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令和 2年度 第四回宝塚市緑の基本計画検討委員会 

 

議事録 

日時：令和 2年 10月 12日（月）14時 00分~16時 30分 

場所：宝塚市中央公民館 2F 208学習室 

【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 2年 10月 12日（月）14時 00分~16時 30分 

場所：宝塚市中央公民館 2F 208学習室 

【出席者】 

（委員） 

赤澤宏樹：兵庫県立大学 自然・環境科学研究所 環境計画部門 教授 

石田弘明：兵庫県立大学 自然・環境科学研究所 生物資源研究部門 教授 

金岡照章：宝塚市花き園芸協会 会長 

阪上和彦：宝塚市商工会議所 

中山光子：宝塚 NPOセンター 理事長 

板東克子：アドプト団体・緑化団体活動者 

小宮真佐代：公募による市民 

瀬尾 要：公募による市民 

（事務局） 

簗田部長、江崎室長、中村課長、大崎係長、児玉職員、相松職員 

（傍聴） 0名 

【欠席者（委員）】 

栗山尚子：神戸大学大学院 工学研究科 建築学専攻 准教授 

戸田克稔：兵庫県 県土整備部 公園緑地課 課長 
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【次第】 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 議題 

  ・第三回宝塚市緑の基本計画検討委員会からの追記事項の説明（資料 4，5） 

  ・地域ごとのみどりのまちづくりの方針（地域別計画）（資料 6） 

４ その他 

５ 閉会 

 

【配布資料】 

   第三回宝塚市緑の基本計画検討委員会第一回意見書 意見と対応 

   第三回宝塚市緑の基本計画検討委員会第二回意見書 意見と対応 

   宝塚市みどりの基本計画の流れ 

資料４   みどりのまちづくりの考え方 

資料５   みどりのまちづくりを推進する施策 

資料６   地域別のみどりのまちづくりの方針（地域別計画） 

参考資料１ 宝塚市みどりの基本計画改定スケジュール 

参考資料２ 宝塚市みどりの基本計画全体イメージ 
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議事録 

１ 開会 

    〇出席者紹介 

    〇議事録署名委員は中山委員・瀬尾委員とする。 

    〇会議は公開とする。 

 

２ 議事内容 

【議題１．第三回宝塚市緑の基本計画検討委員会からの追記事項について】 

事務局：本日欠席されている委員から事前に意見書をいただいているため、紹介させていた

だきます。資料４の P.11～12のみどりのネットワーク図は、資料６の地域別計画

に使われており、丁寧に作成していただきたいです。様々な緑色が使われている

ためメリハリがつかず、何を伝えたい図なのかがわかりません。また、ネットワ

ーク図ということであり、つながりをわかりやすいように表現していただきたい

です。P.8（2）の 6行目「散歩やサイクリングを～生活空間ネットワークの形成」

と記載していますが、歩行者がメインとなるようなネットワークを地域別計画の

より詳細な図で表現できないでしょうか。ネットワーク図に関して、主要な鉄道

や道路について少し明示しなければ、ネットワークの「つなげる」という概念が

表現しにくいのではないか、という意見をいただきました。 

委員長:ありがとうございました。「第三回宝塚市緑の基本計画検討委員会第一回意見書 

意見と対応」、「第三回宝塚市緑の基本計画検討委員会第二回意見書 意見と対応」

がありますが、これらは特に説明はなく、細かい文言の修正が多数を占めており

ますので、随時各項目チェックをお願いします。 

みどりのネットワーク図の追加につきまして、栗山委員の意見に対しての追加も

結構ですし、気づいた点につきましてご意見いただければと思います。 

委 員:位置的な関係がわかるように緑のネットワーク図に鉄道網をいれてほしいです。ま

た、別の委員からご指摘があったように、緑の骨格の Aと Bの色が似ているので

区別しにくいです。資料 6 の第１～6 ブロックのみどりのネットワーク図には、

北部田園景観エリアは無いので、凡例もその地域に必要なものだけを書くよう

にした方が良いと思います。 

事務局:北部田園景観エリアが含まれていない地域のネットワーク図では、凡例から北部田

園景観エリアの表示を削除したいと思います。 

委員長:資料 4 の P.1～3 で「みどりのまちづくりの考え方」として目指すまちの姿と対応

する「みどりのイメージ」を書いていますが、P. 8、9の「みどりのネットワー

ク」では、みどりは緑地の話だけになっています。みどりがあることで、賑わい

があったり、都市に環境を育くんだり、福祉が充実したり、子どもたちの生きる

力が育ったりするまちの姿になるのかがわかりません。そこで「目指すまちの姿」
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と「みどりのネットワーク図」の関係をわかりやすくするために鉄道や道路、生

