配慮する

＜地区整備計画＞
プロジェクト対応ゾーン（新規機能型）の地区計画
地区施設の配置
及び規模

後背地に宅地がある場合は、後背地の土地利用を制約しないよう地区内道路を整備するか、
または、進入道路の整備が可能となるよう地区計画の区域を定めなければならない
建築できる建築物の用途
プロジェクトごとに、以下の用途から選択して定める
・ スポーツ・レジャー施設の管理施設

建築物等の
用途の制限
＊１

・ 「道の駅」相当の施設
・ 地域振興のための工場
・ 流通業務施設
・ 学校
・ 病院
・ その他、市長が必要と認める施設

建
築
物
に
関
す
る
事
項

容積率の最
高限度

10分の8以下

建ぺい率の最
高限度

10分の5以下

敷地面積の
最低限度

原則10,000㎡以上

壁面の位置
の制限

4ｍ以上、かつ、周辺の営農環境と居住環境に配慮した距離とする

建築物等の
高さの最高限
度

原則12ｍ以下

建築物等の
形態・又は色
彩その他意匠
の制限＊2

・ 建築物等は、屋根及び壁面の色彩と材料を周辺の環境と調和したものとする
・ 屋外広告物は、高さを低くし、面積を制限するとともに、色彩の制限、発光の禁止などによ
り、周辺の景観を阻害しないものとする
・ 夜間照明により周辺の営農環境や居住環境に影響がでにくいように、照明設備は高さや形
状、向き等に配慮したものとする
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・ 緑化率は20%以上とする
・ 予定建築物等と一体の緑地を配置する
建築物の緑
化率の最低
限度＊3

・ 周辺緑地は幅員が4m以上、かつ、営農環境と居住環境に配慮した距離、高さとする
ただし、駐車場の出入口等の部分については、この限りではない
・ 主要道路の沿道に緑地を配置する
・ 造成法面を緑化修景する
・ 擁壁等を緑化修景する
・ 駐車場等を緑化修景する

かき又はさく
の構造の制
限

周辺環境と調和する構造とする
・ 森林の保全
敷地内に現況森林が存在する場合にあっては、現況森林の面積に応じ、以下の表に掲
げる割合以上の面積の森林を保全する

土地の利用に関す
る事項＊3

敷地内の現況
森林の面積
1.0ヘクタール以上
0.3ヘクタール以上
1.0ヘクタール未満
0.3ヘクタール未満

現況森林の面積の割合
40％
30％
20％

・ 優れた景観の構成要素を保全する

注 1）災害時の応急建築物等、通常の管理行為・軽易な行為として建築する建築物等 ＊１については、
上記の制限を適用しない
注 2）地区の面積が 5ha 以上である地域主導の計画的な土地利用において、地域及び市の活性化に貢
献する取り組みであり、かつ、周辺の土地利用状況を勘案して環境上及び景観上の対策を講じ
ることにより、周辺環境と調和すると認められる場合は、上記制限を適用せず、容積率の最高
限度及び建ぺい率の最高限度に関する制限については、市街化調整区域の制限を上限とした値、
また、建築物等の高さの最高限度に関する制限については、地域特性に応じた値を定めること
ができる
＊１＊２＊３

＊１
＊２
＊３

兵庫県都市計画法施行条例の許可基準等を準用（図表 18 P.36 参照）
川西市都市景観形成条例と兵庫県屋外広告物条例の基準を準用（図表 19 P.38 参照）
兵庫県緑豊かな地域環境の形成に関する条例の基準を準用（図表 19 P.38 参照）
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③ 沿道利用対応ゾーン
沿道利用ゾーンの地区計画の規制基準は、以下のとおりです。
図表 16 沿道利用対応ゾーンの地区計画の規制基準
＜区域の整備・開発及び保全に関する方針＞
沿道利用対応ゾーンの地区計画
区域の整備・開発及
び保全に関する方
針

沿道サービス施設の立地により、道路利用者へのサービスを提供する土地利用を目標とする
現況森林の保全や周辺緑地の確保により、敷地内の緑化を積極的に行う
周辺の営農環境や居住環境に十分配慮する

＜地区整備計画＞
沿道利用対応ゾーンの地区計画
地区施設の配置
及び規模

後背地に宅地がある場合は、後背地の土地利用を制約しないよう地区内道路を整備するか、
または、進入道路の整備が可能となるよう地区計画の区域を定めなければならない
建築できる建築物の用途

建築物等の
用途の制限
＊１

・ ドライブイン
・ ガソリンスタンド
・ コンビニエンスストア

容積率の最
高限度
建ぺい率の最
高限度
敷地面積の
最低限度

建
築
物
に
関
す
る
事
項

10分の8以下
10分の5以下
500㎡以上
敷地面積に応じ以下の表に掲げる以上の距離とし、かつ、周辺の営農環境と居住環境に配慮
した距離とする

壁面の位置
の制限

敷地の面積
1.0ヘクタール以上
0.3ヘクタール以上
1.0ヘクタール未満

壁面の位置
4ｍ

0.3ヘクタール未満

（幹線道路に面する
箇所は3m以上とする）

3ｍ
2ｍ

建築物等の
高さの最高限
度
建築物等の
形態・又は色
彩その他意匠
の制限＊2

10ｍ以下
・ 建築物等は、屋根及び壁面の色彩と材料を周辺の環境と調和したものとする
・ 屋外広告物は、高さを低くし、面積を制限するとともに、色彩の制限、発光の禁止などによ
り、周辺の景観を阻害しないものとする
・ 夜間照明により周辺の営農環境や居住環境に影響がでにくいように、照明設備は高さや形
状、向き等に配慮したものとする
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・ 緑化率は20%以上とする
・ 予定建築物等と一体の緑地を配置する
・ 周辺緑地は敷地面積に応じ以下の表に掲げる以上の幅員とし、かつ、営農環境と居住環境
に配慮した距離、高さとする
ただし、駐車場の出入口等の部分については、この限りではない
建築物の緑
化率の最低
限度＊3

