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即する

第５次宝塚市総合計画 

宝塚市景観基本計画 ・たからづか都市計画 

マスタープラン 2012 

・宝塚市環境基本計画

など

宝塚市景観計画

整合等即する

【図 1.2】他計画の関連について 

本計画は、景観法第 8条第 1項に基

づく計画であり、景観法に規定する

必要な事項を定めます。 

本計画を定めるに当っては、宝塚市

第５次総合計画や宝塚市景観基本

計画に即し、また都市計画マスター

プランなどと整合等を図ります。 

「宝塚市全域」を景観計画区域とします。 

  宝塚市景観計画（案）      （概要版） 

六甲山や長尾山の山並み、北部地域の自然豊かな田園集落、武庫川を中心とした多くの河川な

ど、これらを保全するとともに調和を図っていく必要があります。また、北部地域においては西

谷ふれあい夢プラザなどの交流拠点施設の整備や新名神高速道路の整備などにより、都市と北部

地域の交流が一層盛んになってきています。このようなことから、市街地のみならず、北部地域

や山並み部も含め、さらに新たな開発事業などを適切に規制誘導し、良好な景観を創出する必要

があります。 

本市は、市民の景観に対する意識の高まりを受け、平成 24 年に景観法に基づく景観行政団体

となり、都市景観条例を改正し、景観計画を施行します。今後は、本計画に掲げる景観形成の方

針や基準に基づき、市民及び事業者と協働して、都市景観の保全や形成を総合的かつ計画的に進

めます。 

○都市景観形成地域から景観計画特定地区の移行 

  改正前の都市景観条例に基づき指定している都市景観形成地域は、住民等への周知を図り、地域の意向を踏ま

えた上で、行政主導を基本として景観計画に定める「景観計画特定地区」への移行をめざします。 

○景観地区の導入 

  景観軸（河川・道路・鉄道等）や景観拠点（駅前等）等において、関係権利者の意向や市民ニーズ等を踏まえ、

都市計画法の規定に基づく景観地区を導入します。 

○地区計画制度の活用 

地区の計画的整備と良好な都市景観の形成が求められる地域においては、地区計画制度を併用して的確に景観

形成を図ります。 

景観計画

都市景観形成地域 景観計画特定地区 

住民等への周知等

移行の手続き

本市では、これまで都市景観基本計画、都市景観条例により都市景観形成建築物等の指定や

都市景観形成地域の指定をはじめ、都市景観デザイン指導などに積極的に取り組み、快適な都

市環境づくりに努めてきました。平成 16 年に景観法が制定され、これまでの自治体の自主的

な取り組みから、法に基づく景観計画を策定することで、実行力のある景観行政を行えるよう

になりました。 

経緯

目的

第１章 宝塚市景観計画の策定について 

■ 景観計画の位置づけ

■ 景観計画の策定について

■ 景観計画区域について

■ 景観法の諸制度の活用方針
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地形の特性により分類

南
部

北
部

2.2 宝塚らしさを感じる景観について

2.1 宝塚らしさを感じること
宝塚らしさ

田園・集落 文　　化都　　市自　　然

山並みと清流がおりなす潤い
ある景観

自然、歴史に包まれた地域の
個性が輝く景観

北部地域の自然や歴史に培わ
れた落ち着いた田園景観

特有の居住文化や芸術文化が
育む、ふれあいの景観

1 2 3 4

自然景観の保全、都市との共
生・調和

個性的で魅力あるまちなみ景
観の保全・育成

北部地域の田園・集落景観を保

全・育成し、自然景観との調和

まちづくり活動の推進と芸術
文化の創造・育成

1 2 3 4

2.3 景観形成の方針について

山麓部地域

山並み部・河川、池

部地域

北部地域

平野部地域

各地域の現在までの成り立ち過程

1

北部地域に
田園集落が
形成される

北部地域の
地域文化が
形成される

平野部に
地域文化が
形成される

平野部に
都　市　が
形成される

山麓部に
都　市　が
形成される

山麓部に
地域文化が
形成される

自然そのも
のが残る

特色ある地域文化
が形成される

　南部は、六甲山・長尾山の山並みや、武

庫川を挟んで市街地を抱くように形成し、

四季折々の奥行きのある風景をつくりだし

ている。

　北部は、周囲を高い緑豊かな山地に囲まれた

盆地の谷筋には川が流れ、小さな尾根や小

丘状地形は、奥行きと変化を与えている。

南部の山麓低層住宅地は、閑静でうるおいの

ある住環境を形成している。農住地区は、開

放的で緑豊かな景観となっている。河川敷

は、市民交流のオープンスペースとなり、周

辺に主要な拠点施設が立地している。観光プ

ロムナードには、宝塚大劇場を基調とした統

一感のある周辺建物群がある。門前町や街道

筋には、寺社や伝統的様式の家屋が残る集落

が現存している。

北部は、山々に囲まれた田園景観が形成して

いる。神社等の社寺林は、地域のランドマー

クとなり、伝統的民家の自然材料を用いた擁

壁や塀、豊富な植栽や田園と里山が保全され

ている。多くの人が訪れるレクリエーション

の場があり、大原野地区は社会活動の中心と

なっている。

南部では、阪神間モダニズムを形成し、良

好な「住宅都市」として評価されている。宝塚歌

劇など芸術文化活動や市民主体のイベント

など来訪者の交流が盛んになっている。ま

た地域の景観保全のまちづくり活動は活発であ

る。

　北部は、各集落の歴史と風情を感じさせ

る伝統行事が受け継がれており、また拠点

施設が整備され、都市と農村の交流が盛ん

