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第３回 

宝塚ガーデンフィールズ跡地利活用基本設計策定に係る有識者等検討会 

議事要旨 

 

日時：平成 27年（2015年）1月 29日（木）19：00～20：10 

場所：市役所３階 3-3会議室 

 

出席者： 赤澤宏樹 兵庫県立大学 自然・環境科学研究所准教授 

  兵庫県立人と自然の博物館 自然。環境マネジメント研究部主任研究員 

 今井新吾 （株）JTB西日本 地域交流ビジネス推進室 観光開発プロデューサー 

 久 隆浩 近畿大学 総合社会学部教授（環境系専攻） 

 蓑  豊 兵庫県立美術館館長 

 久保田洋一 西山まちづくり協議会（コミュニティ西山）会長 

 

１ 開会 

 

（資料確認） 

 

会長 傍聴の方は入室を。 

 

（傍聴者 12名入室） 

 

２ 跡地利活用方策の整理について 

 

（事務局より資料説明） 

 

３ 基本計画・基本設計策定業務プロポーザル募集要項（案）について 

 

（事務局より資料説明） 

 

会長 それぞれの内容がお互いに関連してくるので、トータルで議論をさせて頂けたらと思う。

ご質問、ご意見があればお願いする。 

委員 募集要項 5ページの 8（5）にプレゼンテーションの公開とあるが、普通、プレゼンテー

ションを一般に公開することはあるのか。 

会長 私は公開、非公開の両方を経験している。審査は非公開だがプレゼンテーションだけは

公開するというパターンもある。 

委員 それで問題はなかったか。プレゼンテーションの上手い人と下手な人がおり、その能力

に関わってくるのではないか。 

会長 このことについては議論させて頂きたい。 
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委員 ひと昔前までは非公開が原則だった。公開するとアイデアを盗られるということで応募

