
1 

 

 

 

 

令和２年度 

 

 

 

第五回宝塚市緑の基本計画検討委員会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 ： 令和３年（2021年）３月８日（月） 

午後２時００分から４時００分まで 

場所 ： Zoomによる web会議 

 

 

 

 

 

宝塚市緑の基本計画検討委員会 



2 

令和 2年度 第五回宝塚市緑の基本計画検討委員会 

 

議事録 

日時：令和 3年 3月 8日（月）14時 00分~16時 00分 

場所：Zoomによる web会議 

【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 3年 3月 8日（月）14時 00分~16時 00分 

場所：Zoomによる web会議 

【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 

栗山尚子：神戸大学大学院 工学研究科 建築学専攻 准教授 

阪上和彦：宝塚商工会議所 

中山光子：宝塚 NPOセンター 理事長 

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） 

江崎室長、中村課長、大崎係長、児玉、相松 

（傍聴） 0名 

【欠席者（委員）】 

板東克子：アドプト団体・緑化団体活動者 

戸田克稔：兵庫県 県土整備部 公園緑地課長 

【次第】 

１ 開会 

２ 議題 

  （１）宝塚市みどりの基本計画 素案 

３ その他 

４ 閉会 

【配布資料】 

資料１   宝塚市みどりの基本計画（改定版） 令和 3年 3月案 
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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栗山委員・金岡委員とする。 

    〇会議は公開とする。 

 

２ 議事内容 

【議題１．宝塚市みどりの基本計画 素案】 

委員長：今回は、3章以降の変更点を中心に説明いただきました。3章以降の変更点、また

は、3 章以降の変更点に関連して 1 章、2 章をこうするべきではないかという意

見でも構いません。ご意見、ご質問いただければと思います。 

委 員： P30.3「将来像の実現に向けたみどりのネットワーク形成」の【みどりの骨格】に

書かれています「武庫川およびその沿川」の範囲はどこまででしょうか。宝塚市

の中で武庫川渓谷のみどりは非常に重要ですが、この部分が、「武庫川およびそ

の沿川」に含まれているかどうかが方針から読み取ることができません。河川敷

だけなのか、それとも武庫川に隣接する山林部も含むのかを教えてもらいたい

です。 

事務局：基本的に、「武庫川およびその沿川」ということで、河川敷までを想定しています。

河川敷と武庫川に隣接する山林部を含むという考え方が、「みどりの骨格」とし

てよりふさわしいということであれば、検討したいと思います。具体的に武庫川

に隣接する山林部を教えていただきたいです。 

委 員：「武庫川に隣接する山林部」とすると、「武庫川およびその沿川」に武庫川渓谷を含

む形になると思います。今回の素案にあまり武庫川渓谷の話が出てきていない

ので、どこかに入れると良いと思います。 

また、生物多様性保全活動拠点に桜の園が入っていません。武庫川渓谷の自然の

拠点として桜の園とその一帯は重要なので、可能ならば、生物多様性保全拠点に

桜の園とその一帯をいれていただくといいと思います。 

事務局：ありがとうございます。桜の園については検討させていただきたいと思います。 

委員長：委員の発言の「武庫川およびその沿川」に武庫川渓谷を含めるという意図は、【み

どりの骨格】の「方針」に書かれている「自然環境、自然的景観の象徴としての

保全を基調としている」ということでよろしいでしょうか。 

委 員：はい、そうです。まさに武庫川渓谷は生物多様性保全の拠点になっています。 

委員長：ありがとうございます。P64～73の「3主体別の取組内容」について、すべて市が

実施するように見えると指摘し、市民・事業者、各種団体、行政の主体別に記載

していただいています。ともすれば、行政がすべて行うという行政計画になるこ

ともあり、1,2章でももう少し協働で行っていくということを入れてもいいので
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はという気がします。P6の「3（2）期待されるみどりの機能」では、様々なみど

