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はじめに

「ＮＴＮ宝塚製作所跡地」は、平成 21 年 7 月に閉鎖された元ＮＴＮ宝塚製作所の跡地で、全約 8.9ha のうち、
西側の一部、約 4ha については、市役所などの行政施設が集まるシビックゾーンに隣接する土地として、本市の
行政課題を解決しつつ、魅力ある都市環境を創造すること目的に、公有化しています。
本基本構想は、こうした方針に沿って、本市の発展に資する土地活用の方法を検討し、
「宝塚市まちづくり条例」
「宝塚市市民参加条例」に則り、市民の意見を効果的に取り入れながら、隣接地や周辺施設との連携をも視野に、
具体的な利活用の内容や機能等について概ねの方向性を定める、まちづくりの『羅針盤』として策定するものです。

市役所と逆瀬川米谷線

今後は、この基本構想を踏まえ、次年度以降、詳細な計画や設計等を作成していくものとします。

末広中央公園

市役所から東側をのぞむ

河川敷

全景

上下水道局庁舎

河川敷

宝塚新大橋南詰交差点
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１．対象地区等の概要
（１） 立地環境等
◆対象地区は、宝塚市の南側に位置しています。
◆鉄道では、阪急逆瀬川駅が最寄り駅であり、交通結節点となっている宝塚駅より、鉄道駅２駅の距離にあります。
◆河川沿いの開けた空間であることから、遠くには中山、長尾山等を望むことができます。
◆地区の南側を東西に県道西宮宝塚線、地区西部に（都）逆瀬川米谷線が走り、北側で武庫川に面しています。

中山方面を臨む

末広中央公園

甲山方面を臨む

武庫川河川敷
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（２）対象地区の概要
◆地域・地区
土地の所在
地目
地積（面積）

宝塚市東洋町１－１８
宅地
39,479.09 ㎡

用途地域
建ぺい率
容積率

工業地域
60％
200％

末広中央公園
勤労市民
センター
末広体育館

武庫川

市役所

②
上下水道局

①

庁舎

約 4ha
③

◆都市計画道路
・都市計画道路は、対象地区の西側を南北に（都）逆瀬川米谷線
（幅員 16ｍ）が整備済みです。
・対象地区の南側を東西に（都）武庫川通
線（幅員 12ｍ）が計画されていますが、
未整備となっています。
（平成 31 年以
降整備予定）

◆都市計画公園
種別

都市計画公園名

決定面積(ha)

決定年月日

運動

小浜公園

4.8

昭和 43 年 8 月 27 日

地区

末広中央公園

4.1

平成 13 年 11 月 19 日

街区

伊孑志第３公園

0.08

昭和 61 年 3 月 11 日
①

②

③
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２．地区の位置づけ

３．土地利活用にあたっての課題の整理

上位計画・関連計画に示されたまちづくりの方向性や、ワークショップでの市民の思い
を踏まえ、周辺を含めた対象地区の位置づけを以下のように整理します。

■都 市 核：市内外から多様な人々が集う都市核の中のシビックゾーン（公共公益施設が集

に
示
さ
れ
た
方
向
性

上
位
計
画
・
関
連
計
画

積する区域）

地区の位置づけを受けて、周辺との一体的なまちづくりを念頭において対象地区におけ
る土地利活用にあたっての課題を以下のように整理します。

●公共公益機能の充実強化
行政サービス拠点の形成に向けて、既存機能の充実や新たな機能の集積による公共公益機能の強化を図っ

■都 市 軸：水辺空間を生かした土地利用・景観と防災機能をもつ

ていく必要があります。

〈まちづくりの方向〉

〈対応の検討が考えられる具体的事項〉

・行政サービス機能の充実

・老朽化した上下水道局庁舎の建て替えによる更新と市庁舎との連携強化

・都市防災拠点としての機能の充実

・末広中央公園内の老朽化した勤労市民センターの閉鎖に伴う新たな市民交流機能の検討

・市民活動の拠点の形成

・市内の公共施設の統廃合を見据えた機能の導入検討

・武庫川に沿った歩行者空間等の整備

・新エネルギーの利用を促進する先駆的な施設整備 など
●防災機能の充実強化
都市防災拠点の形成に向けて、市街地内の貴重なオープンスペースと公共公益機能を連携した防災機能の

宝塚市の「都市核」の中の枢要な地区の一つとして、以下の役割を担います。

地
区
の
位
置
づ
け

行政サービス拠点

・防災拠点としての機能を充実するための危機管理機能の整備

ビックゾーンであり、行政サービスの拠点としての役割を

・阪神間の広域的な防災拠点として、南海トラフ地震などの大規模災害時に後方支援機能を担うための機

行政サービス拠点としての役割と連動しながら、末広中央
公園や武庫川河川敷などの広大な空間を活かした都市防
災の拠点としての役割を担う。
スポーツ施設や野外空間でのイベントなどの活動が活発