者が嫌うからである。公開すると、次の年に色々なところの提案がどこかで見たようなも

のばかりになってしまうので、応募作品を公開しない時期があった。 

 最近は、公開するときは資料を配布しないなどの配慮をして開催することが多いと思う。

例えば公開のプレゼンテーションでは映写はするが、図面などの配付資料は傍聴者が持っ

て帰るといったことはしないなどである。 

委員 そういった文言をいれておいた方がいいと思う。折角のいいアイデアが盗られてしまう

可能性もあり、公開するということをあまり聞いたことがなかった。折角の良い提案が来

なくなるのであれば少し心配である。 

委員 資料配布をしないで平面図だけが映写されても、傍聴者が理解できず公開する意味がな

くなった公開プレゼンテーションもあった。今回は募集要項の中に利用イメージ等もある

ので、パースは何点か添付することなどといった内容を加えることで、配布資料なしに公

開プレゼンテーションをする事ができるのではないか。 

企画経営部長 公開することはプロセスの透明性が図られるなどいい部分がある反面、ご指摘

があった点で参加事業者が減るなら困る。一般論としてこのことをいくつかの設計事務所

の方に聞いてみたら、公開プレゼンテーションでアイデアをオープンにすることが困ると

いう意見はあまりなかった。しかし、企業間の競争なので、アイデアを盗まれるのが嫌だ

と思われる事業者がいてもおかしくはない。 

委員 優れたデザインが出て欲しいので、そうなると難しい。すぐれた方のアイデアが盗まれ

るのは困る。 

委員 最近は公開プロポーザルに参加した業績を事業者も使いたいという考えがある。コンペ

の 3 位や 5 位入賞者はその業績を使いたいわけである。2 位以下は全部だめでしたと言っ

た公開の方法も良く思われないので難しいところである。もう一つ気になるのは提案者と

傍聴者の為にも、どこまで一般公開した内容が影響するのかということである。また、別

の例では選定後にその内容について専門家や市民からかなり批判されるなどし、混乱した

ケースがあった。一般公開するにしても、傍聴者の意見を採用するのかどうか、採用する

にしてもどの様に採用するのかは決めなくてはならない。少なくとも「これがいい」とい

う意見をもらう方法はだめだと思う。そうすると批判や意見などが出ることが想定される

ので、それが理由で提案しない事業者も出てくるのではないか。 

委員 審査員も引いてしまうのではないか。彼らにとっては大事な資料なので、こういったこ

とを決断するときに一般の方が入ってくると、色々なところで意見が広がってくると怖い

し、プロの方だけで議論した方が良いと思う 

委員 私は反対の意見である。この施設は市民がこれからたくさん関わっていくという事が他

の施設とは少し違っていると思う。施設の運営や経営をどの様に進めていくか、周辺との

関係をどの様にするかといった情報が出来るだけ意識の高い市民の方々にも行き渡る方が

多分プラスになると思う。私は公開する方がいいと思う。 

委員 そんなに広がってしまうと何も議論できなくなってしまう。 

委員 民間企業の立場から考えると、例えば観光関係の企画では、企画書は大事なものなので

公開されるとなると少し遠慮がちになってしまう。また、公開とすることのメリットは何

か。決定した内容を公開することはかまわないが、プレゼンテーションを公開する意図が
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あまり理解できない。 

委員 これからの利用を市民と共にやっていくと言うことが含まれるのではないかと思う。市

民が関わる方法としてきちんと公開する。ただ、１位、２位、３位と順位をつけることは、

関わり方としては良くないのではないかという気がする。関わるにしても、例えば「こん

なアイデアが良かった」などの意見を書いてもらう。特定の事業者しかそのアイデアを出

していなかったらその事業者の案ということになる。「あの事業者がどうこう」ではなくて

「あのような事を自分たちがしたい」というご意見を頂く。ただ、頂いた意見は審査の票

としては一切入らない。とりまとめて頂いて、審査の過程で市民の方が希望していること

だと審査員が確認しながら独立して審査をするべきだと思う。そういう反映の仕方もある

と思う。 

会長 現在、プレゼンテーションと審査の両方が議論になっている。審査会としての答えを出

すのと審査員の個人的見解は違う。審査員が議論を重ねて最終的に審査会として選定して、

審査会として公表するが、審査会を公表にすると「あの人はあのような事を言った」とい

った事になり、なかなか公平な審査が出来なくなる。なので、審査に関してはどなたにも

オープンにといったことはできないと思う。その直前に審査に影響を与えるのかどうか、

あるいは企業秘密が漏れる危険性があるかどうかといった観点で公開か非公開かというこ

とが現在議論になっていると思うが、いかがか。 

委員 公開すると、審査するときに専門の方が引いてしまうと思う。もし私が選ばれたらやり

たくはない。 

会長 それも二面性が有り難しい。アトリエ系の設計の方が引いてしまう気がする。ただ、市

民と共同でソフトも含めて提案する方はたぶん良かったと思うだろう。両方可能性がある。

もちろんソフト中心の方も設計の方とチーム内で意見が分かれると思う。更に話を複雑に

するかもしれないが、その後の運営の方法にも影響してくる。事業者が決定し、今後の設

計が始まった段階で、実際に利用する方がコミュニティの開発を一緒にやるのかどうかを

この時点で考えておかなければいけない。ただし、単にあれが欲しいこれが欲しいといっ

た意見を出すとか、あのコンペは別の事業者の方が良かったとかいった話をするような検

討会だけはやめたほうがいいと思う。本当に汗をかく人、一緒にやりたいと思う人、この

ようなことが出来るから支援してくださいといった人が参加されることを前提にした検討

会、あるいは運営を踏まえた準備会に近いものを開催するのならば、プレゼンテーション

だけでも公開する意味があるのではないか。 

会長 今回は２つの内容が提案に入っている。空間デザインという側面と施設のソフト面があ

るが、２人の委員はプレゼンテーションを公開とすることで、この施設のソフト面のノウ

ハウがより広く知られてしまう事による企業にとっての痛手を非常に心配されている。空

間デザインであればそんなに大きな話にならないと思うが、ソフト面のコンセプトや内容、

提案が公開されることは企業のデメリットが出てくるのではないか。「このような博物館の

アイデアがあるのか、では次回にこのアイデアを盗んでみよう」といった話になってしま

う危険性がある。 

委員 建築をしなくても、そのアイデアは既存の博物館に取り入れることができてしまう。 

委員 そういった博物館の運営のソフト面などは、現在はネット社会においてかなり確認でき

るようになっているので、それを考えると公開した方が全体のメリットとして大きいので
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はないか。それでも、やはり隠しておきたいことが相当あるのか。 