りがあることが示されていますが、みどりによって発揮される効果が、市民が関

わることでより楽しい、市民がより享受できる、というような文を入れてはどう

かという気がします。みどりは 3つの効果に分類されます。「存在効果」という

在るから発揮される効果は、防災機能、景観、生物多様が含まれます。さらにみ

どりを利用するから発揮される「利用効果」はレクリエーションや健康福祉など

に含まれます。さらにその上に、「媒体効果」という利用することにより波及し

ていく効果があります。例えば賑わいづくり、コミュニティづくりなどです。福

祉や教育なども含まれるかもしれません。「（2）期待されるみどりの機能」を、

存在・利用・媒体効果に大きく分類し、その中に細かい機能が多数あるというこ

とを示すと、みどりには興味がないけれども、みどりによって生まれる効果に興

味が湧いて、みどりに関わる人が増えることが期待できるのではないかと思い

ます。「重点施策」と連動させ、1，2章でもそれぞれが主体となって、協働で取

り組んでいくことを強調することが重要と感じました。 

事務局：重点施策は、協働の色を出させていただきましたが、1，2 章にも連動させるよう

再度整理し、示させていただきたいと思います。 

委員長：お願いします。他はいかがでしょうか。 

委 員：P56の「（2）基本方針」に、「気候変動を緩和し」とありますが、気候変動は地球規

模の話で、宝塚市がみどりに関する取組を行うことで緩和することはなかなか

難しいと思います。「気候変動の負の影響の緩和」や「被害の抑制」など、市民

の方々が現実的に対応できるかもしれないと思わせる文言に変更した方がいい

のではないかと思います。「気候変動を緩和」をわかりやすく言い換えるのであ

れば、みどりを増やすことにより、日陰ができ猛暑の中でも活動しやすかったり、

休む場所があったり、あるいは住環境が良くなる、というような文章を入れると

いいのではないかと思います。特に今回の基本計画は、地球温暖化や生物多様性

といった新たな視点を盛り込んだことがアピールポイントの基本計画であるの

で、地球温暖化関連の文章をもう少し具体的に分かりやすく示していただける

といいと思います。 

事務局：ありがとうございます。こちらも整理させていただいた上で、示させていただけれ

ばと思います。 

委員長：P6の「（2）期待されるみどりの機能」にも、③地球温暖化等の防止という、大きな

規模で書かれています。みどりの機能を書き並べるときは、「微気象調節」とい

う言葉がよく使われます。市で取り組むスケールとしては、「地球温暖化の防止」

より、みどりがあることによって暑すぎない、日陰があり暑い中でも快適に過ご

せるということを強調し、「微気象調節」など生活に根ざしたものをタイトルに

するか、説明文を市で取り組むスケールにすると、より委員のご指摘が反映され
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るのではと思います。 

