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宝塚市のみどりを取り巻く社会の動向 

 

１ みどりを取り巻く社会の動向 
●人口減少・超高齢社会の到来 

日本では、世界でも類をみない速さで少子高齢化が進行しています。平成 20(2008)年に始

まった人口減少は今後加速度的に進み、各都市で策定される人口ビジョンにおいても、ほと

んどの都市が人口の大幅な減少を想定しています。大都市周辺にあって現在もなお人口増を

維持している都市においても、近々に人口減少化に転じることが想定されています。 

 

●頻発する地震や集中豪雨 

  平成 23(2011)年 3月 11日に発生した東日本大震災では、想定を超える甚大な被害がもた

らされました。また、平成 28(2016)年 4月 14,16日に発生した熊本地震は、断層に起因する

直下型の地震として局所的に大きな被害をもたらしました。 

今後、南海トラフ巨大地震の発生や断層系の直下型の地震の発生が危惧されるなか、地震、

津波、火災といった地震に起因する災害に対する備えはもちろん、近年全国で多発している

局地的大雨や洪水などの様々な災害に対しても、そのあり方が問われています。 

 

●持続可能社会の実現に向けた取組 

  原子力発電所の事故に端を発するエネルギー需給問題は、国民生活に関わる大きな問題で

あり、持続可能な低炭素社会の実現に向けた取組の必要性が強く認識されるようになってい

ます。 

また、平成 27(2015)年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030

アジェンダ」にて記載された平成 28(2016)年から平成 52(2030)年までの国際目標（持続可

能な開発目標（SDGs））は、日本としても積極的に取り組んでいくものであり、様々な局面

で十分に意識され、実践されることが必要となっています。 

 

●公共インフラの維持管理、公共施設の再編等の動き 

  平成 24(2012)年 12月 2日に中央自動車道笹子トンネルにおいて天井板落下事故が発生し、

道路やトンネルはもとより、橋梁、河川、公園など様々な公共施設における点検・維持管理

の重要性が再認識されました。以降、公共インフラについては、その適切な維持管理が求め

られ、それぞれの分野での長寿命化計画が策定、計画的かつ効果的な施設の維持管理が進め

られようとしています。さらに、自治体の財政が逼迫するなか、一般の公共施設についても

再編、見直しが検討されつつあります。 

 

●生物多様性の確保 

日本の野生生物の現状について、平成 24、25(2012、2013)年に環境省が公表した第 4次レ

ッドリストでは、絶滅のおそれのある種を 10 分類群 3,597 種としている。第 3 次レッドリ

資料３ 



―2― 

ストからは 442種増加しており、貴重種の保護や生物多様性の確保が重視されています。 

 

●地球温暖化対策 

気候変動の枠組みとして、温室効果ガス削減が地球規模での課題となっている。日本では、

平成 9(1997)年 12月採択の「京都議定書」での 6％削減、平成 26年のペルー･リマで開催さ

れた COP20での新たな目標設定など、地球的、国家的課題として一層重視されています。 

 

●グリーンインフラ概念の展開 

  グリーンインフラの考え方は、多様な自然環境や生きものがもたらす資源や仕組みを十分

把握し上手に利用しようとする概念であり、これまでの土木的な対応を中心に進めてきたイ

ンフラ整備に相対する概念として近年注目されています。 
  みどりに限れば、雨水防災対策としての道路脇の集水型の緑地としての事例が多く見られ

ます。 
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２ 関連法令等の動向 
（１）都市緑地法および都市公園法等の動向 
民間活力を最大限活かして、緑・オープンスペースの整備・保全を効果的に推進し、緑豊

かで魅力的なまちづくりを実現するため、平成 29(2017)年に「都市緑地法等の一部を改正す

る法律及び関係政省令」が施行され、都市緑地法等６つの法律※が改正されました。 

具体的には都市公園の再生・活性化に向け保育所等の設置や民間事業者による公共還元型

の収益施設の設置管理制度（P-PFI）の創設や民間による市民緑地の整備、都市農地の保全、

活用が挙げられます。 

※都市公園法、都市開発資金の貸付けに関する法律、都市緑地法、生産緑地法、都市計画法、建築基準法 

【都市緑地法等の一部を改正する法律（平成 29年法律第 26号）概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省 HP「都市緑地法等の一部を改正する法律」 

https://www.mlit.go.jp/common/001188913.pdf 
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①都市緑地法の改正について 

 ＜「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律（第 2次一括法）（平成 23(2011)年 8月公布）」の施行に伴う改正の内容＞ 

