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宝塚市緑の基本計画検討委員会  

令和元年度 第一回宝塚市緑の基本計画検討委員会 

 

日時：令和元年 10月 3日（木）9時 30分から 11時 50分 

場所：宝塚市役所 3F 3-3会議室 

【会議の名称】 

宝塚市緑の基本計画検討委員会 

【会議の開催状況】 

日時：令和元年 10月 3日（木）9時 30分~11時 50分 

場所：宝塚市役所 3F 3-3会議室 

【出席委員】 

 赤澤委員、石田委員、栗山委員、金岡委員、阪上委員、板東委員、中山委員、瀬尾委員、

小宮委員  計９名 

【欠席委員】 

 黒田委員  計１名 
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【次第】 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 委員長の選出 

４ 議題 

  ・緑の基本計画改定スケジュールについて 

  ・緑の基本計画改定について 

  ・宝塚市のみどりを取り巻く社会の動向について 

  ・みどりの現況について 

  ・前回計画の進捗状況について 

  ・市民アンケート調査について 

  ・現況の課題と計画の方向性について 

５ 閉会 

 

【配布資料】 

資料１  緑の基本計画改定スケジュール 

資料２  緑の基本計画改定について 

資料３  宝塚市のみどりを取り巻く社会の動向 

資料４  みどりの現況について 

資料５  前回計画の進捗状況について 

資料６  市民アンケート調査結果について 

資料７  現況の課題と計画の方向性について 

資料８  公園緑地に係る新たな取組み 

資料９  参考資料－公園緑地に係る新たな取組み事例集 
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〔会議要旨〕 

１ 開会 

    〇会議の成立の確認・・・成立 

    〇委員長（赤澤委員）・職務代理者（石田委員）選出 

    〇議事録署名人の決定・・・金岡委員・阪上委員 

    〇傍聴人の確認・・・傍聴人 ０人 

    〇会議は公開とする。 

 

２ 議事内容 

【議題１．緑の基本計画改定スケジュールについて 】 

※事務局から資料に沿って説明 

委員長：回数が多い分、各会で少しずつ議論を重ね、関連部局などの調整も踏まえて、議

論を繰り返していくことができますので、その都度スケジュールを確認しながら進

めていきたいと思います。 

 

【議題２．緑の基本計画改定について】 

※事務局から資料に沿って説明 

委員長：まずは緑の基本計画とは何かということについて確認し、わかりにくいところに

ついて補足していただきいと思います。 

委員：最近、地球温暖化が急激に進んでおり、正直大丈夫かと思っています。これまで土

木構築物で防災を図ったり治水するなどハードな対策でやってきたものを、自然の

緑や雨水などを活用していく概念である「グリーンインフラ」をこの計画に入れる

ことは可能なのでしょうか。 

事務局：資料 3 でグリーンインフラに触れています。最近国交省などでも積極的に記載す

るように言われておりますので、この計画でも概念を入れさせていただく予定です。 

委員：緑の基本計画であり、緑に注目されているのはわかりますが、緑と水は一体で、水

がないと緑は育たないと思われることから、この計画に水という言葉が一切出てこ

ないのが気になりました。 

事務局：水に関しては、水のマスタープランというものがあります。 

委員：それは水道に関する計画でしょうか。雨が降って、山が水を吸って、その水が低い

ところに流れていくという自然の水系と緑の関係をそろそろ考えていくべきだとい

う気がします。 

委員長：水については、これまでのように大きな水路で水を流して川に放流する方法では

もたないので、山にゆっくりと水を染み込ませて保水するということも含めなけれ

ば、防災上は難しくなっています。 

グリーンインフラや、水と緑が統合した計画は宝塚市にはないと思われ、おそらく
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この計画に加えていくことになると思います。資料 2の P4に「みどりの定義」があ

