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令和 3年度 第七回宝塚市緑の基本計画検討委員会 

 

議事録 

日時：令和 3年 9月 6日（月）10時 00分~12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 9月 6日（月）10時 00分~12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 

栗山尚子：神戸大学大学院 工学研究科 建築学専攻 准教授 

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 

北村智顕：兵庫県 県土整備部 公園緑地課長 

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） 

簗田部長、江崎室長、中村課長、大崎係長、児玉職員 

（傍聴） 0名 

【欠席者（委員）】 

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 

【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 
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【配布資料】 

資料１   第七回宝塚市緑の基本計画検討委員会 次第 

資料２   第六回宝塚市緑の基本計画検討委員会 意見と対応 

資料３   令和 3年 8月 13日付照会の素案に対する意見と対応 

資料４   宝塚市みどりの基本計画 素案 

 

議事録 

１ 開会 

    〇出席者紹介 

    〇議事録署名委員は金岡委員・阪上委員とする。 

    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】 

≪P.9【各主体の関わりイメージ】について≫ 

会 長：今回の議題内容は、「第六回宝塚市緑の基本計画検討委員会 意見と対応」をもと

に、前回までの意見に対してきちんと素案に対応されているかの確認が中心です。

P.9【各主体の関わりイメージ】はかなりシンプルになった印象があります。行政

の役割は「＋サポート・コーディネート」と図中に記載されていますが、各種団

体、市民、事業者の役割は説明がありません。市民、各種団体、事業者の役割に

ついても記載を検討していただけますか。 

事務局：P.8で市民、各種団体、事業者、行政それぞれの役割を記載しています。基本的に

は、各主体が協力・連携していくことを示すため、【各主体の関わりイメージ】の

中央に「協力・連携」と記載していますが、ご意見があれば、矢印の部分に役割

を記載することも考えていきたいと思います。 

会 長：見ただけでわかる図にするために、キーワードを書いた方がいいと思います。 

委 員：P.9【各主体の関わりイメージ】では、行政の役割として「＋サポート・コーディ

ネート」と書かれていますが、P.8の「行政の役割」の文章中に「コーディネー

ト」という文言は出てきていません。「コーディネート」という文言を入れて、

図と文章の整合性をとった方がいいのではないかと思います。 

会 長：文章と図の適切な整合をとりながら、P.8とP.9の両方に記載するということです。

単純に言うと、市民としては実行すること、実行したいことを見いだして連携し

ていくということが書かれます。各種団体も市民と似ていますが、様々な個人、

団体をつなげるという中間支援のような役割も出てくることもある気がします。

事業者は直接的に事業所の緑化もありますが、間接的に CSR事業、労力や時間、

技術のサポート等の役割もあるかもしれません。事業者の持つ能力を最大限発
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揮する協働の仕方があるということです。行政は「サポート・コーディネート」

というように各主体によって役割が大きく分かれると思いますので、キーワー

ド化して P.8は文言に、P.9にはキーワードだけを矢印の部分に入れていただく

ということで対応いただければと思いました。 

事務局：会 長の意見のとおり対応させていただきたいと思います。 

委 員：P.9【各主体の関わりイメージ】の行政の矢印の部分に「＋サポート・コーディネ

ート」と書かれていますが、 「＋」の意味がわかりません。 

事務局：前回は、「＋」の表記はありませんでした。P.9【各主体の関わりイメージ】の考え

方として、前段に書いているように、「みどりのまちづくり」は、各主体が連携・

協力するフラットな関係です。行政の場合はさらに「サポート・コーディネート」

をしなければならないという意見をいただいたので、各主体が連携・協力する意

味を込めた「＋」をあえて追加しました。 

会 長：行政が協働する際、「サポート・コーディネート」だけを書くと行政は何もしな

いのかと言われます。実際、行政は緑化事業や公園事業で公園整備等をしてい

ます。P.9【各主体の関わりイメージ】では、協力・連携にプラスαで「サポー

ト・コーディネート」も行うことを強調していますが、行政だけに書くと誤解

を招く可能性もありますので、全てに記載する方がいいと思いました。 

 