市民活動拠点

〈対応の検討が考えられる具体的事項〉

市役所をはじめとする多くの公共公益施設が集積するシ
担う。

都市防災拠点

充実強化を図っていく必要があります。

能の整備
・末広中央公園との機能の連携や連絡動線の確保 など
●市民活動拠点としての機能の拡充強化
多くの市民が訪れ、さまざまな活動を通じて交流できる市民活動拠点としての機能の拡充強化を図ってい
く必要があります。
〈対応の検討が考えられる具体的事項〉

であり、宝塚・宝塚南口エリアや逆瀬川エリアでの活動と

・訪れる人々の交流を促すひろば機能の整備

連携した市民活動の拠点としての役割を担う。

・末広中央公園や武庫川河川敷での野外活動などとも連携して使える空間の整備
・イベント時などに不足する市役所駐車場の拡張 など
●武庫川の河川環境を活かした空間整備
武庫川の自然的環境を最大限に活かして魅力的な空間を形成していく必要があります。

山・川・緑を活かした市民が集えるまち
〈まちづくりの考え方〉

市
民
の
思
い

〈対応の検討が考えられる具体的事項〉
・河川に沿った安全で快適な歩行者空間の整備

・シビックゾーンとして、その回遊性を高める

・河川と調和した景観の形成（対岸からの景観）

・武庫川と一体となり、都市のイメージアップを図る

・河川や背景の山（中山・長尾山、甲山方面）への眺望を活かした景観の形成 など

・広域からのアクセス性を高め、人の交流を促す
〈大切にしたい点〉
・自然（山・川・緑）や景観を生かす
・つながりを大切にする
・調和・ゆったり感をもたせる
・アクセス動線を強化する

●アクセス性の改善強化
徒歩や公共交通、自動車などによるアクセス性の改善強化を図っていく必要があります。
〈対応の検討が考えられる具体的事項〉
・県道西宮宝塚線の拡幅や宝塚市役所前交差点の改良による交通流の円滑化
・逆瀬川駅からの歩行者の誘導の改善 など
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５．土地利活用にあたっての課題の整理
土地利活用にあたっての課題図

5

４．周辺のまちづくりの考え方

都市防災拠点
●市役所及び末広中央公園
を中心に武庫川やその左
岸とも一体となり、阪神間
の広域的な防災拠点とし
て、機能を集約し、充実強
化を図っていきます

●武庫川右岸市街地はもとより、左
岸市街地との連携に配慮します
とくに左岸の「スポーツ・健康エ
リア」との機能連携を図ります

●武庫川沿いに親水性の高い緑
道を整備し、安全で快適な歩行
者動線を確保します

●武庫川の河川環境や周
辺の自然環境を最大限
に活かした魅力的な空
間形成を図っていきま
す

●隣接民間開発の動向を見据え、
県道西宮宝塚線沿いのオープ
ンスペースについて連続させ
ていくなど、歩行者動線の連携
を図っていきます

行政サービス拠点

県道西宮宝塚線

●公共公益機能の既存機能を中
心に、その建替えや拡張、統合
等により、さらなる機能強化、
充実を図っていきます
●県道西宮宝塚線の拡幅や
市役所前交差点の改良等
により、阪急逆瀬川駅から
の徒歩や自転車、公共交通
などによるアクセス性を
高めていきます

市民活動拠点
●「ひ・ろ・ば」による多機能連
携により、多くの市民が訪れ、
様々な活動を通して交流できる
市民活動拠点として機能の充実
を図っていきます
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５．基本方針及び整備のテーマ設定

６．導入機能のイメージ
検討機能

駅舎前
これまでの検討を踏まえ、本計画地における整備の基本方針やテーマについては、以下
のように整理できます。
方針

１

基
本
方
針

方針

～広域レベル～

２

方針

３

～地域レベル～

～地区レベル～

広域的な防災機能と市の

周辺資源を活かし、本地

多くの市民に広く永く愛

「都市核」としてふさわし

区周辺との機能分担・連

され、様々な活動が生み

い空間づくりにより都市イ

携による一体型まちづく

出される新しい拠点づく

メージの向上を目指します

りを目指します

りを目指します

水辺環境
い
こ
う
オープン
スペース

●目標像

～ 自然や周辺資源を活かした 市民の活動拠点 ～

いこい ・ つどい ・ ささえあう 市民の『ひ・ろ・ば』
『ひ・ろ・ば』の定義
ここで定義する『ひ・ろ・ば』は単なるオープンスペースをいうのではなく、“市民活動の拠点”となる交
流空間全てを指す。したがって、必ずしも、屋外のみの空間をいうではなく、場合によっては、「屋内空間」
のケースもありえます。
ヨーロッパの都市では、『広場』を中心につくられている。それら
の広場は、教会や市庁舎前の広場であり、建物と一体となった空間に
よって成り立っています。そこには、常に、人、もの、情報等の活動
蓄積がみられ、まさに「市民活動」（アクティビティ）の源となって
います。