になっている。

山並みや清流など自然景観を保全し、そ
の中央に抱かれた都市との共生、調和を
図る。

自然特性・歴史的変遷をいかし、市民が
育んできた個性的で魅力あるまちなみ景
観の保全・育成を図る。

北部地域は、山並みに囲まれた田園・集
落の景観を保全・育成し、自然景観との調
和を図る。

人の活動や事業によるまちづくり活動の
推進と芸術文化の交流の創造、育成す
る。

自然や歴史・文化を「守る」、市民主体のまちづくりの活動

などを「育てる」、周囲のまちなみや自然景観と調和した都

市景観を「つくる」ことが重要であり、これらの取り組み

を通じて、宝塚らしさを感じる都市景観を形成します。ま

た都市景観の形成に当たっては、市、市民及び事業者がそ

れぞれ担う役割を認識し、互いに連携し協働の取組みを推

進します。 

■ 都市景観の形成について
緑

まちなみ 文化

建物、工作物

まちづくり

活動

自然

歴史
育てる守る

つくる

宝塚らしさ

を感じる

別表  「宝塚らしさを感じる」こと から 景観形成基準

P3 
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3.3 景観形成の基準

特色ある市街地地域

2.4 景観形成の指針について

特色ある市街地地域

山麓部市街地地域

山並み部・河川、池部地域

北部田園・集落地域

平野部市街地地域

A

B

C

D

E

D1 観光プロムナード地域

Dn その他特色ある市街地地域

A

B

C

D

E

D1

山麓部市街地地域

山並み部地域

北部田園・集落地域

平野部市街地地域

観光プロムナード地域

第２章 景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針

「景観は、見ることによって感じること」といわれています。また目に見えるものだけではなく、そこに暮らす、

訪れる人々の活動やまちの営みを通して、またその背後にあるその地域の文化や歴史を通して感じるものも含めた

感覚の価値観を景観としてとらえることができます。 

「宝塚らしさを感じる」ことは、目に見えるものにとどまらず、その先にある地域のなりたちや、そこに住む人々

の活動も感じることになります。 

「宝塚らしさを感じる」ことを、自然（地形）（市全域）、都市（南部市街地）、田園・集落（北部地域）、文化（市

全域）の４つの概念に分類します。 

自然・・・地形を基にした自然景観 
六甲山・長尾山の山並み、武庫川水系・猪名川水系の河川 

弁天池など、北部地域の山地、谷筋、ため池など 

都市・・・年月の経過の中で人が造った構造物 
低層や中低層の住宅地、都市部農地、複合利用地、幹線道路、鉄道、駅前や沿道の商業地、寺社等、参道や街

道沿いの民家、主要な拠点施設(市庁舎・総合体育館・宝塚大劇場等)など 

田園・集落・・・年月の経過の中で人が造った構造物 
北部地域の田園・集落の農地や民家、里山、主要な拠点（西谷サービスセンター、小、中学校）、レクリエーシ

ョン施設（宝塚西谷の森公園、ゴルフ場）、武田尾温泉など 

文化・・・人々の活動によるもの 
阪神間モダニズム、宝塚歌劇などの芸術文化、コミュニティ各地域ごとの伝統行事、都市と農村の交流など 

国道 阪急 県道 阪急 

176 号 

武庫川 長尾山 六甲山

住宅地 

市街地
中心

駅前 
商業地

市街地
中心 低層 

中低層 

住宅地 

中低層 
低層 

駅前 
商業地

沿道 
商業地

沿道 
商業地

武 庫 川

長尾山 六甲山

国道 阪急 県道 阪急 

176 号 

住宅地 

市街地
中心

駅前 
商業地

市街地
中心 低層 

中低層 

住宅地 

中低層 
低層 

駅前 
商業地

沿道 
商業地

沿道 
商業地

自然

都市

文化

阪神間モダニズム 芸術・文化活動 
まちづくり活動 

南部市街地

自然

田園・集落

文化

【図 2.1-1】 「宝塚らしさを感じる」こと

県道 

屋敷林 

田・畑 

河川 

河川 

県道 

田・畑 

河川 

ため池 

ため池 

民家 民家 

民家 民家 

都市との交流 

まちづくり活動 

伝統行事 

北部田園・集落

■ 「宝塚らしさを感じる」こと

P4～6 

P9～11 
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A

B

C

D

E

山並み部・河川、池部地域

山麓部地域

平野部地域

特色のある市街地地域

北部田園・集落地域

D 

D-8 歴史的・伝統的なまちなみ地域

D-7 歴史的・伝統的な道筋地域

D-1 観光プロムナード地域

D-2 農住ゾーン地域

D-3 複合利用ゾーン地域

D-4 沿道型商業地地域

D-5 鉄道沿い地域

D-9 主要な河川沿い地域

D-6 駅前商業地

特色のある市街地地域 凡例

D-10 主要な池沿い地域

景観形成の指針は、市、市民及び事業者の積極的な協働のもとで、「守る」、「育てる」、「つくる」とい

った活動の際に、先の景観形成の方針とともに遵守に努めるべき必要な事項を市域をゾーン分けして

定めます。自然環境の中の「山並み部・河川、池部地域の景観形成」、南部市街地の主に住宅地の「山

麓部市街地地域の景観形成」、「平野部市街地地域の景観形成」、「特色ある市街地地域の景観形成」、「北

部田園・集落地域の景観形成」の５つのゾーンごとに指針を定めます。

■ 景観形成の指針
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A
山並み部・河川、池部地域の景観形成（主な項目抜粋）

