
資料１
【令和4年8月15日 都市計画審議会】

頁 行 項　　　目 意　　　見 修　　　正　　　前 修　　　正　　　後 理　　　由

全体

数字、アルファベット等を
用いてのレイアウトの統一
化を図り、解り易くすべき
では

修正していません。

地域別構想編では段階が少ないが、全体
構想編では段階が多く、一つの項目が複
数のページに亘っているため、レイアウ
トを変えても解りやすくはなりません。

全体

各方針図等を用いるテキス
トに「〇ページの図中にし
めすように」といった説明
を入れるべきでは？

第３章 都市づくりの方針の各方針の項目
名に『Ｐ●●方針図参照』と記載しまし
た。

第４章 地域別構想の各地域の(5)まちづ
くりの方針の項目名に『Ｐ●●方針図参
照』と記載しました。

全体 名称の統一
「県の景観形成条例」
「緑条例」の正式名称に変更すべきで
は？

「県の景観形成条例」
「緑条例」

修正していません。
P22(8)法規制等にて、正式名称及び略称
とすることを示しているため。

全体
景観形成条例等の適正な運
用の「適正」の表現

「適正」は当たり前である。削除すべ
き。
表現としては、「条例などの主旨を踏ま
え・・・」と記述すれば？

「県の景観形成条例の適正な運用」
「緑条例の適正な運用」

「県の景観形成条例の運用」
「緑条例の運用」

全体
兵庫県の方針と丹波市の方
針等の名称の記述

兵庫県の方針と丹波市の方針が沢山記述
されている。
名称の前に「兵庫県の」「丹波市の」を
明記すべき

兵庫県の方針や計画については、「兵庫
県」「県の・・・」と記載しておりま
す。
市の方針や計画については、「丹波市」
の名称が入っているものは表示し、無い
ものは表示しておりません。

4 11 (3)改定の重要なポイント
太陽光パネル・太陽光発電施設の名称統
一

本市においても田園環境や幹線道路沿い
などに太陽光パネルが多数立地する状況
が・・・

本市においても田園環境や幹線道路沿い
などに太陽光発電施設が多数立地する状
況が・・・

8 16
５将来の都市構造
都市機能配置の階層性の考
え方

P2の本計画とまちづくりビジョンとの位
置づけは「整合・調整」となっている
が・・・

本計画においても、「丹波市まちづくり
ビジョン」の都市機能の再配置と連携の
考え方に即して、都市の構造化を進めて
いきます。

本計画においても、「丹波市まちづくり
ビジョン」の都市機能の再配置と連携の
考え方に整合・調整を図りながら、都市
の構造化を進めていきます。

30 6 (11)その他都市施設等 イ

それぞれの水系において、「兵庫県地域
総合治水推進計画」が策定され、河道掘
削による河積の拡大や築堤、護岸整備な
ど、それぞれの河川整備計画に基づいた
事業を実施しています。

それぞれの水系において、県が策定した
「地域総合治水推進計画」に基づき、河
道掘削による河積の拡大や築堤、護岸の
整備など、整備が進められています。

30 8 (11)その他都市施設等 イ 何の基本的な方針なのか？

令和３年度より丹波市全体の基本的な方
針や内水による浸水被害の対策として、
「丹波市雨水管理総合計画」の策定に向
けて取り組んでいます。

令和３年度より丹波市全体の内水対策の
基本的な方針や浸水被害の対策として、
「丹波市雨水管理総合計画」の策定に向
けて取り組んでいます。

49 1 (5)移住定住環境　イ
空き家については、活用だけでなく、撤
去といった環境に即したような対応を
取っていく必要があるのでは？

人口減少に伴って増加しつつある空き
家、空き店舗、空き地などについて、生
活環境保全の観点から、活用促進や適切
な土地利用の誘導などを推進する必要が
あります。

人口減少に伴って増加しつつある空き
家、空き店舗、空き地などについて、生
活環境保全の観点から、利活用を促進
し、危険空き家の除却を含む適切な管理
を誘導する必要があります。