ひ
・
ろ
・
ば

交流
つ
ど
う
情報発信

本基本構想では、そうした考え方にたち、市役所を起点に、市民の
様々な活動を生み出す『ひ・ろ・ば』を創り出していきます。

グラン・プラス（ブリュッセル）

テ 整
ー 備
マ の
設
定
検
討
機
能

基
本
構
想

いこう

つどう

武庫川と一体となり、
自然景観を活かした市
民の憩いの空間

多様な人々がつどい、
ふれあう、市民等の活
動拠点として空間

水辺環境

イベント

交流

情報発信

ささえあう
誰もが安心して暮らせ
るよう、市民の生活を
支える空間

福祉

行政ｻｰﾋﾞｽ
「

さ
さ
え
あ
う

福祉

導入の考え方
市民ニーズに対応させ、武庫川の水辺
環境を活かした憩いの空間をつくり、
散歩やレクリエーション等、様々な市
民利用を促進させます
【導入例】
・武庫川沿いの緑道
・河川敷と一体となった休憩
スポット
等
市民ニーズに対応させ、市民が広域か
らも気軽に憩い、楽しめる空間をつく
り、歩道空間とも連続し、イベント等、
多目的な利用も可能なオープンスペー
ス機能として導入を図ります
【導入例】
・イベント等にも活用できる広場空間
・オープンカフェのある空間
・歩道から連続する歩行者空間 等
市民ニーズに対応させ、シビックゾー
ンの核施設として、様々な人、団体等
が利用でき、活動できる機能の導入を
図ります
【導入例】
・ホール
・会議室、集会所等の機能
・交流広場
等
市民ニーズに対応させ、市民が誇りに
思える文化や芸術を感じさせるような
機能や情報発信の導入を図ります
【導入例】
・アートギャラリー
・ライブラリー
・情報発信施設

等

地区の付加価値を向上させるべく、誰
もが安心して暮らせるよう、主として
障害者及び高齢者等を対象とした福祉
機能の導入を図ります
【導入例】
・社会福祉施設

行政
サービス

機能イメージ

等

シビックゾーンとして、広域防災や環
境エネルギーの機能を備えるととも
に、周辺の公共施設と連携させ市民生
活を支える行政サービスを提供します
【導入例】
・上下水道局庁舎（移設）
・市役所駐車場（拡張）

等
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７．空間形成イメージ
河川からの眺望
●武庫川の対岸や宝塚新大橋上からの視線に配慮したまとまりの
ある遠景を形成します。
（空間イメージ例）
・河川側へも顔を向けたデザインの施設
・河川景観に馴染む落ち着いた色彩の施設 など
武庫川に沿った緑道
●武庫川に沿って連続する緑道を配置します。
（空間イメージ例）
・河川への見通しを妨げない低木
・車道と歩道が一体となったしつらえ
・河川の風景を楽しめる休憩スペース など
河川風景を楽しむ
階段テラス

桜並木の芝生張り
歩道状スペース
（敷地内空地）

中山方面

橋上からの眺望

河川への見通し

河川敷

河川への見通し
河川敷
からの
アクセス

緑道

一体的な遊歩道空間

●地区内の西側のエリアは市役所とともに行政サービスゾ
ーンを形成します。
（空間イメージ例）
・市役所庁舎と連携させ、デザインを調和させた上下水道
局庁舎（高さは市役所庁舎を超えない）
・緑化された駐車場
・防災機能との合築検討（民間活力の導入も視野に） など
対岸からの眺望

河川への見通しの良い緑道
セットバック空間

行政サービスゾーン

河川や山への見通し
●地区内の軸線に沿った施設の配置やデザインに
より河川や周辺の山（中山、甲山）への見通しを
確保します。
（空間イメージ例）
・眺望を阻害しない高さを抑えたデザインの施設
・地区内から河川に至る屋外のフットパス
・山への軸線を考えた施設の配置
・建物の配置は極力東西南北方向に連続し見通しを
最大限確保 など

緑道

河川敷
からの
アクセス

緑化された駐車場

ひろばゾーン
●地区内の中央部は市民の活動と交流の中心となるひろば
ゾーンを形成します。
（空間イメージ例）
・多目的に活用できる広場
・市民活動の拠点となる施設
・飲食や憩いの場 など
河川への見通し