りますが、漢字の「緑」は緑色の植物の緑のことですが、ひらがなの「みどり」で

は概念がすごく広がります。この「みどり」の定義は水面や、水と緑の間の裸地も

含め、コンクリートではないところは全部「みどり」ということです。最近、海外

では、環境行動を含めて、「みどり」、「グリーンである」という言葉が使われ、それ

ぐらい概念が広がってきています。少なくとも「みどり」は、水・土・緑・植物・

自然をすべて含んだものということで今回の計画を考えていただければと思います。 

資料 2の P1の「緑の基本計画の特徴」にある市・市民・事業者が一体となった協働

について、「市民」は少し前まで居住者というイメージで捉えていましたが、今は事

業者も市民に含まれています。緑が良くなると商売が儲かったり、企業のイメージ

アップにつながる、また適切な緑を植えることによって操業しやすくなる、事故が

減る、などのメリットもあります。事業者と市民が緑に触っているところを手伝い

ながらメリットを享受するという両者にとってプラスの関係で協働していくという

ことにおいても、少し概念が広がってきたという気がします。この概念が広がった

ということを受けて、今回の委員会に、市民団体代表の方や市民委員の方にも入っ

ていただき、様々なご意見をいただくということになっています。 

委員：前回の計画から 18年経っていますが、市が取り組んできたこと、進んでいることを

市民があまり知らないと思います。市民に計画がどう浸透するのかが課題ですが、

この委員会で協議しても同じように浸透しないと思われ、現計画の進捗状況、前回

から継続する施策や新しい分野で行うものを比較するとわかりやすいと考えます。

委員会で先生方が言われた意見が計画に反映されていたら良いですが、これまで計

画に反映されることはなかったように思います。新しく計画を作っても絵に描いた

餅になってしまうので、今回は、実態に即したものを作っていただきたいと思いま

す。 

委員：現在の計画を作る際は、議論して、今できている施策、できていない施策をチェッ

クして仕分けました。今回、新しく計画を考えるにあたって、過去に課題となった

ものでクリアできているもの、できていないものを検証し、できていないものは何

故できていないのか検証してほしいと思います。 

先ほど言われたように、地球がおかしくなっており、自然環境を大事にしていくた

めにはどうしたらいいか、地域でできているもの、できていないもの、これから何

をやっていけば良いかなどもこの計画で位置付けてほしいと思います。 

事務局：現計画を検証していかなければならないと考えています。今までは行政が計画を

作り、方針に基づいて計画を進めるというのが一般的でしたが、市民の皆さんと一緒

に作っていくこと無くして実現はないと感じています。今回の計画は、皆さんに理解

していただき、共有して一緒にやっていけるものを作っていき、様々なご意見、ご指

摘もいただきたいと考えています。 
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委員：計画が実行される段階において、実際どうやって進めるかを検証する委員会を設け

てはいかがでしょう。計画と実施との関連が希薄であり、どう動いていくかを検証す

るシステムがあってもいいと思います。 

委員長： PDCA サイクルという plan（計画）、do（実行）,check（評価）,それに基づいて

action（改善）するというシステムですね。市では 1年ごとにこれを行っていますが、

3 年か 5年かに 1 回、市民の方も一緒に計画全体の方向性の見直しも含めて考えると

いう仕組みを入れても良いかもしれません。 

委員：先ほど言われたように、緑と水というのは分けられない関係です。緑の中に疎水が

あると、非常に気持ちを和らげてくれます。疎水はグリーンインフラに入るかもしれ

ませんし、この計画に水の視点が希薄ということであれば、もう少し打ち出してもい

いのではないかという気はします。 

委員長：資料 3 で説明があるかもしれませんが、農地をみどりに位置付けるよう法律が改

定されました。農地や畑、水田も緑としてこの計画ではっきりと扱うことになってい

るので、広いみどりの定義に基づいて検討し、前の計画で扱っていなかったことを計

画にいれたいと思っています。 

今回、少なくとも今年度中の委員会は、緑の基本計画についてよく理解していただ

き、前の計画でできなかったこと、また今の時代だからできることについて意見を

出していただきたいと思っています。方向性については年度内でと思っていました

が、第 1 回目から意見が出て、非常に心強いと思っています。素朴な意見から方向

性まで、ざっくばらんに話していただけたらと思っています。 

 

【議題３．宝塚市のみどりを取り巻く社会の動向について】 

※事務局から資料に沿って説明 

委員長：法令関係は少し専門用語も増えてきてわかりにくいところもあると思います。簡

単に説明すると、今まで緑地は都市開発から守るということで規制が多かったので

すが、規制が緩和され、緑と融合した保育園や暮らしの向上に向けた活用にも開放

されているというのが方向性です。また、市民緑地制度は、市民が緑地の管理者と

なって良くすることができる制度で、市民の皆さんと一緒にこんなものに発展もで

きるということです。また農地について、農業従事者も減り耕作放棄地が多くなっ

て、新しい方が営農しようと思ってもハードルが高くありましたが、面積を緩和し

たり、自分たちで販売や調理提供して儲けることができるなど、規制を緩和してい

くというのが主な法令のイメージです。 

計画の方向性に関して、P8で、「機能の再編」と「立地の再編」があると説明されま

した。国交省は緑の基本計画で都市公園を何㎡確保という目標を立てなさいと言わ

れていて、その前はとにかく公園を増やせと補助金を使って進めていましたが、も

う無理です。土地も無く、計画したものを作るのか作らないのか、作ろうという方
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向性を前に出すのか、増やすことは諦めて質を向上させるという計画に大きく方針