敷地の面積
1.0ヘクタール以上
0.3ヘクタール以上
1.0ヘクタール未満
0.3ヘクタール未満

緑地帯の幅員
4ｍ
3ｍ
2ｍ

・ 主要道路の沿道に緑地を配置する
・ 造成法面を緑化修景する
・ 擁壁等を緑化修景する
・ 駐車場等を緑化修景する
かき又はさく
の構造の制
限

周辺環境と調和する構造とする
・ 森林の保全
敷地内に現況森林が存在する場合にあっては、現況森林の面積に応じ、以下の表に掲
げる割合以上の面積の森林を保全する

土地の利用に関す
る事項＊3

敷地内の現況
森林の面積
1.0ヘクタール以上
0.3ヘクタール以上
1.0ヘクタール未満
0.3ヘクタール未満

現況森林の面積の割合
40％
30％
20％

・ 優れた景観の構成要素を保全する

注）災害時の応急建築物等、通常の管理行為・軽易な行為として建築する建築物等 ＊１については、
上記の制限を適用しない
＊１

＊２

＊１

兵庫県都市計画法施行条例の許可基準等を準用（図表 18 P.36 参照）
川西市都市景観形成条例と兵庫県屋外広告物条例の基準を準用（図表 19 P.38 参照）
兵庫県緑豊かな地域環境の形成に関する条例の基準を準用（図表 19 P.38 参照）

＊２
＊３

＊３
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④ 生活環境改善ゾーン
生活環境改善ゾーンの地区計画の規制基準は、以下のとおりです。
図表 17 生活環境改善ゾーンの地区計画の規制基準
＜区域の整備・開発及び保全に関する方針＞
生活環境改善ゾーンの地区計画
戸建専用住宅、生活利便施設、建替・用途変更される事業所の立地により、既存集落の住環
区域の整備・開発及
び保全に関する方
針

境や既存事業所の操業環境を改善する土地利用を目標とする
敷地内の緑化を積極的に行う
周辺の営農環境や居住環境に十分配慮する

＜地区整備計画＞
生活環境改善ゾーンの地区計画
地区施設の配置
及び規模

―――
建築できる建築物の用途
・ 戸建専用住宅

建築物等の
用途の制限
＊１

・ 建替・用途変更される事業所
・ 農林業用施設
・ 公益上必要な建築物
・ 日常品販売店等
・ 市民農園の管理施設

容積率の最
高限度
建ぺい率の最
高限度

建
築
物
に
関
す
る
事
項

住宅は10分の10以下、住宅以外は10分の20以下
住宅は10分の5以下、住宅以外は10分の6以下

敷地面積の
最低限度

300㎡以上

壁面の位置
の制限

1.5ｍ以上

建築物等の
高さの最高限
度

住宅は10ｍ以下、住宅以外は12m以下

建築物等の
形態・又は色
彩その他意匠
の制限＊2

・ 建築物等は、屋根及び壁面の色彩と材料を周辺の環境と調和したものとする
・ 屋外広告物は、高さを低くし、面積を制限するとともに、色彩の制限、発光の禁止などによ
り、周辺の景観を阻害しないものとする
・ 緑化率は20%以上とする

建築物の緑
化率の最低
限度＊3

・ 造成法面を緑化修景する
・ 擁壁等を緑化修景する
・ 駐車場等を緑化修景する

かき又はさく
の構造の制
限

周辺環境と調和する構造とする
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土地の利用に関す
る事項

―――

注 1）既存の建築物に関する制限については、上記の制限を適用せず、従来の制限が継続されるよう
取り扱いを別途定める
注 2）災害時の応急建築物等、通常の管理行為・軽易な行為として建築する建築物等＊１については、
上記の制限を適用しない

＊１

＊２

＊１

兵庫県都市計画法施行条例の許可基準等を準用（図表 18 P.36 参照）
川西市都市景観形成条例と兵庫県屋外広告物条例の基準を準用（図表 19 P.38 参照）
兵庫県緑豊かな地域環境の形成に関する条例の基準を準用（図表 19 P.38 参照）

＊２
＊３

＊３
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⑤ 想定用途と緑地保全・景観形成の審査基準
各ゾーンの想定用途と緑地保全・景観形成の主な審査基準は、以下のとおりです。
図表 18 想定用途の主な審査基準と準用する基準
ゾーン