A-1 山並み部地域の景観形成 

【自然環境の保全、都市との共生・調和】 

六甲山・長尾山系の山並みや北部地域の山地を保全する。山並みを眺望できる空間や緑と親しめる場をつくる。 

A-2 河川、池部地域の景観形成 

【自然環境の保全、都市との共生・調和】 

武庫川や北部地域の河川、谷筋及び河川沿いの自然景観を保全する。生態系に配慮した親水空間を整備する。

北部地域の河川敷等の湿原を保全し、自然環境との共生を図る。 

B
山麓部市街地地域の景観形成（主な項目抜粋）

【自然環境の保全、都市との共生・調和】 

山並みの緑と調和し、眺望を確保するための建築物のデザインを工夫する。屋敷林などを保全し、敷地内の

緑化をする。 

【個性的で魅力あるまちなみ景観の保全・育成】 

見上げや見下げの景観を検討し地域との調和を図る。敷地境界からの後退や高さを抑える。擁壁は、既存の

自然石の利活用をする。道路沿いは樹木等を植栽し緑化する。垣や柵は透過性のあるものを用い、塀や垣を

揃える。駐車場等は道路から後退して設置する。 

【まちづくり活動の推進と芸術文化の創造・育成】 

まちづくり活動を支援し、協働のまちづくりを継続して進める。市民主体の活動や緑豊かな景観づくりの仕

組みをつくる。広告物はまちなみと調和したものとする。 

C
平野部市街地地域の景観形成（主な項目抜粋）

【自然環境の保全、都市との共生・調和】 

山並みへの眺望を確保するための建築物のデザインを工夫する。屋敷林などを保全し、屋敷林などを保全し、

敷地内の緑化をする。 

【個性的で魅力あるまちなみ景観の保全・育成】 

見下げやストリート景観を検討し地域との調和を図る。敷地境界からの後退や高さを抑える。擁壁は、既存

の自然石の利活用をする。道路沿いは樹木等を植栽し緑化する。垣や柵は透過性のあるものを用い、塀や垣

を揃える。駐車場等は道路から後退して設置する。 

【まちづくり活動の推進と芸術文化の創造・育成】 

まちづくり活動を支援し、協働のまちづくりを継続して進める。市民主体の活動や緑豊かな景観づくりの仕

組みをつくる。広告物はまちなみと調和したものとする。 

【個性的で魅力あるまちなみ景観の保全・育成】 

建築物は、武庫川の右岸、左岸の特性に配慮した意匠、色彩とする。「武庫川への視線の抜け」を確保する。

対岸からの景観や親水性に配慮する。道路や河川沿いから店舗までの空間を工夫する。植樹桝、石垣には、

既存の自然石の利活用をする。建築物は河川沿いから出来る限り後退し、周辺の植生に調和する植栽をする。

ランドマークとなる樹木の保全や再生をする。広告物は、お洒落で特色を生かすように工夫する。夜の光の

演出やショーウインドウ等の計画をする。 

【まちづくり活動の推進と芸術文化の創造・育成】 （以下 D-10 まで共通） 

共用の空間をつくり、市民主体の活動を生み出し緑豊かな景観作りの仕組みをつくる。調和を保ちながら、

特色を生かしたものをつくる。景観協議会等を発足し、協働のまちづくりを継続して進める。広告物はまち

なみと調和したものとする。 

D-2 農住ゾーン（安倉、中筋、山本等）地域の景観形成 

【個性的で魅力あるまちなみ景観の保全・育成】 

農地や敷地内の樹木を保全し、田園風景に調和するように、形態や色彩・材質、緑化に配慮する。 周辺

の農地や敷地内の樹木と一体的な緑の確保やオープンスペースを計画する。建築物や工作物は、山並みや

植木圃場と馴染む色彩、材質とする。 

D
特色ある市街地地域の景観形成（主な項目抜粋）

D-1 観光プロムナード地域の景観形成 

【自然環境の保全、都市との共生・調和】 （以下 D-10 まで共通） 

山並みへの眺望を確保するための建築物のデザインを工夫する。屋敷林などを保全し、屋敷林などを保全し、

敷地内の緑化をする。 
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D-3 複合利用ゾーン（高松、高司等）地域の景観形成 

