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主要部断面図 A2-(2)-① -3



花のみち　沿道デザインの方針

資産の共有
・バラやその他の植物の移植（整備時）

・成長した植物の株分け（将来）

人材の交流
・ガーデンサポーター

・花のみち自治会

・その他の団体

品種と素材の統一
・プランターやコンテナ、ベンチなど

・デザインの統一

・サクラやバラなどバラ科植物

フラワーネックレスの形成

花であふれる集客動線として、四季を

通してバラや桜などの風景が連続する

花の骨格軸を形成

宝塚ゆめ広場
＜整備方針＞

• 宝塚のゲートエリア
• 名所を紹介するサインの設置
• 花のみちやガーデンフィールズ跡地、花のみち・さくら橋

公園でのイベントの情報発信拠点
＜資産の共有＞

• ガーデンフィールズからの草花の移植（プランター）とバ
ラの寄せ植えによる華やぎの演出

＜人材の交流＞
• ガーデンサポーターによるガーデン管理

＜品種と素材の統一＞
• 植桝に限りがあるため、プランターやコンテナによる植栽

の追加

花のみち
＜整備方針＞

• 花のプロムナードを形成
• 宝塚大劇場、花のみちセルカ、歩道橋にも統一感のあるプ

ランターや寄せ植え植栽を行い、花があふれる通り景観を
形成

＜資産の共有＞
• ガーデンフィールズからの草花の移植（プランター）

＜人材の交流＞
• ガーデンサポーターと花のみち自治会の活動の連携
• 寄せ植えコンテストの開催
• 花にちなんだイベントの開催（桜祭り、バラ祭り）

＜品種と素材の統一＞
• 植桝に限りがあるため、プランターやコンテナによる植栽

の追加

新設公園（宝塚ガーデンフィールズ跡地）
＜整備方針＞

• 花のみちと、花のみち・さくら橋公園をつなぐ桜の骨格軸
を形成

＜資産の共有＞
• ガーデンフィールズの資産である草花を花のみちなど周辺

の公共空間に移植 / 株分け
＜人材の交流＞

• ガーデンサポーターによるガーデン管理→宝塚ゆめ広場や
花のみちなどの植栽やイベントへの参画、花のみち自治会
との連携

• プランターの寄せ植え見本の設置→デザインや管理のヒン
トを学ぶことができるショーケース花壇

花のみち・さくら橋公園
＜整備方針＞

• 桜の森の形成→桜の名所
＜資産の共有＞

• ガーデンフィールズからの草花の移植→足元に彩りを追加
＜人材の交流＞

• ガーデンサポーターと花のみち自治会との連携
• 各種イベントの開催（桜祭り、夏祭りなど）

＜品種と素材の統一＞
• ガーデンフィールズ跡地整備とベンチなどの施設デザイン

を統一し、一体感を持たせる

宝塚ゆめ広場宝塚ゆめ広場

花のみち花のみち

花のみちセルカ花のみちセルカ

宝塚大劇場宝塚大劇場

草花の移植・株分け草花の移植・株分け

草花の移植・株分け草花の移植・株分け 草花の移植・株分け草花の移植・株分け

新設公園新設公園

花のみち・さくら橋公園花のみち・さくら橋公園

宝塚ゆめ広場

花のみち

花のみちセルカ

宝塚大劇場

草花の移植・株分け

草花の移植・株分け 草花の移植・株分け

新設公園

花のみち・さくら橋公園
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舗装計画

インターロッキングブロック舗装 洗出しコンクリート舗装 レンガ舗装（透水性）

レンガ舗装（再利用） レンガ舗装（既存） 透水性アスファルト舗装

土舗装 -1 土舗装 -2 ボードデッキ舗装

環境に配慮した素材の選定
• 透水性
• 再生材料
• 既設材料の再利用

記憶の継承
• ガーデンフィールズ時代の素材の再利用
• 花のみちのレンガ舗装

活動に対応した材料の選定
• 子どもたちが走り回るエリアには土舗装を採用
• 花のみちは耐圧のレンガ舗装とし、車両乗り入れに対応
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①桜のエントランス

① ② ③
④

⑤

⑥

⑦

②いのちの広場

⑥みんなの広場⑦ルーフガーデン

③せせらぎと親水池

⑤桜のプロムナード

S=1/1000

・好奇心を刺激する自然的なガーデンの創出
・各エリアのキャラクターを生みだす植栽計画
・エリアの境界を明確にせずグラデーションで移り変わる緑の風景

【植栽方針】
• 花のみちと連続するサクラとコンテナ植栽による彩り
• 子どもたちの興味を誘うエディブルツリーを植栽

【候補樹種】
高木：コマツオトメ等
中木：イチゴノキ、フェイジョア、ナツハゼ等（スロープ沿い）
低木地被：ユキヤナギ、プリベット、アベリア、ローズマリー、
ヒメイワダレソウ等（スロープ沿い）、ベルサイユのばら、ヘデ
ラ類等（コンテナ）

【植栽方針】
• 常緑樹をメインにした緑量豊かな植栽
• 特徴的な植物や花を取り入れた夢のある風景の創出

【候補樹種】
高木：クスノキ（移植）ヤタイヤシ（移植）、シマサルスベリ、
ロドレイア、オリーブ、ロビニア（既存）等
中木：セイヨウキョウチクトウ（移植）、ブラシノキ等
低木地被：アベリア、プリベット、グラビレア、モクセイシダ等

