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＜みどりのまちづくりを推進する施策＞ 
１．計画体系図 
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」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

路樹整備計画の策定・充実』、『生物多様性に配慮したみどりの取組の実施』を「重点施策」

施策として設定します。 
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基本方針① 
守り・伝える 

 

 

基本方針② 
環境をつくる 
基本方針③ 
活用する 

2.植木のまち宝塚市の
活性化 

1.山や水辺、農地等の
保全 

 

基本方針④ 
協働で管理する 

 

1.適切な管理の実施 

3.協働による取組の推
進 

 

●みどりに関わる人を増やす取組 

●市民ニーズに応じた公園再編の検討 

●街路樹整備計画の策定、実施 

●生物多様性に配慮したみどりの取組の実施 
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２．基本施策（案） 
①みどりを守り、次世代に伝える（守り・伝える） 

①-1.山や水辺、農地等の保全 

*山の保全・育成 

・六甲山系や長尾山系は、六甲近郊緑地保全区域及び北摂連山近郊緑地保全区域などの

指定により、自然緑地の保全・育成に努めます。 

・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図ります。 

・北雲雀きずきの森緑地は、豊かな自然環境を保全し、市民の健康づくりや環境教育と

いった市民が親しめる拠点として、また、より広域的に人を呼び込む北摂里山の一つ

として、環境保全と活性化を図ります。 

・法規制されていない市街地周辺の森林について、特別緑地保全地区の指定を検討し、

緑地の保全に努めます。 

*水辺の保全・育成 

・市民が親しめる多自然型の川づくりを進めるほか、水路やため池などは、景観や環境

に配慮した水辺空間の保全・創出に努めます。 

*農地等の保全・育成 

・北部地域の農地は、豊かな自然環境や田園環境を構成していることから、地域の魅力

の維持向上に資するよう、適切な保全・育成を進めます。 

・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。 

・都市農地は、所有者へ都市農地保全の法律・制度の周知を図るとともに、多様な機能

を発揮する取組を支援します。 

 

①-2.歴史的・文化的みどりの保全 

*歴史的・文化的みどりの保全 

・緑豊かな史跡や社寺林、屋敷林などの樹木等は、景観を損なわない適切な保全がなさ

れるよう働きかけます。 

*地域のシンボルとなるみどりの保全 

・地域のシンボルとなっている樹木等は、保護樹の指定などに努めます。また指定済み

の保護樹等は、適宜、樹木医による診断や相談、腐朽等の対応に努めます。 

 

①-3.生物の生息環境となるみどりの保全 

*在来生物の生息・生育環境の保全 

・公園・緑地の整備、再整備にあたって生物多様性に配慮するほか、河川沿いや街路周

辺のみどりを維持・保全するなど、生物の生息・生息環境の保全に配慮したみどりの

ネットワークの整備に努めます。 
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*生物多様性保全の取組の推進 

・宝塚自然の家をはじめとする、北部地域の西谷の自然について、生物多様性を保全し

ながら、市民の自然学習・環境学習の場としての活用を進めます。 

・都市における豊かな自然環境が残された公園・緑地では、「生物多様性たからづか戦

略」に基づき、市民・事業者・行政の協働による生物多様性の保全に取組みます。 

・北雲雀きずきの森緑地は、生物多様性を保全しながら市民が親しめるまち山として多

くの市民の利用を促進します。 

    

 

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） 
②-1.身近に楽しめるみどりの創出 

*身近な公園・緑地の再編・リニューアル 

・市民に身近な街区公園等について、日常生活の楽しみややすらぎの場としての活用に

よる地域活性化を図るため、公園の機能再編や適性配置に取組みます。 

・「宝塚市公園施設長寿命化計画」に基づき、遊具の修繕、改築等を計画的に進めます。 

・街区公園の再整備の際は、地域の方々と公園のあり方に関するワークショップ等を開

催し、市民ニーズを反映した地域特性に応じた公園整備を行います。 

*多様な手法によるみどりの保全・創出 

・緑地協定の締結により、地域の特色となるみどりを保全・創出します。 

・公園アドプトや地域緑化団体の普及促進により、市民や団体、事業者の協働による身

近なみどりの保全・創出を図ります。 

 

