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令和元年度 第一回宝塚市緑の基本計画検討委員会 意見と対応 

【議題１．緑の基本計画改定スケジュールについて 】  意見なし 

【議題２．緑の基本計画改定について】 
委員名 意見 応答・＊対応 備考 

栗山委員 ・グリーンインフラについて緑の基本計画に入れら

れないか。 ＊資料 3にもあり、本計画に盛り込む予定。 

「3.みどりのまちづくりの考え

方」や「4.みどりのまちづくりを

推進する施策」に反映。 

栗山委員 ・緑の基本計画には緑だけでなく、水に関してふれ

てほしい。 
・農地等を含める広いみどりの定義について検討

し、計画に盛り込みたい（赤澤）。 

＊水も含めて計画に盛り込む予定。 

「はじめに」の「みどりの定義と

機能」や「3.みどりのまちづくり

の考え方」に反映。 

瀬尾委員 ・緑と水は不可分の関係であり、疎水、水について

計画に打ち出してほしい。 

赤澤会長 ・少なくとも「みどり」として、水・土・緑・植物・

自然をすべて含んだものと捉えてほしい。 

板東委員 ・自然環境を大事にしていくためにはどうしたらい

いか、現状、これからすべきこと等計画で位置付

けてほしい。 

＊これまでと異なる地球環境の保全に向けて、市

民、地域の現状、取り組むべきこと等を計画に盛

り込みたい。 

「はじめに」や「2.緑の現状」「3.

みどりのまちづくりの考え方」

に反映。 

・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、できていない理由を検証

してほしい。 ・現計画をきっちり検証したい（事務局）。 

・市民の皆さんと共有して、一緒にやっていける計

画を作っていきたい（事務局）。 

＊会長に議事録の他、委員会資料を HP等を通じて

市民に公開するか相談。 

 

阪上委員 ・市民に計画がどう浸透するかが問題である。 

・計画の進捗状況、前回施策等の継続、新規施策を

比較して市民に分かりやすく示してほしい。 

・委員会での意見を計画に反映してほしい。 

・絵に描いた餅にならないように、実態に即した計

画を作ってほしい。 

瀬尾委員 ・どう動いていくか検証するシステムがあってもよ

く、計画実行段階において、実際どうやって進め

るかを検証する委員会を設けてはどうか。 

・市民も含めて、3～5 年に一回、見直しを含めて

検討する仕組みを考えてはどうか（赤澤）。 

＊検証委員会については、基本計画の下位計画を

基本計画は、概ね 10年ごとに見

直しを行う。また、検証のための

指標が設定しづらい。 

資料３ 
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つくる際に検討を行う。 

【議題３．宝塚市のみどりを取り巻く社会の動向について】 
委員名 意見 応答・＊対応 備考 

赤澤会長 ・計画した公園を作るか作らないか、質を向上させる

計画に方向転換するかが大きな論点という気がす

る。そういったことを社会潮流でも触れておくべ

き。 

＊公園緑地の今後の方向について検討するとともに、

社会潮流としても触れておく。 

「3.みどりのまちづくりの

考え方」の「公園緑地の整

備及び管理の方針」や「4.

