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第１章

景観計画策定の背景と目的

１．背景と目的
■丹波篠山市には素晴らしい景観があります。
丹波篠山市は神戸、大阪、京都から１時間の圏内に位置しながら、緑豊かな里山と
田園風景が継承され、今もなお日本の農村の原風景である「ふるさとの景観」に包ま
れています。また、中心市街地は、江戸期の城下町であり、国選定重要伝統的建造物
群保存地区(以下伝建地区)に指定されている歴史的な町並みの残る市街地でもありま
す。加えて、旧宿場町などの面影が色濃く残る街村※として知られる福住、古市、追
入地区、丹波焼で知られる立杭地区、兵庫県一の茶の生産量を誇る茶畑の景観を有す
る味間奥地区など、地域特有の景観もよく継承されています。
一方、近年の大規模建築や建築物等の老朽化に伴う建替えなどにより、丹波篠山の
自然・田園・歴史が調和した町並みが失われつつあります。先人たちが農業等を通し
て継承してきた丹波篠山の景観は、日々の営みの積み重ねを通して形成してきたもの
で、他都市では失われた所も多くその貴重さは、一層増しています。丹波篠山の有す
るこのすばらしい景観を守り、次代に継承することが現代の私達の使命と考えます。

■全国的に美しいまちづくりが進められています。
これまでわが国のまちづくりにおいては、経済性、効率性および機能性が重視され、
美しさへの配慮が軽視されてきた面があります。しかしながら、近年の美しい町並み
などの個性的な町並みや景観に対する国民の関心の高まりに伴い、平成１５年、国は
「美しい国づくり政策大綱」を公表し、平成１６年には景観に関する総合的な法律と
して「景観法」を制定しました。景観法の制定にともない、これまで以上に全国各地
の地方公共団体による積極的な景観に関する取り組みが進められています。

■丹波篠山らしい景観まちづくりを実現します。
篠山市（現丹波篠山市）総合計画策定に向けたアンケート調査において、約７割の
市民が篠山（現丹波篠山）の自然環境や景観に満足していると回答しています。同じ
く、約７割の市民が「篠山（現丹波篠山）の自然環境や景観を大切にするべき」と回
答しています。
丹波篠山の有する良好な景観を保全･育成･創出することにより、丹波篠山の景観を
より美しいものにし、ゆとりと潤いのある生活環境を形成していくためには、丹波篠
山らしい地域資源を活かした市民の参画と協働による「景観まちづくり」を推進し、
市民の地域への誇りと愛着を醸成し、魅力と活力のある地域社会の実現を目指す取り
組みが必要です。丹波篠山の景観形成に取り組むための方針やルールおよび行政、市
民、事業者等のそれぞれの役割について明確に示すことにより、魅力ある丹波篠山の
景観まちづくりを実現することを目的として「丹波篠山市景観計画」を策定します。
※

旧街道等の両側に妻入り等の家屋等が軒を並べて列状に建ち並ぶ集落。
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２．景観計画の位置づけ
丹波篠山市景観計画は、景観法に基づき策定する計画ですが、丹波篠山市総合計画、
丹波篠山市国土利用計画の内容に即しながら策定しています。また、兵庫県の「景観の
形成等に関する条例」
（以下「景観形成条例」）
、
「緑豊かな地域環境の形成に関する条例」
（以下「緑条例」）
、「丹波篠山市屋外広告物条例」および「丹波篠山市まちづくり条例」
や「丹波篠山市緑豊かな里づくり条例」
（以下、
「里づくり条例」）等と連携しながら景観
形成にかかる制度運用を図っていきます。

丹波篠山市国土利用計画

即す

即す

丹波篠山市総合計画

景

丹波篠山市景観条例

観

丹波篠山市独自の景観形成に関する制度
（今後検討していく制度）

丹波篠山市景観計画

法

・優れた景観（取り組み）への表彰制度
・支援制度 ・意識啓発 等

連携

緑豊かな地
域環境の形
成に関する
条例

連携

（景観影響評価）

連携

に関する条例

連携

連携
景観の形成等

丹波篠山市

丹波篠山市

丹波篠山市

屋外広告物

緑豊かな里

まちづくり

条例

づくり条例

条例

図Ⅰ－１ 景観計画の位置づけ

３．景観とは
景観は、見たり聞いたりする対象となる「景」と

景

観

眺めそのもの

眺める主体:人

それを眺め感じる主体となる人の「観」の関係性か
ら生み出されるものといえます。このため「景観」
は、人々の長い営みの中で、守り、育てることによ

景観

って徐々に創り上げられるものです。

市民の営みを
反映したもの

図Ⅰ－２ 景観の捉え方
-2-

第２章

丹波篠山市の概要

１．自然的風土
（１）地勢
丹波篠山市は、篠山盆地と盆地を取り囲む約 400ｍから 800ｍ級の山地で構成されて
います。篠山盆地は地殻変動や堆積作用によって形成されたと言われ、この堆積作用に
よって緩やかな山裾は埋まり、丹波篠山の特徴とされる平地と急斜面が接し緩斜面や棚
田がほとんど見られない地形が形成されました。また、篠山盆地の周辺は、山間から流
れる谷川が、谷合深く入り込む形で指を広げたような形の谷筋が形成され、盆地内に点
在する島状の孤立丘、篠山川沿いの竹林や集落の鎮守林と共に平坦な田園に緑の屏風が
重なり合っているような緑豊かな景観を形成しています。
丹波篠山市は、加古川、武庫川および由良川の源流域に位置しています。加古川支流
の篠山川は盆地中央部を東から西へ流れていることから、低い丹波篠山の山並みが東西
に連なっていることが分かります。低い山が多いことから、多くの支流が谷をつくり、
いくつもの山地-谷筋-低地等のまとまり（ランドユニット）となって、河川の水系を基
盤とした丹波篠山の地勢を形成しています。
盆地領域は、取り囲む山並みによって南北４km、東西 12km 余の大きさを有してい
ますが、王地山などの小丘や張り出した丘陵地などにより、視覚的にはほぼ半径１Km
圏の空間単位が東西に連なる山並みに沿って構成されています。この視覚領域では、
人は見上げることなく自然に盆地を取り囲む山並みの全姿を見ることができます。山
並みは山紫※とならず、常に緑の山並みとして山地全体だけでなく一本の樹幹まで同
時に眺めることができ、季節および霞や霧などの気象変化の風景を楽しむことができ
る、程よい距離感に位置しています。

図Ⅱ－１
※

日の光の中で山がかすんで紫色に見える様子。
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地勢図

（２）植生
低い山が多いために古くから人の手が入った森林のほとんどは、アカマツ林やスギ・
ヒノキの二次林で構成されています。チャート（珪石）※の多い酸性土壌の山頂部はア
52 カマツ林やツツジ科の植物で覆われ、谷筋にはコナラ群落が帯状に分布しています。
集落からの谷筋や山裾部には、スギ・ヒノキの植林地がきめ細かく散在分布しています。
貴重植生として、標高 600ｍ以上の山地にある山林と一体となった社寺林にモミ林が
残る他、シイ・カシ林に当たるコジイ・カナメモチ群集等が見られます。山腹にはクマ
ザサが生えているところも多く、谷川沿いには落葉広葉樹、集落沿いの河川にはケヤキ
の大木が散在する竹林が多く繁茂しています。また、多紀連山の山頂には、常緑針葉樹
のモミ群落、アカマツ－シノブ群落の他、シャクナゲ、イワカガミ、ヒカゲツツジ、イ
ワウチワ等の高山植物が見られ、御嶽の山腹にはクリンソウが、東部の里山裾にセツブ
ンソウ等の大群落が確認されています。西光寺には内陸部では珍しい海岸植生のウバメ
ガシ群落が分布し、古来の地殻変動を伝えるものとされています。
（３）気象
平成 21 年の年間平均気温は、約 12.7℃、年間降水量は約 1,350 ㎜で、11 月には降霜
があります。夏は蒸し暑くて冬は底冷えが厳しく（年較差）、また、昼夜の気温差（日
較差）が大きい内陸性気候となっています。晩秋には日較差から山並みの美しい紅葉を
見ることができるほか、盆地内において深い霧が発生します。丹波茶や黒豆のおいしさ
は、この丹波霧によるところが大きいと言われています。また、濃霧が山並みを包み込
む大変幻想的で美しい眺めは、雲海として広く知られています。

２．社会的風土
（１）歴史
篠山地方は、古くから人々の暮らしが営まれてきた地方です。その足跡は、今から約２
万５千年前の旧石器時代の遺跡である板井・寺ヶ谷遺跡にまで遡ることができます。
市域では、縄文、弥生時代の人々の生活を物語る遺跡が数多く発見されているほか、古
墳時代には県下第２位の規模をもち、強大な権力者がいたことを示唆する雲部車塚古墳が
築造されています。
大化の改新後、律令国家の支配が各地方に及び、篠山地方でも郡家に多紀郡衙が、寺内
に寺内廃寺が設けられます。その後、奈良時代から中世にかけて、大国寺や和田寺に代表
される仏教を中心とした文化が栄えることになります。
平安時代を迎えるころには、荘園経営に関する貴重な古文書が多数残されている東寺領
大山荘をはじめ、多くの荘園が設けられました。
中世の終わりには、波多野氏が高城山に八上城を築き、丹波一帯を勢力範囲としていま
した。これに対し、織田信長は天正年間、丹波攻略を目的として明智光秀を差し向け、八

※

火山灰や生物遺骸などが堆積して固まった岩石。
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上城は１年余りの包囲戦によって落城しました。
その後、徳川家康が西日本の諸大名の監視のために、京都と山陰、山陽を結ぶ交通の要
衝であるこの地に篠山城を築城し、実子の松平康重を初代城主として送り込みました。こ
の築城は天下普請によって行われ、西日本の諸大名が多数動員されました。完成度の高い
城郭がわずか９ヶ月という短期間のうちに築かれ、引き続き城下町の整備が行われました。
この城が築かれた丘陵地が「笹山」であったことから、以後、この地方は「篠山」と呼ば
れるようになります。また、京都への重要な交通路であった旧京街道沿いの福住や、摂津・
播磨・柏原への交通の要所であった古市と追入は、宿場町として栄えました。
明治維新後、明治 22（1889）年に市制・町村制が施行された際、多紀郡では 1 町 17 村
が成立しました（その後、１町 18 村）。それから、幾度の合併を経て平成 11（1999）年 4
月 1 日に篠山市（現丹波篠山市）が誕生して現在に至っています。

（２）丹波篠山市の将来人口と市民意識
■人口
戦後減少を続けていた丹波篠山市の人口は、平成２年頃から増加に転じましたが、平成
14 年から再び減少していきます。平成 22 年 10 月末では、人口 44,958 人、高齢化率 27.5％
となっています。平成 23 年度に策定された篠山市（現丹波篠山市）の総合計画の基本構想
では将来の人口は、さらに減少すると予想し、10 年後の平成 32 年には 41,000～42,000 人、
高齢化率は 32％になると想定されており、人口減少の中で高齢化がさらに進展することに
なります。こうした人口動向を受けて地域の活性化や定住促進にも寄与する景観施策を検
討していく必要があります。
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図Ⅱ－２ 人口推移（平成 21 年～平成 32 年）
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■市民意識
篠山市（現丹波篠山市）総合計画（以下総計）策定に向けたアンケート調査では、74％
が「自然環境や景観」に満足しており、定住理由も 45％が「自然環境がよいから」と答え
ており、
「自然環境のよさ」は年齢が若くなるほど高い傾向にあります。篠山市（現丹波篠
山市）総合計画では、人口減少と少子高齢化や経済雇用の変化等に対応したこれからのま
ちづくりの方向性の４本柱のひとつに、今日では貴重となった篠山盆地等の「田園景観の
保全・整備･創造」をあげており、特に平成 22 年閣議決定された「地域主権戦略大綱」に
基づき、近い将来土地利用等に関する権限の多くが市に委譲される見込みの中で、公正で
効率的なルールを確立し、地域の貴重な財産である「田園景観を継承する」責任を果たす
ことが強く求められていると明記されています。
■近年の開発動向
篠山市（現丹波篠山市）の人口は平成 2 年から 7 年にかけて増加し、ＪＲ篠山口駅周辺
を中心に宅地化が進展しました。特に平成 9 年のＪＲ福知山線の複線化や阪神淡路大震災
の影響により戸建て住宅を中心とする開発が幹線道路沿線でも見られるようになりました。
平成当初は、味間地区や今田地域東部において人口増加傾向にありましたが、ＪＲの複線
化以降、城北、岡野、城南、西紀南地区での宅地化が進行し、これらの地区で人口増加の
傾向が見られるようになりました。
ＪＲ篠山口駅周辺や住吉台周辺の宅地開発が沈静化した後は、そのやや郊外部のインタ
ーチェンジ付近を中心にスプロール※型の開発が進展していきます。また、旧城下町であ
る既成市街地のドーナツ化と並行する形で、既成市街地の周辺の宅地化が進行し、篠山盆
地内における宅地需要が増加している傾向があります。ただし、ここ数年は将来の社会不
安や経済的な影響もあって、鎮静化傾向もうかがえる状況となっています。

※

郊外への市街地化が計画的ではなく、無秩序に拡大していくこと。
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第３章

丹波篠山市の景観計画の考え方

１．景観領域と景観構成要素による分類
（１）地勢から捉える景観領域
丹波篠山の地勢による特性から景観を捉えると、市域を取り囲む四方の山々の「山地
領域」、主要な市街地やまちの区域が展開する「篠山盆地領域」、そして山々をぬって篠
山川などに注ぐ数多くの支流が位置する「支流の谷筋や山間地領域」の三つに大別され
構成されています

（２）景観領域と景観構成要素
地勢の特性から大別された三つの領域内は、歴史的な町並み、市街地、農地や農村集
落、優れた自然環境を有する森林や河川といった景観構成要素によってそれぞれの地域
特性に応じた景観が形成されています。

山

地

領

域

丹 波 篠 山

市域の約７５％を占める領域です。県立自然公園に指定されている多紀連山は
日本海と瀬戸内海の中央分水嶺を成しています。
多様な生き物が生息し、貴重植生も数多く確認されています。
【景観を構成しているもの】
森林、里山、城山など

市 の

篠

山

盆

地

領

域

景 観

市のほぼ中央に位置し、平坦な低地の広がる東西約 12ｋｍ、南北約 4ｋｍの
領域です。
中央部には旧城下町の既成市街地が、西部のＪＲ篠山口駅周辺や丹南篠山口 IC
周辺では新市街地が形成されています。
【景観を構成しているもの】
篠山城下町、新市街地、里山、田園、農村集落、孤立丘、竹林、鎮守林、
河川など

支流の谷筋・山間地領域
篠山川などに代表される主要河川の支流域であり、細長い谷筋に塊村型の山裾
集落や山間の散居集落などの農村集落が形成されています。街道を有する区域で
は、かつての宿場町（福住、古市、追入など）を中心に街道に沿って家屋が両側
に連なる街村も見られます。
山間地では少ないながらも、山裾を有効に利用した茶畑や棚田が見られます。
【景観を構成しているもの】
里山、田園、農村集落、街村、竹林、鎮守林、谷川、登り窯、茶畑、
棚田など
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２．領域ごとの景観形成の考え方
（１）山地領域の景観
■景観
1000m に満たない低山ながら、山頂、山裾ともに急峻な山容を特徴とするため、その
山並みは、平地部から緑の屏風が擁立したような印象を与えています。山裾部のなだら
かな地形は限られるため、農地と山地の土地利用の境がはっきりとした山裾景観を形成
しています。
開発により大きく改変された所はほとんど無く、丹波篠山の景観の背景を彩り、四季
の装いを通して人々に潤いと安らぎを与えています。
■景観形成の考え方
山地領域の景観は、いつも変わらない緑の山容として健全に存在していることが重要
です。自然地形、植生、ふもと地域の人々による長年の営みによって形成されてきた優
れた自然環境が、様々な開発行為等によって失われてしまわないよう、保全を基調とし
た景観形成の取り組みが求められます。自然と人の営みが一体となった山々の景観は、
その基盤となる山や渓谷などの自然環境の保全と地域の生産活動や生活文化の持続に
かかわるところが大きく、土地利用計画と連動した景観形成に取り組んでいく必要があ
ります。建物や工作物が、緑の山容からはみ出して目立つことなく、豊かな樹林や森林
の中に溶け込む景観形成が求められます。

（２）盆地領域の景観
１）篠山城下町等の既成市街地
■景観
市の既成市街地に位置付けられる城下町地区は、篠山城跡を中心に武家屋敷の佇まい
の残る御徒士町と商家の町並みが色濃く残る河原町一帯が伝統的建造物群保存地区に指
定され、現在も妻入り商家や茅葺長屋門を有する武家屋敷の町並みが形成されています。
その周囲に連担する市街地とともに既成市街地のほぼ全体が旧城下町区域であり、江
戸期以来の敷地割がよく残され、伝建地区を中心に市街地全体で、城下町の風情の残る
町並みを形成しています。
■景観形成の考え方
中心市街地でもある篠山城下町は、外縁的に市街化が進
展しています。このまま無秩序に市街化を進展させるので
はなく、コンパクトな定住市街地を形成する上でも、土地
利用計画に基づく適正な誘導が必要となります。土地利用
計画により将来的に市街化していく区域では、城下町と調
和した景観形成を図ります。
御徒士町の武家屋敷群
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城下町と調和した景観とは、建築物等の材料やデザイン等を歴史的な町並みと同様に
復元するものではなく、新しい材料やデザインを認めながら、周りの田園とも調和した
景観形成を図ることを目指します。特に北側に市街化が進展している市民センター周辺
では、どことなく城下町らしさを残しながらも、中心市街地として地域を特徴づける新
たな市街地景観の形成を図る必要があります。

２）新市街地
■景観
田園地帯等の幹線道路沿いでは、ＪＲ篠山口駅前や丹南
篠山口ＩＣを中心に沿道市街化が進展しています。沿道市
街地では店舗や事業所が立地し、既成市街地と結びつく形
で、その背後にある農用地区域においても宅地化による、
市街地が広がってきています。幹線道路の近接地や丹南篠
山口ＩＣ周辺および住吉台周辺では、眺望のきく田園地側
からの見え方に対する配慮に乏しい新興住宅地や集合住

篠山口駅周辺の新市街地

宅等の進展が見られるようになっています。
■景観形成の考え方
丹波篠山市の玄関口として、山並みや田園景観に配慮した魅力的で、新たな地域の核
となるような市街地景観の形成を図ります。丹南篠山口ＩＣ周辺幹線道路の景観形成は
連続性、統一性に配慮しながら、屋外広告物や自動販売機等の整除を図ります。建築物
等は低層化に努めることにより圧迫感を抑えます。また、接道部に並木状の緑化を施す
ことで、適度に緑が連続した沿道景観の形成を図っていきます。眺望のきく農用地や水
路と接する敷地での建築行為等においては、農用地側等にも配慮した緑化修景を図って
いきます。
大規模な施設等は、デザインや意匠に配慮するだけでなく、施設を利用する人たちに
とっても快適な環境となるよう、施設の出入り口部分などには施設のシンボルとなるよ
うな樹木の植栽を奨励誘導していきます。開発行為においては、樹木を配した共有空間
の創出や接道部の緑化および農地側からの見え方に配慮した緑化により、賑わいの中に
も落ち着きのある市街地景観の形成に努めます。

３）篠山盆地領域の田園集落
■景観
丹波篠山の既成市街地を取り囲む農地と共に集落家屋が分布する田園地の区域は、山
並みや小丘を背景に、眺望性の高い田園景観が市街地の周囲に広がっています。市街地
や集落を田園地が取り囲む領域が視覚的に明確な土地利用の上に、家屋等の低層建築群
が竹林や社寺林といった豊かな緑と重なり合って篠山盆地の特徴的な田園景観を形成
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しています。篠山川沿いや宮田川沿いには、河岸段丘と一体となった集落も見られるほ
か、旧街道沿いには八上等の街村も形成されています。
■景観形成の考え方
盆地領域の農村集落は、大半の集落家屋が集まって
ひとつの塊のように構成されています。このため集落単
位のまとまりを維持することが景観形成の基本となりま
す。例えば規模の大きい建築物等では、家屋が群として
構成されているような印象とするため、長大な壁面等は
避け、小さな建物が重なり合い、周囲の緑で分節してい
るようなデザイン意匠が求められます。

山裾に位置する盆地内の集落
前面に市街地を取り囲む農地が広がる

山裾に位置する集落では、前面の広がる農地との調
和が大切になります。段丘や自然堤防の川沿いに立地する集落では、河岸段丘林や川沿
いの帯状の竹林等の帯状の緑との調和と、田園地の境界部に位置する鎮守林を田園側か
ら遮蔽しない建物配置が求められます。街村では、旧街道沿いに家屋が並ぶ両側町的な
たたずまいを維持すると共に、家屋裏手の畑地の畦畔木と調和した景観形成を図る必要
があります。
いずれも集落域内部に新興住宅地等が立地することはほとんどなく、既存の家屋域の
周囲や隣接地に新たな建築行為等が見られることから、既存集落の印象を継承する環境
づくりと周りの田園との調和の取れた景観形成を図る必要があります。ある程度まとま
った住宅地開発や農工団地※等が田園地に立地する場合は、既存集落と同様の印象とな
るよう、景観的な調和を醸すような修景的工夫が求められます。