活施設、コミュニティ施設情報を追記する必要があるかもしれません。例えば、

健康になるためのみどりとして、宝塚市内の武庫川沿いでのウォーキング、ジョ

ギングに良い環境を作ったり、山岳をトレッキングする入り口になる公園をつな

いだりすることも「目指すまちの姿」につながるかもしれません。このように、

みどりをどう繋いだら、「目指すまちの姿」になるのかをわかるようにするのが

「緑のネットワーク図」の意義です。緑の軸やエリア、拠点は健康の軸、コミュ

ニティの軸、福祉のエリアというように○○の軸、○○の拠点ということを少なくと

も資料 6の地域別計画には書き込まなければいけません。規模が大きなみどりの

軸や拠点などは、資料 4の「みどりのネットワーク図」に書き込むと良い気がし

ます。他に何か意見はありますか。 

委 員:資料 4 の P.11 に生物多様性保全活動拠点として 3 つ記載されていますが、重要な

県立宝塚西谷の森公園が抜けています。西谷の森公園には素晴らしい里山があ

り、多種多様の生物が生息しています。また、市民の憩いの場や環境学習の場、

地域活動の場として常に積極的に活用されており、P.9の生物多様性保全活動拠

点の方針に合致する場所ではないかと思われ、表の「生物多様性保全活動拠点」

に西谷の森公園を追記していただきたいと思います。ちなみに県立公園である

ため、生物多様性保全活動拠点から外しているのでしょうか。 

事務局:追記しても問題ありません。 

委 員:生物多様性保全活動拠点のうち松尾湿原と丸山湿原は「湿原」がテーマになってお

り、北雲雀きずきの森緑地は「まち山」がテーマになっていますが、宝塚市域の

大半を占めている「里山」が抜けています。西谷の森公園を「里山」に位置付け

ていただければうまくまとまると思います。 

委員長:ありがとうございます。保全系から環境普及、環境学習まで少し幅を持って意味付

けをしていくと良いということだと思います。 

委 員:資料 4 の P.3「④豊かで美しい環境を育むまちのみどり」の絵がマンションのみど

りなので、絵と文章と結びつかず気になっています。北部の田園風景などの自然

の絵があると良いと思いました。この絵は、①「住み続けたい、安全・快適な暮

らしがあるまちのみどり」に入るのではないかと思います。 

委員長:目指すまちの姿に対応するみどりのイメージは、1 つの絵ではなかなか表せないも

のばかりです。文章には都市的な部分から里山的な部分まで幅広く書かれているので、

予算があれば絵を増やしていただくのも良いかもしれません。 

④は「環境を育むまち」ですが、宝塚市は学校で環境林をつくる取り組みはされ

ていますか。 

事務局:あまり聞いたことがありません。 

委 員:仁川小学校では、エコについて学ばれていると、よく聞きます。 
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事務局：環境と言えるかはわかりませんが、兵庫県の「県民まちなみ緑化事業」の補助金を

使って学校の敷地に樹木を植えたり、芝生化したりしている学校はあります。 

委員長:環境林を植えるようなレベルの拠点はないでしょうか。自然環境学習の拠点な  

どは、資料６の地域別計画で書くレベルの規模かもしれません。 

他の視点からも何かお気づきの点はありませんでしょうか。 

委 員：宝塚市は真ん中に武庫川が流れ、その周りにまちが広がり、その背後に里山が広が

っているという景観の融合がとても美しいのが大きな魅力だと感じています。

川と里山とまちを上手く融合したようなイラストが目指すまちの姿にあると、

宝塚市らしくて良いのではないかと思いました。作成するとなると大変だと思

いますが、もしそれに近いイラストがあれば良いと思います。 

委員長：ちなみに景観審議会では、宝塚南口の方から、手前に阪急電鉄が通っており、武庫

川が流れ、宝塚歌劇があり、その向こうに山があるという風な景観が最も典型的

な宝塚市の景観だと言われていました。 

委 員：すみれガ丘の上からの写真がホームページで流れていると思います。 

委員長：宝塚市は「囲繞
いじょう

景観」と言われる山に囲まれたお椀のような形の景観が美しく、コ

ンパクトで真ん中に武庫川が流れている他にはない都市です。こういったものを

良い環境の典型例として、イラストに記載していただければと思います。 

委 員：イチョウなどが見られて、山があり川が流れているという景色です。 

事務局：みどりの基本計画の中で載せるか、他の計画で美しい景観の写真を入れられればと

思っております。 

委 員：宝塚市の美しい景観がこの計画には載っていないと思います。 

委員長：キャッチフレーズや「目指すまちの姿」のイラストというのはなかなか難しいです。

他の「目指すまちの姿」①～⑤も見ていただきながら他に何か質問はないでしょ

うか。 

委 員：資料 5の P.1「1.計画体系図」の文章で、「施策施策」という文言が続いています。

資料 5の P.9「重点施策（案）」において、重点施策は 4つですが、文章では 3つ

と記載されているという部分が気になりました。 

委員長：教えていただいてありがとうございます。 

委 員：資料 4の P.7の下の図が何を表しているのかよくわかりません。 

事務局：P.5の右端の図は、16個の SDGs目標を経済・社会・環境の 3つの層に分けて整理

した【ウエディングケーキモデル（SDGs関係図での整理）】で、基本方針 1は環

境の層に属し、基本方針 2は社会・環境の層、基本方針 3は社会・経済の層、基

本方針 4は一番上の層である「パートナーシップで目標を達成する」を示してい

ます。これをベースに、通常は【守り、伝える】が根本にあり、【協働で管理する】

が最後というイメージを持たれますが、みどりは、協働で管理するからこそ、守

り、伝えられるという観点を入れたいという意図で、循環している図を載せてい
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ます。図が何を表しているのかわかるように文言を追記したいと思います。 

