ふるさと兵庫景観づくり基本方針
概 要 版

～暮らしたい、訪れたい、ふるさと兵庫～
広大な県土をもつ兵庫県は、多様な自然や風土を背景に、個性豊かな地域環
境を育んできました。先人たちに育まれた歴史・文化や新しい市街地が織り成
す美しいまちなみや風景は、県民の誇りであり、貴重な財産となっています。
兵庫県では、昭和 60 年 3 月に「都市景観の形成等に関する条例」
（現「景観
の形成等に関する条例」
）を制定し、魅力ある景観を守り、創り、育み、そして
将来に伝えるためのさまざまな取組を進めています。
景観づくりは、県民や事業者の皆さんと県や市町が、互いに協力して長期的
に取り組むことで、はじめて効果が表れるものです。全ての担い手が、それぞ
れの役割のもとで連携し、共に、誇りと愛着を感じる「ふるさと兵庫」を実現
することを目指して、「ふるさと兵庫景観づくり基本方針」を定めます。
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景観づくりは「ふるさと」づくり
●『景観』とは、地域ごとの自然、人々
の暮らしや生業によって育まれた歴
史・文化、その時代の社会構造、法令
等による制度などが折り重なることで
形づくられた「見える環境」です。こ
れをよくすることで、地域への愛着と
誇りが生まれ、うるおいある快適で豊
かな暮らしを創出することができま
す。また、地域の個性を育み、地域の
魅力を高めることで、観光振興や地域
の活性化にもつながります。
●『景観づくり』とは、人々が「美しい」
、
「心地よい」、
「残したい」と感じる景
観を守り、創り、育み、将来に伝える
ために、さまざまな取組や活動を行う
ことです。この積み重ねが、人々が「暮
らしやすい」、
「訪れてみたい」と思う
地域をつくることになり、心のよりど
ころとなる「ふるさと」づくりにつな
がります。
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景観づくり

「ふるさと兵庫」

景観づくりを通じて、元気と魅力にあふれる「ふるさと兵庫」が形成されます。

基本方針の役割と位置づけ
●この基本方針は、
「景観の形
成等に関する条例（景観条
例」
）第７条に基づく景観形
成等基本方針として策定す
るもので、右記のような役
割を担います。

基本方針の役割
●県の景観形成の方向性を明らかにするもの
●景観づくりを行う県民、事業者等へのガイドライン
●県と市町が景観施策を自立的・効果的に進めるための指針

●「21 世紀兵庫長期ビジョン」のもとに策定した「まちづくり基本方針」の趣旨・理念等を踏
まえて、景観まちづくり分野の基本方針として策定しています。
●県全体の景観づくりの総合的な指針となるもので、市町が景観計画等を定める際に、この方針
を踏まえることで、県全体で整合性のある調和のとれた景観形成が図られます。

兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策課景観形成室
〒650-8567

神戸市中央区下山手通５-１０-１

℡：078-341-7711（代表）
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ふるさと兵庫の景観
■ ふるさと兵庫を構成する主要な景観
豊かな自然景観
兵庫県は県土の 8 割以上を山地・丘陵地が占めて
おり、県内のどこからでも山を望むことができます。

市街地から望む六甲山地（西宮市）

氷ノ山・ハチ高原（養父市）

北は日本海、南は瀬戸内海・太平洋に接する兵庫
県は表情の異なる美しい海の景観を有しています。

表情豊かな市街地景観・受け継がれる歴史的景観

兵庫県には多くの河川が流れ、流域に個性豊かな環
境を形成しながら、雄大な景観をつくっています。

千種川の流れ（上郡町）

近代化の過程で都市化が進展した地域では、にぎわいのある大都市らしい市街地、大規模な工場が連なる
工業地、緑あふれるゆとりある郊外住宅地、地方都市の中心市街地など、表情豊かな景観がみられます。

ハーバーランドの夜景（神戸市） 播磨臨海部の工業地帯（加古川市） ゆとりある郊外住宅地（三田市）

円山川の流れ（豊岡市）

豊かな自然環境を有する兵庫県では、夜間、美し
い星空を望むことのできる地域があります。

一方、近代化の影響を大きく受けなかった地域では、先人たちから受け継がれた城や城跡などの歴史文化
資産や、往時の佇まいを残す城下町、宿場町等の歴史的景観が今なおみられます。

西はりま天文台と星の軌跡（佐用町）

瀬戸内海に浮かぶ島影（相生市） リアス式の但馬海岸（新温泉町）

地方部の中心市街地（朝来市）

国宝・姫路城（姫路市）

出石城下町（豊岡市）

篠山城下町（篠山市）

室津の町並み（たつの市）

自然・緑あふれる農山漁村景観

地域固有の文化的景観

古くからの農山村集落や漁村集落やその周りでは、人々の長い営みを通じてつくられた農地やため池、周
辺の里山や河川、海などの自然と一体となって、誰もが懐かしさを感じる景観をつくりだしています。

