
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 

 

意 見 応答・対応 備 考 

資料４ みどりのまちづくりの考え方について 

【P1～3：1.みどりの将来像（イメージ）】 

間違っているわけでは無いのですが、気になったの

は、主語と述語が離れているため、理解しにくい文

章になっています。 

・主語が後半全体に掛かるような文章としている

ため、確認はしますが、よろしければこのまま進

めさせていただきたいと思います。 

 

【全体】 

新旧対応表の 1－B の文章と違う文章になっている

のはなぜですか。 

・最新のものとなっていなかったため、修正して、

再作成しました。 

 

【P1：1.みどりの将来像（イメージ）】 

「第6次宝塚市総合計画では、～進めることとしま

す」を「第6次宝塚市総合計画において、10年後の本

市のめざすまちの将来像を、下図に示す5分野に分類

提示している。本計画は、総合計画の部門別計画で

あることから、「分野ごとのめざすまちの姿」に係わ

るみどりのイメージを、本市の「みどりの将来像」と

捉えている。また、これらめざすまちの姿に共通す

る目標として、「ともに創り、未来へつなぐまち」の

精神があり、目標達成に向け市民･事業者･各種団体･

行政が協働で進める。」のような表現に変更するの

はいかがでしょうか。 

・ご意見を参考に、修正しました。 

 

総合計画では「将来

像」という表現を使

用していないため、

こうした表現に留め

ています。 

言葉の重複等を避け

るようにします。 

 

 

【P1：1.みどりの将来像（イメージ）】 

「総合計画における５つのめざすまちの姿」の下に

①～⑤のみどりのイメージがいきなり始まっていま

す。やや唐突に感じますので、その間に「①～⑤に対

し、みどりとの関連をイメージすると…」等の挿入

句があった方が、つながりがわかるのではないでし

ょうか。 

・ご意見を参考に、追記しました。  

【P1：1.みどりの将来像（イメージ）】 

みどりの将来像の文章内には、「ともに創り、未来へ

つなぐまち」とあり、「総合計画における５つのめざ

すまちの姿」の図では、「ともに創り、未来につなぐ

まち」と記載されています。どちらが正しい表現で

しょうか。 

・総合計画に記載されている通り、「ともに創り、

未来につなぐまち」に訂正します。 

  

【P1～3：1.みどりの将来像（イメージ）】 

総合計画の 5 つの分野ごとのめざす分野に対応する

「みどり」は理解しますが、全ての分野に横断する

「都市経営」のめざす「みどり」を書くほうが良い

のではないでしょうか。 

（理由） 

・①～⑤の分野を横断する「都市経営」の中に「行政

と市民との協働」が書かれている。 

・みどりの将来像にコミュニティ組織や協働による

「みどり」がある方が、基本方針「協働で管理」や

資料 5の 6頁や 7頁が理解しやすいと思われる。 

・「ともに創り、未来につなぐまち」は、すべての

分野に共通する「めざすまちの姿」であり、①～

⑤の中に考え方が含まれていると考えているた

め、現状のままとさせていただきます。 

 

 

【P2,3：1.みどりの将来像（イメージ）】 

イラストも写真の両方とも、宝塚の生活を表現した

・将来像をイメージできるイラストについては、最

終計画書に記載できるよう現在作成中で、現在

 



意 見 応答・対応 備 考 

ものではなく、文章との関連性が低い印象を受けま

した。宝塚市で実際に見られるシーンの写真を掲載

するほうが、書いてあることがよく伝わると思いま

す。 

は仮に入れています。完成次第、掲載いたしま

す。 

・写真も有効なツールととらえ、肖像権等の問題も

含めて、掲載を検討します。 

【P3：1.みどりの将来像（イメージ）】 

④豊かで美しい環境を育むまちのみどりのイメージ

図が分かりづらいです。説明文に議論で話し合った

こと（マンションに緑等）を追加するか、他の図（説

明文に合った図）を入れてはどうでしょうか。 

 