委 員：説明していただけるとわかりますが、この図だけを見てもわかりません。 

委員長：各基本方針の最後に、次の基本方針にどのようにつながるか具体例を書いた方がわ

かりやすいかもしれません。基本方針が循環していることを説明すると考えると、

「目指すまちの姿」①～⑤の「にぎわい」や「福祉」、「子どもたちの生きる力」

というものから、基本方針の内容が急にみどりに絞られているように感じます。

宝塚市のみどりがより幅広い意味をとらえているという説明が間に入っても良

い気がします。何回目かの委員会で言ったような気がしますが、みどりの機能に

は、美しい景観がある、生き物が棲める、空気がきれいになるなど、「ある」から

良いという「存在機能」や、スポーツをして健康になる、子どもが学習できるな

ど、使うから良いという「利用機能」、みどりの利用などを通してコミュニティが

結束するなどの「媒体効果」の 3段階の機能があるとよく言われます。みどりの

3段階の機能を例示していくと、コミュニティが結束する、協働が進む、健康に

なるという具体的なイメージが湧いてくるのではという気がします。「目指すま

ちの姿」と基本方針の間に、大きな方向性や目標とみどりをつなぐ例示をいれて

も良いのではないかという気がしました。例示があると、「みどりのネットワー

ク図」も、理解しやすいのではないかと思います。 

委 員：字が少し小さいと思います。もう少し大きくしてもらわないと見にくいです。 

委員長：確保目標について、宝塚市では「市民のみどりへの満足度を高める」という項目を

6 ポイント上昇させるのが 1 番上の目標で、この目標を達成するために P.13 以

降に数値目標 1～5 があるという構成です。数値目標 1，2 は、市の面積のうち

何％を緑地にするのかということであり、緑地にするということは土地を買うと

いうことで、まだ数値が入っていません。数値目標は、先ほどの循環している４

つの基本方針の図に対応して作られています。 

委 員：数値目標について、目標年次の具体的な数値はどの段階で入るのでしょうか。 

また、【目標 4】公園をよく利用する市民の割合において、25％を目標としていま

すが、宝塚市と似たような他の地域ではどれくらいの値なのか気になります。も

し、他の地域の情報をお持ちでしたら教えていただきたいです。 

事務局：目標年次の数値は、素案の取りまとめ（第六回委員会）で出す予定です。次回、第

五回委員会では、基本計画の現状から進行管理まで終わるようなスケジュールに

なっていますので、それが終わり次第、目標数値が入った、素案をすべて取りま

とめたものを送付させていただこうと思っております。 

また、【目標 4】公園をよく利用する市民の割合の目標年次の数値について、宝塚

市ではアンケートの選択肢を「よく利用する」、「あまり利用しない」の 2択にし

ていますが、地域によって異なる場合もあり、比較しづらい部分もあると考えま

す。参考に出せる事例があれば、提示させていただきたいと思います。 
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委 員：公園を利用する市民の割合がとても高い地域は、良いノウハウがあるということな

ので宝塚市でも参考にすると良いと思います。 

事務局：公園をよく利用する市民の割合について、宝塚市では現状 20.8％から目標年次に

は 25％として、できれば市民の方に公園を利用していただきたいと考えており

ます。宝塚市では、どの公園も同じような遊具で、近い距離に似たような公園ば

かりで特色がないという問題があります。そのため、みどりの基本計画の中でも、

特色をつけて公園を作っていこうと考えています。また、複数の公園をまとめて

１つにしてリニューアルするということに社会資本整備総合交付金が使えるこ

ともあり、このような制度を活用して市民の方に利用していただく公園を整備し

たいと思っています。これらがうまくいけば、現状 20.8％の公園をよく利用する

人の割合を 25％まで上昇させられるのではと考えています。 

委員長：感覚的には、公園をよく利用する市民の割合が 15 年で 4％しか増加しないのは少

ない気がします。公園は子どもが利用する場所だと思われており、子ども、子育

て層以外は公園を利用できないイメージがあります。しかし今回は、高齢者の方、

サラリーマン、ママさんの子育てサークル、ビジネスをされる方が、公園に遊び

に行く、座りに行く、歩きに行くだけではなく、コーヒーを飲みに行くなど、い

ろんなことで公園を利用してもらえるように計画を考えています。このことから、

感覚的には、40％、50％を目指しても良いのではないかと思います。 

委 員：どうしてヨーロッパの公園は芝生がきれいで、ベンチがたくさんあるのでしょうか。 

委員長：使いたい人の声を聴いて整備しているからです。日本でもベンチを置くと座る人が

多いです。しかし、日本ではホームレスの問題があり、ベンチを撤去したり寝転

がれないようにしたりしてきたという経緯があります。 

委 員：公園をよく利用する市民の割合が低いということは、市民が望む公園と現状とに差

があり、公園に行く価値がない、行く必要がない、行っても何も期待できないと

いう風に市民に考えられているからだと思います。 

事務局：現在は、遊具が設置されている子どもが遊ぶような公園が多いです。都市公園スト

ック再編事業にも国の補助金がでるようになったこともあり、市としても、特色

のある公園をどんどん整備していきたいと思います。 

委 員：自分のマンションの提供公園は 30年間雑草だらけでベンチもありませんでしたが、

ベンチを置いて、除草して花を植えた途端、子どもやカメラを持っている人など

が来るようになりました。このことから、市民が望んでいる雰囲気の公園が提供

されると公園を利用する割合も増えるのではないかと思います。 

委員長：市民が望んでいる公園を、市だけではなく協働でつくっていこうということが今回

の計画です。 

事務局：今、宝塚市では、第 6次総合計画策定に向けて、公園や緑地の大きな施策の方向性

について再度議論しているところです。施策の方向性として、公園や道路の公共
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施設、オープンスペースにプレイスメイキングという考え方を取り入れていくの