会長 ソフト面はアイデアが資産なので、そう簡単に人には教えない。ネットに出ている話は

既に露呈している話で、そこに出ていない内容のなかに斬新なアイデアがある。そこをア

ピールしたいと思っても、審査員には当然守秘義務があるが、多くの方々が聞いていると

なると躊躇する。 

委員 審査員の方々も一般の方々が聞いていると、どこに漏れるかわからないので深いことは

言えない。そうするといいアイデアを持っている方が参加しない、審査員もやらない、と

いうことになりローカルで終わってしまう。宝塚市がローカルで終わるなら良いが、宝塚

市を世界へと考えるなら公開はしない方がいいと思う。 

委員 プロポーザルという性質を優先して、審査までは非公開にして、審査後決定してからど

れだけ市民の方が参加するのかという仕組みを作るというのはどうか。 

委員 何故これを選択したのかとか、この委員が選んだとかいった意見が出ると審査員も嫌が

ると思う。 

会長 こういった問題はやはり多数決ではなく、公開することによるデメリットがあるという

意見がある以上、簡単には公開できないと思う。 

企画経営部長 市内部でもその点については原案をつくる際に議論した。市民は結果にも関心

があるが、どういった提案があって、このような結果になったのかというプロセスにも関

心があり、透明にした方が良いのではないかと思う。一方で、事業者の提案する意欲をマ

イナス方向に妨げるようなことになるのは良くない。一番大事なことは良い提案をたくさ

ん頂くことである。 

会長 例えば最優秀作、優秀作を選び、公表すると言うことはその段階でクレジットが発生す

る。他の人が盗めないようになる。ところが全部をプレゼンテーションしてしまうとクレ

ジットが発生しないうちに多くの方が知る、ということになる。クレジットという問題か

らすると大きな違いだと思う。プレゼンテーションについては非公開という方向でいいか。

（→異論なし） 

 他に気になる点や追加や修正と言った意見はあるか。前回の議論の中で方向性を定める

ような言い方をしない、自由に提案出来る様にして様々なアイデアを募集しようと言う方

向性になっていたと思う。 

委員 特記仕様書別紙案 2頁の「（4）庭園の整備」について、私自身、庭園についてはポール・

スミザー氏と無農薬事業などに取り組んできたが、ここで英国風の庭園の部分が抜けてい

るような感じなので、どこかに書き込みたい。どこかというと特記仕様書別紙の「その他

検討が考えられる事業(任意)」の中に「現存する樹木や・・。」とあるが、そこに「現存す

る英国風庭園や・・・」と変更してはどうか。何故かというと、基本方針案の「庭園」の

中に「現存する英国庭園の樹木、草類、石壁等活用可能なものはできる限り保存して活用

する」といった内容があるので、「現存する樹木」ではなくて「現存する英国庭園」と記載

することを希望する。 

会長 英国庭園か、英国風庭園か。イングリッシュガーデンではないですね。 

委員 ここでは英国庭園になっているが英国風庭園である。 

委員 英国風ナチュラル庭園か。 

委員 そうである。 
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企画経営部長 現在の庭園をできるだけ残そうとしたものであり、英国風庭園に限定するよう