転換するのか、みたいなことが今回の大きな論点という気がしています。ちなみに

近隣他市でも量を増やすということを諦めている都市が多く、尼崎市でももう増や

さないとはっきりと書いています。そういう意味で、社会の動向の中で成熟社会の

到来、質の向上は諦めない社会、ときちんと書いておき、そういう社会潮流の基の

みどりの在り方も論点として押さえておきたいという気はします。 

委員：この計画自体が 10年先を見通した計画ということで、施設整備なども含められると

思いますが、市内市外の緑地を見ていると、いかにメンテナンスをするか、いかに

メンテナンスに資本、経費を投じていくかということがおそらくどこの行政でも一

番困っていると感じます。素晴らしい計画を作って、素晴らしい公園を作っても、

メンテナンスを怠っていたら 3 年先はもう見れたモノじゃなくなります。そういう

意味で、今後の維持管理を継続できるような計画、資金面も含めると多く拵えてい

くかということもこの中で考えていかないと、それこそ絵に描いた餅になると思い

ます。県外の企業の方が、10 数年前から、社員に剪定の勉強をさせるため東京に行

かせていると言われていました。皆様ご存じのように、宝塚市は植木の本場中の本

場として名前を売っているのですが、何故かと伺うと、東京の方が植栽にお金をか

けて綺麗にしていると、大阪では銀杏並木をぶつぶつ切っており、それを勉強させ

てしまうとろくなことにならないと言われていました。現状まったくそのとおりと

思いました。我々も勉強して意識していかなければいけませんが、例えば計画の中、

あるいは行政指導という形で、きっちりとフォローしていく体制をどこかで入れな

いと、今後、みどりというものが成り立っていかないのではないかと考えます。 

先ほど水の話が出ていましたが、例えば公園予定地にため池がある、あるいは緑地

の中に水田も入っているものを作るのはなかなか難しく、例えば水田も緑地だとい

う縛りをかけるわけにはいかないと思います。農業をやめるという縛りなので。た

め池が公園計画予定地だとしても、財産や水利権の話など解決が難しい問題であり、

そのあたりも含めて水利権の問題、今回で検討はできないと思うんですが財産の問

題もどこかでタイアップしていかないと、具現化しないような気がします。 

委員長：後者の方は書いてしまうのは難しいと思いますが、そういった課題を想定しなが

ら、方向性をきっちりとこの計画で位置付けたいと思います。 

前者の維持管理の話は、非常に大きな方向性をいただいたという気がします。みど

りは植えた時は小さく、育てるという考え方をしないと良いみどりになっていかな

いので、そういった考え方も大きく出していきたいと思います。街路樹がパツンパ

ツンなのは、業者の切り方が悪いところもあるかもしれませんが、市など管理者の

財政の理由や、市民の要望など社会的なことなどの問題が複合してあり、パートナ

ーシップで色んな方が少し我慢して、しかし大きなメリットを返していただくとい

うことで対応できるような計画にしたらいいかなと思います。 
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事務局：議会でも「将来を見据えた街路樹を選定して植えてきたか」という指摘がありま