事務局：ありがとうございます。訂正して示させていただきます。 

委員長：他にご意見ありますか。一番大きな変更点は 3章のみどりのネットワーク図です。

みどりのネットワーク図は、ただ線でつながっている、丸がいっぱいあるだけで

なく、具体的な宝塚市らしさや、守るべきみどりが適切に書かれているかどうか

が非常に大きなポイントだと思います。P.33【みどりのネットワーク図】は、北

部では主だった生物多様性保全活動拠点が点で落とされ、南側は市街地、六甲山

系、長尾山系、主だった公園が示されており、生物多様性保全拠点は青い点線の

丸で重ねて書かれています。矢印で記載されている武庫川およびその沿川のみ

どりが生物多様性保全活動拠点と公園とつながっているという理解でよろしい

でしょうか。 

事務局：はい。 

委員長：疑問として、川で何かつながるのでしょうか。何かが繋がっているようにも見えま

せん。つなげるネットワークとして、川は生物的なものや大きな景観として、非

常に有効であると思いますが、ネットワークは川だけではないような気がしま

す。大規模な街路樹が植えられている広域幹線道路もあります。「①安全・快適

な暮らしがあるまちのみどり」としては安全・快適に関わるみどりだけを落とし

ていくのが正しいのでしょうか。「②福祉が充実し、安心して暮らせるまちのみ

どり」は、情報量が少なく、福祉と安心はみどりにあまり関係ないのでしょうか。

みどりと一体になっているから機能するような福祉や安心の拠点を落とすべき

なのではないでしょうか。「③子どもたちの生きる力が育つまちのみどり」は小

中学校、社会教育施設、スポーツ施設などを示していますが、つながっているの

かという素朴な疑問もあります。「④豊かで美しい環境を育むまちのみどり」は、

景観計画関連地区とみどり豊かな住環境を形成する地区がつながっており、河

川等とつなげられそうですが、これで十分なのでしょうか。「⑤宝塚らしい“に

ぎわい”と文化芸術あふれる、創造性豊かなまちのみどり」として、文化施設が

落とされています。各①～⑤のみどりとしてはどんなネットワークが考えられ

るのかということをご意見いただければと思います。広域幹線道路や、街路樹等

の公共施設緑地はとてもネットワークが重要で、これからきちんと管理してい

こうという社会要請も非常に強いです。しかし、兵庫県は県道には街路樹を植え

ないという基本方針なので、これから街路樹が必要ならば、市がもっと植えてく

ださいということをみどりの基本計画の位置づけからも説明していくというこ

とが期待されるので、P.33【みどりのネットワーク図】できちんと書いた方がい

いのではないかという気はしました。それぞれ特殊な役割を持っているみどり

を P.35以降の「(2)将来像別のみどりのネットワーク」の図で配置すると良いと

思います。 



6 

委 員：ネットワーク図の「みどりの軸」に鉄道は入らないのでしょうか。鉄道から見える

みどりも大切だと思います。 

委員長：みどりを見る側の方の位置づけもきちんとした方が良いというご意見です。 

事務局：みどりの軸は、河川軸として武庫川や、北側の自然を主に位置付けており、主要道

路軸としては、みどりの役割を果たしていると考えられる旧国道 176 号や県道

宝塚仁川線を位置付けています。鉄道はみどりの機能がないと考え、書いていま

せんでした。見るという視点は考えていなかったので、どうするか検討させてい

ただきたいと思います。 

委 員：ありがとうございます。関連して、主要道路ということでいえば、【第 2ブロック

みどりのネットワーク図】では、みどりの軸が河川軸しかありません。主要道路

軸を入れた方が良いのではないでしょうか。 

委員長：みどりの軸の主要道路軸として、第 1ブロックには県道宝塚仁川線が記載されてお

り、第 3ブロックでは旧国道 176号などが入っています。基本的には全体のみど

りのネットワーク図で示した国道と県道が入っており、該当する道路がブロッ

ク別図に位置しない場合、主要道路軸は記載していないという理解でよろしい

でしょうか。第 2ブロックでは、野上でニュータウンの住宅開発があったので、

幹線道路や主要な道路もあり、豊かなみどりが植わっています。市の中心の駅前

にもつながっていて、歩いてここに行こうという雰囲気が醸成されている気が

します。全体のネットワーク図で全部の広域幹線道路を掲載するのは細かすぎ

るかもしれませんが、少なくともブロック別ネットワーク図には、市道の中でみ

どりをきちんとつくっている道路を書いてもいいのではないかと思います。 

事務局：全体のみどりのネットワーク図で記載している主要幹線道路が第 2 ブロックには

位置していないため、【第 2ブロックみどりのネットワーク図】に記載していま

せん。ブロック別ネットワーク図は主に地域の方が中心に見るスタンスなので、

全体のネットワーク図で位置付けていない道路は、ブロック別のネットワーク

図に入れないという考えはありません。ブロック別で、ある一定の機能を果たす

主要道路、場合によれば生活道路を考慮して、ブロック別ネットワーク図を修正

させていただきたいと思います。 

委員長：委員が言われたみどりの軸に鉄道を位置付ける話ですが、線路にはみどりが植わっ

ていないので、軸そのものにはなりません。しかし、「④豊かで美しい環境を育

むまちのみどり」では、みどり豊かな住環境を形成する地区、景観計画関連地区

が示されているので、みどりではないものも機能として書けるのではないかと

思います。つまり、宝塚市は武庫川沿いの低地からは、山並み景観に囲まれた景

観を見ることができ、みどりがあるという線ではなく、宝塚市固有の住みやすさ

や美しさである低地から山を眺めるという機能を矢印で表すことができます。

一方、山側の住宅地から市街地を見ると、市街地が見えて武庫川が流れ、屋上緑
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化によって、様々なみどりが点在しているのを見下ろすことができるというこ

