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４ 第４ブロック 
（１）地域の概況 
①地域の概要 

・中国自動車道の宝塚 I.C.があるほか、武庫川左岸沿いには市立病院などの都市施設、

国道 176 号沿道には商業サービス事業所などが立地しており、交通上も都市機能上も

宝塚市の要衝の地となっています。 

・西宮街道、有馬街道、京・伏見街道などの歴史街道が交差する場であり、歴史街道沿い

に小浜宿のまちなみ、民家集落の景観が形成されています。 

・平成 27(2015)年の国勢調査人口は市人口の 14％と、少ない地域となっており、近年、

65歳以上人口が年々増加傾向にあります。 

 

②みどりの概要 

・地区の南西部を流れる武庫川が、みどりの豊かな自然環境を有しているほか、地区内に

は上の池公園、下の池公園といったため池を中心にしたみどりの拠点がみられます。ま

た、市街地内の古墳や遺跡なども、地域のみどりの特徴となっています。 

・都市公園・都市緑地の整備状況は、規模の小さいものが多く一人当たり都市公園・都市

緑地面積は 3.40㎡/人にとどまります。また、他地域より子ども遊園が多いことも特徴

となっています。 

・緑被地の割合(市街化区域のみ)は 9.2％で、もっとも少ない地域となっています。 

・平成 30(2018)年 3月現在における市民による緑化活動は、緑化団体 16、公園アドプト

団体 9となっています。安倉北 1丁目地内には、市内の緑化推進の拠点として「安倉フ

ラワーガーデン」が設置されており、ボランティアの活動に支えられています。 

【地域別の都市公園・都市緑地の整備状況(R2.3末現在)】 

  
街区 

公園 

近隣 

公園 

地区 

公園 

運動 

公園 

風致 

公園 

都市 

緑地 
総計 

人口一人当

たり面積 

子ども 

遊園 

第 4 
箇所 34 1 1   3 39 3.40 

㎡/人 

9 

面積(ha) 3.61 2.27 1.24   4.02 11.14 1.17 

全域 
箇所 307 9 3 1 1 6 327 5.14 

㎡/人 

31 

面積(ha) 31.1 13.4 10.2 4.8 17.4 43.1 120.0 2.5 

※都市緑地の武庫川河川敷は第 1、第 2、第 3、第 4に区分（箇所数は 1） 

・みどりの意向調査地域によると、みどりの満足度は「普通」が半分を占め、「満足」「や

や満足」が「不満」「やや不満」を上回っています。 

また、公園の利用については、市平均と比べ利用すると回答した人の割合が低くなって

います。 
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【市民意向調査（左-みどりの満足度、右-公園利用度）（第 4ブロック）】 

 

③まちづくり協議会の地域ごとのまちづくり計画の概要 

第４ブロックに所属するまちづくり協議会は、小浜小学校区まちづくり協議会、宝塚市

美座まちづくり協議会、安倉地区まちづくり協議会の 3つで、武庫川とため池の自然環境

の保全や古墳などの歴史環境の保全、住民による清掃、美化活動が進められています。 

 

【第 4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】 

まちづくり 

協議会名称 
地域の将来像 

基本目標等における 

みどり関連の記載内容 

小浜小学校区ま

ちづくり協議会 
自主と自立のまちづくり小浜 

緑がゆたかできれいなまち 

・子どもたちが想い描く「花と緑が豊かで、ゴミ

のない、きれいなまち」「のびのびとボール遊

びができる場所」づくりのために、自治会等で

の清掃・緑化活動を行う。 

・公園や緑地、公共施設などを見直し、一人でも

多くの人が環境整備に参加し、また地域資源を

活用してもらえるような場づくりを進める 

宝塚市美座まち

づくり協議会 
笑顔あふれる美座 

武庫川とともにあるまち 

・武庫川の自然や歴史を知る機会づくり 

・河川敷をみんなで美しい場所にする（清掃・花

壇づくり等） 

・気軽にスポーツが楽しめる場づくり 

・地域行事での活用 

安倉地区まちづ

くり協議会 

夢ある安倉のまちづくり 

～古くからの歴史・伝統を守り、明る

く楽しく暮らせるまち安倉～ 

歴史・公園「自然と歴史がいきづくまち」 

・当地域の歴史文化を将来世代に引き継げるよ

う、古墳の保全や歴史学習の推進等に取り組ん

でいきます 

・公園・池などの自然環境の保全にも努めます 
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④地域別のみどりのネットワーク 