用途

スポーツ・レジ
ャー施設の管
理施設

自
然
利
用
共
生
型
スポーツ・
レジャー施
設に付帯す
る宿泊施設

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
対
応
ゾ
ー
ン

介護老人保健
施設
スポーツ・レジ
ャー施設の管
理施設
「道の駅」相当
の施設

新
規
機
能
型

地域振興のた
めの工場

流通業務施設

学校

病院

主な審査基準

準用する基準

スポーツ施設、レジャー施設とは、開放性が高く、かつ、
相当規模の空き地を必要とする施設で、次に掲げるもの
(1) 第二種特定工作物相当の施設で、次に掲げるもの
（墓園は除く）
ア 野球場、庭球場、陸上競技場等
イ 遊園地、動物園等
(2) 第二種特定工作物に該当しない施設で、次に掲げる
もの
ア キャンプ場等
イ ゴルフ打放し練習場
スポーツ施設、レジャー施設の管理施設とは、これらの
施設の管理上又は利用上必要不可欠な建築物で、次のい
ずれかに該当するもののうち、その周辺の地域における環
境の保全上支障がないもの
(1) 管理事務所
(2) 倉庫
(3) キャンプ場のバンガローその他の工作物の利用の目
的を達成するために当該工作物に付帯する建築物
(4) 当該工作物を利用する者のための食堂、売店、便所
又は休憩所
当該施設を利用する者のための宿泊施設であって、付
帯施設として必要最低限の規模のもの

兵庫県都市計画法施行条例
別表第2の14の項
「スポーツ・レジャー施設及び
墓園の管理施設（墓園は除
く）」の許可基準

介護保険法第8条第25項に規定する介護老人保健施設
で、入所定数が次のいずれにも該当するもの
(1) 100名以下であること
(2) 介護保険法第118条第1項に規定する兵庫県介護保
険事業支援計画において定める同条第2項第1号に
規定する必要入所定員総数以下であること
上記に同じ（付帯する宿泊施設は除く）

兵庫県都市計画法施行条例
別表第2の12の項
「介護老人保健施設」の許可
基準

道路及び地域に関する情報を提供する「道の駅」相当の
施設
ただし、設置者は市町村等に限らない
先端的な科学技術に関する事業又は、地域の雇用、就
業の機会の創出及び地場産業の振興に資する事業に係る
工場で、周辺の地域における環境の保全上支障がないも
の

「道の駅」登録・案内要綱の
施設整備基準

流通業務の用に供する施設で、次のいずれかに該当する
もの
(1) 貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般
貨物自動車運送事業の用に供するもの
(2) 倉庫業法第2条第2項に規定する倉庫業の用に供す
るもの
学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定
する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校
の用に供する施設である建築物
医療法第1条の5第1項に規定する病院、同項第2項に規
定する診療所又は同法第2条第1項に規定する助産所の用
に供する施設である建築物
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上記に同じ

兵庫県都市計画法施行条例
別表第3の6の項
「地域振興のための工場区
域に建築できる建築物」の許
可基準
兵庫県都市計画法施行条例
別表第3の8の項
「流通業務施設区域に建築で
きる建築物」の許可基準
都市計画法第29条第3号、同
法施行令第21条第26号イの
規定
都市計画法第29条第3号、同
法施行令第21条第26号ハの
規定

ゾーン

用途

ドライブイン

沿
道
利
用
対
応
ゾ
ー
ン

ガソリンスタ
ンド

コンビニエン
スストア

日常品販売店
等

建替される既
存事業所

生
活
環
境
改
善
ゾ
ー
ン

用途変更され
る事業所

準用する基準

道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設け
られる休憩所であり、次のいずれにも該当する施設
(1) 運転手等が利用可能な洗面所及び便所を設置するこ
と
(2) 建築物は平屋建てとすること
(3) 敷地規模は2,000㎡以下であること
(4) 建築物には20席以上の客席を設置すること
(5) 客席数の3分の1以上の車両が駐車できるスペースを
確保すること
(6) 用途は日本標準産業分類中「一般飲食店」(中分類76
のうち法第34条第1号に該当する業種に限る)に該当
するもの
道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設け
られる給油所であり、次のいずれにも該当する施設
(1) 運転手等が利用可能な洗面所及び便所を設置するこ
と
(2) 建築物は平屋建てとすること
周辺の通行車両の運転手や同乗者に、休憩に必要な食品
等の販売及び飲食スペース、便所の提供を行う店舗で、次
のいずれにも該当するもの
(1) 敷地規模は2,000㎡以下とすること
(2) 延べ面積の合計は250㎡以下とすること
(3) 建築物は平屋建てとすること

都市計画法第34条第9号、同
法施行令第29条の7第1号の
許可基準

当該開発区域の周辺の市街化調整区域に居住している
者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の
業務を営む店舗、事業場その他これらに類する建築物で、
その延べ面積が 50 ㎡以下のもの
市街化調整区域に建設されてから通算して 10 年以上営
まれている事業所の事業環境改善のために行う当該事業
所の建替に係る建築物で、建築物の延べ面積及び敷地面
積が建替前の延べ面積及び敷地面積のそれぞれ 1.5 倍を
超えないもの
廃業等により業種又は事業者が変更され、現敷地にお
いて引き続き営まれる、地場産業の振興に資する事業に係
る工場で、その周辺の地域における環境の保全上支障が
ないもの

都市計画法第 34 条第 1 号該
当の「日常生活に必要な物
品の販売店等」の許可基準

農林業用施設

農業もしくは林業の用に供する建築物またはこれらの業
務を営む者の居住の用に供する建築物

公益上必要な
建築物

公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建
築物のうちその周辺の地域における適正かつ合理的な土
地利用及び環境の保全を図る上で支障がない建築物

