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記 

１ 変更しようとする事項 

変更前 変更後 

１ 基本計画の対象となる区域（促進区域） 

（１）促進区域 

  設定する区域は、平成30年６月１日現在におけ

る兵庫県丹波市の行政区域とする。 

（中略） 

環境保全上重要な地域 

・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する

法律に規定する鳥獣保護区（県指定鳥獣保護区） 

・自然公園法に基づき兵庫県立自然公園条例に規定

する自然公園区域（朝来群山県立自然公園、多紀

連山県立自然公園） 

・環境省が自然環境保全基礎調査で選定した特定植

物群落 

・生物多様性の観点から重要度の高い湿地 

・兵庫県レッドデータブックに掲載されている植物

群落、生態系、地質、地形、自然景観 

 

 

 

 

・生物多様性保全上重要な里地里山(遠阪地域) 

 

（２）地域の特色（地理的条件、インフラの整備状

況、産業構造、人口分布の状況等） 

１ 地理的条件等 

本市は、兵庫県の内陸部に位置し、篠山市、朝

来市、多可町及び京都府と隣接している。 

 

    （以下略） 

 

２ インフラの整備状況 

 (交通環境) 

① 道路 

道路は、舞鶴若狭自動車道とこれに接続する北

近畿豊岡自動車道が広域的な幹線道路の役目を担

っている。舞鶴若狭自動車道は、市内に春日イン

ターチェンジがあるほか、北部では福知山インタ

ーチェンジ(京都府福知山市)、南部では丹南篠山

口インターチェンジ(篠山市)へのアクセスが可能

となっている。 

（中略） 

  また、市内を通る国道は175号、176号、427号、

429号が存在し、広域的な幹線道路としての舞鶴若

狭自動車道と北近畿豊岡自動車道を補完する役割 

１ 基本計画の対象となる区域（促進区域） 

（１）促進区域 

  設定する区域は、令和４年１月１日現在におけ

る兵庫県丹波市の行政区域とする。 

（中略） 

環境保全上重要な地域 

・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する

法律に規定する鳥獣保護区（県指定鳥獣保護区） 

・自然公園法に基づき兵庫県立自然公園条例に規定

する自然公園区域（朝来群山県立自然公園、多紀

連山県立自然公園） 

・環境省が自然環境保全基礎調査で選定した特定植

物群落 

・生物多様性の観点から重要度の高い湿地 

・兵庫県レッドデータブックに掲載されている植物

群落、生態系、地質、地形、自然景観 

・環境の保全と創造に関する条例に基づく自然環境

保全地域（市島地域）、環境緑地保全地域（柏原地

域、春日地域）、郷土記念物（氷上地域、青垣地

域） 

・生物多様性保全上重要な里地里山(遠阪地域)  

 

（２）地域の特色（地理的条件、インフラの整備状

況、産業構造、人口分布の状況等） 

１ 地理的条件等 

本市は、兵庫県の内陸部に位置し、丹波篠山

市、朝来市、多可町及び京都府と隣接している。 

 

    （以下略） 

 

２ インフラの整備状況 

 (交通環境) 

① 道路 

道路は、舞鶴若狭自動車道とこれに接続する北

近畿豊岡自動車道が広域的な幹線道路の役目を担

っている。舞鶴若狭自動車道は、市内に春日イン

ターチェンジがあるほか、北部では福知山インタ

ーチェンジ(京都府福知山市)、南部では丹南篠山

口インターチェンジ(丹波篠山市)へのアクセスが

可能となっている。 

（中略） 

  また、市内を通る国道は175号、176号、427号、

429号が存在し、広域的な幹線道路としての舞鶴若

狭自動車道と北近畿豊岡自動車道を補完する役割 
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を担っている。特に明石・加古川・姫路方面に向

けては、地域高規格道路である東播丹波連絡道路

(滝野社インターチェンジ(加東市)～氷上インタ

ーチェンジ(丹波市))の整備が順次計画されてお

り、さらにアクセスが便利になると期待できる。 

 

 

 

 

② 略 

③ 医療、福祉 

  平成31年7月に兵庫県立丹波医療センター(仮

称)の統合開設、丹波市立看護専門学校の移転、

さらに保健・福祉・介護支援の機能を備えた丹波

市健康センターの開設が予定されている。 

 