≪P.35～38「Ⅲ.4 みどりのネットワークの考え方」について≫ 

会 長：将来像別みどりのネットワーク図は参考資料に記載することになったと説明があ

りましたが少々不安を覚えました。みどりのネットワーク図は国土交通省によ

りみどりの基本計画を策定する際に書くべきだと定められているものであり、

市民が一番イメージしやすい大事な図だと思います。将来像別みどりのネット

ワーク図を参考資料に載せるということは、完全に本編からなくなっていると

いうことでしょうか。 

事務局：本編から将来像別みどりのネットワーク図は削除しています。みどりのネットワ

ーク図は、みどりの基本計画に載せるという大原則があり、委員会での意見を

取り入れながら、市域全体のみどりのネットワーク図、将来像別みどりのネッ

トワーク図、ブロック別みどりのネットワーク図と、かなりの量のネットワー

ク図が計画の中に出てきました。本編を通して見ると、ネットワーク図で何を

伝えたいかが、かなりぶれるように見受けられました。地域別計画の中で、詳

細なネットワーク図ができていると思いますので、将来像別みどりのネットワ

ーク図を本編から外した方が、本編全体を見た時にみどりのネットワークが見

やすいのではないかと事務局では考えました。P.89に参考資料に掲載するリス

トを載せていますが、今回資料としては提出していません。後日、作成してご

意見をいただきたいと思います。 
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会 長：将来像別みどりのネットワーク図は参考資料に載せることだけを決めて、これから

整理をしていくという状態という前提でご意見いただきたいと思います。でき

れば P.38【みどりのネットワーク図】だけで、宝塚市のみどりのネットワーク

の概要が伝わればいいと思います。 

委 員：前回も同じような趣旨で発言したのですが、「4 みどりのネットワークの考え方」

が「5 基本方針」の前にあることは少し違和感があります。目標像があり、そ

の目標像を実現するための方針、その方針に沿った具体的な様々な事業、取組を

行うためにはこんなネットワークの考え方が必要だという流れがわかりやすい

と思います。「4 みどりのネットワークの考え方」は「5 基本方針」の後に位

置付けた方がいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

会 長：前回言われた意見では P.35～38 と P.39～40 を入れ替えるという構成になると思

います。「5 基本方針」も少し反映させるようなネットワーク図を示せればいい

と思います。例えば、「基本方針 1：守り・伝える」に該当するみどりである生物

多様性保全活動拠点、「基本方針 2：環境をつくる」に該当するみどり豊かな山

麓市街地エリアやみどりがつながる平地部市街地エリアというように文言を凡

例や図に少し追加していただくと基本方針を踏まえたネットワーク図になると

は思いました。 

事務局：会 長からありました意見を受けて修正させていただくとすると、今 P.35～P.38

で説明している「4 みどりのネットワークの考え方」が「5 基本方針」と「Ⅵ 

みどりのまちづくりを推進する施策（基本施策）」の間に来るという理解でよろ

しいでしょうか。 

会 長：そのとおりです。P.35みどりの骨格の説明文、P.36のみどりの拠点の説明文、み

どりの軸の説明文、P.37 身近なみどりの説明文は、キーワードを少し整え、基

本方針とつなげてどういった意味なのかということの説明も少し加えた方がよ

いかもしれません。 

事務局：基本方針の文言も合わせて、みどりのネットワーク図を精査させていただきます。 

会 長： P.38【みどりのネットワーク図】について、六甲山系・長尾山系の濃い緑色の部

分に重なる文字は見えづらいので、文字の後ろを白地にした方がいいと思いま

す。 

 

≪P.53～62 「Ⅳ.3重点施策」について≫ 

委 員：P.42【計画体系図】の中の重点施策のタイトルが「街路樹整備計画の策定、実施」と

古いままになっていますので修正お願いします。 

事務局：修正します。 

会 長：前回委員会の意見に対する対応である「街路樹整備計画」と「パークマネジメント

計画」に策定の位置づけの違いについての整理、P.59「（３）街路樹の適正な管
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理」のタイトルは、問題ないでしょうか。 