49 19 (8)無秩序な開発の　ア
土地利用を図るうえで、農地の課題につ
いて、もう少し詳しく触れておく必要が
あるのでは？

太陽光パネルを含む工作物や建築物等が
農林環境や居住環境を阻害しないよう、
無秩序な開発を防止するとともに、周辺
環境と調和した土地利用や景観への配慮
について誘導を図る必要があります。

太陽光発電施設を含む工作物や建築物等
が田園風景や居住環境を阻害しないよ
う、無秩序な開発を防止するとともに、
周辺環境と調和した土地利用、農地保全
や景観への配慮について誘導を図る必要
があります。
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49 21 (8)無秩序な開発の　ア
太陽光パネル・太陽光発電施設の名称統
一

太陽光パネルを含む工作物や建築物等が
農林環境や居住環境を阻害しないよ
う・・・

太陽光発電施設を含む工作物や建築物等
が農林環境や居住環境を阻害しないよ
う・・・

53 14 (3)基本方針 ア

それぞれの地区が、どう言った住商複合
市街地であることの表現の仕方が、おか
しい。
柏原地域・・・「図りつつ住商複合市街
地？」
石生地域・・・「一翼を担う住商複合市
街地？」

中心拠点における地区の形成としては、
「丹波市まちづくりビジョン」の５つの
ゾーニングと整合を図ったうえで、稲継
交差点周辺では、まちの賑わいと活力を
創出する広域商業・サービス系市街地
を、氷上町成松周辺では文化芸術の振興
と発展を創出し、柏原町柏原周辺では、
既存の行政施設と連携強化を図りつつ、
ＪＲ石生駅周辺では、地域医療福祉の一
翼を担う住商複合市街地を形成します。

丹波市まちづくりビジョン」の５つの
ゾーニングと整合・調整を図り、中心拠
点における各地区を形成します。稲継交
差点周辺では、賑わいと活力を創出する
広域商業・サービス系市街地を形成しま
す。氷上町成松周辺では文化芸術の振興
と併せ、柏原町柏原周辺では既存の行政
施設との連携のもとで、JR石生駅周辺で
は地域医療福祉の一翼を担いつつ、住商
複合市街地を形成します。

54 13 (3)基本方針ア(イ)ａ(ｂ)
中心市街地活性化基本計画の出典先や発
行年度を表記すべきでは？

柏原町柏原周辺は、鉄道（JR柏原駅）に
よる本市の玄関口として、これまで取り
組んできた「中心市街地活性化基本計
画」の方向性を踏まえ・・・・

柏原町柏原周辺は、鉄道（JR柏原駅）に
よる本市の玄関口として、これまで取り
組んできた「丹波市中心市街地活性化基
本計画」の方向性を踏まえ・・・・

丹波市中心市街地活性化基本計画は、Ｈ
21、Ｈ28年3月に、それぞれ策定されてお
り、両方の計画を以て、取り組んできた
経緯があるため、策定年度は表記しませ
ん。

59 土地利用方針図 図面が横向きのため見づらい。 図面の配置方向・凡例の配置修正

62 1 (4)基本方針イ(ア)ｂ

市内に２駅あるJR加古川線については、
阪神淡路大震災時に不通区間の迂回ルー
トになったことなど、JR福知山線との接
続により２つのルートで阪神間とつなが
ることの重要性を整理し、利便性の向上
や利用増進に取り組むため、鉄道事業者
や関係自治体などと連携、協議します。

市内に２駅あるJR加古川線については、
阪神・淡路大震災時に不通区間の迂回
ルートになったことなど、JR福知山線と
の接続により２つのルートで阪神間とつ
ながることの重要性を整理し、維持存続
を前提に利便性の向上や利用増進に取り
組むため、鉄道事業者や関係自治体など
と連携、協議します。

