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令和 3年度 第六回宝塚市緑の基本計画検討委員会 

 

議事録 

日時：令和 3年 6月 29日（火）13時 00分~15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 6月 29日（火）13時 00分~15時 00分 

場所：Zoomによる web会議 

【出席者】 

（委員） 

赤澤宏樹 会長 ：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 委員 ：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 

栗山尚子 委員 ：神戸大学大学院 工学研究科 建築学専攻 准教授 

小宮真佐代 委員：公募による市民 

瀬尾 要 委員 ：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、森本職員 

（傍聴） 0名 

【欠席者（委員）】 

金岡照章：宝塚市花き園芸協会 会長 

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 

板東克子：アドプト団体・緑化団体活動者 

北村智顕：兵庫県 県土整備部 公園緑地課 課長 

【次第】 

１ 開会 

２ 議題 

（１）宝塚市みどりの基本計画 素案（全体の論理構成） 

（２）宝塚市みどりの基本計画 素案（基本理念、キャッチフレーズ） 

（３）市民と協働で取り組む計画に向けて 

３ その他 

４ 閉会 

 



 

 

【配布資料】 

   宝塚市みどりの基本計画（改定版） 令和 3年 6月案 

   宝塚市みどりの基本計画 概要版（案） 令和 3年 6月案 

   第五回宝塚市みどりの基本計画検討委員会 意見と対応 

   「宝塚市みどりの基本計画概要版（案）」に対する意見募集の結果一覧表 

   第六回宝塚市みどりの基本計画検討委員会 論点メモ 

   参考-宝塚市みどりの基本計画検討委員会 第 1～第 5回までの意見 

 

議事録 

１ 開会 

    〇出席者紹介 

〇10名中 5名と半数以上の委員が出席しているため、委員会は成立している。 

    〇議事録署名委員は小宮委員・瀬尾委員とする。 

    〇会議は公開とする。 

 

２ 議事内容 

【議題１．宝塚市みどりの基本計画 素案（全体の論理構成）】 

会長：どこからでも結構ですので、お気づきの点、何かご質問含めてご発言いただければと

思います。いかがでしょうか。 

委員： P.9【各主体の関わりイメージ】図では、行政はサポート・コーディネートを担って

いて、実際に実行していくのは市民・各種団体・事業者になっており、協働で一

緒にやっていくように、あまり感じられません。協働の形はこの表現でいいので

しょうか。実際には行政も一緒に実行していくと思いますが、図ではそれが伝わ

りづらく、抵抗があると思いました。「宝塚市協働の指針」を読むと、このイメー

ジ図は協働の原則の「対等の原則」にあてはまっていないように感じました。 

会長：協働事業といっても、行政が実行し、市民が協力する場合もあれば、市民が実行し、

行政がサポートするというように幅があります。主導的に始めるのが行政であ

っても、市民であっても、対等な関係で実行していくことを加筆すると良いとい

う気がしました。 

委員：それぞれの主体に、それぞれの役割があり、どこが取りまとめるのかと思っていたの

で、行政はサポート・コーディネートに回るという表現でいいと私は思います。 

会長：下の空白に、事業を主導的に実行していくのが市民の場合もあれば、行政の場合もあ

る、というように協働にもいくつかのパターンがあることを加筆する検討をし

ていただければと思います。 

事務局：P.9の図は「宝塚市協働の指針」を参考に作成したものですが、小宮委員の意見も

一理あると思います。市民協働の考え方は公園河川課だけでは判断できかねる



 

 

