
瀬戸内海国立公園
六甲地域

公園区域及び公園計画の変更

（第４次点検）

第36回自然公園等小委員会諮問案件 資料１ｰ３
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３．パブリックコメントへの対応について
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瀬戸内海国立公園六甲地域の概要

指定 昭和９年３月１６日 瀬戸内海国立公園指定
昭和31年５月 １日 六甲地域 区域指定

面積 陸域67,242ha（うち、6,859haが六甲地域）
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•

瀬戸内海国立公園区域図

※わが国最初の国立公園の一つであり、
国内で最も広い国立公園
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瀬戸内海国立公園六甲地域の概要

「輝き続ける島と海
～自然と暮らしが調和する内海多島海景観～」

昭和9年（1934）3月16日 瀬戸内海国立公園の指定

昭和31年5月 1日 公園区域の指定（六甲地域）
昭和59年6月15日 公園区域の全般的な見直し(再検討)
平成 ５年7月19日 第1回点検
平成13年3月30日 第２回点検
平成22年2月 9日 第3回点検（変更なし）

平成30年（2018年） 公園計画第４次点検（今回）
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六甲地域の公園計画等変更経緯
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•

１．瀬戸内海国立公園について

２．今回変更（第４次点検）について

３．パブリックコメントへの対応について

今回変更の重要ポイント

① 六甲山及び摩耶山の、利用拠点としての明確化
（集団施設地区の指定、地種区分の変更等）
利用拠点としての機能が期待される六甲山及び摩耶山において、集団施
設地区の指定や地種区分の変更等を行う。

② 利用施設計画の見直し
（集団施設地区以外の利用施設の追加・削除など）

近年の利用の動向を踏まえ、新たに必要な歩道を追加する。
また、これまで計画されていた施設について、今後の利用の見通し等
を踏まえて削除を行う。
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今回変更（第４次点検）について



① 六甲山及び摩耶山の、利用拠点としての明確化
（集団施設地区の指定、地種区分の変更等）

今回の変更内容（重要ポイント①）
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今回の変更内容（重要ポイント①）

① 六甲山及び摩耶山の、利用拠点としての明確化
（集団施設地区の指定、地種区分の変更等）

★背景
・本地域は阪神の大都市に近接し、古くから関西における保養・避暑の適地として、また都

市住民の身近な野外レクリエーションの場として親しまれてきた。

・六甲山エリア、摩耶山エリアを中心に、園地、宿舎などの利用施設が面的に整備されている

・近年、保養所の閉鎖、宿泊施設の休業、利用施設の老朽化などが課題となっており、地

元において六甲山の活性化への取り組みが進められている。

六甲山からの夜景

六甲山

摩耶山

神戸市では、六甲山町内の国立公園第２
種特別地域内において、遊休施設を建替・改
修等することにより、不特定多数の観光客が
利用可能な集客施設を整備する事業に対して
補助を行う、「六甲山上の遊休施設等を利活
用した『賑わい創出事業』」をH29年より実施
※H29実績 １件

9閉鎖した飲食店

特別保護地区

第１種特別地域

第2種特別地域



六甲山集団施設地区の指定

六甲山からの夜景

六甲山集団施設地区

六甲地域中央部において、各種利用施設が面的に整備
されているゾーンを中心に一体的な利用がなされている
範囲を設定

●六甲山集団施設地区の指定（430ha）

六甲地域中央部の利用拠点の明確化

六甲山上の観光施設群六甲山上からの眺め

●集団施設地区指定に伴う単独施設の整理
園地、宿舎、運動場、公衆便所、野営場、植物園、駐車場、博物展示施設（六甲
山）及び表六甲回遊線道路（車道） ⇒集団施設地区に振り替え

10

摩耶山集団施設地区

摩耶中腹園地

摩耶山集団施設地区の指定

●摩耶山地区における地種区分の変更
集団施設地区としての適正な利用の推進を図るため、集団
施設地区指定箇所の保護規制計画を第１種特別地域及び特
別保護地区→第２種特別地域とする
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●摩耶山集団施設地区の指定（15.5ha）
六甲山西部において、既存の園地や宿舎、駐車場など面的
な整備がなされていて、一体的に利用されている範囲を設定

摩耶山既存園地からの眺め 摩耶中腹園地の様子

●集団施設地区指定に伴う単独施設の整理

・園地、宿舎、駐車場、博物展示施設（摩耶山）⇒集団施設地区に振り替え
・摩耶中腹園地⇒社寺跡地を活用した園地を単独施設として把握

六甲地域西部の利用拠点の明確化



② 利用施設計画の見直し
（集団施設地区以外の利用施設の追加など）

今回の変更内容（重要ポイント②）

●単独施設 新規：１件、変更１件、削除：１７件

●道路（車道・歩道）事業 変更５件、削除：３件

【今回変更等案件：計２７件】

【重点的にご説明：3件】

●道路（歩道） ：変更（延長） ３件
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② 利用施設計画の見直し
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今回の変更内容（重要ポイント②）