②-2.拠点となるみどりの創出 

*拠点となるみどりの創出 

・宝塚文化芸術センター庭園は、ガーデンフィールズ時代の植生を活かしながら、植物

の自然の姿を重視したナチュラルガーデンであり、文化芸術施設と一体となり、市民

の新たな憩いと交流の場として活用します。 

・市役所周辺地区は、新たに整備される新庁舎やひろば、末広中央公園や武庫川河川敷

緑地のみどり、さらには市立スポーツセンターが集積するシビックゾーンであり、こ

れらの施設が一体となって魅力ある都市環境の創造や、にぎわいの拠点として活用

します。 

・北雲雀きずきの森緑地や花屋敷グラウンド、旧花屋敷寮跡地などを含む一帯におい

て、まち山の保全・再生を行うとともに、その自然環境を活かしながら、市民憩いの

場、地域活動の場、スポーツ振興・健康づくりの場として活用します。 

・松尾湿原などを含む宝塚自然の家の周辺のみどりは、生物多様性の保全の拠点として

保全し、自然学習・環境学習への活用を図ります。 
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・地域の拠点となる公園・緑地の整備、再整備を進めます。その際は、市民ニーズを反

映した特色ある公園とします。 

*みどりのネットワークづくり 

・JR 宝塚駅と阪急宝塚駅に近接するエリアにおいて、花のみち、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。 

 

②-3.花とみどりの快適環境づくり 

*公的空間の緑化 

・道路や河川沿いにおいて、地域の個性や魅力に溢れた緑化空間の維持・保全に努めま

す。 

・駅前広場については、市外からの来訪者を迎える玄関口として、緑化活動団体と連携

し、プランター等を活用した花とみどりの空間の整備に努めます。 

*公共施設の緑化 

・庁舎をはじめとする公共施設において、駐車場緑化や敷地内緑化に取り組みます。 

・学校園の花壇において、学校と地域が協働で花植えを行い、子ども達のみどりの理解

を深めます。その際は、市の絶滅危惧植物や自生植物を植栽するなど自然学習・地域

学習にも役立てます。 

*民有地の緑化 

・生垣等緑化推進助成金制度や県民まちなみ緑化事業など、緑化を支援する制度につい

て広報誌や市ＨＰ等を通じて情報発信を行い、民有地緑化を促進します。 

・「宝塚市開発ガイドライン」及び「環境の保全と創造に関する条例」に基づき、開発

事業区域の緑化指導を行います。また、商業店舗の駐車場緑化、学校やマンション敷

地での植樹などの緑化活動を支援します。 

 

②-4.安全・安心に資するみどりの確保 

*災害時の避難場所等の確保 

・避難場所が不足する地域において、公園や緑地に防災倉庫などを整備し、災害時の避

難場所等の確保に努めます。 

*異常気象や自然災害の被害の緩和 

・グリーンインフラの観点から、宅地の緑化とともに道路・公園などの公共施設におけ

る透水性舗装や緑化ブロック舗装の導入を進めます。 

・都市近郊における自然緑地を保全・育成することで、土砂流出を防ぎ、安全なまちづ

くりを進めます。 
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③まちの魅力づくりにみどりを活用する（活用する） 