部分がありますので、所管の部署に確認して見直していきたいと思います。瀬尾

委員が言われたように行政がサポート・コーディネートに回るという意見も一

理あると思いますので、再度調整し、修正していきたいと思います。 

委員：P.9の図について、小宮委員と同じく、行政が一歩引いていて、市民が実行するので

あれば行政がサポートするという印象を受け、協働を表しているのか疑問に思

いました。読む人に誤解を与える可能性があります。最近は行政が主導すること

が少ないので、この図のように実行していく事が多いですが、図が一人歩きする

と、行政が一歩引いて見ているように思われます。みどりの基本計画をリニュー

アルしているのに、行政は主体的に実行しないという感じが出てしまうので、よ

り大まかな図にするのも一つの考えだと思います。神戸市の「協働と参画のまち

づくり」のホームページの図は、役割分担は明記されておらず、行政と地域とま

ちづくりの専門家という各主体がみんなでやっていきましょうという大まかな

図であり、参考になるのではないでしょうか。 

会長：神戸市の図はみんなで実行していく感じが出ているのが良いです。P.9の図は行政か

ら出ている水色の矢印はすべて「サポート・コーディネート」になっており、サ

ポート・コーディネートしかしません、と断言している感じがあります。 

委員：市としても、市民・各種団体・事業者と一緒にやっていこうという気持ちがあると思

うので、できれば誤解を生まない表現にした方がいいと思いました。 

会長：私は P.9の図の下に加筆と言いましたが、説明すればするほど、誤解を生んでしま

う可能性があるので、シンプルにすることを考えてみましょう。神戸市の図を

参考にしてください。 

事務局：神戸市の図を参考にさせていただきます。宝塚市においても、市民・各種団体・

事業者が協働・連携をもって取り組むという形での関係図が、別途記載されて

いる文献もありますので、参考にしながら考えていきたいと思います。 

会長：みどりの効果として、「存在効果」、「利用効果」、「媒体効果」があります。「存在効果」

はみどりの整備によって生まれ、保全されるので、市民の力も必要ですが、行政

の役割が大きいです。「利用効果」は、公園や街路樹のように整備したものをよ

り利用してもらうために、行政と事業者が一緒に運営、管理していく役割が大き

くなっています。「媒体効果」は、自分たちのコミュニティや、地域のためにみ

どりをどう使いこなすかなど市民主導の部分が大きいです。「媒体効果」の取組

の主体は市民、「存在効果」の取組の主体は行政というように役割分担してもい

いのではないかと思います。 

委員：P.31から「3（1）みどりのネットワークの考え方」とありますが、改めて読むと、唐

突に始まる印象があります。「1 基本理念」、「2 みどりの将来像」のあとにい

きなり「3 将来像の実現に向けたみどりのネットワーク形成」という構成は少

し論理的に分かりづらいと思います。P.31 の前文を読むと理解できますが、み



 

 