４）盆地領域を一体的に捉えた景観形成
盆地領域の景観は、市街地や集落を農地が取り囲む領域が視覚的に明確で、メリハリの
効いた土地利用によって形成されています。こうした景観的魅力を継承するためには、個
別の敷地単位で景観を捉えるのではなく、盆地領域全体で景観を捉え、景観形成を図る必
要があります。このため、建築物等の色彩やデザイン等の規制誘導による景観形成に加え、
盆地内での眺望性と緑地の確保による景観形成を進めていきます。
■眺望への配慮
景観的に恵まれた地勢を活かし、市街地を取り囲む山々のシルエットを背景に、幹線
道路、人々の集まる場所、土地利用の境界部及び景観上特に重要な場所等からの見え方
に配慮した田園景観の形成に取り組みます。
地勢や土地利用と密接に関係した鎮守林や河畔林、段丘面の竹林などは地域を特徴づ
ける大切な景観構成要素です。これらの景観構成要素を把握することにより、建築行為

※

農村地域工業導入促進法（昭和４６年法律第 112 号）により造成された工業団地。
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等においては景観構成要素や周辺景観との調和に配慮した魅力的な眺望景観の形成を図
っていきます。
■緑地フレームの設定
○緑地フレームの必要性
市街地の郊外に広がる農用地によって、丹波篠山では田園越しに市街地等を望む眺望
景観があちこちで広がっています。また、市街地と田園の境界に位置する小丘や河川お
よび農地や竹林と結びついた小さな緑地帯は良好な景観を印象付ける上で重要な視覚的
効果を演出しています。
こうした特性を継承し、魅力ある丹波篠山らしい景観を形成するため、小丘や河川の
周辺部分および市街地の外縁部分において、より豊かな緑地の確保を目指す区域として
「緑地フレーム」を設定します。

図Ⅲ－１

緑地フレームの構成

※緑地フレームは公園のような緑被地の連続したグリーンベルトである施設緑地※1 として設定
するのではなく、施設や敷地の緑化で対応するもので地域制緑地※2 として捉えています。

※1

公共のものとして管理されている緑地。

※2

都市緑地保全法や都市計画法などの法によって指定されている緑地。
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○緑地フレーム配置の考え方
視点場からの眺望景観への配慮や農用地側からの見え方を踏まえ、農用地と市街地
が接する領域（スプロール化が進展しつつある区域など）の開発行為等に対し、緑の
ボリュームアップを求めます。敷地面積 1000 ㎡以上の開発行為等に対して通常の緑地
率の 10％増、敷地面積 1000 ㎡未満の開発行為等に対しては緑地率を５％増やすこと
で緑地の確保を図ります。
緑地フレームは、連続する緑地帯として緑地を面的に確保するものではなく、既存
の緑の保全と緑化によって、周りと比べて緑が豊かに感じる生活環境の形成を図ろう
とするものです。このため、緑地フレーム内での建築行為等を禁止するものではなく、
建築物等は立地させながら、緑の多い環境をベルト状に形成することで、田園から建
築物のみが目視されるのではなく、適度な中高木等で建築物等を分節し緑の重なりに
よって建築物の見え隠れを演出していこうとするものです。
「ベルト状の豊かな緑地」は、小丘、河川や水路、段丘や法面等の竹林、社寺林、
農地、街路樹及び学校の樹木等の既存の緑地とともに、開発に伴う緑化やまちづくり
による緑化により形成していきます。つまり、緑地フレームの緑のボリュームアップ
は、地域の環境形成の方向性を示すもので、今後開発等の変化がない場合も、地域住
民とともに景観的な魅力を高めていこうとするものです。

（３）支流の谷筋・山間地領域の景観
１）農村集落と街村
■景観
ア）農村集落
自然の地勢を利用し、日々の営みにより長い
年月を経て形成された谷筋や山間地の農村集落
は、柿の木や栗の木等に囲まれた緑豊かな農村
景観を形成しています。
また日本六古窯の一つである丹波焼の里とし
て知られる立杭地区や扇状地に茶畑の広がる味
間奥地区など、生業が地域の景観を特徴付けて
いる地区も見られます。

緩やかな傾斜地に沿って分布する緑に囲ま
れた農村集落

里山を背景に、谷筋を流れる支流に沿って
配置されている農村集落は今日もなお、里の情景として息づいています。なだらかな山
裾に集落と一体となって形成された農村景観は谷筋領域の景観の特徴であり、また魅力
でもあります。農地と一体となった集落の領域と里山等の領域の境界に位置する小丘や
河川を利用して、鎮守や塞ノ神を巧みに配した農村景観は、新興住宅等による市街化に
よって大きく壊されることなく現在にまで継承されています。
山間地では棚田状の斜面に家屋が一軒ずつ分散している散居村が形成され、傾斜を活
かした茶畑や棚田もわずかながら見ることができます。
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イ）街村
谷筋の旧街道沿いでは、かつての宿場町と同様に街道の両側に家屋が連なる街村が形
成されています。河川と並行する街道沿いでは、河川に注ぐ支流沿いに農地を配し、微
高地には家屋を配し、盛土や石積みを築き菜園畑や蔵を設けるなど、限られた土地を有
効に活用しています。集落の川沿いに配した鎮守とともに、河川の氾濫に備えた妻入り
の街村の町並みが、宿場町の影響を受けながら形成されています。
見通しのきく街道沿いの丘や里山には
中世の城跡や砦が位置し、山麓の高台に
は仏閣が配され、街道沿いの一里塚や道
標、常夜灯等とともに風情ある町並みが
形成されています。農村部でも母屋に隣
接して農作業小屋を設け、大きな三角妻
面が連続する力強い、下屋のそろった町
並みを形成しています。
蔵の連なる福住の町並み

■景観形成の考え方
支流の谷筋や山間地では、地域の特徴的な地勢を活かし、日々の営みによって形成され
てきた農村景観を保全継承していきます。
農業の営みは、そこで暮らす人々の知恵により、地勢や自然条件にうまく対応させなが
ら発達継承してきました。その営みが集落環境として現れ、地域の景観として展開してい
ます。景観が形成される過程は地域ごとに様々ですが、美しい農村集落の景観は、農地の
環境保全、祭事や慣習などを通して、地域の景観資源を地域が維持管理してきたことによ
り今日まで保全継承されてきました。
しかしながら、少子高齢化と人口減少の進展に伴い、谷筋や山間地における小規模集落
化※が懸念される中、今日まで継承されてきた美しい景観の保全継承が困難になってきて
います。地域の人々の日々の営みにより保全継承されてきた農地や農地の石積み、畔や稲
架けの畦畔木などの景観資源を、今後どのように保全し継承していくかが地域の大きな課
題であり、この課題の解消こそが谷筋や山間地の農村集落の景観形成につながります。
先人たちから受け継いできた農村の素晴らしい景観資源を地域が主体となって維持して
いくための仕組みや支援の方策について検討することで課題を解決し、良好な景観形成を
図っていきます。

※

過疎化、高齢化の進行により、集落での社会的共同生活の維持が困難になっていくこと。
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３．景観計画の考え方
丹波篠山市はこれまで、兵庫県の景観形成条例および緑条例に基づき、景観形成に取り
組んできました。今後は県の広域的な景観形成の考え方を継承しながら、丹波篠山市の景
観特性を地域ごとに捉え、きめ細かな景観形成を図っていきます。
（１）区域区分（ゾーニング）による景観形成
歴史的な町並みや市街地は、建築物等の色彩やデザインの誘導により、景観形成を図る
ことができますが、自然と人の営みが一体となって形成される田園地は、建築物等の景観
誘導だけでなく、景観の基盤となる山、河川および農地などの環境保全といった土地利用
計画と連動した景観形成を図る必要があります。
景観法では、景観計画は土地利用計画と矛盾のないよう、調和して定めることとしてい
ます。このことから、適正な土地利用の誘導による地域環境の形成を目的として定められ
た緑条例における環境形成区域区分の考え方を基に、地勢に対応した丹波篠山市の景観的
特徴を踏まえた上で、市域を「歴史的な町の区域」
、
「まちの区域」、
「さとの区域」及び「森
の区域」の４つに区分し、それぞれの区域ごとに景観形成基準を定めます。
歴史的な町の区域：既成市街地のうち、歴史的な町並みや文化資産を有する区域で、特
にそうした歴史的な環境や文化資産の保全を図りながら景観形成を
図る区域
ま ち の 区 域：市街地の景観形成を図る区域
さ と の 区 域：田園景観が広がる農村集落の景観形成を図る区域
森

の

区

域：山容を形づくる里山等の山地や森林の景観形成を図る区域

（２）地区別計画の尊重
これまで丹波篠山市では、景観形成条例における景観形成地区として篠山城下町地区、
上立杭地区及び丹南篠山口ＩＣ周辺地区の３地区が地区指定を受け、それぞれの地域の特
性に応じた景観形成に取り組んできました。また、丹波篠山市の里づくり条例に基づく里
づくり計画地区については、緑条例の計画整備地区として、地区の住民の主体的な取り組
みによるまちづくりが進められてきました。
丹波篠山市景観計画においても景観形成条例の考え方を継承し、篠山城下町地区、上立
杭地区及び丹南篠山口ＩＣ周辺地区を特に地区の特性に応じた景観形成に取り組む必要が
ある地区として景観形成を図っていきます。同様に、里づくり地区についても地区住民の
積極的なまちづくりの取り組みを尊重することにより、住民の参画による景観形成を推進
していきます。
地区別計画では、地区単位の景観に関する基準を尊重し、地区独自の方針および景観形
成基準により、行政と地区が連携しながら景観形成を図ります。
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第４章

景観計画

１．景観形成に関する基本方針
これまでの本市の景観に関する取り組み成果を活かし、良好な景観の保全継承と創造
にむけて、以下の基本施策に基づき景観形成を推進します。

①土地利用に応じた適切な景観基準による誘導・規制
丹波篠山市の地勢や歴文化等の景観的な特徴と市街地や田園地等の土地利用や法規制
の状況に基づき、市全域をわかりやすく 4 つの区域に区分し、それぞれの景観形成の基
盤となる自然環境と町並みや集落等が調和した景観となるよう適正な誘導・規制を行い
ます。

②田園農地、里山等の自然景観の保全継承
農地や里山及び盆地内に点在する小丘は、自然景観として保全に努め、緑に包まれた
丹波篠山らしい景観形成を図ります。
田園景観としての広がりある眺望性を継承するとともに、生業により形成された集落
景観の保全継承に向けて、日常の維持管理等を景観施策として支援する仕組みを検討し
ます。

③歴史的町並みの保全継承
篠山城下町地区、伝統産業の丹波焼の登り窯のある立杭地区あるいは、旧街道の宿場
町などの歴史的な町並みの残る区域では、歴史・文化的景観として保全継承すべき区域
として地区指定を行い、景観保全に重点的に取り組むとともに、市内に数多く分布する
歴史・文化資産とそれをとりまく環境の保全につとめ、地域の活性化や快適な住環境形
成にも寄与する歴史的な町並みと調和した景観形成を図ります。

④新たな景観の創出
周辺の自然や田園景観および歴史的な町並み景観と調和した、魅力的で地域活性化に
資する新しい市街地景観の創出を図ります。
沿道市街地や新興住宅地など開発がすすむ地域においては、地域特性を活かしながら、
連続性や統一感のある魅力的で落ち着いた沿道景観や背景と調和する緑豊かな市街地景
観の誘導および周辺景観と調和した快適な住宅環境の形成を図ります。特にＪＲ篠山口
駅周辺等の新市街地では、公共施設の基盤整備等においては、先導的役割を果たすよう
な市街地景観の形成に努めていきます。
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⑤地域特性に応じた景観形成
重点的な景観形成の必要がある区域や個性的な景観を有する地区は、地域住民の意向
を踏まえ、地域の特性に応じた景観形成を図り、観光などの多様な交流促進による地域
活性化を目指した市民等の参画と協働による景観まちづくりを推進していきます。

⑥丹波篠山にふさわしい屋外広告物への規制・誘導
まちの景観を構成する重要な要素として屋外広告物があります。貼紙や看板などの広
告物には、店舗の所在や商品、サービスなどの情報を伝える一方で、まちの活気や個性、
賑わいを演出するには欠かせないものです。しかし、屋外広告物の無秩序な氾濫や適正
に管理が行われないまま放置されると、自然やまちの景観を損なうばかりか、落下、倒
壊による危険性や交通安全上の妨げなど安全上も問題となります。目立とうとするあま
り、周りの景観を無視し過剰・過大すぎる規模や色彩の広告物は、丹波篠山のイメージ
を壊してしまうことにもなりかねません。多くの市民に親しまれ、信頼を感じてもらう
広告が、利用、消費につながります。このため設置する地域や場所に応じて、景観に配
慮し周囲と調和した丹波篠山にふさわしい屋外広告物を創造していきます。

⑦市民の啓発普及の推進（人材づくり）
景観は、私たちの共有資産です。優れた景観形成には、市民、事業者の深い理解と
参画意識が望まれます。
「篠山築城４００年祭」を契機に地域ぐるみで自分たちのまち
は、自分たちできれいにしていこうとする取り組みが一層進められるようになってき
ています。市民や地域による積極的なまちづくりを実現するため、景観に関する啓発
普及に努めます。
また、丹波篠山の有する良好な景観を保全･継承し、明日の景観形成を支えるために
も景観づくりの担い手となる市民、事業者、専門家、そして行政職員を育て、相互に
意識や技術を高めあえるような人材育成の取り組みを進めます。

田植え前の田園の景観
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２．景観計画区域（法第８条第２項第１号関係）
丹波篠山市が有する良好な景観は、自然環境が織り成す地勢の上に人々の生業や暮らし
を通して長い時間をかけて形成され、それぞれの区域で、特徴ある景観を形成しています。
このため、丹波篠山市全域を景観計画区域とし、市域を「歴史的な町の区域」
「まちの
区域」「さとの区域」「森の区域」の４つの区域に区分し、それぞれの区域の特性や課題
に応じた景観形成を図ります。

図Ⅳ－１ 景観計画区域（区域区分図）

○良好な景観形成を図るための区域区分
■歴史的な町の区域
中心市街地の城下町地区や、旧宿場町の福住、八上、
古市地区などの歴史的な町並みや文化環境が継承され
ている区域および立杭のような文化資産を有する区域
で、歴史的な町並みや町家等の文化的な資産を活用し
た景観形成を図ります。
八上上の町並み
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■まちの区域
既成市街地として、一定規模以上の建築物や工作物
に関する基準を設け、計画的に市街地景観を形成する
区域です。周囲の田園景観とも調和した、潤いとにぎ
わいのある魅力的な「まち」の景観形成を図ります。

住宅が建ち並ぶ市街地

■さとの区域
集落と農地が一体となって形成された田園景観区域
です。広がりのある、良好な田園景観および自然環境
を保全し、地域の生産活動や生活文化を次代へ引継ぎ、
田園と調和した丹波篠山らしい里の景観形成を推進し
ます。
山裾に位置する農村集落

■森の区域
山地・森林区域です。資源林として活用を図りながら、
水源涵養や防災、景観形成等の観点から保全を図ってい
きます。山裾の傾斜が比較的緩やかな区域では、
「森との
語らいの場」として、新しい里山づくりを進めていきま
す。
紅葉で彩られた里山

森の区域

さとの区域

まちの区域

図Ⅳ－２ 地域特性に応じた区域区分のイメージ
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歴史的な
町の区域

３．地区別計画
丹波篠山市では、景観計画区域内（市全域）において地区の特性に応じた景観形成を図
る必要がある区域を以下の４つに区分し、別途地区指定を行います。地区ごとの景観形成
に関する方針と景観形成基準を定め、それぞれの地区にふさわしい良好な景観の形成を図
っていきます。
今後、市全域の景観形成基準を一歩進めて地区の特徴に応じたきめ細かな景観形成に関
するルールづくりを行い、適宜地区との合意に基づき新たに地区を指定していきます。

■沿

道

地

区※

国道、県道等の主要幹線道路の沿道景観の形成を図っ
ていく地区です。丹波篠山を来訪する人々が、丹波篠山
として意識して眺める大切な区域であることから、丹波
篠山市の玄関口として緑豊かで活力と魅力ある景観形成
を図っていきます。
⇒

店舗が建ち並ぶ幹線道路

丹南篠山ＩＣ周辺地区

■促

進

地

区

既成市街地外縁部等の開発に伴い、大きく景観が変化
することが予想されることから、計画的にまちづくりを
進めていく必要がある地区です。行政が主体的に関わり
ながら、地区の住民とともに計画的な土地利用施策と連
動した景観形成のルールづくりを行います。
現時点での指定地区はありませんが、適宜地区指定を行 既成市街地外縁部に広がる新市街地
い計画的なまちづくりを促進していきます。

■歴

史

地

区

地域の歴史的資産を活かした景観形成を図る地区です。
地区の住民とともに、丹波篠山市歴史文化基本構想等に
より明らかにされた地域の歴史的資産などを有効に活用
した歴史的な町並みの形成に取り組んでいきます。また、
市全域の地域区分における歴史的な町の区域についても、
歴史文化的な資質を有し、歴史地区指定の要素を十分備
えていることから、今後、歴史地区の指定に向け積極的
伝統的な建造物が建ち並ぶ町並み

に取り組んでいきます。
⇒

※

篠山城下町地区・上立杭地区・福住地区

ここでは景観条例に基づく地区。都市計画法の地区計画の沿道地区計画地区とは異なる。
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■里づくり地区
里づくり条例に基づく里づくり地区です。地区の発意
により、地区の住民が主体となって定めた土地利用用途
や景観に関するルールに基づき、地区の個性を生かした
まちづくりを積極的に推進していく地区です。
⇒

野中地区・北野新田地区・日置地区・野間地区
黒田地区・乗竹地区・味間奥地区・上立杭地区
地区によるまちづくり活動が進め
られている野中地区

宇土地区・油井地区

■指定地区区域図

※上立杭地区は、
「歴史地区」及び「里づくり地区」に該当。

図Ⅳ－３
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４．届出の対象となる行為（法第１６条第１項関係）
丹波篠山市の建築行為等に関する届出対象基準を以下のように定めます。
表－１

届出対象行為の基準

事

届

出 対 象

規 模

前
協
議

種

別

内 容

市全域

の

（右欄の地

対

区を除く）

沿道地区

促進地区

歴史地区

里づくり
地区

象
●
※1

●
※2

●

●

●

●

建築物

新築、増築、改築、

高さ１０ｍ以上

移転、外観の修繕・

又は

模様替・色彩変更

工作物

全て

建築面積３００㎡以上

新設、増築、改築、

高さ１０ｍ以上又は

移転、外観の修繕・

敷地の用に供する

模様替・色彩変更

土地の面積３００㎡以上

開発行為

５００㎡以上

（都市計画法第４条第１２項）
土地の開墾、土石の採取、鉱物

５００㎡以上

の掘採その他の土地の形質の変更

木竹の伐採

５００㎡以上

屋外における土石、廃棄物、

５００㎡以上

再生資源、その他の物件の堆積
屋外への自動販売機の設置

全て

―

全て

―

全て

―

工作物が建築物と一体となって設置される場合は、建築物と合計した高さを工作物の高さ
とする。
文化財及び伝統的建造物群保存地区における許可（協議・通知）を要する行為を除く。
※1 建築物の事前協議の対象は、高さ１０ｍ以上又は建築面積３００㎡以上。
※2 工作物の事前協議の対象は、高さ１０ｍ以上又は敷地の用に供する土地の面積３００
㎡以上。

- 21 -

５．届出手続の流れ

事前協議を要しないもの

市民説明会
3000 ㎡以上の
開発行為等

届

丹 波 篠 山 市 ま ち づく り条 例に
基づく手続き

事前協議

出
※行為着手の３０日前まで

景観形成基準に不適合

（必要に応じて意見

助言・指導

を求めます）

景観形成基準に適合

計画の変更

まちづくり審議会

査

勧告・変更命令

行為の着手

公表・罰則

完了の届出

図Ⅳ－４ 丹波篠山市景観条例等に基づく届出手順
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景観法・丹波篠山市景観条例に基づく手続き

審

第５章

市全域計画

１．歴史的な町の区域
■景観
・丹波篠山市の歴史的景観は、城下町と宿場町を母体に形成され、城下町は今でも
中心市街地としての役割を果たしています。
・城下町には、町屋、武家屋敷、お堀に囲まれた城跡が残っており、全国的にも貴
重な景観を形成しています。周辺には竹林やエノキやマツの景観木等の市街を包
む緑地帯が形成されています。
・宿場町では、平入りと妻入り町家や農家が混在した町並みが形成されています。
旧街道沿いに位置する集落では、家屋が街道の両側に連なる街村が残っています。
街村では、篠山川に注ぐ支流沿いに農地を配し、山裾の微高地に家屋を配する形
でまとまりのある集落景観が形成されています。長い年月を経て、周辺環境と調
和のとれた安定的な土地利用が継承されています。
【区域の指定状況】
宿場町・・古市
その他・・八上上（街村）
、下立杭（陶器町）

■景観形成方針（法第８条第３項関係）
・歴史的町並みを単に復元するだけではなく、そこに暮らす人々の生活様式に対応
しながら、歴史的情緒ある落ち着いた町並み景観の形成を図ります。
・時間をかけて展開してきた土地利用に基づき、沿道の空間構成や家屋の配置に配
慮した景観形成を図ります。
・街道沿いに残る常夜灯や一里塚などの景観資源を保全活用しながら、街道沿いの
連続性に配慮した町並みの形成、背後の畦畔木等との景観的な調和を図っていき
ます。
◆土地利用指針
・造成は、歴史的な地割を尊重し、地形の改変を少なくする。
・エノキや竹林等区域を特徴付けている樹林地や樹木等の貴重な植生を保全する。
・川辺の水辺空間や一里塚などの歴史的資産などを保全し、歴史的な景観づくり
に活用する。
◆建築指針
・背景の山並みや周辺の緑から突出せず、山並みや眺望が確保されるような配置、
規模、高さとする。
・屋根の向きや勾配を工夫し、歴史的町並み景観の重要な構成要素となる屋並み
の連続性を表現する。
・古民家等の伝統的意匠、材料、色彩を参考にして、町並みとの調和を図る。
・町並み全体としてのまとまりを大切にし、周囲の農地や小丘などの緑とも溶け
込むように配慮する。
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◆緑化指針
・家屋と竹林の配置や中庭・裏庭の樹木など、伝統的な緑化手法を参考に美しい
町並みを形成する。
・丹波篠山に適した在来種の樹木を用いて緑化を推進し、美しく潤いのある町並
みを形成する。

