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 神戸市景観計画と都市景観条例を改正しました 
（令和４年４月1日施行） 

このたび、景観法と都市景観条例の関係を整理し、よりわかりやすい制度とするため、「神⼾市景
観計画」と「神⼾市都市景観条例」の改正を⾏いました。改正後の「神⼾市景観計画」と「神⼾市
都市景観条例」は、令和４年４⽉１⽇より施⾏します。 

 
改正後の神戸市景観計画の構成 

序 章 計画の位置づけ 

・神⼾市総合基本計画の部⾨別計画である都市景観形成基本計画を上位計画とし、地域・地区別のローカ
ルプランの役割を担うものとします。 

第１章 景観計画の区域  

 １－１ 景観計画区域 ・神⼾市の⾏政区域全域を景観計画区
域とすることを定めます。（「人と自
然との共生ゾーン」を除く。） 

 １－２ 重点地域及び重点地区の種類と設定の考え方 ・眺望景観形成地域、都市景観形成地
域、沿道景観形成地区などを重点地
域・地区として設定します。 

 １－３ 重点地域及び重点地区一覧 

第２章 地域・地区別の景観計画  

 ２－０ 地域・地区別の景観計画に関する共通事項 ・景観法に基づき、各地域 ・地区ごとに、
「届出対象⾏為」「良好な景観の形成
に関する方針」「規制又は措置の基準
として必要な制限」「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」を定めます。 

 ２－１ 景観計画区域全域 

 ２－２ 眺望景観形成地域 １ ポーアイしおさい公園 

２ 元町１丁目交差点（大丸前） 

３ 須磨海浜公園 

４ ビーナステラス 

 ２－３ 都市景観形成地域 １ 北野町山本通 

２ 旧居留地 

３ 神戸駅・大倉山 

４ 須磨・舞子海岸 

５ 岡本駅南 

６ 都心ウォーターフロント 

７ 兵庫運河周辺 

 ２－４ 沿道景観形成地区 １ 税関線・三宮駅前 

２ 南京町 

第３章 景観上重要な建造物等の指定等  

 ３－１ 基本的な考え方 ・景観法に基づき、「景観重要建造物」
「景観重要樹木」の指定の方針を定
めるほか、神⼾市都市景観条例に基
づく「神⼾市指定景観資源」の指定の
方針も示します。 

 ３－２ 神戸市指定景観資源の指定の方針 

 ３－３ 景観重要建造物の指定の方針 

 ３－４ 景観重要樹木の指定の方針 

👉 詳しくは、神戸市ホームページをご覧ください 🔎「神戸市景観計画」 
https:// 
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改正後の神戸市都市景観条例の構成 

前文  

第１章 総則  

  第１条 目的 自主規定 

・⽬的、責務など、条例の理念となる事
項を定めています。 

  第2条 定義 

  第３条 都市景観形成基本計画の策定 

  第４条 市の責務 

  第５条 市民等の責務 

第２章 景観法に基づく景観計画  

  第６条 景観計画 自主規定 

・景観法に基づく景観計画を定めるこ
と、その策定の手続について定めて
います。 

  第７条 景観計画の策定の手続 

第３章 行為の届出等  

 第１節 景観法に基づく行為の届出等  
  第８条 届出書に添付する図書 法委任規定 

・景観法の規定に基づき、届出書に添付
する図書、届出対象⾏為などを定め
ています。 

  第９条 届出を要する行為 

  第10条 届出を要しない行為 

  第11条 特定届出対象行為 

  第12条 届出に対する通知 自主規定 

・⾏為の届出に関し、景観法の規定に加
えて市が⾏う手続等について定めて
います。 

  第13条 助言及び指導 

  第14条 勧告に係る手続 

  第15条 変更命令等の手続 

 第２節 景観デザイン協議 自主規定 

・特に景観に与える影響が⼤きい⾏為
については、景観法に基づく⾏為の
届出の前に、市⻑と協議を⾏うこと
を義務付け、その手続等について定
めています。 

  第16条 景観影響建築行為等の定義 

  第17条 景観デザイン協議 

  第18条 設計段階における景観影響建築行為に係る説明 

  第19条 景観デザイン協議に係る評価 

  第20条 景観デザイン協議に係る助言及び指導 

  第21条 景観デザイン協議の成立 

  第22条 成立した協議の内容の変更 

  第23条 景観デザイン協議に係る勧告 

  第24条 景観デザイン協議に係る行為の着手制限 

 

  



令和４年４月１日、景観関連の制度や手続きが変わります 

 

☑ 神戸市景観計画と都市景観条例を改正しました  p3 

 

第４章 景観重要建造物等  

 第１節 景観重要建造物及び景観重要樹木  
  第25条 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の手続 自主規定 

・景観重要建造物等の指定等に関し、景
観法の規定に加えて市や所有者が⾏
う手続き等を定めています。 

  第26条 景観重要建造物及び景観重要樹木の現状変更行

為の完了等の届出 

  第27条 景観重要建造物及び景観重要樹木の原状回復命

令等の手続 

  第28条 景観重要建造物及び景観重要樹木の管理の方法

の基準 
法委任事項 

・景観法の規定に基づき、景観重要建造
物等の管理の方法の基準を定めてい
ます。 

  第29条 景観重要建造物及び景観重要樹木の管理に関す

る命令又は勧告の手続 
自主規定 

・景観重要建造物等の管理等に関し、景
観法の規定に加えて市が⾏う手続等
を定めています。 

  第30条 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の解除

の手続 

 第２節 神戸市指定景観資源 自主規定 

・条例に基づく景観資源の指定等に関
し、必要な事項を定めています。 

・景観法の施⾏以前より運⽤してきた
「景観形成重要建築物等」の指定制
度を名称変更し、存続するものです。 

  第31条 景観資源の指定 

  第32条 指定景観資源の管理等 

  第33条 指定景観資源に係る助言及び指導 

  第34条 指定景観資源に係る報告 

  第35条 所有者の変更の届出 

  第36条 指定景観資源の指定の解除 

 第３節 保存活用計画の策定等 自主規定 

・景観重要建造物及び指定景観資源の
うち、歴史的な価値を有する建築物
の保存及び活⽤を図る上で、建築基
準法第３条第１項第３号の規定によ
る指定を受ける必要があるときに保
存活⽤計画を定めるために必要な事
項を定めています。 