どりのネットワークの必要性を十分理解できるのか心配です。書き方や順番、構

成を変えればいいのかもしれません。 

会長：「将来像の実現に向けたみどりのネットワーク形成」の後に、「みどりの確保目標」、

「基本方針」という順番であり、みどりのネットワークは、基本理念を実現する

ためのものですという順番で構成されています。「基本方針」の後に「将来像の

実現に向けたみどりのネットワーク形成」にした方がわかりやすいかもしれま

せん。ただ、「将来像の実現に向けたみどりのネットワーク形成」の後に将来像

別のみどりのネットワーク図があるので、順番としては基本理念の続きとし、

「（1）みどりのネットワークの考え方」でもう少しわかりやすく説明する、もし

くは図化してはどうでしょうか。 

委員：宝塚市にはみどりの骨格や拠点などが多数あり、個々の要素を繋げていくことが将来

像を実現するうえで重要だということを言っていますが、いきなりみどりのネ

ットワークについて記載があると論理が飛躍している感じを受けます。もう少

し前段でわかりやすい図などが必要だと思います。 

会長：みどりのネットワークを繋げるとどんなまちができるのかという説明を、「（1）みど

りのネットワークの考え方」の前文に少し詳しく書き、説明に対応したみどりの

ネットワークによって発現するみどりの将来像の簡単な模式図があるとわかり

やすいかもしれません。 

委員：みどりのネットワークはみどりの将来像を実現する手段のようなイメージがあり、「3 

将来像の実現に向けたみどりのネットワーク形成」が基本理念の後、基本方針の

前に構成されているのが、少し違和感があります。 

会長：将来像②「福祉が充実し、安心して暮らせるまち」のみどりは、みどりのネットワー

クを繋げるとどんなまちになるのかが理解しにくい部分があります。実際に具

体手法としてみどりのネットワークを繋げたらどんなまちになるのかという話

ではなく、理念としてネットワークさせるということが福祉の面でどう大切か

ということは書いておいた方が良い気がします。P.31 については「（1）みどり

のネットワークの考え方」に加筆するということでよろしいでしょうか。 

委員：私も具体的にどうしたらいいのかというアイデアがないので、またご検討いただけれ

ばと思います。 

会長：それぞれの将来像の要素がネットワークしているのか丁寧に答えることは必要だと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

事務局：みどりのネットワークについての記載が唐突ということで、事務局でもう一度書き

方や図の見せ方等、整理させていただいた上で、またご提示させていただきます。 

会長：④「豊かで美しい環境を育むまち」のみどりのネットワークについては、「（1）み

どりのネットワークの考え方」の前文で触れていますが、理解が難しい「③『子

どもたちの生きる力が育つまち』のみどり」と「②『福祉が充実し、安心して暮



 

 

らせるまち』のみどり」はネットワークされることで何が達成できるのかという

考え方についての記載が少し足りない気がするので補足をお願いします。 

委員：将来像別のみどりのネットワーク図の横にある文言が、図に反映されていないように

感じます。例えば、①「住み続けたい、安全・快適な暮らしがあるまち」のみど

りでは、「・都市計画道路が順次整備され～」とありますが、地図上では道路と

公園・緑地がつながっているようには見えません。北部の避難地は道路とネット

ワークされていない点が気になりました。また、北部の宝塚西谷の森公園は避難

場所になるのではないかと思います。 

会長：何が避難場所に指定されているのか、緊急避難場所かということも確認いただきつつ、

ネットワーク図なので、文言で書いているとおり、主要計画道路、主要幹線道路

でネットワークされていることを表現いただければと思います。 

委員：新名神高速道路は紫の二重線で表記をされていますが、中国自動車道は同じ表記では

ないところが気になりました。地域別計画の第 3ブロックでは、中国自動車道も

紫の二重線で表記されているので、図の凡例の統一が必要だと思いました。 

委員：ネットワーク図が全体的に分かりづらいです。もう少し、図と字を大きくしてもらい

たいです。幹線道路等もう一度見直していただいて、読み手が住んでいる場所が

確認できる図になればより身近に利用できると思います。 

会長：図の字が細かいです。できるだけ全体を通して A4サイズに落とした時に最適なサイ

ズに調整していただければと思います。P.34 の図の字の大きさは見える気はし

ます。P.35 以降は図が小さくなるのに伴い、字も小さくなっているので、ご検

討いただければと思います。 

事務局：図の記載ページは A4サイズですが、A3サイズへの変更も含め検討します。 

 

【議題２．宝塚市みどりの基本計画 素案（基本理念、キャッチコピー）】 

会長：P.26 のとおり、第 6 次総合計画のスローガン「わたしの舞台はたからづか」を受け

て、「みんなでつくる 花とみどりの夢舞台」が謳われています。P.27の「とも

に創り、未来につなぐまち～都市経営～」は 5つの分野に共通するめざすまちの

姿として考えるということでよろしいでしょうか。 

事務局：「ともに創り、未来につなぐまち～都市経営～」は、「5つの分野に共通するめざす

まちの姿」ということで第 6次総合計画に記載されています。みどりの基本計画

では 5つの分野全てを協働で進めるので、「ともに創り、未来につなぐまち～都

市経営～」は 5つの分野に横断しており、5つの将来像別に協働で創り出してい

くみどりをそれぞれの将来像の下に記載している構成です。 

会長：P.26、27の関係が少しわかりにくく、P.27の【総合計画における 6つのめざすまち

の姿】で、「ともに創り、未来につなぐまち～都市経営～」という理念が新しくで

てきたという印象を受けました。P.48の【計画体系図】では、〈計画のキャッチ



 