③-1.多様なみどりのニーズへの対応 

*レクリエーションへの活用 

・河川やため池の改修等の際は、多自然型工法の活用など、市民が水と親しめる、潤い

ある水辺環境づくりに努めます。 

・宝塚文化芸術センター庭園では、市民・来園者・アーティストなどが庭園の魅力を最

大限に活かした施設と一体となったイベント等を開催し、交流やにぎわいの創出を

図ります 

・末広中央公園をはじめとする地域の拠点となる公園では、公共公益に資するイベント

を積極的に活用していただくよう、市民や事業者に働きかけます。 

*自然学習・環境学習への活用 

・農地や里山などでは、市民が緑とふれあいながら自然環境に対する理解を深める環境

学習の場として、また交流拠点の場として、鳥や昆虫の自然観察会やグリーンウォッ

チングなどを開催します。 

・北雲雀きずきの森緑地は、多くの市民の利用を促進するため、生物多様性の保全に配

慮しながら市民が親しめるまち山として環境整備を行います。 

・北部地域などの里山は、北摂里山博物館（地域まるごとミュージアム）構想に基づき、

自然環境の保全や利活用を促進するため、市民や事業者等の取組を支援します。 

・雑草や落ち葉、公園・街路樹などの剪定枝葉などは、緑資源のリサイクルのため、堆

肥化を進めます。また、植木ごみは、環境保護と植木産業育成のため、チップ化によ

るマルチングなどの再利用を進めます。 

*農とのふれあいの場としての活用 

・遊休農地等は、市民が土や緑と触れ合える市民農園や市民菜園として有効活用が図れ

るよう、所有者へ情報提供や相談などの対応を行います。 

・農地を活用した地域活性化を促進するため、生産緑地や北部地域での農家レストラン

整備など、農業関連区域における新たな施策展開の可能性について、所有者等へ情報

周知を図ります。 

 

③-2.植木のまち宝塚市の活性化 

*園芸関連施設の活性化 

・地域活性化と花き・植木産業振興のため、宝塚園芸振興センター（あいあいパーク）

を中心とした園芸振興や園芸アドバイザー、オープンガーデンの普及促進などに取

組みます。 

・あいあいパークをみどりの交流拠点として位置付け、市内のガーデニングショップな

どと連携、協力を促しながらガーデニングや造園技術を学ぶ場、情報交流の場として

活用します。 
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・西谷地域の「ダリア園」や「長谷牡丹園」において、イベントの開催や施設ＰＲによ

り、集客力向上と、地域活性化を図ります。 

*イベントの実施 

・宝塚植木まつりに合わせて花き展示会や観賞植物品評会などを開催し、市民交流の場

としての活用を促進します。 

・「宝塚オープンガーデンフェスタ」を継続的に実施し、個人や団体、事業者が丹精を

込めて作りあげた庭や庭先を公開することで活動者間の交流を促します。また、今後

はコンテスト上位者であるガーデンマスターの協力を得て、事業の活性化や他イベ

ントとの連携を図ります。 

*情報発信、ＰＲの実施 

・北部地域の活性化を図るため、本市が全国有数のダリア球根の産地であることを情報

発信するとともに、市内の花壇へのダリア植栽など、ダリアを活用した事業を展開し

ます。 

・花をテーマとしたまちづくりを目指す９都市（宝塚市、中富良野町、長井市、砺波市、

大野町、下田市、萩市、久留米市、和泊町）で構成するフラワー都市交流連絡協議会

において、市民交流会の参加など、市民参画を促すＰＲを行います。  
④多様な主体の協働により、みどりを適切に管理する（協働で管理する） 

④-1.適切な管理の実施 

*街路樹等の管理 

・地域の意見を踏まえた街路樹整備計画を作成し、地域や路線特性に応じた維持管理に

取組みます。 

・街路樹等により縦断的な段差（波打ち等）が発生している歩道の改修を行います。 

*歴史的・文化的価値のある民有地の管理 

・緑豊かな史跡や社寺林、屋敷林などの樹木は、現況調査の実施などにより適切な維持

管理に努めるとともに、維持管理に関する技術的・財政的支援の制度化などについて

検討します。 

 

④-2.協働の仕組みづくり 

*情報発信、ＰＲの実施 

・ボランティア団体の活動情報発信と併せて、緑化施策や花の見どころなどの情報提供

に努めます。 

・市内における緑化（花植）の広報や花苗講習会、緑化イベントなどを通じて緑化啓発、

ＰＲを行い、市民緑化意識の高揚を図ります。 
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・みどりに関する活動や緑化技術、助成制度などの緑化活動支援情報を広報誌や市ＨＰ

などを活用して発信します。また、市民や団体、園芸事業者、行政が情報交換できる

仕組みづくりを構築します。 

 

*組織の検討、育成 

・緑化や自然保護、環境教育に関心が高い市民やボランティア団体の協力を得て、持続

可能な組織のあり方を構築します。 

・既存ボランティア団体の活動を支援するとともに、自発的、自主的に提案を行うボラ

ンティア団体などの育成に取組みます。 

 