■景観形成基準（法第８条第２項第２号関係）
項

目

建 築

基

準

物

位置
規 模

高さ

・周辺に建築物がある場合は、接道部の軒高の連続性、周辺建築物との間口の調
和を図る。
・１２ｍ以下とする。
・背景の山並みや周辺の緑から突出しない高さとする。
－

外壁

・道路に面する壁は、漆喰や下見板張り等の伝統的な材料、形態とする。特に伝
統的な町家や民家に隣接する場合は、調和した意匠、材料、形態とする。
・長大な無窓など単調な壁面を作らないよう努める。
・出入り口部や窓の開口部の建具は、格子やムシコなどの伝統的様式を基本とす
る。
・基礎部は周辺の自然景観との調和を図る。
・二方向以上の勾配屋根とし、仕上げは和瓦を使用するよう努める。やむをえず
他の材料を使用する場合は周辺の景観と調和するよう配慮する。
・１階部の下屋や庇の位置は、隣家にそろえるように努める。
・屋外階段は形態、材料、色彩によって建築物との調和を図る。
・給水管、ダクト等は外壁面に露出させないようにする。やむをえず外部に露出
する場合は、壁面と同色仕上げとする等の措置をする。
・屋上設備は壁面を立ち上げるか、又はルーバー等により適当な覆い措置を講ず
る。措置ができない場合は、通りから見えにくい位置とする。
・ベランダ等は建築物との調和を図り、洗濯物等が通りから直接見えにくい構造・
意匠となるよう努める。
・伝統的な町家や民家に隣接する場合は、調和した色彩とする。
・基調となる色は、土壁、板張り等の伝統的素材による落ち着いたものとし、や
むをえず他の材料を使用する場合は類似色とする。その範囲はマンセル色票系
において次のとおりとする。
（１）色相がＲ（赤）、ＹＲ（橙）系の色相を使用する場合は彩度６以下
（２）色相がＹ（黄）系の色相を使用する場合は彩度４以下
（３）その他の色相は彩度２以下
・伝統的な町家や民家に隣接する場合は、調和した同色系統の色彩とする。
・基調となる色は、けばけばしくならないよう落ち着いたものとする。その範囲
はマンセル色票系において次のとおりとする。
（１）色相がＲ（赤）、ＹＲ（橙）系の色相を使用する場合は彩度６以下
（２）色相がＹ（黄）系の色相を使用する場合は彩度４以下
（３）その他の色相は彩度２以下

形 態
・ 意
匠

屋根

設備

外壁

色

新築・増築・改築・移転・外観の修繕・模様替・色彩変更

敷地

彩

屋根

その他

材料

・金属やガラスなどの光沢性のある素材を大きな面積で用いる場合には、周辺景
観との調和を図る。
・下見板や基礎の石組等には地場材料やそれに類した素材を活用する。
・経年変化により味わい深くなる素材または見苦しくならない材料を使用する。
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駐車場
等

工 作

・通りから自動車が見えにくい構造とし、周辺と調和した入口意匠や外壁仕上げ
とする。

物

新設・増築・改築等

位置・規模

・高さは原則１２ｍ以下とする。
・背景の山並みや周辺の緑から突出せず、山並みや眺望が確保されるような配置
とする。
・周囲の景観に違和感を与えない位置・規模とするよう努める。

形態・意匠

・周囲に与える突出感、違和感を軽減するような意匠とする。

色彩

・基調となる色は、けばけばしくならないよう努める。その範囲はマンセル色票
系において次のとおりとする。
（１）色相がＲ（赤）、ＹＲ（橙）系の色相を使用する場合は彩度６以下
（２）色相がＹ（黄）系の色相を使用する場合は彩度４以下
（３）その他の色相は彩度２以下
・ただし、航空法その他の法令により色彩について許可等を受けて設置する工作
物並びに広告塔、広告板及び遊戯施設については適用しない。
・周辺の植栽に努める。ただし工場立地法その他の法令により緑化の基準が設け
られている事業所等に係わるものについては適用しない。

植栽

開 発

行

為

施設配置

宅地造成の一区画
面積

・周辺の緑と調和し、周辺地域に溶け込むようにする。
・住宅や宅地開発等を行う場合は、周辺地域の町割りや町並みと調和した区画割
りとする。
－

・さとの区域との境界付近などでは、コンクリート擁壁などによる造成は避け、
造成面や盛土法面が目立たず、自然地形や田園風景に溶け込み、調和するよう
にする。
既存樹林地等の保全
・開発区域内に良好な地域環境を形成している樹林地、水辺空間、優れた樹容を
有する樹木及び貴重な植生が存する箇所がある場合は、それらを保全する。
・高さ１０ｍ以上の既存樹木・竹林は保全し、開発や建築行為に際して伐採しな
いように努める。
・擁壁、排水施設等の工作物は、周辺の景観と調和した仕上げとなるよう努め、
緑化
樹木等による緑化修景を行う。
・駐車場、グランド等広い敷地は、周囲等の適切な箇所に樹木等による緑化修景
を行う。
・宅地分譲に係る開発行為にあっては、建築後、一定の緑地が宅地内に確保され
るよう宅地の規模及び形状を適切に計画する。
・敷地面積５００㎡あたり１本以上の高木を植える。
高木植栽
・敷地内の予定建築物等と樹木が、一体となって調和した景観を形成するよう樹
木を適切に植栽する。
緑地の確保（緑地率） ・敷地面積の１０％以上の緑地を確保する。
土地造成

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
土地の開墾

－

土石の採取

－

修復及び遮蔽植栽等

・遮蔽や修復緑化の樹木は、できる限り郷土種を用い、やむを得ず郷土種を用い
ない場合は、周辺の植生への影響、自然環境との調和等を考慮し、適切な樹種
を選定する。

木竹の伐採
大径木等の保全

・社寺林や大きく育った大木を保全する。
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修復植栽

・在来種に基づく地域植生にあった植栽に努める。

屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件の堆積
資材置き場等

・土石、廃棄物、再生資源等を堆積する場合は、周辺の景観に配慮した高さ、規模
とし、原則として樹木の植栽等による遮蔽を行う。
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２．まちの区域
■景観
・歴史的に形成された既成市街地とその周辺への無秩序な市街地化が顕著であり、計
画的な「まち」の整備が必要な区域です。
・公共施設、商業施設および住宅地といった都市施設が集中しており、都市基盤整備
の充実を図る区域です。

■景観形成方針（法第８条第３項関係）
・周辺の景観に配慮しながら、地域の活性化につながるような魅力的な市街地景観の
形成を図ります。
・城下町地区の周辺地域では、歴史的な町並みと調和した、快適な住環境形成を目指
し、新しい市街地景観づくりを推進します。
・沿道施設が建ち並ぶ幹線道路沿いは、並木などによる緑化や屋外広告物等の誘導規
制による景観形成を図ります。
・建築物等が農地と接する部分においては、農地からの眺望に配慮した緑化による景
観形成を図ります。
・建築物は低層化に努めます。
・駅前周辺等の新興住宅地における低層型の集合住宅は、二方向以上の傾斜屋根とし、
併設する駐車場やゴミステーション周辺の緑化や施設規模に応じた景観木の植栽に
努めます。
◆土地利用指針
・土地造成および形質の変更は最小限とし、地形の改変は少なくなるようにする。
・区域を特徴付けている地形、樹林地や樹木等の貴重な植生を保全する。
・川やため池の水辺空間や駅舎跡等の歴史的資産なども保全活用しながら、これか
らの景観づくりに活用していく。
・風景形成に重要な空間となるさとの区域との境界付近は、コンクリート擁壁など
の造成は避け、自然地形や田園景観と調和させる。
◆建築指針
・敷地内に緑地や庭などを設け、ゆとりある敷地空間を創出し、ゆったりした市街
地景観の形成を図る。
・背景の山並みや周辺の緑と調和した大きさとし、落ち着いた市街地景観の形成を
図る。
・魅力的な市街地景観の形成を図るため、建物のデザインは、周辺の景観と調和さ
せる。
◆緑化指針
・畦畔木等伝統的な緑化手法を参考に、さとの区域や森の区域との境界部、沿道部、
駐車場などの空間に景観木を植栽し、美しい市街地景観を創造する。
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・丹波篠山に適した在来種の樹木を用い、四季を演出する緑化を推進し、美しく潤
いのある市街地景観を形成する。

■景観形成基準（法第８条第２項第２号関係）
項

目

建 築

基

準

物

位置
規模

高さ

・山並みや眺望が確保されるような配置とする。
・周辺に建築物がある場合は、周辺建築物との調和を図る。
・１２ｍ以下とする。
・背景の山並みや周辺の緑から突出しない高さとする。

形態・意匠

新築・増築・改築・移転・外観の修繕・模様替・色彩変更

敷地

・ゆとりある敷地を確保し、近隣に圧迫感を与えないようにする。

外壁

・周辺景観に調和した意匠となるよう努める。
・接道意匠がそろっているところでは、意匠の連続性に配慮する。
・長大な無窓など単調な壁面を作らないよう努める。
・基礎部が農地等に面する場合は、目立たないようにし、自然景観と調和するよ
う努める。

屋根

・二方向以上の勾配屋根を原則とする。

設備

・屋外階段は形態、材料、色彩によって建築物との調和を図る。
・給水管、ダクト等は外壁面に露出させないようにする。やむをえず外部に露出
する場合は、壁面と同色仕上げとする等の措置をする。
・屋上設備は壁面を立ち上げるか、又はルーバー等により適当な覆い措置を講ず
る。措置ができない場合は、通りから見えにくい位置とする。
・ベランダ等は建築物との調和を図り、洗濯物等が通りから直接見えにくい構造・
意匠となるよう努める。
・基調となる色はけばけばしいものは避け、周辺景観と調和するよう努める。そ
の範囲はマンセル色票系において次のとおりとする。

外壁

（１）色相がＲ（赤）、ＹＲ（橙）系の色相を使用する場合は彩度６以下
色彩

屋根

（２）色相がＹ（黄）系の色相を使用する場合は彩度４以下
（３）その他の色相は彩度２以下
・基調となる色は、けばけばしくならないよう落ち着いたものとする。
・その範囲はマンセル色票系において次のとおりとする。
（１）色相がＲ（赤）、ＹＲ（橙）系の色相を使用する場合は彩度６以下
（２）色相がＹ（黄）系の色相を使用する場合は彩度４以下
（３）その他の色相は彩度２以下

駐車場
等

・金属やガラスなどの光沢性のある素材を大きな面積で用いる場合には、周辺景
観との調和を図る。
・下見板や基礎の石組等には地場材料やそれに類した素材を活用する。
・汚れが目立たず、見苦しくならない材料を使用する。
・通りから自動車が見えにくい構造とし、周辺と調和した入口意匠や外壁仕上げ
とする。

外構

・周辺の町並みや自然景観と調和した印象となるよう配慮する。

植栽

・接道部には樹木の植栽に努める。

材料
その他

工 作

物

新設・増築・

位置・規模

・高さは原則１２ｍ以下とする。
・背景の山並みや周辺の緑から突出しない高さとし、山並みや眺望が確保される
ような配置とする。
・周囲の景観に違和感を与えない位置・規模とするよう努める。

形態・意匠

・周囲に与える突出感、違和感を軽減するような意匠とする。
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改築・改築等

・基調となる色は、けばけばしくならないよう努める。その範囲はマンセル色票
系において概ね次のとおりである。

色彩

（１）色相がＲ（赤）、ＹＲ（橙）系の色相を使用する場合は彩度６以下
（２）色相がＹ（黄）系の色相を使用する場合は彩度４以下
（３）その他の色相は彩度２以下
・ただし、航空法その他の法令により色彩について許可等を受けて設置する工作
物並びに広告塔、広告板及び遊戯施設については適用しない。
・周辺の植栽に努める。ただし工場立地方その他の法令により緑化の基準が設け

植栽

られている事業所等に係わるものについては適用しない。

開 発

行

為

施設配置

・周辺の緑と調和し、周辺地域に溶け込むようにする。

宅地造成の一区画面
積
既存樹林地等の保全

・宅地造成をする場合の一区画あたりの面積は、２００㎡以上とする。

緑化

・開発行為によって生じる 15 度以上の法面のうち、周辺から容易に見えるものは、

・開発区域内に良好な地域環境を形成している樹林地、水辺空間、優れた樹容を
有する樹木及び貴重な植生が存する箇所がある場合は、それらを保全する。
・高さ１０ｍ以上の既存樹木・竹林は保全し、開発や建築行為に際して伐採しな
いように努める。
樹木を有効に配した緑化修景を行う。
・擁壁、排水施設等の工作物は、周辺の景観と調和した仕上げ、樹木等による緑
化修景を行う。
・駐車場、グランド等広い敷地は、周囲等の適切な箇所に樹木等による緑化修景
を行う。
・宅地分譲に係る開発行為にあっては、建築後、一定の緑地が宅地内に確保され

るよう宅地の規模及び形状を適切に計画する。
・敷地面積５００㎡あたり１本以上の高木を植える。
高木植栽
・敷地内の予定建築物等と樹木が、一体となって調和した景観を形成するよう樹
木を適切に植栽する。
緑地の確保（緑地率） ・敷地面積の１０％以上の緑地を確保する。
・緑地フレームでは、樹林樹木のボリュームアップに努める。

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
土地の開墾

土石の採取
修復及び遮蔽植栽等

・高さ１０ｍ以上の既存樹木・竹林は保全し、伐採しないように努める。
・コンクリート擁壁などによる造成は避け、造成面や盛土法面が目立たず、自然
地形や田園風景に溶け込み、調和するようにする。
・土石採取跡地等は、原則として適切な防災処置を講じ、道路等から見える場合
は、自然地形になじむ処置や樹木等による遮蔽植栽を行う。
・遮蔽や修復緑化の樹木は、できる限り郷土種を用い、やむを得ず郷土種を用い
ない場合は、周辺の植生への影響、自然環境との調和等を考慮し適切な樹種を
選定する。

木竹の伐採
大径木等の保全

・社寺林や大きく育った大木を保全する。

修復植栽

・在来種に基づく地域植生にあった植栽に努める。

屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件の堆積
資材置き場等

・土石、廃棄物、再生資源等を堆積する場合は、周辺の景観に配慮した高さ、規
模とし、原則として樹木の植栽等による遮蔽を行う。
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３．さとの区域
■景観
・
「さと」の区域は、主に農村集落の家屋と農地で構成されています。農村集落は、家
屋が立地する領域と農地や里山などの土地利用領域がはっきりと区分されています。
【丹波篠山の特徴的な農村集落】
ア）街

村 ・・・旧街道等に沿って形成され、旧街道の両側に妻入り等の家屋
が軒を並べて建ち並び、その周囲の川沿いに農地が広がって
います。

イ）山裾集落・・・丹波篠山の農村集落の一般的な形態で、谷筋や山腹を活かし
ながら幹線道路から分岐した村中道に沿いに山手を背に傾斜
地を活かし、山稜に抱かれるような形で山裾に形成されてい
ます。
ウ）平地集落・・・篠山盆地内の扇状地裾部や河岸段丘の高位、複数の谷筋の出
会い地等に形成されている集落でほぼ平坦な面に形成されて
います。篠山川沿いでは、古代条理の水田が開かれた所にお
いて「坪」や「つほ」の小字名が残り、現在も条理状の地割
をベースに形成されている場合が多くみられます。
エ）散居集落・・・谷合いの棚田状の斜面に形成され、家屋が地区全体にわたっ
て数件ずつ農地を介在させながら分布。傾斜をいかした農地
と家屋は地形と調和した集落景観を形成しています。
・篠山川等の支流の谷筋や山間地では、支流に沿って、山裾や谷筋の程よく広がる平
地部に家屋が分布するたたずまいとなっています。支流が谷に沿ってまっすぐ流れ
る帯状の谷筋領域においては、谷川ごとに個性的なまとまりのある景観を有してい
ます。
・集落の家屋は、敷地内の配置や向き、屋根の形状などに連続性が見られ、統一感の
ある佇まいが形成されています。
・篠山盆地内における「さと」の空間は、河川や小丘によって田園地や市街地といっ
た景観的なまとまりを構成しています。また、農用地を主体とする領域では、市街
地に接する形で広がりのある田園景観が形成されています。
・丹波篠山の財産ともいえるさとの区域では、農村集落の景観やその環境システムの
保全・継承を基本に景観形成を図っていきます。

■景観形成方針（法第８条第３項関係）
・地勢に基づく土地利用を尊重し、田園地と調和したまとまりのある景観形成を図り
ます。また、谷筋や山裾ごとの特性に応じた景観形成を地域住民とともに推進して
いきます。
・「さと」の区域と「まち」の区域の境界部分では、樹林地などの緑地の保全により、
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緑豊かな景観形成を図ります。
・盆地内の広がりのある田園地の領域では、幹線道路などからの見え方に配慮した景
観形成を図っていきます。
◆土地利用指針
・造成や土地の改変に当たっては、地形の改変を少なくする。
・コンクリート擁壁などの造成は避け、自然地形や田園景観と調和させる。
・広がりのある田園景観を保全・継承するため、まとまりのある農用地における建築
や開発は避け、集落内や周辺などに地勢的特徴を踏まえた建築物等の配置となるよ
うに計画する。
・区域を特徴付けている地形、樹林地や樹木等の貴重な植生を保全する。
・歴史的地物なども保全し、これからの景観づくりに活用する。
・住宅開発を行う場合は、集落景観と調和した区画割の菜園付住宅とするなど、さと
の区域にふさわしい住宅景観を形成する。
◆建築指針
・背後の山なみや周辺の緑から突出せず、山なみや眺望が確保されるような配置、
規模、高さとする。
・周辺から突出した規模、高さ、間口ならないよう、自然地形や畦畔、田畑の緑や
市街地とも調和し、農村風景に溶け込む建築物とする。
・古民家等の伝統的意匠や材料、色彩を参考にし、集落家屋との調和を図る。
◆緑化指針
・集落家屋と小規模樹林地や畦畔木等、伝統的な緑化手法を継承し、美しい田園景
観を創造する。
・丹波篠山に適した在来種の樹木を用いて緑化を推進し、美しい集落景観を形成す
る。

■景観形成基準（法第８条第２項第２号関係）
項
目
建 築

基

準

物

規模

形態・意匠

新築・増築・改築・移転・外観の修繕・

・背景の山並みや周辺の緑から突出せず、山並みや眺望が確保されるような配置
とする。
・周辺に建築物がある場合は、周辺建築物との調和を図る。

位置

高さ

・１２ｍ以下とする。

敷地

・余裕ある敷地を確保し、建築物が近隣に圧迫感を与えないようにする。

外壁

・古民家等の伝統的意匠や材料、色彩を参考にし、集落家屋との調和を図る。
・周辺景観と調和した意匠とする。
・長大な無窓など単調な壁面を作らないよう努める。
・基礎部は周辺の自然景観との調和を図る。
・二方向以上の勾配屋根とし、仕上げは和瓦もしくは、和瓦と同等の風情を有し、
周囲と調和したものとする。
・屋外階段は形態、材料、色彩によって建築物との調和を図る。
・給水管、ダクト等は外壁面に露出させないようにする。やむをえず外部に露出
する場合は、壁面と同色仕上げとする等の措置をする。

屋根
設備
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色彩

模様替・色彩変更

外壁

・屋上設備は壁面を立ち上げるか、又はルーバー等により適当な覆い措置を講ず
る。措置ができない場合は、通りから見えにくい位置とする。
・ベランダ等は建築物との調和を図り、洗濯物等が通りから直接見えにくい構
造・意匠となるよう努める。
・基調となる色は、けばけばしくならないよう努める。その範囲はマンセル色票
系において次のとおりとする。
（１）色相がＲ（赤）系からＹＲ（橙）系までは彩度６以下とする。

屋根

（２）色相がＹ（黄）系の場合は彩度４以下とする。
（３）その他の色相は彩度２以下とする。
・伝統的な町家や民家に隣接する場合は、調和した同色系統の色彩とする。
・基調となる色は、けばけばしくならないように努める
・その範囲はマンセル色票系において次のとおりとする。
（１）色相がＲ（赤）、ＹＲ（橙）系の色相を使用する場合は彩度６以下

その他

工 作

駐車場
等

（２）色相がＹ（黄）系の色相を使用する場合は彩度４以下
（３）その他の色相は彩度２以下
・金属やガラスなどの光沢性のある素材を大きな面積で用いる場合には、周辺景
観との調和を図る。
・下見板や基礎の石組等には地場材料やそれに類した素材を活用する。
・経年変化により味わい深くなる素材または見苦しくならない材料を使用する。
・通りから自動車が見えにくい構造とし、周辺と調和した入口意匠や外壁仕上げ
とする。

植栽

・接道部の玄関口には敷地のシンボルとなる樹木の植栽に努める。

材料

物

新設・増築・改築等

位置・規模

・高さは原則１２ｍ以下とする。
・背景の山並みや周辺の緑から突出せず、山並みや眺望が確保されるような配置
とする。
・周囲の景観に違和感を与えない位置・規模とするよう努める。

形態・意匠

・周囲に与える突出感、違和感を軽減するような意匠とする。

色彩

・基調となる色は、けばけばしくならないよう努める。その範囲はマンセル色票
系において概ね次のとおりである。
（１）色相がＲ（赤）系からＹＲ（橙）系までは彩度６以下とする。
（２）色相がＹ（黄）系の場合は彩度４以下とする。
（３）その他の色相は彩度２以下とする。
・ただし、航空法その他の法令により色彩について許可等を受けて設置する工作
物並びに広告塔、広告板及び遊戯施設については適用しない。
・周辺の植栽に努める。ただし工場立地方その他の法令により緑化の基準が設け