委員：問題ないと思います。 

 

≪- デジタルツールの活用について≫ 

会 長：デジタルツール活用の件ですが、みどりの基本計画に書くには実現可能かどうかが

不明だという感じでしょうか。 

事務局：デジタルツールを使った公園のレンタルが芦屋市で行われていますが、芦屋市にヒ

アリングしたところ、現状はお金がかかる場合や、少し判断に迷うよう場合は基

本的に芦屋市に来庁してもらっていると聞いています。宝塚市でも基本的には窓

口に来てもらいますが、今は FAXやメール等でいただいたものに対して許可する

ことも行っています。特に公園レンタルの場合は、今の宝塚市の対応とさほど変

わらないと思い、今回どうするかも含めて決めきれないため、下位計画で検討さ

せていただきたいと答えさせていただいています。 

委 員：応答・対応に「下位計画で検討を行う」とありますが、下位計画とは例えばどのよ

うな計画になるのでしょうか。 

事務局：デジタルツールの対象が街路樹であれば、街路樹管理計画であり、公園などのデジ

タルツールであればパークマネジメント計画になります。 

委 員：宝塚市はみどりを非常に大切にしており、みどりに関する産業が昔からずっと大事

な産業であるまちだと私は認識しています。みどりの基本計画策定にあたり、デ

ジタルツールを活用した管理の方法など先進的な都市になってほしいという願

いがあり、前回の委員会でデジタルツールの活用の提案意見を出しました。実際、

みどりの基本計画に書くと次回計画を改定する際にできたのかできていないの

かという検証はもちろん必要ですので、ハードルが高いのは承知しております

が、下位計画に書いてしまうと計画ごとに様々なツールが出てきて、バラバラに

なってしまいます。なので、徐々に上位計画に書けるような実践をぜひ増やして

いってほしいと思います。 

事務局：今回は計画に書くのではなく、下位計画できっちりと検証して書きこんでいきたい

と考えています。今回のみどりの基本計画では、P.61「（４）みどりに関わる人を

増やす取組」の行政の役割の「・市民、事業者、各種団体によるみどりのまちづ

くりに関する情報発信などを行い、ネットワーク化を支援するほか、団体等の交

流や情報交換のプラットフォームの場を提供します。」ということでデジタル化

も含めた情報発信や、「・（仮称）パークマネジメント計画や（仮称）街路樹管理

計画策定の際には、市民と意見交換の場を設け、協働による管理・運営を推進し

ます。」というところで取り組んでいきたいと考えています。「デジタル化等を含

め」というような文言をここで一部記載するのも方法だと考えていますので、こ

れから修正可能かどうか分かりませんが、反映できればと考えています。 
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委 員：趣旨はよく理解しました。デジタルツールはやはり経験や知見を持った団体にお任

せした方がうまくいく側面もありますので、デジタルツールの経験や知見を持

った団体の育成や支援などの制度を整えていってほしいと思います。P.61の「・

市民、事業者、～プラットフォームの場を提供します。」の部分に脱字がありま

す。 

会 長：修正も含めてご検討ください。ちなみに私も同意見です。前回委員会時にお話し

した「書いておけば予算要求時に武器になるのではないか」というよりも、今

までに FAX、メールで意見をいただいた方からはこれからも意見をいただけると

思いますが、今まで意見をいただいていない方やデジタルツールであれば意見

を返していただける方が新しい参加・協働のきっかけになるのではないかとい

うことの趣旨が大きいので、「デジタル化含め」の表現はぜひともご検討いただ

ければと思います。 

事務局：検討します。 

 