 

 

＜改正のポイント＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②都市公園法の改正について 

 ＜「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律（第 2次一括法）（平成 23(2011)年 8月公布）」の施行に伴う改正＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜改正のポイント＞ 

◆民間活力による新たな都市公園の整備手法である「公募設置管理制度（Park-PFI)の創設）」 

◆ＰＦＩ事業の設置管理許可期間の延伸（10年⇒20 年） 

◆保育所等の占用物件への追加（特区の全国措置化） 

◆公園の活性化に関する協議会の設置 

◆都市公園の予防保全による長寿命化・安全対策の徹底に向けた「都市公園の維持修繕基

準の法令化」 

・特別緑地保全地区等に関する事務の権限移譲が進められた。 

・地域の実情に合った最適な行政サービスの提供を実現する観点から、国が一律に定め

ていた都市公園の配置及び規模に関する技術的基準を地方公共団体自らが条例で定

めるものとされた。 

・法令による地方公共団体の事務に関する義務付けを見直し、地方公共団体自らの判断

と責任において行政を実施する仕組みに改めていく観点から、地方公共団体が都市公

園を設置する場合には、緑の基本計画に則して行うよう努めることとされた。 
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③生産緑地法等の改正 

＜改正のポイント＞ 

◆生産緑地地区の面積要件の引き下げ（500㎡→300㎡） 

◆直売所や農家レストラン等の設置を可能とする 

◆生産緑地地区における建築規制の緩和 

◆生産緑地の買い取り申し出を 10年間延長できる「特定生産緑地制度」の創設 

◆住居系用途地域の一類型として「田園住居地域」の創設に伴い都市計画法・建築基準法を

改正 

 

④都市緑地法運用指針の改正 

＜改定の背景＞ 

世界全体で生物多様性の保全に取り組むため、平成 22(2010)年に名古屋市で開催された生

物多様性条約第 10回締約国会議（COP10）において、平成 22(2010)年以降の世界目標となる

新戦略計画（愛知目標）として、各国に積極的な行動を促す「明確」で「わかりやすい」世

界目標の策定を目指しました。 

【愛知目標】 

目標１ 人々が生物多様性の価値と行動を認識する 

目標２ 生物多様性の価値が国と地方の計画などに統合され、適切な場合に国家勘定、報告制度に組

み込まれる 

目標３ 生物多様性に有害な補助金を含む奨励措置が廃止、又は改革され、正の奨励措置が策定・適

用される 

目標４ すべての関係者が持続可能な生産・消費のための計画を実施する 

目標５ 森林を含む自然生息地の損失が少なくとも半減、可能な場合にはゼロに近づき、劣化・分断

が顕著に減少する 

目標６ 水産資源が持続的に漁獲される 

目標７ 農業・養殖業・林業が持続可能に管理される 

目標８ 汚染が有害でない水準まで抑えられる 

目標９ 侵略的外来種が制御され、根絶される 

目標 10 サンゴ礁等気候変動や海洋酸性化に影響を受ける脆弱な生態系への悪影響を最小化する 

目標 11 陸域の 17％、海域の 10％が保護地域等により保全される 

目標 12 絶滅危惧種の絶滅・減少が防止される 

目標 13 作物・家畜の遺伝子の多様性が維持され、損失が最小化される 

目標 14 自然の恵みが提供され、回復・保全される 

目標 15 劣化した生態系の少なくとも 15％以上の回復を通じ気候変動の緩和と適応に貢献する 

目標 16 ABSに関する名古屋議定書が施行、運用される 

目標 17 締約国が効果的で参加型の国家戦略を策定し、実施する 

目標 18 伝統的知識が尊重され、主流化される 

目標 19 生物多様性に関連する知識・科学技術が改善される 

目標 20 戦略計画の効果的な実施のための資金資源が現在のレベルから顕著に増加する 

 

＜国土交通省の改定の内容＞ 

緑の基本計画の内容や計画策定の際の留意事項に、生物多様性の確保の視点を追加した都

市緑地法運用指針の改正が平成 23(2011)年 10月に行われました。また、計画の策定又は改

訂時において、目標の設定、計画の実現のための施策等生物多様性の確保に当たって配慮す

ることが考えられる事項を提示した「緑の基本計画における生物多様性の確保に関する技術

的配慮事項」を平成 23(2011)年 10月に策定しました。  
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（２）緑関連法及び計画等の動向 
①都市農業振興基本法の成立 

