
 

西宮市宮水保全条例について 

 

 

 

 

 

 

西宮市都市ブランド発信課 



 

 

宮水は西宮神社の南東側一帯（久保町や石在町など）から湧き出しており、おおむね地下２ｍ～５ｍの浅

い地層を流れている地下水です。ミネラルが豊富で鉄分が少ない宮水は、古くから西宮の酒造りを支えてき

ており、今もキレの良い辛口のお酒を生み出しています。 

 

【参考】灘五郷酒造組合ＨＰ 酒造用地下水（宮水）の保全に関するお願い 

http://www.nadagogo.ne.jp/about/miyamizu/ 

 

 

 

・西宮市が指定する宮水保全対象区域において、一定規模以上のマンション建築や宅地造成を行う場合に、

必要な手続きを示したものです。 

・宮水の存在を広く周知することで、古くから西宮の酒造りを支えてきた天然資源である宮水を 

将来にわたり保全することを目的に制定しています。 

 

 

 

対象となる開発事業（条例第２条１項および施行規則第３条） 

（１） 敷地面積が５００㎡以上の建築物の建築 

（２） 住居の戸数が１０以上の集合建築物の建築 

（３） 土地の区域の面積が５００㎡以上の宅地造成 

 

ただし以下の場合を除く。 

・戸建専用住宅又は戸建併用住宅の建築 

・増築する床面積の合計が１，０００㎡未満の増築又は改築する床面の合計が１，０００㎡未満の改築 

・そのほか、これらの建築に類する建築で、市長が特に認めるもの 

  

宮水地帯 

http://www.nadagogo.ne.jp/about/miyamizu/


 

 

対象区域は下記のエリアになります。 

 



○具体的な手続きについて（条例第５条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮水保全条例に係るお手続きは建築確認申請等（※）の前に行ってください。 

建築確認申請等までに完了することが難しい場合は、西宮市都市ブランド発信課までご相談ください。 

※都市計画法第 30 条の規定による許可の申請、建築基準法第 6 条第 1 項の建築主事の確認を受けるための申請、建築基準法第 6 条

第 1 項の規定による国土交通大臣若しくは兵庫県知事が指定した者の確認を受けるための申請若しくは同法第 6 条の 3 第 1 項の規

定による申請又は同法 18 条第 2 項若しくは第 4 項の規定による通知（条例第 2 条 3 項） 

  

灘五郷酒造組合宮水保存調査会の宮水小委員会へ出席 

都市ブランド発信課へ「協議報告書（様式２）」を提出 

都市ブランド発信課へ「届出書（様式 1）」を提出 

建築確認申請等（※） 

事前に必ずご確認ください。 

【灘五郷酒造組合ＨＰ 酒造用地下水（宮水）の

保全に関するお願い】 

http://www.nadagogo.ne.jp/about/miyamizu/ 

開発指導課へ「開発事業概要書」を提出 

宮水保全条例の対象 宮水保全条例の対象外 

都市ブランド発信課から条例上の

お手続きについて文書で通知 

※お手続きはありません 

灘五郷酒造組合宮水保存調査会と協議・調整 

「開発事業計画書の提出」など、 

開発指導課への申請は別途お手

続きください。 
 
※宮水保全条例に係るお手続きと

開発指導課へのお手続きは、それ

ぞれ独立したものになります。 

http://www.nadagogo.ne.jp/about/miyamizu/


 

○勧告について（条例第６条） 

協議報告書の提出がない場合、灘五郷酒造組合宮水保存調査会との協議を勧告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ】 