 

フレーズ〉の中に〈みどりの将来像〉が含まれていることがわかるように表現さ

れています。同様に、「5つの分野ごとのめざすまちの姿」すべてが「みんなでつ

くる 花とみどりの夢舞台」を表していることがわかる図を加えていただき、キ

ャッチフレーズを下敷きにしてまちの姿を表現するほうが良い気がしました。

P.27には「ともに創り、未来につなぐまち～都市経営～」が記載されており 、

P.28、29、48には記載されていないことは問題ないと思います。 

事務局：「5 つの分野に共通するめざすまちの姿」の基本的な中身として、協働で実行する

ことがメインなので、①～⑤の将来像ごとに協働で創り出すみどりを示し、「と

もに創り、未来につなぐまち～都市経営～」が含まれているという表現の仕方で

修正していたつもりですが、「ともに創り、未来につなぐまち～都市経営～」とい

う理念が突然出てきたという印象を受けるということなので、書きぶり等を整理

させていただきます。「ともに創り、未来につなぐまち～都市経営～」が、「5つ

の分野ごとのめざすまちの姿」それぞれに概念として含まれているということを、

説明書きをするのか、もしくは図で適切な表現をするのか等を事務局で考え、再

度提示させていただこうと思います。 

会長：よろしくお願いします。 

 

【議題３．市民と協働で取り組む計画に向けて】 

会長：P.66「（4）みどりに関わる人を増やす取り組み」が、市民と協働で取り組む計画を進

める基本となることを踏まえ、P.59 以降にある重点施策を協働で進めていきた

いという意向で書かれていますがいかがでしょうか。 

委員：みどりとは直接関係が無いですが、人々をオープンに巻き込んだ取組をすることによ

り、高齢化が進んだ現代において知り合いを作るということにつながります。わ

たしが住むマンションでも、花とみどりの環境をつくるため、また、高齢化が進

んだ中で孤独化を防止するという意味合いで人間関係が構築できるということ

を期待し、草花同好会を作りました。P.67 の期待される効果に、副次効果とし

てみどりが人間関係の構築につながる方法となることを付け加えたらいいので

はないかと思います。 

会長：私も同感です。みどりの副次効果については P.67に限らず、P.59「（1）生物多様性

に配慮したみどりの取組の実施」、P.63「（2）市民ニーズに応じた魅力ある公園の

整備・運営・管理」、P.65「（3）街路樹整備計画の策定、実施」それぞれの期待さ

れる効果が少ないです。各重点施策は生物多様性や街路樹、公園など具体的な場

所や環境をターゲットとした書きぶりをしていますが、今回の計画で大切なのは、

みどりには様々な効果があり、それがみどりに留まらず、様々なコミュニティや

福祉などに波及するからこそ、今までみどりだけであれば興味がなかった人の参

加を増やすことです。全ての重点施策において、期待される効果は追記した方が



 

 