みどりのまちづくりを推進

する施策」で検討。 

阪上委員 ・資金面も含めて、維持管理を継続できるような計画

とする必要がある。 ＊継続できる維持管理を視野に入れた実行性のある

計画とする。 

「4.みどりのまちづくりを

推進する施策」で検討。 赤澤会長 ・みどりを育てるという考えが必要であり、適正な維

持管理の継続についても大きく出していきたい。 

阪上委員 ・植木のまち宝塚として、街路樹管理など適正なもの

となるよう行政指導し、計画に謡う等すべき。 

・街路樹の選定、管理について、テーマの 1つにした

いと考えており、この会議でご議論いただきたい

（事務局）。 

＊街路樹は、宝塚市の身近な緑を象徴するものであ

り、現状の維持管理の問題点を明確にするととも

に、将来を見据えたリニューアル、適切な維持管理

手法や仕組みについて、マネジメントプラン等で検

討していきたい。 

「4.みどりのまちづくりを

推進する施策」で検討。 

赤澤会長 ・街路樹の剪定が悪いのは複合的な問題があり、色々

な主体のパートナーシップで対応できる計画にし

たらいいかなと思う。 

・街路樹の管理育成計画を作ることを、この計画に書

くこともできる 

金岡委員 ・専門でない業者が、安く請け負って街路樹を剪定し

ている。成長に伴い手間が増えるが価格が安いため

手抜きをしている。 

小宮委員 ・一部の声が大きい人の意見に従い街路樹を切って

しまうのはいかがなものかと思う。1人よりも大勢

の人の意見を優先させるような仕組みづくりがで

きたらと思う。 
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委員名 意見 応答・＊対応 備考 

阪上委員 ・水田を緑地というのは農家を辞めることになるの

で難しい。ため池も財産や水利権の問題もタイアッ

プが必要。 
・課題を想定しながら、この計画で方向性を位置付け

たい（赤澤）。 

＊農地の位置づけについて、関係者と協議しながら検

討する。 

 

板東委員 ・行政よりも、アドプト団体などが掃除する方が安く

できると思うので、宣伝していただきたい。 

・本市の身近な活動事例も、計画に掲載する必要があ

る（赤澤）。 

＊宝塚らしい計画、計画実現性への意識を高めるため

にも自市の市民活動の事例等を収集し、計画の中で

紹介していく。 

身近な事例収集と紹介、本

編への掲載も検討。 

「4.みどりのまちづくりを

推進する施策」や「地域別

のみどりのまちづくりの方

針」で検討。 

中山委員 ・中山台まちづくり協議会での緑化活動など、本市に

おける緑の協働の事例を入れていただきたい。 

・武庫川は県のアドプト事業により散歩ができるよ

うな状態になっており、事業者と市民、自治会、高

齢者施設入居者、マンション管理組合の活動になっ

ているなど良い事例があり、その辺りも事例として

入れていただきたい。 

赤澤会長 ・東京都の事例のように、みんなが少し我慢して、み

どりを確保していくやり方も色々あり、それも検討

いただきたい。 

中山委員 ・できた計画を広めていくのは、行政だけでなくこの

委員会の委員や、市民もあった方がいい。 

・この計画をどんな形で仕上げるかということにな

り、次年度検討していきたい（赤澤）。 
計画公表時に対応。 

小宮委員 ・宝塚市が園芸の町として手本となるような、街路樹

管理などやっていけたらいいなと思います。 

・宝塚らしさにもつながると思う（赤澤）。 

＊管理の考え方として記載したい。 
「宝塚らしさ」に関連。 

【議題４．みどりの現況について】 
 意見無し     
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【議題５．前回計画の進捗状況について】 
委員名 意見 応答・＊対応 備考 

石田委員 ・施策等進捗状況のなかで、中止、廃止の施策につい

ては、このままで議論しないということか。 

・やり方を変えれば施策を復活させることもできる

のではないかと思う。（例：実際に苗の養生、配布か

ら、情報の集約、発信、マッチングへ）。 

・中座、廃止の施策については、その理由を検討した

い（事務局）。 

・現在中座していても今後取り組んだ方が良い施策

があれば取り組んでいきたい（事務局）。 

「4.みどりのまちづくりを

推進する施策」で検討。 

瀬尾委員 ・すべて行政がやるのは大変なので、市民参加を前提

に市民に振り分け、行政は集約だけするのはどう

か。 

・優先順位を設定しても良いのではないか。 

・担当課の事業単位で行っており、その間に市民が入

ってくるという仕組みはなく、市の担当者が PDCA

で回している（赤澤）。 

・公園課が全部所管しているわけでなく、市内で連携

をとって各担当部署が進捗管理している（事務局）。 

 