④-3.協働による取組の推進 

*市全域での取組 

・市民や事業者など、多様な主体の協働によるみどりの管理、運営などの活動を促進し

ます。 

・希望する個人や団体が自由に花や木を植え、育て、管理ができる場の提供等について

情報発信します。 

・地域緑化団体との協働により、市内の緑化を進めます。 

*公園での取組 

・公園アドプト制度により、市民と行政のパートナーシップによる公園の維持管理を進

めます。 

*道路、河川での取組 

・道路アドプト制度により、市民のボランティア活動等による道路周辺の植栽管理を進

めます。 

・河川アドプト制度により、市民ボランティアと行政が協働して河川美化を推進し、良

好な河川環境の確保に努めます。 
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３．重点施策（案） 
「みどりの将来像」の実現に向けて、計画の基本方針として、①守り・伝える、②環境を

つくる、③活用する、④協働で管理する、を掲げています。 

そこで、現状の課題や市民アンケート調査の結果を踏まえ、「みどりの将来像」の実現に

向けて「基本方針」や「基本施策」を推進するうえで重点的に取組む必要がある具体的な 3

つの施策を「重点施策」として位置づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① みどりに関わる人を増やす取組 
《現状の課題》 

本市において、アドプトや緑化団体、里山保全活動など、公園や緑地、街路などでの市

民の緑化活動が行われていますが、市のＰＲ不足などもあり、一部の方の活動にとどまっ

ていると言えます。また、活動者の高齢化により、今後継続的に活動を行っていくことが

困難な状況となっています。 

アンケート調査においても、活動参加者の高齢化が進み、現状の活動を維持していくこ

とが難しいという意見が多くあります。 

 

《取組の内容》 

市民、事業者、各種団体、行政が協働で進めるみどりのまちづくに向けて、みどりに興

味を持ってもらえるよう情報発信、育成講習会の開催など多様な取組を展開します。 

《取組の効果》 

 この取組により、多くの人がまちのみどりに関心を持ち、みどりの大切さを知り、みど

りの保全や活用、管理に積極的に関わることが期待されます。 

その結果、まちに誇りを持ち、住み続けたい市民が増え、みどり豊かで快適なまちの形

成につながります。 

① みどりに関わる人を増やす取組 

 

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 

① 守り・伝える 
② 環境をつくる 
③ 活用する 
④ 協働で管理する  ＜重点施策＞

  

＜基本方針＞
  

基本施策
  

 

＜キャッチフレーズ＞みんなでつくる 花とみどりと水の夢舞台 

＜みどりの将来像＞ 
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② 市民ニーズに応じた公園再編の検討 
《現状の課題》 

宝塚市では住宅開発に伴い整備され 40 年以上が経過する公園が多く小規模である他、

施設の老朽化や、人口減少や少子高齢化の進行などによる公園に求められる機能の変化

に対応できていないといった問題が生じています。平成 5年の児童公園の廃止以降も、市

内に整備されてきた公園においては、砂場、ブランコ、すべり台といった遊具を標準とし

て設置してきたこともあり、近隣の公園で機能が重複し、利用頻度が低くなっている公園

が散見されます。 

《取組の内容》 

身近な公園の有効活用を図るため、利用頻度の低い公園については、周辺の居住者の属

性や公園の配置状況を勘案し、高齢者対応や子育て支援など市民ニーズに応じた立地・機

能の再編を検討します。その際、長期未着手都市計画公園の見直しにも配慮し、市内の公

園の再編、再整備を推進するための（仮称）宝塚市パークマネジメント計画を作成します。 

また、開発提供公園については、開発業者への過度な負担にならず、開発地および周辺

のみどりのまちづくりに向けて、開発協力金制度のような新たな地域還元の仕組みづく

りについても検討します。 

《取組の効果》 

この取組により、ニーズに合った施設内容、適切な場所に配置されている公園を利用す

る人が増え、地域の賑わいづくりやコミュニティの形成、さらに災害時の拠点にもなるこ

とが期待されます。 

こうした公園は、利用者からの愛着も高まり、清掃などの維持管理の主体の活動の契機

になることも期待されます。 

 