植栽

られている事業所等に係わるものについては適用しない。

開 発

行

為

施設配置

・周辺の緑と調和し、周辺地域に溶け込むようにする。

宅地造成の一区画面積

・宅地造成をする場合の一区画あたりの面積は２５０㎡以上とし、集落構造等と
調和し、農村景観に溶け込む区画割りや菜園付き住宅とするなどさとの風景に
ふさわしいものとする。
・コンクリート擁壁などによる造成は避け、造成面や盛土法面が目立たず、自然
地形や田園風景に溶け込み、調和するようにする。
・開発区域内に良好な地域環境を形成している樹林地、水辺空間、優れた樹容を
有する樹木及び貴重な植生が存する箇所がある場合は、それらを保全する。
・高さ１０ｍ以上の既存樹木・竹林は保全し、開発や建築行為に際して伐採しな
いように努める。

土地造成
既存樹林地等の保全

緑

化

・開発行為によって生じる１５度以上の法面のうち、高さが１．０ｍを超えるも
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のは、樹木を有効に配した緑化修景を行う。
・擁壁、排水施設等の工作物は、周辺の景観と調和した仕上げ、樹木等による緑
化修景を行う。
・駐車場、グランド等広い敷地は、周囲等の適切な箇所に樹木等による緑化修景
を行う。
・宅地分譲に係る開発行為にあっては、建築後、一定の緑地が宅地内に確保され
高木植栽

るよう宅地の規模及び形状を適切に計画する。
・敷地面積２５０㎡あたり１本以上の高木を植える。

・敷地内の予定建築物等と樹木が、一体となって調和した景観を形成するよう樹
木を適切に植栽する。
緑地の確保（緑地率）

・敷地面積の２０％以上の緑地を確保する。

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
土地の開墾

土石の採取
修復及び遮蔽植栽等

・区域内に良好な地域環境を形成している樹林地、水辺空間、優れた樹容を有す
る樹木及び貴重な植生が存する箇所がある場合は、それらを保全する。
・高さ１０ｍ以上の既存樹木・竹林は保全し、伐採しないように努める。
・コンクリート擁壁などによる造成は避け、造成面や盛土法面が目立たず、自然
地形や田園風景に溶け込み、調和するようにする。
・土石採取跡地等は、原則として適切な防災処置を講じ、道路等から見える場合
は、樹木等による遮蔽植栽を行う。
・遮蔽や修復緑化の樹木は、できる限り郷土種を用い、やむを得ず郷土種を用い
ない場合は、周辺の植生への影響、自然環境との調和等を考慮し、適切な樹種
を選定する。

木竹の伐採
大径木等の保全

・社寺林や大きく育った大木を保全する。

修復植栽

・在来種に基づく地域植生にあった植栽に努める。

屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件の堆積
資材置き場等

・土石、廃棄物、再生資源等を堆積する場合は、周辺の景観に配慮した高さ、規
模とし、原則として樹木の植栽等による遮蔽を行う。
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４．森の区域
■景観
・丹波篠山の風景の背景に常に存在する山並みは、景観の背景を構成する景観要素と
なっています。
・市域の 7 割以上を占める森林は、景観資源としてだけでなく、水源かん養、災害防
止、木材資源、野生生物の生息、大気浄化など、さまざまな機能を有しており、原
則として緑の保全に努め、新たな開発を抑制する区域です。
・丹波篠山市では森林系の土地利用については、次の３つに区分し、設定されていま
す。
ア）自然保護区域
森林の中でも特に原生的な自然環境が保持されている区域
イ）森林レクリエーション区域
森林等の自然環境をいかした観光・レクリエーション施設が計画・整備さ
れ、機能に即した施設整備等を許容する区域
ウ）森林環境保全区域
上記以外の森林地域

■景観形成方針（法第８条第３項関係）
・山地森林の保全を基本としながら、傾斜度２０度以下の緩斜面地では、必要に応じ
て自然を身近に感じ、親しみのある「森との語らいの場」を整備し、人と自然、人
と人の交流を深める新しい里山づくりを推進します。
◆土地利用指針
・独立峰の頂部や尾根筋のスカイラインや平地に突き出た小丘、城跡、ため池堤防
沿い、谷川等においては、開発や建築を避け、新たな開発を計画する場合は、谷
奥の領域などで傾斜が緩やかな土地を選定する。
・開発規模に応じ、森林を保全する。
・区域を特徴付けている地形、樹林地や樹木等の貴重な植生を保全します。
・土地の造成は、自然の地形を生かした計画とし、地形の改変を少なくする。土地
の改変を行うときは、雛壇造成とせず、小造成を多用し、自然の地形に沿った流
線的でなだらかな造成計画とする。
◆建築指針
・森林の中に溶け込むような建物の大きさ、屋根等の形態とする。
・建物の意匠、材料、色彩は、周辺の森林や木立ちと調和させる。
◆緑化指針
・花や紅葉が美しい樹木によって、落葉広葉樹林化や混交林化を進める。
・丹波に適した郷土種の樹木を用いて緑化を推進し、建物と樹木が調和した美しい
里山景観の形成を図る。
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■景観形成基準（法第８条第２項第２号関係）
項
目
基
建 築

準

物
・敷地が山裾の場合は、谷筋に配置するよう努める。
・単独峰の尾根筋や山並み稜線上の配置は避ける。
・周辺景観との調和に配慮した位置とする。

位置
規模
形態・意匠

新築・増築・改築・移転・外観の修繕・模様替・色彩変更

高さ

・１２ｍ以下とする。

敷地

・余裕ある敷地を確保し、周辺環境との調和を図る。

外壁

・周辺環境と調和した陰影のある意匠とする。
・長大な無窓など単調な壁面を作らないよう努める。

屋根

・二方向以上の勾配屋根を原則とする。

設備

・屋外階段は形態、材料、色彩によって建築物との調和を図る。
・給水管、ダクト等は外壁面に露出させないようにする。やむをえず外部に露出
する場合は、壁面と同色仕上げとする等の措置をする。
・屋上設備は壁面を立ち上げるか、又はルーバー等により適当な覆い措置を講ず
る。措置ができない場合は、通りから見えにくい位置とする。
・基調となる色は、けばけばしくならないよう努める。その範囲はマンセル色票
系において次のとおりとする。

外壁

（１）色相がＲ（赤）系からＹＲ（橙）系までは彩度６以下とする。
色彩
屋根

（２）色相がＹ（黄）系の場合は彩度４以下とする。
（３）その他の色相は彩度２以下とする。
・基調となる色は、けばけばしくならないように努める。
・その範囲はマンセル色票系において次のとおりとする。
（１）色相がＲ（赤）、ＹＲ（橙）系の色相を使用する場合は彩度６以下

駐車場
等

（２）色相がＹ（黄）系の色相を使用する場合は彩度４以下
（３）その他の色相は彩度２以下
・金属やガラスなどの光沢性のある素材を大きな面積で用いる場合には、周辺景
観との調和を図る。
・下見板や基礎の石組等には地場材料やそれに類した自然素材を活用する。
・経年変化により味わい深くなる素材または見苦しくならない材料を使用する。
・通りから自動車が見えにくい構造とし、周辺と調和した入口意匠や外壁仕上げ
とする。

植栽

・接道部の玄関口には敷地のシンボルとなる樹木の植栽に努める。

材料
その他

工 作

物

新設・増築・改築等

位置・規模

・高さは原則１２ｍ以下とする。
・背景の山並みや周辺の緑から突出せず、山並みや眺望が確保されるような配置
とする。
・周囲の景観に違和感を与えない位置・規模とするよう努める。

形態・意匠

・周囲に与える突出感、違和感を軽減するような意匠とする。

色彩

・基調となる色は、けばけばしくならないよう努める。その範囲はマンセル色票
系において概ね次のとおりである。
（１）色相がＲ（赤）系からＹＲ（橙）系までは彩度６以下とする。

植栽

（２）色相がＹ（黄）系の場合は彩度４以下とする。
（３）その他の色相は彩度２以下とする。
・ただし、航空法その他の法令により色彩について許可等を受けて設置する工作
物並びに広告塔、広告板及び遊戯施設については適用しない。
・周辺の植栽に努める。ただし工場立地法その他の法令により緑化の基準が設け
られている事業所等に係わるものについては適用しない。

- 35 -

開発行為
施設配置
宅地造成の一区画面
積
森林の保全

既存樹林地等の保全

緑化

・周辺の緑と調和し、周辺地域に溶け込むようにする。
・別荘開発等を行う場合は、近接の集落構造等と調和し、木立や樹間に溶け込む
区画割りとするなど、ゆとりある施設配置とする。
・宅地造成を行う場合の一区画あたりの面積は、３００㎡以上とする。
・開発面積に対し、以下の割合で森林を保全する。
（１）開発面積が５ｈａ以上の場合、５０％の森林を保全する。
（２）開発面積が１ｈａ以上５ｈａ未満の場合、４０％の森林を保全する。
（３）開発面積が１ｈａ未満の場合、３０％の森林を保全する。
・開発区域内の地形及び植生の保全に努める。特に以下の箇所に留意する。
①独立峰の頂部、尾根筋の突端部（平野部や水面に対して突出した鼻等）等、
視覚的に明確な地形を有するもののうち、優れた景観の構成要素となってい
る箇所
②連続した稜線のうち、当該山系の輪郭線を構成している箇所
③優れた樹容を有する樹木及び貴重な植生が生息する箇所
・高さ１０ｍ以上の既存樹木・竹林は保全し、開発や建築行為に際して伐採しな
いように努める。
・開発行為によって生じる１５度以上の法面のうち、高さが 1.0ｍを超えるものは、
樹木を有効に配した緑化修景を行う。
・擁壁、排水施設等の工作物は、周辺の景観と調和した仕上げ、樹木等による緑

化修景を行う。
・駐車場、グランド等広い敷地は、周囲等の適切な箇所に樹木等による緑化修景
を行う。
・宅地分譲に係る開発行為にあっては、建築後一定の緑地が宅地内に確保される
よう宅地の規模及び形状が適切に計画する。
・建物と樹木が調和した美しい里山景観となるよう、開発区域内の高木等の植栽
高木植栽
に努める。
・敷地内の予定建築物等と樹木が、一体となって調和した景観を形成するよう樹
木を適切に植栽する。
・予定建築物は、主要な道路から見て、相当の緑量を有する樹木をその前面に植
栽する。
緑地の確保（緑地率） ・開発面積３０％以上の緑地を確保する。
・傾斜度２０度以上の区域にあっては、開発面積の５０％以上の森林を保全する。

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
土地の開墾

土石の採取
修復及び遮蔽植栽等

・区域内に良好な地域環境を形成している樹林地、水辺空間、優れた樹容を有す
る樹木及び貴重な植生が存する箇所がある場合は、それらを保全する。
・高さ１０ｍ以上の既存樹木・竹林は保全し、伐採しないように努める。
・コンクリート擁壁などによる造成は避け、造成面や盛土法面が目立たず、自然
地形に溶け込み、周辺環境と調和するようにする。
・土石採取跡地等は、原則として適切な防災処置を講じ、道路等から見える場合
は、樹木等による遮蔽植栽を行う。
・遮蔽や修復緑化の樹木は、できる限り郷土種を用い、やむを得ず郷土種を用い
ない場合は、周辺の植生への影響、自然環境との調和等を考慮し、適切な樹種
を選定する。

木竹の伐採
大径木等の保全

・社寺林や大きく育った大木を保全する。

修復植栽

・在来種に基づく地域植生にあった植栽に努める。

屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件の堆積
資材置き場等

・土石、廃棄物、再生資源等を堆積する場合は、周辺の景観に配慮した高さ、規
模とし、原則として樹木の植栽等による遮蔽を行う。
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第６章

地区別計画

１．沿道地区
（１）丹南篠山口ＩＣ周辺地区
丹南篠山口 IC 周辺は、丹波篠山に車で来訪する際の玄関口に当り、来訪者に対し丹
波篠山市の印象を付与する大切な地区です。このため丹波篠山市の「顔」として丹波篠
山らしい緑豊かで活力と魅力ある沿道の市街地景観の形成を目指して、周辺環境と調和
し連続性のある町並みとなるように建物の外観デザイン等の景観誘導を図ります。

１） 区域
丹南篠山口 IC を中心に東西の幹線道路を含む区域で、丹南篠山口インター線及び県道
大沢杉線、県道大沢新東吹線の延長 3.1km（味間新交差点～渡瀬橋）の区間で、路端から
100ｍが「沿道区域」となります。

図Ⅵ－１ 丹南篠山口ＩＣ周辺地区区域図
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２）景観形成の基本方針
■景観
・丹南篠山口 IC 周辺地区は、沿道市街地として規模の大きな敷地を有する店舗や
事業所が幹線道路に沿って帯状に連なる景観を形成しています。
・その特徴は、歩道を有する幹線道路沿いに敷地の過半を占めるような駐車場を有
し、その奥に１階から３階程度の低層の建物が前面道路に沿って並ぶように立地
しており、農地区画をベースに昭和５０年代から平成にかけて市街化したため、
隣接エリア毎に敷地の奥行きや規模がそろうような形で市街化されており、駐車
場によるゆとり感のある敷地に低層の建物が並ぶような市街地景観を形成してい
ます。
・丹波篠山市の新しい玄関口として、また交通の要所として地域と調和した連続性
のある沿道景観の形成を図っていく区域です。

■景観形成方針
・沿道として緑豊かな連続性のある町並み市
街地の形成を目指します。余裕のある敷地
を活かして沿道として連続性のある緑化に
努め、隣接建物と調和し、町並みとしての
連続性に配慮した景観形成を図ります。
・商業施設や沿道サービス施設の立地や建て
替えが予想されることから、目立つことを

落ち着きのある沿道景観

意識した派手な色彩となることがないよう、背景の緑の山並みや背後の田園景観
と調和する色彩基準等を定め、統一感や連続性のある沿道景観づくりを目指しま
す。
・沿道の商業施設等は、敷地規模が大きくなるにつれ、屋外駐車場が拡大する傾向
にあります。開発敷地に対する緑化は、接道部や敷地周囲を中心に行われるのが
一般的ですが、駐車場等が大きくなるほど建物と緑化した緑が離反してしまう傾
向にあります。駐車場から建物に向かう利用者に木陰を提供し、建物と調和した
植栽で建物の見え隠れを演出するためにも緑化については、面積規模に応じた緑
化基準を定め、丹波の森地域にふさわしい緑豊かな沿道市街地の形成を目指しま
す。
◆土地利用指針
・造成は、接道する幹線道路高を基本とし、できる限り地形改変を少なくする。
・コンクリート擁壁などの造成は避け、背後の田園や水路等の現況地形と調和させ
る。
・建物に併設する駐車場を活かしてゆとりある敷地を確保し、歩行者等に圧迫感を
与えないような施設配置とし、植栽等で修景するとともに賑いのある町並みを演
出する。
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◆建築指針
・隣接する建物や沿道としての連続性及び一体性が保たれる規模、配置とする。
・背景の山並み等への眺望性に配慮し、大きく稜線等を分断しない規模とし、水平
美を強調した外観意匠とする。
・長大な壁面は、適度に仕様を分け分節するとともに、外観の色彩は、緑と調和し
やすい落ち着いたものとする。
◆緑化指針
・接道部や敷地際、角地等に緑を配するとともに、沿道としての連続性と車両の遮
蔽を旨とする駐車場周囲の緑化と市民の利用や木陰提供と建物の分節や遮蔽を旨
とする建物周囲の緑化に分けて植栽すること。
・幹線道路の歩道からの見え方に配慮し、沿道並木としての連続性と、市民が集い
語らうような賑わいづくりに寄与する緑化修景を行う。
・自転車道や通学路に接する施設では、歩行者や自転車通行の安全性と快適性に寄
与する緑化を行う。
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３）景観形成基準（法第８条第２項第２号関係）
・景観形成基準は、新築・増改築・外観変更（修繕、模様替え、色彩変更）時に適用
します。

項
建 築

目

基

準

物

位置

規模

高さ
敷地
外壁

形態・意匠

新築・増築・改築・移転・外観の修繕・模様替・色彩変更

屋根
設備

外構

外壁

・山並みや眺望が確保されるような配置とする。
・建築物の配置にあたっては、沿道からできる限り後退し、緑化などによる調和
を図るものとする。
・１２ｍ以下とする。
・隣接する建物との調和を図る。
・余裕ある敷地を確保し、建ぺい率、容積率にゆとりを持たせ、近隣に圧迫感を
与えないようにする。
・隣接する建物と調和し、町並みとしての連続性に配慮した意匠とする。
・長大な無窓など単調な壁面を作らないよう、壁面の大きさに応じて分節や雁行
型にするように努める。
・背面の意匠にも配慮する。
・基礎部が農地や水路等に接する場合は、目立たないように工夫し、周辺の自然
景観との調和するよう努める。
・幹線道路に面する壁面の位置は、道路境界線からなるべく後退させる。
・自転車通学路に面する場合も、圧迫感を与えないよう余裕ある接道空地を確保
する。
・二方向以上の勾配屋根を原則とする。
・塔屋を設ける場合は、建築物と一体的な意匠とする。
・屋外階段は形態、材料、色彩によって建築物との調和を図る。
・給水管、ダクト等は外壁面に露出させないようにする。やむをえず外部に露出
する場合は、壁面と同色仕上げとする等の措置をする。
・屋上設備は壁面を立ち上げるか、又はルーバー等により適当な覆い措置を講ず
る。措置ができない場合は、通りから見えにくい位置とする。
・ベランダ等は建築物との調和を図り、洗濯物等が通りから直接見えにくい構造・
意匠となるよう努める。
・敷地境界、道路境界に塀を設ける場合は、設置する位置、目的に合わせて透過
性と遮蔽性のものを使い分ける。
・幹線道路の歩道等からの景観に配慮し、植栽や花壇などによる敷地内の緑化に
努める。
・基調となる色はけばけばしいものは避け、周辺景観と調和するよう努める。そ
の範囲はマンセル色票系において次のとおりとする。
（１）色相がＲ（赤）系からＹＲ（橙）系の色相は、彩度 4 以下とする。
（２）色相がＹ（黄）系の色相は、彩度４以下とする。

色彩
屋根

（３）その他の色相は、彩度２以下とする。
・ただし、着色されていない自然系素材（木材、石材、煉瓦、土壁材等）又はこ
れらに類する材料（煉瓦タイル等）を使用し、周囲と調和している場合は、こ
の限りではない。
・基調となる色は、けばけばしくならないよう落ち着いたものとする。
・その範囲はマンセル色票系において次のとおりとする。
（１）色相がＲ（赤）系からＹＲ（橙）系の色相は、彩度 4 以下とする。

その他

材料

駐車場

（２）色相がＹ（黄）系の色相は、彩度４以下とする。
（３）その他の色相は、彩度２以下とする。
・金属やガラスなどの光沢性のある素材を大きな面積で用いる場合には、周辺景
観との調和を図る。
・下見板や基礎の石組等には地場材料やそれに類した素材を活用する。
・汚れが目立たず、見苦しくならない材料を使用する。
・通りから自動車が見えにくい構造とし、周辺と調和した入口意匠や外壁仕上げ
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等
外構ﾌｪﾝ
ｽ等
植栽

工 作

とする。
・フェンス類は、ダークブラウン（5YR3/2 程度）を原則とする。
・塀はコンクリートブロックの使用は避け、自然系素材（木材、石材、煉瓦等）
又はこれらに類する材料の外観使用に努める。
・その他、ゲートや照明柱等は、ダークブラウン（5YR3/2 程度）を原則とする。
・接道部には植栽帯を設け、生垣や低・中・高木を適切に配する。
・駐車場面積の大きい施設（非建ぺい地面積 500 ㎡以上）は、敷地の周囲だけで
なく「建物の玄関（出入口）周囲」など、敷地形状や建物配置に合わせて適切
に樹木を配して植栽する。
・建築物の新築、改築の場合は、敷地面積に応じて以下の率で緑地を確保する。
敷地面積 500 ㎡未満は 10％以上、敷地面積 500 ㎡以上 1,000 ㎡未満は 15％以
上、敷地面積 1,000 ㎡以上は 20％以上とする。
・幹線道路との高低差を有する敷地の場合は、法面や敷地際への高木植栽に努め、
敷地が法面に接する場合は、敷地際の高木等の植栽に努める。
・大規模な公共施設につながる道路に敷地が接する場合は、接道部の敷地際に高
木等を並木状に配する。
・通学路（自転車通学路等）に接する場合は、通学路に沿った接道緑化に努める。
・川沿いや水路沿いに敷地が接する場合は、敷地際の緑化に努める。

物

新設・増築・改築等

位置・規模

形態・意匠

色彩

・高さは原則１２ｍ以下とする。
・背景の山並みや周辺の緑から突出しない高さとし、山並みや眺望が確保される
ような配置とする。
・周囲の景観に違和感を与えない位置・規模とするよう努める。
・周囲に与える突出感、違和感を軽減するような意匠とする。
・経年変化により色合いが味わい深くなる素材または見苦しくならない材料を使
用する。
・基礎部が農地や水路等に接する場合は、土台や基礎部を目立たないようにし、
周辺の自然景観との調和するよう努める。
・基調となる色は、落ち着いた色彩とし、周囲の景観との調和に努める。その範
囲は建築物の壁面の色彩基準に準ずるものとする。
・ただし、航空法その他の法令により色彩について許可等を受けて設置する工作
物並びに広告塔、広告板及び遊戯施設については適用しない。
・周辺の植栽に努める。ただし工場立地法その他の法令により緑化の基準が設け

