神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例施行規則
及び告示（緑化基準）の一部改正の概要

１．背景・目的
神戸市では、持続可能な社会の構築と地球環境の保全を図ることを目的に、平成 24 年３月「神
戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例（以下、
「条例」という。）」を制定し、また、
同年６月「施行規則及び告示（緑化基準）」において、建築物及びその敷地による環境への負担
の低減及び潤いと安らぎのある豊かな都市空間の整備等の措置に関し必要な事項を定めること
により、建築物とその敷地の緑化を促進する取組みを進めてきました。
しかしながら、この緑化基準は平成 14 年に制定された「環境の保全と創造に関する条例（兵
庫県条例）」からの移行基準（同じ基準）となっており、緑化義務基準は適用されるが届出が不
要となる場合があるため、必ずしも質の高い確実な緑化の推進が図られない状況にあります。
また、本市の特徴として、特に市街地において高密度な土地利用がなされていることや、景観
に配慮した質の高い緑化が必要とされていることなどから、神戸の特性に合った独自の緑化基準
が必要となっていました。
よって、本市では平成 25 年度から庁内関係部局や緑の専門家で構成される研究会で議論を重
ね、また、第３者機関である審議会の意見等を踏まえながら、緑化基準の総合的な見直しの検討
を行い、この度、当該基準を規定している条例施行規則及び告示の一部改正を行いました。

２．改正の概要
(１)緑化の確実な推進に向けた見直し［施行規則改正］
〇届出対象となる建築物等の規模の引き下げ
現在届出を受けていない規模の計画についても緑化の質の向上、確実な緑化の推進を図るた
め、現行の敷地緑化基準の適合義務対象となっている敷地面積 1,000 ㎡以上の計画のうち、建
築面積の合計が 500 ㎡以上（現行：1,000 ㎡以上）の計画について届出対象とします。また、
増築及び改築時の届出対象についても、同様の見直しを行いました。なお、特定工場等(※1)
については、現行基準と同様とし、変更ありません。
(※1) 特定工場等：環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)第 118 条第 2 項に規定する
特定工場等又は工場立地法第 6 条第 1 項に規定する特定工場
見直し前
見直し後
緑化義務基準の対象
届出義務の対象

・建築面積 1,000 ㎡以上の建築物
・敷地面積 1,000 ㎡以上の敷地
建築面積 1,000 ㎡以上の新増改築

同左（変更なし）
建築面積 500 ㎡以上の新増改築(※2)

敷地面積が 1,000 ㎡でも、
左記の場合、
[例]
建築面積が 800 ㎡であれば、
建築面積が 500 ㎡以上なので、
基準建蔽率が
届出不要（敷地緑化義務あり）
届出要
80％の場合
(※2) 敷地面積 1,000 ㎡以上のものに限る。
また、特定工場等については変更なし（建築面積 1,000 ㎡以上の新増改築）

(２)神戸市の特性に合った独自基準の創設［告示改正］
①多様で多層的な緑化への誘導
緑地の面積の算定方法について、景観の観点からも緑の質の向上を図るため、地被植物等に
よる平面的な緑地面積の算定に加え、高木等による立体的な緑を緑地面積として重複加算でき
るようにすることにより、多層的な緑を誘導します。別図１参照
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また、申請者が建築物の計画に応じ、より適切な緑化の方法を選択できる使いやすい基準に
するため、建築物緑化と敷地緑化の算定方法を原則統一するとともに、樹木の規格基準を整理
したうえで樹高等に応じた複数の算定基準を新たに設定し、申請者の計画の自由度を向上させ
ます。
[植栽基準の見直し]
見直し前
地被植物等で
被われている面積