【P5：2.基本理念と計画改定の留意点】 

「…本計画においても環境、社会、経済の調和を重

視した計画とします。」とありますが、 

「…本計画においてもこれら要素の調和を織り込ん

だ計画とします。」という表現はいかがでしょうか。 

・本計画は、SDGs のウェディングケーキモデルを

参考に、環境、社会、経済を循環させていくこと

を前提として、方針を立てているので、「重視」

のほうが適切であると考えるため、現状のまま

とします。 

 

【P5：2.基本理念と計画改定の留意点】 

「ウエディングケーキモデル」の図は、適切な図だ

と思いますが、文字が小さくアイコンからイメージ

が湧きにくいため、もう少し大きく見やすくされた

らいかがでしょうか。 

・個々のアイコンの詳細については、P6 の「SDGs

における 17の目標とみどりの基本計画関連分野

の整理」と合わせて、別途参考として記載したい

と思います。 

 

【P7：3.基本方針とみどりのﾈｯﾄﾜｰｸの考え方】 

「主なみどりの機能やあり方から、みどりを「守る」、

「創る」、「育てる」、「管理する」といった切り口か

ら～」とありますが、基本方針 3 は「活かす」にな

っているので、切り口の「育てる」を「活かす」に変

えてはどうでしょうか。 

・ご意見のとおり、修正しました。  

【P7,8：3.基本方針とみどりのﾈｯﾄﾜｰｸの考え方】 

P7図基本方針1～4のアンダーラインとP.8(1)基本方

針のタイトルが異なりますが、基準を統一した方が

よいのではないでしょうか。資料5も同様。 

・ご意見のとおり、修正しました。   

【P10. 4.みどりの確保目標 (1)総括目標】 

・総括指標（市域全体のみどりへの満足度）の目標

値が「現状値以上」とされていますが、この表現だ

と現状値でもＯＫとなります。このことは満足度

が高まらなくてもよいという意味になりますの

で、目標値として好ましくないと思います。目標

値が低いと市民のモチベーションは下がり、施策

への協力を得にくくなると思いますし、市役所の

本気度も疑われると思います。目標値は現状値よ

りも高く設定すべきではないでしょうか。 

・目標値を６０ポイントとします。  

【P10. 4.みどりの確保目標】 

【目標１】緑地の保全は、緑地の確保の方が良いの

ではないでしょうか。 

・第二回委員会の際に「緑地の確保」としていまし

たが、保全の目標がないように思われるという

意見があったため変更しました。一方、ここで

は、みどりの保全だけでなく整備も含んだ表記

が求められるため「緑地の保全・確保」に変更し

たいと思います。 

 

【P10～12：4.みどりの確保目標】 

スローガンを強調する意味で、『市域面積に対する緑

地面積の割合を概ね○○ 以上とします 』 として

は、いかがでしょうか。他 4か所も同様。 

・文字を大きく、太字にしました。  



意 見 応答・対応 備 考 

【P11：4.みどりの確保目標】 

【目標2】について、【目標1】緑地の保全との違いを

述べてはいかがでしょうか。あるいは、【目標2】が

特に重要である旨の記述でも良いと思います。 

・【目標 1】の対象は、公園整備や緑地の保全など

主に行政努力により達成できるみどりの量であ

り、【目標 2】は衛星画像を使用して、公有・民

有を問わないみどりの量（水面や裸地など数値

が把握できない土地を除く）を対象としていま

す。 

・こうした違いについて、修正しました。 

 

【P12：4.みどりの確保目標】 

・目標 3「公園で開催されるイベントの数」につい

て、イベント回数が多いから、公園が活性化され

ていると判断できるわけではないと思います。

日々の生活で、ふと公園に立ち寄り、自然を眺め

る、休憩する、近所の人と話す等の憩いの場とし

ての活用が主だと思います。イベント回数は公園

の質を問う上で適切な指標だと思えません。（人口

減少、担い手不足が指摘されているのに、イベン

トの回数を増やすことを目標とするのは、イベン

ト疲れに繋がりませんか？） 

・イベントの開催数の内訳としては、夏祭りや防災

訓練など、地縁団体や自治体が例年利用されて

いるものが主になります。そこで、民間を含め地

域での利活用の場として利用される公園（質の

高い公園）を目指し、指標として設定しました。 

・しかし、ご意見のとおり、公園で休憩を取るなど

の利用についての指標として「公園で開催され

るイベント数」だけでは適切とは言い難いため、

新しく「公園の利用状況について「よく利用す

る」と答えた市民の割合」を設定しました。 

 