した。神戸市でも街路樹の選定について計画をたてていると聞いており、今回我々

も 1 つのテーマにしたいと考えています。植えるだけでなく将来を見据えてどうい

う木を選定すればいいか、そういう視点もご議論いただきたいと思っています。 

委員長：最上位計画であり、現状無い街路樹の管理育成計画を作るということも書くこと

ができます。そういうことも念頭に置いていただきたい。 

委員：街路樹の剪定について、建築とか土木の業者が業務をとり、植木屋ではない人が形

も考えずにどんどん切っています。植木は大きくなるので、何十年も経てば手間が

増えてくるはずだが、費用は一緒もしくは下がっており、そうすると手抜きになっ

てしまう。安いところが仕事を取るので、絶対名庭は生まれない、それが悔しい。

京都が名庭と言われるのは地理的なこともあるし、庭師の尊厳として、南側になる

よう向きをうまく利用しています。今はプロが要らない時代になっているので余計

にそれが目立ちます。なので荒廃する。それでは名庭が生まれるはずがない。 

委員：街路樹が手足をもがれるみたいに、木の幹だけ残して枝葉は全部切っているという

感じで、ちょっとかわいそうです。 

委員：管理者は大変だと思います。葉が落ちていたら滑ったらどうするんだと言われ、蝉

がうるさいと苦情を言われます。銀杏が綺麗という人は何も言わないですが、銀杏

が嫌いな人ひとりが言うと、それが全体の意見みたいになってしまうという時代背

景もあるのかもしれません。 

委員：財政難もあると思います。ある地域ではアドプトで公園を整備していて、道路アド

プトではないですが、自分の家の庭先の歩道のところは、近くの皆さんと協力して、

雑草が伸びれば刈っています。他の校区では、いつも木が伸びたら一人で刈ってら

っしゃる方も見かけるので、行政に任せるより市民が掃除する方がうんと安くでき

ると思うので、そういうところをもっと宣伝して、アドプトの方もやっていただけ

たらありがたいです。 

委員：街路樹の剪定も業者の場合もありますが、中山台まちづくり協議会では緑化活動も

かなり大きく動いています。市でも色々な緑の協働があったと思うので、そのあた

りを事例として入れていただくといいなと思っています。 

委員長：宝塚市の身近なところでもしていることを伝えておかないといけませんね。 

委員：先ほどの水の話ですが、宝塚市には大きい武庫川や逆瀬川などの小規模な河川もあ

りますが、武庫川は宝塚駅から伊丹市との境ぐらいまで、ほとんどが県のアドプト

事業によって草を刈られています。今では散歩ができるような状態になっており、

ある区域は、ご夫婦で始まったのがどんどん増えていき、近くの高齢者施設にお住

まいの元気なご高齢の方もアドプト活動に参加しています。まさに事業者と市民、

自治会、そしてマンションの管理組合の活動になっており、その活動からマンショ

ンに自治会ができたり、いろいろな良い事例があります。そのあたりもぜひ、宝塚
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市の事例として入れていただけたらと思います。 

委員長：一緒にやりましょうという計画なら、そういう身近な事例は資料等で示していけ

たらいいですね。 

できるかどうかわかりませんが、管理者、つまり市が管理が行き届かない落ち葉は

我慢することという条例を有する区が東京都にはあります。条例で決めないといけ

ないのもどうかと思いますが、みんなで少し我慢して、みどりをおさえていくやり

方もありますので、またそれも検討いただければと思います。 

委員：できた計画を広めるのは行政だけでは無理で、広めていくのはここに関わった私た

ちであったり、市民の方だったりというのもあった方がいいのではと思います。 

委員長：この計画のアウトプットをどんな形で仕上げるかということになります。計画書

だけでなく、少なくとも概要版と市民向けのリーフレット、あと皆さんが宣伝しや

すいようなものがあればいいかもしれません。最近では、わかりやすいパンフレッ

トでも動画やパワーポイント、写真集などそういったものが良いかもしれません。

これは、次年度検討していきたいと思います。 

委員：街路樹のことで、チョキチョキに切られているのをかわいそうだと言う人が多いと

思いますが、一部の人が声をあげて、その声が大きい人の意見に従って切られてし

まうのはいかがなものかと思います。委員長がおっしゃった我慢条例ではないです

が、1 人より大勢の人の意見を優先させるような仕組みづくりができたらいいなと思

います。宝塚市は、園芸の街ということが全国的に知られているので、先ほどがお

っしゃったように、宝塚市が園芸の街として手本となるような、街路樹管理など、

そういう風にやっていけたらいいなと思います。 

委員長：宝塚市らしさにつながりますよね。 

 

【議題４．みどりの現況について 議題５．前回計画の進捗状況について】 

※事務局から資料に沿って説明 

委員長：今回の議題の一番大きなところだと思います。 

委員：中止、廃止の施策がいくつかありますが、今後もこの方針なのか、中止、廃止の施

策については、これから議論で触れてほしくないということでしょうか。 

事務局：平成 13年の計画でも目標を定め、個別の施策を展開していましたが、施策が現状

どうなっているのか洗い出し、各担当課にヒアリングする中で、中座状態であった

り、新たな取組みが始まったことやそのほかの理由で中止しているというところも

ありました。将来廃止ということはあり得ますが、今回は、現在どのように進めて

いるのかを理解していただきたいという主旨で作成しています。新たな計画を立て

る中で、中座しているけれど進めた方が良いところがあれば今後十年ないし何年か

で進めていくと理解していただきたいと思います。 

実際それぞれに理由があり、例えば花の苗が配れなくなったのは財政上の問題です
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が、違う方法も考えられますし、重点地区を決めたけれどもそこで事業が展開でき