とを同じ矢印の逆方向で示すことができます。囲繞
いにょう

景観という山に囲まれた宝

塚市らしい景観、豊かで美しい環境というものを表す「見る・見られる」のネッ

トワークというものも表現できるのではないかという気がしました。 

事務局：検討させていただきます。 

委員長：単に在るものが物理的につながるということではなく、どう機能するかということ

も含めて書いた方がいいような気がします。 

委 員：P.44「⑤宝塚らしい“にぎわい”と文化芸術あふれる、創造性豊かなまちのみどり」

に、観光レクリエーション施設として清荒神清澄寺と中山寺が位置付けられて

います。清荒神清澄寺と中山寺はたくさん人が来ますが、単なる観光レクリエー

ション施設ではないと思います。特に、清荒神清澄寺は面積が広い自然林が残さ

れており、自然環境という点でも非常に重要で、歴史景観のシンボルでもありま

す。生物多様性や、あるいは子どもたちが地域学習や自然学習をするための拠点

施設のような位置付けもしておくのがいいのかなと思います。 

委員長：「⑤宝塚らしい“にぎわい”と文化芸術あふれる、創造性豊かなまちのみどり」で

は、観光レクリエーション施設すべてが 1つの凡例にまとめられているので、観

光施設とレクリエーション施設は違いますし、宝塚らしい“にぎわい”や文化芸

術が構成されているとわかるような凡例の種類を増やすべきだと思います。清

荒神清澄寺は、「宗教施設」では少し硬いですが「文化施設」も少し違うと思わ

れ、表現は気にしながら、いろんなものが組み合わさって宝塚らしい“にぎわい”

や文化芸術が溢れているということがわかる凡例を分類していただいた方がい

いと思います。その中に生物なども入るかもしれません。 

委 員：歴史という視点も重要なので、文化と歴史を分けて捉えた方がいいのではないかと

思います。 

委員長：文化と歴史を分けて捉えると凡例も増えそうな感じがします。施設も歴史という視

点であれば追加することもあるかもしれません。 

事務局：ゴルフ場と中山寺が同じ観光レクリエーション施設としてなっています。いただい

た意見を基に凡例の整理などを行い、よりわかりやすくさせていただきます。 

委員長：歴史だと小浜の旧宿場町など景観形成地区があります。点ではなくエリアで指定し

ているところも非常に意味が深いということがありますので、景観形成地区エ

リアなどを落とすことも考えられると思います。 

事務局：わかりました。 

委員長：補足として「①安全・快適な暮らしがあるまちのみどり」には涼しい日陰の中、快

適に歩いて生活できる機能として街路樹を加えてもいいのではという気がしま

した。一度整理してみてください。 

委 員：清荒神清澄寺についての意見ですが、清荒神清澄寺は山上から見下ろされても景観
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が美しいように周りの山を買って自然林にしています。みどりのネットワーク