建
築
物
緑
化

敷
地
緑
化

次のいずれか
(1)10 ㎡当たり高木 1 本以上
(2)20 ㎡当たり高木 1 本以上、
及び低木 20 本以上
(3)地被植物等で
被われていること

見直し後
次のうちの合計面積[重複加算可]
＜共通＞
〇高木(樹高 7.0m 以上) 1 本＝30.1 ㎡(樹冠のみなし面積)
〇高木(樹高 5.5m 以上) 1 本＝21.2 ㎡(
〃
)
〇高木(樹高 4.0m 以上) 1 本＝13.8 ㎡(
〃
)
〇高木(樹高 2.5m 以上) 1 本＝ 8.0 ㎡(
〃
)
〇中木(樹高 1.0m 以上) 1 本＝ 3.8 ㎡(
〃
)
（以上の樹冠のみなし面積は重複加算不可）
〇低木で被われている面積
〇地被植物等で被われている面積
〇容量 100L 以上のプランター等の面積
⇒ 〇容量 40L 以上のプランター等の個数×1.0 ㎡
統 (道路等公共空間から見える位置に限り、
合計 10 基まで)
合 〇生垣の水平投影面積＋立面積
＝[(延長×0.5m)＋(延長×1.2m)]㎡
（ただし、植栽時の高さ 1m 以上に限る）
＜建築物緑化の場合＞
〇壁面緑化の立面積
（植物で覆われた面積（高さ×幅）、ただし、
高さの取り扱いについては、下記 2.(2)②による）
＜敷地緑化の場合＞
〇フェンス等緑化の立面積＝[延長×1.2m]㎡
（ただし、敷地緑化面積の 1/2 までに限る）

②公共空間から見える壁面緑化の優遇・評価の適正化
公共空間から見える緑を増やし、景観の観点からも緑の質の向上を図るため、建築物緑化に
おいて道路等公共空間に面する壁面に壁面緑化を行った場合、壁面緑化の面積に加え、さらに
その 1/2 を建築物緑化における緑地の面積に加えることができる優遇規定を新たに設けました。
ただし、壁面緑化の高さについては、十分な高さまで面的に被われるには相当な時間を要す
ることや、植栽基盤や気象条件により生育不良となる例も見受けられることから、高さ４ｍ以
上の補助資材を設置した場合でも植栽時４ｍに満たない場合は４ｍとみなします。別図２参照
③鉢・プランター等による身近で小規模な飾花の新たな評価
「神戸市緑の基本計画」において推進している“ガーデン型の緑化”を適正に評価するため、
一定の条件を満たす鉢やプランターによる飾花について、緑地の面積に算入できることとしま
した。また、その趣旨を満たすため、敷地緑化における緑地の面積の最低基準（「10 ㎡を超え
る区画されたもの（現行）
」
）を廃止しました。別図３参照
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(３)その他の見直し
①建築物緑化(屋上・壁面)における緑化面積の算定方法の見直し［告示］
改正前の建築物緑化では、
「屋上面積（人の出入り及び利用可能な部分）×20％以上(現行)」
を緑化する基準となっていましたが、屋上に「人の出入り及び利用可能の部分」が無い場合に
は建築物緑化の基準は適用されないことや、「人の出入り及び利用可能な部分」の基準があい
まいであるため申請者に不公平感が生じていることが課題となっていました。そのため、現行
のあいまいな基準を明確化・単純化し申請者が公平かつ簡単に緑化計画を作成できるよう、建
築物の緑化基準の算定方法を「建築面積×５％以上(新)」に変更しました。別図４参照
②既存不適格敷地における増改築時の敷地緑化基準の見直し［告示］
増改築時における敷地緑化については、「敷地全体に対する空地面積(※1)」の一定割合以
上を緑化する必要がありましたが、敷地緑化の義務対象となる以前に建築された建築物の敷地
（既存不適格敷地）の空地においては、すでに緑地以外での利用がなされているため変更が難
しく、敷地全体に緑化義務を課すのは市民・事業者にとって負担が大きいという実態がありま
した。
よって、改正後の敷地緑化基準については市民・事業者の負担軽減の観点から、既存不適格
敷地に限り、新たな増改築行為に対する応分の負担として「増改築面積に応じた敷地面積(※
2)」の一定割合以上を緑化すれば良いこととしました。別図５参照
(※1)空地面積：敷地面積 ×(１－基準建蔽率)
(※2)増改築面積に応じた敷地面積：増改築に係る建築面積 / 基準建蔽率
③緑化が著しく困難な部分の取扱いの見直し［告示］
現行基準では、工場におけるトラックの駐車スペースや車路、学校等における運動場など緑
化が著しく困難な部分については当該部分の面積を「敷地面積」から除外することとしていま
したが、「敷地面積」から緑化困難部分の面積を除外しても、当該緑化困難部分に緑化義務が
残ってしまう場合があり、緩和規定の趣旨にそぐわないため、緑化困難部分（既存不適格敷地
において増改築を行う場合についてはその一部）については緑化基準の計算の基礎となる「空
地面積」から除外できることとしました。
また、機械式駐車場の部分など構造上緑化することが著しく困難な部分などで市長がやむを
得ないと認める部分についても、同様の適用除外規定を追加しました。別図６参照
④その他、取扱いの変更・明確化［告示］
建築物緑化及び敷地緑化の緑地面積の相互振替をより柔軟に運用できるよう文言の変更を
行うとともに、複数の用途が混在する建築物に対する基準の取扱いについて「過半の用途で基
準の適合を判断する」旨の規定を明記するなど、取扱いを変更・明確化するための改正を行い
ました。
⑤届出等様式の変更［施行規則］