【個性的で魅力あるまちなみ景観の保全・育成】 

境界部は、高木植栽による緑化をし、道路沿いには四季を感じさせる草花や花木による演出を工夫する。工

作物や建築物は、壁面にリズム感や陰影をつけるなど工夫をする。資材置き場や駐車場は道路から見えない

位置にするか、周囲を緑化等で目隠しする。周辺との調和を保ちながら、施設の顔づくりを工夫する。 

D-4 沿道型商業地（国道１７６号線、宝塚仁川線等）地域の景観形成 

【個性的で魅力あるまちなみ景観の保全・育成】 

オープンスペースを創出し、身近な緑を感じられる歩行者空間を演出する。広告物は、品位が感じられるよ

うなデザインとし、建築物との調和に配慮し、交差点やアイストップとなる地点ではランドマークとなる形

態やデザインの工夫をする。夜の賑わいや明るさを確保する。駐車場やサービスヤードは、配置やデザイン

を工夫し、高木植栽する。 高架の工作物沿いでは、緑化・オープンスペースの確保、周辺との調和を図る。 

D-5 鉄道沿い地域の景観形成 

【個性的で魅力あるまちなみ景観の保全・育成】 

魅力ある車窓景観を妨げないように、屋外広告物、看板及び屋上修景に配慮する。車窓から背景の山並みや

山麓、シンボリックな施設への眺望に配慮した建築物デザイン（形態、色彩、材料）とする。 

D-6 駅前商業地地域の景観形成 

【個性的で魅力あるまちなみ景観の保全・育成】 

建築物等は、まちの雰囲気を演出する意匠、色彩とする。広告物は建築物と一体感のあるものを工夫し、ま

ちなみの美しさや楽しさをつくり出すデザインとする。まち角ではオープンスペースを創出し、歩道と一体

となった空間の整備を行う。夜間のライトアップやショーウインドウ、シャッターの工夫などでまちの魅力

を高める。 

D-7 歴史的・伝統的な道筋（清荒神参道、街道等）地域の景観形成 

【個性的で魅力あるまちなみ景観の保全・育成】 

歴史的・伝統的なたたずまいを大切にし、形態、材質、色彩面で落ち着いたものとする。自然石を使った石

垣、生垣により敷地周りを風情あるものとする。旧街道沿いのまちなみと一体化した、歴史的な趣のある道

路空間をつくる。 

D-8 歴史的・伝統的なまちなみ（小浜、清荒神、中山寺等）地域の景観形成 

【個性的で魅力あるまちなみ景観の保全・育成】 

歴史的・伝統的なまちなみと調和した形態、配置とする。伝統的な建築物や工作物、樹木等と意匠や色彩面

での調和に配慮する。広告物、工作物、垣・柵は、周辺の環境に馴染むものとする。 

D-9 主要な河川沿い（武庫川、逆瀬川、仁川等）地域の景観形成 

【個性的で魅力あるまちなみ景観の保全・育成】 

建築物は河川沿いから後退し、周辺の植生に調和する植栽をする。武庫川沿いは原生する松の植栽に努める。

対岸からの眺望や親水性に配慮して、河川側に出入り口を設ける。河川側からの景観に圧迫感を与えないよ

うに、また対岸や架橋部から眺望に配慮し、形態、色彩を工夫する。河川沿いの植樹桝、石垣には自然石を

使用する。

D-10 主要な池沿い（菰池、弁天池等）地域の景観形成 

【個性的で魅力あるまちなみ景観の保全・育成】 

護岸の材料、形態を工夫し、連続性、一体感を持たせる。池際の緑地、園地を確保し、緑化を充実する。 

E
北部地域の田園・集落の景観形成（主な項目抜粋）

【自然環境の保全、都市との共生・調和】 

建築物は河川沿いから出来る限り後退し、周辺の植生に調和する植栽とする。河川沿いの植樹桝、石垣には、

既存の自然石の利活用をする。護岸の連続性や一体感を持たせるため、材料、形態を工夫する。緑地、園地

を確保し、緑化を充実する。 

【個性的で魅力あるまちなみ景観の保全・育成】 

田園、集落周囲の屋敷林から背後の樹林へ連続する一体の環境を保全する。山並みの稜線を背景とし、農家

とそれを取り巻く屋敷林と調和する建築物デザインとする。山並みの緑との調和を図り、特色のある石垣や

植木を生かし、連続性を感じる景観を維持する。大原野周辺の地区は、周辺地域と調和した地域の拠点施設

としての特色を持った建築物デザインとする。 

【まちづくり活動の推進と芸術文化の創造・育成】 

まちづくり活動を支援し、協働のまちづくりを継続して進める。市民主体の活動や緑豊かな景観づくりの仕

組みをつくる。広告物はまちなみと調和したものとする。 
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区域 対象範囲 

景観計画区域 市全域

表1 届出対象行為 ＜一定規模以上の行為＞ 

届出等対象規模 行為の種類 

景観計画区域（市全域） 

建築物の建築等

建築物の新築、増築、改築、移

転 

開発事業区域面積が500㎡以上のもの 

建築物の階数が３を超えるもの 

建築物の高さが10ｍを超えるもの 

建築物の修繕等

外観を変更することとなる修

繕若しくは模様替又は色彩の

