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「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 

※貴重なご意見ありがとうございました。          意見の募集期間 令和３年（2021年）５月１日（土）～５月１７日（月） 

 意見の採否及び理由等は以下のとおりです。        提出意見件数  １６件 

 

【宝塚市みどりの基本計画概要版（案）全般に関すること】 

ページ 意見 意見の採否及び理由 意見を受けての修正結果 

― ・「生物多様性保全活動拠点」について 

①ここでの活動者は「生物多様性」についての学習

が必要であること。 

②市民・行政ともに随時学識経験者等の指導・助言

が得られること。 

・樹木伐採を伴うボランティアについて（行政とし

て） 

①安全のため、市としてボランティア作業基準を

持つこと。 

②高齢化による活動団体の先細り対策を真剣に考

える。（どの活動地でも参加できる仕組み、家族

で参加できるなど） 

・縦割行政の改善 

 「桜の園」、「宝塚自然の家」、「丸山湿原」は環境

政策課の管轄となっている。管轄の違いを超え

て活動団体の交流を図り、市民が宝塚の自然を

守る。 

【原案のとおりとします。また、計画案に一部反

映します】 

・「生物多様性保全活動拠点」について 

概要版（案）P5 基本方針①守り・伝える 3.生物

の生育環境となるみどりの保全〇生物多様性保

全の取組の推進で、「生物多様性の保全の取組の

推進と市民利用の促進」を施策としています。 

ご意見の①、②について、計画案に一部反映し

ます。 

・樹木伐採を伴うボランティアについて 

概要版(案)P6①基本方針④協働で管理する 2.協

働の仕組みづくり〇組織の構築、育成で、「持続

可能な組織のあり方の構築」を施策としていま

す。そのため、ご意見の①、②について、今後、

本施策の中で検討してまいります。 

・縦割り行政の改善 

概要版(案)P6①基本方針④協働で管理する 2.協

働の仕組みづくり〇情報発信、PRの実施で、「ボ

ランティア団体の活動情報発信と緑化に関する

情報提供の推進」を施策としています。そのため、

ご意見の活動団体の交流促進について、今後、本

施策の中で取り組んでまいります。 

・「生物多様性保全活動拠点」につ

いて 

計画案の基本方針 4 の協働で管理

する、に下記の施策を追加します。 

「みどりに関わる人の交流の場、学

習の場を設け、知識や技術力の向上

を図る」 

 

 

 

 

 

 

 

― ・概要版表紙のイラストについて 【原案に反映します】 概要版（案）等の修正 
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ページ 意見 意見の採否及び理由 意見を受けての修正結果 

障碍
がい

者が一人も描かれていません。イラストの中

の一つに高齢者が車椅子で介護を受けている様子

が描かれているが、高齢による車椅子利用者は障

碍
がい

者ではありません。どこかに車椅子利用の子ど

もか大人を入れてほしい。 

概要版(案)、計画案にご意見のイラストを掲載し

ます。 

 

― 令和３年（2021 年）５月１日から始まる予定であ

った「宝塚市みどりの基本計画」改定に伴う住民説

明会が中止になりました。送付された資料しかり

各サービスセンター等においてある冊子を見ても

中身が理解できません。緊急事態宣言発出等あり

新型コロナウイルス感染症の収束、終息も見通せ

ません。ある時期に再度説明会を実施して意見集

約をしたら如何ですか。 

【今後の参考とさせていただきます】 

今般のコロナ禍において、再度住民説明会の開

催を計画することは困難と考えます。 

本年 12月に概要版（案）を含め、計画案のパ

ブリックコメントを実施する予定です。 

その中で、広く市民の皆様からご意見などを募

集します。その際は、是非ご意見いただけますよ

う、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

       ― 

― 逆瀬台自治会活動の標語は『住んでいて良かった

逆瀬台づくり』安全で、美しく、楽しい、街逆瀬台

づくりなのです。この中には当然、街路、公園、家

の庭が景観として挙がります。街路樹は“自治会環

境部会”、公園は“グリーン逆瀬台”家の庭は個人

で街づくりは進んでいるが、協働を進めるには資

金が大きな課題です。すばらしい計画を実現する

ための資金の捻出方法をみんなで考えたいもので

す。 

【原案のとおりとします】 

概要版(案)P6 基本方針④協働で管理する、に

ついては市も重要方針と考えていることから、

「みどりに関わる人を増やす取組」を重点施策と

しています。そのため、ご意見の協働の推進につ

いて、今後、本施策の中で検討してまいります。 

 

