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

- 42 -

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
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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。

- 60 -

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
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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

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

- 70 -