変更 

建築物の階数が３を超えるもの 

建築物の高さが10ｍを超えるもの 

（修繕等に係る面積が従前の外観に係る面積の２分の１を超え

るもの） 

工作物の建設等

工作物の新設、増築、改築、移

転、外観を変更することとなる

修繕若しくは模様替又は色彩

の変更 

高さが２ｍを超える擁壁 

高さが４ｍを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔等 

高さが６ｍを超える煙突 

高さが８ｍを超える高架水槽、サイロ、物見塔等 

高さが１５ｍを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱等 

観光用の乗用エレベーター又はエスカレーター 

高架や回転運動をする遊戯施設 

（修繕等にあっては、その修繕等に係る面積が従前の外観に係る

面積の２分の１を超えるものに限る。） 

木竹の植栽又は伐採

開発行為、土地の形質の変

更

開発行為、宅地造成の土地の形

質の変更 

土地の区域の面積が500㎡以上のもの 

第３章 良好な景観形成のための行為の制限に関する事項

宝塚市では、市全域を景観計画区域に指定するとともに、地域ごとの具体的な景観形成を行うため、５つの

地域に分類することにより、良好な景観形成を推進します。 

なお、景観計画特定地区については、地区の特性に応じて別紙「景観計画特定地区に関する事項」として定

めます。 

景観計画区域（市全域）

景観計画特定地区

「景観形成の指針」（第２章 2.4）の地域ごとの項目を遵守 

「景観形成基準」（第３章 3.3）の事項に適合 

別紙に定める 

「景観形成の指針」を遵守、 

「景観形成基準」に適合 

（１）届出等が必要となる対象範囲（指定区域）

（２）届出対象行為（景観法第 16条第１項） 

景観計画特定地区においては、届出等対象規模が異なります。 

■ 景観計画区域内における行為の届出
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区域 対象範囲 

景観計画特定地区 別紙に定める地区

審
査
期
間
3
0
日

景
観
法
に
基
づ
く
届
出

 無届･虚偽届出の場合
事前届出書

計  画

 「景観形成の方針」に関する協議

協議済書

届 出 書

適合通知書

行為着手

 「景観形成基準」に関する適合確認

条
例
に
基
づ
く
届
出

 景観審議会※ 特に影響が大きなものは
景観審議会の意見を聴く

 景観法に基づく届出の際に添付義務

 景観審議会※
審議の必要性が認められ
る場合は、景観審議会の
意見を聴く

不適合適合

 ★一定規模以上の行為

★景観計画特定地区内の行為

適 合 指導･助言
勧 告

変更命令

公 表

罰 則

罰 則
１

２

 ★特定大規模の行為

行為完了 完了届

景観計画特定地区は、地区のまちづくり活動により、良好な景観の形成に必要なルールを定め、その

ルールに基づき個性豊かなまちづくりを進めていきます。積極的に景観形成に取り組む地区を景観計

画特定地区として区域を定めます。景観計画において景観計画特定地区ごとに景観形成方針及び景観

形成基準を定めます。（都市景観条例第１０条） 

（１）届出等が必要となる対象範囲（指定区域） 

（２）届出対象行為（景観法第 16条第１項） 

景観計画特定地区内の行為をしようとする場合は、あらかじめ届出等が必要となります。通

常の管理行為、軽易な行為その他の行為や非常災害のため必要な応急措置として行う行為など

は届出対象行為から除外します。（景観法第 16条第７項第１号～10号、景観法施行令第 10条

第１号から第３号、都市景観条例施行規則第１１条） 

（３）景観計画特定地区の景観形成基準 

景観法第８条第２項第２号による「良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項」

として、景観計画特定地区は地区ごとの特性に応じた「景観形成基準」を、別紙の通り定

めています。また、景観計画特定地区内の一定規模以上の行為の景観形成基準は、「景観計

画区域内における景観形成基準」（第２章 2.3）に適合した上で、別紙の景観形成基準に適

合することが必要です。 

■ 届出の流れについて

■ 景観計画特定地区について

開発事業区域が 0.3ha 以上（都市景観形成地域、景観計画

特定地区、地区計画の区域等は0.1ha 以上）、高さが 31ｍを

超えるなどの開発事業

P7 
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景観法第８条第２項第２号による「良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項」として、「景