がこれからの流れになっていくと思います。まさに、公園は遊ぶところだけでは

なくて、議論や交流の場でもあるという視点での利活用を新たに盛り込んでいこ

うと考えています。利活用の視点、プレイスメイキングの視点から様々な魅力あ

る公園の利活用や、多様な方々が気軽に来て、使っていただける場としての活用

を協働の視点から進めていけたらと思っております。例えば、公園の中の一部に

集会施設を作って、高齢者が利用したり、子どもの見守りをしたりするような地

域の活動拠点を公園施設の一環として作っていきたいという具体的なご意見が

出ている公園もあります。このように地域の方々の意見を反映できるような形を、

みどりの基本計画に大きく謳い、実現の可能性についても、具体的に検討してい

きたいというのが今の状況です。 

委員長：今までスペースとして作ってきた公園を、みんなで集まる場、何かをする場として

作るのに変えるというのがプレイスメイキングの意味です。注釈なども入れてい

ただくと、より新しいことをしていることが伝わるのではないかと思います。 

委 員：今まで説明してきたのは全部パブリックガーデン、いわゆる公園です。外国の場合、

日本人の目から公園のように見えるものをボタニカルガーデンという見解で、

それぞれの場所に応じた樹木を使っています。他の市や町でも時期に合わせた

花など、公園自体の特色を持たせて、みんなが利用し、見学できたり、楽しんだ

りできるようになっています。単なる公園ではマンネリ化して、楽しみがないと

思います。管理も大変ですが、花や樹木などをどう扱うかが重要だと思います。

宝塚市はみどりが周りにいっぱいあるという理由で粗末にしてきたのではない

かと思います。山本の植木を見て緑が多いから引っ越してきた人が、煙が出て困

るので焼却場を違うところに移動してほしいという考えになってきています。

拠点づくりの中で、みどりの位置、形をどこに持っていくのかということがみど

りの基本計画の中にあっても、公園がずっとこのままでは面白くないと思いま

す。 

委員長：同じような公園を増やしたり減らしたりという話ではないということです。金岡委

員のご指摘を踏まえて読むと、P.17では公園の中身には踏み込んでいませんが、

例えば、ボタニカルガーデンのように色んな花が植えられている公園があったり、

もっと新しい樹木にみんなで植え替えたり、配置を変える公園もありますが、配

置は変わらないけれども質を変えていく公園もあるということを書いても良い

気がします。P.17の「（仮称）都市計画公園・緑地見直しガイドライン」の中身

を少し例示して、「生まれ変わる」という内容にすると、前半のみどりの将来像の

目標が達成できるような計画になるのではないかと思います。「生まれ変わる」

という内容を次回までに書いていただいて、もう一回委員の皆さんに聞いて宝塚

市らしいのかということを判断してもらうと良いと思います。例えば、ケヤキを
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植えた公園は日本にたくさんありますが、造園産業がある宝塚市というまちで新

しい典型的な公園がどういうバリエーションでできるのかというのは少し興味

があります。 

委 員：ふるさとは忘れられない場所なので、地域愛を子どもたちに植え付けようと、小学

校で使ってもらうため、5つの公園の植物と動物についてまとめた「ラ・ビスタ 

宝塚の植物と生きものたち」を作りました。代々、今宝塚市で生まれ育った子ど

もが大人になって帰ってくる人が増えています。地域の公園はすごく大事だと

思いますので、この本を使ってオリエンテーリングやスタンプラリーをやって、

公園愛、地域愛というものを子どもたちに学んでもらおうと思っています。 

委員長：先導的に取組み始めている公園があれば、資料 6の地域別計画に書いても良い気は

します。 

委 員：あれもこれもやってはいけないではなく、この公園に行ったら〇〇はできるという

公園を目指したいと思っています。 

事務局：参考資料 2にも書いてありますが、これからこのみどりの基本計画に書く「個別推

進計画」の中に、パークマネジメントプランがあります。地域に必要な公園を必

要な姿に特化していく中で、地域の方々により活用していただけるような施策を

盛り込んでいこうと思います。その施策には、公園を特徴づけてマネジメントし

てもらうことも考えていければと思っております。みどりの基本計画の中では書

ききれる部分が限られてきますが、公園を特徴づけてマネジメントしていくとい

うことを、下位の計画に落としていければという風に考えています。 

委員長：「〇〇な質も実現できるパークマネジメントプラン」という説明を書いていただけ

れば十分かもしれません。個別計画を書きすぎると後で身動きできなくなって庁

内調整で止まるということもよくありますので、書ける範囲で基本計画では書く

ということです。資料 5についてもご意見いただきたいですが、いかがでしょう

か。 

委 員：先ほど西谷の森公園の話をさせてもらいましたが、資料 5の P.11でも西谷の森公

園に関することが抜けています。ここでも、西谷の森公園の取組内容について簡

単で構いませんので触れていただければと思います。そうすれば、先ほどのネッ

トワーク図との整合性もとれると思います。また、P.9の①みどりに関わる人を

増やす取組と、P.11 の④生物多様性に配慮したみどりの取組の実施の両方に関

わることですが、現在、阪神北県民局が中心となって、「北摂里山情報バンク」

を行っています。北摂里山博物館構想の中で、里山で何か活動したいという人と、

里山を誰かに管理してほしいという所有者を上手くつなげるという取組です。

このような取組で人材育成して、その育成された人材が活躍する場も確保でき、

とても良いと思っています。恐らく宝塚市の別の部署でされていると思うので、

ここでも取り上げた方が良いのではないかと思います。 
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委員長：重点施策の 4つ目に「生物多様性に配慮したみどりの取組の実施」を追記していた