な意味で表記したものではない。 

会長 委員の意見は、ここに「英国風庭園の樹木」といった表記があった方がいいのではない

かというものである。 

委員 特記仕様書の中からポール・スミザー氏の雰囲気が読み取れないが、どこかに雰囲気が

残っていないと納得できない。「その他検討が考えられる事業（任意）」の中にはせめて表

記したいと思う。 

会長 前回も同じような議論になったと思うが、「残す」という提案もよし、「意志を受け継ぐ」

という提案もよし、「完全に替えてしまう」という提案もよしであって、その出来次第を審

査会で選ばせてもらうということであり、あまり方向性を出さないということが前回の結

論であった。 

委員 よくわからないが、ポール・スミザー氏は有名な方なのか。 

委員 有名な方である。彼が作られたものは残す価値のあるくらいレベルの高いものであるが、

すでに英国風庭園の一部がなくなった現在、そのまま残すのがいいことなのかどうかはわ

からない。残し方も含めてきちんと提案をしてもらうのが良いと思う。以前「庭園」とい

う言葉もイメージを固めすぎではないかという意見を出したが、それについては、前回の

基本構想の言葉との整理がされていると思う。「庭園」という言葉を残すと言うことは、元々

の歴史性、ここにあった植物を残していると提示できている気がする。それ以上に「英国

風ナチュラル庭園、ポール・スミザー」と記載すると意匠等を限定してしまうような気が

する。現存する樹木や植物はお金を掛けて管理している。そういった使えるものはもう少

し書いてもいいかもしれない。 

委員 ポール・スミザー氏が選んだ樹木は使うことは出来るのか。 

委員 使える。 

事務局 第 2回検討会の時に「庭園」に限定しないで「広場」といった呼び方をしたらどうか

と意見があった。今の緑は 10 年前の英国庭園をつくるときから育っている緑もあるが、

我々としてはあの場所の価値を考えるときにガーデンフィールズとしての歴史があるが、

それよりもファミリーランドや 100 年近く前に宝塚大劇場の近くに小林一三さんが当時の

民間の宝塚植物園をつくったことを大事に考えている。その当時から緑があり、現在の風

景が保たれてきたということから、市として、この場所の風景は残すべき価値があるとは

っきりと考えており、宝塚の原風景、まちづくりの起点となっているところなので、その

部分を重視して風景を残したいと思っている。曖昧な言い方だが、その中でより質の高い

緑の残し方をしていきたい。それがここで言う「庭園」という言葉に象徴されるのではな

いか。 

会長 いつも同じ話をしているが、歴史的重層性を読み取れる設計者であればそれなりに提案

をします、ということである。あまり方向性を定めてしまうと同じようなアイデアしか出

てこなくなる懸念、心配がある。委員のご指摘を少し違う見方をすれば日本語は曖昧な言

葉なのではっきりしないが、庭園とはガーデンのことであり、ガーデンと言ってしまうと

パークという考え方が出せなくなるのではないかといった考え方もある。確かにファミリ

ーランドの時もガーデンフィールズの時もガーデンのイメージの方が強いと思う。そこを

大きく変えて、パークにしてしまうという提案が出てくるか出てこないか。歴史の重層性
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がある中、未来志向で過去はこうだったが今後は魂だけを受け継いでこのような提案が出