植栽

られている事業所等に係わるものについては適用しない。

開 発

行

為

施設配置

宅地造成の一区画面
積

・沿道としての建築施設の連続性や隣接施設との調和に配慮し、沿道景観と調和
し溶け込むようにする。
・沿道としての隣接地の敷地規模や区画割に配慮し、調和した形状や敷地規模と
する。
・敷地背後の自然環境と調和するよう樹林地や緑地を配し、周辺景観と調和した
ものとする。
・宅地造成をする場合の一区画あたりの面積は、２５０㎡以上とする。

土地造成

・できる限りコンクリートの造成面や盛土法面が目立たぬようにする。

既存樹林地等の保全

・開発区域内に良好な地域環境を形成している樹林地、水辺空間、優れた樹容を
有する樹木及び貴重な植生が存する箇所がある場合は、それらを保全する。
・高さ１０ｍ以上の既存樹木・竹林は保全し、開発行為や建築行為に際して伐採
しないように努める。

緑化

・開発行為によって生じる１５度以上の法面のうち、周辺から容易に見えるもの
は、樹木を有効に配した緑化修景を行う。
・擁壁、排水施設等の工作物は、周辺の景観と調和した仕上げ、樹木等による緑
化修景を行う。
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・宅地分譲に係る開発行為にあっては、建築後、一定の緑地が宅地内に確保され
るよう宅地の規模及び形状を適切に計画する。
・駐車場、グランド等の非建ぺい地が５００㎡を超える敷地は、接道部に植栽帯
を設け、生垣や高木並木を適切に配した緑化修景を行う。
・敷地の一部に工作物の集中的設置や資材置場等に使用する場合は、見苦しくな
らないよう遮蔽植栽を行う。
・川沿いや水路沿いに敷地が接する場合は、敷地際の緑化に努める。
・敷地面積２５０㎡あたり１本以上の高木を植える。
高木植栽
・敷地内の予定建築物等と樹木が、一体となって調和した景観を形成するよう樹
木を適切に植栽する。
緑地の確保（緑地率） ・敷地面積に応じて以下の率で緑地を確保する。
敷地面積 500 ㎡未満は 10％以上、敷地面積 500 ㎡以上 1,000 ㎡未満は 15％以
上、敷地面積 1,000 ㎡以上は 20％以上とする。
・緑地フレームでは、樹林樹木のボリュームアップに努める。
・幹線道路との高低差を有する敷地の場合は、法面や敷地際への高木植栽に努め
る。
・大規模な公共施設につながる道路に敷地が接する場合は、接道部の敷地際に高
木等を並木状に配する。
・通学路（自転車通学路等）に接する場合は、通学路に沿った接道緑化に努める。
・遮蔽や修復緑化の樹木は、できる限り郷土種を用い、やむを得ず郷土種を用い
ない場合は、周辺の植生への影響、自然環境との調和等を考慮し適切な樹種を
選定する。

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
土地の開墾

土石の採取
修復及び遮蔽植栽等

・高さ１０ｍ以上の既存樹木・竹林は保全し、伐採しないように努める。
・コンクリート擁壁などによる造成は避け、造成面や盛土法面が目立たず、自然
地形や田園風景に溶け込み、調和するようにする。
・土石採取跡地等は、原則として適切な防災処置を講じ、道路等から見える場合
は、自然地形になじむ処置や樹木等による遮蔽植栽を行う。
・遮蔽や修復緑化の樹木は、できる限り郷土種を用い、やむを得ず郷土種を用い
ない場合は、周辺の植生への影響、自然環境との調和等を考慮し適切な樹種を
選定する。

木竹の伐採
大径木等の保全

・社寺林や大きく育った大木を保全する。

修復植栽

・在来種に基づく地域植生にあった植栽に努める。

屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件の堆積
資材置き場等

・土石、廃棄物、再生資源等を堆積する資材等の置き場は、原則禁止とする。

屋外への自動販売機の設置
位

置

・道路からできるだけ後退した位置とし、隣接する建築物の壁面から突出しない
ように努める。

意

匠

・企業名、商品名等広告面を極力控えるなど周辺景観との調和に配慮する。

色

彩

・基調となる色彩については、建築物に付帯する場合は、当該建築物と調和した
色彩とし、それ以外の場合は、けばけばしくならないよう努め、周辺景観との
調和に配慮する。
・複数設置する場合は、前面の位置を揃えるなど、乱雑とならないよう配置する
ものとする。
・機能上支障ない程度に、周辺景観との調和に配慮した意匠、材料等の囲いや覆
いを設けるなど修景に努める。

その他設置の方法
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２．促進地区
現時点での指定地区はありません。

３．歴史地区
（１）篠山城下町地区
１）区域

図Ⅵ－２ 城下町地区区域図
２）区域区分
城下町地区を５つに区分し、それぞれに方針および基準を定めます。
（ア）河原町伝統景観修景ゾーン
河原町妻入り商家群に隣接しており、伝建地区の景観と調和するよう、連続性のあ
る町なみ景観の保全修景を行います。
（イ）武家地景観修景ゾーン
武家地住宅の集積したゾーンで、低層住宅の良好な住環境を守っていくとともに、
伝統的な町なみ景観の保全修景を行います。
（ウ）大手公共的景観創出ゾーン
官公庁や文化施設が集中しています。市の中心市街地として市民が広く交流する拠
点としてのシンボルとなるような景観形成を図ります。
（エ）中央商店街景観創出ゾーン
商店街を中心としたゾーンで、丹波篠山らしさを備えつつも活発な商業活動がなさ
れるよう、魅力ある景観形成を図ります。
（オ）一般市街地景観修景ゾーン
一般住宅が中心で店舗や事務所、工場が散存するゾーンです。城下町地区を取り囲
むこのゾーンでは、丹波篠山らしさに配慮した景観形成を図ります。
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（ア）河原町伝統景観修景ゾーン
■景観
・城下町の南東に位置する小川町と河原町は旧商
家町で、東西約 700m の通りに沿って江戸時代末
期から昭和戦前期の町家や土蔵が立ち並び、城
下町の景観をよく留めています。
・間口が平均３間、奥行き 20～60 間の敷地割が多
く、間口が狭く奥行きが深いことが特長であり、

河原町の町並み

主屋は妻入、中二階建、桟瓦葺が主で、平入も少ないながら存在しています。
・町内の他の街道筋が直線的であるにもかかわらず、河原町は蛇行しており、このま
ちが城下と「外」をつなぐ関門であったことをうかがわせています。

■景観形成方針（法第８条第３項関係）
・伝統的建造物群保存地区を中心とする歴史的な城下町の町並みを保全継承するとと
もに、歴史的な町並みと調和した中心市街地の形成を推進します。
・通りから見て、連続性のある伝統的な町並み景観の保全修景による景観形成を図り
ます。
・歴史的町並みに調和した伝統的な材料の使用を推進します。
・優れた景観を阻害するものは取り除いたり、目隠しをするなど、良好な景観形成に
努めます。
◆土地利用指針
・造成は、歴史的な地割を尊重し、地形の改変を少なくする。
・竹林など区域を特徴付けている樹林地や樹木等の貴重な植生を保全する。
・歴史的地物などを保全し、歴史的な景観づくりに活用する。
◆建築指針
・屋根の向きや勾配を工夫し、歴史的町並み景観の重要な構成要素となる屋並みの
連続性を表現する。
・古民家等の伝統的意匠、材料、色彩を参考にして、町並みとの調和を図る。
◆緑化指針
・家屋と竹林の配置や中庭・裏庭の樹木など、伝統的な緑化手法を参考に美しい町
並みを形成する。
・植栽は周辺の植生や景観に調和したものとし、複数の在来種の樹木を用いて緑化
を推進し、美しく潤いのある町なみを形成する。
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■景観形成基準（法第８条第２項第２号関係）
項
建 築

目

基

準

物
規

高さ

模
形態・意匠

新築・増築・改築・移転・外観の修繕・模様替・色彩変更

位置

敷地
外壁

屋根等
建具
設備

色彩

外壁

屋根

・周辺に建築物がある場合は、接道部の軒高の連続性、周辺建築物との間口の調
和を図る。
・１２ｍ以下とする。
・階数は２階以下とする。やむを得ず３階とする場合は３階の壁面を後退させ、
通りから見えないようにする。
－
・通りに面する壁面の位置はできるだけ道路に近づける。
・隣地に面する壁面の位置は、その地区の慣習的なルールに従う。
・道路に面する壁は、漆喰や羽目板張り、下見板張り等の伝統的材料、形態とす
る。
・伝統的な妻入り形式の勾配屋根を原則とし、仕上げは和瓦とする。
・通りに面する１階部分の庇の位置は隣家とそろえるよう努める。
・出入り口や窓の開口部の建具は、格子やムシコなどの伝統的な様式を基本とす
る。
・屋外階段は形態、材料、色彩によって建築物との調和を図る。
・給水管、ダクト等は外壁面に露出させないようにする。やむをえず外部に露出
する場合は、壁面と同色仕上げとする等の措置をする。
・屋上設備は壁面を立ち上げるか、又はルーバー等により適当な覆い措置を講ず
る。措置ができない場合は、通りから見えにくい位置とする。
・ベランダ等は建築物との調和を図り、洗濯物等が通りから直接見えにくい構造・
意匠となるよう努める。
・基調となる色は、白漆喰による白色とし、板張りについては素材色を基本とした
茶系の落ち着いたものとする。その範囲はマンセル色票系において概ね次のとお
りとする。
（１）色相はＹＲ（橙）系の 2.5ＹＲから 10ＹＲまでとし、明度、彩度とも４以
下とする。
（２）無彩色は明度９以上 9.5 以下とする。
・基調となる色は黒または灰色とその範囲はマンセル色票系において概ね次のとお

その他

りとする。
（１）無彩色の明度４以下とする。
材料

・建築材料は木製を基本とするが、それ以外の材料を使用する場合は、木製に類似
した仕上げや色彩となるよう配慮する。
・下見板や基礎の石組等には地場材料やそれに類した素材を活用する。

・経年変化により味わい深くなる素材または見苦しくならない材料を使用する。
門 及 び ・駐車スペースを確保するため、やむを得ず建物を後退させる場合は、門や塀を
設置することにより、町なみの連続性を維持するよう努める。
塀
・塀の形態・材料は、板塀、漆喰塀等周辺の塀に類似した伝統的なものとする。
駐 車 場 ・通りから自動車が見えにくい構造とし、周辺と調和した入口意匠や外壁仕上げ
等
とする。
掲出物 ・電光表示板やネオンは設置しない。
・屋外広告物にけばけばしい色は使用しない。

工 作

物

新設・増築・改築
等

位置・規模

・高さは原則１２ｍ以下とする。
・背景の山並みや周辺の緑から突出せず、山並みや眺望が確保されるような配置
とする。
・周囲の景観に違和感を与えない位置・規模とするよう努める。

形態・意匠

・周囲に与える突出感、違和感を軽減するような意匠とする。

色彩

・基調となる色は、けばけばしくならないよう努める。その範囲は建築物の色彩
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基準に準ずるものとする。

開発行為
施設配置

・周辺の緑と調和し、周辺地域に溶け込むようにする。
・住宅や宅地開発等を行う場合は、周辺地域の町割りや町並みと調和した区画割
りとする。

宅地造成の一区画面
積

－

土地造成

・コンクリート擁壁などによる造成は避け造成面や盛土法面が目立たず、自然地
形や田園風景に溶け込み、調和するようにする。

既存樹林地等の保全

・開発区域内に良好な地域環境を形成している樹林地、水辺空間、優れた樹容を
有する樹木及び貴重な植生が存する箇所がある場合は、それらを保全する。
・高さ１０ｍ以上の既存樹木・竹林は保全し、開発や建築行為に際して伐採しな
いように努める。

緑化

・開発行為によって生じる１５度以上の法面は、樹木を有効に配した緑化修景を
行う。
・擁壁、排水施設等の工作物は、周辺の景観と調和した仕上げ、樹木等による緑
化修景を行う。
・駐車場、グランド等広い敷地は、周囲等の適切な箇所に樹木等による緑化修景
を行う。
・敷地内の予定建築物等と樹木が、一体となって調和した景観を形成するよう樹
木を適切に植栽する。
・宅地分譲に係る開発行為にあっては、建築後、一定の緑地が宅地内に確保され
るよう宅地の規模及び形状を適切に計画する。

高木植栽

・敷地面積５００㎡あたり１本以上の高木を植える。

緑地の確保（緑地率） ・敷地面積の１０％以上の緑地を確保する。

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
土地の開墾

・高さ１０ｍ以上の既存樹木・竹林は保全し、伐採しないように努める。
・コンクリート擁壁などによる造成は避け、造成面や盛土法面が目立たず、自然
地形や田園風景に溶け込み、調和するようにする。

土石の採取

－

修復及び遮蔽植栽等

・遮蔽や修復緑化の樹木は、できる限り郷土種を用い、やむを得ず郷土種を用い
ない場合は、周辺の植生への影響、自然環境との調和等を考慮し、適切な樹種
を選定する。

木竹の伐採
大径木等の保全

・大きく育った大木を保全する。

修復植栽

・在来種に基づく地域植生にあった植栽に努める。

屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件の堆積
資材置き場等

・土石、廃棄物、再生資源等を堆積する場合は、周辺の景観に配慮した高さ、規
模とし、原則として樹木の植栽等による遮蔽を行う。

屋外への自動販売機の設置
位置

・隣接する建築物の壁面線から突出しないように努めるものとする。
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（イ）武家地景観修景ゾーン

■景観
・篠山城跡の周囲に広がる西新町と南新町、東新町
は旧武家町で、外堀沿いに長屋門が数棟残されて
います。
・広い敷地内には竹林等が集積して植えられ、緑の
多い印象を与えています。

■景観形成方針（法第８条第３項関係）

武家地の路地裏

・低層住宅の良好な住環境を守っていくとともに、伝統的な町並み景観の保全修景を
行う。
・屋根の形態は武家地の重厚な雰囲気を乱すことのない伝統的な屋根様式とする、
・塀や建物を通りから後退させることにより、ゆとりのある町並み景観を形成する。
・門や塀を設置し、敷地内には竹林等により植栽すること。
・サインは設置しない。やむを得ず設置する場合は武家地にふさわしいデザインにす
るようにする。
◆土地利用指針
・造成は、歴史的な地割を尊重し、地形の改変を少なくする。
・竹林など区域を特徴付けている樹林地や樹木等の貴重な植生を保存する。
・水辺空間や一里塚等の歴史的地物などを保全し、歴史的な景観づくりに活用する。
◆建築指針
・古民家等の伝統的意匠、材料、色彩を参考にして、町並みとの調和を図る。
◆緑化指針
・家屋と竹林の配置や中庭・裏庭の樹木など、伝統的な緑化手法を参考に美しい町
並みを形成する。
・植栽は周辺の植生や景観に調和したものとし、複数の在来種の樹木を用いて緑化
を推進し、美しく潤いのある町なみを形成する。

■景観形成基準（法第８条第２項第２号関係）
項
建 築

目

基

準

物

規

高さ

模

新築・増築・改築・移転・

位置

敷地

・周辺に建築物がある場合は、接道部の軒高の連続性、周辺建築物との間口の調
和を図る。
・背景の山並みや周辺の緑から突出せず、山並みや眺望が確保されるような配置
とする。
・１２ｍ以下とする。
・階数は２階以下とする。やむを得ず３階とする場合は３階の壁面を後退させ、
道路から見えないようにする。
・余裕ある敷地を確保し、建ぺい率、容積率にゆとりを持たせ、近隣に圧迫感を
与えないように努める。
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形態・意匠

外観の修繕・模様替・色彩変更

色彩
その他

工 作

・道路に面する壁面の位置は、隣家とそろえるよう努める。
・隣地に面する壁面の位置は、敷地境界から１ｍ以上後退させる。
・道路に面する壁は、漆喰や羽目板張り、下見板張り等の伝統的材料、形態とする。
屋根等 ・入母屋、切り妻、寄棟とし、仕上げは和瓦等の伝統的素材とする。
・道路に面する１階部分の庇の位置は隣家とそろえるよう努める。
・建具材料は木製を基本とするが、それ以外の材料を使用する場合は、木製に類似
建具
した仕上げや色彩となるよう配慮をする。
・屋外階段は形態、材料、色彩によって建築物との調和を図る。
設備
・給水管、ダクト等は外壁面に露出させないようにする。やむをえず外部に露出
する場合は、壁面と同色仕上げとする等の措置をする。
・屋上設備は壁面を立ち上げるか、又はルーバー等により適当な覆い措置を講ず
る。措置ができない場合は、通りから見えにくい位置とする。
・ベランダ等は建築物との調和を図り、洗濯物等が通りから直接見えにくい構造・
意匠となるよう努める。
・基調となる色は、土壁、板張り等の伝統的素材による落ち着いたものとし、やむ
外壁
を得ず他の材料を使用する場合は類似色とする。
（１）色相はＹＲ（橙）系およびＹ（黄）系の５Ｙまでとし、明度５以上８以下、
彩度３以下とする。
（２）無彩色は明度５以上８以下とする。
・基調となる色は伝統的屋根葺様式の落ち着いたものとする。
屋根
（１）色相がＲ（赤）系の５ＲからＹ（黄）系の５Ｙまでは、明度４以下、彩度２
以下とする。
（２）他の色相は、明度４以下、彩度１以下とする。
（３）無彩色は明度４以下とする。
・建築材料は木製を基本とするが、それ以外の材料を使用する場合は、木製に類
材料
似した仕上げや色彩となるよう配慮する。
・下見板や基礎の石組等には地場材料やそれに類した素材を活用する。
・経年変化により味わい深くなる素材または見苦しくならない材料を使用する。
門 及 び ・道路との境界には門や塀を設置するよう努める。
・高さは、その地区の周辺の門や塀に概ね合わせる。
塀
・門や塀の形態・材料は、板塀、漆喰塀等周辺の塀に類似した伝統的なものとする。
駐 車 場 ・通りから自動車が見えにくい構造とし、周辺と調和した入口意匠や外壁仕上げ
等
とする。
掲出物
・地上に設置する広告塔や広告板は、１敷地１箇所とする。
・電光表示板やネオンは設置しない。
・屋外広告物にけばけばしい色は使用しない。
外壁

物

新設・増築・改築等

位置・規模

・高さは原則１２メートル以下とする。
・背景の山並みや周辺の緑から突出せず、山並みや眺望が確保されるような配置
とする。
・周囲の景観に違和感を与えない位置・規模とするよう努める。

形態・意匠

・周囲に与える突出感、違和感を軽減するような意匠とする。

色彩

・基調となる色は、けばけばしくならないよう努める。その範囲は建築物の色彩
基準に準ずるものとする。

開発行為
施設配置

宅地造成の一区画面
積

・周辺の緑と調和し、周辺地域に溶け込むようにする。
・住宅や宅地開発等を行う場合は、周辺地域の町割りや町並みと調和した区画割
りとする。
・宅地造成を行う場合の一区画当りの面積は２００㎡以上とする。

土地造成

・コンクリート擁壁などによる造成は避け、造成面や盛土法面が目立たず、周辺
景観と調和するようにする。

既存樹林地等の保全

・開発区域内に良好な地域環境を形成している樹林地、水辺空間、優れた樹容を

- 48 -

緑化

高木植栽

有する樹木及び貴重な植生が存する箇所がある場合は、それらを保全する。
・高さ１０ｍ以上の既存樹木・竹林は保全し、開発や建築行為に際して伐採しな
いように努める。
・開発行為によって生じる１５度以上の法面は、樹木を有効に配した緑化修景を
行う。
・擁壁、排水施設等の工作物は、周辺の景観と調和した仕上げ、樹木等による緑
化修景を行う。
・駐車場、グランド等広い敷地は、周囲等の適切な箇所に樹木等による緑化修景
を行う。
・宅地分譲に係る開発行為にあっては、建築後、一定の緑地が宅地内に確保され
るよう宅地の規模及び形状を適切に計画する。
・敷地面積５００㎡あたり１本以上の高木を植える。
・敷地内の予定建築物等と樹木が、一体となって調和した景観を形成するよう樹
木を適切に植栽する。

緑地の確保（緑地率） ・敷地面積の１０％以上の緑地を確保する。

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
土地の開墾

土石の採取
修復及び遮蔽植栽等

・高さ１０ｍ以上の既存樹木・竹林は保全し、伐採しないように努める。
・コンクリート擁壁などによる造成は避け、造成面や盛土法面が目立たず、自然
地形や田園風景に溶け込み、調和するようにする。
・土石採取跡地等は、原則として適切な防災処置を講じ、道路等から見える場合
は、樹木等による遮蔽植栽を行う。
・遮蔽や修復緑化の樹木は、できる限り郷土種を用い、やむを得ず郷土種を用い
ない場合は、周辺の植生への影響、自然環境との調和等を考慮し、適切な樹種
を選定する。

木竹の伐採
大径木等の保全

・社寺林や大きく育った大木を保全する。

修復植栽

・在来種に基づく地域植生にあった植栽に努める。

屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件の堆積
資材置き場等

・土石、廃棄物、再生資源等を堆積する場合は、周辺の景観に配慮した高さ、規
模とし、原則として樹木の植栽等による遮蔽を行う。

屋外への自動販売機の設置
位置

・隣接する建築物の壁面線から突出しないように努めるものとする。
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（ウ）大手公共的景観創出ゾーン

■景観
・市役所等の官公庁や文化施設が集中している区
域であり、住民や観光客の交流の場となってい
ます。

■景観形成方針（法第８条第３項関係）
・市の中心市街地として、また、市民や観光客が
交流する拠点としてのシンボルとなるような市
街地景観の形成を図っていきます。

丹波篠山市役所

・市民が憩い集えるオープンスペースの創出を推進します。
・市のまちづくりのモデルとなるよう、積極的な景観形成を図っていきます。
◆土地利用指針
・造成は、歴史的な地割を尊重し、地形の改変を少なくする。
・竹林など区域を特徴付けている樹林地や樹木等の貴重な植生を保存する。
◆建築指針
・公共施設は先導的役割を果たすよう、歴史的町並みに配慮した形態意匠とする。
◆緑化指針
・通りごとに樹種をそろえた植栽となるよう努める。

