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    基基基基        本本本本        計計計計        画画画画        

    

１１１１    産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する目標産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する目標産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する目標産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する目標    

（１）地域特性と目指す産業集積の概要について（１）地域特性と目指す産業集積の概要について（１）地域特性と目指す産業集積の概要について（１）地域特性と目指す産業集積の概要について    

（地理的条件、既存の産業集積の状況、インフラの整備状況等地域の特性について） 

①地理的条件 

篠山市は、兵庫県の中東部に位置し、南北 24.7 ㎞、東西 31.4 ㎞に広がり、総面積は 377.61ｋ㎡で

県全体の 4.5％を占めている。 

市域は篠山盆地を中央に据え、その周辺を 400～800ｍ級の山並みに取り囲まれており、全面積の 4

分の 3 が森林で占められている。また、山系は自然環境に優れた地域が多く、多紀連山県立自然公園、

猪名川渓谷県立自然公園、清水東条湖立杭県立自然公園の 3 地域が指定されている。 

篠山盆地においては、気温の年較差・日較差とも大きく、秋から冬にかけて盆地特有の濃霧、通称

「丹波霧」の発生が地域特産作物である丹波篠山黒大豆、丹波篠山黒枝豆、丹波篠山山の芋、丹波栗、

丹波松茸等を生み、育てていると言われている。これらの特産作物は篠山の気候風土と共に丹波篠山

ブランドを形成し全国的な知名度がある。 

また、盆地の中央部を篠山川が西流し、加古川を経て瀬戸内海へ至る。南東部域でも羽束川が西流

し武庫川に至るとともに、北部域では友渕川が北流し由良川を経て日本海に注いでいる。このように

県下有数河川の源流域が篠山地域にあり、その清流の源で古くから酒造り等の産業が営まれてきた。 

観光資源としては、小京都「丹波篠山」として、天下普請で築かれた篠山城を中心に平成 16 年に国

選定重要伝統的建造物群保存地区に指定された篠山城下町地区に続き、平成 24 年に宿場町として栄え

た福住地区が新たに指定された。温泉資源としては野趣あふれる「籠坊温泉」「草山温泉」「こんだ薬

師温泉」がある。イベントとしても四季に応じた「にしきシャクナゲまつり」、「丹波篠山デカンショ

祭」、「丹波篠山味まつり」、「丹波焼陶器まつり」や「篠山 ABC マラソン」など年間 250 万人近い観

光客があり、日本六古窯のひとつ丹波焼や丹波茶、栗羊羹に代表される伝統と創作を取りまぜた菓子

など特産農産物加工品がお土産として多数製造販売されている。施策としては、平成 20 年度に地域の

人々が「住み続けたい」と思えるような「まちづくり」と、訪れる人が「住んでみたい」と思えるよ

うな「観光地域産業活性化づくり」を行い、将来にわたって共に高い満足が得られる丹波篠山の観光

をめざして「篠山市観光まちづくりビジョン」を策定した。また、ビジョンを具体化するため平成 21

年度には「篠山市観光まちづくり戦略」を作成、「光り輝く「ふるさと日本一」の丹波篠山をめざして」

を副タイトルに掲げ事業を展開している。 

 

②既存の産業集積及び高度化の取組 

本市は、丹波黒大豆、山の芋、茶の生産面積と生産量において県内第１位であり、特に黒大豆枝豆

についてはグルメ漫画に紹介されるなど広く認知されているほか、篠山牛についても「神戸ビーフ」

のふる里として消費者に愛される”農”の色合いが強く、不二製油グループのフジフレッシュフーズ 
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㈱、ケンミン食品㈱に代表される食料品製造業の立地が見られる。 

また良質の地下水を活かして、黄桜㈱に代表される大手酒造メーカーから、鳳鳴酒造、狩場酒造場

のような地酒蔵元等多数の酒蔵が集積し、近年では、大手メーカーによる酒造技術等を活かした化粧

品の開発等他分野での取組みも進めている。市内産業団地への立地状況は、昭和 50 年前後に産業団地

として農村地域工業等導入促進法に基づき指定された 10 箇所の工業等導入地区の内、インフラ整備が

遅れている１箇所を除いては、すべての地区に立地が進み、ノバルティスファーマ㈱の 100％子会社

日本チバガイギー㈱に代表される医薬品製造企業の他、食料品、プラスチック製品、金属製品等高度

な技術を有する企業が立地している。 

インフラ整備が遅れている「犬飼・初田地区」については、高規格の市道を整備中であり、平成 28

年度には全区間の供用が開始される。他にも企業の立地ニーズに見合う土地の確保として、平成 20

年 9 月に新たな工業等導入地区を 2 箇所指定し、積極的な企業立地を推し進めている。 

（主要指標） 

本市の人口は、平成 22 年 43,263 人で平成 17 年の国勢調査と比較すると、1,982 人の減となってい

る。また、毎年の住民基本台帳のデータでの比較では平成 14 年を山に微減傾向が続いている。 

 

しかしながら、篠山市内高等学校の卒業者数と就職者数の推移（表 1)を見ると市内での就職者割合

は確実な増加傾向を示している。これは、篠山市が 7 年前から施策の中心においた定住促進施策「ふ

るさと篠山へ住もう帰ろう運動」のひとつの成果と言える。 

このような状況下で、平成 25 年 4 月 6 日丹波地域で開催した「就職フェア in たんば」には 35 社

の地元企業と 133 人（大学生等 85 人、一般 48 人）の求職者が参加し、地元就労への熱意が感じ取れ

た。 

さらに地元就職志向が高まれば、篠山市の人口推移（表 2)の夜間人口の内、県内・外他市町への従

業者・通学者が 7,000 人近くあり、そのいくらかを市内就労に充てることも十分考えられる。 

加えて交通インフラ等の整備により京阪神から 1 時間という交通利便性の向上が浸透することで、

立地企業の求人により都市部から大幅な人口の増大が可能である。 

 

篠山市内高等学校の卒業者数と就職者数の推移（人）；（表 1） 

 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

卒業者数    579    556    553    503    483 

就職者数    166    157    151    151    144 

市内就職者数     45     43 48 44 51 

同上割合 27.1％ 27.4％ 31.8％ 29.1％ 35.4％ 

※市内高等学校（４校）の聞き取り調査による。同上割合＝市内就職者数／就職者数 
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篠山市の人口推移；（表2) (平成 22年国勢調査より；下段網掛けは平成17年データ) 

人 口  

(人） 

世帯数 

（世帯) 

昼夜間人口（人) 産業別就業人口 

総人口 総数 

    ※① 

夜間人口の内、

県内・外他市町

へ従業・通学 

    ※② 

昼間人口の内、

県内・外他市町

に常住 

構成比 

一次産業 二次産業 三次産業 

43,263 

45,245 

15,342 

14,960 

6,764 

7,140 

4,220 

4,689 

12.1% 

14.9% 

26.2% 

29.7% 

56.5% 

54.6% 

増減（H22/H17） 94.7 90.0       

 