全域が、みどりを身近に感じることが少ない「みどりがつながる平地部市街地エリア」

に位置付けられていますが、地域内には武庫川や天王寺川、大堀川等の中小河川のほか、

古墳、ため池など地域を特徴づけるみどりの資源が点在しています。 

市立スポーツセンターおよび市役所周辺の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が集積する区域は「みどりのシビック拠点」に位置づ

けられています。 

              
【第 4ブロックみどりのネットワーク図】 

 

 

 

 

 

 

 

（２）基本方針に基づく地域別施策 
《基本方針 1 守り、伝える》 

武長尾山系の自然緑地の保全に向け、特別緑地保全地区の指定など法規制の導入を検

討するとともに、民間開発により提供を受けた緑地の適切な保全に努めます。 

また、都市農地について、農地所有者に対して農地を保全するための法律・制度の周知

に努めるとともに、都市農地の多様な機能を発揮する取組の支援とともに、地域を特徴づ

けるみどりとして保全します。 

 

みどりの 

シビック拠点 

みどりの 

文化観光拠点 

武庫川 

※みどりの骨格＝生物多様性の維持・再生や人と自然とのふれあいの場の提供、地域の景観など、都市環境の改

善に資する広域的な観点からみたみどりの重要な基盤となるみどり。 

みどりの軸 ＝「みどりの骨格」や「みどりの拠点」をつなぐ役割を担うみどりであり、人々に快適な空間の

提供及び、生き物の移動経路としても活用される。 

みどりの拠点＝みどりの拠点は、市民が憩い、身近なみどりや水とふれあい、交流するなど地域の拠点となる

場であり、また市街地に点在する自然環境や生態系の拠点ともなる場。 

身近なみどり＝生活空間のなかで、ネットワークを構成する「みどりの拠点」や「みどりの軸」の効果を補完

し、市民がみどりとふれあうなど、きめ細やかにみどりの効果を広げる役割を担うみどり。 
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《基本方針 2 環境をつくる》 

緑被地の割合の低い地域であり、商業施設の芝生化駐車場など民有地を活用した緑地

の確保や、生垣の新設や改良など市民による緑化への助成を進めます。また一人当たり公

園面積が少なく、公園利用度も低いことから、身近な公園緑地の整備など、みどりの確保

に努めます。 

市役所や市立スポーツセンター、末広中央公園周辺区域を「みどりのシビック拠点」と

して位置づけ、魅力ある都市環境の創造に努めます。 

緑化活動に対して助成金の交付など支援を行うほか、各小学校の花壇において、学校と

地域の協働による花壇の管理を行います。 

また、武庫川河川敷の一部を新たに整備された園路を適切に維持することで、地域の

方々がみどりに触れ、憩える環境を保全します。 

 

《基本方針 3 活用する》 

市役所周辺の「みどりのシビック拠点」は、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。 

遊休農地を活用した市民農園や、市民が身近に「農」とふれあうことのできる場などへ

の活用を進めます。 

小浜地区の宿場町や、古墳、歴史街道の景観を地域の魅力として活用するほか、散策路

などの観光資源として役立てます。 

また、既存の公園緑地について、地域住民の交流や健康づくりの場とするなど利用の促

進を図るほか、再整備にあたっては高齢者の健康増進や子育て世代が利用しやすい公園

となるよう、地域と連携しながら整備していきます 

さらに、地域緑化団体の交流となる安倉フラワーガーデンを活用し、市全域へのさらな

る緑化活動の活性化を図ります。 

 