観形成基準」を以下のとおり定めます。 

景観計画区域については、自然環境の中の「山並み部地域」、南部市街地の主に住宅地の「山麓部市街

地地域・平野部市街地地域」、「特色ある市街地地域」、「北部田園・集落地域」の５つに細区分して、各

地域の景観形成基準を示します。 

【図 3.3-2】景観計画区域の特性ごとの地域・地区 

B

C

E

山並み部地域

山麓部地域

北部田園・集落地域

D-1 観光プロムナード地域

（農業振興地域を除く

市街化調整区域）

（農業振興地域）

（市街化調整区域

から阪急線路敷）

（阪急線路敷

から南東側）

（図で示す道路に接する敷地

及び囲まれた範囲内）

A-1

■ 景観計画区域内における景観形成基準
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A-1
山並み部地域の景観形成基準（主な項目抜粋）

【建築物の建築等】、【建築物の修繕等】 
屋根及び外壁の色彩 

外観に使用する材料は、自然素材を基本とする。また、色彩は山並みの緑に調和した落ち着いた色とする。 

敷地の緑化 

敷地内の既存樹木は保全する。既存の植生に配慮した樹種を選定し、可能な限り植栽・補植を行う。

【工作物の建設等】 
擁壁の構造や位置 

擁壁の前面には植栽帯を設けて植栽し、山並みの緑に調和した景観とする。

【開発行為、土地の形質の変更】 
開発、造成の計画 

現状の地形を保全する。やむを得ず地形の改変を行う場合は必要最小限とし、擁壁や法面をつくらない。 

木竹の植栽又は伐採 

既存樹林・既存樹木は保全する。既存の植生に配慮した樹種を選定し、可能な限り植栽・補植を行い、山

並みの緑に調和した景観とする。 

B
山麓部市街地地域の景観形成基準（主な項目抜粋）

【建築物の建築等】、【建築物の修繕等】 
屋根及び外壁の色彩 

外観に使用する色彩のマンセル表色系による明度・彩度は、 

次の範囲内の数値とする。外壁色は明度６～８を推奨し、 

大きな壁面を有する建築物はこれを基本とする。 

敷地の緑化 

敷地内の既存樹木は、可能な限り保全する。道路に面して樹木を植栽する。緑視率を道路側において２０％

以上確保する。第１種低層住居専用地域で敷地が 3,000 ㎡以上の場合は、３０％とする。

【工作物の建設等】 
擁壁の構造や位置 

道路に面する擁壁は、道路境界との間に植栽帯を設ける。道路に接して擁壁を設置する場合は、壁面緑化を

行う。面積が 3,000 ㎡以上の場合は、５０cm 以上の植栽帯を設ける。中遠景から見える部分にあっては、

これと同様とする。

【開発行為、土地の形質の変更】 
開発、造成の計画 

現状の地形を生かし、地形の改変は必要最小限とし、長大な擁壁や法面が生じないようにする。 

木竹の植栽又は伐採 

既存樹林・既存樹木は保全する。既存の植生に配慮した樹種を選定し、可能な限り植栽・補植を行い、山並

みの緑に調和した景観とする。

C
平野部市街地の景観形成基準（主な項目抜粋）

【建築物の建築等】、【建築物の修繕等】 
屋根及び外壁の色彩 

外観に使用する色彩のマンセル表色系による明度・彩度は、 

次の範囲内の数値とする。 

敷地の緑化 

敷地内の既存樹木は、可能な限り保全する。道路に面して樹木を植栽する。敷地が 3,000 ㎡以上の場合

は、緑視率を道路側において２０％以上確保する。

【工作物の建設等】 
擁壁の構造や位置 

道路に面する擁壁は、道路境界との間に植栽帯を設ける。道路に接して擁壁を設置する場合は、壁面緑

化を行う。面積が 3,000 ㎡以上の場合は、５０cm 以上の植栽帯を設ける。中遠景から見える部分にあっ

ては、これと同様とする。

【開発行為、土地の形質の変更】 
開発、造成の計画 

現状の地形を生かし、地形の改変は必要最小限とし、長大な擁壁や法面が生じないようにする。 

木竹の植栽又は伐採 

既存樹林・既存樹木は保全する。既存の植生に配慮した樹種を選定し、可能な限り植栽・補植を行い、

山並みの緑に調和した景観とする。

屋 根 外 壁

色 相
明度

(以下)
彩度

(以下) 明度
彩度

(以下)
Ｎ 8 程度

R 6 4（*1）

YR 6 4（*1）

Y 4 4
そ の

他

6 程度

2

3～8.5

2

屋 根 外 壁

色 相
明度

(以下)
彩度

(以下) 明度
彩度

(以下)
Ｎ 8 程度

R 4（*1） 4（*2）

YR 6 4（*2）

Y 4 4
そ の

他

6 程度

2

3～8.5

2
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良好な景観形成上、重要な存在であると認められ、公共の場所から容易に見ることができる建造物を「景観重要建造