赤澤会長 ・KPIや基本目標を達成するための指標や目標数値を

設定し、その達成に向けて取り組むべきことを体系

化し、市民は全体をチェックし個々の事業は行政に

任せることも考えられる。計画に戦略性が持て、達

成に向けた順序が明確になるので、この計画に取り

込んでもいいのではないか。 

・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。（事務

局）。 

・大きな方向性については市民や事業主などの意見

をいただきながら行なうことになるかもしれない

（赤澤）。 

＊目標設定について、現時点では方向性が定まってい

ないため、今後の議論によって検討していく。 

市民によるチェック機能を

持たせるかは未定。 

赤澤会長 ・ブロックごとに特徴があり、事業や方向性も異なる

ため、市民・事業者と一緒にできるよう進めないと

いけない。地区別の計画が必要だと思う。 

＊地区別計画の必要性を感じており、その方向で検討

を進めていく。 

「5.地域別のみどりのまち

づくり方針」で検討。 

中山委員 ・各まちづくり協議会で作られている地域まちづく

り計画とリンクするところが出てくると思う。 

＊市民活動の中心的組織であるまちづくり協議会の

現状を把握し、地域ごとの取り組みの可能性を検討

「5.地域別のみどりのまち

づくり方針」で検討。 
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委員名 意見 応答・＊対応 備考 