上下水道局庁舎

ひ・ろ・ば
駐車場
屋内外の広場空間

福祉機能ゾーン
緑道

エントランス空間
オープンスペース

●地区内の東側のエリアは福祉
機能を配置します。
（空間イメージ例）
・低層の福祉施設
・緑に包まれた落ち着いた空間
など

顔となるエントランス空間
●宝塚市役所前交差点に面する部分にエリアの顔となる
エントランス空間を形成します。
（空間イメージ例）
・交差点をはさんで一体的なデザインのオープンスペース
・シンボリックなモニュメント
・スクランブル交差点 など
甲山方面

逆瀬川駅からのアクセス

エントランスのオープンスペース

県道西宮宝塚線に沿ったオープンスペース
●通りに沿って末広中央公園と地区内のひ
ろばゾーンをつなぐオープンスペースを
配置します。
（空間イメージ例）
・歩道から連続する歩行者空間
・視線や動線を誘導する緑の帯
・道路に沿った公園的空間 など
緑に包まれたオープンスペース
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８．実現に向けた課題と今後の検討方向等
導入機能とその導入実現に向けた課題等
検討機能

ワークショップに基づく主なニーズ
○スポーツ
・スポーツゾーンと河川敷を活用してつながりを持たせる
・河川空間を活用したカヤックポート
・ランニング利用者のための「足湯」
・サッカーグランドやラクビーグランド
・バーベキュー施設
等

水辺環境

○水辺空間活用
・水辺を活かす。
・武庫川を遊びの場にしたい。
・河川空間をまちなかに取り込む

い
こ
う

○周辺との連絡
・対岸との人の連絡（橋や渡し船等）

○開放的な森
・開放的な森（セントラルパーク）
・ベンチのあるゆったりと過ごせる空間

○環境美化

オープン
スペース

・花が咲き誇るダリア園
・緑の小径
・武庫川沿いの遊歩道
（サイクリング、マラソン等）
・川沿いに市民の集う緑地
・川辺に花畑、人の集まる場

つ
ど
う
情報発信

福祉
さ
さ
え
あ 行政
う サービス

・まちづくり交流センター
・市民ホール
・美術館
・博物館
・資料館
・市民の活動出来る場（会議室や集会所）
・
（集客）拠点としての機能
（情報発信、交流、ギャラリー、映画館やアニメなどの制作等）
・ミニ水族館
等

・福祉センター、障害者福祉センター

○防災拠点
・災害対策室
・地下を遊水池に

○遊びの機能と防災機能をつなぐ
・防災機能は市役所と一体的に考え、末広公園側にも機能を分担
・末広公園との面的な連絡デッキ

今後の検討方向

●周辺とのつながりについては、具体的な方策等を検討する必要 ●本計画地ではなく、周辺等で整備または事業展開させていくことが
があります。
望ましいものもあり、今後の隣地の民間開発等、周辺の開発状況等
●河川空間の活用における具体的な施設内容については、需要や
を見据えながら、将来のニーズに合わせ、検討していくものとしま
民間事業者ニーズについて把握し、見極めていく必要がありま
す。
す。
●とくに、対岸のスポーツセンター、小花公園などの「スポーツ・健
康関連機能」と重複しないよう、役割分担するとともに、機能連携
が図れる内容のものを検討します。
●水辺環境機能については、武庫川の両岸が一体となった機能として、
本基本構想に合致し、かつ、実現可能な内容を検討します。
―
●橋の設置や渡し船等の導入については、その費用対効果やニー ●周辺との連携方策については、今後の周辺の整備開発状況等を見据
ズ等を検証した上で、導入の必要性や可能性について検討する
えながら、将来の動向に合わせてその必要性を含め、検討していく
必要があります。
ものとします。
●本基本構想に合致した内容で適切な規模のものを検討します。
―
―

○市民が集えるまちの中の緑道

○市民の集い

交流

実現に向けた課題（ハードル）

●本基本構想に合致した内容のものを検討します。
●緑道や遊歩道については、その動線等を含め、導入する機能と関連
づけながら、本基本構想に合致した内容のものを検討します。

―

●具体的な施設内容については、とくに公共施設において全市的 ●一部の機能には、本計画地ではなく、周辺等で整備または事業展開
な公共施設のあり方を整理し、導入の可能性について見極めて
させていくことが望ましいものもあり、これらについては、今後の
いく必要があります。
隣地の民間開発等、周辺の開発状況等を見据えながら、将来のニー
●集客施設（映画館やミニ水族館等）については、需要や民間事
ズに合わせ、検討していくものとします。
業者ニーズを把握した上で、導入の必要性や可能性について検 ●「市民の活動拠点」として、本基本構想の合致した内容でかつ全市
討する必要があります。
的な位置づけなどより実現可能な施設の導入を検討します。
●なお、ワークショップでは、大型施設の新設は財政状況などか
ら実現に向けては課題が多く、既存施設の利用などを工夫した
らよいなどの意見もありました。
●福祉関連事業者等のニーズ等を把握した上で、導入の可能性に ●誰もが安心して暮らせるよう、市民の生活を支える空間として本基
ついて検討する必要があります。
本構想に合致した内容でかつ実現可能な施設の導入を検討します。
●具体的な整備内容については、関係各課や関係機関等と協議、 ●防災機能については、シビックゾーンの拠点として、市役所及び末
調整の上、検討する必要があります。
広中央公園を含め、本基本構想に合致した内容のものを検討します。