物」として指定します。景観重要建造物の指定にあたっては、建造物の維持保全の状態等を調査・確認し、専門家や

宝塚市景観審議会の意見を聞き、指定の妥当性を検証します。 

第５章 景観重要公共施設等の整備に関する事項

良好な景観形成上、重要な存在であると認められ、公共の場所から容易に見ることができる樹木を「景観重要樹木」

として指定します。景観重要樹木の指定にあたっては、樹木の維持保全の状態等を調査・確認し、専門家や樹木医、

宝塚市景観審議会の意見を聞き、指定の妥当性を検証します。

第４章 景観重要建造物・景観重要樹木の指定の方針

景観計画区域内において、道路、河川、公園などの公共施設等は、公共施設管理者との調整により景観形成の

取り組みに努めます。特に良好な景観の形成に重要な公共施設を「景観重要公共施設」等に指定し、整備に関

する事項等を定めます。景観重要公共施設の指定にあたっては、建造物の維持保全の状態等を調査・確認し、

専門家や宝塚市景観審議会の意見を聞き、指定の妥当性を検証します。 

D-1 観光プロムナード地域の景観形成基準（主な項目抜粋）

【建築物の建築等】、【建築物の修繕等】 
屋根及び外壁の色彩 

外観に使用する色彩のマンセル表色系による明度・彩度は、 

次の範囲内の数値とする。外壁色について、色相は YRを 

推奨する。右岸側は、明度 7.5 以下、彩度 4以下、左岸側は、 

7.5YR6.5～8／3を宝塚カラーとして推奨する。

敷地の緑化 

敷地内の既存樹木は、可能な限り保全する。やむを得ない場合は、敷地内での移植又は植栽をする。武庫川

河川側及び道路に面して樹木を植栽する。緑視率を河川側において１０％以上確保する。 

【工作物の建設等】 
擁壁の構造や位置 

道路に面する擁壁は、道路境界との間に植栽帯を設ける。道路に接して擁壁を設置する場合は、壁面緑化を

行う。面積が 3,000 ㎡以上の場合は、５０cm 以上の植栽帯を設ける。中遠景から見える部分にあっては、

これと同様とする。 

【開発行為、土地の形質の変更】 
開発、造成の計画 

現状の地形を生かし、地形の改変は必要最小限とし、長大な擁壁や法面が生じないようにする。 

木竹の植栽又は伐採 

既存樹林・既存樹木は保全する。既存の植生に配慮した樹種を選定し、可能な限り植栽・補植を行い、山並

みの緑に調和した景観とする。 

屋 根 外 壁

色 相
明度

(以下)
彩度

(以下) 明度
彩度

(以下)
Ｎ 8 程度

R 6 6
YR 6 6
Y 4 4
そ の

他

6 程度

2

3～8.5

2

E
北部田園・集落地域の景観形成基準（主な項目抜粋）

【建築物の建築等】、【建築物の修繕等】 
屋根及び外壁の色彩 

外観に使用する色彩のマンセル表色系による明度・彩度は、 

次の範囲内の数値とする。外壁色について、明度は６～８の 

範囲とすることや色相 PB、B、BGはベース色として用いない 

ように推奨する。 

敷地の緑化 

敷地内の既存樹木は、可能な限り保全する。道路に面して樹木を植栽する。緑視率を道路側において２０％

以上確保する。敷地が 3,000 ㎡以上の場合は、３０％とする。 

【工作物の建設等】 
擁壁の構造や位置 

道路に面する擁壁は、道路境界との間に植栽帯を設ける。道路に接して擁壁を設置する場合は、壁面緑化

を行う。面積が 3,000 ㎡以上の場合は、５０cm 以上の植栽帯を設ける。中遠景から見える部分にあっては、

これと同様とする。

【開発行為、土地の形質の変更】 
開発、造成の計画 

現状の地形を生かし、地形の改変は必要最小限とし、長大な擁壁や法面が生じないようにする。 

木竹の植栽又は伐採 

既存樹林・既存樹木は保全する。既存の植生に配慮した樹種を選定し、可能な限り植栽・補植を行い、山

並みの緑に調和した景観とする。

屋 根 外 壁

色 相
明度

(以下)
彩度

(以下) 明度
彩度

(以下)
Ｎ 8 程度

R 4 4
YR 6 4
Y 4 4
そ の

他

6 程度

2

3～8.5

2

■ 景観重要建造物の指定の方針

■ 景観重要樹木の指定の方針
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お問い合わせ 

〒665-8665 宝塚市東洋町１－１ 

宝塚市 都市整備部都市整備室 都市計画課 

TEL:0797-77-2088 FAX:0797-74-8997 

E-mail:m-takarazuka0073@city.takarazuka.lg.jp 



パブリック・コメント制度は、
市が計画や条例を策定するときに、市民の皆さんから
広くご意見をお聴きし、一緒に考え、決めていこう
という制度です。（宝塚市市民パブリック・コメント条例）