なかったことは色々な要因があります。その要因を解決する手立てをもってすれば、

もう一度できるだろうと思います。施策すべてに対して、それぞれ意味とできなか

った理由を精査しながら、意味があるけれども課題があるから、その課題をこう解

消していけばいいのではないかというご議論をしていただければと考えています。 

委員：苗の提供も、市民からもらった苗をどこかに確保して、養生して配布するとなると

お金がかかります。例えば、情報を集約してそれを発信してマッチングするという

ことであれば、それほど財政上の負担もないのかなと思われ、やり方を変えれば施

策を復活させることもできるのではないかと思います。 

事務局：今回は、事業の進捗状況だけにとどまっており、十分な検証というところまで至

っていません。それぞれの施策がなぜそういう状態なっているのかをもう少し工夫

して新たな施策に変えていけたらいいのではと考えています。最終的に、施策がで

きない理由がきちんとある、または、効果が薄れているというのであれば中座する

か、見送らせていただくというように考えています。 

委員：施策がたくさんあり、よくここまでフォローしていると思います。大変な仕事です

が、何人ぐらいがどれくらいの間隔でチェックしていたのですか。 

委員長：基本的に、事業は予算を使わないとできないことばかりなので、この 10何年間全

部をずっとやっていたということはないと思います。できることから始めて、ダメ

なものは消えたりしながら、各担当課の事業単位で行っています。その間に市民が

入ってくるという仕組みはなく、相当大きな事業ではない限りは市が独自で行い、

担当者が PDCAで回していたという理解でよろしいですか。 

事務局：はい。私たちが全部所管しているわけでなくて、庁内で連携をとってやっていま

すので、それぞれの担当部署が進捗管理しているというのが現状です。今回、庁内

で状況を確認したということです。 

委員：すべて行政がやるのは大変なので市民参加を前提にして、少しお手伝いできること

があれば、できるだけ市民に振り分け、行政の方で集約していただくということは

いかがでしょうか。 

委員長：どの事業がどのような効果があったから達成できたかというのは、市民の方には

わかりにくく、事業チェックは少し難しいと思います。例えば、KPI（業績評価指標）

を設定したり、基本目標「コミュニティづくりのために」に対してどんな指標が大

きく達成されたらいいのかという目標と数値を設定し、その目標を達成するために

はまずこれをやるというように体系化し、全体はみんなでチェックし、個々の事業

は行政の方にお任せしながら、議題とすることに留めるということもあります。そ

うすると、基本計画ですが戦略性を出すことができ、達成に向けてこういう順番で

やっていくということができ、今回の計画に取り込んでもいい気はします。 

委員：優先順位を設定するのもいいかもしれません。 
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委員長：実際に協働でする際は個別に話し合いながらやっていくと思いますが、大きな方