だいておりますので、ここにコアとなる事業をしっかりと書いていただけると

良いと思います。 

事務局：内容を確認させていただいて、入れていきたいと思います。 

委 員：場所と人材を結びつけるマッチング事業の 1つです。 

委員長：多くのみどりの基本計画は、公園緑地・街路樹・地域性の緑地が大きな構成となっ

ていますが、宝塚市は、②市民ニーズに応じた公園再編の検討、③街路樹整備計

画の策定、実施、④生物多様性に配慮したみどりの取組の実施、それらをつなげ

るような①みどりに関わる人を増やす取組をするという 4 つの重点施策で構成

されています。 

委 員：意見書の中に「3．まちのみどりづくりのみどりを活用する」の「イベントの実施」

に、花と緑のフェスティバルを記載してはどうかとしていたのに対し「関係課と

調整します。」という答えでしたが、どうなりましたでしょうか。 

事務局：花と緑のフェスティバルについて、庁内で議論があり、来年度どうするのかまだは

っきりと決めていません。花と緑のフェスティバルは、平成元年から市民の皆さ

んにみどりを身近に感じていただくために行っていました。しかし、庁内におい

て、4～5 年前からもう少し身近な取組に重点を置こうということで、地域の皆

様のモデル緑化花壇などを使いながら、来年以降のあり方を考えていくという

議論があり、今のところみどりの基本計画の中には謳いこんでいません。 

委 員：緑化団体で花と緑のフェスティバルに参加させてもらっており、フェスティバル自

体が盛り上がりに欠けるので、植木まつりのオープンガーデンなど身近なもの

と統合したら盛り上がるのではと思って書きました。しかし、今協議中というこ

とでわかりました。 

委員長： P.9の①みどりに関わる人を増やす取組というのがありますが、みどりに関わる

人を増やすだけで良くなるのではないと思います。プレイスメイキングという

話もあったように、みどりとは全く違うことをして、みどりっていいなと思って

もらう人が増えていくということが考え方だと思います。花と緑のフェスティ

バルのことも同様に、みどりの幅を広げるような記述というのもあった方が良

い気もします。今回の計画ではみどりの幅を一度広げてみて、どうなるか検証す

る 15年ではないかと思います。 

事務局：市内でも一部の公園で月 1回、プレイパークのような形で、いろんなものを設置し

て、遊んでもらう機会もあります。公園を利用して楽しんでもらえる人を増やす

ような取組をイメージとしては持っています。 

委員長：フリーマーケットをやってもらっても良いと思います。みどりに関わるところで何

かを楽しくするということが大事です。 
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【議題２．地域ごとのみどりのまちづくりの方針（地域別計画）について】 

事務局:栗山委員からは、資料 6の P.2各ブロックとまちづくり協議会の範域とまちづくり

協議会の範域の境界が、河川の青色とかぶって見にくくなっているというご意見

をいただいています。わかりやすい表現にさせてもらいたいと考えています。 

委員長:ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、意見、質問はいかがでし

ょうか。 

委 員:よく調べておられると感心しているのですが、第 1〜7 ブロックまでそれぞれを並

べるのは正直言って読みづらいと思います。最初に各ブロックの特徴などをサ

マリーとして書いたうえで、中身を書いてもらうとある程度内容が絞れると思

います。また、各ブロックに基本方針は、全部読まないと重要な部分がわからな

いので、重要なところはアンダーラインなどを引いてもらいたいです。また、ま

ちづくり計画と地域別計画の関係が今ひとつわかりません。まちづくり計画を

ベースに地域別計画を考えたのか、あるいはまちづくり計画を把握した上で、地

域別計画をまちづくり計画の内容とは別に実行していくのかです。地域別計画

の実行部隊は各ブロックのまちづくり協議会になるのでしょうが、地域別計画

の内容についてある程度まちづくり協議会とのすり合わせが必要ではないかと

思います。あるいは計画を実行する前に、内容を実際にまちづくり協議会に見て

もらわなければ、意図が分散すると思います。基本方針は文章ばかりで読みづら

いので、「・」をつけるなど項目ごとに書いていただければと思います。どこで

内容が切れて次に行くのかがわからないので、整理が必要と思います。 

委員長:アンダーラインと小見出しの意見を合わせていただきました。文章自体はあまり長

くないので、小見出しだけでも大きく変わるかもしれません。 

委 員:このままでは正直、みどりの基本計画を見る気がしません。また、各ブロックの【各

まちづくり協議会の地域ごとのまちづくり計画概要】ですが、様々な形式で書か

れているので、統一した方が良いと思います。まちづくり計画をそのまま写した

ような気がします。 

委員長:全体の構成の仕方としては、P.2 の図とセットで全容がわかるサマリーをつけたら

どうかという全体構成の提案がありました。各ブロックのみどりのネットワーク

図は、全体みどりのネットワーク図をそのまま切り出したものになっていて詳細

は書かれていません。各ブロックのみどりのネットワーク図は、おそらくまちづ

くり協議会の計画と合わせて、〇〇な拠点で〇〇な活動をしてから、みどりと合

わせて何かをするというように変わっていくはずです。まちづくり協議会の計画

の中で、みどりや景観に関わるところを抜き出すのではなく、全く関係ないけれ

ども、これからみどりといっしょに取組んでいこうということを、住民、まちづ

くり協議会が考えるほうがいいと思います。瀬尾委員が言ったように、例えば、
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これからの地域説明会をまちづくり協議会中心になってもらうということも含

めて、プロセスもいっしょに考えていくと良いのではないかと思います。今の意

見について何かご対応はありますでしょうか。 

事務局：まちづくり計画を地域別計画に落とし込んでいるだけというのは言われたとおり

です。第 1ブロックは、弁天池の話が出ているので、まちづくり協議会に、みど

りについて細かく話を聞いていく中で、地域別計画のネットワーク図に弁天池を

落とし込んでより見やすくしようと考えています。このように、実際にまちづく

り協議会とお話させていただく中で修正したいと思っています。 

委 員：私も何年か前にまちづくり協議会にお世話になりましたが、こんなにまちづくり協

議会の役割が多かっただろうかと感じています。みどりについてたくさん協議

されていますが、みどりの基本計画についての話は部会では全く出ておらず、行

政が各ブロックに話を聞きに行っても「何の話なのか。」と言われると思います。

先ほどの花と緑のフェスティバルの件も、全体としては行き渡っていないとい

う雰囲気があります。公園、みどりの部分についての打合せを、より細かくやる

べきではないかと思います。 

事務局：今の現時点で、まちづくり協議会に地域別計画の詳細は伝えていません。事務局で

も地域別計画の基礎を作る前に、一度地域に入って話をすることを考えましたが、

何の題材もない中で、意見を伺うのは間違っているのではと思いました。 

委 員：委員会の最初に今までの内容の追加部分や補足の話がありましたが、元の部分を知

っているからこそ内容を理解できると思います。みどりの基本計画をまちづく

り協議会に説明すると、まちづくり協議会は行政が何をやってきたかを知らず、

行政はまちづくり協議会の考えがわからず、新しい問題ができるのではないか

と思います。もう少し、地元を想定してどんな方針を進めるのか、どのようにコ

ミュニケーションをとるのか考えなければいけないと思います。先ほど言われ

た花と緑のフェスティバルの協議会には、みどりに関する人がかなり参加され

ていますが、みどりの基本計画のことを知らないのではないかと思います。 

委 員：協議会では、このまちはこういう風にしたい、こういうところができていない、今

後 10年かけてこれをしたい、というように、色んな方面のことを検討してまち

づくり計画として提出しています。事務局は、このまちづくり計画の内容をピッ

クアップしてみどりの基本計画に入れているのではないかと思います。 

委員長：まちづくり協議会の計画から抜き出しているので、内容に間違いはないということ

です。 

事務局：生の声を拾い上げられていないということはあると思います。 

委 員：それはこれから聞いてくれると思います。 

委員長：まちづくり協議会自体も計画を作ったけれども、協議会の中に内容をわかっていな

い方もおられます。 
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委 員：P.2の図ですが、宝塚市と宝塚市協働のまちづくり促進委員会による「まちづくり