≪P.41～42 「Ⅳ.1計画体系」について≫ 

委 員：P.41の 2段落目「また、地域の～」の部分についてですが、地域別計画のことに

ついて記載されているので、「Ⅴ 地域別のみどりのまちづくりの方針（地域

別計画）」に書いた方がいいのではないかと思います。 

会 長：おっしゃるとおり、適切に 4章で書いているところだけを記載するとすれば、今回

加筆された 1段落目を「Ⅳ みどりのまちづくりを推進する施策」に書き、2段

落目は「Ⅴ 地域別のみどりのまちづくりの方針（地域別計画）」の冒頭にきま

す。しかし、P.42【計画体系図】の説明として地域別計画もあるので、触れてお

こうという事務局の趣旨だと推察しますが、いかがでしょうか。 

事務局：委員のおっしゃるとおり、P.41 の 1 段落目は「Ⅳ みどりのまちづくりを推進す

る施策」にかかっている部分であり、2段落目は「Ⅴ 地域別のみどりのまちづ

くりの方針（地域別計画）」にかかる部分です。P.41の文章は計画体系図を説明

する文章ですので、2段落目は残したままで、「Ⅴ 地域別のみどりのまちづくり

の方針（地域別計画）」に記載していることがわかる形で文章を考えさせていた

だきたいと思います。 

瀬尾委員：P.41の 2段落目「また、地域の実情に～」の「また、」を「なお、」に変えれば問

題ないと思いますがいかがでしょうか。 

会 長：計画体系としては地域別計画も含まれるという「なお」書きにすることは表現とし

ては正しいかと思います。表現も含めてご検討いただければと思います。P.42【計

画体系図】は、今回の対応のように全体を大きく流れを示す方が適切であったか

もしれません。確保目標を達成することで果たされる目標だけが伝わる体系図に

修正していただきました。 
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≪P.85～88 「Ⅵ計画を推進するための方策」について≫ 