３．施行期日
平成29年４月17日に公布、平成30年６月１日に施行します。

４．今後の取組み
・「緑化ガイドラインの策定」
緑化基準改正に伴う「緑化計画作成の手引き」の策定及び“神戸らしい緑化”について具体的
な樹種の例示・事例などを用い分かりやすく解説された「緑化ガイドライン」を策定すること
により、質の高い“神戸らしい緑化”への誘導を図っていきます。
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᪤Ꮡ㒊ศ

䚽ᇶ‽ไᐃᚋ᭱ึ䛾ቑᨵ⠏䛻䛚䛔䛶୍ᗘ䛻ᇶ‽㐺ྜ

㻔ᘓ⠏㠃✚䠖㻝㻘㻜㻜㻜䟝㻕

㻔ᘓ⠏㠃✚䠖㻞㻘㻢㻜㻜䟝㻕

䠷ᚲせᩜᆅ⥳㠃✚䠹
䠙䠄ᩜᆅ㠃✚䠅㽢䠄䠍䠉ᇶ‽ᘓⶸ⋡䠅㽢䠄ᚲせ⥳⋡䠅
䠙䠄㻢㻘㻜㻜㻜䟝䠅㽢䠄䠍䠉㻜㻚㻢䠅㽢㻡㻜䠂
䠙 㻝㻘㻞㻜㻜䟝

ᩜᆅ㠃✚䠖㻢㻘㻜㻜㻜䟝
䠄ᐇ✵ᆅ䠖㻞㻘㻠㻜㻜䟝䠅

㼇ぢ┤䛧ᚋ㼉
ぢ┤䛧ᚋ
䚽ቑᨵ⠏䜢ዎᶵ䛸䛧䛯ẁ㝵ⓗ䛺ᇶ‽㐺ྜ
䠷ᚲせᩜᆅ⥳㠃✚䠹
䠙䠄ቑᨵ⠏䛻ಀ䜛ᘓ⠏㠃✚䛻ぢྜ䛖ᩜᆅ㠃✚䠅㽢䠄䠍䠉ᇶ‽ᘓⶸ⋡䠅㽢䠄ᚲせ⥳⋡䠅
䠙䡗䠄ቑᨵ⠏䛻ಀ䜛ᘓ⠏㠃✚䠅䠋䠄ᇶ‽ᘓⶸ⋡䠅䡙㽢䠄䠍䠉ᇶ‽ᘓⶸ⋡䠅㽢䠄ᚲせ⥳⋡䠅
䠙䠄㻝㻘㻜㻜㻜䟝䠋㻜㻚㻢䠅㽢䠄䠍䠉㻜㻚㻢䠅㽢㻡㻜䠂 䠙 㻟㻟㻟䟝