【P12. 4.みどりの確保目標】 

・目標 4「みどりの管理に取り組む市民団体の数」

に、里山の保全活動に取り組んでいる団体の数も

含める必要があると思います。 

・ご指摘の通り、「みどりの管理に取り組む市民団

体の数」に、里山の保全活動に取り組んでいる団

体の数も含めます。 

 

【P13：5.公園・緑地の整備および管理の方針】 

委員会で「整備目標」は「配置目標」にするべきでは

という意見がありましたが、資料 4 で「整備目標」

にしたのはなぜでしょうか。 

・ご指摘の通り、「配置目標」に訂正します。  

【P13：5.公園・緑地の整備および管理の方針】 

前文の「これまでの緑の基本計画では、～多様な管

理についての考え方を示します。」について、主旨は

分かるのですが、やや冗長的に感じます。簡略化は

無理でしょうか。 

・主旨が分かるようにできる限り簡略化します。  

【P14：5.公園・緑地の整備および管理の方針】 

(2)都市公園のあり方検討の「宝塚市では、～公園の

あり方について検討していきます。」について主旨

は分かるのですが、やや冗長的に感じます。簡略化

は無理でしょうか。 

・主旨が分かるようにできる限り簡略化します。  

【P14：5.公園・緑地の整備および管理の方針】 

(2)①「都市計画公園・緑地見直しガイドライン(仮

称)」のように、(仮称)は後の方が良いのではないで

しょうか。 

・（仮称）は、前につけるように考えています。  

【P15：5.公園・緑地の整備および管理の方針】 

(3)公園・緑地の多様な主体による管理運営方針の検

討で、「また、平成 23 年の都市公園法の改正に伴い、

P-PFI（公募設置管理制度）の導入など、公園・緑地

の民間活力の活用が進められており、宝塚市におい

ても公園をより多くの市民に有意義に利用していた

だけるよう、多様な主体による管理運営手法の導入

を検討します」とありますが、P-PFI の導入は、平

成 29 年の都市公園法の改正です。 

・「平成 29 年の都市公園法の改正に伴い」に訂正

します。 
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資料５ みどりのまちづくりを推進する施策 

【P1.1.計画体系図】 

・ダイアグラムの〈基本施策〉の中の●の文言は、＊

の文言との違いは何でしょうか？ 

・基本施策の中でも重点施策として抽出した施策

を分かりやすくするため、●と＊で分けていま

す。 

●は重点施策につな

がる項目です。 

【P1：1.計画体系図】 

「本計画は、基本方針に基づく「基本施策」と～、具

体的な取組内容を記載します。」は「本計画は、基本

方針に基づく「基本施策」と地域ごとの方針･施策を

示す「地域別計画」から構成します。また、「基本施

策」のから、みどりの将来像の実現をより確かなも

のとするため、『みどりに関わる人を増やす取り組

み』、『市民ニーズに応じ公園再編の検討』、『街路

樹整備計画の作庭・充実』を「重点施策」項目として

設定している。以下に具体的な取り組み内容を記載

する。」というように全体の位置づけを明確にする

ため、変更してはどうでしょうか。 

・ご指摘のとおり修正します。  

【P1：1.計画体系図】 

表中記載の<地域別計画>についての記述は必要な

のではないでしょうか。 

・すでに記載してあると考えます。  

【P2～7：2.基本施策】 

・継続、新規、拡充の区別がつきにくく、読みにくい

です。マークを変える、色を変えるなど、見やすく

する工夫ができそうです。 

・継続、新規、拡充は前回計画に記載のないものを

「新規」、記載しているもので拡充しているもの

を「拡充」、引き続き実施することを「継続」と

しています。しかし、計画改定から新たに実施し

ていくことを「新規」と思われる可能性もあるこ

とから、継続、新規、拡充の標記を削除します。 

 