３ 産業構造 

（中略） 

（製造業） 

① 事業所数・主な業種（平成28年経済センサス－

活動調査 産業別集計(製造業)） 

 平成28年経済センサス－活動調査によれば、市

内の製造業（従業者4人以上(以下②③④同様)）

の事業所数は249事業所である。業種別の内訳

は、スポーツウェアの製造を行っているミズノテ

クニクス株式会社をはじめとする繊維工業が29事

業所、食品包装フィルム（クレラップ）の製造を

行う株式会社クレハをはじめとするプラスチック

製品製造業が27事業所、建設用資材の製造を行っ

ているアルインコ株式会社をはじめとする金属製

品製造業が26事業所、高付加価値の省エネ製品

(ＬＥＤ照明器具)を扱うパナソニックライティン

グシステムズ株式会社、東洋電機株式会社などの

電気機械器具製造業が23事業所、三立製菓株式会

社、アイクレオ株式会社など製菓や乳飲料のほ

か、高齢者向けの宅食弁当を製造するワタミ株式

会社など、生活の根源となる食品を製造する食料

品製造業が18事業所、豊かな自然環境の中で製材

業などを営む木材・木製品製造業も18事業所、グ

ループ全体で世界シェアの30％以上、国内シェア

70％以上の自動車用ケーブルの製造を行う株式会

社ハイレックスコーポレーションをはじめとする

輸送用機械器具製造業が15事業所ある。 

（中略） 

（観光） 

  兵庫県観光客動態調査報告書によると平成28年

度観光入込数は2,079千人で96％が日帰り客であ

る。四半期ごとでは秋の味覚や紅葉、スポーツ・ 

を担っている。特に明石・加古川・姫路方面に向

けては、高規格道路である東播丹波連絡道路(滝

野社インターチェンジ(加東市)～氷上インターチ

ェンジ(丹波市))の整備が順次計画されており、

さらにアクセスが便利になると期待できる。ま

た、国道429号の榎峠バイパス整備事業が進めら

れており、隣接する京都府福知山市間の交通アク

セスもさらに便利になることが期待できる。 

 

② 略 

③ 医療、福祉 

  令和元年7月に兵庫県立丹波医療センターが開

設されるとともに、同センターに丹波市立看護専

門学校を隣接し、さらに保健・福祉・介護支援の

機能を備えた丹波市健康センターを開設した。 

 

３ 産業構造 

（中略） 

（製造業） 

① 事業所数・主な業種（平成28年経済センサス－

活動調査 産業別集計(製造業)） 

 平成28年経済センサス－活動調査によれば、市

内の製造業（従業者4人以上(以下②③④同様)）

の事業所数は249事業所である。業種別の内訳

は、スポーツウェアの製造を行っているミズノテ

クニクス株式会社をはじめとする繊維工業が29事

業所、食品包装フィルム（クレラップ）の製造を

行う株式会社クレハをはじめとするプラスチック

製品製造業が27事業所、建設用資材の製造を行っ

ているアルインコ株式会社をはじめとする金属製

品製造業が26事業所、高付加価値の省エネ製品

(ＬＥＤ照明器具)を扱うパナソニックライティン

グシステムズ株式会社、三菱電機社会インフラ機

器株式会社などの電気機械器具製造業が23事業

所、三立製菓株式会社、グリコマニュファクチャ

リングジャパン株式会社など製菓や乳飲料といっ

た生活の根源となる食品を製造する食料品製造業

が18事業所、豊かな自然環境の中で製材業などを

営む木材・木製品製造業も18事業所、グループ全

体で世界シェアの30％以上、国内シェア70％以上

の自動車用ケーブルの製造を行う株式会社ハイレ

ックスコーポレーションをはじめとする輸送用機

械器具製造業が15事業所ある。 

（中略） 

（観光） 

  兵庫県観光客動態調査報告書によると平成28年

度観光入込数は2,079千人で96％が日帰り客であ

る。四半期ごとでは秋の味覚や紅葉、スポーツ・ 
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レクリエーションを目的とした10～12月に年間の