委 員：P.87「みどりのまちづくりを～」の文章に、市民、行政、事業者は出てきますが、

各種団体が出てきません。各種団体を加えるべきではないでしょうか。 

事務局：加筆させていただきます。 

委 員：文言の訂正ですが、「【各主体の役割】※P8を内容を表形式で再掲」と、「を」が 2

回続いているので、最初の「を」は「の」に変えた方がいいと思います。P.88の

「CHECK」に「・庁内での新緑状況把握・整理・評価」とありますが、進捗状況

の間違いではないでしょうか。 

事務局：修正します。 

委 員：P.88【計画の進行管理スケジュールイメージ】について、「CHECK」は令和 8年度に

把握・評価が行われる予定ですが、定期的な把握・評価は行われないのでしょう

か。 

会 長：個別の公園を作りましょうという計画であれば毎年、PDCAサイクルが行われます。

ただ、みどりの基本計画というのは、10年間の基本計画ですが、本当はビジョン

に近いものです。毎年内容が変わるわけではないけれども、毎年把握・評価が行

われるところもあるというように、2つ意味合いがある中間的なものなので、表

現の仕方が難しいと私も思いました。緑の基本計画を毎年見直していたら、他の

施策をどうしたらいいのかわからなくなるので、2つの意味合いをどう表現する

かです。ちなみに PDCAサイクルだけではなく、RVPDCAサイクルというリサーチ

(R)してビジョン(V)を作り、大きなビジョンに基づいて、毎年細かい PDCA サイ

クルを回していく場合もあります。ただ、RVPDCAサイクルは、この計画がビジョ

ンと計画のどちらなのかが少しわかりにくくなることもあって、RV を付けた方

が良いのかはいつも悩むところです。他市では RVをつけずに、定着している PDCA

サイクルで行う場合が多いです。事務局は何かお考えありますか。 

事務局：RVPDCAサイクルの意味をもう一度精査させていただいた上で、RVPDCAサイクルで

進行管理するかを決めたいと思います。 

会 長：みどりの基本計画の進行管理は、大きくは毎年、チェックし、アクションし、プラ

ンを変えるものではないです。 

委 員：何年間もきっちりチェックせずに、次のチェックの段階で結果的にできていなかっ

たという事態を避けるために、大きな大綱は変えられませんが、実際の進める段

階において、やはり整理が必要だと思います。計画内容の整理をスケジュールの

枠にいれなくてもいいのでしょうか。 

会 長：書いているとすれば、【計画の進行管理スケジュールイメージ】の「ACT」で「地域

別計画は各協議会まちづくり計画と連携し、定期的見直し」と、まちづくり協議

会が関わる部分は毎年考えて見直します、というようなことが書かれています。

まちづくり協議会が関わる計画だけではなく、個別の計画からも毎年進捗する中
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でビジョンが少し分かりにくいということなどの報告は毎年あり、ただ基本計画

の見直しとしては 5年に 1回の大きなスパンで行うということが伝わるように書

くということも 1つの方法だと思います。5年に 1回チェックすることは既に書

いているので、地域別計画だけではなく、個別の計画も常にチェックはできない

が常に見直しをしているということはまちづくり協議会に限らず「ACT」に書い

た方が良い気がします。 

事務局：事務局で大きな見直しや定期的なチェックはできませんが、社会情勢が大きく変わ

るところで、大きく施策の中にも見直しが必要になってくる場合や、チェックが

必要な場合も含めて「適宜チェックする」という文言を取り入れたいと思います。 

委 員：文章中では「検証委員会」という文言が出てきていますが、図を見ると「CHECK」

に「みどりの基本計画進行管理委員会」という名前が出てきます。「みどりの基

本計画進行管理委員会」と「検証委員会」は同じものでしょうか。「CHECK」の中

に突然「みどりの基本計画進行管理委員会」が出てくるので唐突感があります。 

事務局：文章中にある「検証委員会」と「CHECK」に記載されている「みどりの基本計画進

行管理委員会」は同じ委員会なので、表現を統一させていただきます。 

委 員：緑化重点地区の《地区において市が進める緑化施策》の中に市民緑地制度の活用を

入れたらどうかと思います。緑化重点地区であれば市民緑地認定制度の対象と

なるので、市民緑地認定制度を利用すれば、民有地が利用でき、もっとみどりが

増えるのではないでしょうか。2017 年に創設されてまだ取組んでいない自治体

も多いですが、西宮市や豊中市等ではもうすでに市民緑地認定制度に取り組ん

でいるので、宝塚市でも取り組んではどうだろうかと思いました。 

事務局：追記させていただきたいと思います。 

会 長：緑化重点地区の加筆は緑視率のアップに特化されていますが、緑化重点地区におい

て、緑化施策が緑視率アップに留まらないことを今回のみどりの基本計画では目

指しています。重点施策の期待される効果にも追記したように、緑視率がアップ

することによって、賑わいや市民のコミュニティ等にも波及したいという思いを

書いてもいい気がします。また、今回の委員会の範疇を超えてるかもしれません

が、緑化重点地区は現在設定している区域で十分なのでしょうか。緑化重点地区

に設定していることで、様々な補助や指定ができることもあり、緑視率アップに

より波及効果がうまれるという考え方での区域設定をもう一度検討されてもい

い気がしました。例えば、都市緑地法では農地もみどりとして位置づけられ、農

地と公園などと一体的になって、農地でもレストランができます。農地でのレス

トランも緑視率を上げるだけではなく、賑わい等の効果があるので、豊かな近郊

農村や安倉地区や北部地域でも取り組んでいく場合に役立つ、緑化重点地区の指

定が宝塚市ではあるのではないかという印象を持っています。今後のご検討の参

考になればと思いました。 
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事務局：緑化重点地区に指定することにより、どんな効果が得られるのかも含めて、再度整

理させていただきたいと思います。 

 