③ 街路樹整備計画の策定、実施 
《現状の課題》 

宝塚市内の街路樹は、画一的な管理となっていて魅力的な街路景観を形成していると

は言えないほか、場所によっては枯損や根上がりなど歩行空間に影響を与えている区間

も見られます。 

また、植栽されてから 40年以上が経過する街路樹が増加しており、大木化や老木化に

ともなう倒木や、信号や街灯の妨げ、自動車運転者の視界の妨げによる交通事故の発生な

ど、道路交通の安全に影響を及ぼしています。 

《取組内容》 

道路と一体的な空間として安全性の確保や、都市魅力を向上させるなど多様な機能と

役割を有する街路樹について、市民意向を踏まえ、市全体および地域、区間にふさわしい、

計画的な街路樹の再整備方針と管理の手法等をまとめた(仮称)街路樹整備計画を作成し

ます。 
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《取組の効果》 

この取組により、道路の持つ交通機能とみどりの環境保全や景観構成機能とが調和し

た、宝塚市にふさわしい街路空間の形成が期待されます。 

また、計画策定にあたっては、行政と沿道の市民や事業者等との協働が不可欠であり、

多様な主体が街路樹やまちのみどりについて関心を持ち、愛着を深めることが期待され

ます。 

さらに、(仮称)街路樹整備計画に基づく街路樹の整備、管理により、まちのイメージア

ップにもつながるほか、みどりの将来像である「花とみどりと水の夢舞台」の実現にも寄

与することが期待されます。 

 

④ 生物多様性に配慮したみどりの取組の実施 
《現状の課題》 

宝塚市では、六甲山系及び長尾山系、武庫川、逆瀬川、小仁川、西谷の里地里山や丸山

湿原などの豊かで貴重な自然環境と、その自然環境に調和したゆとりと潤いのある住宅

地や緑あふれる田園風景など、地域ごとに特色のある美しい都市景観が魅力であり、市民

の財産となっていましたが、近年これらの生物多様性は、緑地の減少や里山の荒廃などに

より年々失われつつあります。 

こうした生物多様性の保全にあたって、市民、企業、行政との協働による取組が求めら

れています。 

また、宝塚市では、まち山の自然環境を活かしながら、市民憩いの場、地域活動の場、

環境学習の場として、平成 22(2010)年に「北雲雀きずきの森緑地」がオープンし、生物

多様性の維持保全の拠点となっています。 

《取組の内容》 

平成 28(2016)年度に策定された「生物多様性たからづか戦略（平成 28年度行動計画改

訂版）」と連携しながら、「北雲雀きずきの森緑地」においては、市民・事業者・行政の

協働による園路整備のほか、まち山の植生の保全・再生や湿地環境の回復に向けた適正な

維持管理などを進め、より多様で豊かなまち山の自然環境を多くの市民が巡り、体験し、

楽しめる環境づくりを目指します。 

県や本市の天然記念物である、丸山湿原群や松尾湿原においては、ボランティアと連携

しながら、湿原環境の維持・保全を進めるとともに、市民の環境学習の場として活用を図

ります。 

こうした公園環境整備を進めるとともに、これまでの市民協働で推進してきた自然環

境の保全活動や自然観察会、環境学習などのイベントをさらに推進し、活動を通して、市

民の生物多様性の維持、保全への理解を高め、さらに維持、保全活動への参加の契機とな

ることをめざします。 

 



資料５ 

12 

《取組の効果》 

この取組により、市民自らが生物多様性を維持、保全することができるほか、市民にと

って、公園緑地を快適で安全な環境づくりに役立てることが期待されます。 

また、こうした市民、企業、行政による生物多様性維持、保全の取組みを市内外に広く

発信していくことで、まちの魅力向上につながることが期待されます。 

 

※参考例：堺の森再生プロジェクト 

https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/koen/hozen/satochisatoyamahozen/shiminnominasama.html 

※参考例：尼崎 21世紀の森 

http://ama21mag.jp/ 

 