良いと思いました。例えば、街路樹は、「ウォーカブルなまちづくり」を国交省が

進めていることもあり、賑わいがある商店やカフェなどが並んでいるところの街

路樹を美しくすることによって賑わいが生まれるという媒体効果があります。公

園もコミュニティ形成や福祉、環境学習、環境学習を中心とした生物多様性など

様々な媒体効果があります。少しページ数が多くなるかもしれませんが、期待さ

れる効果の例示をしたほうがいいという気はしました。宝塚市らしい代表的な事

例も含めて加筆いただければと思います。 

事務局：改めて見てみると、期待される効果が少ないと思いましたので、波及効果を含め

て整理させていただいてご提示できればと思います。 

委員：重点施策の中で、行政が市民と協働で作る計画として街路樹整備計画と宝塚市パーク

マネジメント計画が挙げられています。街路樹整備計画は P.64「（3）街路樹整備

計画の策定、実施」として重点施策の一つに位置付けられていますが、宝塚市パ

ークマネジメント計画については、P.60「（2）市民ニーズに応じた魅力ある公園

の整備・運営・管理」の取組みの一つにすぎない位置付けになっており、2つの

計画の位置付けがかなり違い、違和感があります。P.64「（3）街路樹整備計画の

策定、実施」は、行政の取組なので章のタイトルに適切なのか疑問です。包括的

な文言に変えた方がいいのではないかと思います。 

事務局：今いただいた意見を再度検討させていただきます。「（2）市民ニーズに応じた魅力

ある公園の整備・運営・管理」では、宝塚市パークマネジメント計画が行政の取

組の一つとして挙げられており、「②小規模公園の再編・再整理の検討」でもう一

度出てくるという形なので、この位置付けで良いと考えています。「（3）街路樹整

備計画の策定、実施」は行政が取り組む内容のように感じるので、包括的なタイ

トルを考えさせていただきたいと思います。 

会長：よろしくお願いします。ちなみに街路樹「整備」計画なのでしょうか。内容を拝見し、

社会的な流れを踏まえると維持管理計画または、育成計画のような意味合いが強

いと思います。タイトルも「適切な街路樹の育成管理」、「維持管理による快適な

街づくり」のようなものが適している気がします。内容につきましてはご検討い

ただければと思います。 

委員：みどりの基本計画自体に関係ないかもしれませんが、高齢化が進み、みどりの維持管

理などの担い手が不足しているので、若い人たちや、みどりに興味を持ってもら

う人を増やす必要がありますが、行政の場合、デジタルツールをあまり活用して

いません。市役所のホームページでは情報を公開していますが、最近はスマート

フォンで情報を収集することが多く、公園のイベントにしても新しい情報が公

開されていないことがよくあります。みどりの基本計画に盛り込むことは難し

いと思いますが、ニューヨーク市は街路樹マップとしてボランティアが樹種や

生物の情報をアップロードしている事例があるようです。人が集まるイベント



 

 