都市農業基本法は、存続の危機にある都市農業（市街地とその周辺で行われる農業と定義）

の振興を国や自治体の責務として定め、後押しすることを狙いとして、平成 27(2015)年成立

しました。 

都市農業の多面的機能を評価し、機能の発揮や農地の保全のため、農業振興を国や地方自

治体の責務として明確化し、国に基本計画策定を義務付けるほか、税制上の措置や的確な土

地利用計画の策定といった基本的施策を国や地方自治体に求めています。 

②地球温暖化対策推進法の改正 

平成 25(2013)年 3月、地球温暖化対策推進本部において、「当面の地球温暖化対策に関す

る方針」が決定されました。これは、改正地球温暖化対策推進法に基づく地球温暖化対策計

画の策定の進め方を明らかにするとともに、計画の策定に至るまでの間においても、地方公

共団体・事業者及び国民に対し、従来の計画に掲げられたものと同等以上の取組を求めるこ

と等を定めたものです。 

この法律に基づき、地方公共団体は「地方公共団体実行計画」を策定するものとされてお

り、宝塚市では平成 32(2020)年度を目標年度として、平成 23年(2011)年度に策定しました。 

③ヒートアイランド対策とまちづくり 

地球温暖化による影響と相まって都市の気温が著しく上昇し、熱中症患者数の増加など、

人の健康や生活への影響も顕著となっていることから、健康で快適な都市づくりの観点から

早急な対策が求められています。 

このため、関係府省が連携したヒートアイランド対策会議において「ヒートアイランド対

策大綱」（平成 16(2004)年策定、平成 25(2013)年改定）が策定され、各種取り組みが進めら

れているほか、国交省においては屋上緑化、壁面緑化等の推進、緑化地域制度や緑化施設整

備計画認定制度の活用による緑化が推進されています。 

④生物多様性基本法の策定 

環境省においては、平成 26(2014)年 6月、生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する

施策を総合的かつ計画的に推進することにより、豊かな生物多様性を保全し、その恵沢を将

来にわたって享受できる自然と共生する社会を実現し、地球環境の保全に寄与することを目

的に「生物多様性基本法」が制定されました。 

このなかでは、生物の多様性の保全及び持続可能な利用についての基本原則を明らかにす

るとともに、その方向性を示し、関連する施策を総合的かつ計画的に推進することとされて

います。 
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（３）その他まちづくり関連計画等の動向 
①立地適正化計画の策定 

医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公

共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市

全体の構造を見直し、『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』の考えで進めていくこ

とが重要となっています。 

国土交通省では、平成 26(2014)年 5月に「都市再生特別措置法」を改正し、都市の集約化

を進めるため「立地適正化計画」の策定を通じて、「コンパクトなまちづくり」と「公共交

通によるネットワーク」とを連携させ、経済的インセンティブを与える仕組みを導入し、ま

ちなかへ都市機能の立地誘導をはかることとしています。同時に、地域交通の活性化及び再

生に関する法律、中心市街地活性化に関する法律等が改正され、現在、多くの市町村におい

て「立地適正化計画」の策定が進められています。 

②まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定 

日本では、とくに地方を中心に人口減少が深刻化しており、地域経済の疲弊が危惧されて

います。 

これを受けて、政府は地方創生・人口減少に対応するため平成 26(2014)年 11月に「まち・

ひと・しごと創生法」を公布し、「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」及び「まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」を策定しました。各地方公共団体においても、これらに基づいた

地方版の人口ビジョン及び総合戦略の策定に着手しています。 

③災害に強い国土づくり 

「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」第４次評価報告書では、地球温暖化に伴う大

雨の頻度の増加、台風の強度の増大、海面水位の上昇等が予測されており、洪水や土砂災害、

高潮災害等の災害リスクの増大が懸念されています。平成 26(2014)年にまとめられた第５次

報告書でも、多くの地域で熱波や豪雨が頻発する可能性が非常に高いとされています。 

このため、国においては長期的視点に立った予防的な施設の整備や、土砂災害への対応等

のハード・ソフトで対応する地域づくり、危機管理の観点も踏まえた気候変動への適応策の

立案と確実な実施が進められています。 

④低炭素まちづくり 

人口減少・少子高齢化に対応する高齢者の生活や子育てに適した環境の整備、悪化する財

政状況に対応する財政支出の効率化・重点化、また地球温暖化問題への対応として、持続可

能で活力ある都市づくり地域づくりが求められています。これは日常生活に必要なまちの機

能が、住まいに身近なところに集積され、住民が公共交通によりこれらにアクセスできる「コ

ンパクトなまちづくり」が有効とされています。 

こうした低炭素まちづくりに向けて、国土交通省では「都市の低炭素化の促進に関する法

律（平成 24(2012)年施行）」策定し、これに合わせ、経済産業省、国土交通省、環境省によ

る「都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針」及び「低炭素まちづくり計画作成マニュ



―8― 

アル」が作成され、市町村においても低炭素まちづくり計画が進められています。 

 