市民農園の管
理施設

ゾ
ー
ン
共
通

主な審査基準

都市計画法第34条第14号許
可に係る兵庫県の提案基準
21「コンビニエンスストア」の
許可基準

兵庫県都市計画法施行条例
別表第 3 の 5 の項
「既存事業所の拡張区域に
建築できる建築物」の許可基
準
兵庫県都市計画法施行条例
別表第 3 の 7 の項
「既存工場の用途変更区域
に建築できる建築物」の許可
基準
都市計画法第 29 条第 1 項第
2 号、都市計画施行令第 20
条の規定
都市計画法第 29 条第 1 項第
3 号の規定

市民農園の開設にあたって作成する整備運営計画であ
って、市民農園整備促進法第7条第1項により市町の認定を
受けたものに従い建築される管理上又は利用上必要不可
欠な建築物で、次のいずれかに該当するもの
(1) 休憩施設である建築物
(2) 農作業の講習の用に供する建築物
(3) 簡易宿泊施設である建築物
(4) 管理事務所その他の管理施設である建築物
災害時の応急建築物等

都市計画法第34条第14号該
当の市民農園施設の許可基
準、同法施行令第21条の規
定

通常の管理行為・軽易な行為として建築する建築物等

都市計画法第29条第1項第
11号の規定

災害時の応急
建築物等
通常の管理行
為、軽易な行為
として建築す
る建築物等

都市計画法第34条第9号、同
法施行令第29条の7第1号の
許可基準

注）審査基準の詳細は、別途定める
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都市計画法第29条第1項第
10号の規定

図表 19 緑地保全・景観形成の主な審査基準と準用する基準
ゾーン

主な審査基準

準用する基準

緑化率
30%以上
森林の保全
敷地内に現況森林が存在する場合にあっては、以下の表に掲
げる割合以上の面積の森林を保全すること

自
然
利
用
共
生
型

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
対
応
ゾ
ー
ン

敷地内の現況森林の面積
1.0ヘクタール以上
0.3ヘクタール以上
1.0ヘクタール未満
0.3ヘクタール未満

現況森林の面積の割合
50％
40％
30％

周辺緑地の確保
敷地外周には幅員4m以上の緑地帯が配置されていること
緑化率
20%以上
森林の保全
敷地内に現況森林が存在する場合にあっては、以下の表に掲
げる割合以上の面積の森林を保全すること

新
規
機
能
型

敷地内の現況森林の面積
1.0ヘクタール以上
0.3ヘクタール以上
1.0ヘクタール未満
0.3ヘクタール未満

緑地保全

30％
20％

周辺緑地の確保
敷地外周には幅員4m以上の緑地帯が配置されていること
緑化率
20%以上

敷地内の現況森林の面積
1.0ヘクタール以上
0.3ヘクタール以上
1.0ヘクタール未満
0.3ヘクタール未満

兵庫県緑豊かな地域環境
の形成に関する条例
淡路地域 地域環境形成
基準「さとの区域」の基準

現況森林の面積の割合
40％
30％
20％

周辺緑地の確保
敷地外周には以下の表に掲げる幅員以上の緑地帯が配置さ
れていること
敷地の面積
1.0ヘクタール以上
0.3ヘクタール以上
1.0ヘクタール未満
0.3ヘクタール未満

緑地帯の幅員
4ｍ
3ｍ
2ｍ

緑化率
20％以上

生
活
ゾ環
ー境
ン改
善

建築物の屋根及び壁面
自然緑地と調和する色彩とするため、次のとおりとすること

ゾ
ー
ン
共
通

兵庫県緑豊かな地域環境
の形成に関する条例
淡路地域 地域環境形成
基準「さとの区域」の基準

現況森林の面積の割合
40％

森林の保全
敷地内に現況森林が存在する場合にあっては、以下の表に掲
げる割合以上の面積の森林を保全すること

沿
道
利
用
対
応
ゾ
ー
ン

兵庫県緑豊かな地域環境
の形成に関する条例
淡路地域 地域環境形成
基準「森を活かす区域」の
基準

景観形成

色相
R(赤)、Yr(橙)
Y(黄)
その他

兵庫県特別指定区域制度
建築（いえ・にわづくり）の
基準、兵庫県緑豊かな地
域環境の形成に関する条
例 淡路地域 地域環境形
成基準「まちの区域」の基
準
川西市都市景観形成条例
自然景観形成基準

彩度
６以下
４以下
２以下

自家用・管理用広告物
(1) 地上からの高さは5ｍ以下
(2) 面積は10㎡以下（管理用広告物は5㎡以下）
(3) 建築物の壁面からの突出は禁止
(4) ネオンサイン等の使用・光源の点滅は禁止

注）審査基準の詳細は、別途定める
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兵庫県屋外広告物条例
第1種禁止区域基準

（４）地区計画の決定
① 区域の設定
計画の対象区域には、地区計画を決定する土地の区域と、農地や山林の保全のため地区計
画を決定しない土地の区域があります。
地区計画を決定する場合は、農地や山林が決定される区域に囲まれて孤立する状況となら
ないように区域を定めることとします。ただし、既存集落の範囲で区域を設定することとな
る生活環境改善ゾーンについては、これによらないこととします。

② 手続
プロジェクト対応ゾーン、沿道利用対応ゾーンの地区計画の決定手続は、土地利用が具体
化し、利害関係者の同意が得られたところから順次決定します。その手続は、以下のとおり
です。
なお、生活環境改善ゾーンの地区計画の決定手続は、既存集落の住民から市へ地区計画素
案の申出を行うこととなります。