 

(産業の集積高度化の取組) 

 平成 24 年 8 月 1 日、企業振興・集積・誘致をより具体化するため篠山市長を委員長とした「篠山

市企業振興と雇用拡大戦略会議」を「篠山市地域産業活性化協議会」の構成団体や市内高等学校の進

路指導部長など 25 名を委員として開催した。 

 会議は、のべ 5 回の全体会議と 6 回の専門部会を開催し、「第 1 次篠山市地域産業活性化基本計画」

を基本に議論を行い、「市内企業支援と若年層雇用」、「企業誘致」及び農商工連携を主軸とした「六次

産業化」を議論し、細部にわたる提言をまとめた「篠山市企業振興と雇用拡大戦略」を策定、市の施

策に反映させている。 

 特に平成 20 年 9 月に農村地域工業等導入促進法の工業等導入地区（以下「農工団地」という。）に

指定された「篠山中央地区」が地下水に恵まれ、また市内観光拠点にも近接していることから丹波篠

山の優れた農産品による「食」のイメージを活用し、食と工業と観光が連動した新たなファクトリー

ツーリズム「～食と農の工房団地～農都の森」として最優先で取り組むこととした。また、市内遊休

工場や遊休土地の積極的な利活用が提言された。 
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③インフラ等の整備状況 

ⅰ  交通環境 

高速道路は、舞鶴若狭自動車道があり、市内の丹南篠山口インターチェンジを利用することで 

阪神間の関連工業地域や大消費地、舞鶴港までを約１時間で結び、物流時間の短縮が可能である。 

また、一般国道についても国道 173 号、176 号、372 号の利用で篠山市を中心に大阪、神戸、 

京都や舞鶴港が約 50 ㎞、姫路までが約 60 ㎞の圏内に位置し、高速道路を使用せずに物流を効率 

的に行うことが出来る。 

鉄道については、JR 福知山線が通っており、市内に 5 箇所の駅を有する。平成 9 年に複線 

電化が完了した篠山口駅以南については、概ね 1 時間で JR 大阪駅にアクセス出来る。 

ⅱ  工場用地 

公的な工業団地指定地は次のとおりである。すべて、農工団地に指定を受けており、国、県、市の

関係法規により、立地に際して様々なインセンティブを受けることができる。 

 また、農工団地においては、工業用の地下水を調査し、特に「篠山中央地区」では現地に井戸を

設置している。 

 加えて、現地が民地農地であるため「犬飼・初田地区」と「篠山中央地区」では、全地権者と関

係自治会長等を会員とした「企業誘致推進連絡協議会」を設立し、立地協議に即応できる体制を作

るとともに売買契約時に障害とならないよう公図の事前調査、修正及び相続権利者の整理を篠山市

が主体となって行っている。  

【犬飼・初田地区】 

・所在地 篠山市犬飼地内他 

・面積 9.1ha 

・インフラ 電力：6,600V  用水：篠山市上水道 

・工業用井水：井水調査のための電気探査を実施。 

試験孔による連続揚水の結果、適正揚水量 348 ㎥／日の揚水が可能 

・兵庫県産業集積条例「産業集積促進地区」指定地区 

・特徴 

平成28年度全線開通予定の市道を利用することで舞鶴若狭自動車道丹南篠山口IC に5分で連絡

するとともに、国道 176 号、372 号にも容易にアクセスが出来る。 

鉄道交通も JR 福知山線の快速停車駅である南矢代駅から徒歩 5 分での通勤が可能で、非常に交

通利便性が高い。 

住宅地からも距離があり、ゆとりある立地スペースが可能な上に、田園風景に囲まれた緑豊かな

立地環境が整っている。 
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【篠山東部地区】 

・所在地 篠山市小野奥谷地内他 

・面積 5.7ha 

・インフラ 電力：6,600V 用水：篠山市上水道（井戸の活用可能） 

・工業用井水：ボーリング調査の結果、最大 200 ㎥／日を確認・兵庫県産業集積条例「産業集積促

進地区」指定地区 

・特徴 

国道 173 号、372 号の交差点に位置し、京都、姫路、大阪方面、及び舞鶴港に直結する一般国道

の結接点で交通が至便な上、緑豊かな自然がやすらぎを与える労働環境である。 

 

【篠山中央地区】 

・所在地 篠山市北地内 

・面積 7.7ha 

・インフラ 電力：6,600V 用水：篠山市上水道（市有井戸の提供可能） 

・工業用井水：井水調査のための電気探査を実施。 

現地に直径 500mm、深さ 20ｍの井戸を設置。連続揚水の結果、適正揚水量 403 ㎥／日を確認す

るとともに現在使用していない近接上水用井戸等とあわせて 800 ㎥／日以上の確保が可能。 

・兵庫県産業集積条例「産業集積促進地区」指定地区 

・特徴 

篠山市の市街地中心部から南東 1.5 ㎞に位置し、道路交通網や地元労働力に恵まれている。 

また、バスターミナルに近接し、交通アクセスも至便である。観光拠点である国選定重要伝統的建

造物群保存地区に指定された篠山城下町地区に近接している。 

 

※なお 3 地区とも、オーダーメイドでの分譲区画割りが可能であり、用地買収から、造成・建築工事

までを、市のワンストップ・サービスのもと、立地企業と市が連携して取り組むこととしている。 
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ⅲ  教育機関 

・大学との連携（神戸大学大学院農学研究科） 

篠山市は、神戸大学大学院農学研究科発祥の地であることから篠山を離れて 40 年が過ぎた平成 19 

年、篠山市と大学が地域課題の解決、産業振興、まちづくり等の分野において地域連携、協力に関す

る協定書を策定するとともに、活動拠点「篠山フィールドステーション」を設置した。 

平成 21 年度からは、神戸大学農学部ブランド「丹波の赤じゃが」を篠山市と地域が共同して栽培、

販売及び企業との新商品開発など「食品産業クラスター」の先駆けとしての取り組みを展開している。 

また、平成 24、25 年度には総務省の支援を受け「地域力の創造・地方の再生」をテーマに、地域

の活性化及び地域の人材育成に資する活動（「域学連携」地域づくり活動）を推進している。 

・高校との連携（兵庫県立篠山鳳鳴高等学校、兵庫県立篠山産業高等学校、兵庫県立篠山東雲高等学

校） 

市内には、兵庫県立篠山鳳鳴高等学校（普通科）と全県学区の兵庫県立篠山産業高等学校本校（機

械科、電気科、土木科、商業科、生活科）、丹南校（普通科）があり、特に篠山産業高等学校本校では、

各種の資格取得や検定試験等において多くの合格者を輩出するなど、地元企業への貴重な人材供給源

となっている。また、兵庫県立篠山東雲高等学校は地域農業科の単科高等学校であり、その特色を活

かしたウイルスフリー山の芋の研究、丹波黒大豆の遺伝調査や栽培法の改善などの研究など「アグリ

産業クラスター構想」の一翼を担っている。 

 