●デッキ等の整備については、その費用対効果やニーズ等を検証 ●遊びの機能と防災機能の連絡については、本基本構想に合致した内
した上で、導入の必要性や可能性について検討する必要があり
容のものを検討します。
ます。
●デッキ等の連絡機能については、今後の周辺の開発状況等を見据え
ながら、将来のニーズに合わせ、検討していくものとします。
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９．今後の概ねのスケジュール
次年度以降の概ねのスケジュールは以下のとおりです。
今後においても、関係機関や地元関係者等との調整を行いつつ、市民等との関わりを大切にしながら、事業を進めていきます。
土地引渡（平成 28 年４月末）

市民の関わり

基本構想

設計等

平成 25 年度

平成 26 年度

平成 27 年度

平成 28 年度以降

市民の関わり

市民の関わり

市民の関わり

市民の関わり

基本構想（素案）

基本計画

基本設計
実施設計

上下水道局庁舎

工事等

福祉施設

南側道路

暫定利用
『ひ・ろ・ば』空間等の暫定利用
（『ひ・ろ・ば』空間等）
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１０．
『ひ・ろ・ば』整備の考え方
■整備プロセスの考え方

■整備プロセスの視点

本地区は、宝塚市シビックゾーンに隣接し、「市の核」、「市の顔・市のシンボル」とも
いうべき場所に位置し、今後、隣接地や周辺地はいうまでもなく、将来の市のまちづくり
の「リーダー的存在」を担う土地といえます。
したがって、その土地利用の中核を担う『ひ・ろ・ば』については、周辺まちづくりへ
の影響が極めて大きく、最終的整備に至るまでの間においても、この間で、できるだけ多
くの市民を巻き込み、積極的に利用しながら、本格整備につなげていく考え方が必要とな
ります。
そのため、『ひ・ろ・ば』整備プロセスにおいては、右記の２つの視点をもち、以下の
３つのステップを踏まえて土地利用を行うものとします。

STEP

１

～ つ

く

る ～

本地区『ひ・ろ・ば』の新しいまちのイメージをつくっ
ていく

STEP

２

●視点１

●視点２

最終的整備までの「社会実験」として捉える

市民意識を醸成し、地区の潜在的な力を向上させる
○シビックゾーンとして、
○広域からのアクセス性
○武庫川と一体となり、
本計画地の最終的な土地利用の検討においては、
本地区は、市役所や武庫川沿いの一等地に位置す
その回遊性を高める
を高め、人の交流を促
都市のイメージアップ
その間、恒常的には、どんな施設の立地が望ましい
るものの、現在はまだ、その存在を市民に十分に認
す
を図る
か、今後の可能性を探る、いわば「社会実験」とし
知されていません。今後は、左記の“社会実験期間”
広域的観点からの位置づけ
逆瀬川駅からの動線を強化
上・下流や川の両岸の連携
て位置づけ、可変的な多様性空間（ラボ的空間）と
を活用し、PR や市民のまちづくり意識を醸成させて
しての利用を図っていきます。
いくとともに、併せて、地区のイメージや潜在的な
力（ポテンシャル）の向上に努めていく必要があり
ます。

～ 深

め

る ～

多くの市民に愛され、利用されることにより、まちへの
愛着を深めていく

STEP

3

～ 育

て

る ～

持続可能な市民活動の拠点として育て、将来のエリア
マネジメントの礎を築き上げていく

新しい『ひ・ろ・ば』は、広域的な防災機能や市の「都市
核」、さらには環境・エネルギー等に関わる空間づくりが求め
られます。

新しい『ひ・ろ・ば』は、多くの市民に広く永く愛され、
様々な活動が生み出される新しい拠点づくりを目指すものと
しています。

本格土地利用後の持続可能な都市づくりを実現していくた
めには、「つくる」「深める」から「育てる」まちづくりを目
指していく必要があります。

そのために、暫定土地利用期間においても、周辺に立地す
る機能との連携によるシビックゾーンの機能強化を考え、防
災や環境・エネルギーの「見える化」など、新しい『ひ・ろ・
ば』としての、都市核全体の付加価値向上につながるような
イメージをつくりあげていくことが必要となります。