図表 20 地区計画の決定手続
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③ 決定時期
地区計画の決定時期は、以下のとおりです。

図表 21 地区計画の決定時期
ゾーン

プロジェクト対応ゾーン
(自然利用共生型・新規機能型）

地区計画の決定時期
開発・建築（プロジェクト）に合わせて決定

沿道利用対応ゾーン

開発・建築（プロジェクト）に合わせて決定

生活環境改善ゾーン

既存集落の生活環境を改善するため、できるだけ早期に決定
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５－２ 開発・建築に伴う道路・上下水等の整備
開発・建築を行おうとする者は、予め関係機関と協議のうえ、次のことを行わなければな
らない。

（１）道路の整備


開発・建築を行おうとする土地が道路に接続していない場合は、接続させるための進入路
を整備しなければならない。



接続する道路の交通に支障が生じないように、出入口及び引込道路等を整備しなければな
らない。



後背地に宅地がある場合は、後背地の土地利用を制約しないよう地区内道路を整備するか、
または、進入道路の整備が可能となるよう地区計画の区域を定めなければならない。

（２）上下水道等の整備


後背地に宅地がある場合は、後背地への給排水管の敷設が可能となるよう、地区内道路を
整備するか、または、給排水管の敷設が可能となるよう地区計画の区域を定めなければな
らない。



上水道の給水については、開発・建築をしようとする施設及び立地から見て給水が可能か、
予め関係機関と協議をしなければならない。また、給水可能な場合は、既存の水道施設か
ら、開発者の負担で引込管を整備しなければならない。



汚水の排水については、開発・建築を行おうとする区域が、下水道法に基づく計画区域に
含まれる場合は、既存の公共下水道施設まで、開発者の負担で接続管を整備しなければな
らない。また、計画区域に含まれない場合については、適正な排水方法を計画し、処理施
設を整備しなければならない。



雨水の排水については、開発・建築を行おうとする土地の区域が浸水区域に含まれる場合
は、浸水が起こらないよう排水施設等を整備しなければならない。
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参考

図表 22 土地利用計画の実現のイメージ

１
開発事業に合せて
地区計画区域を決定
地区計画区域を決定

沿道利用対応ゾーン

沿道 利用 対応ゾ ーン
プ ロジ ェクト 対応 ゾーン

２

開発事業に合せて
地区計画区域を決定

沿道利用対応ゾーン

沿道 利用 対応ゾ ーン
プ ロジ ェクト 対応 ゾーン
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３

沿道利用対応ゾーン

沿道 利用 対応ゾ ーン
プ ロジ ェクト 対応 ゾーン

４

沿道利用対応ゾーン

沿道 利用 対応ゾ ーン
プ ロジ ェクト 対応 ゾーン
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資料
資料-１ 土地利用等の現状
（１）対象区域の概況
＜地勢・地形＞
起伏する丘陵、山地がほとんどを占め、西側に猪名川、東側に一庫大路次川が流れる地形
河川沿いの沖積平野、河岸段丘において農地や石道の集落が分布
対象区域は、概ね南下がりで、様々に起伏する丘陵、山地がほとんどを占める地形となっ
ています。その起伏の多い丘陵、山地の間を西側には猪名川、東側には一庫大路次川が流れ
ています。
河川沿いの沖積平野、河岸段丘において、農地や石道の集落が分布しています。

図表 23 地形・地勢の概況（航空写真）

＜人口等＞
人口が減少する一方で、世帯は増加し小世帯化が進行
対象区域にある石道、対象区域に接する西畦野、東畦野の人口は、10 年間で 5,337 人から
5,040 人へと約 300 人減少しています。一方、世帯数は 10 年間で 1,899 世帯から 2,040 世帯へ
と約 140 世帯増加し、世帯人員は 2.81 人から 2.47 人へと約 0.34 人減少し、小世帯化が進んで
います。
出典：住民基本台帳

図表 24 過去 10 年間の人口・世帯数の推移(各年 3 月末時点)

人口

世帯数

平成 16 年

平成 26 年

増減

平成 16 年

平成 26 年

増減

石道

458

396

▲62

148

147

▲1

西畦野

929

773

▲156

313

320

7

東畦野

3,950

3,871

▲79

1,438

1,573

135

合計

5,337

5,040

▲297

1,899

2,040

141

※

西畦野：市街化区域の西畦野 1 丁目、2 丁目を含む
東畦野：市街化区域の東畦野 1 丁目～6 丁目を含む
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（２）土地利用の現状
＜土地利用・建物用途＞
Ｉ.Ｃ.周辺地区、東畦野地区では、山間部に大規模なゴルフ場が分布
Ｉ.Ｃ.周辺地区、西畦野地区では、まとまりある農地が広がる
対象区域に立地する建物の用途は住宅が多く、その多くは石道地区に分布

Ｉ.Ｃ.周辺地区、東畦野地区では、山間に
ゴルフ場が分布しています。
石道地区では、河岸段丘に農地や集落が分
布しています。Ｉ.Ｃ.周辺地区、西畦野地区
では、沖積平野にまとまった農地が広がって
います。東畦野地区では、県道川西インター
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線沿いに農地が広がっています。
また、対象区域の区域界付近では、学校や
テニス場などが立地し、市街化区域と一体的
な土地利用がなされているところがあります。
対象区域に立地する建物の用途は、住宅が
多く、その多くが石道地区に分布しています。
なお、石道地区では農家も多く、農業用施設
が点在しています。