ⅳ  研究機関 

篠山盆地は、清らかな地下水を生み育てるとともに、主に阪神地域からの外来波を遮断し、電機機

器などが備える電磁的な不干渉性及び耐性の測定に良好な環境を提供している。 

そのような環境下で、世界でも屈指のパナソニックＥＭＣセンターが立地し、各国政府機関から認

定を受けた認証試験等を行っている。今後もハイブリッド車等にＥＭＣ（電磁環境適合性）検査が不

可欠なことから、その需要は急速に高まることが予測される。 

 

ⅴ  情報環境 

篠山市全域で超高速通信光ファイバーインターネットサービスの利用が可能となっておりグローバ

ルな情報化時代の中で不可欠なコンテンツの提供が可能である。 
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（目指す産業集積の概要について） 

①丹波篠山ブランド商品関連産業 

平成 21 年 2 月、篠山市では自然の気候風土に恵まれた日本一の農業の都として、食の安全と安心

を未来にわたって育み更なる農業振興を実現するための「農都宣言」を行った。 

全国的に丹波篠山と言えば、グルメ漫画「美味しんぼ」や「あんどーなつ」などで鮮烈なイメージ

で取り上げられた「丹波篠山黒大豆」が特に有名だが、篠山盆地特有の寒暖差の激しい気候風土や土

壌が生み出す「丹波篠山山の芋」、「丹波栗」、「丹波松茸」等の特産物も、篠山だけが享受できる自然

の恩恵に加え、古くから磨かれた栽培技術の結晶として多くの支持を受けている。 

この特産物を活かした黒豆豆腐、黒豆パン、「丹波篠山山の芋」を使った薯蕷饅頭、「丹波栗」を活

用した栗羊羹や栗酒などが広く知られている。 

しかしながら、「丹波篠山ブランド」はそのような美味なる特産物およびその加工品だけを指すので

はない。一つは、加古川、武庫川及び由良川の大河の清き一滴が湧き出源流域として、広大な森との

共存を謳う「丹波の森構想」に代表される環境へのこだわりである。もう一つは、平成 21 年 1 月文

化庁長官表彰（文化芸術創造都市部門）を受け、尚かつ国選定重要伝統的建造物群保存地区に指定さ

れた城下町や宿場町、農村集落の保護と整備に努める景観への強い想いである。すなわち、日本の原

風景である素朴な田舎らしさやそこからもたらされる循環型社会等が、有機的に、相互に影響を及ぼ

し、連携し、相乗的効果から生まれるものが「丹波篠山ブランド」であり、他の地域と大きく差別化

を図ることができる重要な資源となっている。 

 

製造業に着目すると、この「丹波篠山ブランド」を活かし、特産物供給者・関連企業・関連機関な

どによる積極的な連携の推進を図り、競争・協調のなかで相互メリットを享受することを目的とした

「アグリ産業クラスター構想」を、平成 21 年春に策定し、施策に反映している。 

さらに、市域の 75％を占める森林資源の活用や、800 年の歴史を持つ「丹波焼」の振興、年間 250

万人近い観光客を受け入れる観光資源を活かし着地型観光の推進と観光消費額拡大に向けた宿泊業の

活性化、農・商・工連携につながる和菓子等の加工、販売など地域産業の高度化と関連企業を誘致、

集積させ高い競争力を持つ中で、雇用の創出と既存企業の発展を図る。 

 

② ちいきものづくり関連産業 

ⅰ 医薬・健康関連産業 

篠山市には、スイスに本拠を置き、国際的製薬・バイオテクノロジー企業、ノバルティスの医薬品

部門日本法人ノバルティスファーマ㈱の製造部門子会社日本チバガイギー㈱や、国内の医用電子機器

の製造・販売のトップメーカーのひとつであるミナト医科学㈱が立地しており、検査測定・物理療法・

運動療法・福祉介護・介護予防トレーニング機器に至る対処医学から予防医学までの幅広い分野での

産業集積を目指す。 
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ⅱ 機械・化学・電機・電子部品関連産業 

本市域には、輸送用機械器具製造業関連企業や三菱電機㈱、㈱ダイヘン、川崎重工業㈱等関連

の産業機械、部品製造等の企業が立地しておりその集積を加速させるとともに、阪神工業地帯と

約１時間の時間距離に位置するため、その近接性からプラスチック製品製造業、電子・デバイス・

電子回路製造業などの企業集積を図る。 

あわせて、地域林業との連携による既存家具・装備品製造業等の振興・高度化・集積も行う。 

 

（２（２（２（２）具体的な成果目標）具体的な成果目標）具体的な成果目標）具体的な成果目標（平成（平成（平成（平成 22222222 年度工業統計を基礎とした年度工業統計を基礎とした年度工業統計を基礎とした年度工業統計を基礎とした確定確定確定確定値）値）値）値）    

 現状 計画終了後 伸び率 

集積区域における集積 

業種全体の付加価値額 419 億円 460 億円 9.8％ 

 

（３）目標達成に向けたスケジュール（３）目標達成に向けたスケジュール（３）目標達成に向けたスケジュール（３）目標達成に向けたスケジュール    

取組事項 

（取組みを行う者） 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

篠山市農工団地への企

業誘致 

（篠山市） 

     

遊休地等工場用地の調

査 

（篠山市） 

     

人材・労働力確保のため

の諸施策（篠山市・兵庫

県等） 

     

ものづくり人材の育成

と技能・技術の振興（兵

庫県） 

     

企業受け入れ体制の持続的整備と企業ニーズに合わせた農工団地

の環境整備により、企業立地の促進 

工場適地遊休地をデータベース化し、立地希望に即応できる体制

整備 

県・市、商工会、雇用開発協会、公共職業安定所等の関連機関の

連携強化による人材確保の円滑化 

職業能力開発施設やものづくり大学校等を活用した人材の育成等 
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取組事項 

（取組みを行う者）    

平成 

26 年度    

平成 

27 年度    

平成 

28 年度    

平成 

29 年度    

平成 

30 年度    

篠山市・篠山市商工会等

との連携 

（篠山市・篠山市商工会

等） 

    

                    

県立工業技術センター

による技術高度化支援 

（兵庫県） 

    

                    

職業能力開発による安

定した雇用就業の実現 

（兵庫県） 

    

                    

県・市連携による企業誘

致体制の強化（篠山市、

兵庫県） 

    

                    

流通共用施設の整備 

（篠山市、企業等） 

    

    