⑤「持続可能な開発目標（SDGs）」の観点からのまちづくりの促進 

持続可能な開発目標（SDGs）とは、平成 27(2015)年 9月の国連サミットで採択された「持

続可能な開発のための 2030アジェンダ」にて記載された平成 28(2016)年から平成 42(2030)

年までの国際目標です。持続可能な世界を実現するための 17のゴール・169のターゲットか

ら構成され、地球上の誰一人として取り残さないことを誓っています。 

日本国政府においても、「持続可能な開発目標（SDGs）推進本部」において、SDGs 実施指

針を採択しており、地方自治体における各種計画や戦略方針の策定に当たっては SDGs の要

素を最大限反映することを奨励するとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）公園緑地に関する課題対応 
＜都市公園のストック活用効果向上＞ 

 都市公園は整備の段階から維持管理の時代へと移行しており、これまでストックされてき

た公園緑地について、その存在効果はもとよりさらに有効に活用することでその新たな価値

を見出したり、その効果を幅広く展開していく視点が重要視されています。 

  国においても、都市公園のストック効果として、これまでの効果に加えて、文化伝承、子

育て・教育、コミュニティ形成、観光振興、経済活性化などをあげています。さらにそのス

トック効果の向上に向けては３つの工夫（①戦略的なマネジメント、②様々な主体や施設と

の連携、③ストックの再編）を提案しています。 

 ※「都市公園のストック効果向上に向けた手引き」国土交通省都市局公園緑地・景観課(H28.5) 

③のストック再編については、周辺環境の変化、ニーズの変化等に柔軟に対応すべきとし、

地域住民等の合意に基づきながら、利用状況等に応じた公園施設の集約・再編、都市公園の

統廃合を行うことでストック効果を発揮できる場合もあるとしています。そのストックの再

編の考え方としては、「機能の再編」と「立地の再編」があるとしています。 

   

＜長期未整備都市計画公園への対応＞ 

  長期未整備公園は、都市計画決定しているにもかかわらず長期に渡り未整備となっており、

地権者に対して都市計画による建築制限を課した状態となっていることから、私権制限の観

点からも全国的な課題となってきました。 

平成 23 年に都市計画法運用指針の改正が行われ、「人口減少社会へと突入するに従って、

《持続可能な開発目標 SDGs実施指針》 

SDGsを全国的に実施するためには、広く全国の地方自治体及びその地域で活動するステーク

ホルダーによる積極的な取組を推進することが不可欠である。この観点から、各地方自治体

に、各種計画や戦略方針の策定に当たっては SDGs の要素を最大限反映することを奨励しつ

つ、関係府省の施策等も通じ、関係するステークホルダーとの連携の強化等、SDGs達成に向

けた取組を促進する。 
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都市計画制度の運用にあたっては新規決定や追加のみならず、見直し・変更や整理を重視す

ること」が求められることになりました。こうした状況を受けて長期未整備となっている都

市計画公園を中心とした整備プログラムを策定し、改めて計画的に整備を推進しようとする

自治体もみられるようになりました（兵庫県下では神戸市、尼崎市、姫路市、加古川市など）。 

 

＜防災機能向上＞ 

  阪神淡路大震災（平成 7(1995)年）、東日本大震災（平成 23(2011)年）の大規模地震災害

を経験し、さらに近年では熊本地震（平成 28(2016)年）、大阪北部地震（平成 30(2018)年）、

北海道胆振東部地震（平成 30(2018)年）などの地震が短期間に集中して発生するなど、地震

に対する備えの重要性が身近な課題としてとらえられるようになるなかで、地震災害の避難

における都市公園の役割はますます高まっています。 

  既に国においては、防災機能を有する都市公園について、その機能区分を行い補助対象要

件と補助対象施設を示し、整備推進を図ることとしています。 

とくに小規模な身近な公園については、地域防災公園等では明確に位置づけられることは

少ないものの、現実的な避難利用空間、防災活動拠点として重要であり、一定の防災機能を

確保しておくことが求められます。 