図が表しているのは、市がこれからつくろうとしていることなのか、または市の

既存のものを利用しようとしている図なのかがわかりません。実施することと

利用することは違います。市の所有物ではないみどりを「宝塚市らしい」と取り

込んでいるような感じを受けました。 

委員長：1,2章で「協働」について記載するよう指摘したのは、民間のみどりも取り入れて

協働でやっていきたいという意図があります。今までのように、市の土地と市の

みどりだけでは限界があり、どちらかというと民有地や市民がつくっているみ

どりが宝塚市の個性となります。位置付けることによって、それぞれの民間企業

や団体に努力、ご尽力いただいたことが市民のためになったり、これからも一緒

に尽力していきましょうという計画になればいいと思います。 

委 員：そういったことをもっと表現していく必要があると考えます。民間のみどりを取り

込んで、良い事だけを言っているように見えてもよくないと思います。 

委員長：言葉や絵でも、公共の施設と民間の施設がつながっている状態にしたり、バラバラ

で行っているという感じが出ないように工夫した方がいいと思います。 

事務局：中山寺、清荒神清澄寺、小林聖心女子学院、阪神競馬場という民間のみどりを、こ

のネットワーク図で使用した理由は、存在としてのみどりというのが一番大き

なポイントだと思います。民間のみどりを自由にしてもいいということではな

く、市全体のために民間のみどりも活用したいという意図もあります。みどりの

基本計画の中で、民間のみどりにどのような形で関わっていただきたいかを示

せたらと思います。 

委員長：民間のみどりの関わり方を説明する際に、最初は民間であったが公共になる制度が

あることも付記してもいいと思いました。宝塚市で言えば、民有地であったきず

きの森を宝塚市が都市緑地に指定しました。このように、様々な指定や契約で公

的な緑地にする方法があります。企業の庭等を整備し、市民に公開するという市

民緑地認定制度なども法律で新たに加わり、可能性も広がっているということ

も付記するとこれからも協働で頑張っていきましょうという機運が育つかもし

れません。 

委 員：P.17【前回計画において掲載されている施策の進捗状況整理】において、進捗状況

に「中止、廃止」とあるが、対象の施策は何なのでしょうか。どの施策が中止、

廃止になったのかわかるようにしてもらいたいです。 

事務局：第 1 回委員会の【資料 5-前回計画の進捗状況について】で個別施策ごとに状況を

細かく整理したものをお出ししています。今後、巻末の参考資料等で添付する形

で補足することを考えていきたいと思います。 

委 員：「②福祉が充実し、安心して暮らせるまちのみどり」について、福祉施設の屋上緑

化や福祉施設周辺の花壇づくりに市民が参加している事例などもあります。 
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また「③子どもたちの生きる力が育つまちのみどり」には、市内の公園が書かれ

ていますが、本当に公園で子どもたちが遊んでいるのか、遊んでいい公園なのか

少し気になります。公園以外でも、市内の市街地の農地で子どもたちに農業体験

をさせているグループがいくつかあります。市内の数少ない緑化のところや農

地で農業体験があるということも書くことはできないだろうかと思います。 

「⑤宝塚らしい“にぎわい”と文化芸術あふれる、創造性豊かなまちのみどり」

について、花のみちのエリアは音楽が奏でられる雰囲気があり、一番宝塚らしい

と思っていますが、凡例に音楽が全然含まれていません。先ほど委員長がおっし

ゃった景観形成地区である小浜エリアを落とすのと同様に、花のみちと音楽に

関するものもあればいいのではないかと思いました。 

委員長：NPO団体が支援して屋上緑化しているところを聞いています。 

委 員：高齢者施設である「中山ちどり」では、屋上を開放して地域の方がみどりを作って

います。「ステップハウス宝塚」でも地域のボランティア団体が屋上緑化をして

いたり、「宝塚まどか園」では、外から見える入口の花壇づくりを地域の方がや

られているなどの事例があります。地域と高齢者施設のつながりとできて皆さ

んの目を楽しませているということがあるので、情報が薄いのであれば付け加

えることができるのではないかと思いました。 

委員長：とてもいい事例です。どこまで把握できるのかというところが課題だと思います

が、ご検討いただけそうですか。 

事務局：ネットワーク図の中に写真を挿入するなど、効果的なみどりについて、具体的に

わかりやすく示すよう検討していきたいと思います。 

委員長：P54以降の基本施策で、解説している部分に様々な事例が入る予定です。事例写真

について、それぞれの基本施策で書いていただければと思います。 

また、ネットワーク図で凡例に挙げられている福祉やレクリエーション、文化に

関する基本施策がないのは、漏れているような気がしますので、併せて書いてい

ただければと思います。農業体験は公園以外のものを入れた方がいいと思いま

す。さらに、宝塚市でキャッチボール等をしてもいい公園が増えていれば載せた

方がいいと思います。音楽についてですが、河川敷や末広中央公園は音楽の音を

鳴らしても良いのでしょうか。 

委 員：武庫川河川敷で練習されている方がいるので問題ないと思います。ベガホールを入

れても良いと思います。 

事務局：事例紹介のところやネットワーク図など、より適切でわかりやすい箇所に、宝塚市

で行われている特色のある事例を記載していきたいと考えています。 

委員長：本日は第 5回委員会ですが、とりまとめまでにあと何回委員会はありますか。 

事務局：あと３回予定しています。 

大きな意見は早い段階で言っておいた方がいいので、遠慮することなく思った
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ことをすべて言っていただいた方がいいと思います。 