33％にあたる676千人が訪れる。丹波市が平成29

年度に策定した「丹波市観光・商工業ユニティプ

ラン」によると、歴史・文化・自然等の観光資源

の魅力を高め、観光拠点や観光インフラを整備

し、宿泊施設の整備検討などをすすめ、基幹産業

のひとつする方向性を示している。 

    （以下略） 

 

４ 略 

 

２ 地域経済牽引事業の促進による経済的効果に関

する目標 

（１）目指すべき地域の将来像の概略 

  医療・介護・健康産業は病院、医療機器、介護

事業、健康食品、スポーツ用具など、関連する産

業も多く、高齢化が進み健康意識が高まる丹波市

においても兵庫県立丹波医療センター(仮称)や丹

波市健康センターの開設をきっかけとして、健康

長寿を標ぼうできる産業振興を図る。 

    （以下略） 

 

３ 略 

 

４ 促進区域の区域内において特に重点的に地域経

済牽引事業の促進を図るべき区域（重点促進区

域）を定める場合にあっては、その区域 

（１）重点促進区域 

 以下の６箇所を定める。なお、本区域に農用

地区域、市街化調整区域や環境保全上重要な地域

は存在しない。 

青垣工業団地、市島町上垣用地、市島町下友政

用地、山南工業団地、新井工業 

団地、氷上工業団地  

（地図、字等は別紙のとおり） 

（２）区域設定の理由 

 本重点促進区域の概ねの合計面積は約102ヘク

タールであり、製造業を中心に、これまで丹波市

経済を牽引してきた一定の企業集積があり、今後

地域経済牽引事業の一分野として一層推進すべき

成長ものづくり分野などへの発展が図れる企業群

がすでに立地している。 

    （中略） 

①及び② 略 

③ 市島町下友政用地 (16.5ヘクタール) 

産業立地条例の規定に基づく指定拠点地区(工場

立地促進地区)に位置づけられ、既に医薬用容器

製造業など8社が立地、舞鶴若狭自動車道福知山 

レクリエーションを目的とした10～12月に年間の

33％にあたる676千人が訪れる。丹波市が平成29

年度に策定した「丹波市観光・商工業ユニティプ

ラン」によると、歴史・文化・自然等の観光資源

の魅力を高め、観光拠点や観光インフラを整備

し、宿泊施設の整備検討などをすすめ、基幹産業

のひとつとする方向性を示している。 

    （以下略） 

 

４ 略 

 

２ 地域経済牽引事業の促進による経済的効果に関

する目標 

（１）目指すべき地域の将来像の概略 

  医療・介護・健康産業は病院、医療機器、介護

事業、健康食品、スポーツ用具など、関連する産

業も多く、高齢化が進み健康意識が高まる丹波市

においても兵庫県立丹波医療センターや丹波市健

康センターの開設をきっかけとして、健康長寿を

標ぼうできる産業振興を図る。 

    （以下略） 

 

３ 略 

 

４ 促進区域の区域内において特に重点的に地域経

済牽引事業の促進を図るべき区域（重点促進区

域）を定める場合にあっては、その区域 

（１）重点促進区域 

 以下の７箇所を定める。なお、本区域に農用

地区域、市街化調整区域や環境保全上重要な地域

は存在しない。 

青垣工業団地、市島町上垣用地、市島町下友政

用地、山南工業団地、新井工業 

団地、氷上工業団地、歌道谷用地 

（地図、字等は別紙のとおり） 

（２）区域設定の理由 

 本重点促進区域の概ねの合計面積は約101ヘク

タールであり、製造業を中心に、これまで丹波市

経済を牽引してきた一定の企業集積があり、今後

地域経済牽引事業の一分野として一層推進すべき

成長ものづくり分野などへの発展が図れる企業群

がすでに立地している。 

    （中略） 

①及び② 略 

③ 市島町下友政用地 (16.5ヘクタール) 

産業立地条例の規定に基づく指定拠点地区(工場

立地促進地区)に位置づけられ、既に医薬用容器

製造業など7社が立地、舞鶴若狭自動車道福知山 
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インターチェンジから7.5ｋｍと近接するその良