も大切ですが、いずれ、一人一人が何か気づいた時に樹木の情報をアップロード

し、みんなで共有するツールができると興味を持つ若い人々が増えていくこと

につながるのではないかと思うので、情報提供させてもらいました。 

会長：芦屋市では、公園をイベント利用したい場合、スマホで公園の利用状況を検索し、空

いている時間を予約してイベントを手軽にできるという「公園レンタル」といっ

た社会実験を行っていました。このようにデジタルツールを使って、興味を喚起

しながら、管理運営として実際の行政のチェックにも役立てることは海外でよ

くありますので、視野に入れた文言を書いておくと後々の予算要求時に武器に

なるのではないかという気はしました。是非ともご検討いただければと思いま

す。 

事務局：わかりました。 

会長：「URBAN FOREST PLAN」という街路樹の計画を活用して、自分たちが街路樹に関わるこ

とによって、まちが良くなることを子供達に伝えていくという街路樹教育をア

メリカではされています。街路樹教育は街路樹整備計画でなくても、全体の育成

計画や管理計画に入れることが多いので、視野に入れておくといいと思いまし

た。 

委員：4 つの重点施策がありますが、P.59 ではいきなり 1 つ目の重点施策について書かれ

ていることが気になりました。P.48の重点施策の説明を P.59の前文に入れると

いいと思いました。また、P.48【計画体系図】の〈個別施策〉の矢印が重点施策

の文章にかかっている印象があり、誤解を招く書き方に見えます。重点施策の四

角をもう少し大きくすればそのようには感じないかもしれません。 

会長：P.48【計画体系図】は個別施策と重点施策を対応させています。重点施策に対応する

個別施策を全部繋げてしまうと線がクロスしてしまうのでシンプルにしていま

す。重点施策に対応するそれぞれの個別施策をつなげるのではなく、大きな矢印

1本でもわかりやすい気がします。 

委員：会長が言った方法がいいかもしれません。P.59 では「（1）生物多様性に配慮したみ

どりの取組の実施」と 1つ目の重点施策の説明からはじまりますが、重点施策が

4つあるというような前文が必要ではないでしょうか。 

会長：P.59「（1）生物多様性に配慮したみどりの取組の実施」が 1ページに収まることはな

くなるので、前文を加えた方がいいという気がします。1つ目の重点施策の説明

から始まると唐突感は少しあるかもしれません。全体的に協働の視点で施策を進

めることを個別に書いていますが、重点施策も協働の視点を重視していることを

含めて前文に書いてもいい気がいたしますがいかがでしょうか。 

事務局：P.59では、重点施策の 1つ目から説明される形になっていますので、前段に 4つ

の重点施策があるということや、4つの重点施策が選ばれた理由などを説明文で

記載させていただきます。 



 

 

 

【その他素案全体への意見】 

委員：「第五回委員会意見と対応」に、石田委員からの意見「『みどりの拠点』の生物多様性

保全活動拠点として、桜の園とその一帯も加えてはどうか。」に対する対応とし

て「『みどりの拠点』に『桜の園とその一帯』を追加し、図に記載する」とありま

すが、記載されていません。何か理由があるのでしょうか。 

委員：第七回委員会で桜の園は現状、みどりの拠点には位置づけられていますが、生物多様

性の保全活動拠点には位置づけられておらず、桜の園の一帯は渓谷の生態系と

して非常に重要な場所なので、生物多様性保全活動拠点に位置付けてはどうか

という提案させていただきました。民有地なので位置付けられないのではない

かという気がします。 

会長：民有地を公的なみどりに位置付けていくことは法律上もできますので、民有地が理由

であれば加えてただければという印象ですが、いかがでしょうか。 

事務局：民有地であるという理由で載せないということはないので、検討させていただきた

いと思います。 

会長：ありがとうございます。位置付けておけば、後々都市緑地化したり、民有地のまま使

用権だけを公的なものにするという手法などもありますので、今後の展開が望

まれていいと思いました。 

委員：P.48【計画体系図】のみどりの確保目標は計画を実現するための指標だと思いますが、

この書き方では、確保目標さえ達成できれば良いように見えてしまいます。あく

までも全体の計画がどの程度達成されてるかどうかを評価するための指標に過

ぎないという書き方に変えた方がいいと思います。P.48【計画体系図】に確保目

標を入れ込む必要があるのかも少し疑問です。 

会長：石田委員が言うようにみどりの評価指標として提示するということでもいいと思い

ますがいかがでしょうか。 

事務局：計画体系図の中で、数値化された確保目標を記載すると、確保目標さえ達成すれば

いいという受け取られ方をする可能性があり、確保目標は前後関係の整合を図

っているものではないので、書き方については、確保目標を入れない方向性も含

め検討させていただきます。 

会長：よろしくお願いします。確保目標を記載しない場合、または全体の計画を支えるもの

として記載し、位置付けを変えるということもあります。都市経営会議を踏まえ

て確保目標を書くことになった場合、確保目標の位置付けが正しく伝わるよう

な位置に配置することも含めてご検討いただければと思います。 

委員： P.92「2（1）推進体制」は具体性がありません。より具体的に書かなければ、みど

りの基本計画を市民、各種団体、事業者と一丸となって推進する気がないように

見えます。計画の推進体制はとても重要という気がします。理念として、市民、



 

 