パブリック・コメント制度は、
市が計画や条例を策定するときに、市民の皆さんから
広くご意見をお聴きし、一緒に考え、決めていこう
という制度です。（宝塚市市民パブリック・コメント条例）

リッッ
ク コ

制度でパ
ブ

メ ン
ト

市民のみなさん
のお声を、お聴
かせください。

（お問合せ先）
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号
宝塚市役所 都市整備部 都市整備室 都市計画課
Tel 0797-77-2088 Fax 0797-74-8997パブコメ

「宝塚らしさを感じる」
景観のまちづくり

宝塚市では、

「宝塚市景観計画の策定」

について、市民のみなさまからのご意見
を募集しています。
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宝塚市都市景観条例に基づく

宝宝塚塚市市景景観観計計画画((案案))ににつついいてて
市民の皆様のご意見を募集いたします

（パブリックコメント）

１ 宝塚市景観計画とは

景観法に基づいて策定する計画で、景観形成の方針や景観形成に関わる基準などを

定め、建物などにデザインや色彩などの規制誘導を行うことにより、まちの個性や良

好なまちなみをはぐくむものです。

２ 策定の目的

本市では、市民の景観に対する意識の高まり、都市景観の重要性の高まりを受け、

平成 24 年 2 月 13 日に景観法に基づく景観行政団体となり、これまであった市独自

の都市景観条例の全部を改正し、同年3月30日にこれを公布しました。 

この改正を受けて、都市景観条例の全面施行と同時に景観法に基づく景観計画を

施行します。 

景観計画は、市民、事業者及び市が協働して、都市景観の保全や形成を総合的か

つ計画的に進め、「宝塚らしさを感じる」景観を形成するのが目的です。 

このたび、景観計画（案）がまとまりましたので、これに対する市民の皆さまの

ご意見を募集いたします。 

お問い合わせ先              

〒６６５－８６６５             

 宝塚市東洋町1番1号             

宝塚市役所 都市計画課     

              電話 ０７９７－７７－２０８８      

FAX ０７９７－７４－８９９７      

15



３ 改正案の公表について 

市ホームページのほか、市役所の都市計画課・市民相談課、各サービスセンター・サ

ービスステーションで改正案を公表しています。 

４ 意見募集の内容 

 「宝塚市景観計画（案）の概要」を参考に下記の内容についてご意見をお寄せください。 

① 「宝塚らしさを感じる」景観について

  ② 景観形成の方針、景観形成の指針について

  ③ 景観形成基準について

④ 景観計画を活用した景観形成の取組みについて

⑤ その他の景観に関する施策について

５ 意見募集期間 

平成２４年８月７日（火）～９月６日（木）必着 

６ 意見の提出方法 

次ページの「意見提出用紙」に必要事項を記入の上、次の方法でお寄せください。 

① 持参 宝塚市役所 ２階 都市計画課 まで 

② 郵送 〒６６５－８６６５（住所不要） 宝塚市役所 都市計画課 宛 

③ FAX 番号 ０７９７－７４－８９９７ 

④ Eメール m-takarazuka0073＠city.takarazuka.lg.jp

７ 意見の公表 

お寄せいただいたご意見は、その採否及び市の考え方と共に公表します。（氏名等の

個人情報は公表しません。）

電話での受付及びご意見に関する個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承

ください。
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宝塚市役所 都市計画課 行      意見提出用紙 

ＦＡＸ ０７９７－７４－８９９７

「宝塚市景観計画(案)について」に対するご意見
氏名（団体の場合は名称及び代表者名） 連絡先（電話番号）

（E-メールで提出する方は、以下にメールアドレスを記入ください。）

住所又は所在地

住所が市外の場合、下記で該当するものに○をつけてください。

１ 市内在勤   ２ 市内在学   ３ その他利害関係を有する（      ）

※注意：上記の記述がないものは受付できません。

上記の情報は公表しません。また、他の目的に使用することはありません。

ご意見

※ご意見は１項目につき１枚でお願いします。用紙が足りない場合は、お手数ですがコピーをお願いします。
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