                    

ひょうご・神戸投資サポ

ートセンターとの連携

（篠山市、兵庫県、ひょ

うご・神戸投資サポート

センター） 

    

                    

    

    

    

    

    

篠山市と篠山市商工会等の連携による、雇用創出・人材育成・産

業高度化・地元経済活性化、広域企業交流の推進及び環境保全支

援、地域活性化イベント、プロモーション事業の展開 

県立工業技術センターによる技術開発支援（中小企業の技術力向

上支援・県立工業技術センター機能強化・兵庫県工業技術振興協

議会による技術交流、研究開発推進） 

産業構造の変化に対応するため、離転職者新規就業者や既雇用者

を対象とした段階的な職業能力開発プログラムの実施 

産業クラスター形成を支援するため原材料等のストックヤードの

整備の検討、計画協議 

市によるワンストップ・サービス体制の整備、研修会の実施によ

る担当職員のスキルアップ 

立地企業のニーズ調査による立地環境の整備 

企業誘致の情報発信、誘致体制の強化 
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取組事項 

（取組みを行う者） 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

篠山市企業誘致及び雇

用促進に関する条例、篠

山市企業立地の促進等に

よる地域における産業集

積の形成及び活性化のた

めの固定資産税の課税免

除に関する条例、兵庫県

産業集積条例による企

業誘致促進（篠山市、兵

庫県） 

 

     

資金調達・設備導入等の

支援 

（兵庫県、(財)ひょうご

産業活性化センター） 

 

     

大学、高校との連携強化

（篠山市、神戸大学、篠

山産業高校、篠山東雲高

校） 

     

研究機関との連携（篠山

市・民間事業所） 

 

 

     

道路等インフラの整備

（篠山市、兵庫県） 

 

 

     

企業立地後の支援 

（篠山市） 

 

 

     

 

農村地域工業等導入促進法実施計画策定による企業誘致の促進 

 

兵庫県産業集積条例の充実による企業誘致の促進 

 

篠山市企業誘致及び雇用促進に関する条例拡充による企業誘致の

促進 

中小企業新事業活動促進法による経営革新計画の取得 

円滑な資金調達、施設導入の推進 

神戸大学との地域連携や篠山産業高校との連携強化による新産業

創出・人材 

民間ＥＭＣ認定機関等との連携による企業誘致の促進 

企業立地推進に不可欠な道路整備等を通じた企業誘致 

企業ニーズの把握等立地企業担

当制 
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２２２２    集積区域として設定する区域集積区域として設定する区域集積区域として設定する区域集積区域として設定する区域    

 

（全市域が集積区域に指定されている理由） 

本市は、篠山町・西紀町・丹南町・今田町の４つの町が合併して平成 11 年 4 月 1 日に誕生し

た。4 町は古くから地理的、歴史的、及び経済社会的一体性が強く、市内 12 箇所の農村地域工

業等導入促進法による工業等導入地域も市全域に広がっている。既存の工業集積との連携を積極

的に活用し、既存工業の振興・発展、新規企業誘致による産業活性化と雇用の確保を目指すため、

全域を集積区域に指定する。 

 

３３３３    集積区域において特に重点的に企業立地を図るべき集積区域において特に重点的に企業立地を図るべき集積区域において特に重点的に企業立地を図るべき集積区域において特に重点的に企業立地を図るべき区域区域区域区域    
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３ 集積区域において特に重点的に企業立地を図るべき区域 

 

４４４４    工場立地法の特例措置を実施しようとす工場立地法の特例措置を実施しようとす工場立地法の特例措置を実施しようとす工場立地法の特例措置を実施しようとする場合にあっては、その旨及び当該特例措置の実施にる場合にあっては、その旨及び当該特例措置の実施にる場合にあっては、その旨及び当該特例措置の実施にる場合にあっては、その旨及び当該特例措置の実施に    

より期待される産業集積の形成又は産業集積の活性化の効より期待される産業集積の形成又は産業集積の活性化の効より期待される産業集積の形成又は産業集積の活性化の効より期待される産業集積の形成又は産業集積の活性化の効果果果果 

本地域は、兵庫県「緑豊かな地域環境の形成に関する条例」の施行地域内であり、適切な土地利用の

推進、森林・緑地の保全を適正に誘導し、緑豊かな地域環境の形成を図ることを進めている。 

よって基本的には同条例の趣旨に基づく工場等の立地を進めるため本特例措置は実施しない。 

（区域） 

農村地域工業等導入促進法による工業等導入地域 

・篠山中央地区篠山中央地区は、景観法に基づく篠山市景観計画の区域に設定されており、田園景観

に調和した区域とするほか、兵庫県緑豊かな地域環境の形成に関する条例（緑条例）に基づき、森

林の保全や建物の周辺緑化の推進を図る区域とする。 

  名   称          地    番           面 積     

篠山中央地区 篠山市北字コモジノ坪 
 378､379､380､381､382､383､384､385､ 
 386､388､392､393､395-1､396-1､397-1､ 
 398-1､399-1､400-1､401-1､402-1､403-1､ 
 404-1､405-1 
 
篠山市北字六反田ノ坪 
 291､292､293､294､295､296､297､298､ 
 299､300､301､302､303､304､305､306､ 
 307､308､309､310-1､310-2､311､312 
 
篠山市北字池尻ノ坪 

 266､267､268､269､270､271､272､273､

274､275､276､277､278､279､280､281､

282､283､284､285､286､287､288､289､290 

  

 

7.7ha 
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５５５５    集積業種として指定する業種（以下「指定集積業種」という。）集積業種として指定する業種（以下「指定集積業種」という。）集積業種として指定する業種（以下「指定集積業種」という。）集積業種として指定する業種（以下「指定集積業種」という。）    

（１）業種名（１）業種名（１）業種名（１）業種名 

（業種名又は産業名） 

○ 丹波篠山ブランド商品関連産業 

（日本標準産業分類上の業種名） 

 09 食料品製造業              10 飲料・たばこ・飼料製造業（102 酒類製造業を含む。 

105 たばこ製造業を除く） 

11 繊維工業                14 パルプ・紙・紙加工品製造業 

15 印刷・同関連業             16 化学工業（1624 塩製造業を含む） 

18 プラスチック製品製造業         21 窯業・土石製品製造業 

24 金属製品製造業             26 生産用機械器具製造業 

32 その他の製造業             44 道路貨物運送業 

47 倉庫業                 48 運輸に付帯するサービス業 

52 飲食料品卸売業             71 学術・開発研究機関 

75 宿泊業                           76 飲食店（766 バー、キャバレー、ナイトクラブを除く） 

 