地域固有の生業・産業と一体となった環境が形成する文化的景観や、受け継がれてきた伝統行事や風習等
による「ハレ」の風景が各地でみられます。

棚田の景観（佐用町）

農地に広がるため池群（稲美町）

玉ねぎ小屋の風景（南あわじ市）

海に隣接する漁村集落（香美町）

生野銀山のトロッコ道跡（朝来市）

立杭焼の登り窯（篠山市）

３階建ての養蚕住宅（養父市）

灘のけんか祭り（姫路市）

■ 景観行政に係るこれまでの取組
■景観を大切に思う意識の広がりに寄与

○景観条例による先進的・先導的取組（昭和 60 年～）

美しい自然や魅力あるまちなみなど、地域の貴重な景観資源を大切に思う意識が県民の間
に広がり、今後、県民が主体となった景観づくりがより一層推進するため土壌ができました。

昭和 60 年に景観条例を制定し、以後も新たな制度を導入しながら、さまざまな取組を推進

○景観基金を活用した景観形成支援事業（平成２年～）
県民の自主的な景観づくりを支援するため、景観基金を活用した修景助成、専門家派遣等を実施

○阪神・淡路大震災からの景観復興支援（平成７～13 年）
「伝えたいふるさとの景観」の選定や、復興基金を活用した被災景観資源の修復助成等を実施

○景観づくりに係る顕彰（昭和 60 年～）
景観形成に寄与した建築物や住民活動等への表彰を実施（人間サイズのまちづくり賞等）

取
組
の
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■周辺に不調和な大規模建築物等の立地を抑制
景観条例で県全域を対象に大規模建築物等の景観誘導を行ってきたことで、周辺景観に著
しく不調和な建築物等の立地を抑えることができました。

■歴史的まちなみ等の優れた景観を保全
景観条例による景観形成地区の指定、景観形成重要建造物の指定、また、景観形成支援事
業の実施等により、県内各地の優れた景観の保全に効果を上げました。

■市町の景観行政の取組を先導
全国的に極めて早い時期に景観条例を制定した本県の先進的な取組が、市町が自立して景
観行政を始めるに当たって先導的役割を果たしました。

景観づくりの方針
■ 景観の課題
近年、地域を取り巻く社会・経済情勢は大きく変化しており、これが景観にも影響を与えています。
こうした状況は、本県における景観上の課題として以下のとおり整理できます。
多自然地域
・耕作放棄地の増加や里山
の荒廃
・廃屋の増加
郊外住宅地
・放置された空き地・空き家
による景観阻害
・宅地細分化によるゆとり
ある住宅地景観の喪失
歴史的なまち
・歴史的まちなみの喪失
・歴史的文化的建造物の解
体

●生活環境が変化・混乱している
周辺に配慮のない建築物等の立地や、景
おそれがある
観に悪影響を及ぼす空き地・空き施設の増
加など＜私たちの暮らしやすさに関係す
る身のまわりの景観が変化・混乱してお
り、今後も一層の進行が予想されます。

●地域の個性が失われるおそれがある
地域にとっての魅力や価値となりうる
貴重な景観資源が喪失したり、それらへの
眺望が阻害されたりすることで、地域の個
性が失われるおそれがあります。

地方都市
・シャッター通りの出現に
よる景観の悪化
・放置された空き施設等に
よる景観の阻害
都市中心部
・高層建築物等による眺望
の阻害
・駅前等における個性のな
い景観・不調和な景観
幹線道路沿道
・周辺と不調和な建築物と
広告物の立地
・放置された空き施設等に
よる景観の阻害

■ 景観づくりの方針
これまでの取組や課題を踏まえ、景観づくりの方針を次のように定めます。
地域の特性や課題に応じて、他分野の施策・制度も広く活用しながら、多様な主体、多様な手法に
より、誰もが「暮らしたい」、「訪れたい」と思う「ふるさと兵庫」の実現をめざします。