図表 25 土地利用・建物用途の現状図
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（３）基盤施設の現状
＜道路・公園＞
道路は、河川沿いの市道以外は狭い道路
公園は、石道地区に小規模な公園が 1 つ整備

対象地区内の猪名川沿い、一庫大路次川沿
いの市道は一定の幅員もあり主な生活道路と
なっていますが、これら以外は幅員が狭い道
路となっています。
公園は、石道地区に小規模な公園が１つ整
備されています。
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図表 26 道路・公園の現状図
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＜上水道＞
石道地区、Ｉ.Ｃ.周辺地区の西部の山地部を除く全てが給水区域に含まれる

石道地区、Ｉ.Ｃ.周辺地区の西部の山地部
を除く全ての範囲は給水区域に含まれていま
す。集落周辺等の既存宅地は給水済みとなっ
ています。
現在、川西インター線及び市道付替え工事
に併せて配水管整備を行っています。

47
凡 例
給水区域

図表 27 上水道の現状図
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＜下水道（雨水・汚水）＞
石道地区の集落、西畦野地区、東畦野地区は公共下水道計画区域に含まれる

石道地区の集落、西畦野地区、東畦野地区
は、公共下水道計画区域に含まれます。
計画区域外においては施設の整備計画は
なく、また、計画区域内においても、県道川
西インター線への施設の縦断埋設の計画はあ
りません。

48
図表 28 下水道の現状図
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（４）保全すべき土地の現状
＜保全すべき緑地＞
石道地区の集落後背地の山林の一部が保安林に指定

石道地区の集落後背地の山林の一部が保
安林に指定されています。
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図表 29 保全すべき緑地の現状図
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（５）配慮すべき土地の現状
＜文化財・警戒区域等＞
・埋蔵文化財包蔵地 ：Ｉ.Ｃ.周辺地区、西畦野地区の農地、東畦野地区の丘陵地に指定
・遊水地域 ：Ｉ.Ｃ.周辺地区の猪名川上流に指定

・浸水予想区域 ：Ｉ.Ｃ.周辺地区、西畦野地区の農地に指定

・土砂災害警戒区域（土石流） ：石道地区の北部と南部、Ｉ.Ｃ周辺地区の南部に指定

・土砂災害警戒区域（急傾斜の崩壊） ：石道地区の南部、Ｉ.Ｃ.周辺地区の南部に指定

対象区域で開発するにあたり配慮すべき
区域としては、埋蔵文化財包蔵地がＩ.Ｃ.周
辺地区、西畦野地区の農地、東畦野地区の丘
陵地の一部に指定されています。
浸水予想区域がＩ.Ｃ.周辺地区、西畦野地
区のまとまりある農地に指定されています。
また、遊水地域がＩ.Ｃ.周辺地区の猪名川上

50

流に指定されています。
土石流の土砂災害警戒区域が石道地区の
北部と南部、Ｉ.Ｃ.周辺地区の南部に指定さ
れています。急傾斜地の崩壊の土砂災害警戒
区域が石道地区、Ｉ.Ｃ.周辺地区の南部に指
定されています。

図表 30 文化財や警戒区域等の現状図
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資料-２ 市民等の意向
（１）市民の意向
＜市民の意向＞
計画の策定に当たり、川西I.C.設置後の土地利用に対する市民の意向を把握するため、アン
ケート調査を実施しました。その結果は、以下のとおりです。
立地を望むとの回答があった施設を、回答の割合が高いものから並べると、
第1：本市のＰＲ施設の立地
第2：大規模店舗、スポーツ・レジャー施設、公共公益施設の立地
第3：沿道利用施設の立地
第4：工場・物流施設の立地
となりました。
また、現状どおり開発を抑制し、自然環境の保全を求める意向は約25％の方から回答があ
りました。
項目（複数回答）