●歩道の延長（既存歩道の位置づけ）



② 利用施設計画の見直し
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今回の変更内容（重要ポイント②）

●歩道の延長（既存歩道の位置づけ）

② 利用施設計画の見直し

15

今回の変更内容（重要ポイント②）

●歩道の延長（既存歩道の位置づけ）



ご説明の流れ（レジュメ）
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•

１．瀬戸内海国立公園について

２．今回変更（第４次点検）について

３．パブリックコメントへの対応について

■概 要

・実施期間 平成３０年３月19日（月）～４月17日（火）

・意見募集の結果 【意見提出数】

電子メール、郵送、FAX 計 ２通

【整理した意見数】

今回の指定案にかかるもの 計 ２件

・意見の内容

参考資料２－４のとおり
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パブリックコメントの実施結果



① 区域の明確化

① 区域の明確化
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① 区域線の明確化

●区域線が不明確で現地の境界判断が難しい

箇所（第１種特別地域）において、歩道敷（除）界
に変更することで明確化⇒面積は変わらず
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① 区域の明確化

【変更】（実線）
①ｰ② 歩道敷（除）界
③ｰ② 歩道敷（除）界

【現行】（破線）
②ｰ① 土地所有別界
②ｰ④ 土地所有別界
④ｰ③ 道路敷（除）界

不
明
確



① 区域線の明確化（公園区域）

●区域線が不明確で現地の境界判断が難しい

箇所（第２種特別地域）において、道路敷（除）界
に変更することで明確化⇒△1ha
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① 区域の明確化

【変更】（実線）
②ｰ① 道路敷（除）界

【現行】（破線）
①ｰ② 沢界

不
明
確

① 区域線の明確化（公園区域）

●区域線が不明確で現地の境界判断が難しい

箇所（第２種特別地域）において、送電線（除）界
等に変更することで明確化⇒△1ha未満
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① 区域の明確化

【変更】（実線）
②ｰ③ 送電線（除）界
③ｰ① 沢界

【現行】（破線）
①ｰ② 沢界

不
明
確



① 区域線の明確化（公園区域）

●区域線が不明確で現地の境界判断が難しい

箇所（第１種特別地域）において、等高線界等に
変更することで明確化⇒△4ha
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① 区域の明確化

【変更】（実線）
③ｰ④ 稜線界
④ｰ⑤ 等高線（１４０ｍ）界
⑤ｰ① 歩道敷（除）界

【現行】（破線）
①ｰ② 土地所有別界
②ｰ③ 特別緑地保全区域界

不
明
確

① 区域線の明確化

●区域線が不明確で現地の境界判断が難しい
箇所において、道路中心線から100ｍ界
等に変更することで明確化
特別保護地区⇒第1種特別地域（2ha）
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① 区域の明確化

【変更】（実線）
②ｰ③ 土地所有別界
③ｰ④ 道路敷（除）界
④ｰ⑤ 区界

【現行】（破線）
①ｰ② 道路中心線から100ｍ界
⑤ｰ① 道路敷（除）界

不
明
確



① 区域線の明確化

●区域線が不明確で現地の境界判断が難しい

箇所において、土地所有界等に変更することで
明確化⇒第1種特別地域⇒第2種特別地域（7ha）
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① 区域の明確化

【変更】（実線）
①ｰ② 道路敷（含）界
⑤ｰ⑥ 土地所有別界
⑥ｰ⑦ 土地所有別界
⑦ｰ⑧ 道路敷（含）界
⑧ｰ④ 土地所有別界

【現行】（破線）
②ｰ③ 土地所有別界
③ｰ① 道路中心線から100ｍ界
④ｰ⑤ 土地所有別界

不
明
確

② 既存利用施設の一部変更及び削除

② 既存利用施設の一部変更及び削除など
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② 既存利用施設の一部変更及び削除

・東お多福山園地 神戸市域を事業範囲に追加（現行は芦屋市域のみ）

利用施設計画の一部変更
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② 既存利用施設の一部変更及び削除

路線名の変更
（徳川道線→カスケードバレイ線）

カスケードバレイ線道路

利用施設計画の一部変更
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② 既存利用施設の一部変更及び削除

一部区間を六甲山集団施設地区に振り替え油こぶし線道路

利用施設計画の一部変更

利用施設計画の削除

・蓬莱峡野営場
・船坂園地

② 既存利用施設の一部変更及び削除

整備の見込みが無いため、削除
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・奥池宿舎
・四ツ目岩野営場
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② 既存利用施設の一部変更及び削除

整備の見込みが無いため、削除

利用施設計画の削除
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② 既存利用施設の一部変更及び削除

六甲山牧場乗馬施設 整備の見込みが無いため、削除

利用施設計画の削除



33

② 既存利用施設の一部変更及び削除

整備の見込みが無いため、削除西六甲線道路

利用施設計画の削除
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② 既存利用施設の一部変更及び削除

難コースで一般向け利用に適さないため船坂谷線道路

利用施設計画の削除