来ますといった提案があるかもしれない。 

委員 ポール・スミザーの植物に対する愛情を応援しているという形をどこかに残したいと思

ったが、事業者がその分を提案してくれるかどうか何とも言えない。 

会長 誰が審査員になるかはわからないが、そういった魂が入っていないものを選ばなければ

良いのではないか。 

委員 最低限 RLAの要件を入れて頂いたので、変なものばかりがそろうことはないと思う。 

会長 これだけ皆さんで議論してつくった基本構想を無視すると言った提案者はないと思う。

逆に言うと市民や市役所が何を考えているのかという重要資料であるから、それをしっか

りと読み取って提案してくるはずである。 

委員 「ポール・スミザー」と提案者がネットで検索するよりかは、「庭園 宝塚」と検索して

大屋霊城が実現できなかった庭園都市からきちんとしたコンセプトや街への波及効果など

を調べて提案してくる方が、今回の提案には良いのではないか。 

会長 別図で、破線で囲んである部分は「考慮する範囲」と記載されているが、私がもし提案

者ならばもう少し広く考える。これは最低限ここまでは検討してくださいということだが、

例えば観光ダムは非常に珍しい施設であるほか、宝来橋の S 字カーブも珍しく全国でもこ

こにしかない。こういったものも範囲に含めればもっと色々なものを詰め込んだ面白い提

案が出来るのではないか。 

委員 西谷地域の農地もある。温泉の源泉も少し行ったところにあるし、言い出すとキリがな

い。 

会長 これは最低限考えてくださいと言う範囲であり、この範囲しか考えていないような提案

者はどうかと思う。 

委員 この範囲さえ考慮すればいいと思われないようにしたらいい。十分条件ではない。最低

限これだけは考えますよねということが伝わるようにしたい。 

委員 大阪の美術館の館長をしていたとき、美術館の裏に慶沢園があった。慶沢園というと京

都の有名な庭園師である小川治兵衛が設計した庭園であるが、フェルメール展の記念にフ

ェルメールの道を作って欲しいと希望したら、京大に小川治兵衛を研究している方がいて、

もし小川治兵衛だったらこのような樹木を植えたでしょうということで 2～3 年掛けてつ

くって納得してもらえた。もしそういうことが出来れば、ポール・スミザー氏も納得でき

ると思う。 

委員 ポール・スミザー氏なら西谷の里山の方に出かけてその中にある花を観察して「これは

こんな所に生えている。今度の場所に持ってくるならここならいいかな。」と考えて、植え

てみて枯れてしまいそうだったら場所を移動してみようかなど、愛情を込めた作り方をし

てくれると思う。そのような庭をもっと広げたいという思いがあるので一言いれて頂きた

い。 

委員 むしろ期待したいのはポール・スミザー氏の事を好きな方がいっぱいいて、お弟子さん

に近い方もたくさんおられるので、庭の部分が残ったら、そういった方々とも一緒にポー

ル・スミザー氏と同じ事は出来なくても似たことは出来る能力はあるので、一緒につくっ

ていこうということに持って行ければいいかと思う。 

委員 3、4年前にスリーデイズというイベントが温室であって、一日だけだがヤゴ釣り、魚釣
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り体験を子ども向けに 2年間提供した。そのような場に 20から 30のグループの市民が集

まってそれぞれ一日ずつ受け持ってイベントを開催したが、そのよう場があればいいと思

う。 

会長 そんな提案が出てくれば嬉しい。以前から申し上げているように、もし、提案者が選ば

れたときにそういう思いをぶつける場があれば、アイデアを吸収してもらってより膨らま

せて頂ける可能性もあるのではないかと思う。 

  頂いたご意見は前回である程度は方向性、内容は詰まっていたので、プレゼンテーショ

ンは非公開ということに変更させて頂く。後はこの案に沿って進めさせて頂きたい。では、

その他の方に移らせて頂いて良いか。 

委員 直接の内容ではないので後回しにしたが、宝塚市登録の要件を外すことに関連して、ど

の様にして全国の業者に周知させるのか。建築協会や都市計画協会に知れ渡っても地方の

支部には全く伝わらない事がある。宝塚で、しかもソフトも一緒にということなので地域

密着でやらなければならないところもあるかもしれないが、出来るだけ偏らないように周

知した方がいい。 

企画経営部長 今日の会議から少し経つと、業界新聞に宝塚市がこのようなプロポーザルを予

定し、このような考え方、時期はいつ頃でといった内容がわりと詳しく掲載される。私た

ちが説明しなくても問い合わせがある。業界内では自然と周知されているのかなと思って

いるが、今回の件は関東の方には周知されているのかどうかは調べないといけないと思う。

そういった状況でなければ別途周知方法を考えなければならないのかもしれない。 

会長 委員のご指摘は具体的な話で、協会に送ったら終わりではなく支部にもきちんと連絡を

いれてくださいということである。 

委員 ソフト提案も含めたコンペに観光業界がＪＶを組んでやることもあるのか。 

委員 観光業界だけでは提案できないので、ＪＶを組んでメンバーの中に入るケースはある。 

会長 それでは事務局の方からその他の事項の説明をお願いする。 

事務局 再度修正、調整をして最終の募集要項を 2 月の中旬を目処に確定させる。それ以外は

現在のスケジュールに沿って進めていく。事業者を選ぶ選定委員会を設置するが、選定委

員会のメンバーは現在の有識者等検討会に入っておられる 5 人の方と行政からはガーデン

フィールズ跡地の土地活用について深く関わっている所管部署の部長、企画経営部長、産

業文化部長、都市安全部長の合計 8 人で構成していきたい。こまかいやり方については調

整する。平成 27年度以降に事業者が選定されて決定した後は、基本計画、基本設計の提案

された内容をもとに協議、調整を行って内容について固めていく。協議を行う上で 5 人の

方々には有識者等検討会と実際の選ばれた事業者との間で会議の場を設けて調整を図って

いきたいと考えている。平成 27年度の 6月中には事業者の選定を行う予定なので、7月以

降にこのような形でお集まり頂く機会を考えており引き続きよろしくお願いしたい。 

会長 事業者選定の段階だけこの会が選定委員会に変わり、終わればまた元に戻るということ

である。 

企画経営部長 補足だが、選定委員会の構成員は市議会の議決を経て意思決定することになる

ので、現時点では意思決定されたものではない。3月くらいには決定する。 

会長 私も含めて選定委員会の候補になるので、特に事業者との接触には十分ご留意を頂きた

い。 