【植栽方針】
• 隣接エリアの風景に合わせた水辺空間の演

出（日本の植物をベースにしたせせらぎ、
ダイナミックな植物を取り入れた池など）

【候補樹種】
高木：シダレヤナギ等
中木：―
低木地被：セキショウ、コガマ、カキツバタ、
ミソハギ、サンカクイ、コウホネ、ミズカンナ、
ポンテデリア、シペラス等

【植栽方針】
• さくら橋公園へ連続するサクラの保存と追加植栽
• 移植木を活かし沿道のボーダー花壇を形成（園芸活動の場）

【候補樹種】
高木：ソメイヨシノ等
中木：セイヨウキョウチクトウ（移植）、スモークツリー（移植）、
アメリカリョウブ（移植）等
低木地被：アナベル（移植）、サルビア類（移植）、ニューサイラ
ン（移植）、アガパンサス（移植）、シモツケ・ゴールドフレーム

（移植）等

【植栽方針】
• 芝生とサクラ、緑陰樹をベースにした広場空間の形成
• 芝生エリアからメインガーデンへとグラデーションで変化す

る草地空間を創出（郷土種による高茎草地）
• 草花を使った遊びなどイベントに使える植栽を展開

【候補樹種】
高木：ソメイヨシノ、コマツオトメ、ケヤキ等
中木：―
低木地被：シバ（広場）
オミナエシ、フジバカマ、キキョウ、カワラナデシコ、ススキ、
ワレモコウ、チガヤ、ノコンギク等（草地）

【植栽方針】
• 様々な活動が展開できる芝生、草地、菜園の３つの空間

を創出
• 菜園の雰囲気をつくる実のなる木や緑陰樹の植栽
• 草地はシバをベースにして他の植物の進入を許容する低

茎草地を形成
【候補樹種】

高木：ヤマモモ、ジューンベリー、コブシ、コマツオトメ等
中木：ブルーベリー等
低木地被：シバ、チガヤ、シロツメクサ等（播種 + 自然侵入）
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宝塚ガーデンフィールズ跡地利活用基本計画・基本設計策定業務委託              

東畑建築事務所・地域計画建築研究所・Ｅ―ＤＥＳＩＧＮ  設計共同体  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□シェードガーデン （7：3） 
・南側樹林帯に接する日陰の疎林空間 

・日陰に強い植物を組み合わせ、カラーリーフなどで明るさを演出 

 

□ナチュラルボーダーガーデン （2：8） 
・ガーデン周囲の動線に沿った、 

日当たりの異なる二つの空間 

・日当たりの良い園内側は、 

入ってみたくなる 

高質な花の演出（プロ管理） 

・やや日陰になる花の道沿いは、 

園芸活動の実践の場となる 

多彩な演出（市民管理） 

 

□ウォーターガーデン （5：5） 
・自然風の流れと疎林のある空間 

・地形と水の条件に応じた多様な水生植物を取り入れた演出 

 

□テラスガーデン （5：5） 
・建物に隣接するテラス空間 

・コンテナやハンギングバスケット等を用いたポイント演出 

 

□ナチュラルローズガーデン （2：8） 
・建物前の日当たりの良いオープンな空間 

・既存の庭園に多く見られたバラや 

ハーブ類を中心に混植した華やかな演出 

□メドウガーデン （6：4） 
・比較的高木の少ない明るい空間 

・高茎種をベースにしたダイナミックな 

草地風景の演出 

 

 

□フォレストガーデン （7：3） 
・大径木を含む樹木が多く残る林空間 

・自生種をベースとしながら園芸品種等も取り入れて、 

季節感ある樹林風景を演出 

 

既存庭園を活用しながら新たな魅力を付加した高質な庭園空間 
・安全性や維持管理に支障のある樹木以外は積極的に保存。 

・宿根草を中心とした季節変化を楽しめる八季の庭。 

・既存のガーデン空間に新たな居場所をつくる。 

市民による庭園管理や多様な関わりを生む空間 
・ガーデンサポーターによる管理やガーデン案内。 

・子どもたちが花をきっかけに文化を学ぶ。 

 
※低木・地被類、宿根草 現況：新稙の比率 （○：○） 

各ゾーンの整備方針-3 

●宝塚の象徴 
 
●緑花推進への寄与 
 
●民度の向上 
 

●発展的な市民参画 

メインガーデン 

＜位置付け＞ 

＜基本デザイン方針＞ 

：花にあふれた宝塚のイメージを象徴する高質なガ
ーデン 

：花をきっかけに「花のある暮らし」にあこがれ、
まちに花と緑が増える 

：高質なガーデンが当たり前の風景として、日常的
に存在することで、市民の文化的民度が上がる 

：高いレベルでの市民の関わりが期待でき、市民参

画の広がりにつながる 

1/800 

5-6 

フェンスライン ナナチチュュララルルボボーーダダーーガガーーデデンン  
（（市市民民管管理理））  

ナナチチュュララルル  
ロローーズズガガーーデデンン  

シシェェーードドガガーーデデンン  

テテララスス  
ガガーーデデンン  

ウウォォーータターー  
ガガーーデデンン  

フフォォレレスストト  
ガガーーデデンン  

メメドドウウ  
ガガーーデデンン  

④
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