  第37条 保存活用計画の策定 

  第38条 保存活用計画を定める場合の管理計画に係る特

例 

  第39条 保存活用計画を定めた場合における現状変更等

に係る許可 

第５章 景観形成市民団体及び景観形成市民協定  

 第１節 景観形成市民団体 自主規定 

・身近な都市景観の形成を図ることを
⽬的とした団体、区域の実情に応じ
た都市景観の形成を図るため締結し
た協定を市が認定することと等につ
いて定めています。 

  第40条 景観形成市民団体の認定 

  第41条 景観形成市民団体の認定申請 

  第42条 景観形成市民団体の認定の取消し 

 第２節 景観形成市民協定 

  第43条 景観形成市民協定の締結 

  第44条 景観形成市民協定の認定等 
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第６章 助成等  

  第45条 景観重要建造物等に係る助成等 自主規定 

・市⻑が⾏う技術的助言、経費の一部の
助成等について定めています。 

  第46条 景観形成市民団体に係る助成等 

  第47条 景観形成市民協定に係る助成等 

  第48条 都市景観の形成に係る助成等 

  第49条 表彰 

第７章 神戸市都市景観審議会  

  第50条 都市景観審議会の設置 自主規定 

・市⻑の諮問に応じ、都市景観の形成に
関する基本的事項又は重要事項を調
査審議するための付属機関である都
市景観審議会について定めていま
す。 

  第51条 組織及び運営 

第８章 雑則  

  第52条 施行の細目 自主規定 

・条例の施⾏に関し必要な事項は、規則
で定めます。 

第９章 罰則  

  第53条  自主規定 

・罰則について定めています。   第54条  

  第55条  

附則  

👉 詳しくは、神戸市ホームページをご覧ください 🔎「神戸市都市景観条例」 
https://www.city.kobe.lg.jp/a30028/shise/kekaku/jutakutoshikyoku/scene /01̲keikanjorei/index.html 

  

https://www.city.kobe.lg.jp/a30028/shise/kekaku/jutakutoshikyoku/scene


令和４年４月１日、景観関連の制度や手続きが変わります 

 

☑ 神戸市景観計画と都市景観条例を改正しました  p5 

 
神戸市都市景観形成基本計画を改定しました（令和３年８月改定） 

すでにホームページ等でお知らせしていましたが、「神⼾市景観計画」、「神⼾市都市景観条例」の
改正に先⽴ち、「神⼾市都市景観形成基本計画」を更新し、改定しています。 

この基本計画に基づき、今後も景観施策を推進していきます。 
 

改定後の神戸市都市景観形成基本計画の構成 

（序章）  

 Ⅰ 都市景観形成のこれまでの取り組み ・都市景観をとりまく社会情勢の変化、
神⼾市の景観⾏政の変遷 

 Ⅱ 都市景観形成基本計画の目的と構成 ・計画の⽬的と位置づけ、更新の考え方
と計画の構成 

第１章 都市景観形成のための基本方針  

 １－１ 基本目標 ・神⼾らしさを育み、創造していくため
の５つの基本⽬標 

 １－２ 基本姿勢 ・３つの基本的な姿勢 

第２章 景観類型別の景観形成計画 

／ストラクチュアプラン 

 

  《都市景観の類型》 ・「視点と⾒え方」「地域地区の広がり」
「地域や地区の性格」による類型 

  《夜間景観》 ・３つの基本⽬標と方針 
 ２－１ 眺望型景観 ・景観類型別の「景観特性」「基本方針」

「景観形成のための施策の方向」な
ど 

 ２－２ 環境型景観 １ 自然地域景観 

２ 都市軸景観 

３ 市街地地区景観 

第３章 都市景観形成の具体化方策  

 ３－１ 地域・地区別の 

景観形成の推進 

１ 地域・地区別景観形成計画 

（ローカルプラン）の策定 

２ 推進方策 

・景観類型別の景観形成計画 （ストラク
チュアプラン）をもとに個々の地域・
地区における景観形成計画（ローカ
ルプラン）を策定し、景観形成の具体
化を進めることなど 

 ３－２ 景観まちづくり 

の多様な展開 

１ わがまち景観構想 

２ 多様な景観まちづくり 

活動の推進 

・ 「わがまち」の景観をまもり、そだて、
つくる活動を推進することなど 

 ３－3 景観形成方策の 

多面的展開 

１ 景観資源の保全・活用 

２ パブリックスペースの 

デザイン 

３ 公共施設の整備 

４ 屋外広告物の景観形成 

５ 神戸らしい緑化の推進 

６ 他分野のまちづくりとの 

連携 

・それぞれの方策を推進するための視
点など 

👉 詳しくは、神戸市ホームページをご覧ください  🔎「神戸市都市景観形成基本計画」 
https://www.city.kobe.lg.jp/a30028/shise/kekaku/jutakutoshikyoku/scene/kihonkeikaku/index.html 

https://www.city.kobe.lg.jp/a30028/shise/kekaku/jutakutoshikyoku/scene/kihonkeikaku/index.html