そのために、暫定利用期間のうちから、多くの市民や活動
団体などに利用されることにより、将来の市の新しい“シン
ボル”として『ひ・ろ・ば』への愛着を深めていく取り組み
が必要となります。

そのために、暫定利用期間のうちから、地域住民やＮＰＯ
などの市民団体、個人ボランティアなど多様な主体の積極的
な関わりを促し、将来のマネジメント（管理運営）も展望し
ながら、その担い手となる市民の主体づくりにも時間をかけ
てじっくり育てていく仕組みづくりが必要となります。

【イメージ例】
【イメージ例】

【イメージ例】
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資料１．前提条件の整理
（１）対象地区周辺の公共施設現況

（２）交通

○宝塚市役所

○上下水道局

○勤労市民センター

建築年：昭和 55 年

建築年：昭和 44 年

建築年：昭和 46 年

敷地面積：16,821 ㎡

敷地面積：3,000 ㎡

敷地面積：4,612 ㎡

延床面積：27,473 ㎡

延床面積：3,330 ㎡

延床面積：1,359 ㎡

市役所前交差点における交通量（平成２２年度交通量調査）
乗用車類
午前 8 時台までは平日の交通量が多いが、10 時以降の時間
帯は休日の交通量が多い。
貨物車類・動力付き二輪車類
休日は交通量が平日よりも少なく、時間帯による交通量のば
らつきは小さい。

○スポーツセンター（体育館、武道館、プール、野球場等）
建築年：昭和 62 年～平成 3 年
敷地面積：68,807 ㎡
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（３）上位計画・関連計画における位置づけ
◆第５次宝塚市総合計画（平成２３年４月）
○将来都市構造

◆たからづか都市計画マスタープラン

－2012－

（平成２４年４月）

○多様な機能が集積する都市核
逆瀬川駅から市役所周辺エリアについては「市民と商業者などとの連携による地域ニーズに

【都市核】

対応した商業・業務施設の集積と生活サービスの充実、市民活動の拠点の形成を図り」
「行政

ＪＲ・阪急宝塚駅から宝塚南口駅、逆瀬川駅から市役所を含む武庫川周辺を、「市内外から多

サービス機能や災害時の都市防災拠点としての機能の充実を図る」ものとしている。

様な人々が集う『都市核』
」と位置づけている。
このうち逆瀬川駅から市役所周辺エリアは、「市役所をはじめ公共公益施設が集積する立地特
性を生かし、地域型の商業・業務施設や都市福利施設の集積を図る」ものとしている。

○土地利用の方針
ＮＴＮ宝塚製作所跡地については、
「敷地周辺の空地の確保や緑化の推進、周辺歩道の整備、
敷地周辺市街地から武庫川河川敷緑地へのアクセス道路の設置など、中心市街地にふさわし

【都市軸】

い都市空間が確保され、良好な土地利用となるよう、用途地域などの地域地区、地区計画制

武庫川については、「自然を保全し、武庫川を軸として水辺空間を生かした特色ある土地利用

度などを活用し、適切な規制と誘導に努める」ものとしている。

と景観の形成を図るとともに、地震など、災害時における防災帯や避難路などの防災機能を持
たせる」ものとしている。

宝塚市の将来都市像（第５次宝塚市総合計画）

「 市民の力が輝く

共生のまち

宝塚 」

～住み続けたい、関わり続けたい、住み続けたい、関わり続けたい、訪れてみたいまちをめざして～

第５次宝塚市総合計画では、この将来都市像の実現化に向けた施策の中で、すべての人がその人
らしく住み慣れた地域の中でいきいきと暮らせるような地域社会づくりをめざすとしている。
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資料２．市民ワークショップによる意見集約
１ 班
大切にした
いもの