《基本方針 4  協働で管理する》 

武庫川などの保全すべき自然環境について、市民と企業、行政との協働のもと、適切な

維持管理を進めます。 

小浜地区の宿場町や、古墳、歴史街道について、歴史的文化的景観にふさわしいみどり

の管理を、市民や企業、行政との協働により進めます。 

みどりを身近に感じることが少ないエリアであり、ブロック内の公園、天王寺川、大堀

川等の河川や道路におけるアドプト制度の活用により、市民と市等が協働で河川や道路

美化を推進し、良好な環境を確保します。 

「安倉フラワーガーデン」において、緑化団体の交流会を計画するなど、活動を支援

します。 
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５ 第５ブロック 
（１）地域の概況 
①地域の概要 

・地域の東西方向に阪急宝塚線が通り、南側の平坦部と、北側の山麓部と分けられます。 

・南側の平坦部は花き・植木園芸業を営む住宅地とその生産地が広がり、北側の山麓部は、

巡礼街道沿いの集落と大正・昭和期の住宅地で構成されています。 

・平成 27(2015)年の国勢調査人口は市人口の 17％を占め、現在も緩やかな増加傾向にあ

ります。15歳未満人口、15～64歳人口の割合が高く、若い世代の多い地域といえます。 

 

②みどりの概要 

・平坦部には、花き・植木産業の枢要地であり、伝統的な植木産業を今日に引き継ぐ山本

地区に、花と緑の情報発信ステーションとして「市立園芸振興センター（あいあいパー

ク）」が立地しており、みどりの交流拠点の核として位置付けます。 

また、隣接する山本新池公園は、伝統ある洋風庭園として整備されており、ため池を中

心にしたみどりの拠点がみられます。 

・花き・植木園芸業と農業の生産地は、多くが生産緑地として指定され、現在も保全され

ています。 

・都市公園・都市緑地の整備状況は、大規模な都市公園が存在しないことから、箇所数、

面積ともに少なく、一人当たり都市公園・都市緑地面積も 1.52㎡/人ともっとも少ない

地域となっています。 

・緑被地の割合(市街化区域のみ)は 17.2％で、3番目に少ない地域となっています。 

・平成 30(2018)年 3月現在における市民による緑化活動は、緑化団体 5、公園アドプト団

体 5となっています。 

【地域別の都市公園・都市緑地の整備状況(R2.3末現在)】 

  
街区 

公園 

近隣 

公園 

地区 

公園 

運動 

公園 

風致 

公園 

都市 

緑地 
総計 

人口一人当

たり面積 

子ども 

遊園 

第 5 
箇所 48 1     49 1.52 

㎡/人 

3 

面積(ha) 4.60 1.23     5.83 0.24 

全域 
箇所 307 9 3 1 1 6 329 5.14 

㎡/人 

31 

面積(ha) 31.1 13.4 10.2 4.8 17.4 43.1 120.0 2.5 

※都市緑地の武庫川河川敷は第 1、第 2、第 3、第 4に区分（箇所数は 1） 
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・みどりの意向調査地域によると、みどりの満足

度は「普通」が 6割を占め、「不満」「やや不満」

が「満足」「やや満足」をわずかに上回っていま

す。 

「公園はあまり利用しない」が市平均より多い

地域になっています。 

周辺で少ないと思うみどりとして「道路のみど

り」を多くの人が掲げるなど、適切な街路樹の

整備が期待されている地域といえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市民意向調査（左-みどりの満足度、右-公園利用度）（第 5ブロック）】 

 

③まちづくり協議会の地域ごとのまちづくり計画の概要 

第５ブロックに所属するまちづくり協議会は、宝塚市長尾地区まちづくり協議会のみ

で、自然環境の保全が進められています。 

【第 5ブロックのまちづくり協議会の地域ごとのまちづくり計画概要】 

まちづくり 

協議会名称 
地域の将来像 

基本目標等における 

みどり関連の記載内容 

宝塚市長尾地区ま

ちづくり協議会 

「緑と夢と人」次世代につなげるま

ち・長尾 

｢自然・環境」 

・大切な自然を守り、人にやさしい環境のまち 

 