協議会ってなぁに？」の中の「さがしてみよう！ワタシのまちづくり協議会」の

図を使っていただければわかりやすいと思います。その図は私が行政に渡すこ

とになると思います。 

すべてのまちづくり協議会が環境部会を持っていないため、まちづくり協議会に

どのようにみどりの基本計画の話をするかが大きなポイントになると思ってい

ます。まちづくり協議会のうち環境のことが盛んなのは、中山台コミュニティ、

宝塚市長尾台小学校区まちづくり協議会（「コミュニティひばり」）であり、協働

が進むと思います。他のまちづくり協議会が環境に関して、協働という視点で動

けるかどうかが不明であるという点と、まちづくり協議会自体が高齢化してきて

担い手がいない点で、おそらくみどりで協働というのは大きな負担になるのでは

ないかと思います。みどりの基本計画の話の仕方を一度考えなければならないと

思います。ただ、私の考えとしては、パークマネジメントに若い人が関心を持て

ば、まちづくり協議会に参加する若い人が増え、協議会の担い手として様々な人

が来て、多様な案を持ち寄ることで、協議会が良い方向に動くきっかけになると

いう気もします。一方、まちづくり協議会自体についても、話の仕方で様々な面

白いことができるのではないかと思うと、この計画の書き方は全然面白くないと

思います。しかし、赤澤委員長がおっしゃるように、人を巻き込むというのはす

ごく面白いので、その面白さが色々な人に届くような基本計画を作らないと誰も

巻き込まれようとしないのではないかと思います。 

委 員：しかし、私が住んでいるまちは、行政や自治会、コミュニティ、PTA、老人会など

に入ってもらって街路樹のあり方についてのワークショップが始まったばかり

です。このことから、まちづくり協議会で提出したものに沿って、わたしの住ん

でいるまちは動いている感じがします。 

事務局：ご意見ありがとうございます。地域別計画は、今いただいたご意見を受けて項目ご

とにわかりやすく書きたいと思います。地域別計画におけるまちづくり計画との

関係性をもう少し進化させたものを作りこんだうえで、地域の方々に見てもらっ

てご意見をいただく、逆に言うと、地域の方々が地域別計画を見て今後のみどり

の方向性をブロック単位でいろいろ考えていただけると思っています。来年の 4

月以降に委員会で素案について意見を受けて、地域別に説明会を開催します。ス

ケジュールの「地元説明意見反映」はブロック単位で行いたいと考えています。

おそらくその際は、各まちづくり協議会にもご参加いただくように案内等をし、

委員の皆さんからのみどりに関する意見を計画にある程度盛り込みましたが、ま

ちづくり協議会からもご意見いただきたいというように説明会を行いたいと思

います。地域別計画が一番関心を持たれるところだと思っていますので、地域の

意見を吸い上げ、より充実した内容にしたいと考えています。書きぶりについて
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はもう少し、簡略化してわかりやすく極力工夫していきたいと思っております。

貴重なご意見ありがとうございました。 

委員長：これから地域の方々と一緒に考えていく部分も多いです。地域の実情をご存知の方

がたくさんいらっしゃいますので、説明会に向けて入れておくべき項目、もしく

は地域の方々と一緒に考えることもあれば教えていただければと思います。先ほ

ど意見が出たように、どこをみどりの拠点にするか、まちづくり協議会の中でみ

どりに関する協働の活動や、計画に書いていること以外の地域のみどりの拠点に

ついて聞くと良いと思います。行政がどういった準備をしたら良いのかというこ

とも含めてご意見をいただければと思います。みどりの拠点で様々なことをして

も良いと思ってもらわなければ、今のまちづくり協議会の活動にみどりが加わっ

て良くなっていくということに繋がらないと思います。前半から資料 6の全体の

サマリーのところ辺りに、「みどりの 3 つの機能を踏まえて、様々なことができ

ます」という情報があれば、地域の方の意見も出やすく、「これをやってみてはど

うか」というご意見をいただけるのではないかと思います。 

委 員：私たちの地域は、困ったことに対して対処してほしいことを行政に言うことが多い

です。行政から言われたことをするのではなく、私たちの方からしてほしいこと

を言うと行政が聞いてくれます。私たちの想いを活かすにはどうすれば良いか

ということを行政は考えてくれます。 

委員長：自治会長などであれば行政に相談できますが、新しく引っ越してきたママさんなど

はできないと思います。行政に相談しにくい人のために、ワンストップで簡単に

相談できるコーディネーターにつないであげたり、中間支援組織を紹介したりす

るような間に入る人が必要だと思います。窓口や事例でも良いかもしれませんが、

宝塚市みどりの基本計画全体イメージの「6計画を推進するための方策」で、や

りたいことをできるようにどうやってハードルを下げるかが重要だと思います。 

委 員：良元のまちづくり協議会の校区では、小林聖心女学院まで行くまでの道に、まちづ

くり協議会でプランターを置いていますが、水やりをされていた 80歳ぐらいの

方ができなくなってしまい、協議会でじょうろを道に置いています。そうすると、

道を歩く人がプランターに水やりをしてくれて、地域のみどりが保たれていま

す。また、新しくできた宝塚市立文化芸術センターには、シニアの市民サポータ

ーが多いですが、重い物を持つことが大変であったり、市民サポーターだけでは

マンネリ化するので、若い人を送り込んでボランティアをやっています。このよ

うに活動に活性化が生まれる事例はいくつかあります。 

委員長：中山委員が言った事例は良いかもしれません。すべてのブロックの「基本方針４ 

協働で管理する」において、行政がする内容を市民がやってください、というよ

うに読めてしまうことが気になります。宝塚市でも、近畿大学の久教授が入って

「宝塚市協働のまちづくり促進委員会」を進めていると思いますが、みどりの基
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本計画での「協働」とは違います。「宝塚市協働のまちづくり促進委員会」の「協