○ ちいきものづくり関連産業 

09 食料品製造業              10 飲料・たばこ・飼料製造業（102 酒類製造業を含む。 

105 たばこ製造業を除く） 

12 木材・木製品製造業           13 家具・装備品製造業 

14 パルプ・紙・紙加工品製造業       15 印刷・同関連業 

16 化学工業（1624 塩製造業を含む）       18 プラスチック製品製造業 

19 ゴム製品製造業              22 鉄鋼業 

23 非鉄金属製造業             24 金属製品製造業 

26 生産用機械器具製造業          27 業務用機械器具製造業 

28 電子部品・デバイス・電子回路製造業   29 電機機械器具製造業 
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（２）２）２）２）    （１）の業種を指定した理由（１）の業種を指定した理由（１）の業種を指定した理由（１）の業種を指定した理由 

【丹波篠山ブランド商品関連産業】 

全国に誇れる地域特産物資源の活用を新たな産業集積に繋げる最大のセールスポイントとして「ア 

グリ産業クラスター」構想を策定し、食品加工をはじめ、化学、繊維、医薬品等の関連企業による新 

たな商品開発とその源となる素材の生産手段・手法から、流通、販売にいたるまでの全過程において、 

特産物供給者・関連企業・関連機関など積極的な連携の推進を図り、競争・協調の中で相互メリット 

が享受できる業種や恵まれた観光資源と結びつけが可能な業種を、「丹波篠山ブランド」が最大限活 

用できる業種として指定する。 

【ちいきものづくり関連産業）】 

すでに立地している大手医薬品、健康関連産業をコアコンピタンス（対外的に優位な中核企業）と 

し、その関連企業の集積を図るとともに、近接する阪神工業地帯との取引も視野に入れ、域内で集積

が進んでいる機械、化学、電機･電子部品等関連産業群のさらなる発展と誘致・集積を図るため周辺地

域との連携が期待できる関連産業並びに既存家具･装備品製造業等の地域の林業資源の活用が期待さ

れる業種を指定する。 

さらに、地場産業である酒造業については優れた地下水、良質の酒米生産地である地の利を生か 

したつくり酒屋や大手資本による酒造工場が営まれている。今後とも酒造及び酒造から派生する関連 

産業の集積が大いに期待できるため指定業種とする 

 

６６６６    指定集積業種に属する事業者の企業立地及び事業高度化の目標指定集積業種に属する事業者の企業立地及び事業高度化の目標指定集積業種に属する事業者の企業立地及び事業高度化の目標指定集積業種に属する事業者の企業立地及び事業高度化の目標    

（平成（平成（平成（平成 22222222 度工業統度工業統度工業統度工業統計を基礎とした計を基礎とした計を基礎とした計を基礎とした確定確定確定確定値）値）値）値）    

項    目 目標数値 

指定集積業種の企業立地件数 3 件 

指定集積業種の製造品出荷額の増加額 99 億円 

指定集積業種の新規雇用創出数 424 人 
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７７７７    工場又は事業場、工場用地又は業務用地、研究開発のための施設又は研修施設その他の事業施設工場又は事業場、工場用地又は業務用地、研究開発のための施設又は研修施設その他の事業施設工場又は事業場、工場用地又は業務用地、研究開発のための施設又は研修施設その他の事業施設工場又は事業場、工場用地又は業務用地、研究開発のための施設又は研修施設その他の事業施設    

整備のための施設の整備（既存の施設の活用を含む。）、高度な知識又は技術を有する人材の育成そ整備のための施設の整備（既存の施設の活用を含む。）、高度な知識又は技術を有する人材の育成そ整備のための施設の整備（既存の施設の活用を含む。）、高度な知識又は技術を有する人材の育成そ整備のための施設の整備（既存の施設の活用を含む。）、高度な知識又は技術を有する人材の育成そ    

の他の円滑な企業立地及び事業高度化のための事業環境の整備の事業を実施する者及び当該事業のの他の円滑な企業立地及び事業高度化のための事業環境の整備の事業を実施する者及び当該事業のの他の円滑な企業立地及び事業高度化のための事業環境の整備の事業を実施する者及び当該事業のの他の円滑な企業立地及び事業高度化のための事業環境の整備の事業を実施する者及び当該事業の    

内容内容内容内容 

（産業用共用施設の整備等に（産業用共用施設の整備等に（産業用共用施設の整備等に（産業用共用施設の整備等に関する事項）関する事項）関する事項）関する事項）    

（１）（１）（１）（１）篠山市農工団地への企業誘致（篠山市）篠山市農工団地への企業誘致（篠山市）篠山市農工団地への企業誘致（篠山市）篠山市農工団地への企業誘致（篠山市）    

重点的に企業立地を図るべき区域である農工団地、「篠山中央地区」は、地権者・地域の同意を受

けての指定であるが、用地買収、及び造成工事は、立地企業と市が連携して行うこととしているた

め、周辺のインフラ整備や立地企業受け入れ体制の持続的整備を行う。 

 

（２）（２）（２）（２）遊休地等工場用地の調査遊休地等工場用地の調査遊休地等工場用地の調査遊休地等工場用地の調査（（（（篠山市篠山市篠山市篠山市））））    

市内遊休土地についてデータベース化を進め、突発的や多種多様な立地希望にも即応出来る体制

を整えるとともにホームページ等を活用した広報活動を展開し、積極的な企業誘致と集積を図る。 

 

（人材の育成・確保に関する事項）（人材の育成・確保に関する事項）（人材の育成・確保に関する事項）（人材の育成・確保に関する事項）    

（１）（１）（１）（１）人材・労働力確保のための諸施策（篠山市、兵庫県、公共職業安定所等）人材・労働力確保のための諸施策（篠山市、兵庫県、公共職業安定所等）人材・労働力確保のための諸施策（篠山市、兵庫県、公共職業安定所等）人材・労働力確保のための諸施策（篠山市、兵庫県、公共職業安定所等）    

篠山市では、兵庫県が平成 20 年度から実施中の「ふるさと人材確保ネットワーク事業」を活用し、

市、県、雇用開発協会、商工会、公共職業安定所、高校、公益社団法人、地域自治会等と協力し、

立地検討企業への積極的な人材・労働力に関する情報提供を行う他、①高校生を対象とした企業説

明会や企業見学会の実施、②学生・U・Ｉターン希望者等を対象とした企業説明会や企業紹介展の

実施に加え、ハローワークの「ふるさと就労相談コーナー」など、企業と求職者のマッチングによ

り、地域における人材確保の促進を図る。 

さらに、兵庫県ではインターネットの情報提供サイト「ひょうご・しごとネット」を通じ、企業・

求人情報や人材情報等をデータベース化し、人材を求める企業と働く意欲のある人との出会いの場

を提供するとともに、求人倍率の低い県外の地域において兵庫の魅力ある企業情報を就職支援機関

に提供し、企業説明会を開催するなど県内企業の人材確保を支援する。 

    