63 2 (3)基本方針ウ(ア)ｂ
「浄化槽の推進」は「浄化槽普及推進」
などの意味か？

・・・今後においても、安定的に生活排
水を処理し、事業継続性を確保するた
め、浄化槽の推進や施設の統廃合により
運営経費の削減を図るとともに・・・

意見のため修正していません。
浄化槽の推進は、浄化槽の普及推進の意
味です。

63 11 (3)基本方針エ(ア)ａ

「適正に」は当たり前なので削除すべき
では？
因果関係であることを書く必要は無いと
思うので、２つの文章に分けるべきで
は？

本市のごみは、山南地域を除き、丹波市
クリーンセンター及び青垣リサイクルセ
ンター（最終処分場）において適正に処
理されており、引き続きこれらの施設を
計画的かつ効率的に維持管理します。ま
た、山南地域から発生するごみは、現
在、丹波篠山市清掃センターにおいて処
理されていますが、2027年４月からは本
市の施設で処理することとなるため、ご
みのさらなる減量化と資源化の取り組み
を推進します。

a 本市のごみは、山南地域を除き、丹波
市クリーンセンター及び青垣リサイクル
センター（最終処分場）にて処理してお
り、引き続きこれらの施設を計画的かつ
効率的に維持管理します。
ｂ 山南地域から発生するごみは、現在、
丹波篠山市清掃センターにおいて処理し
ていますが、2027年４月からは本市の施
設で処理することとなるため、ごみのさ
らなる減量化と資源化の取り組みを推進
します。

64 道路ネットワーク方針図 図面が横向きのため見づらい。 図面の配置方向・凡例の配置修正

67
安全・安心まちづくり方針
図

図面が横向きのため見づらい。 図面の配置方向・凡例の配置修正

68 12 (1)現状と課題 「指定され」が重複している。
市の東部には多紀連山県立自然公園が指
定され、北西部には朝来群山県立自然公
園が指定されています。

市の東部には多紀連山県立自然公園が、
北西部には朝来群山県立自然公園が指定
されています。
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68 15 (1)現状と課題
P69「氷上回廊水別れフィールドミュージ
アム」とP68公園名「」無しの整合は？

水分れ公園や薬草薬樹公園、スポーツピ
アいちじま、丹波年輪の里など、多様な
公園的施設が整備されています

P69「氷上回廊水別れフィールドミュージ
アム」の「」を削除しました。

68 下5 (3)基本方針ア(ア)
他のガイドラインとの丹波市森林づくり
ビジョンの「」の表記の統一

丹波市森林づくりビジョンで示した、地
域の特性を生かした安全で活力あ
る・・・

「丹波市森林づくりビジョン」で示し
た、地域の特性を生かした安全で活力あ
る・・・

69 16 (3)基本方針イ(イ) 出典先（市）・出典年度の表記は
「都市・自然環境を活かした公園整備方
針」に・・・

令和３年度に策定した「都市・自然環境
を活かした公園整備方針」に・・・

市の計画・方針については名称に「丹波
市」と表記が無いものは記述しません。

71 9 (3)基本方針イ(ウ)
建築物や工作物などの景観配慮や緑化に
よる遮蔽、沿道緑化などを促進し・・・

建築物や工作物などの景観配慮や緑化に
よる修景、沿道緑化などを促進し・・・

71 15 (3)基本方針イ(オ)
景観法だけでなく、兵庫県の地域景観形
成等基本計画（丹波地域）も引用すべき
では

城下町、宿場町、街道村などの歴史的町
並みを有する地区においては、景観法の
活用も視野に入れて・・・

城下町、宿場町、街道村などの歴史的町
並みを有する地区においては、景観法や
兵庫県の地域景観形成等基本計画（丹波
地域）の活用も視野に入れて・・・

72 景観形成の方針図 図面が横向きのため見づらい。 図面の配置方向・凡例の配置修正

73 地域別構想

「地域別構想」の図がありますが，図名
がありません．上の2行「それらに基づ
き、地域の特性を生かした将来像・目標
を設定し、その実現に向けた方針の柱立
てを行っていきます」と関連付けられる
図ですが、文章にも図の紹介，説明があ
りません。「方針の柱立て」も、何のこ
とを行っているのか伝わりにくい状況で
す。文章を追記して、図の紹介、説明を
加えるとともに、図名（地域別構想の構
成イメージ、など？）を加えて下さい。