④地域別のみどりのネットワーク 

地域の南半分が「みどりがつながる平坦部市街地エリア」に位置付けられており、北に

向けて、山麓に戸建てのみどり豊かな住宅地が帯状に連なる「みどり豊かな山麓市街地エ

リア」および市街地からも眺望される斜面緑地も見られます。 

宝塚市で伝統ある植木産業の拠点施設である「市立園芸振興センター（あいあいパー

ク）」や山本新池公園などを「地域拠点」として位置付けられているほか、武庫川の支川

である天神川、猪名川の支川である最明寺川などの河川軸が、市街地と山地をつなぐ「み

どりの軸」として位置付けられています。 

【市民意向調査（少ないと感じるみどりの種類）（第 5ブロック）】 
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【第 5ブロックみどりのネットワーク図】 

 

 

 

 

 

 

 

（２）基本方針に基づく地域別施策 
《基本方針 1 守り、伝える》 

長尾山系の自然緑地の保全に向け、特別緑地保全地区の指定など法規制の導入を検討

するとともに、民間開発により提供を受けた緑地の適切な保全に努めます。 

また、花き・植木産業が営まれている都市農地は、地域を特徴づけるみどりといえるこ

とから、引き続き多様な機能を発揮するとともに、農地所有者に対して都市農地保全に向

けた法律や制度の周知に努めます。 

 

《基本方針 2 環境をつくる》 

道路のみどりについて少なさを感じる市民が多い地域であり、街路樹について住民意

向等を踏まえ、地域にふさわしい計画的な街路樹の再整備を進めます。 

一人当たり都市公園・都市緑地面積がもっとも少なく、公園利用度の低い地域であるこ

とから、身近な公園緑地の整備に努めるとともに、公園の再整備において市民ニーズを反

映に向けたワークショップの開催などを行います。 

地域拠点 

（山本新池公園ほか） 

※みどりの骨格＝生物多様性の維持・再生や人と自然とのふれあいの場の提供、地域の景観など、都市環境の改

善に資する広域的な観点からみたみどりの重要な基盤となるみどり。 

みどりの軸 ＝「みどりの骨格」や「みどりの拠点」をつなぐ役割を担うみどりであり、人々に快適な空間の

提供及び、生き物の移動経路としても活用される。 

みどりの拠点＝みどりの拠点は、市民が憩い、身近なみどりや水とふれあい、交流するなど地域の拠点となる

場であり、また市街地に点在する自然環境や生態系の拠点ともなる場。 

身近なみどり＝生活空間のなかで、ネットワークを構成する「みどりの拠点」や「みどりの軸」の効果を補完

し、市民がみどりとふれあうなど、きめ細やかにみどりの効果を広げる役割を担うみどり。 
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後継者不足などの理由により遊休農地となった土地について、「農」を体験できる分区

園を主体とする都市公園として整備を検討する等、市民農園として開設するよう努めま

す。 

 

《基本方針 3 活用する》 

市立園芸振興センターや山本新池公園周辺地域を「地域拠点」と位置づけ、花き・植木

関係のイベントの開催など、伝統的な花き・植木産業を地域づくりに活用するとともに、

「植木のまち、宝塚市」の魅力を市外へ発信します。 

山林のみどりや、遊休農地を活用した市民農園について、市民が身近に自然とふれあう

ことのできる自然学習や環境学習の場などへの活用を進めます。 

既存の公園緑地について、地域住民の交流や健康づくりの場とするなど利用の促進を

図るほか、再整備にあたっては高齢者の健康増進や子育て世代が利用しやすい公園とな

るよう、地域と連携しながら整備していきます。 

 

《基本方針 4  協働で管理する》 

農地や山林、ため池など身近に親しめるみどりが点在し、64 歳以下の住民の多い地域

であることから、若い世代がみどりの維持管理に関心を持てる仕組みづくりを地域と協

働で検討します。 

河川愛護制度や河川アドプト制度、公園アドプト制度の周知を図り、市民との協働によ

る良好な河川環境や公園の整備を進めるほか、緑化団体の活動を推進し、市民がみどりと

親しめる機会を提供します。 
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 ６ 第６ブロック 
（１）地域の概況 
①地域の概要 