 

 

 

 

       ― 

― 市の木、サザンカとヤマボウシについての記載が

ほとんどありません。特に、ヤマボウシは美しい木

なので、公共施設の敷地への積極的な植栽を期待

しています。市役所周辺のシビック拠点の整備の

際に、広場や緑地に市の木であるヤマボウシを植

栽したら如何でしょうか。今後、市の木の植栽につ

いての計画を「宝塚市みどりの基本計画」のどこか

に記載することはできないでしょうか。 

【今後の参考とさせていただきます】 

市役所周辺で整備を進めている新庁舎・ひろば

整備工事でヤマボウシ等を植樹する予定です。 

市木の植栽等については、「（仮称）パークマネ

ジメント計画」や「（仮称）街路樹整備計画」策

定時に検討させていただきます。 

なお、市木について、計画案に説明文やイラス

トを記載するなどについて検討いたします。 

 

 

 

 

       ― 
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【特定の部分に関すること】 

ページ 意見 意見の採否及び理由 意見を受けての修正結果 

１ ・みどりの基本計画の体系図の【数値目標３】につ

いて 

現在、公園でイベントを行うための申請が対面の

みで、信頼関係を築く上では悪くないのですが、お

互いに手間がかかっていると感じます。 

芦屋市で行われている“公園レンタル”がオンライ

ンでできる“パークフル”というものがあるので、

それを宝塚市でも導入してほしい。コロナ禍でも

あり、現在の時代にあっていると考えます。 

【今後の参考とさせていただきます】 

パークフルのようなオンラインサービスは利

便性が高い一方、導入費や維持管理費が必要とな

ることから、すぐに導入するということは困難と

考えています。また、現在でも公園河川課では、

グラウンド及び武庫川河川敷以外での公園利用

に関する手続き（公園内行為通知書、公園内行為・

占用許可申請書）をメールや FAXで対応するこ

とが可能であり、利便性の向上を図っています。 

― 

１ (1)現在適用されている諸法律関係がもたらして

いる 

 ①良い点の評価 

 ②弱点の零時 

 ③依って今度の基本計画への移行を提案するん

だ 

など現状把握が下記調査数値でしか表示されて

いないので現状に立脚しているのかどうか具体

的でなく新基本計画が一人歩きしているのでは

と危惧している。 

(2)現状でも市民の参画は限られた人の手でかろ

うじて維持されていて老齢化も進んでいて後継

者探しに難儀している。 

(3)此の基本計画を動かす原動力をどう育成して

いこうとするのか具体的に開示してほしい。 

(4)世代を超えて創り上げていくいくべきものと

理解しているがそれには幼少期から教育、自然

と人とのかかわりあい、人と人とのかかわりあ

【原案のとおりとします。また、計画案に一部反

映します】 

(1)について、本計画記載の施策を展開すること

で実現可能な数値であると認識しています。 

 具体的な施策の開示について、本年 12月に概

要版（案）を含め、計画案のパブリックコメント

を実施する予定であり、計画案に具体的な施策を

記載しています。 

(2)、(3)、(4)について、概要版(案)P6基本方針

④協働で管理する、については市も重要方針と考

えていることから、「みどりに関わる人を増やす

取組」を重点施策としています。そのため、ご意

見の後継者不足や原動力の育成、人とのかかわり

や助けい合いの精神などについて、計画案に具体

的な施策を記載するとともに、今後、本施策の中

で検討してまいります。（一部計画案に反映） 

  

計画案の重点施策 4「みどりに関わ

る人を増やす取組」に、下記の施策

を追加します。 

「あらゆる世代が対応できる技術

手法（省力化含む）取得のための講

習会を開催する」 
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ページ 意見 意見の採否及び理由 意見を受けての修正結果 