条例全般について ……… 西宮市都市ブランド発信課：0798-35-3331 

協議について ……… 灘五郷酒造組合宮水保存調査会：078-841-1101 



（参考）

町名 ふりがな 備考 町名 ふりがな 備考
1 朝凪町 あさなぎちょう 1 青木町 あおきちょう 国道171号以南
2 芦原町 あしはらちょう 2 荒木町 あらきちょう
3 荒戎町 あらえびすちょう 3 今津曙町 いまづあけぼのちょう 名神高速以東
4 池田町 いけだちょう 4 今津上野町 いまづうえのちょう
5 石在町 いしざいちょう 5 今津大東町 いまづおおひがしちょう
6 泉町 いずみちょう 6 今津久寿川町 いまづくすがわちょう
7 市庭町 いちにわちょう 7 今津社前町 いまづしゃぜんちょう 津門大筒線以東
8 今在家町 いまざいけちょう 8 今津巽町 いまづたつみちょう
9 今津曙町 いまづあけぼのちょう 名神高速以西 9 今津野田町 いまづのだちょう
10 今津社前町 いまづしゃぜんちょう 津門大筒線以西 10 今津真砂町 いまづまさごちょう
11 今津出在家町 いまづでざいけちょう 11 今津水波町 いまづみずなみちょう 名神高速以東
12 今津西浜町 いまづにしはまちょう 12 今津港町 いまづみなとちょう 津門大筒線以東
13 今津二葉町 いまづふたばちょう 13 大井手町 おおいでちょう 西田公園北側道路以南
14 今津水波町 いまづみずなみちょう 名神高速以西 14 大島町 おおしまちょう
15 今津港町 いまづみなとちょう 津門大筒線以西 15 大畑町 おおはたちょう 国道171号以南
16 今津山中町 いまづやまなかちょう 16 大森町 おおもりちょう
17 江上町 えがみちょう 17 大屋町 おおやちょう 名神高速以南または中津浜線以東
18 大屋町 おおやちょう 名神高速以北かつ中津浜線以西 18 上甲子園1丁目 かみこうしえん１
19 神楽町 かぐらちょう 19 上甲子園2丁目 かみこうしえん２
20 上甲子園5丁目 かみこうしえん５ 名神高速以西 20 上甲子園3丁目 かみこうしえん３
21 川添町 かわぞえちょう 21 上甲子園4丁目 かみこうしえん４
22 川東町 かわひがしちょう 22 上甲子園5丁目 かみこうしえん５ 名神高速以東
23 久保町 くぼちょう 23 上之町 かみのちょう
24 鞍掛町 くらかけちょう 24 河原町 かわはらちょう 国道171号以南
25 寿町 ことぶきちょう 25 瓦林町 かわらばやしちょう
26 西福町 さいふくちょう 26 北口町 きたぐちちょう
27 産所町 さんしょちょう 27 北昭和町 きたしょうわちょう
28 社家町 しゃけちょう 28 熊野町 くまのちょう
29 城ヶ堀町 じょうがぼりちょう 29 甲子園網引町 こうしえんあびきちょう 甲子園球場北側道路以北または中津浜線以西
30 神祇官町 じんぎかんちょう 30 甲子園浦風町 こうしえんうらかぜちょう
31 神明町 しんめいちょう 31 甲子園口1丁目 こうしえんぐち１
32 末広町 すえひろちょう 32 甲子園口2丁目 こうしえんぐち２
33 染殿町 そめどのちょう 33 甲子園口3丁目 こうしえんぐち３
34 高畑町 たかはたちょう 名神高速以西 34 甲子園口5丁目 こうしえんぐち３
35 高松町 たかまつちょう 名神高速以北 35 甲子園口4丁目 こうしえんぐち４
36 田代町 たしろちょう 名神高速以北 36 甲子園口6丁目 こうしえんぐち６
37 建石町 たていしちょう 37 甲子園口北町 こうしえんぐちきたまち
38 田中町 たなかちょう 38 甲子園洲鳥町 こうしえんすどりちょう 甲子園球場北側道路以北
39 千歳町 ちとせちょう 39 甲子園砂田町 こうしえんすなだちょう
40 津田町 つだちょう 40 甲子園高潮町 こうしえんたかしおちょう
41 津門綾羽町 つとあやはちょう 41 甲子園町 こうしえんちょう 国道43号以北または中津浜線以西
42 津門稲荷町 つといなりまち 42 甲子園浜3丁目 こうしえんはま３
43 津門大箇町 つとおおごちょう 名神高速以西 43 甲子園浜田町 こうしえんはまだちょう
44 津門大塚町 つとおおつかちょう 44 甲子園春風町 こうしえんはるかぜちょう
45 津門川町 つとがわちょう 45 甲子園三保町 こうしえんみほちょう
46 津門呉羽町 つとくれはちょう 46 甲子園六石町 こうしえんろっこくちょう
47 津門住江町 つとすみえちょう 47 甲風園1丁目 こうふうえん１
48 津門西口町 つとにしぐちちょう 48 甲風園2丁目 こうふうえん２
49 津門仁辺町 つとにべちょう 49 甲風園3丁目 こうふうえん３
50 津門宝津町 つとほうづちょう 50 越水町 こしみずちょう 国道171号以南
51 常磐町 ときわちょう 51 高木西町 たかぎにしまち
52 戸田町 とだちょう 52 高木東町 たかぎひがしまち
53 中須佐町 なかすさちょう 53 高畑町 たかはたちょう 名神高速以東
54 中殿町 なかどのちょう 54 高松町 たかまつちょう 名神高速以南
55 中前田町 なかまえだちょう 55 田代町 たしろちょう 名神高速以南
56 西波止町 にしはとちょう 56 堤町 つつみちょう
57 櫨塚町 はぜつかちょう 57 津門飯田町 つといいでんちょう
58 馬場町 ばばちょう 58 津門大箇町 つとおおごちょう 名神高速以東
59 浜町 はまちょう 59 天道町 てんどうちょう
60 浜松原町 はままつばらちょう 60 戸崎町 とざきちょう
61 浜脇町 はまわきちょう 61 中島町 なかじまちょう
62 東浜町 ひがしはまちょう 62 長田町 ながたちょう
63 東町1丁目 ひがしまち１ 63 西田町 にしだちょう
64 東町2丁目 ひがしまち２ 64 能登町 のとちょう 国道171号以南
65 平松町 ひらまつちょう 65 野間町 のまちょう
66 深津町 ふかつちょう 名神高速以西 66 浜甲子園4丁目 はまこうしえん４
67 分銅町 ぶんどうちょう 67 林田町 はやしだちょう
68 本町 ほんまち 68 樋ノ口町1丁目 ひのくちちょう１
69 前浜町 まえはまちょう 69 樋ノ口町2丁目 ひのくちちょう２
70 松原町 まつばらちょう 70 日野町 ひのちょう
71 宮西町 みやにしちょう 71 平木町 ひらきちょう
72 宮前町 みやまえちょう 72 深津町 ふかつちょう 名神高速以東
73 森下町 もりしたちょう 73 伏原町 ふしはらちょう
74 安井町 やすいちょう 74 二見町 ふたみちょう
75 用海町 ようがいちょう 75 松並町 まつなみちょう
76 与古道町 よこみちちょう 76 松山町 まつやまちょう
77 両度町 りょうどちょう 77 丸橋町 まるはしちょう 国道171号以南
78 六湛寺町 ろくたんじちょう 78 南甲子園3丁目 みなみこうしえん３
79 和上町 わじょうちょう 79 南昭和町 みなみしょうわちょう

80 室川町 むろかわちょう 国道171号以南
81 門前町 もんぜんちょう
82 薬師町 やくしちょう
83 若松町 わかまつちょう
84 若山町 わかやまちょう

宮水保全条例　保全対象区域 宮水保全に係る調査対象区域