■景観形成基準（法第８条第２項第２号関係）
項
建 築

目

基

準

物

規 模
形態・意匠

高さ
敷地
外壁
屋根等
設備

色彩

新築・増築・改築・移転・外観の修繕・模様替・色彩変更

・周辺に建築物がある場合は、接道部の軒高の連続性、周辺建築物との間口の調
和を図る。
・背景の山並みや周辺の緑から突出せず、山並みや眺望が確保されるような配置
とする。

位置

外壁

屋根

・１２ｍ以下とする。.
・余裕ある敷地を確保し、建ぺい率、容積率にゆとりを持たせ、近隣に圧迫感を
与えないように努める。
・道路に面する壁面の位置は、道路境界線からなるべく後退させ、公共施設にあ
っては、敷地内になるべく広い空き地を確保し、市民の利用に供する。
・二方向以上の勾配屋根とし、仕上げは和瓦を使用するよう努める。これにより
がたい場合は、周辺と調和するよう配慮する。
・屋外階段は形態、材料、色彩によって建築物との調和を図る。
・給水管、ダクト等は外壁面に露出させないようにする。やむをえず外部に露出
する場合は、壁面と同色仕上げとする等の措置をする。
・屋上設備は壁面を立ち上げるか、又はルーバー等により適当な覆い措置を講ず
る。措置ができない場合は、通りから見えにくい位置とする。
・基調となる色は、灰色系の落ち着いたものとする。
（１）色相がＹＲ（橙）系およびＹ（黄）系の５Ｙまでは、明度４以上 8.5 以下、
彩度３以下とする。
（２）無彩色は明度４以上 8.5 以下とする。
・基調となる色は、黒又は灰色系の落ち着いたものとする。
（１）全色相について、明度４以下、彩度２以下とする。
（２）無彩色は明度４以下とする。
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その他

材料

駐車場
等
掲出物

工 作

・金属やガラスなどの光沢性のある素材を大きな面積で用いる場合には、周辺景
観との調和を図る。
・下見板や基礎の石組等には地場材料やそれに類した素材を活用する。
・経年変化により味わい深くなる素材または見苦しくならない材料を使用する。
・通りから自動車が見えにくい構造とし、周辺と調和した入口意匠や外壁仕上げ
とする。
・屋外広告物にけばけばしい色は使用しない。

物

新設・増築・改築等

位置・規模

・高さは原則１２ｍ以下とする。
・背景の山並みや周辺の緑から突出せず、山並みや眺望が確保されるような配置
とする。
・周囲の景観に違和感を与えない位置・規模とするよう努める。

形態・意匠

・周囲に与える突出感、違和感を軽減するような意匠とする。

色彩

・基調となる色は、黒又は灰色系の落ち着いたものとする。その範囲は建築物の色
彩基準に準ずるものとする。

開発行為
施設配置

・周辺の緑と調和し、周辺地域に溶け込むようにする。
・住宅や宅地開発等を行う場合は、周辺地域の町割りや町並みと調和した区画割
りとする。

宅地造成の一区画面
積

－

・コンクリート擁壁などによる造成は避け造成面や盛土法面が目立たず、自然地
形や田園風景に溶け込み、調和するようにする。
既存樹林地等の保全
・開発区域内に良好な地域環境を形成している樹林地、水辺空間、優れた樹容を
有する樹木及び貴重な植生が存する箇所がある場合は、それらを保全する。
・高さ１０ｍ以上の既存樹木・竹林は保全し、開発や建築行為に際して伐採しな
いように努める。
・開発行為によって生じる１５度以上の法面は、樹木を有効に配した緑化修景を
緑化
行う。
・擁壁、排水施設等の工作物は、周辺の景観と調和した仕上げ、樹木等による緑
化修景を行う。
・駐車場、グランド等広い敷地は、周囲等の適切な箇所に樹木等による緑化修景
を行う。
・宅地分譲に係る開発行為にあっては、建築後、一定の緑地が宅地内に確保され
るよう宅地の規模及び形状を適切に計画する。
・敷地面積５００㎡あたり１本以上の高木を植える。
高木植栽
・敷地内の予定建築物等と樹木が、一体となって調和した景観を形成するよう樹
木を適切に植栽する。
緑地の確保（緑地率） ・敷地面積の１０％以上の緑地を確保する。
土地造成

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
土地の開墾

・高さ１０ｍ以上の既存樹木・竹林は保全し、伐採しないように努める。
・コンクリート擁壁などによる造成は避け、造成面や盛土法面が目立たず、自然
地形や田園風景に溶け込み、調和するようにする。

土石の採取

－

修復及び遮蔽植栽等

・遮蔽や修復緑化の樹木は、できる限り郷土種を用い、やむを得ず郷土種を用い
ない場合は、周辺の植生への影響、自然環境との調和等を考慮し、適切な樹種
を選定する。

木竹の伐採
大径木等の保全

・社寺林や大きく育った大木を保全する。

修復植栽

・在来種に基づく地域植生にあった植栽に努める。
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屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件の堆積
資材置き場等

・土石、廃棄物、再生資源等を堆積する場合は、周辺の景観に配慮した高さ、規
模とし、原則として樹木の植栽等による遮蔽を行う。

屋外への自動販売機の設置
位置

・隣接する建築物の壁面から突出しないように努めるものとする。
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（エ）中央商店街景観創出ゾーン

■景観
・商店街を中心とした区域です。
・昔ながらの商店が立ち並び、市の経済活動の中
心となる区域です。
・道路幅が狭く、歩行者が安心してショッピングを
楽しめる空間がないことが課題となっています。
・そこで生活する市民が主体となった安全でなおか
つ城下町の歴史を感じられるような商店街の景観
を形成していく区域です。

二階町通り

■景観形成方針（法第８条第３項関係）
・丹波篠山らしさを備えつつも活発な商業活動がなされるよう、魅力ある景観形成を
図っていきます。
・看板や屋外広告物は、町並みに調和した情緒あるデザインを推進します。
・建物を建て替える場合には、安全でゆとりのある空間の創造を推進します。
◆土地利用指針
・造成は、歴史的な地割を尊重し、地形の改変を少なくする。
◆建築指針
・商店街通りにおいては通りの連続性に配慮した景観形成を図る。
◆緑化指針
・植栽は周辺の植生や景観に調和したものとし、複数の在来種の樹木を用いて緑化
を推進し、美しく潤いのある町なみを形成する。

■景観形成基準（法第８条第２項第２号関係）
項

目

建 築

基

準

物

規 模
形態・意匠

新築・増築・改築・移転・外観の修繕・

・周辺に建築物がある場合は、接道部の軒高の連続性、周辺建築物との間口の調
和を図る。
・背景の山並みや周辺の緑から突出せず、山並みや眺望が確保されるような配置
とする。

位置

高さ
敷地
外壁

屋根等

・１２ｍ以下とする。
・階数は３階以下とする。
－
・中央商店街通り（ただし誓願寺から門前橋までの間に限る。）に面する壁面の位
置は、なるべく後退させる。
・道路に面する壁は、汚れが目立たず、維持管理のしやすい質の高いものとする。
また、建物の側面の内、道路から見える部分も同様とする。
・二方向以上の勾配屋根とし、仕上げは和瓦を使用するよう努める。やむをえず他
の材料を使用する場合は、周辺の景観と調和するよう配慮する。
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・屋外階段は形態、材料、色彩によって建築物との調和を図る。
・給水管、ダクト等は外壁面に露出させないようにする。やむをえず外部に露出
する場合は、壁面と同色仕上げとする等の措置をする。
・屋上設備は壁面を立ち上げるか、又はルーバー等により適当な覆い措置を講ず
る。措置ができない場合は、通りから見えにくい位置とする。
・ベランダ等は建築物との調和を図り、洗濯物等が通りから直接見えにくい構造・
意匠となるよう努める。
・基調となる色は、周囲と調和しないけばけばしいものは避ける。また、隣家と類
外壁
似した色彩を使用し、町なみや中央商店街通りとの連続性を保つよう努める。そ
の範囲はマンセル色票系において次のとおりとする。
（１）色相がＲ（赤）系からＹ（黄）系までは、明度８以下、彩度４以下とする。
（２）色相がＧＹ（黄緑）系は、明度８以下、彩度２以下とする。
（３）無彩色は明度８以下とする。
・基調となる色は、黒又は灰色系とする。
屋根
（１）全色相について、明度４以下、彩度２以下とする。
（２）無彩色は明度４以下とする。
・金属やガラスなどの光沢性のある素材を大きな面積で用いる場合には、周辺景
材料
観との調和を図る。
・下見板や基礎の石組等には地場材料やそれに類した素材を活用する。
・経年変化により味わい深くなる素材または見苦しくならない材料を使用する。
門 及 び ・道路との境界には塀や生け垣を設置するよう努める。
・塀の形態・材料は、板塀、漆喰塀等周辺の塀に類似したものとする。生け垣の
塀
樹種は、街区または通りごとになるべくそろえる。
駐 車 場 ・自家用の駐車場は、中央商店街通りに面して設置しないようにする。やむを得
等
ず設置する場合は、建物に組み込む等配慮する。
・駐車場の周囲は、植栽や塀などで目隠しをする。
掲出物
・突出広告物は２箇所以下とし、なるべく小さいものとする。
・屋外広告物にけばけばしい色は使用しない。
設備

色彩

模様替・色彩変更

その他

工 作

物

新・増築・改築等

位置・規模

形態・意匠
色彩

・高さは原則１２ｍ以下とする。
・背景の山並みや周辺の緑から突出せず、山並みや眺望が確保されるような配置
とする。
・周囲の景観に違和感を与えない位置・規模とするよう努める。
・周囲に与える突出感、違和感を軽減するような意匠とする。
・基調となる色は、周囲と調和しないけばけばしいものは避ける。また、隣家と類
似した色彩を使用し、町なみや中央商店街通りとの連続性を保つよう努める。そ
の範囲は建築物の色彩基準に準ずるものとする。

開発行為
施設配置

宅地造成の一区画面
積
土地造成
既存樹林地等の保全

緑化

・周辺の緑と調和し、周辺地域に溶け込むようにする。
・住宅や宅地開発等を行う場合は、周辺地域の町割りや町並みと調和した区画割
りとする。
・宅地造成を行う場合の一区画当りの面積は２００㎡以上とする。
・コンクリート擁壁などによる造成は避け造成面や盛土法面が目立たず、自然地
形や田園風景に溶け込み、調和するようにする。
・開発区域内に良好な地域環境を形成している樹林地、水辺空間、優れた樹容を
有する樹木及び貴重な植生が存する箇所がある場合は、それらを保全する。
・高さ１０ｍ以上の既存樹木・竹林は保全し、開発や建築行為に際して伐採しな
いように努める。
・開発行為によって生じる１５度以上の法面は、樹木を有効に配した緑化修景を
行う。
・擁壁、排水施設等の工作物は、周辺の景観と調和した仕上げ、樹木等による緑
化修景を行う。
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・駐車場、グランド等広い敷地は、周囲等の適切な箇所に樹木等による緑化修景
を行う。
・宅地分譲に係る開発行為にあっては、建築後、一定の緑地が宅地内に確保され
高木植栽

るよう宅地の規模及び形状を適切に計画する。
・敷地面積５００㎡あたり１本以上の高木を植える。
・敷地内の予定建築物等と樹木が、一体となって調和した景観を形成するよう樹
木を適切に植栽する。

緑地の確保（緑地率） ・敷地面積の１０％以上の緑地を確保する。

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
土地の開墾

・高さ１０ｍ以上の既存樹木・竹林は保全し、伐採しないように努める。
・コンクリート擁壁などによる造成は避け、造成面や盛土法面が目立たず、自然
地形や田園風景に溶け込み、調和するようにする。

土石の採取

－

修復及び遮蔽植栽等

・遮蔽や修復緑化の樹木は、できる限り郷土種を用い、やむを得ず郷土種を用い
ない場合は、周辺の植生への影響、自然環境との調和等を考慮し、適切な樹種
を選定する。

木竹の伐採
大径木等の保全

・社寺林や大きく育った大木を保全する。

修復植栽

・在来種に基づく地域植生にあった植栽に努める。

屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件の堆積
資材置き場等

・土石、廃棄物、再生資源等を堆積する場合は、周辺の景観に配慮した高さ、規
模とし、原則として樹木の植栽等による遮蔽を行う。

屋外への自動販売機の設置
位置

・隣接する建築物の壁面から突出しないように努めるものとする。
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（オ）一般市街地景観修景ゾーン

■景観
・概ね一般住宅が中心で店舗や事業所、工場が散在
する区域です。
・歴史的町並み環境を取り巻くバッファゾーンとし
て位置づけられています。
・城下町に配慮し、城跡からの眺望に配慮した市街
地景観の形成を図っていく区域です。
篠山城跡からの市街地の眺め

■景観形成方針（法第８条第３項関係）
・建築物等は歴史的な町並みのバッファゾーンとしての眺望に配慮したものとなるよ
う努めます。
・歴史的町並みが残る他のゾーンの近くでは、通りの連続性にも配慮した景観形成を
図っていきます。
◆土地利用指針
・造成は、歴史的な地割を尊重し、地形の改変を少なくする。
・竹林など区域を特徴付けている樹林地や樹木等の貴重な植生を保全する。
◆建築指針
・古民家等の伝統的意匠、材料、色彩を参考にして、町並みとの調和を図る。
◆緑化指針
・家屋と竹林の配置や中庭・裏庭の樹木など、伝統的な緑化手法を参考に美しい町
並みを形成する。
・植栽は周辺の植生や景観に調和したものとし、複数の在来種の樹木を用いて緑化
を推進し、美しく潤いのある町並みを形成する。

■景観形成基準（法第８条第２項第２号関係）
項
建 築

目

基

準

物

規 模
形態・意匠

新築・増築・改築・移転・外観の修繕・

・周辺に建築物がある場合は、接道部の軒高の連続性、周辺建築物との間口の調
和を図る。
・背景の山並みや周辺の緑から突出せず、山並みや眺望が確保されるような配置
とする。

位置

高さ

・１２ｍ以下とする。

敷地

・余裕ある敷地を確保し、建ぺい率、容積率にゆとりを持たせ、近隣に圧迫感を
与えないように努める。

外壁

・道路に面する壁面の位置は、道路境界線からなるべく後退させる。

屋根等

・二方向以上の勾配屋根とし、屋根勾配や仕上げはその周辺の建築物と類似した
意匠とする。やむを得ずこれによりがたい場合は、周辺と調和するよう配慮す
る。
・屋外階段は形態、材料、色彩によって建築物との調和を図る。
・給水管、ダクト等は外壁面に露出させないようにする。やむをえず外部に露出
する場合は、壁面と同色仕上げとする等の措置をする。
・屋上設備は壁面を立ち上げるか、又はルーバー等により適当な覆い措置を講ず
る。措置ができない場合は、通りから見えにくい位置とする。

設備
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色彩

模様替・色彩の変更

外壁

屋根

・ベランダ等は建築物との調和を図り、洗濯物等が通りから直接見えにくい構造・
意匠となるよう努める。
・基調となる色は、白漆喰による白色、灰色系又は茶系とし、けばけばしいものは
避けるよう努める。
（１）色相がＲ（赤）系からＹＲ（橙）系は、明度 8.5 以下、彩度５以下とする。
（２）色相がＹ（黄）系は、明度 8.5 以下、彩度３以下とする。
（３）他の色相は、明度 8.5 以下、彩度 1.5 以下とする。
（４）無彩色は明度 8.5 以下とする。
・基調となる色は黒、灰色又は茶系もしくはこれらの類似色とする。
（１）色相がＲ（赤）系の５ＲからＹ（黄）系の５Ｙまでは、明度６以下、彩度４
以下とする。
（２）他の色相は、明度４以下、彩度２以下とする。

その他

工 作

（３）無彩色は明度４以下とする。
・下見板や基礎の石組等には地場材料やそれに類した素材を活用する。
材料
・経年変化により味わい深くなる素材または見苦しくならない材料を使用する。
駐 車 場 ・通りから自動車が見えにくい構造とし、周辺と調和した入口意匠や外壁仕上げ
等
とする。
植栽

・接道部の玄関口には敷地のシンボルとなる樹木の植栽に努める。

掲出物

・屋外広告物の数量は抑制する。

物

新設・増築・改築等

位置・規模

・高さは原則１２ｍ以下とする。
・背景の山並みや周辺の緑から突出せず、山並みや眺望が確保されるような配置
とする。
・周囲の景観に違和感を与えない位置・規模とするよう努める。

形態・意匠

・周囲に与える突出感、違和感を軽減するような意匠とする。

色彩

・基調となる色は、白漆喰による白色、灰色系または茶系とし、けばけばしいも
のは避けるよう努める。その範囲は建築物の色彩基準に準ずるものとする。

開発行為
施設配置

宅地造成の一区画面
積
土地造成
既存樹林地等の保全

緑化

・周辺の緑と調和し、周辺地域に溶け込むようにする。
・住宅や宅地開発等を行う場合は、周辺地域の町割りや町並みと調和した区画割
りとする。
・宅地造成を行う場合の一区画当りの面積は２００㎡以上とする。
・コンクリート擁壁などによる造成は避け造成面や盛土法面が目立たず、自然地
形や田園風景に溶け込み、調和するようにする。
・開発区域内に良好な地域環境を形成している樹林地、水辺空間、優れた樹容を
有する樹木及び貴重な植生が存する箇所がある場合は、それらを保全する。
・高さ１０ｍ以上の既存樹木・竹林は保全し、開発や建築行為に際して伐採しな
いように努める。
・開発行為によって生じる１５度以上の法面は、樹木を有効に配した緑化修景を
行う。
・擁壁、排水施設等の工作物は、周辺の景観と調和した仕上げ、樹木等による緑
化修景を行う。
・駐車場、グランド等広い敷地は、周囲等の適切な箇所に樹木等による緑化修景
を行う。
・宅地分譲に係る開発行為にあっては、建築後、一定の緑地が宅地内に確保され

高木植栽

るよう宅地の規模及び形状を適切に計画する。
・敷地面積５００㎡あたり１本以上の高木を植える。
・敷地内の予定建築物等と樹木が、一体となって調和した景観を形成するよう樹
木を適切に植栽する。
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緑地の確保（緑地率） ・敷地面積の１０％以上の緑地を確保する。

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
土地の開墾

土石の採取
修復及び遮蔽植栽等

・高さ１０ｍ以上の既存樹木・竹林は保全し、伐採しないように努める。
・コンクリート擁壁などによる造成は避け、造成面や盛土法面が目立たず、自然
地形や田園風景に溶け込み、調和するようにする。
・土石採取跡地等は、原則として適切な防災処置を講じ、道路等から見える場合
は、樹木等による遮蔽植栽を行う。
・遮蔽や修復緑化の樹木は、できる限り郷土種を用い、やむを得ず郷土種を用い
ない場合は、周辺の植生への影響、自然環境との調和等を考慮し、適切な樹種
を選定する。

木竹の伐採
大径木等の保全

・社寺林や大きく育った大木を保全する。

修復植栽

・在来種に基づく地域植生にあった植栽に努める。

屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件の堆積
資材置き場等

・土石、廃棄物、再生資源等を堆積する場合は、周辺の景観に配慮した高さ、規
模とし、原則として樹木の植栽等による遮蔽を行う。

屋外への自動販売機の設置
位置

・隣接する建築物の壁面から突出しないように努めるものとする。
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（２）上立杭地区
１）区域

図Ⅵ－３ 上立杭地区区域図
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２）景観形成の基本方針（法第８条第３項関係）
■景観
・上立杭地区は、四斗谷川に沿って細く長く広がる緑
豊かな集落のたたずまいと、点在する登り窯や石垣
の織りなす陶芸の里としての景観特徴を有していま
す。
・上立杭地区の歴史、風土及び伝統に根ざした美しい
景観を守り育てていくとともに、地域住民と行政、
事業者が一体となり、さらに魅力のある景観の形成

特徴的な屋並み

を図っていきます。
■景観形成の方針
・豊かな自然環境を守り、谷間に広がるのどかな田園景観を維持します。
・四斗谷川がつくる風景を大切にし、より魅力的な河川の風景を創出します。
・山に向かって広がる立体的で変化に富んだ町並み景観を大切にし、眺望を遮るよう
な高い建物を建てないようにします。
・特徴的な石垣や路地の景観を大切にし、落ち着いた通りの景観を守っていく。
・やきものの里としての文化を活かし、陶器や陶板による景観づくりを推進する。
・地域住民との協働によるまちづくりにより、訪れる人々が楽しめるような景観づく
りを図る。
・道路や橋などの公共施設は周囲の景観にふさわしいものとする。
◆土地利用指針
・造成は地形の改変を少なくする。
・地域を特徴づける樹林地や樹木等の貴重な植生を保存する。
・歴史的資産などを保全し、歴史的な景観づくりに活用する。
◆建築指針
・背景の山並みや周辺の緑から突出せず、眺望が確保されるような配置、規模、高
さとする。
・屋根の向きや勾配を工夫し、歴史的町並み景観の重要な構成要素となる屋並みの
景観づくりを推進する。
・町並み全体としてのまとまりを大切にし、周囲の農地などの緑と溶け込むように
配慮する。
◆緑化指針
・丹波に適した在来種の樹木を用いて緑化を推進し、美しく潤いのある町なみを形
成する。
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３）景観形成基準（法第８条第２項第２号関係）