い、助け合い、利他の精神の涵養から入ればこの

計画は実現可能なものとなるのでは。 

１ ・基本方針④協働で管理するについて 

街路樹の剪定や伐採をする業者の選定について、

費用だけでなく、施工品質についても評価をして、

次回の選定時に反映をできる仕組みが必要である

と考えます。本市に限らないですが、「この業者さ

んは木々への関心や愛着を持った会社なのか」と

疑ってしまうような乱暴な施工をしている場面を

見かけることがあります。街路樹や公園の木々を、

必要性があって伐採するにしても、それは地域の

人にとっては身近で愛着のある木々です。行政か

ら委託された業者さんが、そんな地域の木々を乱

暴に処理してしまうようでは、地域と協働でみど

りを大切にする取り組みの主旨にそぐわないこと

になります。 

また、切り株を残した伐採を見かけます。いつか植

えなおすつもりなのかもしれませんが、整備され

た風景には見えなくなります。「割れ窓理論」とい

うものがあるが、切り株のある街路は街並みの乱

れ、管理の不足、予算の不足という印象を感じさ

せ、地域の風景と魅力を損なう場合があります。伐

採した後には苗を植えるなど、まちなみが継続で

きる方法をご検討ください。地域の人がみどりの

ある街並みに愛着を持てる施工。管理方法をご検

討いただき、発注者となる行政としては、それを提

案・実現できる業者さんの選定方法をご検討いた

だければと思います。 

【今後の参考とさせていただきます】 

街路樹剪定業務については、一般競争入札によ

り発注を行っています。施工の品質を維持する上

で、仕様書などで資格要件を追加するなどが考え

られますが、市内業者の機会均等の関係上困難で

す。また、意見のありました施工成績による入札

の加点や最低入札ラインの設定など、現在、本市

では行っておりません。 

また、担当部署に確認したところ委託業務にお

ける施工成績による入札の制限を行う予定はな

いとのことです。 

街路樹について、「みどりの基本計画」の下位

計画として策定予定の「（仮称）街路樹整備計画」

において、その在り方の詳細検討を行いますの

で、計画策定の際の参考とさせていただきます。 

 

２ ・各主体の関わり方 

素晴らしい分析に基づいていると評価している。

また基本施策、個別施策、重点施策とも現状把握・

【原案のとおりとします】 

・施策の推進のためには、各主体との協働・連携

が必須であると考えます。 
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ページ 意見 意見の採否及び理由 意見を受けての修正結果 

認識に立脚しているものと評価している。基本施

策の中にある、多様なみどりのニーズへの対応に

ついては、教育現場、自治会、老人会、婦人組織な

ど既存組織との協働・連携が必須であると思いま

す。 

・児童、学童の受け皿つくり 

塾、試験漬けの子ども達を開放して自然の中で活

動を組織化し、将来社会の担い手の自然観を養い、

世界に通用する青年への礎石を育む場としたい。 

本年 12月に概要版（案）を含め、計画案のパ

ブリックコメントを実施する予定です。 

計画案にそれぞれの主体の役割を具体的に示

しておりますので、パブリックコメントの際、ご

確認いただければ幸いです。 

また計画案では、第一ブロックでは、公園の管

理（公園アドプト制度）に子どもが参加できる仕

組みづくりを地元と協議し、実現を図ります。と

記載しています。 

第一ブロックの「地域ごとのまちづくり計画」

に前述の記載があったため、計画案に反映いたし

ました。みどりの基本計画の実行計画として策定

予定の「（仮称）パークマネジメント計画」では、

子どもも含めた地域の方々とともに創ることを

想定しているため、ご意見の一助になると考えま

す。 

５ ・②環境をつくる 

ボランティアメンバーの高齢化、共働き世帯の増

加により緑化に携わる人員の確保が難しくなって

おり、発足当初の景観維持が難しくなってきてい

る。維持管理コストの問題も表面化しつつあり、今

回のみどりの基本計画策定を機会に改めて、景観

を維持しつつも自治会の負担の少ない取り組み方

が無いものかご相談させていただきたい。具体的

には下記２点をお伝えします。 

●草刈りを頻繁に行ってほしい。 

●種を飛ばして増える木は植えないでほしい。 

【原案のとおりとします。また、今後の参考とさ

せていただきます】 

高齢化による維持管理のコストや人員不足は

課題であると市も認識しており、概要版(案)P6

基本方針④協働で管理する、「みどりに関わる人

を増やす取組」を重点施策としています。 

ご意見の地元負担の少ない景観維持について、

今後、本施策の中で検討してまいります。 

なお、ご意見の草刈りの回数や管理が容易な樹

種の選定などについては、「（仮称）パークマネジ

メント計画」や「（仮称）街路樹整備計画」策定

時においても検討したいと考えます。 

 