委 員：P.15【地域制緑地の指定状況】の「-」は無いという理解でいいのでしょうか。箇

所数が「-」であるのに、面積が記載されているのはどういうことでしょうか。 

委員長：宝塚市には風致地区はなかったでしょうか。 

事務局：ありません。 

委員長：箇所数は「-」で、面積が記載されているのは、地域制緑地であるからだと思いま

す。地域制緑地は公園のように箇所数がわかっているものではなく、エリアで指

定するものです。自然公園や保安林区域のような市域をまたぐような広い範囲

の指定をするものは 1 箇所のうち宝塚市も一部含まれるぐらいの規模なので、

何箇所というものがなく、宝塚市内に含まれている面積だけを書いているとい

うのが、意図だと思います。生産緑地地区は小さいので、箇所数も数えることが

でき、面積も表すことができます。地域制緑地の特性上、カウントの仕方、計算

の仕方にバラツキが出ると推察されます。 

事務局：委員長が言われたとおり、自然公園や農業振興地域農用地区域、保安林区域は市域

をまたいで広域的に指定されているもののうち宝塚市域が属している面積とな

っています。この件については、横の備考欄に説明を記載し、よりわかりやすい

表記に努めます。 

委員長：専門用語は一般の方はわからないと思いますので、少し難しい用語については、用

語の注釈や後ろに用語集を付けた方がいいのではないかと思います。 

事務局：最終的には巻末に用語集のような形で付けさせてもらおうと考えています。 

委員長：P．46「4みどりの確保目標」では、いろんな目標を掲げていただいています。総括

目標としては現状の満足度が 54ポイントで、6ポイントアップして 10年後には

60 ポイントにするということが掲げられています。それを達成するために様々

な数値目標があり、【目標 1】緑地の保全・確保では、みどりの面積を増やすと

いうことは物理的に困難ということもあり、面積と割合を現状値以上が目標で

す。【目標 2】市街化区域における緑被地の割合は、現状値以上が目標です。【目

標 3】公園で開催されるイベントの数は、緑の効果では「利用」に属するもので

す。目標 1,2 は「存在」効果に属します。【目標 3】では、現在のイベントの数

200回を 10年後には 300回に増やしましょうという目標です。【目標 4】公園を

よく利用する市民の割合は、現状 21％を 25％にしましょうとという目標です。

協働に関する【目標 5】みどりの管理に取り組む市民団体の数では、団体は増加

だけということは難しいので、入れ替わりも含めて現状値以上が目標です。【目

標 6】都市公園等の整備状況は、今までのみどりの基本計画ではトップにくる目

標でした。都市公園をどれだけ増やすかということを目標に掲げています。続い

て、「守り・伝える」、「環境をつくる」、「協働で管理する」という基本方針につ

いて書かれています。基本方針に応じて実施していく基本施策と個別施策を記
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載しているのが P.54 以降です。施策に関して意見があったらうれしいですし、