≪その他素案全体への意見≫ 

委 員： P.6の千苅貯水池の写真は、景観的には良いと思いますが、たしか千苅貯水池は

神戸市の水がめと聞いていたので、宝塚市の水がめである川下川ダムと写真の

入れ替えをした方がいいと思います。 

会 長：他に「存在効果」のキーワードとなる「ヒートアイランド」「都市景観」「生物」「水

源涵養」「土砂災害」などに当てはまるような地域はありますか。武庫川渓谷は

キーワードに当てはまるものが比較的多いかもしれません。できるだけ宝塚市ら

しいという写真が良いです。 

事務局：今回、千苅貯水池の一部は宝塚市にあるということで写真を載せていましたが、川

下川ダムという意見をいただいたので、千苅貯水池の写真を川下川ダムに変える

ことを念頭に写真を収集します。 

委 員： P.4の伊和志津神社の社寺林の写真は、P.51にも載っています。社寺林は他にも

売布神社などもあるので別の写真にしてはどうでしょうか。 

事務局：写真が重複しているので、どちらかの写真を差し替えさせていただきます。 

委 員：写真の件ですが、個人的には宝塚市の社寺林の中で最も素晴らしいのは清荒神の社

寺林だと思うので、もし可能であれば清荒神の写真を使っていただけるようご

検討いただければと思います。 

委 員：理解不足かもしれませんが、P.3の【みどりの定義図】と P.4の【本計画が対象と

するみどり】の関連について、もう少しわかりやすく説明なり、記載があればい

いと思います。【みどりの定義図】と【本計画が対象とするみどり】が分離して

見えますがいかがでしょうか。 

会 長：例えば P.4の写真のキャプションが P.3【みどりの定義】の中の言葉になかったり、

「社寺林」などみどりの分類の例示の言葉が P.4の写真のキャプションや図に使

われたりしています。メインのキャプションは P.3のみどりの分類に合わせ、例

えば、「緑被面（屋上緑化）」というように記載すると、P.3【みどりの定義】と P.4

【本計画が対象とするみどり】が対応できて理解が進むのではないかと思いまし

た。また、どこの写真かということもキャプションに書ければいいと思いました。

写真撮影箇所だけを対象とするわけではないので誤解を招かないようにかっこ

書きになるかもしれませんが、例えば（○○の社寺林）、（○○公園）のように書

くと宝塚市のこんなところを活かしたいというようなニュアンスも伝わるよう

な気がします。P.3、P.4の表現を少し整えながら、適切な写真に入れ替えていた

だいて、宝塚市のどこの写真かがわかると嬉しいです。 

事務局：まず P.3、P.4の記載の方を整理させていただいて、適切な写真を整理しなおして
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載せさせていただきます。 