５ 基本方針② ３．民有地緑化について 

個人宅の駐車場緑化へ支援を行う。これが広がれ

ば、マンションの緑化以上に「みどりの快適環境」

【今後の参考とさせていただきます】 

個人宅への支援として、本市では生垣助成制度

があります。これは道路際緑化を推進すること
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ページ 意見 意見の採否及び理由 意見を受けての修正結果 

の基盤となり、４の異常気象や自然災害の緩和に

もつながる。地球温暖化防止の一助にもなる。 

で、緑視率の向上につながり、以て市民への快適

性の向上を提供することを目的にしています。 

個人宅への駐車場緑化への支援については、県

が県民まちなみ緑化事業で実施しているマンシ

ョンや事務所などへの支援となるため、まずは現

行制度の活用を促してまいります。 

６ ・公園アドプト制度について 

現在、「地域緑化モデル地区」制度の中で公園の緑

化を行っています。アドプト制度を利用したいの

ですが、個人で請負うには荷が重いので、断念し

た。年に２～３回程度の除草では、公園が荒れ果て

るので１～２週間に一度の頻度で公園の清掃を行

っています。そこで、「地域緑化モデル地区指定団

体」と「公園アドプト」の中間くらいの制度があっ

てもいいのではないか。ゴミ袋＋αで何か補助が

あれば、行動に移す市民は増えると思います。 

【原案のとおりとします】 

「地域緑化モデル地区指定団体」、「公園アドプ

ト団体」などの省力化などによる市民ボランティ

ア制度の推進は重要であると市も認識しており、

概要版(案)P6基本方針④協働で管理する、「みど

りに関わる人を増やす取組」を重点施策としてい

ます。 

ご意見の中間組織などについて、今後、本施策

の中で検討してまいります。 

 

６ ・基本方針④ ２．協働の仕組みづくり 

ボランティア団体の活動発信のためのＳＮＳペー

ジを作成してはどうか。若い世代にはオンライン

は必須であると思う。 

また、地域福祉課の方では、「縁卓会議」という行

政と市民が話し合う場があります。公園河川課で

も「花とみどりのまち宝塚」を持続可能的に継続し

ていくため、そのような場を作っていただきたい。 

【原案のとおりとします】 

概要版(案)P6①基本方針④協働で管理する 2.

協働の仕組みづくり〇情報発信、PR の実施で、

「ボランティア団体の活動情報発信と緑化に関

する情報提供の推進」、〇組織の構築、育成で、

「持続可能な組織のあり方の構築」の施策に取り

組むこととしています。そのため、ご意見の SNS

ページの作成や意見交換の場づくりなどについ

て、今後、本施策の中で取り組んでまいります。 

 

１０ ・第６ブロックについて 

「活用する」に「コミュニティひばり（きずな会）」

と管理協定を締結し、とあるが「コミュニティひば

り」とするべきところです。 

【原案に反映します】 

 

ご意見のとおり修正します。 

１０ ・第６ブロック「活用する」について 

北雲雀きずきの森緑地も第７ブロックの西谷の森

【計画案に反映します】 概要版(案)に記載することが困

難なため、計画案に記載します。 
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ページ 意見 意見の採否及び理由 意見を受けての修正結果 

公園と同様に「北摂里山博物館」の一つとなってい

るので、それを踏まえた記述があってもいいので

はないか。 

 

１０ ・第６ブロック「活用する」について 

『「・・・活動拠点」として、利用者の増加をはか

るため』の文言は何を言おうとしているのか疑問

です。「活動拠点として」はいらないのでは。きず

きの森では障碍者も身近な自然に親しめるように

と、新設園路は車椅子でも利用できるように出来

る限り緩やかに設計、バリアフリーが図られ、視覚

障碍者にとっても利用しやすくなっています。こ

の点を踏まえて欲しい。 

【原案に反映します】 ご意見を踏まえ下記のとおり修正

します。 

「北雲雀きずきの森緑地および

その周辺について、「利用者の増加

を図るため、バリアフリーに配慮し

た整備による利便性向上も含め、積

極的な広報・PRを行います」 

 