回答数

0%

10%

20%

（１）優れた自然環境等を守るため、現状の規制を維持し、
開発や建築を原則として禁止する。

245

（２）高速道路を車で快適に利用するための、ドライブイン、
ガソリンスタンド等が建てられるようにする。

276

（３）川西市の北の玄関口として、本市の紹介や特産品の販
売等を行う施設が建てられるようにする。

418

（４）地域の雇用や振興への貢献に資する、工場や物流拠点
等の事業施設等が建てられるようにする。

160

（５）インターチェンジの集客力を生かして、広い敷地に、
多彩な買い物施設や飲食店の集まるショッピングセン
ターやアウトレットモール等が建てられるようにする。

367

（６）自然環境に恵まれた広い敷地の中で、都会では味わえ
ないひと時を過ごすことができる、スポーツ・レジャ
ー施設等が建てられるようにする。

349

35.5%

（７）落ち着いた自然環境を利用して、地域の拠点施設とな
る先進的な医療・福祉施設や大学・専門学校等の公共
公益施設が建てられるようにする。

348

35.4%

（８）高速道路や周辺道路を利用したバス停留所や付属施設
が建てられるようにする。

267

（９）そのほかで、次のような建物・施設が建てられるよう
にする。

81

8.2%

無回答

61

6.2%

回答者数

984

30%

40%

24.9%

28.0%

42.5%

16.3%

37.3%

27.1%

図表 31 アンケート調査結果（市民の意向）
※アンケート調査の概要
調査時期

：平成 26 年 1 月

調査対象者：16 歳以上の市民

調査方法

：郵便配布・郵送回収

回収数
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：984 通／2,884 通（34.1％）

50%

（２）土地所有者の意向
＜土地所有者の意向＞
計画の策定に当たり、川西I.C.設置後の土地利用に対する土地所有者の意向を把握するため、
アンケート調査を実施しました。その結果は、以下のとおりです。
立地を望むとの回答があった施設を、回答の割合が高いものから並べると、
第 1：本市のＰＲ施設、大規模店舗、スポーツ・レジャー施設、公共公益施設の立地
第 2：沿道利用施設、工場・物流施設の立地
となりました。
また、現状どおり開発を抑制し、自然環境の保全を求める意向は約 15％の方から回答があ
りました。
項目（複数回答）

回答数

0%

10%

20%

30%

（１）優れた自然環境等を守るため、現状の規制を維持し、
開発や建築を原則として禁止する。

12

（２）高速道路を車で快適に利用するための、ドライブイン、
ガソリンスタンド等が建てられるようにする。

24

（３）川西市の北の玄関口として、本市の紹介や特産品の販
売等を行う施設が建てられるようにする。

35

（４）地域の雇用や振興への貢献に資する、工場や物流拠点
等の事業施設等が建てられるようにする。

25

（５）インターチェンジの集客力を生かして、広い敷地に、
多彩な買い物施設や飲食店の集まるショッピングセン
ターやアウトレットモール等が建てられるようにする。

40

（６）自然環境に恵まれた広い敷地の中で、都会では味わえ
ないひと時を過ごすことができる、スポーツ・レジャ
ー施設等が建てられるようにする。

37

46.3%

（７）落ち着いた自然環境を利用して、地域の拠点施設とな
る先進的な医療・福祉施設や大学・専門学校等の公共
公益施設が建てられるようにする。

37

46.3%

（８）高速道路や周辺道路を利用したバス停留所や付属施設
が建てられるようにする。

26

（９）そのほかで、次のような建物・施設が建てられるよう
にする。

6

7.5%

無回答

6

7.5%

回答者数

80

15.0%

30.0%

43.8%

31.3%

50.0%

32.5%

図表 32 アンケート調査結果（土地所有者の意向）
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40%

50%

＜農地・山林所有者の意向＞
先のアンケート回答者のうち、80％を占める農地・山林の所有者の土地利用に対する回答
は、以下のとおりです。
土地利用については、当面は現状のままで、将来は土地活用をしいていきたいとする意見
が最も多く40から50％を占めており、将来的な土地利用を模索している方が多いことがわか
ります。
また、すぐにでも土地活用したいとする意見も30から40％を占め、積極的な活用を求めて
いる方もいます。

項目項目

回答数
回答数

（１）できるだけ現状のまま残しておきたい
（１）できるだけ現状のまま残しておきたい

残したい
14.3%

66

（２）当面は現状のままで、将来的には土地活用を
（２）当面は現状のままで、将来的には土地活用を
図りたい
図りたい

2222

（３）すぐにでも、土地活用を図りたい
（３）すぐにでも、土地活用を図りたい

1414

回答者数
回答者数

4242

すぐに活用
33.3%
当面は現状
52.4%

図表 33 アンケート調査結果（農地所有者の意向）

項目項目

回答数
回答数

（１）できるだけ現状のまま残しておきたい
（１）できるだけ現状のまま残しておきたい
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（２）当面は現状のままで、将来的には土地活用を
（２）当面は現状のままで、将来的には土地活用を
図りたい
図りたい

66

（３）すぐにでも、土地活用を図りたい
（３）すぐにでも、土地活用を図りたい

77

回答者数
回答者数

1717

残したい
23.5%
すぐに活用
41.2%
当面は現状
35.3%

図表 34 アンケート調査結果（山林所有者の意向）

※アンケート調査の概要
調査時期

：平成 26 年 1 月

調査対象者：土地所有者

調査方法

：郵便配布・郵送回収

回収数
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：80 通／171 通（46.8％）

（３）地域住民の意向
地域住民の意向としては、営農環境や居住環境の保全を基調としながらも、開発の可能性
を残しておきたい、開発するならば現状と調和した秩序ある開発となるよう一定のルールを
決めておきたい、という思いとなっています。
地元説明会で出された地域住民の主な意見は、以下のとおりです。
・ これまでの自然環境に囲まれた、恵まれた営農環境や住み慣れた居住環境を守りたいという
思いから、できるだけ環境に影響を及ぼす建物が立地しないようにこれまでどおり規制して
いきたいという意見がありました。
・ 農地の利用については、営農を継続していきたいとする意向、高齢化や後継者不在によって
営農が継続できなくなる不安から条件が整えば宅地化も考えたいとする意向、すぐにでも宅
地化を進めたいとする意向の大きく３つに分かれた意見がありました。
・ 一部の区域で開発が進んでも、周辺の農地の営農環境や集落の居住環境に影響が及ばないよ
うにしてほしい、後に農地を宅地化するとなった場合でも条件の悪い開発にならないように
しておいてほしいという意見がありました。
・ 集落内は狭小な道路が多いこともあり、道路の拡幅、隅切などの生活基盤の整備を求める意
見がありました。
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策定の経緯
１ 計画の策定経緯
（１）市民アンケート調査
① 市民
調査期間