好な交通アクセスを活かし、丹波市都市計画マス

タープランにおいては、市島地域の工業拠点とし

て工業・流通等の機能を高め、丹波市の産業活力

を牽引するものとしていることから、製造業など

を中心とした地域経済牽引事業を重点的に促進す

ることが適当であるため、重点促進区域に設定す

ることとする。 

④～⑥まで略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）重点促進区域に存する市町村が指定しようと

する工場立地特例対象区域 

  上記重点促進区域である青垣工業団地、市島町

上垣用地、市島町下友政用地、山南工業団地、新

井工業団地、氷上工業団地の６箇所を工場立地特

例対象区域に指定する。(別紙参照)  

 

５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき

自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の

特性に関する事項 

（１） 略 

（２） 選定の理由 

① 丹波市における医療・介護・健康産業の集積を

活用したヘルスケア分野 

（中略） 

 化学工業の内、製薬関連では、鶴原製薬株式会

社がジェネリック医薬品の製造を、株式会社栃本

天海堂は生薬・漢方製剤の製造を行っている。食

料品製造業では三基食品株式会社が健康補助食品

等を製造、ワタミ株式会社は高齢者食宅配市場の

全国シェア1位を維持している。 

    （中略） 

  また、公的関係機関では兵庫県立農林水産技術

総合センター薬草試験地による「トウキ(薬草)」

栽培の研究、兵庫県立丹波医療センター(仮称)、

丹波市立看護専門学校等による医療・福祉を支え

る人材を育てる環境も整い、さらに保健・福祉・

介護支援の機能を備えた丹波市健康センターの開

設が予定(平成31年7月)されている。 

インターチェンジから7.5ｋｍと近接するその良

好な交通アクセスを活かし、丹波市都市計画マス

タープランにおいては、市島地域の工業拠点とし

て工業・流通等の機能を高め、丹波市の産業活力

を牽引するものとしていることから、製造業など

を中心とした地域経済牽引事業を重点的に促進す

ることが適当であるため、重点促進区域に設定す

ることとする。 

④～⑥まで略 

⑦ 歌道谷用地（3.5ヘクタール） 

  北近畿豊岡自動車道及び舞鶴若狭自動車道春日

インターチェンジから約5km圏内に位置してお

り、国道175号も近接することから交通アクセス

に優れた用地である。周辺には、金属製品製造業

や紙器製造業が立地しており、春日地域の工業拠

点の一つとなっている。優れた交通アクセスの強

みを活かし、丹波市の新たな工業拠点として地域

経済牽引事業を重点的に促進することが適当であ

るため、重点促進区域に設定することとする。 

（３）重点促進区域に存する市町村が指定しようと

する工場立地特例対象区域 

  上記重点促進区域である青垣工業団地、市島町

上垣用地、市島町下友政用地、山南工業団地、新

井工業団地、氷上工業団地、歌道谷用地の７箇所

を工場立地特例対象区域に指定する。(別紙参照)  

 

５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべ

き自然的、経済的又は社会的な観点からみた地

域の特性に関する事項 

（１） 略 

（２） 選定の理由 

① 丹波市における医療・介護・健康産業の集積を

活用したヘルスケア分野 

（中略） 

 化学工業の内、製薬関連では、鶴原製薬株式会

社がジェネリック医薬品の製造を、株式会社栃本

天海堂は生薬・漢方製剤の製造を行っている。食

料品製造業では三基食品株式会社が健康補助食品

等を製造している。 

 

    （中略） 

  また、公的関係機関では兵庫県立農林水産技術

総合センター薬草試験地による「トウキ(薬草)」

栽培の研究、兵庫県立丹波医療センター、丹波市

立看護専門学校等による医療・福祉を支える人材

を育てる環境も整い、併せて令和元年７月には、

保健・福祉・介護支援の機能を備えた丹波市健康

センターを開設した。 
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（以下 略） 

 

② 丹波市における丹波栗など特産農産物を活用し

た農林業・地域商社分野 

    （中略） 

 市内には、農産物を加工し宅食弁当を製造する

ワタミ株式会社などがあり、また、豊かな森林資

源である木材や、それらを生かした木製品や家

具・装備品製造業のトキハ産業株式会社、近年は

天然食材である「鹿肉」の加工・販売に取り組ん

でいる事業者もある。 

 

 

 

    （以下 略） 

 

③ 略 

 