・北西側は長尾山系山麓の中腹にかけて住宅開発された区域で、南部には花き・植木園芸

業を営む地区が位置しています。 

・地域の東側は、大正初期から昭和初期に開発された雲雀丘地区などの邸宅街をはじめ、

花屋敷荘園地区など、阪神間モダニズムの文化を表象する住宅地として発展してきた

経緯があります。 

・平成 27(2015)年の国勢調査人口は市人口の 13％と少ない地域であり、また 65 歳以上

人口が 31％と比較的多い地域です。 

 

②みどりの概要 

・長尾山系の山々と一体化して、丘陵の緑地と山本地区の植木・造園技術などを活用した

住宅地が形成されています。 

・市街地に近接する山地部には北雲雀きずきの森緑地が整備され、森林浴やバードウォッ

チングなど、広く親しまれています。 

・都市公園・都市緑地の整備状況は、都市緑地としての北雲雀きずきの森緑地、中山中央

公園（地区公園）といった規模の大きな公園があるため、箇所数は多くないものの、面

積はもっとも大きい地域であり、一人あたり都市公園・都市緑地面積も 14.36㎡/人と

大きくなっています。地域の拠点として、中山五月台公園、中山桜台公園、中山中央公

園を、位置付けます。 

・宝塚山手台西および阪急宝塚山手台第 2～13住宅地区で、緑地協定が締結され、みどり

豊かな住環境を形成しています。 

・緑被地の割合(市街化区域のみ)は 30.6％で、もっとも多い地域となっています。 

・平成 30(2018)年 3月現在における市民による緑化活動は、緑化団体 16、公園アドプト

団体 6となっています。 

【地域別の都市公園・都市緑地の整備状況(R2.3末現在)】 

  
街区 

公園 

近隣 

公園 

地区 

公園 

運動 

公園 

風致 

公園 

都市 

緑地 
総計 

人口一人当

たり面積 

子ども 

遊園 

第 6 
箇所 37 4 1   1 44 14.36 

㎡/人 

2 

面積(ha) 4.66 6.49 4.79   28.07 44.56 0.06 

全域 
箇所 307 9 3 1 1 6 327 5.14 

㎡/人 

31 

面積(ha) 31.1 13.4 10.2 4.8 17.4 43.1 120.0 2.5 

※都市緑地の武庫川河川敷は第 1、第 2、第 3、第 4に区分（箇所数は 1） 

 

・みどりの意向調査地域によると、みどりの量を「多い」「やや多い」と感じている人の

割合がもっとも多く、満足度についても「満足」「やや満足」がもっとも多く「不満」

「やや不満」がもっとも少ない地域となっています。 
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【市民意向調査（左-みどりの満足度、右-公園利用度）（第 6ブロック）】 

 