項
建 築

目

基

準

物
規

高さ

模
敷地
形態・意匠

新築・増築・改築・移転・外観の修繕・模様替・色彩変更

位置

外壁

屋根等

・地区内の主要な眺望点から見て、四斗谷川の東側に広がる山なみや田園景観な
どの自然要素を遮らないように努める。
・１２ｍ以下とする。
・階数は平屋および２階建を基本とする。やむを得ず３階建以上とする場合は、
２階の屋根高さまで下屋を設けるなど、周囲の景観や町並みの連続性に配慮す
るよう努める。
・さとの区域では余裕ある敷地を確保し、建ぺい率、容積率にゆとりを持たせ、
近隣に圧迫感を与えないように努める。
・自然系の素材（陶板・土壁・石材・木材・竹材・漆喰材）を用いることを原則
とする。
・長大な無窓など単調な壁面を作らないよう努める。
・基礎部は周辺の自然景観との調和を図る。
・入母屋または切妻の勾配屋根を原則とし、登り窯および工場を除き、瓦葺とす
るよう努める。

建具

・建具の意匠・色彩については、周囲の景観との調和に配慮したものとする。

設備

・屋外階段は形態、材料、色彩によって建築物との調和を図る。
・給水管、ダクト等は外壁面に露出させないようにする。やむをえず外部に露出
する場合は、壁面と同色仕上げとする等の措置をする。
・屋上設備は壁面を立ち上げるか、又はルーバー等により適当な覆い措置を講ず
る。措置ができない場合は、通りから見えにくい位置とする。
・ベランダ等は建築物との調和を図り、洗濯物等が通りから直接見えにくい構造・
意匠となるよう努める。
・敷地境界、道路境界に塀を設ける場合は、板塀、土塀又は生け垣とするよう努
める。
・擁壁の表面は石垣仕上げとするよう努める。
・通りの景観に配慮し、植栽や花壇などによる敷地内の緑化に努める。
・周辺景観に配慮し、著しく彩度の高いものは使用しないよう努める。
・自然系の素材としない場案の基調となる色は、白、黒、灰色又は茶系もしくは
これらの類似色とし、色相は５Ｒから５Ｙまで又は無彩色とする。

外構

色彩

外壁

（１）５Ｒから 2.5ＹＲまでは、明度５以下かつ彩度３以下とする。
屋根

その他

材料

駐車場
等
掲出物
その他
新設・増築

工 作

（２）2.5ＹＲを超え５Ｙまでは、彩度３以下とする。
・基調となる色は、黒、灰色又は伝統的茶瓦系とし、色相は５Ｒから５Ｙまで又
は無彩色とする。
（１）５Ｒから５Ｙまでは、明度５以下かつ彩度９以下とする。
（２）無彩色は明度５以下とする。
・金属やガラスなどの光沢性のある素材を大きな面積で用いる場合には、周辺景
観との調和を図る。
・下見板や基礎の石組等には地場材料やそれに類した素材を活用する。
・経年変化により味わい深くなる素材または見苦しくならない材料を使用する。
・通りから自動車が見えにくい構造とし、周辺と調和した入口意匠や外壁仕上げ
とする。
・通りの景観に配慮し、落ち着いた色彩とする。
・規模・数量は必要最小限とし、複数表示又は設置する場合は集合化に努める。
・登り窯の屋根は、周辺景観に配慮し、著しく彩度の高いものは使用しない。

物

位置・規模

・高さは原則１２ｍ以下とする。
・背景の山並みや周辺の緑から突出せず、山並みや眺望が確保されるような配置
とする。
・周囲の景観に違和感を与えない位置・規模とするよう努める。
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・改築等

形態・意匠

・周囲に与える突出感、違和感を軽減するような意匠とする。
・擁壁の表面は石垣仕上げとするよう努める。

色彩

・基調となる色は、落ち着いた色彩とし、周囲の景観との調和に努める。

開発行為
・周辺の緑と調和し、周辺地域に溶け込むようにする。
・歴史的な町の区域では、住宅や宅地開発等を行う場合は、周辺地域の町割りや
町並みと調和した区画割りとする。
・さとの区域では、集落構造等と調和し、農村景観に溶け込む区画割りや菜園付
き住宅とするなどさとの風景にふさわしいものとする。
・森の区域で別荘開発等を行う場合は、近接の集落構造等と調和し、木立や樹間
に溶け込む区画割りとするなど、ゆとりある施設配置とする。
宅地造成の一区画面 ・宅地造成を行う場合の一区画当りの面積は、歴史的な町の区域は２００㎡以上、
積
さとの区域では２５０㎡以上、森の区域では３００㎡以上とする。
・コンクリート擁壁などによる造成は避け造成面や盛土法面が目立たず、自然地
土地造成
形や田園風景に溶け込み、調和するようにする。
・開発面積に対し、以下の割合で森林を保全する。
森林の保全
（１）開発面積が５ｈａ以上の場合、５０％の森林を保全する。
（森の区域）
（２）開発面積が１ｈａ以上５ｈａ未満の場合、４０％の森林を保全する。
（３）開発面積が１ｈａ未満の場合、３０％の森林を保全する。
既存樹林地等の保全
・開発区域内に良好な地域環境を形成している樹林地、水辺空間、優れた樹容を
有する樹木及び貴重な植生が存する箇所がある場合は、それらを保全する。
・高さ１０ｍ以上の既存樹木・竹林は保全し、開発や建築行為に際して伐採しな
いように努める。
・森の区域では開発区域内の地形及び植生の保全に努める。特に以下の箇所に留
意する。
①独立峰の頂部、尾根筋の突端部（平野部や水面に対して突出した鼻等）等、
視覚的に明確な地形を有するもののうち、優れた景観の構成要素となってい
る箇所
②連続した稜線のうち、当該山系の輪郭線を構成している箇所
③優れた樹容を有する樹木及び貴重な植生が生息する箇所
・開発行為によって生じる１５度以上の法面のうち、高さが１．０ｍを超えるも
緑化
のは、樹木を有効に配した緑化修景を行う。
・擁壁、排水施設等の工作物は、周辺の景観と調和した仕上げ、樹木等による緑
化修景を行う。
・駐車場、グランド等広い敷地は、周囲等の適切な箇所に樹木等による緑化修景
を行う。
・宅地分譲に係る開発行為にあっては、建築後、一定の緑地が宅地内に確保され
るよう宅地の規模及び形状を適切に計画する。
・敷地面積５００㎡あたり１本以上の高木を植える。
高木植栽
・敷地内の予定建築物等と樹木が、一体となって調和した景観を形成するよう樹
木を適切に植栽する。
・森の区域では、建物と樹木が調和した美しい里山景観となるよう、開発区域内
の高木等の植栽に努める。
・森の区域では、予定建築物は、主要な道路から見て、相当の緑量を有する樹木
をその前面に植栽する。
緑地の確保（緑地率） ・歴史的な町の区域では敷地面積の１０％以上の緑地を確保する。
・さとの区域では敷地面積の２０％以上の緑地を確保する。
・森の区域では、開発面積３０％以上の緑地を確保する。
・森の区域の傾斜度２０度以上の区域にあっては、開発面積の５０％以上の森林
を保全する。
施設配置
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土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
土地の開墾
（さとの区域および
森の区域）

土石の採取

修復及び遮蔽植栽等

・高さ１０ｍ以上の既存樹木・竹林は保全し、伐採しないように努める。
・コンクリート擁壁などによる造成は避け、造成面や盛土法面が目立たず、自然
地形や田園風景に溶け込み、調和するようにする。
・さとの区域および森の区域では、区域内に良好な地域環境を形成している樹林
地、水辺空間、優れた樹容を有する樹木及び貴重な植生が存する箇所がある場
合は、それらを保全する。
・土石採取跡地等は、原則として適切な防災処置を講じ、道路等から見える場合
は、樹木等による遮蔽植栽を行う。
・森の区域では、自然地形になじむ処置や樹木等による遮蔽植栽を行う。
・遮蔽や修復緑化の樹木は、できる限り郷土種を用い、やむを得ず郷土種を用い
ない場合は、周辺の植生への影響、自然環境との調和等を考慮し、適切な樹種
を選定する。

木竹の伐採
大径木等の保全
修復植栽

・社寺林や大きく育った大木を保全する。
・在来種に基づく地域植生にあった植栽に努める。

屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件の堆積
資材置き場等

・土石、廃棄物、再生資源等を堆積する場合は、周辺の景観に配慮した高さ、規
模とし、原則として樹木の植栽等による遮蔽を行う。

屋外への自動販売機の設置
位置
意匠
色彩

その他設置の方法

・道路からできるだけ後退した位置とし、隣接する建築物の壁面線から突出しな
いように努める。
・企業名、商品名等広告面を極力控えるなど周辺景観との調和に配慮する。
・基調となる色彩については、建築物に付帯する場合は、当該建築物と同系色と
するなど調和した色彩とし、それ以外の場合は、けばけばしくならないよう努
め、周辺景観との調和に配慮する。
・複数機設置する場合は、前面の位置を揃えるなど、乱雑とならないよう配置す
る。
・機能上支障のない程度に、周辺景観との調和に配慮した意匠、材料等の囲いや
覆いを設けるなど修景に努める。
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（３）福住地区
１）区域

図Ⅵ－４ 福住地区区域図
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２）景観形成の基本方針（法第８条第３項関係）
■景観
・福住の町並みは、篠山盆地の東部を流れ
る篠山川支流の籾井川が形成した河岸段
丘上に位置しこれと並行して東西に走る
京街道（山陰旧街道）に沿って形成され
ています。
・福住上から福住下にかけては、京や大阪
との交通の要衝として、近世には本陣、

農村集落（街村）の土蔵が分布する景観

脇本陣そして篠山藩御蔵所が置かれるなど、宿場町として発展してきました。
・川原、安口、西野々は、農村集落として形成され、亀岡藩との藩境の安口に関所が
設けられたこともあって、街道に沿って家々が連なる街村を成しています。
【宿場町】
・宿場町福住は、街道沿いに白壁の商家が連なる町並みを色濃く継承しています。街
道に面して主屋があり、奥に離れや土蔵、納屋が配され、敷間口が広い場合は、土
蔵や別棟が主屋の左右に建ち、いずれも敷地周囲を土塀や板塀が取り囲みます。主
屋は妻入りを主体に平入りが混在し厨子二階、桟瓦葺、壁面は大壁造の漆喰・灰中
塗、側壁に腰板を有する家屋が多くみられます。
【農村集落及び田園地】
・宿場町に比べ敷地に余裕があるため、街道から 1m 以上後退し主屋を配し、生垣等を
有する家屋が多く、全体として密に建て揃った印象は薄く、脇門に前庭など、緑豊
かで落ち着いた町並みを形成しています。特に妻入り、逗子二階、桟瓦葺に加え、
茅葺（鉄板葺）の妻入り平屋建てが混在し、矩勾配の入母屋で四方に桟瓦葺の下屋
が付き、真壁造の壁面の上に大きな三角の妻面が街道に沿って連続する集落景観は、
力強く美しい町並みを形成しています。
・宿場町、農村集落いずれも街道沿の１階軒下部は、縦格子を備え半間下がり２階が
立ち上がる特徴を持っています。
・福住の宿場町と農村は、籾井川の河岸段丘上に形成されており、街村を取り巻く田
園地は籾井川沿いの低地部の農地と集落家屋南側の里山との間に分布する扇状地や
谷筋の農地から構成されています。低地側には福住の町並みと併行してバイパスの
国道 372 号が走り、一部交差する脇道沿いに家屋等の分布が見られますが、大半が
農振農用地のためよく保全され、国道から土蔵等の分布する美しい町並みを見渡す
ことができます。南側の里山間の田園地は、籾井川支流の谷筋による肥沃な水田地
を形成しており、山裾部には圃場整備されていない棚田や畑等も分布しており、自
然地形に沿った美しい山裾の田園景観を形成しています。
・旧街道と併行する籾井川沿いの国道 372 号から田園越しに望むと、河岸段丘を利用
した法や石積みの上に端正な土蔵や甍の載った腰板張りの土塀が連なる景観を形成
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しており、緑豊かな里山を背景に菜園畑の柿の木や畦畔木等で見え隠れしながら家
屋が揃って建ち並ぶ景観は、街村ならではのものです。
■景観形成の方針
・建築物等は歴史的な町並み（重伝建地区）のバッファゾーンとして歴史的な町並み
と調和した景観形成を図っていきます。
・旧街道沿いに連なる町並み景観や屋なみの連続性に配慮した景観形成を推進します。
◆土地利用指針
・造成は、旧街道沿いに連なる町並みや間口、地盤高を尊重し、地形の改変を少なく
する。
・コンクリート擁壁などの造成は避け、自然地形や田園景観と調和させる。
・区域を特徴付けている樹林地や樹木等の貴重な植生を保全する。
・歴史的地物などを保全し、歴史的な景観づくりに活用する。
◆建築指針
・周辺から突出した規模、高さ、間口とならないよう、自然地形や田畑の緑とも調和
し、農村風景に溶け込む建築物とする。
・古民家、土蔵等の伝統的意匠、材料、色彩を参考にして、町並みと調和した形態、
意匠とする。
・屋並みの連続性を確保する。
◆緑化指針
・家屋と竹林の配置や柿木等の中庭・裏庭の樹木など、伝統的な緑化手法を参考に美
しい町並みを形成する。特に旧街道と国道372号からの見え方に配慮する。
・植栽は周辺の植生や景観に調和したものとし、複数の在来種の樹木を用いて緑化を
推進し、美しく潤いのある町並み環境を形成する。
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３）景観形成基準（法第８条第２項第２号関係）
基
項
目
宿場町ゾーン
建 築 物
位置

高さ
規
模

新築・
増築・改築・
移転・外観の修繕・
模様替・
色彩変更

形
態
・
意
匠

・周辺に建築物がある場合は、接道部の軒高や門塀の連続性、周辺建築物との間口
規模の調和を図る。
・背景の山並みや周辺の緑から突出せず、山並みや田
－
園ヘの眺望が確保されるような配置とする。
・１２ｍ以下とする。
・階数は平屋および２階建を基本とする。やむを得ず３階建以上とする場合は、２
階の屋根高さまで下屋を設けるなど、周囲の景観や町並みの連続性に配慮するよ
う努める。

敷地

・余裕ある敷地を確保し、近隣への圧迫感を与えないように努める。

外壁

・古民家等の伝統的意匠や材料、色彩を参考にし、集落家屋と調和した意匠とする。
・町家の間口規模と調和するよう、分棟配置や分節・雁行デザインとする等工夫す
る。
・伝統的な自然系の素材（土壁・木材・竹材・漆喰材等）を用いることを原則とす
る。
・長大な無窓など単調な壁面を作らないよう努める。
・基礎部は周辺の自然景観との調和を図る。
・壁面線は隣接家屋と調 ・道路に面する壁面の位置は、道路境界線からなるべ
和した位置とする
く後退させる。
・入母屋または切妻の勾配屋根とし、屋根勾配や仕上げはその周辺の建築物と類似
した意匠とする。やむを得ずこれによりがたい場合は、周辺と調和するよう配慮
する。
・下屋や塀の連続性の確保に努め、周囲との調和を図る。

屋根

建具
設備

外構

外壁

色
屋根

彩

準
田園集落ゾーン

・出入り口や窓の間口部の建具は、格子やムシコなどの伝統的な様式を基本とする。
・屋外階段は形態、材料、色彩によって建築物との調和を図る。
・給水管、ダクト等は外壁面に露出させないようにする。やむをえず外部に露出す
る場合は、壁面と同色仕上げとする等の措置をする。
・屋上設備は壁面を立ち上げるか、又は木製ルーバー等により適当な覆い措置を講
ずる。措置ができない場合は、通りから見えにくい位置とする。
・敷地境界、道路境界に塀を設ける場合は、板塀、土塀又は生け垣とするよう努め
る。
・擁壁の表面は石垣仕上げとするよう努める。
・通りの景観に配慮し、植栽や花壇などによる敷地内の緑化に努める。
・基調となる色は、漆喰による白色、灰色系又は茶系とし、けばけばしいものは避
けるよう努める。
（１）色相がＲ（赤）系からＹＲ（橙）系は、明度8.5 以下、彩度４以下とする。
（２）他の色相は、明度8.5 以下、彩度２以下とする。
（３）無彩色は明度8.5 以下とする。
・白～黒等の漆喰、土壁、木材は、この限りではない。
・基調となる色は黒、灰色又は茶系もしくはこれらの類似色とする。
（１）色相がＲ（赤）系の５ＲからＹ（黄）系の５Ｙまでは、明度５以下、彩度４
以下とする。
（２）他の色相は、明度５以下、彩度２以下とする。
（３）無彩色は明度５以下とする。
・伝統的意匠の金属屋根の場合、無彩色は明度 8.5 以下とする。
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材料

そ
の
他

駐 車 場 ・通りから自動車が見えにくい構造とし、周辺と調和した入口意匠や外壁仕上げと
する。
等
植栽

新設・
増築・改築等

工

作

・金属やガラスなどの光沢性のある素材を大きな面積で用いる場合には、周辺景観
との調和を図る。
・下見板や基礎の石組等には地場材料やそれに類した自然素材を活用する。
・経年変化により味わい深くなる素材または見苦しくならない材料を使用する。

・旧街道等の接道部の玄関口には敷地のシンボルとなる樹木の植栽に努める。

物

新設・
増築・改築

位置・規模

・高さは原則１２ｍ以下とする。
・背景の山並みや周辺の緑から突出せず、山並みや眺望が確保されるような配置と
する。
・周囲の景観に違和感を与えない位置・規模とするよう努める。

形態・意匠

・周囲に与える突出感、違和感を軽減するような意匠とする。

色彩

・基調となる色は、漆喰による白色、または茶系とし、けばけばしいものは避ける
よう努める。その範囲は建築物の色彩基準に準ずるものとする。
・ただし、航空法その他の法令により色彩について許可等を受けて設置する工作物
並びに広告塔、広告板及び遊戯施設については適用しない。
・周辺の植栽に努める。ただし工場立地法その他の法令により緑化の基準が設けら
れている事業所等に係わるものについては適用しない。

植栽

開発行為
・周辺の緑と調和し、周辺地域に溶け込むようにする。
・住宅や宅地開発等を行う場合は、周辺地域の町並みと調和した区画割りとする。
宅 地 造 成 の 一 区 画 ・宅地造成を行う場合の ・宅地造成を行う場合の一区画当りの面積は２５０㎡
一区画当りの面積は２
以上とする。
面積
００㎡以上とする。
・コンクリート擁壁などによる造成は避ける。
土地造成
・造成面や盛土法面が目立たず、自然地形や田園風景に溶け込み、調和するように、
土の法面又は石垣仕上げを原則とする。
・開発区域内に良好な地域環境を形成している樹林地、水辺空間、優れた樹容を有
既存樹林地等の保
する樹木及び貴重な植生が存する箇所がある場合は、それらを保全する。
全
・高さ１０ｍ以上の既存樹木・竹林は保全し、開発や建築行為に際して伐採しない
ように努める。
・開発行為によって生じる１５度以上の法面のうち、高さが１．０ｍを超えるもの
緑化
は、樹木を有効に配した緑化修景を行う。
・擁壁、排水施設等の工作物は、周辺の景観と調和した仕上げ、樹木等による緑化
修景を行う。
・駐車場、グランド等広い敷地は、周囲等の適切な箇所に樹木等による緑化修景を
行う。
・宅地分譲に係る開発行為にあっては、建築後、一定の緑地が宅地内に確保される
よう宅地の規模及び形状を適切に計画する。
・敷地面積５００㎡あた
・敷地面積２５０㎡あたり１本以上の高木を植える。
高木植栽
り１本以上の高木を植
える。
・敷地内の予定建築物等と樹木が一体となって調和した景観を形成するよう樹木を
適切に植栽する。
・敷地面積の１０％以上
・敷地面積の２０％以上の緑地を確保する。
緑地の確保（緑地率）
の緑地を確保する。

施設配置

- 68 -

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
土地の開墾

土石の採取
修復及び遮蔽植栽
等

・高さ１０ｍ以上の既存樹木・竹林は保全し、伐採しないように努める。
・コンクリート擁壁などによる造成は避け、造成面や盛土法面が目立たず、自然地
形や田園風景に溶け込み、調和するように、土の法面又は石垣仕上げを原則とす
る。
・土石採取跡地等は、原則として適切な防災処置を講じ、道路等から見える場合は、
樹木等による遮蔽植栽を行う。
・遮蔽や修復緑化の樹木は、できる限り郷土種を用い、やむを得ず郷土種を用いな
い場合は、周辺の植生への影響、自然環境との調和等を考慮し、適切な樹種を選
定する。

木竹の伐採
大径木等の保全

・社寺林や大きく育った大木を保全する。

修復植栽

・在来種に基づく地域植生にあった植栽に努める。

屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件の堆積
資材置き場等

・土石、廃棄物、再生資源等を堆積する場合は、周辺の景観に配慮した高さ、規模
とし、原則として樹木の植栽等による遮蔽を行う。

屋外への自動販売機の設置
位置

・隣接する建築物の壁面から突出しないように努めるものとする。

※緑化等に使用する樹木は、美しい丹波（緑条例ガイドライン）の「丹波に適した樹木」を原
則とする。
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４．里づくり地区
丹波篠山市里づくり条例に基づく里づくり計画の内容により、景観形成を図ります。
各地区の里づくり計画における景観形成の方針及び景観形成基準に基づき景観誘導を
図ります。現時点における里づくり計画の策定状況は以下のとおりです。
地区名