働」は、同じ目標に向かって同じ立場で同じことをする、お手伝い、花壇ボラン

ティアのような「共同」です。そうではなく、みどりの基本計画における「協働」

は、楽しい公園を作りましょうという目標であれば、花壇を作る人、フリーマー

ケットをする人、掃除をする人というように、何をやっても良いということを伝

えないと、「協働」は起こりません。まちづくり協議会自体も、みんながやりたい

ことを持ち寄って、まちを良くしていきましょうというものであり、まちを良く

するためにやりたいことをやっても良いです、という説明や事例を繰り返し伝え

ると、計画が相当変わります。行政がやるので一緒にやりましょう、さらに、や

りたいことでまちを良くしていきましょう、楽しくしていきましょうという計画

に相当変わるので、「基本方針４ 協働で管理する」は事例も駆使して書くと良

いような気がします。 

事務局：今ご意見いただいたように、「計画を推進するための方策」で協働のあり方や、協

働の施策の先進事例を簡単に頭出しさせていただき、推進体制などを落とし込ん

でいくと思います。これを踏まえて、地元の皆様のご意見をいただきながら、地

域別計画をブラッシュアップして、創り上げていこうと思っていますが、やはり

細かいところまで書き込むのが厳しくなってきます。恐縮ですが、個別の計画に

ついては、パークマネジメントプランなどで対応させていただきたいです。 

委員長：もう少し工夫をして、ニュアンスが伝わるように作っていただければと思います。

特に、先ほど意見があったボタニカルガーデンのような公園、あるいは、第 7ブ

ロックの西谷の森公園のような取組がされていれば紹介し、このような取組をし

ている人がいるというニュアンスは伝わっても良いかもしれません。 

事務所：地域で活動していただいている団体や、協働だけではなくあいあいパークなどが独

自で花卉園芸や接ぎ木をどんどん地域から世界に発信していこうという動きも

あり、街路樹整備計画を力入れていこうという地域も現れると思います。民間の

活力も十分に反映できるような特色ある地域別計画にしていけたらと思います。

そのためにも、皆さんの忌憚なき意見をたくさん頂けたらと思いますので、よろ

しくお願いします。 

委員長：全体の大きな構成、考え方の話が続いていますが、その他にも第 1～7ブロックま

でについてのご意見はありますでしょうか。 

委 員：水との共生が重要だと思いますので、第 1～7ブロックの中に、水に関する新しい

施策を入れられないのでしょうか。現在ないのであれば、試行して効果を検証す

ることも悪くないのではないかと思います。例えば水田は、今まで水が流れてい

なかったところに水が流れてきますが、それだけで気持ちが和らぎます。市全体

の中で水との関りにより、みどりをより鮮やかに感じさせるというプロジェク

トのようなものはできないのでしょうか。 
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事務局：市街地で水田があるとすれば安倉地区、鹿塩地区、川面地区になると思います。 

委員長：みどりの基本計画で扱うみどりについて、先ほど公園・街路樹・地域制緑地は施設

的なもので、水面や農地もすべて含まれます。公園河川課の所管ではないので、

詳しく書くのは難しいですが、今回の計画に農地のことは書かれています。 

事務局：農地はみどりの基本計画に入れ込んでいこうと考えております。「宝塚市水のマス

タープラン」の 3 つの視点として、環境・親水・治水があります。特に「親水」

に特化したような形で、ブロック別で施策を打ち出しているところです。水辺環

境の保全・活用という形で、特に河川敷などをみどりの憩いの空間として整備し、

ネットワークで繋げていくことが大きな概念になっていますが、具体的にはどう

進めるのかを書いていないのが実情です。水辺環境の保全・活用も含めてこれか

らの計画で盛り込める部分は計画に書けたらと考えています。 

委員長：米を作るだけではなく、環境や景観のために多面的機能がある農地に対して、国の

多面的機能支払交付金という補助が続いています。農家の方だけでなく、地域の

方も手伝いながら、溝掃除や畔の草刈り、ヒガンバナを植えたりすることで、公

園のようにして国の補助を受けるという方法があります。また、水面について、

武庫川をどのように利用するかということも考えられます。南千里公園では NPO

がため池を釣り堀にし、有料で利用させています。このようにため池をきちんと

整備するのであれば、親しみ方があるかもしれません。武庫川や河川敷の使い方

は計画に盛り込めるかもしれませんが、水辺を新しく作ることは難しいかもしれ

ません。 

事務局：今ある水辺をいかに活用して、人に来ていただくかということで進めている事業も

あります。冒頭に言われたように宝塚市の特徴は市街地の真ん中を武庫川が走り、

その両端を丘陵の六甲山系、長尾山系があるという景観だと考えています。特徴

を余すことなく使い、地域の皆様のお力を借りて頑張っていきたいということで

動いている部分もたくさんあり、計画に盛り込んで進めていければと思います。

みどりだけではなく水辺もきっちり計画にいれていきたいと考えています。 

委員長：農地で言うと安倉地区と第 7ブロックの西谷の森公園、水辺については、武庫川を

挟んでいるような第 2・3 ブロックを中心に少し追記などを検討いただければと

思います。各ブロックの特色も含めて、ご意見はいかがでしょうか。 

委 員：山本地域には、市長名義のため池が 5～6つぐらいありますが、樋を修理する場合

は住民の財産で、土手を修理できないなど制約があり、水を使うにも難しい状況

です。子どもが危ないので溝をグレーチングしたり、コンクリートで埋めたりし

ているため蛍がいません。畑や田んぼが実際少なくなってきており、1つの樋を

修理するのに 300～500 万円かかるので、5～6 つの池を管理する方が大変です。

しかし、樋がなければ、オーバーフローしてしまうのでため池に必要ですが、樋

の修理費用は市から出してもらえません。今の山本新池公園では、池の深さを
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2/3まで浅くするという意見がありましたが、水が残っているから景観が良いと