（２）（２）（２）（２）ものづくり人材の育成と技能・技術の振興（兵庫県）ものづくり人材の育成と技能・技術の振興（兵庫県）ものづくり人材の育成と技能・技術の振興（兵庫県）ものづくり人材の育成と技能・技術の振興（兵庫県）    

 熟練技術者の退職や若者のものづくり離れが進み、製造業の事業所で技術系社員が不足する中で、

ものづくり産業を支える人材力の強化を図るため、①次代を担う人材育成、②匠の後継者育成、③

技能レベルに応じた在職者訓練などを行う「教育研修施設」と、④中学生を主対象としたものづく

り体験を通して職業教育の一翼を担う「ものづくり体験館」を一体的に整備することにより、総合

的・体系的な人材育成拠点としての機能を果たすことを目的とした「ものづくり大学校」を整備し

た。平成 23 年 4 月に開校した教育研修施設では、本科生に対する職業訓練に加え、企業在職者に対

する技能向上訓練を拡充するなど、ものづくり現場を支える人材の育成と技能の継承に取り組む。 
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（３）（３）（３）（３）篠山市と篠山市商工会等の連携（篠山市、篠山市商工会等）篠山市と篠山市商工会等の連携（篠山市、篠山市商工会等）篠山市と篠山市商工会等の連携（篠山市、篠山市商工会等）篠山市と篠山市商工会等の連携（篠山市、篠山市商工会等）    

篠山市商工会は、旧 4 町の商工会が合併して平成 16 年 10 月に発足。篠山市と連携することによ

り、人材育成や環境 ISO の取得推進、地域内外の企業間交流を通して、製造業の振興発展に取り組

んでいる。 

特に、人材育成支援部門では、新入社員から、若手、中堅、および管理職に及ぶすべての階層で

研修を実施し、社内で適正な品質管理の内部監査が実施できるよう ISO9001 内部監査員の養成研修

や資格取得支援もおこなっている。加えて ISO14001 内部監査委員の養成研修や資格取得支援も行

い、環境保全に取り組む企業を積極的に支援する。 

他にも、市内製造業者間の取引の拡大や、篠山の事業環境の魅力を積極的に発信することで、新

たな取引の創出を図る。 

また、地域振興等の活動を行う公益社団法人と連携することにより、農業関連の若手人材の異業

種交流、現地研修や地域外に向けた地域活性化イベント、プロモーション事業を展開する。 

 

（技術支援等に関する事項）（技術支援等に関する事項）（技術支援等に関する事項）（技術支援等に関する事項）    

（１）（１）（１）（１）県立工業技術センターによる県立工業技術センターによる県立工業技術センターによる県立工業技術センターによる技術高度化支援（兵庫県）技術高度化支援（兵庫県）技術高度化支援（兵庫県）技術高度化支援（兵庫県）    

・中小企業の技術力向上への支援 

中小企業のものづくり基盤技術の向上を図るため、県立工業技術センターにおいて、技術相談や

機器利用、共同研究等による技術支援に取り組む。 

・県立工業技術センターの機能強化 

中小企業の技術研究開発ニーズに加え、本県基盤産業の基盤的技術ニーズに対応した企業、大学

等との共同研究等に取り組むため、県立工業技術センターを先端技術研究開発機器や産学連携・交

流機能を有した開放型の研究開発施設として高機能化を図る。 

・兵庫県工業技術振興協議会による異業種間交流・技術開発力の向上推進 

中堅・中小企業の工業技術振興を図るため、バイオ技術研究会をはじめ業種別に 15 の研究会を

組織し、異業種間の情報交換、大学や県立工業技術センターとの技術交流等を推進する。 

 

（２）（２）（２）（２）職業能力開発による安定した雇用就業の実現（兵庫県）職業能力開発による安定した雇用就業の実現（兵庫県）職業能力開発による安定した雇用就業の実現（兵庫県）職業能力開発による安定した雇用就業の実現（兵庫県）    

企業間競争が厳しくなる状況で、技術革新や少子・高齢化、大学進学率の向上等社会経済情勢が

変化する中で、即戦力となる人材や技術の高度化に対応した人材が求められている。そのため、新

規就業者への職業能力研修や就業後の技術研修の機会を創出することにより、事業所での技術の高

度化に対応を図る。また就業前から就業後までの体系的な人材育成プログラムを取り入れることに

より事業所の求める人材の育成を図る。 

 



17 
 

（その他円滑な企業立地及び事業高度化のための事業環境の整備に関する事項）（その他円滑な企業立地及び事業高度化のための事業環境の整備に関する事項）（その他円滑な企業立地及び事業高度化のための事業環境の整備に関する事項）（その他円滑な企業立地及び事業高度化のための事業環境の整備に関する事項）    

（１）（１）（１）（１）県・市連携による企業誘致体制の強化（篠山市、兵庫県）県・市連携による企業誘致体制の強化（篠山市、兵庫県）県・市連携による企業誘致体制の強化（篠山市、兵庫県）県・市連携による企業誘致体制の強化（篠山市、兵庫県）    

篠山市では、平成 18 年度から農工団地や市内遊休土地への企業誘致等を専門に行う組織とし

て、企業振興課を設置し、平成 20 年には新たに 2 箇所の工業等導入地区の指定を受けた。 

あわせて、継続的な企業誘致パンフレット、ガイドブック、ブロシャーや誘致のために地域特

性等を紹介した DVD 等の作成、またこのような情報を発信するホームページの整備、企業アン

ケートやトップセールスを含む企業訪問、企業誘致フェア等への積極的な参加を通じて篠山市の

持つ優位性を発信する。 

企業立地に関する協議・諸手続きについては、迅速化や企業側からの信頼性を確保するための

担当職員制によるワンストップ・サービスを展開し、スムーズな立地を支援する。 

また、兵庫県においては、市町誘致担当職員向け企業誘致マニュアルの作成や研修会・セミナ

ー開催によるスキルアップ、市・県民局の企業誘致担当課長会議の開催による企業誘致体制の強

化や市・県民局合同での企業立地フェア等への出展による企業誘致を展開する。 

 

（２）（２）（２）（２）流通共用施設の整備（篠山市、企業等）流通共用施設の整備（篠山市、企業等）流通共用施設の整備（篠山市、企業等）流通共用施設の整備（篠山市、企業等）    

「アグリ産業クラスター」の源となる農産物品、加工食品等を保管する低温・保冷庫を既

存企業や新規立地企業との共同設置を検討する。 

具体には、地域資源を活かした産業クラスター形成のため、企業の需要に即した原材料の

供給が必要であるとともに、資源（原材料）の集約が必要となってくる。そのため、地域農

産物等の原材料のストックヤード等流通にかかる施設について関連する事業所と連携して

整備を計画する。 

 