会 長：関連して P.6の利用効果のイメージ写真は、代表的な公園である「末広中央公園」

やコミュニティが多くあるようなよく使われている公園があれば、その写真が利

用効果を伝えるのに最適である気がします。媒体効果は現在載せている写真のよ

うな環境教育が適切だと思います。森があるだけではなく使われているという趣

旨が伝わるように、媒体効果の写真がどこなのかわかるキャプションもご検討い

ただければと思いました。 

委 員：P.17【総面積地目別面積の変遷（平成 14(2002)年⇒平成 30(2018)年）】の「その他」

はほぼ半分を占めているので、表の下に注釈として、「その他」に含まれるもの

を書いた表現があった方良いと思います。 

会 長：その他は何が含まれているのでしょうか。 

事務局：総面積から田、畑、宅地、山林、牧場・原野を差し引いたものとなっています。 

会 長：みどりの中の内訳ではなく、地目別面積の中での「その他」なので、建物や市街地

の道路、工場、商業店舗などが全部含まれるということです。少しわかりにくい

ような気がします。 

事務局：意見が出ましたとおり、「その他」が約半分を占めているので、表の見せ方、なぜ

この田、畑、宅地、山林、牧場・原野を取り出して「その他」をまとめているの

かを整理し、注釈で理解できる形で修正させていただきます。 

会 長：P.17の見出しが「（1）みどりの変遷」となっているので、【総面積地目別面積の変

遷（平成 14(2002)年⇒平成 30(2018)年）】の表がすべてみどりのことを表してい

ると思って見てしまいます。「その他」は「その他市街地」というように少なくと

も書いた方がいいですし、もしくは「その他」をなくし、市街地の中のみどりと

して、田、畑、宅地、山林、牧場・原野の割合を示すだけでもいいかと思います。

間違いではありませんが、初見で表とタイトルだけを読むと誤読する可能性があ

るので修正をお願いします。 

委 員：P.87の 3段落目に「～目標指標の設定なども行います。」とありますが、みどりの

確保目標が既にあり、さらに必要な目標は別で設定するのでしょうか。 

会 長：P.87 の 3 段落目では、みどりの基本計画を達成するために、個別計画でも必要な

措置や KPI、KGI など色々と数字を積み上げていってやっていくという構造を説

明したいのではないかという風に推察します。「必要に応じて」の前に「基本計

画の実現に向けて個別計画でも必要な目標指標の設定などを行います」というよ

うに補足することは考えられると思いました。 

委 員：宝塚市は庭木業者やダリア園があり、花き園芸が盛んであるということが市のみど

りの現状のところなどに出てきません。市民からすれば当たり前なのかもしれ

ませんが、P.30 ではじめて花き園芸が盛んだと出てくるので、もう少し前段に

書いてもいいと思いました。地域別計画でも園芸流通センターぐらいしか花き
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園芸が盛んなところを伝えられていません。花き園芸が盛んな点は、宝塚市の特

徴だと思いますので、もう少し花き園芸について記載があってもいいのではな

いかと思いました。細かい対応は市にお任せします。 

会 長：造園、植木のまち宝塚というのは非常に心強い存在であり、地域性も表すのでみど

りの基本計画に書ければという意見はこれまでの議論にもありました。特定の業

種・業態をピックアップするのは難しいのかもしれませんが、ここまで造園・植

木産業が有名な町であれば、活かさない手はないという気がいたします。例えば、

P.8「Ⅰ 5各主体の役割と関わり」では市民と各種団体は、協働や市民参画が進

むと関わり方の理解はありますが、事業者の関わり方がわかりづらいです。事業

者は資金提供のようなスポンサー的な活動が一般的にイメージされます。事業者

を「全国有数の植木産業の町という技術力をもって」という例示をすると、広大

な面積の事業所を持ち、存在自体が景観や緑に資するというようなことが考えら

れ、優遇しているだけではなく事業者のみどりの基本計画の関わり方がイメージ

しやすいと思います。例示表現として、植木産業に関わる事業者の内容を書くと、

全体での位置づけが P.8からできるのではないかと思いました。P.59「（3）街路

樹の適正な管理」でも宝塚市の業者にしか発注しませんというニュアンスに捉え

られると良くないですが、実際は技術力のある事業者が地元にあり、山本地区を

含めて宝塚市だからこそ管理委託だけでなく協働によって街路樹、公的なみどり

の管理もできていることを書けるといいという部分がありました。率直に言うと

山本地区をもつ宝塚市で、一番価格が安いどこかの業者が街路樹管理をし、乱雑

に剪定されるということは非常に恥ずかしいという印象があります。地元の技術

力を持っている事業者ということも含めて記載すると不公平な書き方にはなら

ないような気がいたしました。 

事務局：山本地区を代表する花き・植木産業について書ける限り、今ご指摘いただいたとこ

ろも含めて、追記できるところに関しては、追記していきます。 

委 員： P.19【緑地及び緑化空間をあわせた緑の現況と目標】において令和 31 年を平成

31 年に修正してください。P.72【第 3 ブロックみどりのネットワーク図】にお

いて、中国自動車道が中国道と表記されているので修正お願いします。P.85《緑

化重点地区》の「・緑被率に低い～」とありますが「・緑被率の低い～」に修正

してください。 

事務局：本日いただいたご意見につきましては、メール等で修正案と意見と対応を送らせて

いただきます。次回の第八回緑の基本計画検討委員会は 1月下旬から 2月上旬に

開催する予定です。事務局から日程調整の連絡をさせていただきます。 

以上 