向性について、市民の方や事業主の方などのご意見をいただきながら行なうことに

なるかもしれません。 

事務局：緑の基本計画はマスタープランとして考え、具体的にはアクションプランで検討

していきたいと考えています。具体的な事業をどうするかということにつきまして

は、また別途案を作らせていただきながら、ご意見いただきたいと思います。 

委員長：緑の基本計画は、基本的には市全体でやる事業ですが、ブロックごとに都会的な

ところや、農村部、緑豊かな住宅地域があり、全然違っています。ブロックごとに

行う事業や方向性も変わってくるかもしれないので、より具体的に、市民・事業者

の方と一緒にできるように進めないといけないという気もします。大きな計画と事

業との間に地区別の計画をはさむことが必要だと話を聞いて思いました。 

委員：今、第 6 次総合計画と同時に、それぞれのまちづくり協議会で地域まちづくり計画

を立てているので、地域まちづくり計画にもリンクするところは出てくると思いま

す。 

委員長：街路樹についても、個人から切ってほしいと言われた場合も地域全体が切らない

という訴えがあれば切らなくていいということができます。 

ブロック割とまちづくり協議会の単位とは整合していますか。例えば、まちづくり

協議会が複数のブロックにまたがっているというところはありませんか。 

事務局：ブロック割は小学校区にリンクした 20区ごとにまちづくり協議会があり、それぞ

れが計画を作っています。 

委員：第 2ブロックは緑が多く、環境や緑のことも計画にも入れつつあると聞いています。

まちづくり協議会がブロックにまたがっていることはないです。 

委員：まちづくり協議会ごとに温度差があります。私も協議会に参加させてもらいました

が、それぞれ内容がぜんぜん違います。 

委員：まちづくり協議会の計画が緑の基本計画に入るのは難しいと思います。まちづくり

協議会はまちづくり協議会で考えており、観光も同じようにやっていることが本当

に総合計画に入っているのかといえば疑問です。 

今年の公園河川課の人は一番気の毒だと思います。前の計画は 18年前で、今まで進

捗状況があるかわからない程度で進んできて、今年予算が取れれば、成果があがる

だろうし、取れなければそのままなくなってしまう、トータルで見ながら今度はこ

うしようとできないところが難しいと思います。 

委員長：計画を実際にできるように変えていかないと職員はどうしても動けないところが

あります。ブロックごとに特色づける、極端なことを言うと、ブロックの市民がや

りたくない施策は、そのブロックではしなくて良いと思います。さらに伸ばしたい

というところがあって、やりたいという団体がいらっしゃればそのブロックにはそ

の政策を重点的においてもいいと思います。そういったメリハリのついた計画を作
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れたらいいと思います。 

委員：この計画の縦の線は見えますが横の連携は見えません。 

事務局：この計画の方針の中には、市全部同じではなくて、ブロックごとに方向性を示し

ていくというのが望ましいものもあります。実際それをどのようにまちづくり協議

会の施策に落とし込んでいくかというのがまだ含みがあるというところだと思いま

す。ただいずれにしても方向性はブロックごとに特色がある市ですので、色んな方

向性をお示しいただけたらなと思っています。 

委員：まちづくり協議会の温度差や、まちづくり協議会と自治会連合会とネットワークの

問題もあります。 

委員長：まちづくりの温度差も計画に連動するということは仕組み上もきちんと考えない

といけません。 

委員：まちづくりと計画への連動の仕組みという点ですが、市で計画を作られて、それを

まちづくり協議会に説明して理解していただく努力をちゃんとされて、意見収集も

されていますか。 

事務局：もちろん理解していただく努力はしないといけないと考えます。十分かと言われ

ますと反省点があるのは確かです。ただ今回申し上げたように、我々が市の計画を

持ちながら地域ごとに特色づけようとしたとき、まちづくり計画を作ろうとしてい

るので情報交換をしなければならないと思っています。どういう方針にするのかも、

委員会でご議論いただく際に地域の思いも汲まないといけませんし、そして方針を

事務局の思いも汲んで計画しながら本当に成り立つのかどうかというのは整理して

いく必要があると思っています。 

委員：公園河川課に関しては、まず地域の意見を聞いてくれています。土日でもワークシ

ョップに入っていただき、私たちがほしいものを優先して、公園河川課と一緒に考

えていくという方向になっています。行政の方から市民に強制するのではなくて市

民の方がほしいものを一生懸命考えて、できる範囲でやっていきましょうというの

が、ありがたいです。公園河川課のようでなければいけないと思います。 

委員長：具体的な取り組みが進んでいる気がします。緑の基本計画では、市の役割も変わ

ってきており、事業体として行政がやるところから、行政は市民がすることをサポ

ートするという方向転換で、仕事の内容も変わると思います。市民のサポートをや

りやすく、役割分担を最低限するという考えも必要だと思います。 

委員：最後にパブリックコメントを行うと思いますが、そこではじめて市民から意見を聞

くのでなく、途中段階でも聞いて計画に反映していった方が良いという気がします。 

委員長：タウンミーティングや、簡単なフォーラムなどを開催してワークショップのよう

に市民の皆さんの意見を聞く会を作るのもいいかもしれません。 

委員：実現しなくても、聞いてもらえたということで住民も納得できるところもあると思

います。 
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委員長：予算も労力もいりますが住民に会う方向で動いていただけたらと思います。 

 