【P2～7：2.基本施策】 

・基本施策の文言のあとに【●●●事業】【●●計画】

という文言がついているものと、ついていないも

のがあります。【  】の記載のないものは、基本

施策を実施する具体的な事業や計画がないという

意味でしょうか？施策を実施する方法がなく、自

然な流れに任せるしかないように見えてしまうの

が残念です。 

・【●●●事業】【●●計画】は、担当部局から、施

策の照会の際に関連する計画や事業名が分かる

施策について記入いただいたものになります。 

・基本施策には、既に実施しており継続して実施予

定であるもの、現在は実施していないが、実施の

意志がある施策を記載しております。 

各課照会の結果がわ

かるものとしてお

り、【 】については、

最終的には削除しま

す。 

【P2：2.基本施策①-1】 

・「山の保全・育成」に、市の天然記念物である丸山

湿原群や松尾湿原等の希少な自然環境の保全をい

れてはどうでしょうか。 

・関係課と調整します。  

【P3：2.基本施策①-3】 

・「生物多様性保全の取組の推進」に、西谷の自然や

「宝塚自然の家」の環境学習活用を入れてはどう

でしょうか。 

・関係課と調整します。  

【P3：2.基本施策②住みたくなるみどりの環境づく

りを進める（環境をつくる）】 

・循環型社会の推進のため、家庭や公共施設で発生

する剪定枝等の堆肥化や資源活用を入れてはどう

でしょうか。 

・基本方針③-1「自然学習・環境学習への活用」に

記載しています。 

 

【P3：2.基本施策②-2】 

・宝塚自然の家の周辺緑地の整備・活用に関する施

策を「拠点となるみどりの創出」に位置づける必

関係課と調整します。  
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要があると思います。 

【P3：2.基本施策②-2】 

・「拠点となるみどりの創出」に、「宝塚自然の家」の

再整備を進め、市民の活用を推進する文言を入れ

てはどうでしょうか。 

【P4：2.基本施策②-3】 

・電車を日々利用する市民にとって、電車の車窓か

ら見える景観や駅前の景観は大変重要です。この

ことから、道路沿いや河川沿いだけでなく、線路

沿いや駅前の緑化にも積極的に取り組む必要があ

ると思います。 

・ご意見を踏まえ、プランター等を活用した駅前広

場の緑化について追記します。 

・道路、河川、駅前等の緑化について、②－３．花

とみどりの快適環境づくりの細分施策を追加し

ました。 

 

【P4：2.基本施策（案）②-3】 

・学校園の花壇に植栽される植物のほとんどすべて

は園芸植物や外来植物ですが、子供達の自然学習・

地域学習という観点から、宝塚市に自生する植物

も花壇に植栽してはどうかと思います。宝塚市の

絶滅危惧植物（カワラサイコやツメレンゲなど）

を植栽すれば、その域外保全（本来の生育場所と

は異なる場所での保全）を図ることもできます。 

・関係課と調整します。  

【P5：2.基本施策③-1】 

・宝塚自然の家の周辺緑地の整備・活用に関する施

策を「自然学習・環境学習への活用」に向けた基本

施策に位置づける必要があると思います。 

・関係課と調整します。  

【P5：2.基本施策③-1】 

・「自然学習・環境学習への活用」に、「宝塚自然の

家」の再整備を進め、市民の活用を推進する文言

を入れてはどうでしょうか。 

【P6：2.基本施策③-2】 

・「イベントの実施」に、「花と緑のフェスティバル」

を明記し、植木祭りやオープンガーデンフェスタ

とのコラボ開催も視野に入れた取り組みを実施し

てはどうでしょうか。 

・関係課と調整します。  

【P6：2.基本施策③-2】 

・「情報発信、PRの実施」に【フラワー都市交流事業】

とありますが、なぜ 9都市だけなのでしょうか。 

・花をまちづくりのシンボルとしている全国の自

治体でつくる「フラワー都市交流連絡協議会」に

加盟している都市が９都市であるためです。 

 