広域からの
位置づけ

基本的な方
向性

機能イメー
ジ

遊歩道等の
イメージ

○ナショナルブランド
・川の両岸を利用した整備で都市のイメージアップを図るべき。
・ナショナルブランドの復興（有名大学の誘致など）
○防災・環境
・元河川敷なので地震に留意した計画にする必要がある。
・防災センターは市民、子どもたちに継続した利用がされるように留意してほしい。
・土壌汚染の問題など環境面としてもきちんと整備する必要がある。
○交通・アクセス
・逆瀬川駅からの動線を強化する必要がある。 ・アクセスの方法を考える必要がある。
○川と一体
・武庫川の上流、下流をつなげるような計画に。
・遊水地としての土地利用もあってもいいのではないか。
・この土地はもともと武庫川の区域なので、武庫川と一体となった土地利用が必要。
○シビックゾーン
・シビックゾーンの回遊性を高める計画にできれば。
○水を活用する
・水路・親水・楽しみ（公園の噴水）・水道局 等
○つながりを大切にする
・緑のつながりのあるまちづくり
・スケッチをしたくなるような街（空間）アート芸術 等
○調和・ゆったり感をもたせる
・現庁舎と調和のとれた公共空間
・川・水路ゆったり空間
・水と緑に囲まれた空間
・立体都市宝塚を促進するような景観構造の創出
・交流機能・情報発信機能
・宝塚市民のシンボル空間機能
等
基本ニーズ
イメージ
○交流
○多世代の憩いの場
・まちづくり交流センター
○市民の集い
・各種団体が交流
・人が集まり、交流し、楽しむ。
・まつりなどに使えるホール ・市民参加の場
・市民の活動出来る場
・多目的ホールなどの楽しい施設（若者が利用できる）
○集客
・学習集会のための施設が市役所周辺には必要。
・映画館やアニメなどの制作 ・拠点の持つ機能（情報発信、交流、ギャラリー等）
・高齢者、障害者、若者それ ○水辺空間活用
ぞれにとって楽しいまち
・水辺を活かす。
・市民ホール（500～1000
・武庫川を遊びの場にしたい。
人）
、美術館、博物館、資
・河川空間を街中に取り込みたい。
（樹林広場）
料館、障害者福祉センタ ○防災拠点
ー等
・災害対策室 ・地下を遊水池にできないか。
基本ニーズ
イメージ
○緑地
○河川敷と一体
・緑の小径
・渡し船により回遊（せき止め）
・武庫川沿いの遊歩道（サイ ○軸、ビスタ（眺望）を重視
クリング、マラソン等）
・甲山 中山
等
・川沿いに市民の集う緑地
○スロープで自然に隆起
・川辺に花畑、人の集まる場 ○市民が集えるまちの中の緑道
等

２ 班
○人の交流が起る場所として生かす
・市民が“ほっと”できるゾーンとする。
・文化的な機能をもたせたゾーン（例えば市民ホール等）とする。
○防災拠点づくり
・河川のそばで危ない場所、リスクが大きい場所である。
・防災拠点として沢山の緑が設けられた緑地とすべき。
・防災等の機能を兼ね備えた「１００年の森の創生」。
○対岸のスポーツゾーン（関連施設）と連携させて活用
・対岸で利用する人などが行き来できるような橋（人道橋）をつくり、人の流れをよくする。
○武庫川の河川緑地や自然を生かす
・河川緑地との一体感あるゾーニングにする。
・子どもたちの環境学習施設としてミニ水族館を設ける。
・河川沿いを走るランナーのためのシャワーや足湯等の施設を設ける。
○シビックゾーンとして
・もっと広域的な観点でプランニングすべき。
“山・川・緑を生かすまち”
・中心・都市核として、市民のためのまちづくりを進める。
・市民が価値に気づき、よその人が魅力に感じるまちにする。
○まちの特徴・既存施設活用
・住宅都市、文教都市としての位置づけや文化の中心としての役割
○自然を生かす
・まわりのながめ、都市の三要素（山、川、緑）を生かす
○交通の充実
・交通の中心、にない各地あら集まれる場所としてアクセスを考える
○ユニバーサルデザイン
・バリアフリー、ユニバーサルデザインの中心
基本ニーズ
イメージ
○交流
○遊びの機能と防災機能をつなぐ
・市民ホール
・防災は市役所と一体的に考え末広側にも機能を分担
○スポーツ系、アウトドア系
・福祉センターや防災等機能の配置
・サッカーグランドやラクビーグラ ・バリアフリー空間
ンド
○人が集う場所
・バーベキュー施設
・市民が集い、話し合える会議室や集会所があるとよい
・カヤックステーション
・いろんな市民や団体が利用しやすいもの
○環境美化
・福祉施設や子どもたちのための
・花が咲き誇るダリア園
・ミニ水族館があるとよい
○スポーツ
・対岸のスポーツゾーンと河川敷を活用して、繋がりを持たせる
・河川空間を活用して、カヤックポートなどがあるとよい
・ランニング利用者のための「足湯」
基本ニーズ
イメージ
○広域的なつながりを意識
○開放的な森
・レンタサイクルステーション ・開放的な森（セントラルパーク）
・遊歩コース、ランニングコース
・ベンチのあるゆったりと過ごせる空間
○対岸とのつながりのルート（橋） ○緑の管理
○末広公園とのつながりのルート ・緑をきちんと管理することが大切
（デッキ）
○周辺との連絡
・対岸との人の連絡、末広中央公園との面的な連絡デッキ
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資料３．市民ワークショップに基づくまちづくりの方向性及び導入機能イメージ等
●ワークショップに基づくまちづくりの考え方