【議題６．市民アンケート調査について 議題７．現況の課題と計画の方向性について】 

※事務局から資料に沿って説明 

委員：資料７についてですが、この計画は一度作ると 10年ぐらい改定しないのですか。 

委員長：少し改定する可能性はあります。 

委員：本当に地球温暖化に危機感を感じています。資料 7の P3の＜宝塚市のみどりの計画

の方向性＞について記載していることについては賛同しますが、もう少し緊急性が

高い課題が、ここ近年出てきている気がしていて、緊急性が高い課題を捉えたうえ

で方向性を追加した方が、市民の方々にも共感を得ていただけるのではないかとい

う気がしました。内容としては地球温暖化対策のこと、また、「保全、整備、管理、

運営、利用」と並列で記載されていてどれも大事だとわかりますが、とくに維持管

理をしっかり行わないといけないと思います。方向性の１つ目の質の向上と結びつ

きますが、重点的にこれをします、と打ち出していくような基本計画にシフトして

いった方が良いと個人的には思いました。 

委員長：宝塚市の総合計画の目標像には「住みたいまち」とありますが、それにダイレク

トにつながるようなストーリーをまず書いてから、グリーンインフラのような具体

的な新たな取組みを行うイメージだと聞いていて思いました。 

今日は資料８・９の他都市の事例を説明する時間がありません。目次に目を通して

いただいてこんなこともできるということも頭に入れてご意見、ご質問をいただけ

れば、次回また意見をいただきます。今回は、もっとこれから考えた方がいいと思

うことを全部出し切るというのが大きな目標ですので、資料に載っていないことで

もこれはどうかという意見がいただければと思っています。 

委員：もう１つ重要な視点が生物多様性だと思います。以前の計画にも素晴らしいことが

書かれていて、多くの点については新しい計画でも引き継いでいくべきと思います。

しかし、当時は今とは時代が違い、十分議論されていない、意識されていない、こ

のいくつかの問題を新たな計画に盛り込んでいく必要があると思います。問題の中

で重要なのが地球温暖化と生物多様性であり、前回の計画では、あまり触れられて

いないので加えるべきだと思います。 

委員長：地球温暖化と生物多様性は２大環境問題ですが、２つとも日常生活の中ではあま

り感じにくく、何ができて何か行動すればすぐに変わるというものでもないのでア

クションに落としにくいのですが、できるだけ具体的に書ければと思います。 

委員：宝塚市自体というか、私たちが安穏としているかと思います。西谷地区を含めてみ

どりがいっぱいありますが、現実は南の方では田んぼや畑がすごく減っています。

田んぼや畑が減っている理由は、環境はもちろん、経済的にやっていけないという

ことがあります。そして池だけが残っています。管理は民間に任せており、我々も
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実感がないままにみどりに対する呑気さが増しています。最初からみどりが少ない