各種団体、事業者と連携・協働していくことは分かりますが、さらに具体的に書

く必要があると思います。 

会長：内容を見てもほぼ体制は書いていません。例えばみどりの基本計画の策定委員会や都

市計画審議会で 1年に 1回、3年に 1回、5年に 1回など適切な間隔で学識者に

評価やアドバイスをいただくことを市民と一緒に行うと書けばいいのではない

かと思います。もしくは一般的に様々な計画で見られる市民からの意見聴取は

学識者の評価とは別に行い、PDCA サイクルで実施していくことを、もう少し具

体的に書くといいのではないかという気はしました。特に協働で計画を進める

ということであれば、市民からの意見もきちんと間に取り入れながら計画を進

めていくことが必要ですが、仕組みを考えないとなかなかできません。専門家か

らアドバイスをもらうことは簡単に出来ますが、市民からの意見をもらうこと

はなかなか難しいです。委員会を代用するか別の方法をとるかということをご

検討いただければと思いますが、お考えなどはありますでしょうか。 

事務局：P.92 「2（2）計画の進行管理」では、5年に 1回、学識者等と検証委員会を行う

旨を書いていますが、市民を含めて検証するということは書かれていないので、

書きぶりも再度、修正させていただきます。 

委員：市民と密なコミュニケーションを取ろうと思うと一つの部署だけでは対応できない

ことが気になります。様々な市民団体は市役所の中の部署と繋がっていると思い

ますが、行政の縦割り体制が、密なコミュニケーションを妨げているのではない

かと思います。一つの取り組みとして、庁内で縦割りをなくすような仕組みを導

入するというようなことを書けるといいのではないかと思います。 

事務局：宝塚市に限らず他の市町村でも、縦割り行政が原因で、市民や自治会からの要望が

いくつかの課に跨ることによって進まないという課題がありました。この課題

を解消するために、今年度から、まちづくり協議会などからの要望や提案、課題

を解決するために市民協働推進課が地域のまちづくり協議会と行政をつなぐ形

で調整して進めていく予定です。実際、まちづくり協議会からみどりに関する要

求や提案が多数来ている状態ですので、進行管理や、保全管理についても市民協

働推進課によって調整して進めていくことを文章中で触れられればと思います。 

委員：市民協働推進課の取組の中で、里山の保全活動団体の意見も集約できますか。 

事務所：里山の保全団体の意見は集約できないかもしれません。まちづくり協議会や自治会

と紐づいた里山の保全団体であれば、意見集約できると思いますが、すべての里

山の保全団体の意見を集約できるかといわれると漏れる部分があると思います

ので、まちづくり協議会とは関係はない団体との連携をどうするか視野に入れた

書きぶりをさせていただきたいと思います。 

会長：P.92「（1）推進体制」については、様々な市民を含めた団体をどのように束ねて推進

していくかという体制を書くことが適切ですので、石田委員の意見を反映すると



 

 

良いと思います。公園という場所のために実施する活動や、みどりとは関係ない

活動を実現するためにみどりや里山の場所を使う活動の両方を行政がきちんと

フォローするということが伝わればいいという気がしました。 

P.91 は《緑化重点地区》について、緑化重点地区にどんな効果があるのか解説

を加えた表現を心掛けていただくと、計画内で前述した様々なみどりの効果を活

かしきってまちを良くするというポリシーが伝わる気がしました。 

委員：P.15の【街路樹のある道路】の図の赤い線は何を示しているのでしょうか。 

事務局：街路樹のある道路を示した図で、赤い線は図の上の文章中に記載されている路線を

示しています。街路樹のある路線については、改めて図面をお示しします。 

会長：表記するならば、凡例を付けていただければと思います。 

 

【概要版について】 

委員：概要版についてですが、地域別計画の字が小さくて見づらいので、各ブロック図をも

う少し拡大できると良いと思いますがいかがでしょうか。 

事務局：概要版は冊子として配布することも考えています。データとしては図を大きくする

ことはできますが、検討させてください。 

会長：できる範囲でお願いします。1ブロックにつき 1ページ使用することも検討いただけ

ればと思います。 

委員：P.8の第 2、第 3ブロックの「活用する」で、第 2ブロックは「宝塚市立文化芸術セ

ンター」、第 3ブロックでは「宝塚市文化芸術センター庭園」と書かれています。

どちらかに文言を統一した方が良いと思います。 

事務局：内容をもう一度精査したうえでお示ししたいと思います。 

会長：用語は統一する方向性でご検討いただければと思います。 

 

【今後のスケジュール】 

事務局：第七回委員会は 9月上旬ごろ開催予定です。本日いただいた意見については、第

七回委員会までにお示しして、再度ご意見を頂戴できればと思っています。 

以上 