③まちづくり協議会の地域ごとのまちづくり計画の概要 

第６ブロックに所属するまちづくり協議会は、中山台コミュニティ、宝塚市山本山手地

区まちづくり協議会、宝塚市長尾台小学校区まちづくり協議会の 3 つで自然を生かした

住環境の整備や保全が進められています。 

【第 6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】 

まちづくり 

協議会名称 
地域の将来像 

基本目標等における 

みどり関連の記載内容 

中山台コミュニ

ティ  

すべての世代の住民が、優しくていい

ところだなぁと思えるまち 

花や緑があふれ自然と共生する庭園のまちづくり 

・緑化環境の整備と推進 

・公園の整備 

・住環境の整備と保全 

宝塚市山本山手

地区まちづくり

協議会 

まちキョンのつぶやき・・・ 

今は大規模な震災があれば、いち早くこの

地域から脱出したいと考えてる人もいる

みたいやけど、地域のみんなで「どないし

てもここにとどまりたい」と思えるまちに

なったらええなぁ 

コミちゃんのつぶやき・・・ 

このまちは良いとこもいっぱいあるし、良

くなったことも色々あって、みんなで知恵

を出し合って、いずれは、ここが私たちの

「ふるさと」だと誇れるまちにしていきた

いなぁ 

（住環境）あふれる緑が織りなす四季の美しい景

色と生活利便性を兼ね備えたまち 

・地区の魅力である緑の空間は、適切な維持管理

が不可欠です。地域と市、開発事業者等の関係

機関が連携して、緑をいかに維持していくかを

再検討し、住民がなすべきこと、市等で事業と

して実施することを明確にし、より質の高い住

環境の創造に努めます。 

宝塚市長尾台小

学校区まちづく

り協議会 

１００年の歴史と緑を大切にして、未来

へとつなぐまち 

環境 

・豊かな自然を活かし、快適で安らぎのあるまち

づくり 
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④地域別のみどりのネットワーク 

北部山地につながる「みどりの骨格」である「六甲・長尾グリーンベルト」と山麓部の

住宅地である「みどり豊かな山麓市街地エリア」が連坦して位置付けられています。 

「六甲・長尾グリーンベルト」の西端に位置する北雲雀きずきの森緑地および周辺は、

まち山の生物多様性の維持・保全の観点から「生物多様性保全活動拠点」として位置づけ

られています。また、市街地から長尾山系にかけて、丹波街道などの歴史軸と天神川や最

明寺川などの中小河川が「みどりの軸」として位置付けられています。                  
【第６ブロックみどりのネットワーク図】 

 

 

 

 

 

 

（２）基本方針に基づく地域別施策 
《基本方針 1 守り、伝える》 

長尾山系の自然緑地の保全に向け、特別緑地保全地区の指定など法規制の導入を検討

するとともに、民間開発により提供を受けた緑地の適切な保全に努めます。 

北雲雀きずきの森緑地および周辺は「生物多様性保全活動拠点」として位置づけ、まち

山の生物多様性の維持・保全の観点から環境整備を進めます。 

地域拠点 

（山本新池公園ほか） 

生物多様性保全拠点 

※みどりの骨格＝生物多様性の維持・再生や人と自然とのふれあいの場の提供、地域の景観など、都市環境の改

善に資する広域的な観点からみたみどりの重要な基盤となるみどり。 

みどりの軸 ＝「みどりの骨格」や「みどりの拠点」をつなぐ役割を担うみどりであり、人々に快適な空間の

提供及び、生き物の移動経路としても活用される。 

みどりの拠点＝みどりの拠点は、市民が憩い、身近なみどりや水とふれあい、交流するなど地域の拠点となる

場であり、また市街地に点在する自然環境や生態系の拠点ともなる場。 

身近なみどり＝生活空間のなかで、ネットワークを構成する「みどりの拠点」や「みどりの軸」の効果を補完

し、市民がみどりとふれあうなど、きめ細やかにみどりの効果を広げる役割を担うみどり。 
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山麓の住宅地について、戸建てのみどり豊かな住宅地が帯状に連なり、地域の美しい特

徴となっていることから、これを守り、次世代に伝えていきます。 

 

《基本方針 2 環境をつくる》 

長尾山系の山林を適切に管理することで、自然災害の発生を未然に防止し、安全安心を

確保し、住みたくなる環境づくりを進めます。 

北雲雀きずきの森緑地において、自然環境に配慮した園路や水路の工事を行い、誰もが

利用できるよう整備を進めます。 

 

《基本方針 3 活用する》 

長尾山系の山林とみどり豊かな山麓市街地を地域の魅力として活用します。 

「生物多様性保全活動拠点」である北雲雀きずきの森緑地および周辺について、自然観

察会を行っている「コミュニティひばり(きずな会)」と管理協定を締結し、まち山の生物

多様性の維持・保全の観点から、計画的な園路の整備活動を進めるほか、身近に自然とふ

れあうことのできる自然学習や環境学習の場などへの活用を進めます。 

北雲雀きずきの森緑地を本市の生物多様性のシンボルとして位置付け、広報の促進や

ＰＲを積極的に進め、来園者の増加を図ります。 

北雲雀きずきの森緑地における長尾台小学校を対象とした環境学習を実施します。 

既存の公園緑地について、地域住民の交流や健康づくりの場とするなど利用の促進を

図るほか、再整備にあたっては高齢者の健康増進や子育て世代が利用しやすい公園とな

るよう、地域と連携しながら整備していきます。 

 