（３）（３）（３）（３）ひょうご･神戸投資サポートセンターとの連携ひょうご･神戸投資サポートセンターとの連携ひょうご･神戸投資サポートセンターとの連携ひょうご･神戸投資サポートセンターとの連携((((篠山市､兵庫県､ひょうご･神戸投資サポー篠山市､兵庫県､ひょうご･神戸投資サポー篠山市､兵庫県､ひょうご･神戸投資サポー篠山市､兵庫県､ひょうご･神戸投資サポー

トセンタートセンタートセンタートセンター))))    

産業集積の形成及び活性化を図るため、多様化する立地企業のニーズを調査し、それに対

応した環境整備を積極的に行うとともに、篠山市及び兵庫県、ひょうご・神戸投資サポート

センター等と連携して、誘致体制の強化、情報発信を行いながら企業誘致を促進する 
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（４）（４）（４）（４）    篠山市企業誘致及び雇用促進に関する条例、篠山市企業誘致及び雇用促進に関する条例、篠山市企業誘致及び雇用促進に関する条例、篠山市企業誘致及び雇用促進に関する条例、篠山市企業立地の促進等による地域における産篠山市企業立地の促進等による地域における産篠山市企業立地の促進等による地域における産篠山市企業立地の促進等による地域における産

業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例条例条例条例、、、、兵庫県産業集積条例等による兵庫県産業集積条例等による兵庫県産業集積条例等による兵庫県産業集積条例等による

企業誘致促進（篠山市、兵庫県）企業誘致促進（篠山市、兵庫県）企業誘致促進（篠山市、兵庫県）企業誘致促進（篠山市、兵庫県）    

篠山市では、立地利便性や産業集積に適した場所を積極的に農工団地指定するとともに、それ以外

の遊休地とあわせて「篠山市企業誘致及び雇用促進に関する条例」の対象地域として、工場等施設整

備奨励金と雇用促進奨励金の交付拡充を行うとともに、「篠山市企業立地の促進等による地域における

産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例」を施行して固定資産税の課

税免除を行うことで初期投資を軽減し、企業誘致の促進を図っている。 

また、兵庫県の産業集積による経済および雇用活性化に関する条例（兵庫県産業集積条例）の産業

集積促進地区の指定も受け、条例認定を受けた企業は、不動産取得税の不均一課税や設備投資及び雇

用に対する補助金、低利融資等の優遇措置が準備されており、様々な優遇施策を機動的に運用、提示

することで積極的な企業誘致を推進する。 

 根拠条例 優遇措置 

篠山市 篠山市企業誘致及び雇用促進に

関する条例 

（平成 14 年 7 月 3 日条例第 31 号）  

・工場等施設整備奨励金 

一定規模以上の立地に関して 

農工地区については 7 年間 

その他の地区については 5 年間 

の固定資産税相当額を限度に奨励金を交付 

・雇用促進奨励金 

一定規模の立地雇用に対して 

新規常用雇用 1 人につき 10 万円を交付 

 篠山市企業立地の促進等による

地域における産業集積の形成及

び活性化のための固定資産税の

課税免除に関する条例 

（平成 14 年 7 月 3 日条例第 31 号）  

・企業立地促進法に基づき、市内で一定規模以上の企

業立地（工場の新・増設）を行った場合、固定資産

税を 3 ヶ年課税免除 

兵庫県 産業の集積による経済及び雇用 

の活性化に関する条例 

（平成 14 年４月１日条例第 20 号）  

・不動産取得税の不均一課税 

・新事業・雇用創出型産業集積促進補助金 

・拠点地区進出貸付（対象地区：指定拠点地区） 
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（５）（５）（５）（５）資金調達・設備導入等の支援（兵庫県、資金調達・設備導入等の支援（兵庫県、資金調達・設備導入等の支援（兵庫県、資金調達・設備導入等の支援（兵庫県、((((財財財財))))ひょうご産業活性化センター）ひょうご産業活性化センター）ひょうご産業活性化センター）ひょうご産業活性化センター）    

兵庫県では、中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認取得等を支援するとともに、

承認を受けた企業等に対して低利の資金貸付等を行い、革新性の高いモデル的な取組みを後押しす

る。 

また、兵庫県や（財)ひょうご産業活性化センターでは、新規事業や事業拡大等に取り組む中小企

業の円滑な資金調達・施設導入等を支援するため、中小企業を対象とする融資・設備貸与等の各種

制度を設けている。 

 

（６）（６）（６）（６）大学、高校との連携強化（篠山市、神戸大学大学、高校との連携強化（篠山市、神戸大学大学、高校との連携強化（篠山市、神戸大学大学、高校との連携強化（篠山市、神戸大学大学院農学研究科大学院農学研究科大学院農学研究科大学院農学研究科、、、、兵庫県立兵庫県立兵庫県立兵庫県立篠山産業高等学校篠山産業高等学校篠山産業高等学校篠山産業高等学校、、、、

兵庫県立兵庫県立兵庫県立兵庫県立篠山東雲高等学校篠山東雲高等学校篠山東雲高等学校篠山東雲高等学校））））    

神戸大学大学院農学研究科と篠山市との地域連携協力に関する協定書に基づき、拠点施設「篠山フ

ィールドステーション」の活用により産業振興のための連携を深め、具体的研究のなかで新商品開

発、起業化・企業化を促す。また、機械科・電気科・商業科等を有する兵庫県立篠山産業高校が行

う地域連携の「地域オープン講座」、地域農業科を有する兵庫県立篠山東雲高等学校が行う地域農産

品の調査・研究による農商工連携の参画やインターンシップ制度などの地元企業等の交流を通じて、

地域内就職の推進を強化する。 

 

（７）（７）（７）（７）研究機関との連携（篠山市、民間事業所）研究機関との連携（篠山市、民間事業所）研究機関との連携（篠山市、民間事業所）研究機関との連携（篠山市、民間事業所）    

各国政府機関から認定を受けた認証試験等を行うパナソニックＥＭＣセンターと連携する中で、

今後とも需要拡大が見込まれるＥＭＣ（電磁環境適合性）検査に関連する事業の拡大・高度化、地

域産業との連携を促し、関連産業の集積をめざす。 

 

（８）（８）（８）（８）道路等インフラの整備（篠山市、兵庫県）道路等インフラの整備（篠山市、兵庫県）道路等インフラの整備（篠山市、兵庫県）道路等インフラの整備（篠山市、兵庫県）    