丹波市全体を対象とした全体構想に基づ
き、日常生活圏を構成する６つの地域ご
とに地域資源を生かした個性的なまちづ
くりを展開していくため、それぞれにま
ちづくりの目標や取り組みの方向を示す
ものです。
それらに基づき、地域の特性を生かした
将来像・目標を設定し、その実現に向け
た方針の柱立てを行っています。

丹波市全体を対象とした全体構想に基づ
き、日常生活圏を構成する６つの地域ご
とに地域資源を生かした個性的なまちづ
くりを展開していくため、それぞれにま
ちづくりの目標や取り組みの方向を示す
ものです。
それらに基づき、地域の特性を生かした
将来像・目標を設定し、その実現に向け
た地域のまちづくり方針を定めていま
す。

73 地域別構想

地域別構想では、「地域の視点から」地
域の課題を踏まえた上で「地域の特性を
生かしたまちづくりをどう進めるか」と
いう観点から目標、方針を記載してお
り、地域の課題に即して特化させた柱立
てとなっています。

地域別構想では、「地域の視点から」地
域の課題を踏まえた上で「地域の特性を
生かしたまちづくりをどう進めるか」と
いう観点から目標、方針を記載してお
り、地域の課題に即して特化させた方針
を定めています。

76 14 (2)地域の特徴イ(イ)
現在「柏原スタジオ」は関学以外の学生
や若者も利用できますが？

平成21年4月には、関西学院大学の学生の
活動拠点となる「柏原スタジオ」が設立
され、歴史調査などの現地フィールド
ワークをはじめ・・・

学生など若者の活動拠点となる「柏原ス
タジオ」が設立されており、歴史調査な
どの現地フィールドワークをはじ
め・・・

77 4 (3)地域の課題ア(ア)ａ

おもてなしのまちづくり」は「まちづく
りビジョン」での「おもてなしの心」を
発展させた表現かもしれませんが、「お
もてなしのまちづくり」という方針が書
かれた市のビジョン、総計などは無いの
ではないでしょうか。無いのであれば、
このような表現は不適切と思われますの
で、別の言い方に改めるべきかと思われ

ＪＲ柏原駅周辺は、観光客の誘客など
「おもてなしのまちづくり」の上で非常
に重要な役割を担っており・・・

ＪＲ柏原駅周辺は、観光客の誘客上、非
常に重要な役割を担っており・・・

77 下4 (3)地域の課題イ(ア)ａ

防災の課題については、「丹波市地域防
災計画（2021年度修正）」を引用すべき
ではないでしょうか。この防災計画には
事前復興などの視点はまだ組み込まれて
いませんが。65ページの記述は上手に書
かれています。この文章を流用しては如
何でしょうか。

　田路、南多田周辺などの浸水被害のお
それのある地区について、関係機関と連
携して、計画的に浸水対策を進めていく
必要があります。

修正いたしません。

ここでは、柏原地域の特徴を踏まえて、
特化して位置づけを図るべき事項につい
て記述をしています。防災の課題につい
ては、市全体の課題として、全体構想の
「３安全・安心なまちづくりの方針」の
「現状と課題」として記載しています。
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78 3 (3)地域の課題ウ(ア)ａ
中心市街地活性化基本計画の出典先や発
行年度を表記すべきでは？

これまで、中心市街地活性化基本計画に
基づき・・・・

これまで、丹波市中心市街地活性化基本
計画に基づき・・・・

丹波市中心市街地活性化基本計画は、Ｈ
21、Ｈ28年3月に、それぞれ策定されてお
り、両方の計画を以て、取り組んできた
経緯があるため、策定年度は表記しませ
ん。

83
91
98
105
112
120

地域別方針図 タイトルが見えない。
タイトル、図名称の表示位置を変更。
一部、内容修正。
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