身のまわりの心地よさをつくる

建物や道路、農地などの身のまわりの生活空間について、
うるおいある快適で豊かな環境の実現をめざします。

地域の魅力と価値を高める

地域の個性を守り、創り、磨きながら、景観資源を活用
した交流等を通じて地域の活性化をめざします。

［地域特性別の方針］
多自然地域

自然あふれる生活空間を守る
地域景観を守るルールづくりや
新たな担い手の育成、都市住民と
の交流等による景観づくり
郊外住宅地

ゆとりある緑豊かな住環境を管理する
景観に悪影響を及ぼす空き家や
空き地の発生を抑制する地域マネ
ジメント等による景観づくり
歴史的なまち

地域の歴史・文化を守り、活かす
地域固有の歴史的建造物やまち
なみを評価・保全・活用する景観
づくり

地方都市

地域の核としてのにぎわいを演出する
中心市街地の建築物やまちなみの
デザインをととのえ、地域の拠点と
しての魅力を高める景観づくり
都市中心部

都市のブランド力を高める
ゆとりある空間・まちなみ形成に
より、その都市らしさを演出し、
活力とうるおいを生む景観づくり
幹線道路沿道

もてなしの沿道空間をつくる
秩 序ある案内誘導ルールの導入
や周辺と調和した街道イメージの
創出等による景観づくり

景観づくりに向けた取組方策
■ 担い手とその役割

■ 取組方策

景観づくりの方針に基づき、ふるさと兵庫の景観を実現するためには、景観づくりの担い手となる県民、
事業者、市町、県がそれぞれの役割を果たしながら、互いに連携協調して取組を進めることが大切です。

ふるさと兵庫の景観の実現のため、県民、事業者、市町、県が取り組むべき方策を例示します。

県民

事業者

（個人・住民団体）

（建設事業者、地域で事業活動を行う企業等）

Ⅰ

●自己の行為が地域の景観に深い
かかわりを持つことを意識

●事業活動が地域景観に及ぼす影響
を意識し、良好な景観形成を図る

●自ら進んで景観づくりに努める

●地域の景観づくり活動に積極的に
参加・協力
●県・市町の景観づくりに協力

県
民
・
事
業
者
の
取
組
方
策

●県・市町の景観づくりに協力

協力

支援

市町

県

●地域の景観施策の策定、実施
●県の景観施策に協力
●市民・事業者の自主的な景観づく
り活動を支援
●魅力ある公共施設整備

●基本的・総合的な景観施策の策
定、実施
●市町の景観施策を支援
●県民・事業者の自主的な景観づく
りを支援
●広域的な視点からの総合調整
●魅力ある公共施設整備

支援
協力

景観づくりの担い手が次のような姿勢にたって取り組むことで、それぞれの役割を果たし、景観づくり
を効果的・持続的に進めることができます。

「もてなす」
心をもつ

人や地域と
「つながる」

楽しんで
「続ける」

県民一人ひとりが景
観づくりの主役です。
身のまわりや地域の
景観に想いを寄せ、自
ら考え、行動すること
が大切です。

もてなしの精神は景
観づくりでも重要で
す。その場所を訪れる
人々のため、”身だし
なみ”をととのえるこ
とが大切です。

さまざまな人・地域が
連携することで、地域
課題が解決する場合
があります。地域の魅
力向上のために助け
合うことが大切です。

魅力ある景観をつく
り、磨きあげるには時
間が必要です。できる
ことから楽しみなが
ら続けることが大切
です。

身のまわりで「好きな景観」
・「嫌いな景観」を見つける
景観づくりに関するイベント、セミナー等に参加する
など

② まわりの生活景観を手入れする

自分の家や建物の外観を適切に管理する
地域の清掃活動、緑化活動に参加する

など

公共施設の整備に関する住民説明会等に参加する
景観影響評価の手続き等において意見を提出する

など

景観基準等のルールを遵守する
地域の魅力を積極的に高められる建築物等とする

など

③ 行政の公共施設整備や事業者の施設設置
に関心をもつ
④ 建築の際にまわりの景観との調和に配慮し、
地域の魅力を高める
⑤ 景観づくりを担う組織をつくる

まちづくり協議会等の景観づくりを担う組織・体制をつくる
得意分野や専門知識をもつ地域の人材を発掘する
など

⑥ 地域の景観の魅力を知る・磨く・発信する

地域の伝統芸能や祭りに参加する
地域の魅力をホームページや SNS で発信する

など

⑦ 景観づくりのルールをつくる

建築物等のデザインや緑化などの景観ルールをつくる
景観協定や住民協定、建築協定などの制度を活用する

など

⑧ 景観づくりのネットワークを広げる

他の地域の住民や団体等と連携・交流する
大学との連携・協働により地域づくりに取り組む

など

各取組において連携協調して景観づくりを推進

■ 取組にあたって期待される姿勢

自ら
「行動する」

① まわりの生活景観に関心を持つ

Ⅱ
県
・
市
町
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① 県民の景観に対する意識を啓発・醸成する