④ 丹波市における丹波大納言小豆や丹波黒大豆等

の食、恐竜化石や本州一低い中央分水界等の観光

資源を活用した観光分野 

（中略） 

 一方、世界的にも貴重な発見である約１億１千

年前の植物食恐竜化石「丹波竜」は、丹波竜の里

計画に基づき丹波市が整備運営する展示学習施設

「恐竜化石工房ちーたんの館」で発掘研究成果の

展示を行い、その入館者数は、平成28年度5万

人、29年度6万人と増加傾向にあり、平成22年の

開館以来累計入館者数は30万人を突破した。平成

28年リニューアルオープン時には丹波竜の全身骨

格標本の展示を開始するなど学習型観光資源とし

ての活用が図られている。さらに本州一低い海抜

95.51ｍの中央分水界「水分れ(みわかれ)」につ

いても、水分れ資料館の再整備により市民、学習

者・観光客の知的好奇心を駆り立てる内容へと充

実させることで、観光の通年化・教育学習資源の

活用を図るものである。 

 

 

 

 

 

 

（以下 略） 

 

６ 地域経済牽引事業の促進に資する制度の整備、

公共データの民間公開の推進その他の地域経済牽

引事業の促進に必要な事業環境の整備に関する事 

（以下 略） 

 

② 丹波市における丹波栗など特産農産物を活用し

た農林業・地域商社分野 

    （中略） 

  市内には「丹波三宝」である丹波黒大豆や丹波

大納言小豆を活用し、近畿圏内のみならず関東圏

内でも事業展開する菓子製造業の株式会社中島大

祥堂や株式会社やながわがあり、豊かな森林資源

である木材を活かした木製品や家具・装備品製造

業のトキハ産業株式会社、近年は天然食材である

「鹿肉」の加工・販売に取り組んでいる事業者も

ある。 

 

（以下 略） 

 

③ 略 

 

④ 丹波市における丹波大納言小豆や丹波黒大豆等

の食、恐竜化石や本州一低い中央分水界等の観光

資源を活用した観光分野 

    （中略） 

 一方、世界的にも貴重な発見である約１億１千

年前の植物食恐竜化石「丹波竜」は、丹波竜の里

計画に基づき丹波市が整備運営する展示学習施設

「恐竜化石工房ちーたんの館」で発掘研究成果の

展示を行い、その入館者数は、平成28年度5万

人、29年度6万人と増加傾向にあり、平成22年の

開館以来累計入館者数は30万人を突破した。平成

28年リニューアルオープン時には丹波竜の全身骨

格標本の展示を開始するなど学習型観光資源とし

ての活用が図られている。さらに海抜95ｍの本州

一低い中央分水界が走る「水分れ(みわかれ)」に

ついて学ぶことができる「水分れフィールドミュ

ージアム」が令和２年３月にリニューアルオープ

ンし、中央分水界について模型で学べるコーナー

や中央分水界が育んだ丹波の文化や歴史について

学べるコーナーなどが設置されている。リニュー

アルオープン後は市民、学習者・観光客の知的好

奇心を駆り立てる内容が充実しており、来館者は

３万人を達成している。今後も観光型学習の場と

して活性化が見込まれる。 

 

（以下 略） 

 

６ 地域経済牽引事業の促進に資する制度の整備、

公共データの民間公開の推進その他の地域経済牽

引事業の促進に必要な事業環境の整備に関する事 
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 項 

 

（１）から（５）まで 略 

（６）実施スケジュール 

取組事項 
平成30

年度 

平成31年

度～34年

度 

平成35年度 

（最終年

度） 

（以下 略） 

 

７から９まで 略 

 

１０ 計画期間 

  本計画の計画期間は、計画同意の日から平成35

年度末日までとする。 

 

 項 

 

（１）から（５）まで 略 

（６）実施スケジュール 

取組事項 
平成30

年度 

平成31年度

～令和4年

度 

令和5年度 

（最終年

度） 

（以下 略） 

 

７から９まで 略 

 

１０ 計画期間 

  本計画の計画期間は、計画同意の日から令和5

年度末日までとする。 

 

 

２ 変更の趣旨及び変更を必要とする理由 

変更の趣旨： 重点促進区域の新規追加及び既存重点促進区域における一部区域の追加 

変更する理由： 本市が所有する歌道谷用地を事業用地として活用し、新たな工業拠点として地域経済牽

引事業を促進させるため重点促進区域として設定する。 

 