ูᅗ䠒

⥳ᅔ㞴㒊ศ䛾ྲྀᢅ䛔䛾ぢ┤䛧䛻䛴䛔䛶䛾ཧ⪃

䛆᮲௳䛇
ᩜᆅ㠃✚䠖㻝㻘㻜㻜㻜䟝䚸ᇶ‽ᘓⶸ⋡䠖㻢㻜䠂䚸⏝㏵䠖㠀ఫᏯ䚸
ᚲせ⥳⋡䠖✵ᆅ䛾㻡㻜䠂䚸ᘓ⠏㠃✚䠖㻢㻜㻜䟝䚸㔜㔞㌴୧㏻⾜㒊ศ䠖㻟㻡㻜䟝

ᩜᆅ㠃✚1,000䟝
ᘓ⠏≀

䠷ぢ┤䛧๓䠹
ぢ┤䛧๓

㏻⾜㒊ศ䠖㻠㻜㻜䟝㻔✵ᆅ䛾䛩䜉䛶䠅
ᘓ⠏㠃✚䠖㻢㻜㻜䟝
䠄ᇶ‽ᘓⶸ⋡᭱⏝䠅

䚽⦆ᑐ㇟䠖ᕤሙ䛻䛚䛡䜛䝖䝷䝑䜽䛾㏻⾜㒊ศ➼
䚽ィ⟬᪉ἲ䠖⥳ᅔ㞴㒊ศ䜢䛂ᩜᆅ㠃✚䛃䛛䜙㝖እ
䠷ᚲせ⥳ᆅ㠃✚䠹
䠙䠄ᩜᆅ㠃✚䠉⥳ᅔ㞴㒊ศ䠅㽢䠄㻝䠉ᇶ‽ᘓⶸ⋡䠅㽢䠄ᚲせ⥳⋡䠅
䠙䠄㻝㻘㻜㻜㻜䟝䠉㻟㻡㻜䟝䠅㽢䠄䠍䠉㻜㻚㻢䠅㽢㻡㻜䠂 䠙 㻞㻢㻜㽢㻡㻜䠂
䠙 㻝㻟㻜䟝 䈜ᐇ㝿䛿㻡㻜䟝䛧䛛⥳䛷䛝䛺䛔

㏻⾜㒊ศ䠖350䟝
⥳ྍ⬟㠃✚䠖50䟝

䠷ぢ┤䛧ᚋ䠹
ぢ┤䛧ᚋ
䚽⦆ᑐ㇟䠖ᕤሙ䛻䛚䛡䜛䝖䝷䝑䜽䛾㏻⾜㒊ศ➼ 䠇 ᶵᲔᘧ㥔㌴ሙ䛾㒊ศ➼䚸ᵓ㐀ୖ⥳ᅔ㞴䛺㒊ศ
䚽ィ⟬᪉ἲ䠖⥳ᅔ㞴㒊ศ䜢䛂✵ᆅ㠃✚䛃䛛䜙㝖እ
䠷ᚲせ⥳ᆅ㠃✚䠹
䠙䡗䠄✵ᆅ㠃✚䠅䠉䠄⥳ᅔ㞴㒊ศ䠅䡙㽢䠄ᚲせ⥳⋡䠅
䠙䡗䠄ᩜᆅ㠃✚䠅㽢䠄䠍䠉ᇶ‽ᘓⶸ⋡䠅䠉䠄⥳ᅔ㞴㒊ศ䠅䡙㽢䠄ᚲせ⥳⋡䠅
䠙䡗㻝㻘㻜㻜㻜䟝㽢䠄䠍䠉㻜㻚㻢䠅䠉㻟㻡㻜䟝䡙㽢㻡㻜䠂 䠙 㻞㻡䟝 䠄䛣䜜௨ୖ⥳䛷䛝䜜䜀ྍ䠅