○シビックゾーン※)として
その回遊性を高める
広域的観点からの位置づけ

○武庫川と一体となり、
都市のイメージアップ
を図る

○広域からのアクセス性
を高め、人の交流を促
す

上・下流や川の両岸の連携

逆瀬川駅からの動線を強化

※)シビックゾーン: 「公共公益施設が集積する区域」をいう。以下同じ

ワークショップに基づく機能の導入イメージ
○市民が集えるまちの中の緑道
○周辺との連絡

・緑の小径
・武庫川沿いの遊歩道
（サイクリング、マラソン等）
・川沿いに市民の集う緑地
・川辺に花畑、人の集まる場

・対岸との人の連絡（橋や渡し船等）

●ワークショップに基づく大切にしたい点

①
②
③
④

自然（山・川・緑）や景観を生かす
つながりを大切にする
調和・ゆったり感をもたせる
アクセス動線を強化する

○スポーツ

武庫川と一体、中山や甲山への眺望 等
末広中央公園との連携、武庫川対岸との連絡 等
森のイメージ親水空間によるゆったり感 等
交通アクセス・歩行者動線 等

・スポーツゾーンと河川敷を活用
して繋がりを持たせる
・河川空間を活用したカヤックポート
・ランニング利用者のための「足湯」
・サッカーやラクビーグランド
・バーベキュー施設
等

○防災拠点
・災害対策室
・地下を遊水池

○水辺空間活用
中山方面を臨む

・水辺を活かす。
・武庫川を遊びの場にしたい。
・河川空間をまちなかに取り込む

甲山方面を臨む

●ワークショップに基づくまちづくりの方向性（コンセプト）

～ 宝塚の中心・都市核として市民のためのまちづくり ～

山・川・緑を活かした市民が集えるまち
●機能イメージ

○開放的な森
・開放的な森（セントラルパーク）
・ベンチのあるゆったりと過ごせる空間

シビックゾーン・防災拠点
その他※

計画地内で必要とされた機能等

○環境美化
・花が咲き誇るダリア園

自然
歴史文化

○遊びの機能と防災機能をつなぐ

憩い

交流

文化
（アート）

シビック

※要望としてはとくに大きくはないが立地条件等より「導入すべき」とされた機能

立地条件

・防災機能は市役所と一体的に考え、
末広公園側にも機能を分担
・福祉センターや防災等機能の配置
・末広公園との面的な連絡デッキ

○市民の集い
・まちづくり交流センター
・市民ホール、美術館、博物館、資料館、障害者福祉センター
・市民の活動出来る場（会議室や集会所）
・拠点の持つ機能
（情報発信、交流、ギャラリー、映画館やアニメなどの制作等）
・ミニ水族館
等

○軸、ビスタ（眺望）を重視

環境共生

景観

ユニバーサルデザイン

・甲山、中山

等

○スロープで自然に隆起
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導入機能等の検討やその導入に向けた基本的な考え方については、ワークショップに基
づく市民ニーズ等を踏まえ、以下のように整理できる。

出
さ
れ
た
機
能
等

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で

その他※

計画地内で必要とされた機能等

計画地外との連携が必要
とされた機能等

憩い

交流

文化
（アート）

シビック

防災

ｽﾎﾟｰﾂ・
健康

※要望としてはとくに大きくはないが立地条件等より「導入すべき」とされた機能

・ワークショップの中で、
「本計画地にあったら望ましい
もの」として出された「憩い」
「交流」
「文化（アート）」

計画地周辺を含め、広域
的に導入を検討

の機能等に加え、要望としてはとくに大きくはないが、
「計画地に導入すべき」とされた「シビック」の４機
能等については、上位計画等との乖離もなく、本基本
構想として、導入を検討する。
・あわせて、ワークショップでの意見ではないが、行政

ＷＳ意見ではないが、行
政的側面から必要とされ
る機能等

的側面から導入を検討すべき機能等として、
「福祉」
「環
境・エネルギー」の機能等を追加するものとする。

福祉

環境
ｴﾈﾙｷﾞｰ

WS による「まちづくりの方向性」

基
本
的
な
考
え
方

○シビックゾーンとして、そ
の回遊性を高める

○武庫川と一体となり、都
市のイメージアップを図る

○広域からのアクセス性を
高め、人の交流を促す

広域的観点からの位置
づけ

上・下流や川の両岸の
連携

逆瀬川駅からの動線を
強化

宝塚のシビックゾーンと

周辺とのつながりにより、

市域はもちろん、 広域か

して、
自然景観を活かした

多機能が有機的に 連携し

らの集客により、
多様な交

イメージをつくり、地区

あい、相乗効果により地域

流を生み出す

全体の魅力を創出する

全体の付加価値を高める
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