： 平成 25 年 12 月 27 日（金）～平成 26 年１月 14 日（火）

調査対象者

： 16 歳以上の市民

調査票配布件数 ： 2,884 件（未着を除く）
回収数

： 984 人

回収率

： 34.1％

② 土地所有者
調査期間

： 平成 25 年 12 月 27 日（金）～平成 26 年１月 14 日（火）

調査対象者

： インターチェンジ周辺の土地所有者

調査票配布件数 ： 171 件（未着を除く）
回収数

： 80 人

回収率

： 46.8％

（２）地元説明会等
日

時

説明会会場

参加人数

平成 26 年 8 月 24 日

東畦野自治会館

15 人

平成 26 年 8 月 30 日

西畦野公会堂

20 人

平成 26 年 8 月 31 日

石道自治会館

18 人

平成 26 年 8 月 31 日

川西市役所 7 階大会議室

21 人

（３）パブリックコメント
意見募集期間

： 平成 26 年 12 月 15 日（月）～平成 27 年 1 月 13 日（火）

意見提出人数

： 6人

意見提出件数

： 15 件
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（４）都市計画審議会
第１回

平成 26 年 8 月 4 日

新名神高速道路インターチェンジ周辺土地利用計画の策定について
（諮問）

第２回

平成 26 年 9 月 18 日

新名神高速道路インターチェンジ周辺土地利用計画の策定について
（継続審議）

第３回

平成 26 年 11 月 25 日

新名神高速道路インターチェンジ周辺土地利用計画の策定について
（答申）

第４回

平成 27 年 3 月 27 日

新名神高速道路インターチェンジ周辺土地利用計画の策定について
（報告）

（５）新名神高速道路ＩＣ周辺土地利用計画策定プロジェクトチーム
第１回

平成 25 年 8 月 19 日

プロジェクトチームの位置づけと進め方について
新名神高速道路事業及び関連都市計画道路の計画概要について

第２回

平成 25 年 10 月 21 日

県道川西インター線周辺沿道の利用可能な土地について
土地利用に関する意向の把握について

第３回

平成 26 年 6 月 17 日

新名神高速道路インターチェンジ周辺土地利用計画の策定につ
いて

（６）新名神高速道路インターチェンジ周辺土地利用計画策定に伴う庁内説明会
第１回

平成 26 年 10 月 28 日 新名神高速道路インターチェンジ周辺土地利用計画の策定につ
いて
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２ 計画の策定体制
（１）都市計画審議会 委員名簿
区 分

氏

名

所

隆 浩

属

会 長

久

近畿大学総合社会学部 教授

副会長

住田 由之輔

市議会議員

委 員

西井

和夫

流通科学大学総合政策学部

北澤

嘉浩

宝塚大学造形芸術学部 教授

水野

優子

武庫川女子大学生活環境学部 講師

栗山

尚子

神戸大学大学院工学研究科

荒木

敏雄

兵庫六甲農業協同組合 川西担当理事

國津

元司

川西市商工会 副会長

大﨑

淳正

市議会議員

北上

哲仁

市議会議員

秋田

修一

市議会議員

斯波

康晴

市議会議員

安田

忠司

市議会議員

薮内

勝

川西市農業委員会 会長

大 谷

悟

国土交通省近畿地方整備局

教授

助教

猪名川河川事務所長

常城

晋治

兵庫県阪神北県民局宝塚土木事務所まちづくり参事兼総務
企画室 まちづくり参事

井上

和弘

兵庫県川西警察署 交通課長
（平成 27 年 3 月現在・敬称略・順不同）

（２）新名神高速道路ＩＣ周辺土地利用計画策定プロジェクトチーム 構成員名簿
区

分

所

属

リ ー ダ ー

都市整備部 部長

サブリーダー

都市整備部 理事（まちづくり推進室所掌事務の総合調整）

構

総合政策部 行政経営室 室長

成

員

市民生活部 生活活性室 室長
都市整備部 まちづくり政策室 室長
都市整備部 まちづくり推進室 室長
都市整備部 まちづくり指導室 室長
都市整備部 参事
美化環境部 美化環境室 室長
（平成 27 年 3 月現在・敬称略・順不同）
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３ 計画の改定経緯
（１）地元説明会等
日

時

説明会会場

参加人数

平成 29 年 8 月 27 日

西畦野公会堂

30 人

平成 29 年 8 月 27 日

東畦野自治会館

12 人

平成 29 年 8 月 27 日

石道自治会館

16 人

（２）改定案の閲覧
閲覧・提案書提出期間
閲覧人数

： 平成 29 年 10 月 2 日（月）～平成 29 年 10 月 16 日（月）

： 2人

提案書提出件数

： 0件

（３）都市計画審議会
第１回

平成 29 年 6 月 30 日

新名神高速道路インターチェンジ周辺土地利用計画の改定について
（報告）

第２回

平成 29 年 11 月 17 日

新名神高速道路インターチェンジ周辺土地利用計画の改定について
（諮問・答申）
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平成２７年 ４月発行
（平成２７年 ３月策定）
（平成２９年１２月改定）
■発行

川西市
兵庫県川西市中央町 12 番 1 号

■編集

都市政策部まちづくり指導室都市計画課

※この冊子は市役所で印刷しています。
※道路等の基盤施設や土地利用状況は策定時によります。