赤澤会長 ・個人から街路樹を切ってほしいと言われても地域

全体が切らないという考えであれば切らなくてい

いということができる。 

・ブロックの人がやりたくない施策はそのブロック

でしなくて良く、やりたい団体がいればそのブロッ

クに重点的に置いても良いと思う。そういったメリ

ハリのついた計画を作れたら良い。 

していく。 

＊選択と集中の考え方にも配慮していきたい。 

阪上委員 ・この計画は横の連携が見えない。まちづくり協議会

ごとに温度差があるという問題や、まちづくり協議

会と自治会連合会とのネットワークの問題がある。 

石田委員 ・市で作った計画について、まちづくり協議会に説明

して理解していただき、意見収集に努めているの

か。 

・地域との情報交換、方針について地域の思いを汲

み、委員の意見や事務局の思いも汲んで本当に成り

立つか整理していく必要があると思う（事務局）。 

市民への周知を図る仕組み

が必要。 

石田委員 ・パブリックコメント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た方

が良いと思う。 

・タウンミーティングや簡単なフォーラムなど市民

の意見を聞く会を作り、住民に会う方向に動いてい

ただけたらと思う（赤澤）。 

策定過程での情報発信に

ついて検討していきます。 
板東委員 ・市民は意見を聞いてもらえただけで納得できると

ころもある。  

【議題６．市民アンケート調査について】  意見無し 

【議題７．現況の課題と計画の方向性について】 
委員名 意見 応答・＊対応 備考 

栗山委員 ・維持管理がとくに重要で、「重点的に維持管理をし

ます」と打ち出していく計画にシフトした方が良

い。 

・総合計画の目標像「住みたいまち」にダイレクトに

つながるストーリーをまず書いてから、具体的な新

たな取組みを行うイメージだと思う（赤澤）。 

計画の構成について検討。 

栗山委員 ・P3「計画の方向性」で、「地球温暖化対策」など、緊

急性が高い課題に対する方向性を追加した方が市

民にも共感を得られると思う。 

・地球温暖化と生物多様性は２大環境問題であり、ア

クションに落としにくいが、できるだけ具体的に書

ければと思う（赤澤）。 

「3.みどりのまちづくりの

考え方」の「基本方針」で

検討。 
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委員名 意見 応答・＊対応 備考 

石田委員 ・前の計画でも素晴らしいことが書かれていて、多く

は新計画でも引き継いでいくべきであるが、当時、

十分議論されていない、意識されていない問題を新

たな計画に盛り込んでいく必要がある。それは地球

温暖化と生物多様性であり、加えるべきである。 

＊地球温暖化と生物多様性について、みどりで対応す

べき項目として計画に盛り込んでいきたい。 

金岡委員 ・宝塚市はみどりが多くあるように思うが、現実は南

の方で田んぼや畑が減っており、理由として、環境

や経済的な問題がある。 

・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である。公園や生活圏を守るに

はお金がいる。 

・市民にわかりやすいように、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（赤澤）。 

＊計画において、市民にもわかりやすい将来像、目標

の表記を検討したい。 

「3.みどりのまちづくりの

考え方」の「みどりの将来

像」や「みどりの目標」で

検討。 

金岡委員 ・宝塚市は南部、中央部、北部と順番に住宅に浸食さ

れており、どういう単位でどう連携してどう食い止

めていくかが計画として一番重要であると思う。 

・この委員会で、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（赤澤）。 

＊宝塚市におけるみどりの保全の必要性について計

画に記載していきたい。 

「3.みどりのまちづくりの

考え方」の「基本理念」や

「計画を推進するための方

策」で検討。 

赤澤会長 ・基本計画の方向には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おり、大きな枠組み

として、みどりの存在効果、それをどう利用できる

か、媒体効果、存在効果と媒体効果を実現する仕組

について整理したうえで、主張していくという作業

が良いと思う 

＊基本計画の方向については、今後この委員会で議論

していただく重要な課題であり、計画理念なども含

め再度たたき台を示し、検討していただく。 

「3.みどりのまちづくりの

考え方」の「基本理念」や

「将来像」で検討。 

瀬尾委員 ・水についても、潤いやみどりが引き立つという効果

も期待できる。 

・河川は河川法など使いにくいところもあるが、水路

も含め使い方があると思われ、そういった視点も入

れていきたい（赤澤）。 

＊計画では、水と一体のみどりや、水路、河川などの

水辺についても対象としたい。 

「1.はじめに」の「みどり

の定義と機能」で反映。 

瀬尾委員 ・市の財政がひっ迫しているという理由で市民参加

を促すという方向性になっているのが気になる。課

題を受けてそれを解決する具体的な方向性が計画

に盛り込まれていくか心配である。 

・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主張があってもいいと思う

（赤澤）。 

＊宝塚市として目指す在り方を達成するために具体

「3.みどりのまちづくりの

考え方」の「公園緑地の整

備及び管理の方針」や「4.

みどりのまちづくりを推進
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委員名 意見 応答・＊対応 備考 

赤澤会長 ・小規模公園について統廃合というだけではなく、全

然タイプの違う公園に置き換えても良いと思う。こ

れからは公園を作るのではなくて、市民と一緒にリ

ノベーションして良くしていけない。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もある

のではないか。 

的にすべきことを主張するような計画を目指すと

ともに、公園統廃合についても、より前向きで、市

民のためになるような方向で検討したい。 

する施策」で検討。 

石田委員 ・重要なのは選択と集中だと思う。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

ろ向きの決断であり、統廃合するとしてももっと前

向きな、統廃合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。 

石田委員 ・街路や公園のみどりに「宝塚らしさ」があまり無く、

他の町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である。 

・上位計画において書かれている「宝塚らしさ」につ

いて整理して、次回以降の会議で提示してほしい。

そうすれば議論しやすいかもしれない。委員の皆さ

んの思っている宝塚らしさや、出し方についても出

していただきたい（赤澤）。 

＊上位計画における「宝塚らしさ」について、固まり

次第委員会で提示していきたい。 

「3.みどりのまちづくりの

考え方」の基本理念や将来

像の際に検討。 

瀬尾委員 ・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ある。 

阪上委員 ・市が計画を進めたいと思うのであれば、財政不足な

ど言わず、地域と連携して活性化していくので、土

地を提供してほしいとか、一緒にやらないかと話を

持っていかないと話が進まないと思う（あいあいパ

ークでは調整を重ね水利権の無償提供を実現）。 

・この計画の理念を打ち出し、推進していくという行

政の強い気持ちを見せないといけないと思う。その

ためのものを作るのも我々の責任だと思う。理念か

ら具体的に提案できるものを並べて理解していた

だき、具体的に 10個の施策を 5年間で行って、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。 

・まずは絵に書いてみてそこから始めないといけな

いとは思う（赤澤）。 

 

 