【P8：3.重点施策】 

「そこで、～具体的な4つの施策を「重点施策」とし

て位置づけます。」とありますが、重点施策は3つの

間違いではないしょうか。 

・「具体的な3つの施策」に訂正します。  

【P8：3.重点施策】 

文章では、重点的に取り組む必要がある具体的な 4

つの施策を「重点施策」として位置づけます。とあ

りますが、図では 3 つしか示されていません。これ

は間違いでしょうか。 

【P8：3.重点施策】 

12 の基本施策と 29 の細分化された施策があります

が、この中からこの 3 つの重点施策が選ばれた理由

は何でしょうか。 

・資料 5、P8の記載とおり、「みどりの将来像」を

実現するために設定した基本施策のうち、現状

の課題と市民アンケート調査の結果から重点的

に取組むべき施策として重点施策を設定しまし

た。今回の委員の意見を受け、「生物多様性」に

 



意 見 応答・対応 備 考 

ついて重点施策として位置付けたいと思いま

す。 

第三回委員会資料 全体 

本計画全般に言えることですが、率直なところ、各

項目の相互の関係が今一つ理解し辛いと考えます。

何か同じようなことが繰り返しや重複して記述され

ているような気がします。 

・各項目の関連性が分かるように、フロー図を作成

しました。(別添「宝塚市みどりの基本計画流

れ」) 

 

『みんなでつくる花とみどりと水の夢舞台』をスロ

ーガンとしていますが、水との共生に関連した記載

が少ないように感じます。まちなかへの疎水導入が

みどりをより際立たせ、生活環境の向上に大きく寄

与させている事例も見られます。 

・本市における新たな施策として、まちなかへの疎

水の実現は困難と考えます。 

・水路や河川やため池など、既存の水辺に関する施

策展開について、可能な限り記載を検討します。 

 

｢多様な主体」について、表現が雑駁すぎませんか。

具体的な表現にした方が良いのではないでしょう

か。その他文中での抽象的表現はできるだけ避けた

方が良いのではないでしょうか。 

・計画の策定主体は行政ですが、取組の主体は、市

民・事業者・各種団体・行政であり、最初に明記

します。 

・四者の役割分担が明確でなく、様々な主体の協働

での取組が重視されるため、「多様な主体」とし

ています。 

 

「多様な主体の協働」とありますが、誰が主体かわ

からない。つまりだれも責任者がいない事になりか

ねない危惧があります。 

あくまでも行政が主体となって取り組むべきではな

いかと思います。 

 

中点（・）と句点（、）の使用基準の明確化 ・使用基準について明確化し、計画に反映します。  

取組、取組み、取り組みの使用基準の明確化 ・使用基準について明確化し、計画に反映します。  

宝塚駅より宝塚文化芸術センターまでのエリアにつ

いて、あらためて花の道や周辺一帯の緑陰を演出し

た環境整備の計画を策定してほしいと思います。 

・P3の 2.基本施策②-2「拠点となるみどりの創出」

として、「JR 宝塚駅と阪急宝塚駅に近接するエ

リアにおいて、花の道、新宝塚ホテル、宝塚市立

文化芸術センターを繋ぐ、文化、観光に寄与する

みどりのネットワークづくりを推進します。」を

記載しています。 

 

開発にあたって、事業区域の緑化指導をもう少し具

体的に、実効性があるようにして頂きたい。植栽面

積や推奨本数の指導等。 

・P3 の 2.基本施策①-1 山や水辺、農地等の保全

で、「市街化区域内の自然緑地や農地の開発に際

し、「宝塚市開発ガイドライン」に基づいて、で

きる限り市街地内に残されたみどりの保全に努

めるよう、開発業者に指導・要請します。」を記

載しています。ガイドラインでは緑化率につい

て定めています。 

 

その他 

フラワー都市交流宝塚大会が一年延期になった今、

ぜひ実現して頂きたいです。又、フラワー交流会に

多くの一般市民の方が出来るだけ参加できるように

してほしいです。そのことが市民全部の意識向上に

つながります。 

・関係課にご意見を伝えます。  

市役所周辺整備にあたって、宝塚の伝統と文化の溢

れるような修景計画を願いたい。 

今の市役所前駐車場は量販店の駐車場と変わらない

ように見えます。 

・関係課にご意見を伝えます。  

 