国道 372 号は京都府亀岡市を起点に、篠山市、加東市を経て姫路市に至る幹線道路で、京都

以東と姫路以西の物流を結び、篠山市の産業、観光を支えている。特に阪神淡路大震災以降は、

経済性の観点から物流トラックの交通量が増加し、市内観測点で大型車混入率が 29.4％（22

年経済センサス）もあり、物流の大動脈となっている。しかしながら市内一部区間で未改良箇

所があり、県・市が連携しその部分の改良工事の促進を図る。 

農工団地の犬飼・初田地区については、現在その接道が一部未整備なことから、平成 28 年

度の全線開通をめざし高規格道路（市道大沢新栗栖野線）を整備中であり、関連するインフラ

を含めひきつづき早期完成に向けた取組みを行う。 

（９）（９）（９）（９）企業立地後の支援（篠山市）企業立地後の支援（篠山市）企業立地後の支援（篠山市）企業立地後の支援（篠山市）    

企業誘致は、立地後にその真価が問われる。篠山市では、突発的な課題の発生や目まぐるし

く変化する経済・国際情勢に影響を受ける企業ニーズに即応するため、立地企業担当職員制を

採用するとともに、継続的な支援体制を図るための仕組みづくりを行う。 

また、この安心できる受け入れ体制の整備により、さらなる立地・集積の誘導を図る。 
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８８８８    環境の保全その他産業集積の形成又は産業集積の活性化に際して配慮すべき事項環境の保全その他産業集積の形成又は産業集積の活性化に際して配慮すべき事項環境の保全その他産業集積の形成又は産業集積の活性化に際して配慮すべき事項環境の保全その他産業集積の形成又は産業集積の活性化に際して配慮すべき事項    

((((環境の保全環境の保全環境の保全環境の保全))))    

本市への立地に関しては、昭和 63 年住民代表により組織結成、起草、同意署名により採択された

「丹波の森宣言」の「1．自然破壊を行わず、森を大切に守り育てること。2．自然環境を大切にし、

花と緑の美しい地域づくりをすすめること。3．文化景観及び歴史的遺産を大切にし、個性豊かな地

域文化を育てること。4．安らぎと活力に満ちた地域づくりを進めること。（抜粋）」の趣旨を堅持す

るものとする。また、事業者は「大気汚染防止法」や「水質汚濁防止法」及び「瀬戸内海環境保全

特別措置法」等の国の環境法令、兵庫県が定める「環境の保全と創造に関する条例」及び市の「篠

山市環境保全条例」等に即した立地を行うものとする。そして、一定規模以上の事業者と「環境保

全」協定を締結し、きめ細かい環境保全対策に努めるとともに立地に際しては地域住民への説明会

を開催することにより地域の環境とも調和した立地を図る。 

また、本市では平成 21 年度に住民参加のもと、国及び兵庫県の環境基本計画と整合を図りつつ、

「環境基本条例」及び「環境基本計画」を定めることとしている。加えて景観に関しても、平成２

１年度を目途に景観法に基づく景観計画を定め、景観法の導入を図ることとしていることから、幾

多の河川源流域として環境の保全とともに幾重もの稜線が織りなす美しい山々等の美しい景観に配

慮した「森に抱かれた工場」立地をめざす。 

((((安全な市民生活の確保安全な市民生活の確保安全な市民生活の確保安全な市民生活の確保))))    

（1）兵庫県では、県民一人ひとりが、自らの安全の確保に対する意識を高めることはもとより、県民、

地縁団体等、事業者がともに連携し地域の絆を一層強め、地域ぐるみで犯罪を防止するための活動

その他安全で快適な暮らしを実現するため、平成 18 年 4 月に「地域安全まちづくり条例」を施行

したところである。この条例の趣旨を踏まえ、企業立地を通じた地域の産業集積によって、犯罪及

び事故を増加させ、又は地域との安全と平穏を害することのないようにするため、住民の理解を得

ながら次の取組みを推進する。 

①防犯に配慮した環境の整備 

道路、公園等の公共空間における防犯を防止するため、防犯灯、街路灯を設置する。道路、公園、

事業所等における植栽の適切な配置により見通しを確保する。 

②事業所における防犯施設等の整備 

事業所内外に防犯カメラや防犯ベル等の緊急通報装置を設置するほか、防犯マニュアルの策定、

防犯施設の点検整備を実施する。 

③防犯責任者の設置 

事業所ごとに防犯責任者を設置し、防犯マニュアルの整備、定期的な防犯訓練を実施する等防犯

体制を整備する。 

④警察への通報体制の整備 

犯罪や交通事故等が発生した場合の通報体制を整備する。 
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⑤地域住民との連携 

地域住民が行う自主防犯ボランティア活動へ参加協力する。 

（2）産業団地の整備にあたっては、道路等への街灯の設置、進出企業の要望を受けた歩行者専用道路 

  の設置等を行うほか、所管の警察署と協議を行い、歩行者が安全に通行できるように、歩道の設置、

信号機の設置、駐車禁止対策等の防犯対策を早期に進める。 

（3）企業立地にあたって、塀については生け垣を原則とすること、歩行者の安全確保のための出入り 

  口の規制、路上駐車対策としての敷地内駐車設備の設置等の項目があり、それらの履行を通じて住 

民生活の安全確保を図っている。 

（4）今後とも、上記の事業を実施していくとともに、兵庫県警察本部、所管の警察署等と連携をはか 

りながら、安全で安心して暮らすことができる社会の実現を図っていく。 

    

９９９９    法第５条第２項第３号に規定する区域における同項第７条の施設の整備が、農用地等として利用され法第５条第２項第３号に規定する区域における同項第７条の施設の整備が、農用地等として利用され法第５条第２項第３号に規定する区域における同項第７条の施設の整備が、農用地等として利用され法第５条第２項第３号に規定する区域における同項第７条の施設の整備が、農用地等として利用され

ている土地においている土地においている土地においている土地においておこなわれる場合にあっては、当該土地を農用地等以外の用途に供するために行うておこなわれる場合にあっては、当該土地を農用地等以外の用途に供するために行うておこなわれる場合にあっては、当該土地を農用地等以外の用途に供するために行うておこなわれる場合にあっては、当該土地を農用地等以外の用途に供するために行う

土地の利用の調整に関する事項土地の利用の調整に関する事項土地の利用の調整に関する事項土地の利用の調整に関する事項    

（調整中の農地等を含む重点促進地域） 

篠山中央地区（篠山市） 

重点促進区域面積   7.7ha 

上記のうちの農地面積 7.7ha 

調整等の状況  農地転用の許可権者である県知事と、農用地と工業用地の利用に関する事前の

調整は次のとおり終了している。また、平成 20 年９月 10 日に兵庫県の同意

を得て農村地域工業等導入促進法に基づく農村地域工業等導入実施計画を策

定している。 

   農振除外   平成 4 年度  農業振興地域整備計画における農用地利用計画の農用地区域か

らの除外願提出 

 平成 4 年度  県知事同意 

農地転用   今後、企業立地が決定した際に、農地転用の手続きを進める。 

 

 

    

１１１１００００    計画期間計画期間計画期間計画期間    

 

基本計画の計画期間は、同意の日から平成 30 年度末日までとする。 

 