《基本方針 4  協働で管理する》 

公園やみどりへの関心の高い地域となっており、市民と行政との協働によるみどりの

保全、管理に向けた、ＰＲやイベントの開催などを進めます。とくに雲雀きずきの森緑地

および周辺については、「生物多様性保全活動拠点」として市民、行政との協働のもと、

適切な維持管理を進めます。 

中山台の緑地においては、中山台コミュニティ緑化環境部会と市民、行政との協働のも

と、適切な維持管理を進めます。 

道路、街路について、市民と行政のパートナーシップに基づく地元団体による清掃や除

草等の公園維持管理の促進に努める道路アドプト制度のＰＲを進めます。 
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７ 第７ブロック 
（１）地域の概況 
①地域の概要 

・山々に囲まれた盆地に農地と集落地が広がり、山岳緑地及びそこに源流をもつ河川で構

成される自然豊かな地域となっています。  

・地域全体は市街化調整区域であり、その多くは農業振興地域に指定されています。  

・新名神高速道路(高槻 JCT～神戸 JCT)が開通し、宝塚北スマート I.C.が建設されたこと

で、地域へのアクセス条件が改善されました。 

・平成 27(2015)年の国勢調査人口は市人口の 1％ともっとも少なく、人口減少の著しい

地域です。65歳以上人口の増加が著しく、地域人口の 43％に達しています。 

 

②みどりの概要 

・環境省から「生物多様性保全上重要な里地里山」として認定される起伏に富んだ山のみ

どりと、それらに囲まれた田園地帯からなる豊かな自然環境が広がっています。 

・山間部は、北摂連山近郊緑地保全区域となっており、一部は砂防指定地、保安林などに

指定されています。 

・全国有数のダリアの産地として知られ、長谷牡丹園や宝塚ダリア園など花を観光資源と

した施設のほか、田園風景が広がっています。 

・西谷ふれあい夢プラザ、県立宝塚西谷の森公園、宝塚自然の家、武田尾廃線敷を含めた

ハイキングコース、桜の園やゴルフ場など、みどりを活用した観光・レクリエーション

施設が多く存在しています。 

・都市公園・都市緑地の整備状況は、街区公園 1か所のみで、箇所数、面積とももっとも

少なく、一人当たり都市公園・都市緑地面積も 0.20㎡/人となっています。 

・平成 30(2018)年 3月現在における市民による緑化活動は、緑化団体 6となっています。 

【地域別の都市公園・都市緑地の整備状況(R2.3末現在)】 

  
街区 

公園 

近隣 

公園 

地区 

公園 

運動 

公園 

風致 

公園 

都市 

緑地 
総計 

人口一人当

たり面積 

子ども 

遊園 

第 7 
箇所 1      1 0.20 

㎡/人 

11 

面積(ha) 0.04      0.04 0.64 

全域 
箇所 307 9 3 1 1 6 327 5.14 

㎡/人 

31 

面積(ha) 31.1 13.4 10.2 4.8 17.4 43.1 120.0 2.5 

※都市緑地の武庫川河川敷は第 1、第 2、第 3、第 4に区分（箇所数は 1） 

③まちづくり協議会の地域ごとのまちづくり計画の概要 

第７ブロックに所属するまちづくり協議会は、西谷地区まちづくり協議会のみで、農業

や観光などの産業と環境の共生が進められています。 

 

 

 

 

【第 7ブロックのまちづくり協議会の地域ごとのまちづくり計画概要】 

まちづくり 

協議会名称 
地域の将来像 

基本目標等における 

みどり関連の記載内容 

宝塚市西谷地

区まちづくり

協議会 

人びとが心身ともに豊

かさと元気にあふれ、安

全・安心に暮らせるまち 

産業・環境 

 