街の方は、必然的にみどりがほしいとか、みどりをこうすべきだとかこうしようと

か思う気持ちが強いですが、こちらでは割と安穏に暮らしてきたと思います。他都

市の取組みをうまく取り込みながら保全もするという体制が必要と思います。我々

はみどりの中におり、家や周囲に緑があると思っていますが、公園や生活圏を守る

にはお金がいる、公園と田園との差を作っていかないといけないと思います。 

委員長：市民の方は書かれても実感がないということがあるので、緑の将来像や目標をビ

ジュアルにして、田んぼを残したらどんなに楽しい地域になるのかなどがきちんと

わかるように表現し、共通の目標をしっかり定めないといけない気がします。 

委員：昔は緑がいっぱいのところに、家やマンションが建ち、横の田んぼで草などを燃や

すと危険、汚いと追いやられ、うまく人と緑がマッチしませんでした。最初から街

のところはそんな感覚がありません。住宅地が鳴尾浜から西宮まであがってきて、

住宅地が増える経過を踏まえてきたはずです。宝塚市は特に、南部・中央部・北部

があって順番に市街化されており、どういう単位で、どう連携して、どう食い止め

ていくかがみどりの計画として一番重要であると思います。 

委員：改定にあたって、時代背景や自然の環境が変わり、市の財政がひっ迫してお金が思

うように出ないという理由で市民参加を促すことを意識した方向性になっているの

が気になります。課題があるから変えないといけないということを受けて、その内

容と具体的な方向性が計画にしっかりと盛り込まれているか心配です。 

委員長：もう少し主張と言いますか、こんな課題があって宝塚市はこれを目指しているか

らこうしようということがあってもいいと思います。 

委員：もう少し力強さがほしいです。 

委員長：この委員会の仕事の大きなところであり、もっとこういった点をアピールしたり、

特に資料 7の P3の基本計画の方向性のところを整理しながら、文言を変えたり、ら

しさを加えるということをやっていきたいと思います。 

関連して、方向性として、ストックの有効活用や、維持管理など似たような表現が

続いています。環境問題を含めて、まずは存在効果、みどりがあるから温暖化も防

げ、空気も良くなり、生物も共生できるということ、そして存在効果をどう利用で

きるか、どう楽しい街になるかということ、あと媒体効果、コミュニティが良くな

ったり、まちのブランディングや観光が活性化したり、賑わい化するというような

こと、あと存在効果、媒体効果を実現する仕組みというものも大きく必要だと思い

ます。大きな枠組みはそういった色分けしながら整理していただいて、これから主

張をどんどんしていくという作業が良いと思います。 

委員：先ほどおっしゃった、水というのも、少し引き込んでいただければ、潤いやみどり

が引き立つという効果も期待できると思うのですがいかがでしょう。 

委員長：武庫川についても、色んな検討の兼ね合いや河川法など使いにくいところもあり



15 

ますが、活用していない水路も含め、使い方がもっとあると思います。 

委員：先ほど申し上げたように、疏水の横にみどりがあるというのは、みどりが引き立つ

し気持ちもすかっとしますので、水というのはすごいものだと思います。 

委員長：ぜひそういった視点も入れていきましょう。アンケートでは、小さいよく似た公

園があっても仕方ないというのがはっきりとあったと思いますが、統廃合というこ

とだけではなく、都市公園法がだいぶ前に変わり、すべて児童公園に作らなくても

いいので、森のような公園や、遊具、高齢者向け、イベント広場、というような全

然違う小規模公園に置き換えてもいいということもあります。様々な小規模公園に

置き換えるという視点もアンケートから強く感じました。これから作るのではなく

て、良くする、市民と一緒にリノベーションして公園も変わらないといけないと思

います。全部同じような標準設計の公園ではなく、更新するという整備の仕事もあ

るのではないかという気もしました。 

委員：重要なのは、選択と集中だと思っていますが、市の財政がひっ迫しているので公園

を統廃合したいというのはとても後ろ向きの決断なのでやめてほしいと思います。

統廃合するとしても、もっと前向きな、統廃合することによって明るい未来が開け

るというような方向で検討するべきです。宝塚市に住んでいて思うのですが、街路

や公園のみどりに宝塚らしさがあまり無く、ほかの街と変わらないのがすごくもっ

たいない。もう少し計画の中で追及していくべきだと思います。 

委員：宝塚らしさとみどりとの関係は、この委員会で考えてみる価値がありそうです。も

う少し宝塚市のみどりという視点で考えてみるべきという気がします。 

委員長：土台となる資料として各種上位計画、総合計画や都市計画マスタープランにおい

て「らしさ」ということは書かれているはずなので、それを整理していただいて出

していただくと議論もしやすいかもしれません。さらに皆さんの思っている宝塚ら

しさや、こういった出し方があるのではということもあると話も進めやすいかなと

思うので、２回目、３回目にもう少し材料としてご準備を検討していただければと

思います。 

委員：偏見かもしれませんが、いつも私が行政に何かお願いすると、予算がないという返

事がまず返ってきます。何かを今から作っていこう、計画していこうという中で、

まず予算がないからこうしましょうという話は、市民が絶対受け入れるはずがあり

ません。先ほどの水利権の問題と裏腹な話になりますが、森林公園を作って、地域

とこういう風に連携して活性化するので、申し訳ありませんがここを提供していた

だくという話や、一緒にやりませんかという風に話を持っていかないと、話が進ま

ないと思います。約 20年前にあいあいパークを作るときに、池を埋めるという話が

出て、住民は何をするつもりなのかとびっくりしましたが、長年かけて調整をした

結果、あいあいパークが建っているところに水利権を無償で提供しています。お互

い助け合いが大事だと思います。 
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今回、緑の基本計画を今後 10年に向かって立てるにあたって、大筋の理念を打ち出

して、紐づけてあるいは関連させて、実施していくには、前に進めるという意向を

見せないといけないと思います。よく読んだら行政のやる気を感じられるものを作

るのも我々の責任だと思います。人口が減っているので、経費がかかるのはわかっ

ていますが、先ほどアンケートにも小さい公園はいらないので、大きい公園がほし

いという意向があり、用地の話もあると思いますが、検討する価値はあると思いま

す。大きくなった理念を紐づけて具体的に提案できるものを並べて理解していただ

いて、具体的に 10個の施策を 5年間で行ってみて、結果として 8個でも実現できれ

ば、次の 5 年間市民も協力してくれると思います。これも絵に描いた話かもしれま

せんが、こういうことを行わないと委員会で集まって話し合う意味がないと思いま

す。 

委員長：まずは絵に書いてみてそこから始めないといけないとは思います。 

非常に貴重なお話いただきましてありがとうございました。 

 

以上 