いう意見もあります。どちらの意見を優先するかが難しいです。水面が浅ければ、

先ほどの釣り堀という利用方法もありますが、防災の面から言うと、ため池の水

を減らして雨水貯留分を考えないといけません。むやみにため池をつぶすこと

もできず、土手は刈らないといけないということがあります。 

委員長：横浜市の市民の森制度では、所有権は地主のままで利用権だけ貸し、その分少し地

主に補助を出したり、固定資産税をなくしたりしていて、現地は市が整備してい

ます。地主に任せっきりでもなく、行政が買い取るわけでもないという新しいバ

ランスです。 

委 員：宝塚市のため池では、名義変更のときにお金がかかってしまいます。 

委員長：そもそもの位置づけを変えないと難しいかもしれません。 

次回に推進体制などのたたき台が出されるということです。全体を振り返ってい

かがでしょうか。先ほどご説明いただいたプレイスメイキングのような新しく試

みている施策が対応しそうなのが、基本方針③1.のあたりかと思いますが、何か

記載がありますか。 

事務局：プレイスメイキングを入れる場合は、下段に注釈を入れるなど工夫して、基本方針

③に入れたいと思います。 

委員長：資料 5の P.6の「③-1.多様なみどりのニーズへの対応」は、ニーズを想定して書

いています。想定しないニーズにチャレンジする、市民がやりたいことを募集す

るような施策等があれば、計画を作っていく際に市民の意見に対応できる余白を

作らなければいけません。 

事務局：余白をつくるという形で修正、対応していきます。 

委 員：朝ウォーキングしていると、小さな公園がいっぱい目につきます。危ないのではな

いかという場所にも公園がある場合もありますが、公園の整備はどういう風に

お考えでしょうか。 

事務局：資料 4 の P.18 に②小規模公園の再編・再整理の検討とあります。都市計画法で、

ある一定規模の開発が起きた時に、一定の公園を作ることが決められていますが、

宝塚市は小規模な開発が多いため、開発によってできる公園も小規模で 200㎡未

満の公園が多数あります。これらについて、余白的な利用の仕方を地域で考えな

がら利活用していきたいと思います。また、議会でも小さい公園がどうにかなら

ないかという意見があります。 

委 員：滑り台と鉄棒がある公園が多いです。そして子どももあまりいません。 

事務局：子ども向きの公園が多いですが、子どもだけが利用するわけではないという視点も

あります。 

委 員：子どもだけが利用するわけではないという視点を違う形で公園に活かしていくと

いうことですか。 
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事務局：そのとおりです。 

委員長：資料 4の P.18、資料 5の P.2の基本方針②の基本施策 1.身近に楽しめるみどりの

創出の中に「●身近な公園・緑地の再編・リニューアル」に小規模公園が含まれ

ているということです。小規模公園は、行政の方が一番困っている問題ですが、

管理は税金でずっと市がしていることが多いですので、市民の方にも協働で利用

してもらえるように書くと思います。 

委 員：街路樹について、阪急中山駅周辺道路との歩道が広くなって歩きやすくなりました

が、なぜか街路樹がありません。狭い歩道には街路樹が植えられていて、広い歩

道に街路樹がないのはなぜでしょうか。 

事務局：阪急中山駅周辺道路は植栽帯が設置できる幅で、かつ植樹もできる幅をとっていま

すが、兵庫県の管理であり、県が街路樹を今後植えないという方針を決定してい

ます。これから県道の街路樹は無くしていく方針と聞いています。宝塚市は街路

樹に特徴を持っている場所でもあると思っていますので、街路樹整備計画を作り、

改めて宝塚市の街路樹のあり方などを考えて残していくべきところは残してい

きたいと思います。 

委 員：資料 6の各ブロックにも街路樹のことはよく書いてあり、街路樹を求めている市民

が多いですが、県道の街路樹はなくなるということですか。 

事務局：県道からは街路樹はなくなってしまいます。 

委員長：街路樹整備計画で考えていただけるということだと思います。 

事務局：地域の方のご意見を踏まえてやっていきたいと思います。 

委員長：街路樹も高木管理になると高所作業なので市民にはできません。下の植栽帯は、飛

び出し禁止のため壁代わりにツツジを植えていますが、花壇でも飛び出さないの

で、花壇にすれば市民も管理できると思います。例えばカフェの前の道で、ハー

ブやアロエなどを植えてきれいにするといったことも考えられます。また、「ウ

ォーカブルなまちづくり」を国交省が進めているので、広い歩道にヨーロッパの

ようなカフェの席を作ることは十分考えられます。歩道にカフェの席が作られる

ようになると、カフェの方が街路樹を植えさせてほしいと言うかもしれません。

まだまだ歩道の街路樹について変わる余地はあるとは思います。街路樹計画でこ

のような内容を盛り込んでつくっていただければと思います。 

新しい情報、住民の地域説明も含めて資料 6はかなり変わるので、また事務局で

修正していただいて次回新しく構成されたものをご確認いただければと思いま

す。 

 

以上 