施策は住民の方にとって一番興味のある部分なので、住民の方からの要望も含

めて出てくると思うので、こんな事例があるからこんなことをしましょうとい

うことも含めていろんなご意見があればと思います。重点施策は主体別の取組

内容で書き分けられ、ブロックごとの施策の記載が続いています。まだ図にはな

っていませんが、市の顔となる花のみちあたりのシビック拠点一帯や、歴史的景

観が残されている小浜・安倉地区、花き・植木産業の拠点である山本地区、民有

地としても大きな施設緑地である阪神競馬場周辺地区の４つは特に力をいれて

いくということで、緑化重点地区に指定していこうと市は考えています。最後に

施策の推進体制として、市民の役割、事業者の役割、各種団体の役割、行政の役

割がもう一度書かれており、協働の考え方が書いてあります。協働の考え方はも

う少し前の方に書き、具体的な体制についてだけを別で書いた方がいいと思い

ます。これらの計画を PDCAサイクルで進行していきます。 

事務局の説明を補足しましたが、この辺りについてもご意見、ご感想、ご質問が

ありましたらいただければと思いますがいかがでしょうか。 

委 員：P.52 の文言について、「基本施策のうち重点的に取り組むべき項目を『重点施策』

として設定」とありますが、どういう視点で重点施策を選んだか、その経緯を述

べられた方がいいのではないかと思います。 

事務局：基本施策の中で特に重点的に実施していくものというのを主にピックアップして

重点施策としました。【計画体系図】の箇所に、理由を書くと、文章が多く読み

にくくなってしまうので、P.64「3重点施策」で説明させていただきたいと思い

ます。 

委員長：現在、P.64 の冒頭に書かれているのが、重点施策の説明ということでよろしいで

しょうか。ちなみに、「全ての重点施策に係わる」ではなく、「全ての施策に係わ

る」ではないでしょうか。 

事務局：「みどりに関わる人を増やす取組」、「生物多様性に配慮したみどりの取組の実施」、

「市民ニーズに応じた魅力ある公園の整備・運営・管理」、「街路樹整備計画の策

定、実施」という４つの重点施策は、施策実現のためには行政だけではなく、市

民や各種団体、自治会の方と協働で進めていきたいという思いで掲げました。施

策によっては市が補助金を出すこともあるので、「全ての施策」にあてはまらな

いものもあり、「全ての重点施策」という表現にしています。 

委員長：わかりました。P.52「4章 みどりのまちづくりを推進する施策」以降についてご

意見いただきましたが、他の方はいかがでしょうか。 

事務局：先ほど委員長よりご質問があった今後のスケジュールについてですが、第 6回委員

会を 6月半ばに行い、地元説明会においてでた意見を集約し、修正した資料につ

いてご審議いただくことになります。第 7回委員会は 9月頃を予定しており、こ
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の計画でパブリックコメントをするにあたって、ご意見を伺いたいと思います。

第 7 回委員会の後、市の部長級が集まる都市経営会議に出した後、12 月にパブ

リックコメントを実施し、その修正内容をご審議いただく機会を 1 月に設けて

います。 

委員長：P.64「3重点施策」の冒頭説明は、「(1)みどりに人を増やす取組」についてだけ書

いているように読み取れます。全体の計画への波及効果というものを意識して

書かれていると思いますので、他の 3 つについての説明も書く必要があるかも

しれません。 

事務局：「(1)みどりに人を増やす取組」についてのみの説明であり、他の重点施策を選んだ

理由についても記載させていただきたいと思います。 

委員長：公園の運営や街路樹については、課題が非常に多いということをはっきりと書いて

もいいのではないでしょうか。公園がうるさかったら遊びが禁止になったり、街

路樹の落ち葉が多かったら苦情になるという課題も、協働の仕方次第で少しず

つ皆さんが協力することで、非常に遊びやすい公園になったり、非常に美しい街

路樹で美しい街並みになったりすることができるというように、協働による効

果の幅が非常に広いということを言った方がいいのではないかと思います。 

事務局：3つの重点施策は、これから市民の方々と協働していく上で、非常に重要なツール

だと考えているので、記載させていただいと考えています。 

委員長：お願いします。他にはいかがでしょうか。 

委 員：P.8のみどりの基本計画の目標年度と対象区域内の人口の目標年度が合致していま

せん。 

事務局：目標年度を修正します。 

委 員：P98の「2各主体の役割」において、各種団体（自治会、まちづくり協議会等）の

役割の書きぶりは、もう少し変えてほしいと思います。行政から命令されている

ような気がします。「のびのびと活動ができる」または「活動をもっと広げて、

地域の人と共に輪を広げていきましょう」などもう少し書き方を考えてもらい

たいと思います。また、P.99【各主体の関わりイメージ】図の宝塚市の位置は市

民だと思います。P.99【各主体の関わりイメージ】では「宝塚市」、P.98では「行

政」と記載されているので、どちらかに名称をあわせたほうがよいと思います。 

事務局：各種団体の書きぶりについては整理した上で再度、提示させていただきます。役割

の名称についても修正して示させていただきます。 

今回いただいたご意見、修正につきまして、住民説明会を予定している 5月まで

に一度委員の皆様に案を送付し、ご意見をいただけるような時間を設けさせて

いただきたいと思います。 

委員長：P.99【各主体の関わりイメージ】の矢印の説明がすべて「協力・連携」になってい

ますが、それぞれ矢印の位置によって意味が違うはずです。市民は主に利用しな
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がら、いろんな活動を喚起し、宝塚市は様々なルールや体制を作って市民が活動