策定年月

策定主体

野中地区

平成１０年３月

野中地区里づくり協議会

北野新田地区

平成１１年３月

北野新田地区里づくり協議会

日置地区

平成１４年３月

日置地区里づくり協議会

乗竹地区

平成１６年３月

乗竹地区郷づくり協議会

黒田地区

平成１６年３月

黒田地区里づくり協議会

野間地区

平成１６年３月

野間里づくり協議会

味間奥地区

平成２０年３月

味間奥里づくり協議会

上立杭地区

平成２６年５月

上立杭地区里づくり協議会

宇土地区

平成３１年３月

宇土里づくり協議会

油井地区

平成３１年３月

油井里づくり協議会
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第７章 屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に
関する行為の制限に関する事項
丹波篠山市は、地勢や土地利用に応じて周辺環境との調和を大切にし、農の都にふさわ
しい農地と建物が一体となった緑豊かな景観形成を推進しています。
屋外広告物は、良好な景観形成を進める上で重要な要素の１つであり、周辺環境と調和
し、地域のまち並みに配慮した表示・掲出が必要です。また、広告物として見やすく、分
かりやすい表示や市民生活に寄与する安全な広告物が求められます。近年では、地域のま
ちづくりと連携し、建築物との調和やまち並みとしての統一感を意図した、良好な広告も
見られるようになっています。
このため、丹波篠山市では、伝統的な町並みとの調和やまとまりが感じられる市街地の
賑わいと風格づくり、広がる田園や里山、集落環境との調和等、丹波篠山市の目指す総合
的な景観形成の考え方に基づき、屋外広告物の考え方と方針を以下のように定めます。

１． 景観形成に寄与する屋外広告物の方針
（１）屋外広告物の基本目標
緑の山並みに囲まれた美しい田園景観や歴史的な町並みを保全し、集落のたたずまいや
田園への眺望性を維持継承し、良好な沿道景観や周辺と調和した市街地の景観形成を図る
ため、市全域を対象として必要な規制・誘導を推進します。

屋外広告物の基本目標
景観調和
わかりやすさ
見やすさ

安全へ
の配慮

① 地域の景観と調和した広告
屋外広告物のデザインは、設置される地域や場所によっても大きく異なります。設
置しようとする場所がどのような場所で、どのような場所から見せようとしている
のか、地区の特性や見え方に合せた配慮が必要です。丹波篠山市では、丹波篠山ら
しいまちづくりに寄与し、農都丹波篠山にふさわしい景観を形成し風致を維持する
ため、地域特性に応じて屋外広告物を規制・誘導していきます。
② わかりやすく、親しみやすい広告
地域の景観との調和や市民にわかりやすいデザインの屋外広告物を設置すること
が、信頼を高め利用されやすくなります。自らの姿勢を真摯にセンスよく表現し、
屋外広告物をわかりやすく、親しみやすいデザインに誘導します。
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③ 安全への配慮
屋外広告物は、長期間屋外に設置されることから、補修等の必要な管理を怠らない
ようにし、適切な管理により市民への危害防止に努め、良好な状態を維持していく
必要があります。同時に、信号機や道路標識への視認妨害、あるいは交差点におけ
る見通し不良等、道路交通に支障をきたさないようにしなければなりません。市民
の安全に資するよう責任ある維持管理及び適正な屋外広告物の設置を誘導します。

（２）区域区分別屋外広告物の考え方（ゾーン別方針）
丹波篠山市では、良好な景観や風致を維持するため屋外広告物法を踏まえた上で、景観
計画区域の地域特性に合わせて屋外広告物を規制・誘導していきます。
① 歴史的な町の区域の考え方
丹波篠山市の中心市街地は、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されるなど、
城下町としての歴史的な町並みが良く残っています。また旧街道沿いには、宿場町
等の面影を伝える町並みも残っています。このため、歴史的な町の区域では、町並
みと調和するように、建物の間口や通りとしてのまとまり、町並みとしての連続性
に配慮し、町並みから突出した屋外広告物は設置しないようにします。
特に歴史的な町並みが色濃く残り、基準に適合した町並み修復が計画的に行われて
いる重要伝統的建造物群保存地区や文化財周辺については、より一層町並みや文化
財と調和した屋外広告物の規模、色彩等とするため、当該地区を対象に特に町並み
形成に配慮した個別の基準を定めます。
② まちの区域の考え方
急速な電子メディアの普及に伴い近年では費用対効果から屋外広告物の掲出を控
える場合も見られます。中には景観や地球環境等への配慮や社会貢献を強く打ち出
し、企業イメージを向上させる事業者も多くなっています。屋外広告物は、うまく
活用すれば、企業イメージだけでなく、地域の活気や町のイメージを向上させる効
果もあります。わかりやすく適切な情報を表示し、丹波篠山にふさわしい優れたデ
ザインの屋外広告物は、まち全体の景観の質の向上やイメージアップにもつながり
ます。
「まちの区域」では、必要な広告物を一定のルールの下に積極的に活用し、まちを
彩る魅力的な景観づくりに寄与させていきます。
但し、多くの屋外広告物の設置が予想される丹南篠山口 IC 周辺（IC 周辺地区）や
沿道市街地（沿道環境等地域）、市民が日常生活し落ち着いた生活環境が必要な住宅
地（住環境地域）については、求められる環境像に応じて屋外広告物の基準を定め
ていきます。
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③ さとの区域の考え方
丹波篠山の田園や集落の区域は、美しい田園景観や豊かな自然環境を有する区域に
なります。里山や集落への見通しや幹線道路や市街地等からの眺望性と背景の田園
や山並みに配慮しながら、集落家屋と調和する必要最小限度の規模に留めることが
必要です。ただし、集落には、店舗や事業所等の施設も立地していますので、施設
への誘導や案内は必要なため、家々に囲まれた沿道の領域内（道路空間内）に適度
に収まる規模にしていく必要があります。
なお、さとの区域の幹線沿道には、コンビニ等の店舗や生活利便施設が立地してい
る所もあります。こうした区間では、華やかにしようと思うあまり周辺環境に不釣
合いな過剰な規模や表現の屋外広告物も見られることから、周囲の田園環境とも調
和する規模のルール化を図ります。
④ 森の区域の考え方
森の区域は、施設がほとんど立地していない区域になります。このため、峠道や分
かれ道で道に迷わないための誘導や、県立自然公園、里山等の森の自然や緑とのふ
れあい活動等に伴う屋外広告物が対象となります。豊かな森林や里山の区域ですか
ら、屋外広告物は、森の中に包まれ、地形や植生等の自然と調和したデザインが求
められます。このためこの区域内に設置する広告物は、周辺樹林や樹木とのバラン
スに配慮し、森の中に包まれるよう、出来る限り必要最小限の大きさに留める必要
があります。
⑤ 広がる田園景観を保全する
農村部の沿道区域の中には、施設がほとんど立地していない農用地の中を縦貫する
幹線道路もあります。特に丹波篠山市の中心市街地でもある旧城下町を取り囲むさと
の区域の幹線沿道は、丹波篠山特有の田園と中心市街地のメリハリのある土地利用の
景観を継承する上で大切な環境となっています。農の都にふさわしい景観を形成する
ためにも沿道左右に広がる田園の区域では、田園沿道区域として新たに区域を指定し、
田園景観の保全を図っていきます。
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２． 屋外広告物等の表示等に関する制限
農の都にふさわしい美しい田園風景を保全し、良好な景観形成を図るため、丹波篠山市
屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置につい
て、土地利用の状況に応じて区分します。

（１）地域種別
・丹波篠山市では、景観計画の区域区分を基本として、土地利用の状況に応じて、次の７
種に区分し、地域の特性を踏まえて基準を定めます。
・屋外広告物を掲出する場合は、原則市長の許可を受ける必要があります。

■地域種別及び方針
項目
種別

地域の考え方

対象地域

自然環境と調和した景観形成

第１種地域

を図る地域

森の中に包まれ、自然や周
森の区域を中心とする

（自然環境地域）

第２種地域

歴史的な町並みと調和した景
観形成を図る地域

第３種地域
第４種地域

第５種地域

第６種地域

（歴史環境地域）

屋外広告物の方針

辺環境と調和する大きさや
形とする

伝統的建造物群保存地区

建物の間口や通りとしての

の地域とする

まとまり、町並みとしての連

歴史的な町の区域、歴史

続性に配慮し、町並みから

地区の地域とする

突出したものとしない

住環境等に配慮した落ち着き

住居専用地域、景観計画

のある景観形成を図る地域

の沿道地区で指定する地

（住環境地域・IC 周辺地区）

域

沿道景観に配慮した景観形成

国道、主要県道の沿道、

を図る地域

鉄道の沿線及び河川の付

（沿道環境等地域）

近などで指定する地域

田園景観に配慮した景観形成

さとの区域を中心とする

田園への眺望性に配慮

を図る地域

眺望環境を有する地域と

し、沿道の領域内（街区

（田園環境地域）

する

空間内）に適度に収める

住環境や間口規模に配慮
した大きさ等とする
統一感のある沿道景観の
形成に向けて過剰なデザ
インにならないようにす
る

必要な広告物を一定のル

第７種地域

市街地を形成する地域

まちの区域等の市街地環

ールの基に積極的に活用

（市街地）

境を有する地域とする

し、魅力的な景観形成に
寄与する
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（２）田園沿道区域
丹波篠山市の市街地の周囲やさとの区域には、美しい田園景観が広がっています。その中を
縦横断する幹線道路は、車で来訪する方々へ丹波篠山の景観の印象を付与する大切な区域であ
り、市民にとっては、丹波篠山の原風景を形成する大切な田園地となっています。このため、
主要な幹線道路のうち、沿道にまとまりある農地（農用地等）が広がる田園景観を保全するた
め、「田園沿道区域」を指定し、道路沿いの広告物について規制する基準を定めます。

■対象区域及び方針
項目
区域

田園沿道区域

地域の考え方

対象とすべき地域
（道路名）

・市道杉西吹線
・西紀丹南線
・市道口阪本花尾線
幹線の沿道に農
・市道篠山西紀線
地が広がり田園
・県道本郷東浜谷線
風 景 が 眺 望 で き ・市道城西線
る地域
・県道池上杉線
・県道三田篠山線
・国道 372 号
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屋外広告物の方針

沿道のまとまりある農地が広
がる田園景観を保全する
田園景観の眺望に配慮し、沿道
区域における案内誘導広告物
及び野立広告物の掲出は、原則
禁止とします

第８章

景観まちづくりに向けて

１．協働による景観まちづくりの推進
丹波篠山市では、環境美化作業、河川沿いの植樹や花づくり運動などの緑化活動、里
山や竹林の整備活動、地区単位のまちづくり活動、古民家再生の取り組みなど、従来か
ら市民主体の様々な取り組みが行われています。丹波篠山市の景観は市民や団体による
これらの地道な取り組みにより形成され、継承されています。
景観法では景観形成にかかるルールだけではなく、行政・市民・事業者の責務や景観
まちづくりに関する支援措置についても定められています。景観まちづくりは行政の取
り組みだけでは実現できるものではありません。行政、市民、事業者協働による景観ま
ちづくりの取り組みが必要です。また、市民、事業者の景観まちづくりの取り組みを支
援することが行政の重要な役割です。今後は第２次丹波篠山市総合計画に基づき、市の
様々な関連施策と連携を図りながら、丹波篠山の良好な景観形成を実現するための景観
まちづくりのシステムづくりや支援策について検討していきます。
（１）役割

１

市民

① 丹波篠山市の主役は市民です。日々の暮らしの中で花を育てる、家の周りをきれい
にする、庭や農地等の適正な管理など、景観まちづくりの主体として、良好な景観
形成に積極的に取り組みましょう。
② 市民が暮らす地域の景観の価値に気づくことが、景観まちづくりの第一歩です。丹
波篠山市の資産となる景観資源を保全･活用し、将来に引き継いでいくために、一人
ひとりが景観の大切さに気づき、その思いを共有して景観形成の取り組みを進めま
しょう。
③ 景観に関するフォーラムや学習会に積極的に参画し、景観まちづくりについての意
識を高めていきましょう。

２

地域や市民団体、事業者など

① 地域住民等が共に取り組むことにより一層効果が期待できる活動があります。日ご
ろ地域で取り組まれている環境美化や農地、社寺林および里山などの維持管理など
を通じて、地域で共有してきた「ふるさと景観」を守り、育てましょう。
② 地域の個性を生かした地域主体のまちづくり計画策定や景観に関する学習会の開催
など、良好な景観形成に関する自主的・創造的な活動を推進しましょう。
③ 事業者は行政の景観まちづくり施策に協力し、市民や行政とともに積極的に良好な
景観形成に取り組みましょう。
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３

専門家等

① 景観まちづくりには専門家等による景観形成に関する知識が必要です。専門家は専
門知識を活かし、景観まちづくりの取り組みに積極的に協力しましょう。

４

行政

①

良好な景観形成に関する市民や事業者等への啓発普及および情報の発信に努めます。

②

丹波篠山市景観計画における景観形成基準に基づき、建築行為等の届出への助言・
指導を行うことにより良好な景観形成を図ります。

③

良好な景観形成への先導的役割を有する公共施設整備等にあたり、景観の質の向上
に積極的に図ります。

④

景観法には地域の良好な景観形成を実現するための様々な制度について定められて
います。行政はこれらの制度を積極的に活用し、丹波篠山の良好な景観形成に取り
組みます。

⑤

市民や地域の積極的な景観形成に関する取り組みが継続して行えるよう、市の様々
な施策と連携しながら支援制度の整備を図っていきます。

（２）地域と連携する景観まちづくりの推進

１

多様な主体で景観づくりを担おう

それぞれの責務の自覚の上に、市民、NPO、大学、事業者等の多様な人々が主体的に地
域への誇りや愛着を持って景観づくりに取り組めるよう、行政は「まちづくり協議会」等、
地域においてまちづくり活動に取り組む団体と連携して景観づくりの活動環境を整えてい
きます。例えば、景観まちづくり施策を地域の活性化方策の大きな方針のひとつに景観を
位置づけてもらうことにより、地域と連携した景観形成を図ります。

２

丹波篠山の自然や地域の歴史文化に根ざした景観まちづくりに取り組もう

景観は、総合的な地域の姿を映す鏡です。里山、農地、河川、建物等の景観要素を個別
に捉えるのではなく、広がる農地と集落家屋のたたずまいや地域の歴史的資産等、複数の
景観要素を有する地域全体で景観を捉えることが大切です。
行政は地域の人々が景観の価値を共有化し、地勢や歴史・文化、集落の空間構造等を活
用しながら、地域に根ざした景観を守り育てることができるよう、地域とともに普及啓発
に取り組みます。また、地域の持続的な発展や地域力の向上、市民生活の豊かさに結びつ
くような総合的な地域づくりとして、その一翼を担う景観まちづくりを推進していきます。
具体的には地域の課題解決、活性化及び望ましい地域の将来像の実現に向け、定住促進、
自然環境の保全、特産開発、都市との交流、地域福祉や防災等の施策と連携した取り組み
として地域の実情に応じた景観まちづくりを展開していきます。
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（３）景観まちづくりの取り組みへの支援

１
①

普及啓発と情報発信
地域にとって大切な景観を知ることが、良好な景観を守り、育むことの第一歩です。
景観の大切さや景観形成の取り組みの必要性について理解が得られるよう、普及啓
発に努めます。
例）景観学習会や散策会（まち歩き）等の開催

②

フォーラムの開催や学習会の開催を通して市民が景観についての知識を深めること
ができるような機会を積極的に設けます。
例）景観フォーラム、まちづくりカフェ等の開催

③

丹波篠山の景観の素晴らしさを一人でも多くの人に知ってもらえるよう、丹波篠山
市内外に向けた景観に関する情報の発信に努めます。
例）絵画･写真コンクール、展示会、景観100景の募集等

２
①

景観資源の保全と活用への支援
景観資源は市民共有の資産です。先人から受け継いだ景観資源を失うことなく、次
代へ引き継いでいけるよう、保全・継承に努めます。

②

農の営みにより形成されてきた農村風景や地域の身近にある文化財や町並みを景観
資源と捉え、それらを活用することにより、市民が地域に誇りや愛着を持つことが
できる景観まちづくりを推進します。

③

景観資源の有効活用は、観光等の地域間の交流を促進し、地域の活性化につながり
ます。市民や地域等の景観資源の保全と活用による魅力的な景観まちづくりを支援
していきます。

３
①

景観まちづくり活動への支援
景観まちづくりの実現には市民等の持続的な取り組みが求められます。多様な人々
が地域への愛着を持って、自発的、継続的に景観まちづくりに取り組めるような仕
組みづくりを進めます。
例）景観まちづくり協議会の設置等

② 市民の日常的な景観形成の取り組みを育み、市民や事業者等の主体的な活動がより活
発になるような支援体制を検討します。
例）助成制度、表彰制度、アドバイザー派遣、景観マイスター登録制度等
③ 地域の取り組み熟度に応じて段階的、継続的に地域の景観まちづくりを多方面から支
えます。すでに活動が進んでいるところには、よりうまく取り組めるような支援、こ
れから種をまいて育てようとするところにはそれに応じた支援といったように活動
主体の成熟度に合わせて、継続的に支援できるような、体系的で柔軟な支援の仕組み
を検討します。
例）アドバイザー派遣、講師派遣、専門家派遣等
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④

地域団体等が主体的に景観まちづくりに関する活動を展開するためには、景観に関
する様々な情報を得ることができ、多様な交流によって地域の景観まちづくりに取
り組むことができるような環境づくりが必要です。まちづくり活動の情報交換や連
携の場を設けてネットワーク化を図り、地域団体と企業やＮＰＯ等が連携したまち
づくり活動の実現を目指します。
例）景観まちづくり協議会の設置、景観まちづくりプラットホーム※の設置等

４
①

人材育成
私たちの資産である景観を守り、創り、継承するためには、景観づくりを担う市民
一人ひとりが景観に対する意識を高め、様々な経験を重ね、知識や技術を高めてい
くことが必要です。景観づくりの担い手となる市民、事業者、専門家、行政職員を
育て、相互に意識や技術を高めあえるような人材育成の取り組みを進めます。
例）景観市民大学、まちづくり学習講座、景観マイスター登録制度等

②

人材育成は子どもから始まります。次代を担う子どもたちが景観についての知識を
深めることができるよう、学習の機会を積極的に作っていきます。
例）景観資源活用や町並み等を活かした総合学習の展開等

③

景観まちづくりには専門家の知識が欠かせません。適切な場面で専門家が景観まち
づくりに関与できるような仕組みを整えます。専門家の関与により景観の質の向上
および景観形成に取り組む市民、事業者等、行政職員の意識や技術を高めていきま
す。
例）景観まちづくり協議会の設置、景観市民大学等

２．景観法に基づく各種制度の活用
景観法には、市民と共に地域の景観まちづくりを行なっていく上での仕組みが用意さ
れています。
例えば市の景観条例で定める団体は景観計画の策定や変更を提案することができると
定められています。また、行政に代わってあるいは行政とともに良好な景観の形成に取
り組む主体として、公益法人やＮＰＯ法人のうち一定の業務を適正かつ正確に行えるも
のを景観整備機構として指定することができるとされており、これらの団体の積極的な
取り組みを推進することができます。
このほか、全員合意のもとに地域の良好な景観形成のための協定（景観協定）を定め
ることができます。また、景観農業振興地域整備計画では、指定した景観整備機構に耕
作放棄された農地等を利用する権利を認めることで、良好な景観の形成を図っていくこ
とができます。
市民と共に景観まちづくりを進める上でも、積極的な制度の活用に努めていきます。

※

景観まちづくりに関する情報交換や景観まちづくりに関わる人々の出会いの場。
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３．庁内連携による景観まちづくり
良好な景観形成による景観まちづくりは、市の組織全体で取り組まなければ実現でき
ません。このため、横断的に景観に関する施策に取り組むことができるよう、庁内にお
ける様々な施策と連携しながら景観まちづくりを推進していきます。

４．景観法に基づく景観形成の主な施策
（１）景観重要建造物・景観重要樹木の指定の方針（法第８条第２項第３号関係）

１）景観重要建造物
本市の景観を形成していく上で重要な要素となる建築物や工作物については、丹波
篠山市歴史文化基本構想の調査に基づき、指定候補をリスト化した上で、保全継承し
地域で活用することを基本に、随時景観重要建造物の指定に努めていきます。
景観重要建造物は所有者の意見を尊重して指定します。指定されると、良好な景観
を維持していくため、適正な管理が求められます。増築や改築、外観を変更すること
となる修繕等を行う場合は市長の許可が必要となります。また、建物や土地の利用を
制限されることになりますが、相続税の評価において利用上の制限の程度に応じて適
正に評価されます。

２）景観重要樹木
本市の景観を形成していく上で重要な要素となる樹木について景観重要樹木の指定
に努めます。
景観重要樹木は所有者の意見を尊重して指定します。指定されると、良好な景観を
維持していくため、適正に管理していただきます。樹木の伐採や移植を行う場合は市
長の許可が必要となります。

（２）景観重要公共施設の整備に関する事項（法第８条第２項第４号ハ関係）
河川や道路などの公共施設は、景観を構成する重要な要素であるとともに、民間事
業者や市民に対し、良好な景観のモデルを示す先導的な責務があります。
このため、本市では良好な景観の構成要素となっていたり、整備することにより、
良好な景観を形成することができる公共施設については公共施設管理者と協議を行い、
景観重要公共施設として位置づけ、整備に関する事項や占用等の許可基準などを定め、
関係機関等と連携しながら地域にふさわしい景観形成を促進していきます。
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（３）景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項（法第８条第２項第４号ニ
関係）
景観農業振興地域整備計画とは、景観と調和のとれた良好な営農条件を確保するた
めに、対象とする区域、その区域内における土地の農業上の利用に関する事項、農業
生産の基盤の整備および開発に関する事項、農用地等の保全に関する事項、農業の近
代化のための施設の整備に関する事項について、一体的に定めるものです。
丹波篠山の景観の重要な資源である田園農地は、農用地の保全策が進められるだけ
で、
「景観」としての支援策は実施されていないのが現状です。良好な田園景観を保全
するため、生業を含めた農業を維持継承する仕組みや体制および支援策について、市
の農業施策との連携を図りながら、地域住民および農村景観の保全に問題意識を持っ
て活動を推進する団体とともに検討を行います。
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