・農あるまちづくり 

・都心からちょっと足を延ばして楽しめる環境づくり 

・移住の受け皿づくり 

・自然と共生する環境づくり 
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④地域別のみどりのネットワーク 

ほぼ全域が「北部山地」としてみどりの骨格に位置付けられるほか、田園地帯とその周

辺は「北部田園景観エリア」として位置付けられ、おもに北側に広がっています。 

丸山湿原および、松尾湿原をはじめとする宝塚自然の家周辺の緑地を「生物多様性保全

拠点」として位置づけ、保全や活用を進めます。 

 

 

                         
【第 7ブロックみどりのネットワーク図】 

 

 

 

 

生物多様性 

保全拠点 

生物多様性 

保全拠点 

新名神高速 

道路 

JR宝塚線 

※みどりの骨格＝生物多様性の維持・再生や人と自然とのふれあいの場の提供、地域の景観など、都市環境の改

善に資する広域的な観点からみたみどりの重要な基盤となるみどり。 

みどりの軸 ＝「みどりの骨格」や「みどりの拠点」をつなぐ役割を担うみどりであり、人々に快適な空間の

提供及び、生き物の移動経路としても活用される。 

みどりの拠点＝みどりの拠点は、市民が憩い、身近なみどりや水とふれあい、交流するなど地域の拠点となる

場であり、また市街地に点在する自然環境や生態系の拠点ともなる場。 

身近なみどり＝生活空間のなかで、ネットワークを構成する「みどりの拠点」や「みどりの軸」の効果を補完

し、市民がみどりとふれあうなど、きめ細やかにみどりの効果を広げる役割を担うみどり。 
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（２）基本方針に基づく地域別施策 
《基本方針 1 守り、伝える》 

のどかな田園景観の保全を目標とし、生産の場となる農地の保全については、各種の農

業振興策を基本としつつ、参加・協働型の農業体験活動を推進するなど、市民が楽しみな

がら農地の保全・活用に寄与できる仕組みづくりを検討します。 

天然記念物に指定される松尾湿原や丸山湿原群も含めた広大な山地は、環境保全機能、

防災機能、景観形成機能、生物多様性維持機能等を有することから、今後も宝塚市の貴重

な自然緑地として保全を図ります。 

 

《基本方針 2 環境をつくる》 

桜の園や、県や本市の天然記念物である丸山湿原群、松尾湿原ついて、市民・行政の協

働により維持管理を進め、市民が憩える環境づくりを進めます。 

 

《基本方針 3 活用する》 

「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、地域の田園・自然環

境を活かし、都市住民が身近に農業や自然とふれあうことのできる自然学習や環境学習

の場などへの活用を進めます。とくに、「生物多様性保全拠点」として位置付けられる宝

塚自然の家周辺、及び丸山湿原群については、豊富な資源を活かした市民の活動を促進、

支援します。 

長谷牡丹園や宝塚ダリア園の集客力の向上と西谷地域活性化の振興に向け、宝塚北 SA

等において情報発信します。 

農地を活用した地域活性化を促進するため、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。 

水辺空間や樹林地等を生物の生息環境、自然学習の場として保全・活用します。 

 

《基本方針 4  協働で管理する》 

田園地帯とその周辺のみどりは、長谷牡丹園や宝塚ダリア園、西谷ふれあい夢プラザ、

農家レストランなど、観光資源であるとともに生産の場、住民の生活の場にもなっている

ことから、住民と行政との協働によるみどりの保全、管理を進めます。 

松尾湿原、丸山湿原群があり、環境省から「生物多様性保全上重要な里地里山」として

認定される西谷地区のみどりについて、保全活動団体主体による生物多様性の保全活動

や勉強会などの開催を支援します。 

武田尾にある桜の園では、全国から集められたヤマザクラやサトザクラが植えられて

おり、桜守の会が桜をはじめとした里山保全活動を市と協働で行い、環境学習や自然観察

会などを開催しており、その活動を支援します。 

 

 