しやすい状態にするというのが主な役割です。市民のような「プレーヤー」と行

政のような「サポーター」に分かれて、市がこれまでやってきたことを市民や事

業者の方がやるとより楽しく、良くなるので協働でやっていこうという考え方

がわかる矢印の配置関係、言葉を検討していただければと思います。 

事務局：整理させていただきます。 

委 員：P74.「5地域別みどりのまちづくりの方針（地域別計画）」は、パブリックコメント

実施後や、地元説明会の後に内容がどんどん充実していくと思いますが、文中に

記載されている地名が、ブロック別ネットワーク図に掲載されるようにしてほ

しいと思います。みどりの骨格や軸、拠点など凡例に合わせた情報がみどりのネ

ットワーク図に書かれていると思いますが、文中に記載されている地名の中に

は拠点となる地点の名称等があると思います。現在のネットワーク図には、多少

抜けているものもありそうです。ブロック別ネットワーク図をみて、重要な拠点

がわかるような図にしていただきたいです。住民の方からご意見をいただいた

後、文中に記載されている地名がネットワーク図に反映されているかどうかを

チェックしていただきたいと思います。私は宝塚市民ではないので、文字だけ読

んでもこの場所がどこなのかがわかりません。住民の方は地名をよくご存じだ

と思いますが、色んな連携をしていく中で、市民ではない方との連携が出る可能

性があるので、重要な地名をネットワーク図に漏れなく入れていただきたいと

思います。 

委員長：図をより具体的にするということと、拡大した時に見えてくる愛着の強い公園や街

路樹というものも具体名称を伴って、記載していただくということでご検討く

ださい。住民説明会では、非常に多くの意見が住民から出てくることが想定され

るので、次回の委員会までの期間は少し長めにとって事務局で修正をするとい

う形にした方がいいかと思います。 

委 員：計画書の作り方に関する話ですが、計画のキャッチフレーズが「みんなでつくる 花

とみどりの夢舞台」なので、市民の方に幅広く計画を読んでもらう必要がありま

す。現在は行政的な文書で文字も多く、市民になかなか読んでもらえないと思い

ます。もっと興味を持てるような、これなら自分たちも実践できる、実践してみ

たいと思わせるような作り方をする必要があると思います。その 1 つの方法と

して、事例の紹介をもう少し増やしていただきたいです。今、事例がいくつか挙

がっていますが、図が小さかったり、文字も小さかったりするので、もう少し改

善していただけるといいのではないかと思いました。 

委員長：事例は P.54 以降の基本施策、重点施策の部分に集中して掲載される予定ですが、

住民説明会で地区特有の事例や継続している活動なども事例に含まれる可能性

があるので、１，2章やイラストなどで表現するということを含めて検討してく
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ださい。概要版は、A3の 1，2枚で施策などをシンプルに数字等で記載する方法

もありますが、市民にわかりやすく伝える概要版を 8 ページぐらいでご検討い

ただけたらと思います。 

事務局：他の市町村の事例を見て、札幌市のみどりの基本計画がわかりやすいと思いました。

札幌市の計画は写真等で実際どのように実行するかを視覚的にすごく訴えてい

る形式です。宝塚市のみどりの基本計画でも、文言だけではなく、具体的にど

のように実行するのかをワークショップの写真等を使用して、イメージがわき

やすい形で修正していきたいと思います。 

委員長：よろしくお願いします。 

委 員：重点施策の 3)期待される効果の「✔」が気になりますが、これでないといけない

のでしょうか。 

委員長：イメージが伝わる表現というのは非常に重要ですので、全体を通して、イラストや

事例写真も含めて精査していただければと思います。長時間にわたりまして、

ご審議いただきたかった 3章以降のみどりのネットワーク図、具体の施策、各

ブロック別の部分、体制につきましても全体を通してご意見を広くいただいた

と思います。これに合わせて住民説明会の意見も含めて修正するので、次回の

委員会の準備を事務局は大変な作業だと思いますが、よろしくお願いします。 

事務局：次回のみどりの基本計画検討委員会は 6月中旬ごろに行う予定です。住民説明会

の後の委員会なので時間を空けた方がいいという意見もありましたので、日程

調整してご連絡させていただきたいと思います。 

 

以上 