セミナー等の開催や学校等と連携した景観教育
景観に関する表彰制度や写真コンテストの実施

② 地域住民と協働して公共空間を維持管理する

地域住民や事業者等による公共空間の美化・清掃活動
地域住民や事業者等による緑化・花植え等の修景活動 など

③ 地域景観に配慮した魅力あふれる公共施設
を整備する
④ 景観条例（景観法）による諸制度を適切に
運用・活用する

など

公共施設の整備指針等の策定と庁内関係部局への周知徹底
計画段階から専門家や地域住民の意見を聴く
など
建築物等の景観誘導制度の適切な運用
地区・地域や建造物等の指定制度の積極的な活用

など

⑤ 景観づくりの担い手となる人材を育てる

景観づくりのリーダー養成研修・講座等の開催
地域を案内するボランティアガイド等の養成

など

⑥ 地域の魅力の情報発信・プロモーションを
積極的に行う

ホームページや SNS の活用、メディアへの働きかけ
観光マップへの景観資源の表記など、観光施策との連携など

⑦ 県民・事業者の景観づくりに助成・助言を行う

建築物の修景助成や景観づくりへの活動助成
地域へのアドバイザーやコンサルタントの派遣

など

⑧ 広域的視点から戦略的な景観づくりを進める

広域的な観光施策・観光プロモーションとの連携
ストーリーを設定した広域的な景観づくりの推進

など

景観づくり
の取組事例
住民等による落書き消し
（Ⅰ②の取組例：神戸市）

協議会による道路修景
（Ⅰ⑤の取組例：太子町）

地区の魅力を発信する祭り
（Ⅰ⑥の取組例：朝来市）

住民協定で守られる棚田
（Ⅰ⑦の取組例：加美町）

景観づくり交流会への参加
（Ⅰ⑧の取組例）

景観フォーラムの開催
（Ⅱ①の取組例）

住民と協働した道路管理
（Ⅱ②の取組例：神河町）

地域景観に配慮した庁舎整備
（Ⅱ③の取組例：豊岡市）

景観づくり講座の開催
（Ⅱ⑤の取組例）

「銀の馬車道プロジェクト」
（Ⅱ⑧の取組例）

県の景観づくりの施策
■ 施策・制度の体系
ふるさと兵庫の景観づくりを推進するため、県では景観条例に基づきさまざまな施策・制度を設ける
とともに、県民や事業者の取組を支援しています。

(1) 県全域における景観誘導
●大規模建築物等
…周辺景観に及ぼす影響の大きい一定規模以上の建築物等の景観誘導［届出制度］

●特定建築物等
…地域の景観との調和が特に求められる特定用途の建築物等の景観誘導［景観影響評価・届出制度］

●公共施設景観指針
…県の施設の設置・管理に関する景観指針を定め、公共施設と地域の景観の調和を図る

(2) 良好な景観を阻害する物件等の改善
●建築物等その他の物件の管理
…景観上支障となっている建築物等への対応（所有者等への指導・助言、勧告、命令）

●空地の利用又は管理
…景観上支障となっている空地等への対応（所有者等への指導・助言、勧告）

景観条例の施策・制度

(3) 指定地区・地域における優れた景観の形成
●景観形成地区
…優れた景観形成を図るべき区域を、地区の特性に応じて「歴史的景観形成地区」
、
「住宅街等景観形成地区」、「まちなか景観形成地区」又は「沿道景観形成地区」
として指定し、景観誘導［届出制度］

●広域景観形成地域
…複数の市町に広がる優れた景観形成を図るべき区域を、地域の特性に応じて「風
景型広域景観形成地域」又は「沿道型広域景観形成地域」として指定し、市町と
連携協調して景観誘導［届出制度］

●星空景観形成地域
…美しい星空景観の形成を図るべき区域を指定し、景観誘導［届出制度］

(4) 景観資源の保全と活用
●景観形成重要建造物等
…地域の景観形成に重要な役割を果たしている建造物又は樹木を指定

(5) 住民の参画と協働による景観の形成等
●景観形成等住民協定
●景観形成協議会
●景観形成等推進員
●事業者と知事との協定

…住民が主体となって定めた景観づくりのルールを認定
…景観形成等住民協定を締結した住民が設置する協議会
…景観形成に関する知識・技術を有する者を登録
…事業者の事業活動区域及びその周辺に係る景観形成等に関する協定

※自ら景観行政を実施している市町の区域では、市町の主体的な取組を尊重し、一部の制度の適用を除外しています。

景観形成支援事業

(6) 景観づくりの支援

※公益財団法人兵庫県まちづくり技術センターと連携して実施

●修景助成
…景観形成地区内等の建築物等の修景に要する工事費を助成
●専門家派遣（修景支援）
…住民の景観づくりを支援するためにアドバイザー等を派遣
●景観形成等活動助成
…住民の景観づくり活動に要する経費等を助成
●景観支障建築物等除却・改修助成 …景観上支障となっている建築物等の除却・改修費を助成

